
　第6回　合同企業説明会～新卒･既卒3年以内対象～ 3/20(水)   13:00～17:00 

■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.

シラカワプロ 297名

1962年

10百万円

新 既 20卒

https://www.shirakawapro.co.jp/

スカイリーフ 30名

2006年

15百万円

新 既 20卒

http://skyleaf.co.jp/

ダイヤコーポレーション 101名

1961年

20百万円

新 既 20卒

https://www.daiya-idea.co.jp/

エースコウキ 110名

1987年

100百万円

新 既 20卒

http://www.ace-kouki.co.jp/

エヌシーホールディングス 72名

2016年

3,800百万円

新 既 20卒

https://nc-hd.jp/

システムバンク 70名

1987年

80百万円

新 既 20卒

http://www.systembank.co.jp/

エルゴテック 140名

1949年

92百万円

新 既 20卒

http://www2.ergotech.co.jp/

ヴァイタルインフォメーション 280名

1996年

50.3百万円

新 既 20卒

https://www.vitals.co.jp/

キョクコウ 95名

1963年

20百万円

新 既 20卒

http://www.seko.co.jp/

アズノウアズ 576名

1989年

10百万円

新 既 20卒

https://www.asknowas.com/

■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

小売

●婦人服の企画、製造、卸、販売

①販売職

②パターン職

③企画職

株式会社アズノゥアズ 1989年設立の自社で婦人服・雑貨の企画・製造・販売・卸売している企業。ディテールに凝わり、かわいらしさの中にちょっと大人の

雰囲気を織り交ぜたブランドで海外にも積極展開中。研修ではアパレル業界においての基礎知識や販売に出るにあたっての接客スキ

ルをロールプレイング形式で実施する。JOBトラベル

9

卸・商社 ●内装商材の製造

●内装商材の販売

●内装仕上工事の施工管理

①総合職（ルートセールス･施工管理）

旭興株式会社 55年前に壁紙メーカーとして創立し公共事業に参画して以来、国内の様々な建築物に製品が採用され、実績を積み上げてきた。

主に国内大手ハウスメーカー、建築事務所等の法人取引先を中心に実績多数。企業の特徴（強み）は製造力だけでなく、販売

力、施工力を取り込み、一貫した事業体制を構築していること。研修も充実している。

8

情報通信 ●ソフトウエア開発サービス

●ITプラットフォームサービス

●IoTプラットフォームサービス

①システム運用

②プログラマー

ヴァイタル・インフォメーション株式会社 東京都家庭と仕事の両立支援推進企業。時短、育休・産休の取得実績から、一昨年4月入社12名のうち8名は女性。ECサイ

ト、物流システム、販売管理系システムの開発・保守・運用・サポートや組込システム開発等、数多くの情報システムを提供。2017

年以降人工知能技術のニューラルネットワークをはじめ、革新技術の定常的な研究開発も行う。JOBトラベル

7

建設 ●建築設備関係工事の設計・施工・リニューアル

●空調工事・給排水衛生工事

●環境ソリューション・環境商品

①管工事施工管理職

②法人営業

③一般管理部門（総務・経理職）

エルゴテック株式会社

【九電工グループ】
東証一部上場九電工のグループ企業。設備工事のパイオニアとして、東京都庁や横浜ランドマークタワー等、地図に残る仕事、ス

ケールの大きな仕事をしている。主力事業の建築設備の技術に加え、CO2削減・省エネルギーをテーマとして、建築設備の省エネ化

や水銀灯などに替わるLED照明等の環境ソリューション事業にも注力している。

6

情報通信

●コンピュータシステムの開発・保守および販売 ①SE・プログラマー

システムバンク株式会社 創業以来30年黒字経営を続ける安定企業。金融機関のシステム開発のノウハウを活かし、各種アプリケーションパッケージを自社開

発している。全国の中小金融機関に納入実績があり、堅実経営でかつ金融向け商品を扱う関係から品質重視の経営を行う。「人と

人との出会い」を大切にするヒューマンな社風のもとでチャレンジしていく。JOBトラベル

5

製造
●コンベヤ事業

●立体駐車装置事業

①技術系総合職

②事務系総合職

NCホールディングス株式会社 「地図やカタチに残るモノづくり」をモットーに、コンベヤ事業と立体駐車場装置事業で、都市空間の有効活用に貢献する縁の下の力

持ち的な企業。東証一部上場、業界のリーディングカンパニーとして、顧客のニーズと期待を的確に把握し、顧客の信頼と満足が得ら

れる付加価値の高い商品・サービスを開発・提供することを最重要方針としている。

