
　第4回　合同企業説明会～新卒･既卒3年以内対象～ 8月30日(木)

■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。 ⇒裏面もご覧ください⇒⇒⇒

ブース

No.

オカモト 1,016名

1934年

13,047百万円

新卒 既卒

https://www.okamoto-inc.jp/

スリーワンシステムズ 45名

1983年

15百万円

新卒 既卒

http://www.tos.co.jp/

マルイサンギョウ 1,000名

1958年

555百万円

新卒 既卒

http://www.marui-sangyo.jp/

ジャパンスポーツ 40名

1987年

10百万円

新卒 既卒

http://japan-sports.net/

プロット 70名

1968年

30百万円

新卒 既卒

https://www.plott.co.jp/

クラシキインサツ 76名

1968年

24百万円

新卒 既卒

http://www.kp-print.co.jp/

コマツバネコウギョウ 47名

1952年

100百万円

新卒 既卒

http://www.komatsubane.com/

ワイジェーワイコーポレーション 48名

1998年

15百万円

新卒 既卒

http://www.yjy.co.jp/

ダックホールディングス 691名

1962年

100百万円

新卒 既卒

https://www.dac-group.co.jp/

アクアス 322名

1958年

375百万円

新卒 既卒

http://www.aquas.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。

10

製造 ●水処理用薬品の製造および販売

●水処理用装置・プラントの製造および販売

●各種水質分析

①セールスエンジニア　　②プラントエンジニア

③企画、情報システム　　④営業事務、管理本部

⑤研究開発

アクアス株式会社 創業60周年。お客様の抱える課題を総合的に解決してゆく水のソリューション企業として、様々な蓄積されたノウハウと新しい技術を

可能とする研究開発が充実。各環境・品質マネジメントシステムの認証登録ISO9001,ISO14001を取得。民間企業で初めて冷

却水のレジオネラ菌検査が行えるパイオニア企業として社会に貢献している。

9

広告 ●広告

●地方創生事業・農業

●社会貢献事業

①営業

株式会社DACホールディングス スポーツ紙「デイリースポーツ」の初めての代理店としてスタートしてから55年。今では総合広告事業、人材ソリューション事業、観光ソ

リューション事業、グローバル広告事業の4領域で、全国に事業展開している。会社のモットーは「世界でいちばん楽しい会社を創ろ

う」。女性が活躍する企業として『Forbes JAPAN』にも掲載。

8

情報通信 ●コンピュータシステム・ネットワークシステム運用・監視

●派遣事業

●土木建築請負業

①インフラエンジニア

株式会社ワイ･ジェー･ワイ

コーポレーション
取引先は大手上場企業が中心。その中で世代を超えた様々な人たちと共に働くことができるため、最新の情報、知識、技術を学び、

経験を積むことが可能。「人と企業の成長、未来へのチャレンジ」をスローガンに、社員の人財育成に注力。新人社員教育、年間を

通しての研修、資格取得時の制度を設け、社員一人一人のスキル向上を支援している。JOBトラベル

7

製造

●精密ばね製造、販売 ①営業

小松ばね工業株式会社 昭和16年創業。精密ばね分野で業界有数の専門メーカーとして精密機器産業部門の一翼を担っている。カメラシャッター用の精密

ばねの専門工場としてスタート、その後、時計用・電気機器用・通信機器用・OA機器用・自動車部品用・その他精密機器用ばねの

