
8月28日（金）10:00～13:00開催

東京しごとセンター飯田橋　地下講堂

■参加企業の詳細については、3Fヤングコーナー内 企業情報コーナーにて閲覧できます。

社名/ URL
業種/ 設立年/ 社員数/

対象/ JOBﾄﾗﾍﾞﾙ

サービス

昭和62年

210名

既卒可

http://www.azp-r.com/ JOBトラベル

印刷

昭和38年

110名

既卒可

http//www.azuma-label.co.jp/

卸・商社

昭和22年

247名

既卒可

http://www.aswan.co.jp/

IT・インターネット

昭和50年

53名

既卒可

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

IT・インターネット

昭和63年

150名

既卒可

http://www.ndr.ne.jp/

医療・福祉/不動産/サービス

平成7年

4,305名

既卒可

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

小売

昭和53年

2,652名

新卒のみ

http://www.hc-kohnan.com/

サービス

昭和45年

632名

既卒可

http://www.wex.co.jp/

サービス

平成元年

100名

既卒可

http://www.shimpo.biz/

IT・インターネット

平成16年

148名

既卒可

http://www.tailwind.co.jp/ JOBトラベル

■平成27年8月14日発行
■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。　

株式会社テイルウィンドシステム

●自社パッケージの開発・販売

●システム設計・開発・運用・保守

●ホームページ作成

☆システムエンジニア

☆プログラマー

☆PMOサポート

情報システムやソフトウェアの開発、システムの保守・運用を手掛け、近年の業容は拡大推移にある。直近3年間の新卒

者の離職率0％。

新日本ウエックス株式会社

●リネンサプライ業（繊維製品のクリーニング付きレンタル

業）
☆総合職

リネン類やユニフォームのレンタルからクリーニング・デリバリーまでトータルで行うリネンサプライ業者。企業のインフラとも呼ばれ

るリネンサプライヤーとして、全国1万件以上の様々な業界にわたるお客様と直接お取引している。(顧客：トヨタ自動車、

江崎グリコ、ヒルトンホテルグループ等）

株式会社新保哲也アトリエ
（ワッフル・ケーキの店 R.L）

●「ワッフル・ケーキの店R.L」及び「R.L WAFFLE CAFE」

の運営

●洋菓子の企画・製造、店舗・webサイトでの販売

●建築企画・設計・整理、宅地建物取引業務

☆総合職

☆製造職

当社ブランド「ワッフル・ケーキの店R.L(エール・エル)」は、建築設計事務所からスタートしたワッフル専門店。商品の開発、

お店の設計までも自社で行い、デザインにこだわったものづくりが特徴。日本人の感性で新たに創り出した「こだわりのワッフ

ル」を世界に発信することを目指す。

木下グループ
（株式会社木下介護/株式会社木下不動産

　/株式会社ファン・ファクトリー）

●介護付有料老人ホーム

●都市型マンション企画分譲事業、不動産仲介事業

●認可・認証保育園の運営

☆介護職

☆営業職（新卒のみ）

☆保育士

介護：お客様のご要望に沿った介護施設、サービスプランを提案。　注文住宅：企画・設計・施工・メンテナンスまで一

