
　第2回　合同企業説明会～新卒･既卒3年以内対象～ 5/23(水)   13:00～17:00    東京しごとセンター地下講堂

■参加企業の詳細については、3階ヤングコーナー内業界職種・企業ラボにて閲覧できます。

ブース

No.

事務系職種あり

トウキョウトトシヅクリコウシャ 289名

1961年

ｰ

新卒 既卒

http://www.toshizukuri.or.jp/

事務系職種あり

ティーエヌエス

2004年

20百万円

新卒 既卒

http://www.tns-it.jp/

事務系職種あり

ユニマットリック 65名

1988年

50百万円

新卒

http://www.rikcorp.jp/

ヒルトップ 120名

1980年

36百万円

新卒 既卒

http://www.hilltop21.co.jp/

オダキュウレストランシステム 248名

1957年

300百万円

新卒 既卒

http://www.odakyu-restaurant.jp/

事務系職種あり

オフィスコーポレーショントウキョウエイギョウショ 165名

1990年

20百万円

新卒 既卒

http://www.office-pits.co.jp/

フォルム 46名

1990年

17百万円

新卒 既卒

http://www.nichinan-group.com/jp/group/form.html

事務系職種あり

キョウゴクウンユショウジ 263名

1947年

160百万円

新卒 既卒

http://www.kyogoku.co.jp/

ヤマシタデンキ 172名

1937年

100百万円

新卒 既卒

http://www.yamashita-denki.co.jp/

事務系職種あり

サンシンタテモノ 18名

1940年

218百万円

新卒 既卒

http://www.sanshin-tatemono.co.jp/

107名

■当日の出展企業や募集職種については、変更となる場合もございますので、ご了承ください。■社員数につきましては、企業情報シートの従業員数とは異なる場合がございます。

10

不動産
●不動産賃貸

●不動産管理

①営業　　　　　　　②総務事務

③ビル管理　　　　　④経理事務

三信建物株式会社 40年にわたる災害やリスクへの対処法の研究に基づき、犯罪や災害時での「安心・安全」をテーマに表参道、青山、渋谷を中心とし

た地域でオフィスビルの賃貸事業を核として行っている。また次世代のオフィスコミュニティを実現すべく、再生可能エネルギーの積極的

な利用を進めながら関連事業への業務拡大を行う。センター採用実績あり。JOBトラベル

9

製造

●精密プラスチック成形品・精密成形金型　設計、製造　等
①技術

②製造技能

山下電気株式会社 電気部品のプラスチック成型加工を主とし、精密成形金型設計、製造をしている企業。高度なP&E(プラスチック＆エレクトロニクス)