部門にも展開。特に超精密ばねの技術においては、他の追随を許さない技術力を持つ。

6

印刷
●印刷

●電子書籍

①印刷営業

②中国語DTPオペレータ

倉敷印刷株式会社 設立50年の老舗企業。”他社とはひと味違った特性を持つことが、企業の安定継続的な成長には欠かせない”をモットーに、他に先

駆けWeb校正・XML自動組版システムを構築し高い評価を受けている。差別化と最新の技術、それを活かす研修と人材が、企業

の発展を支えている。また、今後は電子書籍を積極的に展開していく予定。研修充実。JOBトラベル

5

情報通信 ●セキュリティシステム開発

●クラウドサービス運用

●ネットワーク及びサーバー構築・運用

①プログラマー・ システムエンジニア

②ネットワーク・ インフラエンジニア

株式会社プロット 1968年設立の企業。ITを活用した企業間コミュニケーションのセキュリティ分野で全国150以上の自治体に納入実績があり、高い

技術力の保有を自任している。社内研修ではブラザー･シスター制度でプログラミングを学習したり、WEBセミナーとして映像授業を行

うなど、新入社員へのサポートが手厚い。JOBトラベル

4

サービス ●各種スポーツクラブの企画・運営

●総合スポーツクラブ・スイミングスクールの経営・指導

●官公庁スポーツ教室・介護予防教室受託

①フロント

②スイミングインストラクター

③フィジカルインストラクター

株式会社ジャパンスポーツ 昭和44年創業。「健康づくり･体力作り」「病気は治療よりもスポーツによる予防」を スローガンに、指導ノウハウ・企画力を結集し、

幼児体操･テニス･フィットネス･スイミング等の各種スポーツ･スクールを開設。スポーツクラブ会員へのプログラムサービスの向上、施設の

充実につとめ、日本における社会体育の発展に貢献している。

3

製造 ●建築金物の製造・販売業

●合成樹脂建材の製造・販売業

●土木工事業、建築工事業

①建設工事に使用する商品の販売

丸井産業株式会社　東京営業所 今年で60年を迎える都市建設を支える建築金物等のパーツの総合商社。現場で使用する商品を開発、製造、販売、配送まで行

う。大手ゼネコンを中心に全国で取引実績あり。入社後は先輩社員に同行し、日々の業務を通じて営業の基礎を、商品知識につい

ては勉強会を通じて習得できる。2020年の東京五輪に向け、建設・整備など多くの需要あり。

2

情報通信 ●システム開発・保守（ECサイト・DWH・運用管理）

●ソフトウェアの販売・サービス

 （リモートコントロール・シミュレーション）

●基盤の構築・運用

①システムエンジニア・プログラマー

スリーワンシステムズ株式会社 35年間無借金・黒字経営。大手企業のパートナーとして高い信頼と評価を得て、直接取引で受託開発や客先常駐でのシステム開

発業務を行う。またリモートコントロール、シミュレーション、統計解析といった海外ソフトウェア製品も販売。月平均残業時間15時間、

有給消化率約80％、年間休日121日以上などワークライフバランスも重視。

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

製造

●ゴム、プラスチック製品の製造、販売、輸出入等

①（機電系）設備設計・メンテナンス

②（化学系）研究開発・品質保証

③（全学部）営業・販売

オカモト株式会社 創業84年の東証一部上場企業。創業当初は天然ゴムラテックスでのスキンを開発。その後工業製品として農業用、食品衛生用、

医療用や自転車のタイヤ等に応用。昨年度は売上高、経常利益共に増収で順調に業績が伸びている。今後は産業用製品部門で

のフィルムシートの生産性向上を行い拡販して業績を伸ばす予定。2018年3月つくば工場新設。
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ブース

No.