貫して行える。　分譲住宅：「街づくり」までを考慮した事業展開。　住宅リフォーム：趣味・趣向が出やすいリフォームも、

プランニングから手がける。　他に投資用マンション企画分譲事業や土地活用アパート建築請負事業等を展開。

コーナン商事株式会社

●DIYの小売を中心としたホームセンター事業

●Eビジネス事業

●リフォーム事業

☆総合職

上場企業。地域に愛される企業を目指している、ホームセンター業界のリーディングカンパニー。取扱品数10～15万点。

教育制度が充実。社員一人ひとりの目標達成に向けサポートする人材育成制度は、コーナンの魅力の一つ。キャリアパス

も幅広くゆくゆくは本部スタッフとして活躍する道も。　キャリアを積んでいきたい人向いている企業。

エイ・エス株式会社

●ソフトウェアの設計･開発･保守業務

●ネットワークの構築･運用･保守業務

☆プログラマー（Web系）

☆プログラマー（オープン系）

☆エンジニア（インフラ系）

金融系（銀行や生損保など）の業務を中心にITサービス事業に幅広く携わる。ネットワークの構築から運用・保守まで一

貫して行う。堅実経営をモットーとしている。今年創業40周年。移り変わりの激しいこの業界の中で、長い歴史をきずいこ

られたことこそがなにより当社の強み。

エヌ・ディー・アール株式会社

●ソフトウェア設計開発事業

●ネットワーク設計構築事業

●ドキュメント制作事業

☆エンジニアのフォロー営業

☆ネットワーク・サーバエンジニア

☆プログラマ

創立30周年を迎えた安定企業。プロジェクトの７割がNEC関連の仕事！最先端技術の中で着実にスキルアップできる。

残業時間は平均20～30時間/月、　残業代は全額支給、サービス残業は一切なし！年間休日129日(2015年度)、

一年の1/3以上がお休み！しっかり働いて、しっかり休める。フォロー体制も万全で気軽に相談できる。

アズマレーベル株式会社

●ラベル印刷業

●印刷周辺事業

☆営業事務

☆企画営業

お菓子のパッケージ、瓶入りのドリンク、シャンプーの広告、ファーストフード店の期間限定の催し、セットメニューなどで配られ

るシールなど、びっくりするほど種類は豊富。シール、ラベルなどさまざまな素材や形態に対応できる印刷を企画から一貫して

行っている。顧客も医薬品・化粧品・食品メーカー・文具メーカー・商社・アパレル等様々。

アスワン株式会社

●インテリア資材・製品の企画・開発・製造・販売

●インテリア工事の設計・施工
☆ルートセールス（総合職）

カーペット・各種床材、カーテン・インテリアアクセサリー、壁装材、建装資材などを扱っている商社。顧客は インテリア専門

店・内装工事店・家具店・百貨店・チェーンストア・大手建設業・ハウジングメーカー・建築設計事務所など。新入社員に

は指導員制度があり、入社6か月間は先輩がOJTノートを元にフォロー。

平成27年度

第2回新卒向け合同企業説明会～午前の部～　出展企業一覧

事業内容/ 募集職種/ アドバイザーのポイント解説

麻布プラザ株式会社
●テレビ番組の編集・MA作業

☆編集スタッフ

☆音声スタッフ

☆映像配信運用スタッフ

テレビ番組等の企画・制作、編集・MA、ケーブルテレビ・スマホへの映像配信サポート業務。業界シェアは常に上位。主要

取引先は民放各局、バラエティ系制作会社がメイン。【主要番組】ザ！世界仰天ニュース、天才！志村どうぶつ園、ぐるぐ

るナインティナイン！、ヒルナンデス、旅猿、SmaSTATION！、ビートたけしのTVタックル等
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社名/ URL
業種/ 設立年/ 社員数/