4

サービス ●グリスフィルターのレンタル

●エアコンのトータルサポート

●店舗のトータルクリーニング

①営業職

エース工機株式会社 東証一部上場企業モリト㈱の子会社。厨房の排気経路の入口部に設置される業務用のフィルターのレンタル・店舗のトータルクリー

ニングはじめ、排気、排水や空調などあらゆるニーズに対応したトータルメンテナンスサービスを提供。環境問題の改善にも取り組んでい

る。厨房があれば、どんな業界・業態の企業やお店でも客先となるので業績安定。

3

製造 ●ゴルフ用品の企画〜製造・卸

●家庭用品の企画〜製造・卸

●ベビー/マザー用品の企画〜製造・卸

①総合職（企画営業）  ②商品開発職

③営業事務職              ④総務人事職

⑤広報マーケティング職

株式会社ダイヤコーポレーション 創立58年、「健康でゆとりある暮らしの創造」を理念に、ゴルフ事業、生活用品事業、ベビー用品事業などを展開。たくさんのヒット商

品やグッドデザイン賞を受賞するなど、ユニバーサルデザインを重視して商品開発を行っている。また、企画から販売まで一貫して行い、

製造のみ外注というスタイルの企業で、新入社員のフォローアップが手厚い。

2

情報通信 ●システム企画・設計・開発・環境構築・運用管理・保守

●コンピュータ技術者派遣

●コンピュータ教育研修

①SE・プログラマー

スカイリーフ株式会社 2006年設立。コンサルティング、設計・開発、運用・保守を行っているIT企業で実績を多く残している。また様々な技術に精通してい

ることもあり、言語やOS、DBサーバー構築には多種多様な開発環境に出会え、自身のスキルアップができる環境が整っている。代表

がエンジニア出身で、その経験を活かした研修が特徴的。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

サービス ●テレビ番組の映像編集

●音響デザイン（音響効果）

●映像情報管理

①映像編集

株式会社白川プロ 設立から55年、主にNHKの報道番組のテレビニュースやドキュメンタリー番組の映像編集と音響効果を行っている企業。ワークライフ

バランスを経営基盤として数々の番組が高い評価を受けており表彰されている。年間休日125日、完全シフト制で、残業も前後の引

継ぎくらい。東京都家庭と仕事の両立支援推進企業。
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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.

アイネット 107名

1997年

49百万円

新 既 20卒

http://www.inet.gr.jp/

トウヨウツウシンコウギョウ 133名

1960年

100百万円

新 既 20卒

https://www.totuko.co.jp/

トッパンメディア 107名

1966年

50百万円

新 既 20卒

http://www.toppan-media.co.jp/

パルックス 104名

1984年

50百万円

新 既 20卒

http://www.palux.co.jp/

オフィスバスターズ 380名

2003年

107百万円

新 既 20卒

https://www.officebusters.co.jp/

ワールドディスプレイ 45名

1988年

10百万円

新 既 20卒

http://www.world-display.co.jp/

ヤマキンコウギョウ 176名

1958年

98百万円

新 既 20卒

https://www.yamakin-kougyou.co.jp/

ヒカリ 49名

1966年

20百万円

新 既 20卒

http://www.osaka-hikari.co.jp/

イケガミチョウジュエン 448名

1962年

ｰ

新 既 20卒

https://www.ikegami.or.jp/

ニホンアイエスケイ 300名

1948年

1,090百万円

新 既 20卒

http://www.king-ind.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

製造 ●医療機器の開発・製造および販売

●セキュリティ機器の開発・製造および販売

●オフィス家具の開発・製造および販売

①営業

②海外営業

③開発職

④総務、経理

日本アイ・エス・ケイ株式会社 大正５年創業のジャスダック上場企業。オリジナル商品からオーダ―メイド商品まで、お客様のご要望にきめ細かなモノづくりで応えて

いる。耐火金庫、スチール製書庫・ロッカーなど身近な製品から歯科治療機器のような医療分野まで多彩な製品を提供。全国に4

工場、15支店のネットワークで有名メーカーへのOEM生産も行っている。

19

医療・福祉

●高齢者福祉事業　介護・福祉サービス

①総合職　福祉職(介護職員)

②総合職　福祉職(相談職員)

③一般職　福祉職(介護職員)