エントラスト 209名

2003年

315百万円

新卒 既卒

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

フューチャーアンティークス 108名

2005年

40百万円

新卒 既卒

https://futureantiques.co.jp/

ニホンガス 1,649名

1955年

7,070百万円

新卒 既卒

http://www.nichigas.co.jp/

セントラルエンジニアリング 1,080名

1962年

80百万円

新卒 既卒

https://www.central-eng.co.jp/

ワコーケミカル 550名

1976年

50百万円

新卒 既卒

http://www.wako-chemical.co.jp/

ステラグループ 138名

1973年

95百万円

新卒 既卒

http://www.stargp.jp/

コンテック 202名

2005年

30百万円

新卒 既卒

http://www.con-tec.co.jp/

フューチャギケン 110名

1979年

50百万円

新卒 既卒

https://www.futuregiken.co.jp/

セイコータイムシステム 180名

1970年

60百万円

新卒

https://www.seiko-sts.co.jp/

イシカワトクシュトッキュウセイホン 308名

1971年

60百万円

新卒 既卒

http://www.issmain.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

印刷 ●印刷

●製本

●その他データ処理

①印刷物の受注営業

石川特殊特急製本株式会社 昭和23年創業の設計図面等の特殊な製本から自分史などの自費出版的単行本まで「製本のデパート」として知られている企業。

特に図面製本の分野では全国トップのシェアがあり、デジタル印刷の分野においても業界をリードしている。安心の研修制度で未経験

者でも安心して働くことが出来る。会社は風通しも良く、大卒者の定着率が高いのも特徴。JOBトラベル

19

卸・商社 ●設備時計、スポーツ計時機器の製造・販売・保守

●各種スポーツ大会の計時・計測サービス

●FA機器の製造・販売

①提案営業職（設備時計・スポーツ機材）

セイコータイムシステム株式会社 セイコーホールディングスのグループ企業。学校、病院、駅など公共施設の設備時計、街を彩るからくり時計、放送局用の専門的な時

計から、10,000分の1秒まで計測可能なスポーツ計時計測機器、競技リザルトシステム、野球場スコアボード、デジタルサイネージ

等、企画・開発から製造・販売・アフターサービスに至るまで行っている。

18

情報通信

●ソフトウェア開発 ①プログラマ／システムエンジニア

株式会社フューチャ技研　東京本社 1979年設立。クラウドやAIなど最新技術をいち早く取り入れ、最新のIOTシステムの開発を多数手掛ける企業。パナソニックや富士

通等のSIコアパートナーとして、金融･製造･流通･マスコミ･官公庁など幅広い業種･業熊のシステムを一括請負の形態で開発。女

性に働きやすい職場作りを目的に、各種子育て支援策の充実を図っている。JOBトラベル

17

建設 ●建築設計

●建築工事

●建築技術者派遣

①建設技術者（総合職）

株式会社コンテック 建設技術者派遣・建設工事・設計業務の三位一体の「複合型建設業」。2020年オリンピック、パラリンピックを迎える東京は建設

ラッシュを迎えており、今後はリノベーションや改修工事などの増加が見込まれるため、設計、工事、人材派遣のどの分野も更なる強固

な組織として確立していく予定。研修、資格取得制度も充実している。JOBトラベル

16

卸・商社 ●複合機等、IT関連機器の販売・メンテナンス

●什器備品、消耗品、オフィス家具（レイアウトの提案）の販売

●ネットワークを含む社内システムの設計・構築・運用管理

①カスタマエンジニア

②営業

③事務

ステラグループ株式会社 1973年にキヤノン製複写機のメンテナンスを行う企業としてスタートし、以来高い技術力で東京、神奈川の企業に約5,000台の複

合機の販売、メンテナンスを行う。キヤノン顧客度満足度4年連続1位獲得し、紙やトナー・インク等の消耗品、オフィス家具販売事

業の実績も着実に伸びている。各メーカーの技術研修に参加するなど、研修充実。

15

製造
●潤滑油製品、各種機械用ケミカル製品の

　 開発・製造・販売
①ルート法人営業（エリア担当制）

株式会社和光ケミカル (WAKO'S) 1976年創業の潤滑油を主としたケミカル製品の総合メーカー。「WAKO'Sブランド」は自動車および二輪車の領域でトップブランド