技術とそれを支える技能士集団が、外装デザイン/機構設計/回路設計から製造/ 組立/品質管理まで一貫して高機能高品質な

製品づくりを約束。天皇陛下が行幸されたこともある。センターからの採用実績あり。JOBトラベル

8

運輸・倉庫 ●石油製品、化学製品、液化ガス等運送業

●港湾運送業、通関業、倉庫業

●ドラム缶等容器類販売・修理業

①総合職（営業事務・管理事務・経営企画）

京極運輸商事株式会社 創業127年、ジャスダック上場の危険物専門の物流総合コンサルタント企業。事業分野として「輸送、港湾、倉庫、容器」があり、

各々の分野で長年蓄積したノウハウを持ち、顧客へのサービスに的確に対応する強みがある。前期純利益も順調にのばしており、「危

険物の京極」といわれるまで、顧客からの厚い信頼を構築している。

7

製造

●試作品　工業用模型製造
①デザイナーとの打合せ、納品、見積作成

②モデラー（切削加工、塗装、印刷、組立）

株式会社フォルム 国内家電メーカーのデザイン部門から受注した、新製品開発時社内検討用の模型を製作している企業。クオリティーの高いディテール

にこだわった微細な表現技術を得意とし、多様な表面処理の要求に対応している。事業基盤は確立し、収益面も黒字を確保。

新製品に興味がある方や、モノづくりが好きな方へはおススメの企業。

6

サービス

●事務備品、設備のレンタル
①法人営業、サービススタッフ

②一般事務

株式会社オフィスコーポレーション

東京営業所
広島県に本社を持つオフィス用設備の総合レンタル・リース企業。全国19ヶ所に事業所を展開。企業の経営資源の有効活用として

オフィス空間のリニューアルや備品のレンタル・販売などを提案し、果敢に挑戦している企業。豊富な研修制度で経験がなくても学べる

環境が用意されており、「スマホで会社説明会」もホームページより実施中。

5

飲食

●飲食業 ①店舗運営業務・営業支援業務

株式会社小田急レストランシステム 小田急グループの一員として、小田急沿線価値を高めるため飲食業を事業展開。小田急百貨店、小田急新宿ミロードにはテーブル

サービスのレストラン、カフェ。駅構内にはカウンター形式のカフェ、スタンドそばの「箱根そば」などを展開。店舗運営を経験後、本社部

門の営業支援業務（販売、営業推進、店舗開発、人事etc）への異動もある。

4

製造 ●部品加工

●装置開発・ロボット開発

●デザイン設計

①技術営業

HILLTOP株式会社 試作品を中心に医療機器部品、自動車・航空部品などの精密部品からアーティストのマイクスタンドまで、幅広いニーズにこたえ、モノ

づくりを行っている京都本社の有名メーカー。様々な金属を加工し、製造から表面処理、設計、組立、ロボット開発までサポート。宇

宙開発プロジェクトにも参加するほどの技術を持つ。センターからの採用実績あり。JOBトラベル

3

サービス ●エクステリアCADの制作、販売

●人材教育事業

●植栽、緑化事業

①営業

②ソフトウェア開発

③植栽、緑化販売

④事務

株式会社ユニマットリック 「ゆとりとやすらぎの提供」を理念にしているユニマットグループの強固なバックボーンを持ち、エクステリアを含めた住宅の設計・提案など、

お客様をサポートしているエクステリア系CADの最大手企業。エクステリア図面設計・作図サービスや、エクステリアの知識＆CAD技能

を学ぶためのメニュー、業務効率の改善提案などを行っている。JOBトラベル

2

情報通信 ●ヘルプデスク・サポート業務

●ネットワーク・サーバ構築、運用業務

●システム開発、クラウドサービス

①ネットワークエンジニア

②SE

③ヘルプデスク

株式会社ティーエヌエス 創立15年目に入り着実な成長を遂げている企業。未経験者歓迎で、データセンター内でのネットワーク構築や、運用・保守、ヘルプ

デスクが業務の中心。社内にミニデータセンターがあり研修が可能で、今後需要が伸びていくネットワーク・サーバの構築管理技術を取

得したインフラエンジニアの育成に取り組んでいる。JOBトラベル

社名/ URL
業種/ 社員数/ 設立年/ 資本

金/募集対象/JOBトラベル有無 事業内容/ 募集職種/ アドバイザーのポイント解説

1

その他の業種
●市街地整備事業（土地区画整理事業、都市施設の用地取得等）

●都市環境整備事業（下水道整備、資源リサイクル事業等）

●地域支援事業（土地・建物貸付、宅地分譲、建物共同化等）

①総合職（事務、土木、建築）

公益財団法人

東京都都市づくり公社
東京都の発展に貢献する行政代行型公益法人。東京都が推進する「木密地域不燃化10年プロジェクトにも参画し、23区内にお

ける都市防災機能の向上にも取り組んでいる。設立以来50年にわたって都市基盤整備を中心に、地方自治体が行う土地区画整

理事業、下水道事業など地域の発展と環境づくりを行う。今回の説明会は技術職、事務職の募集。
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■参加企業の詳細については、3階ヤングコーナー内業界職種・企業ラボにて閲覧できます。

ブース

No.

事務系職種あり

エフピコチューパ 130名

1973年

100百万円

新卒

http://www.chupa.co.jp/

エデルタ 280名

1984年

10百万円

新卒 既卒

https://www.edelta.co.jp/

事務系職種あり

コオリリース 336名

1970年

86百万円

新卒 既卒

http://www.kohri.co.jp/

メグロクシャカイフクシジギョウダン 277名

1988年

ｰ

新卒 既卒

http://www.meguro-fukushi.jp/

事務系職種あり

イハラサイエンス 500名

1947年

1,564百万円

新卒 既卒

http://www.ihara-sc.co.jp/

ハート 502名

1956年

99百万円

新卒 既卒

http://www.heart-group.co.jp/

事務系職種あり

アイテック 475名

1960年

3,948百万円

新卒 既卒

http://www.itec-c.co.jp/

事務系職種あり

ベストライフ 2,822名

2001年

90百万円

新卒 既卒

http://bestlife.jp/

トバヨウコウ 228名

1949年

1,148百万円

新卒

http://www.toba.co.jp/

マークス 219名

1989年

40百万円

新卒 既卒

http://www.marksnet.co.jp/

■当日の出展企業や募集職種については、変更となる場合もございますので、ご了承ください。■社員数につきましては、企業情報シートの従業員数とは異なる場合がございます。