対象/ JOBﾄﾗﾍﾞﾙ

建設

昭和51年

135名

既卒可

http://www.teraltechno.com/

卸・商社

昭和37年

539名

既卒可

http://www.nagahori.co.jp/

医療・福祉

平成13年

145名

既卒可

http://www1.parkcity.ne.jp/niji/ JOBトラベル

メーカー

昭和35年

285名

既卒可

http://www.nshard.co.jp/

広告

平成15年

14名

既卒可

http://www.jia.co.jp/ JOBトラベル

建設

昭和44年

1,329名

既卒可

http://www.nihonhouse-hd.co.jp/

IT・インターネット

平成13年

120名

既卒可

http://www.probizmo.co.jp/ JOBトラベル

メーカー

昭和32年

172名

新卒のみ

http://www.masarukk.co.jp/

卸・商社

昭和28年

110名

既卒可

http://www.maruu.co.jp/

広告

昭和57年

151名

既卒可

http://www.wayo.co.jp/ JOBトラベル

■平成27年8月14日発行
■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。　

ワヨー株式会社
●店頭販促物の企画・製作

☆企画営業

☆購買管理

☆販促ツールの製作

内定者研修・新入社員研修はじめモノづくり研修・マーケティング研修など研修が充実。ジョブローテンションで幅広い仕事

に携われるのも一つの魅力。セールスプロモーションと言えば「ワヨー」と言われるほど、業界での知名度は高い。自社工場を

持っているのが強み。業界的に忙しいが、育児休業取得実績もあり、有給も消化しやすい。

マサル工業株式会社
●通信・電設・電力資材、合成樹脂製品の製造販売

☆営業職

☆商品開発、生産技術

昭和29年創業、ケーブル配線カバーの老舗企業。商品の開発から製造、販売を自分達で行う。55年の実績、配線カ

バーの種類の多さは日本一、家庭用から業務用の極太のカバーまで扱う 。

丸宇木材市売株式会社

●木材卸売

●不動産管理
☆総合職（営業）

創業60年。関東No1の木材卸業者。産地から木材を仕入れる問屋機能と、市場を運営する卸販売機能を併せ持つ

ニッチ企業。子会社では加工木材の販売、建築資材の販売、図面制作、構造計算等、木造住宅全般に関わる業務を

行っているためグループオールインワンでサービス提供できるのが強み。経験がものをいう世界のため年功序列の要素が強

い。

株式会社

日本ハウスホールディングス

●木造注文住宅の販売

●木造注文住宅の設計

●木造注文住宅の施工・監理

☆住宅販売営業

☆設計職

☆施工職

上場企業。第三創業期を迎え営業力強化が重点施策。資本金1000万からスタートし、今では資本金38億8千万にま

で増資。リーマンショックを乗り越え、堅実に成長を遂げてきた。木造住宅に強い。注文住宅、分譲住宅・マンション、リ

フォームまで取り扱っており、お客様のニーズに合わせた提案が可能。研修が充実しているのも魅力の一つ。

株式会社プロビズモ

●システム開発・保守・運用、ITコンサルティング

●ITインフラ構築、ネットワーク保守･運用

●地域密着型ISPサービス「いずもネット」運営

☆エンジニア

本社が出雲市（島根県）という珍しい会社で、これは「マーケットは大都市に軸を置き、開発はローカル（出雲）で行う」

というビジネスモデル。また、自社パッケージの学事エース・センターサーバー式校務支援システムは、全国の高校様向けに

150校の導入実績あり。

日鉄住金ハード株式会社

●製鉄会社向け搬送ロール・ローラーの製造・販売

●各種産業分野向け耐熱・耐摩耗製品の製造・販売

☆総合職（総務・財務）

☆総合職（営業）

☆総合職（研究・開発）

新日本製鐵連結子会社。表面改質技術によるロール・ローラーの製造を手掛け、親会社を中心に販路を築く。永年にわ

たり培った溶接・フレームハードニング技術に溶射によるコーティング技術を加えたサーフェイシング（表面改質）の総合メー

カーとしての産業界のニーズに即応。

有限会社日本産業広告社

●プロモーション事業

●Web事業

●自社サイト運営・管理

☆企画営業

☆Webデザイナー･グラフィックデザイナー

☆Webシステムエンジニア

歴史は浅いが、小学館や日活㈱、凸版印刷など大手との取引実績あり。「他人（他社）がやらないことをあえてやる」の

が特徴。常に期待を超えた満足、「新しい満足」を生み出していきたい、そんな方に向いた会社です。平均年齢33歳。

株式会社ナガホリ
●宝飾品の輸出入、製造加工、国内・国外販売

☆総合職

☆販売職

上場企業。経営面でも安定企業。様々なブランドを扱えるのが商社の魅力。この企業の特徴はジュエリーの総合商社で

ありながら製造機能を併せ持っていること。自社オリジナル商品の企画、デザインしたものを自社工場で生産。高い品質が

自慢。総合職ではメーカーの特徴、商品開発、バイヤーに携われる機会も。

社会福祉法人にじの会

●知的障害者への生活支援（身辺自立、社会参加、余

暇活動等への必要な支援）

●上記生活支援にかかわる記録業務

●担当職務に応じた障害理解及び人権による知識習得

☆知的障害者への生活支援スタッフ

（身辺自立、余暇、社会参加等による各支援）

知的障害者への支援・就労支援を行う福祉法人。東京しごとセンターではレア案件。平成13年と歴史は浅いが、職場

内外研修が充実。平均勤続年数5年以上と定着率も高い。好景気の影響を受け、障害者の雇用率も上昇中。平成

23年度10月には障害者自立支援法が改正され、障害のある人々の支援が強化された。社会貢献度が高い仕事。

事業内容/ 募集職種/ アドバイザーのポイント解説

テラルテクノサービス株式会社

●ポンプ送風機等設備の保守、修理、改修工事

●福祉施設、病院等の衛生設備の修理・工事

●外食店舗設備の修理・工事

☆営業

親会社テラル㈱は大正7年創業のポンプ・送風機などのメーカー。そこの保守部門を担っている子会社。水と空気の安全

を守るプロ。経営基盤もしっかりしており、親会社の信用背景がある。研修も充実。若者応援企業。平均年齢38歳。

平成27年度
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