モータースポーツの世界から、整備工場、ディーラー専門店まで幅広い支持を得ている。増収増益、無借金経営と安定と成長を体現

しているのも強み。研修制度や福利厚生など、様々な面から支援も行う。

14

製造 ●自社製品の開発、設計、製造、販売

●各種通信システム機器の開発、設計、製造

●自動車、精密機器、航空機、宇宙機器等の設計開発

①設計・開発

②コンサルティング営業

③社内SE、ネットワーク保守エンジニア

④人事・採用

セントラルエンジニアリング株式会社 1962年創業以来日本のモノづくりを支え続けている。クライアントは日立、三菱重工、富士通、日揮、トヨタ自動車など日本を代表

するメーカー。自社製品の開発、設計、製造、販売にも力を入れ通信関連機器の製造販売を展開。新横浜、高崎、横浜、九州に

開発拠点。多くのプロジェクトの中から、本人の希望や適性に合わせ配属先を決定する。

13

サービス ●ガス供給事業（都市ガス・LPガス）

●ガス機器類の販売

●電力販売事業

①カスタマーサービス

②保安点検業務

日本瓦斯株式会社（ニチガス） 東証一部上場ニチガスグループの中核企業。化石燃料に比べ、二酸化炭素の排出量が少ない「地球に優しいクリーン・エネル

ギー」。関東一円、グループ135万世帯のお客様の生活を支える総合エネルギー事業者。「エネルギーにもっと自由を」をスローガンに

ガスと電力のパッケージング供給や海外事業など新しいことに積極的にチャレンジしている。

JOBトラベル

12

情報通信 ●ソフトウェア開発

●システムインテグレーション

●派遣事業

①SE・プログラマー

フューチャー・アンティークス株式会社 モバイルアプリ、Webサイト・Webシステム、クラウドサービス等のシステム開発、受託開発・SESなど、形態問わずお客様に最適なソ

リューションを提案している企業。エンジニアの8割が未経験から入社し、そのうち7割は20代とバックアップ体制充実。オフィスに作業ス

ペースとしてカフェ、会議室として縁側付きの和室があるのも特徴。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

卸・商社 ●ねじ及び締結部品の販売

●切削、ダイカスト、プレス、樹脂成型の金型及び部品販売

●ニュートラスターねじ、ねじ自動供給機の販売

①営業（ルートセールス）

②品質管理・品質保証

エントラスト株式会社 2003年設立。機械部品の立ち上げ代行業務において、ねじや接続部品、切削、ダイカスト、プレス部品等、高度な技術力を持つエ

キスパート集団が、設計から量産までサポート。国内の大手製造メーカーから海外の顧客まで幅広く事業を展開中。社名には、全て

「お任せください」の意味を込めて、顧客に安心して利用できる部品・サービスを提供。
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ブース

No.