20

情報通信

●ソフトウェア開発 ①SE・プログラマー

株式会社マークス 金融業界向けのシステム開発に強みを持つ企業。独立系で、仕事に制限はなく、技術者の育成には特に熱心。新卒の社員を含

め、社員の約8割は業界未経験からスタートし、プロのエンジニアとして活躍している。研修制度が充実しており、入社後2～3ヶ月間

は本社にて同期と共に集中研修を行う。JOBトラベル

19

卸・商社

●機械工具、装置等の販売 ①営業

株式会社鳥羽洋行 明治39年の創業期から「信用第一主義」を貫き、日本の製造業に必要な機械類を取り扱っている商社。デジタル家電、精密、半

導体、自動車関連メーカーに生産設備向けの機械・工具・装置等を販売し“縁の下の力持ち”の役割を担っている。現在は、中国、

タイ、ベトナムに拠点を設け、将来にわたって国内はもとより、海外展開も強化していく。

18

医療・福祉

●有料老人ホーム等の運営、居宅介護支援事業所の運営
①介護職　　　　　②看護職　　　　　③施設事務職

④本社営業職　　⑤本社総合職

株式会社ベストライフ 関東1都3県を中心に全国約170施設の有料老人ホーム等を運営している企業。介護度の低い高齢者を対象としているので、比

較的負担が少なく、未経験・無資格の方を多く受け入れている。2ヶ月間の研修期間を設けており、また各種資格取得制度、業界

屈指の資格手当など、長くご活躍頂ける環境を整備している。

17

卸・商社
●鉄鋼材料の販売

●建築構造物の受注、設計、製作、工事

●鉄鋼製品の製造

①鋼材の営業職

②営業事務

株式会社アイ・テック ジャスダック上場企業。鉄の専門商社として、単に素材としての鋼材を提供するだけでなく、多彩なニーズに対応して“鉄”を加工し製

品化する技術設備を持っている。東京支社を中心にゼネコン対応の一括受注システムを構築。大型の自社岸壁を3つの拠点で持

ち、24時間体制の輸送ネットワークを実現。国内のみならず、国際戦略も進めている。

16

製造

●封筒・名刺他、紙製品の製造販売 ①法人営業職

ハート株式会社 東京支店 ぬくもりのあるコミュニケーションを大切にしたいとの想いを経営理念に掲げ、「人から人へ心を伝える紙製品」をコンセプトにその時代に

必要とされる紙製品を提供。企画から製造・販売まで自社工場ラインで一貫体制で実施。業界内トップクラスのシェアで、知名度は

抜群。創業から82年経過し、約3万社との取引きがある。JOBトラベル

15

製造
●継手、バルブの製造販売

●配管システムの提供

①提案営業

②営業事務

③総務・経理

イハラサイエンス株式会社 「継手」「バルブ」「配管システム」など自社製品を用いた配管システムを提供。遊園地のアトラクションを動かす油圧システム、風力発

電や太陽光発電などのエネルギー関連、半導体製造装置、建設機械など広い領域で使われている。「定年」や「役職」をなくすこと

で、従業員全員が一丸となって、同じ方向を見てお客様に向き合う体制を構築。

14

医療・福祉
●高齢福祉施設の経営

●障害福祉施設の経営
①介護職

社会福祉法人

目黒区社会福祉事業団
目黒区が設立した社会福祉法人。デイサービス、包括支援センター等、目黒区内11ケ所の区立福祉施設を運営している。利用者

が住み慣れた地域で安心して快適な生活が営めるよう、地域で最も信頼され､喜ばれるサービスの提供を､効率的で柔軟かつ健全

な経営をもって行うことにより、目黒区における地域福祉の向上に寄与している。JOBトラベル

13

建設 ●全国の学校施設の設計・施工・リース・販売

●スポーツ施設・医療施設の設計・施工・リース・販売

●オフィス・店舗・イベント用施設（万博・オリンピック等）

　の設計・施工・リース・販売

①総合職（営業、建築設計、施工管理、生産管理）

②一般職（営業事務、一般事務）

郡リース株式会社 創業100周年。プレハブ建築分野におけるリーディングカンパニー。高品質な建築物を短工期・ローコストでお客様ニーズに応えて成

長している。仮設事業と本設事業をもち、民間・公共問わず豊富な実績を有した規格建築を追及する企業。東宮仮御所付属棟の

建設により、天皇陛下より木杯を授与された経緯がある。

12

情報通信 ●ソフトウエアの企画・設計・開発

●データーベース設計

●インフラ/ネットワークの設計・構築

①SE・プログラマー

株式会社エデルタ 業務系・制御アプリケーション、ネットワーク構築を大型汎用機からUNIX・PCまで対応。クライアントも金融・メーカー・流通・サービス

業と幅広い。受注開発や自社オリジナルのSNS事業からスマートフォンのシステム開発や有力なパッケージ製品の顧客先への導入支

援、商店街のポイントサービスシステムの開発など新たな取り組みも実施。JOBトラベル

社名/ URL
業種/ 社員数/ 設立年/ 資本

金/募集対象/JOBトラベル有無 事業内容/ 募集職種/ アドバイザーのポイント解説

11

製造 ●食品容器（プラスチック）製造・販売

●農業資材製造・販売

●フィルム・紙製品製造・販売

①営業職

②非営業職

エフピコチューパ株式会社 スーパーなどに並ぶ食料品や惣菜、弁当などで使われている「食品トレー容器」のトップメーカーの東証一部「エフピコ」の中核企業。

販売、生産両面の機能を持ち、顧客の幅広いニーズに柔軟に応えていける商品力が強味。グループの配送ネットワークを利用し、迅

速かつ安定した商品供給のできる体制を構築している。センターからの採用実績あり。