社会福祉法人池上長寿園 55年の歴史がある大田区からの指定管理を受けた区立の特別養護老人ホーム。高齢者在宅サービスセンター、地域包括支援セン

ター、軽費老人ホームの運営はじめ、法人独自としての養護老人ホーム、居宅介護支援事業所、訪問介護事業の経営など総合的

高齢者福祉事業を展開している。新規採用職員研修、資格取得支援研修など充実。JOBトラベル

18

製造

●サイン及びDIY関連商品製造販売 ①営業職

株式会社光 1964年創業、プラスティック加工品、ディスプレイ看板から、現在の主力商品であるサインの生産販売に着手。以来、その将来性に

注目し、多彩なニーズに対応できる多種多様な規格品を造り、即納体制を整備。2万種類以上の豊富なバリエーションのサインに加

え、住関連製品、DIY製品、店舗用品などトータルな空間演出の役に立っている。JOBトラベル

17

製造 ●学校間仕切・福祉施設用引戸

●作業台・書庫の製造販売

●郵政関連商品の販売施工

①営業

山金工業株式会社 創業明治45年の老舗企業。創業当時の金庫作りから受け継がれた板金技術をもとに、現在は鋼製建具、スチール備品（書庫、

作業台等）など独自技術を活用したモノづくりを行っている。建築向スチール製ドアや全国の郵便局のサイン、ATM コーナの周辺設

備、医療分野などの放射線使用施設における特殊なシールド扉など提供している。JOBトラベル

16

その他の業種 ●物品賃貸業

●販売業

●製作

①営業

株式会社ワールドディスプレイ 昭和63年創業、イベント・コンサート、展示会、映画、CM、TVドラマなど、様々な空間づくりに必要なディスプレイ、備品、撮影用小

道具などをレンタルしている企業。2万点以上の圧倒的なアイテム数を管理。全国の営業所から自社配送で、スピーディーな「全国配

送」を可能としている。ドラマ「ドクターX」の美術協力も行った。JOBトラベル

15

卸・商社 ●中古オフィス家具の買取販売事業

●オフィスへの環境コンサルティング事業

●オフィスプロジェクトマネジメン事業

①総合職

②技術職

株式会社オフィスバスターズ 現在はコピー機やオフィス家具といったリユースのオフィス用品を扱っているが、NO.1の世界リユース総合商社を目指し、将来的には商

品の幅をどんどんと広げていく予定。部門別研修、管理職研修、外部講師の招聘など、さまざまな研修がある。業務においては、教わ

るというよりも先輩社員や上司から自ら学ぶOJTスタイルが主になっている。JOBトラベル

14

卸・商社 ●商業施設等への照明器具・ランプ販売

●照明コンサルティングおよびメンテナンス

●電気工事（建設業）

①総合職（法人営業：照明コンサルタント）

②一般職（営業サポート・営業事務）

株式会社パルックス 創業40年の歴史を持つ総合照明商社。百貨店・ホテル・飲食店・テナント・オフィスビルなど、商業施設の空間を照明で彩る仕事。

社員全員が照明コンサルタント・照明士の資格を取得。電気工事、リサイクル等に加え、プロジェクションライティングの提案やLED舞

台イベント照明用機材のレンタル、非常用電源装置など、新たな事業にも進出。

13

印刷 ●商品パッケージ、段ボール、店頭用ポップなどの企画提案

●マーケティング・リサーチ、同梱同封、アセンブリなど販売

   促進支援

●印刷（デザイン〜印刷〜製本）

①営業管理（事務職）

②営業職

凸版メディア株式会社 1951年創業。｢ダントツのお客様想い企業｣をビジョンに掲げお客様満足度の向上を常に追求し、創意工夫を加えて｢課題解決｣の

努力を行い、“持続可能な経営”へ挑戦する企業。商材の主要なものとしてはグラフィックデザイン、パッケージデザイン、アセンブリ、発

送代行、またホームページ制作、最近ではドローン空撮なども行っている。

JOBトラベル

12

卸・商社
●ICTサービス＆ソリューション

●電気通信工事業

①法人営業

②エンジニア

東洋通信工業株式会社 1960年設立。ICTサービス＆ソリューション事業を中心に、顧客の事業発展に貢献することをミッションとして、オフィス改革から働き方

改革を推進し、真のサービス業への転換を目指し業務を行っている。チャレンジ精神をもって自己研鑽し、チームリーダーとなりうる人材

を募集。ショウルームを開放していて、毎年多くの企業が見学に来る。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

11

情報通信 ●情報システムに関するコンサルタント

●ソフトウェアの設計、開発、保守

●システム運用業務の受託

①プログラマー・システムエンジニア

②営業

株式会社アイネット 親会社を持たない独立系ベンダーとして、直接客先と取引をしている。金融業界に特化している数少ない企業で、創業当初から20

年以上の付き合いが継続している取引先もある。研修期間は2ヶ月としっかりしており、研修終了後即配属とはせずに現場でのOJT

を2〜3ヶ月かけて実施する。御茶ノ水のソラシティにオフィスあり。