タイヨウケンキレンタル 2,199名

1986年

1,140百万円

新卒 既卒

http://www.taiyokenki.co.jp/

クラウンムセン 53名

1958年

40百万円

新卒 既卒

https://www.crown-musen.co.jp/

ナカエ 9名

1905年

10百万円

新卒 既卒

http://www.sakuranabe.com/

セコニックホールディングス 463名

1951年

1,609百万円

新卒 既卒

http://www.sekonic-hd.jp/

エヌエスイー 320名

1994年

80百万円

新卒 既卒

https://www.nse-jp.co.jp/

ミツワサンギョウ 225名

1940年

300百万円

新卒 既卒

http://www.mitsuwagroup.co.jp/

ナイキ 318名

1960年

300百万円

新卒 既卒

http://www.naiki.co.jp/

ケーエスエフ 85名

2001年

50百万円

新卒 既卒

http://www.ksf.jp/

ワタナベパイプ 3,555名

1957年

10,099百万円

新卒 既卒

https://www.sedia-system.co.jp/

エスビーエスグループ 13,841名

1987年

3,920百万円

新卒 既卒

https://www.sbs-group.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。

30

運輸・倉庫 ●総合物流業

●総合人材サービス業

●ECサイト支援・マーケティングサービス業

①総合職（人材サービス）

②総合職（物流事業）

SBSグループ 1987年、「即日配送」という当時には無い配送システムを提供するユニークな会社として誕生。以来、物流と金融を融合した独自の

ビジネスモデルを用いて成長を続ける。東証一部上場企業で、輸配送、倉庫・物流センター、流通加工から国際物流、そして3PLま

でお客様のあらゆる物流ニーズに応えている。福利厚生、研修等も充実。

29

卸・商社
●管材・住宅設備・建材・電材の販売

●農業用温室の開発・施工・設計・販売
①営業職

渡辺パイプ株式会社 創業65年の老舗企業。【水と住まいの事業】は100万点以上の圧倒的な商品供給力と3,460拠点以上のネットワーク力を活かし

て、家一軒、建物一棟の建設に必要な資材・設備をワンストップで提供。【グリーン事業】は農業用のパイプハウスを筆頭に、各種農

業用資機材を開発・設計、施工、販売を行い、農業資材の専門商社として業界最大手。

28

情報通信 ●ソフトウェア開発

●システムエンジニアリング

●システムコンサルティング

①システムエンジニア

②プログラマー

株式会社KSF 2004年設立。情報通信業のIT系企業として、主に組込ソフトウェア開発、アプリケーション開発、システム検証など上流設計から総

合検証まで一貫した開発を行っている。主な取引先にはSonyグループや野村総合研究所などの大手企業の名前も。人材育成で

は技術スキルとヒューマンスキルを育成しチーム体制で顧客対応を行っている。JOBトラベル

27

製造 ●オフィスシステム家具およびOA対応家具の製造、販売、施工

●オフィス環境のトータルプランニング、コーディネート

　 および内装施工

①総合事務職

株式会社ナイキ 1960年設立の老舗企業。設計開発・製造からオフィス空間の提案・販売、納品に至るまで、オフィス家具を総合的に取り扱っている

メーカー。デザインからアフターフォローまで一貫して行っている。また社内にデザイナーが常駐しているので、デザインから提案できる強み

がある。毎年新卒を採用していて、定着率もほぼ100％。JOBトラベル

26

卸・商社 ●LPガス・電力等のライフラインの供給

●ガス器具・電化製品等の住宅設備機器販売及びリフォーム

●太陽光発電システム等の新エネルギー事業

①総合職（営業）

②事務

③経営企画

三ッ輪産業株式会社 1940年創業の歴史ある企業。電気・ガスなどのライフライン供給を中心に、生活に必要なサービスを提供し社会貢献している。業界

に先駆けて新電力の販売事業もスタートし、ビットコインによる料金決済システムも導入済み。業務に必要な資格（簿記、基本情報

技術、行政書士等）取得に挑戦してもらいたいと考えて、資格取得支援も行う。

25

情報通信 ●コンピュータ運用のアウトソーシング

●システム開発、開発支援サービス

●ネットワークシステム提案

①システム運用エンジニア

②システム開発エンジニア

③ITサポートデスク

エヌエスイー株式会社 各種コンピュータの運用業務に長年の実績を有している企業。主に金融・官公庁・製造等の分野でのシステムの運用・管理、システ

ムの要件定義から運用保守管理まで最適で高品質、顧客のビジネススタイルやニーズを基に、先進のITサービスを提供。未経験ス

タートの技術者も多く、技術能力獲得のための研修・教育体制も充実。JOBトラベル

24

製造 ●光学電子情報機器、計測機器の設計・開発・製造・販売

●映像機器（監視カメラ）の受託開発・製造

●SE・プログラマーの派遣、ソフトウェア開発受託

①設計開発技術者（電気電子・機械・ソフトウェア）

②SE・プログラマー

③人事総務・経理

株式会社セコニックホールディングス 創業65年の歴史のある東証二部上場企業。光学電子情報機器は世界トップシェア、映像応用機器も国内No.1製品の開発、製

造、販売をしている精密機器メーカー。プロのカメラマンに愛用される露出計や分光測定器などの光学電子情報機器、計測機器、

映像応用機器など、光学とメカトロニクスを融合した製品を常に最新の技術を導入し提供。JOBトラベル

23

飲食
●桜肉料理専門飲食店

●馬油配合化粧品企画製造販売
①総合職（調理・接客）

株式会社中江 創業100年を超える超老舗の桜鍋（馬肉すき焼き）専門店。同種の企業は2,3店舗しか現存しない。また建物は国の有形文化

財に登録されており、マスコミの注目度も高いため接待で使用されるような店舗。日本文化や和に興味のある人に特にお勧め。研修

が充実しているので、未経験スタッフも1年後には包丁を扱えるようになっている。JOBトラベル

22

卸・商社
●電子部品の販売

●OA関連製品の販売

①電子部品販売（ルートセールス）

②パソコン周辺機器の販売（ルートセールス）

株式会社クラウン無線 設立から60年のエレクトロニクス総合商社。電子部品、アッセンブリー、OA製品等の販売、商品企画・開発、情報サービスに至るま

で、一貫したサポートでお客様のビジネス戦略を実現。 電子部品業界は、幅広い分野で今後も必要とされる業界。営業スタイルは

得意先へのルートセールス。転勤も無く、毎週水曜日はNO残業デーを実施。

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

21

サービス ●レンタカー、産業用車両等のレンタル

●建設機械器具全般のレンタル

●電気機械器具全般のレンタル

①総合職（営業）

②一般職（事務）

太陽建機レンタル株式会社 三井物産・住友商事グループ。建設・土木の現場に必要不可欠な建設機械のレンタルでは業界トップクラス。全国に114の支店を

展開、建設機械の保有台数もトップクラス。工事現場の安全や環境に配慮する周辺機械やイベント用機械など、多彩な取り扱い。

保管場所の確保やメンテナンスの手間、コスト削減の面からも、レンタルへの期待は大きい。



　第4回　合同企業説明会～新卒･既卒3年以内対象～ 8月30日(木)

■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。 ⇒裏面もご覧ください⇒⇒⇒

ブース

No.

リビングライフ 421名

1990年

99百万円

新卒 既卒

http://www.living-life.co.jp/

クリーブ 80名

2003年

50百万円

新卒 既卒

http://www.cleave.co.jp/

メンケンヒンシツケンサキョウカイ 70名

1948年

非公開

新卒

http://menken.or.jp/

タナカデンキ 185名

1953年

60百万円

新卒 既卒

https://www.tanaka-denki.co.jp/

テクノシステムリサーチ 35名

1981年

20百万円

新卒 既卒

http://www.t-s-r.co.jp/

コーナンショウジ 2,837名

1978年

17,658百万円

新卒 既卒

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

フルハートジャパン 52名

1968年

10百万円

新卒 既卒

http://www.fullheart.co.jp/

コウノイケメディカル 441名

2000年

100百万円

新卒 既卒

http://www.konoike-medical.co.jp/

ハラマチセイネンリョウ 312名

1977年

91百万円

新卒 既卒

http://www.haramachiseinenryo.com/

イシクニ 53名

1957年

20百万円

新卒 既卒

http://www.1492.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。

40

小売 ●時計付属品及び貴金属装身具の販売

●時計修理業務

●小売業

①販売員

株式会社石国 日本で最も古い時計ベルトメ－カ－。大正9年の創業からオ－トメイションが主流である現在まで、「愛情を込めた手作りである」とい

うこだわりをもってオリジナルの時計ベルトの製造を行う。また、国内に流通している殆どのブランドを取扱える体制を整え、欧米のブラン

ドやメ－カ－を含めた取扱い種類日本一を誇る。センター採用実績あり。

39

医療・福祉 ●障がい者福祉グループホーム運営事業

●障がい者就労支援事業

●障がい者生活介護事業

①生活支援総合職

社会福祉法人原町成年寮 主に知的障がいがある方の身の回りの支援や就労支援など、生活全般にわたる支援事業を展開している。知的障がい者の一般就

労を目指し、授産施設・グループホーム・ケアホームユニット・居宅介護等を行う。国としても「障がいのある人も地域で安心して暮らせ

る社会の実現」を目指しており追い風が吹く業界。従業員の平均年齢は33歳と若い。JOBトラベル

38

サービス ●医療器材洗浄滅菌

●院内物流管理（SPD）

●貸出医療器材洗浄メンテナンス

①業務職

②業務職／事務職

鴻池メディカル株式会社 東証一部上場の総合物流業「鴻池運輸」の医療関連部門として病院関連の物流改善推進を行う。物流設計・物品管理ソフト導

入・高品質滅菌代行サービスを提供しており、この業界で第3位。顧客は医療関係、学校関係、メーカー関係。事業のリーダーとして

会社の成長を牽引できる人や新規事業を開発できる人を求めている。

37

製造 ●組立配線

●基板実装

●メカトロ組立

①製造職

②営業職

株式会社フルハートジャパン 2010年、東京都中小企業ものづくり人材育成大賞、知事賞、奨励賞を受賞。1968年創業以来、各種産業用コンピュータ制御

機器の設計・製造が得意なものづくり企業。設計開発から部品調達、製作までを一貫生産体制で行う。特定の業界に特化している

訳ではなく、医療、食品、航空など幅広い業界と取引がある。

36

小売 ●ホームセンター事業

●PRO事業

●EC事業

①総合職

②地域限定職

コーナン商事株式会社 創業40周年を迎える東証一部上場企業。ホームセンター事業を中心に地域密着型の出店戦略で336店舗を展開。DIY用品を

中心とした品揃えのホームセンター、小商圏を対象に自社PB商品を核としたコンビニ型ホームセンターのホームストック、プロのお客様

向けの資材・工具を取り扱うコーナンPROの3つの業態を運営している。

35

サービス ●マーケティングリサーチ

●市場調査

●出版

①マーケットリサーチ・アナリスト

株式会社テクノ･システム･リサーチ エレクトロニクス、テクノロジー業界、産業調査を専門としている企業。 営業及びマーケティング、経営、調査部門が主なクライアント。

現地でデータを収集するために、調査員が直接対象者を訪問、面接し、データの収集を行うことが強味。社員の多くは文系出身、転

職者も業界未経験、ゼロスタートが多数。英語に抵抗感が無ければ大丈夫。

34

サービス ●業務用無線機、電気通信機器の販売・保守

●ドコモショップ、auショップの運営

●電気通信工事、保守

①ドコモショップ、auショップでの販売、接客

②電気通信工事に関する技術者

田中電気株式会社 秋葉原で創業し66年。電気通信工事や保守などを行う企業。日本デジタル放送システムズ他、公共事業での実績が多く、国交省

から、高速道路のカメラ設置業務なども請負う。20年前よりDoCoMoの携帯電話の販売を展開し、現在は秋葉原で携帯電話

ショップ（DoCoMo1店舗、au1店舗）の運営も行っている。

33

サービス

●繊維製品の検査・試験 ①総合職（試験職）

一般財団法人メンケン品質検査協会 1948年設立。生地の検反業務の実績、難度の高い綿・麻混の混用率鑑定の経験など、高い技術力を有する専門集団。中立の

財団法人につき、一定の企業に寄らず第三者として適正な試験ができることで、独自の検査方法を開発。化学の知識はあれば望ま

しいが、無い方でもしっかりと研修でフォローし、3年ほどで一人前を目指せる環境がある。

32

情報通信 ●システムインテグレーション事業

●ITコンサルティング事業

●システムエンジニア育成研修事業

①システムエンジニア

株式会社クリーブ 主にシステム設計開発を行って客先へ提供している企業。大手の金融系システムや物流インフラ管理系、行政関係システムなど実

績は多岐にわたる。利益追求より社員の成長が会社の成長という意識を持ち、SE育成研修事業では1,800人のエンジニアを育成

したカリキュラムで、未経験の方も着実にスキルアップできる。

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

31

不動産 ●東京南部・横浜・川崎エリアを中心とした住宅の売買仲介業務

●首都圏エリアの、自社ブランド新築・リノベーションマンション、

   大・中規模戸建宅地分譲の販売業務

●東京南部・横浜・川崎エリアを中心とした住宅用地の開発業務

①総合職

株式会社リビングライフ 大田区、川崎区の新築戸建て仲介取引実績2012年以降5年連続No.1の総合不動産ディベロッパー。新築分譲マンション、リノ

ベーション、仲介、賃貸、コインパーキングなどを手掛ける。入社後は約3週間の新入社員導入基礎研修。配属後はOJTによる実務

研修、半年間、月1〜2回のペースで終日新入社員フォローアップ研修等を実施。


