
　第1回　合同企業説明会～新卒･既卒3年以内対象～ 4/11(木)   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。 ⇒裏面もご覧ください⇒⇒⇒

ブース

No.

トウキョウトコクミンケンコウホケンダンタイレンゴウカイ 399名

1959年

ー

新卒 既卒

https://www.tokyo-kokuhoren.or.jp/

インタープレジゼント 48名

2000年

10百万円

新卒 既卒

http://www.inter-president.com/

トウキョウトトシヅクリコウシャ 289名

1961年

新卒 既卒

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

シンカーミクセル 250名

1986年

100百万円

新卒 既卒

http://xincormixell.jp/

ハート 500名

1956年

99百万円

新卒 既卒

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

ケイオウストア 500名

1959年

450百万円

新卒

http://www.keiostore.co.jp/

ティグレ 250名

1973年

20百万円

新卒 既卒

https://www.tigrenet.ne.jp/

イノベイションオブメディカルサービス 243名

1982年

20百万円

新卒

http://www.ims-inc.co.jp/

ホウガクカン 168名

1995年

40百万円

新卒 既卒

https://www.hogakukan.com/

ナビオコンピュータ 1,255名

1969年

80百万円

新卒 既卒

https://www.navio.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

情報通信 ●ソフトウェア開発

●システム運用・保守

●ヘルプデスク・コールセンター、IT事務作業

①IT事務

②コンピュータ操作業務

③ソフトウェア開発

ナビオコンピュータ株式会社 創業から約50年という、IT業界では歴史があることが強みだと標榜している。創業者が今もトップで、1,000年続く企業を目指すとい

う代表の考え方のもと、社員を大切にする企業風土があり、「人を大切に」し「独自のナビオ文化」発信を目指している。今後は80周

年中期目標として売上目標100億円を目指し全事業を拡大し続けていく。JOBトラベル

9

教育
●法律資格の受験指導校「伊藤塾」の運営

●ベトナム料理店「ハノイのホイさん」
①事務系総合職・営業系総合職

株式会社法学館 法律系資格の受験指導校「伊藤塾」を運営。司法試験指導校のパイオニアで、業界内でもトップクラスの実績を誇っている。また、

ベトナム人留学生の雇用支援の場として、「ハノイのホイさん」経営や職業紹介事業など多角化経営を実施。今後は進学や

日本企業への就職を目標とする留学生支援のため日本語学校の事業も展開予定。JOBトラベル

8

医療・福祉 ●福祉用具レンタル・販売

●調剤薬局経営

●住宅改修

①福祉用具専門相談員（営業職）

②営業事務職

③医療事務職　　※①～③すべて新卒のみ

株式会社イノベイションオブメディカルサービス 『医療・福祉の総合サービスを通じて地域社会に貢献します』 が企業理念。介護ベッドや車いす、歩行器などレンタル品を広く扱う福

祉用具レンタル事業では神奈川県の利用者数NO.1。地域から頼られる存在を目指し36年、福祉用具16営業所、薬局19店

舗、海外1拠点という規模に成長。 今回は介護職ではなく、相談員や事務職の募集。

7

サービス ●記帳代行

●コンサルティング

●保険

①経営コンサルタント

株式会社ティグレ 1973年設立。企業の経営に関して支援するサービス業として、様々な課題解決のニーズに対応する企業。具体的には主に記帳代

行やコンサルタント、保険や不動産などの資産の見直しなどを業務としている。企業のネットワークを利用したり研修を行うことで、様々

な相談内容に対する解決策を提案できるようになる。

6

小売
●スーパーマーケット

●コンビニ・売店
①販売職（新卒のみ）

株式会社京王ストア 「信頼のトップブランド」を目指す京王グループ・流通部門の中核的存在として、暮らしに密着したスーパーマーケットチェーン。立地、

ライフスタイル、地域環境に即したお客様のニーズに応えるため、京王ストア、キッチンコート、京王ストアエクスプレスの3タイプの店舗展

開。食品スーパーの枠を超えて京王線沿線の人々の暮らしを支えている。JOBトラベル

5

製造

●紙製品の製造と販売 ①法人営業職

ハート株式会社　東京支店 創業から82年、全国約3万社との取引と、紙製品業界でトップシェアを誇る企業。また企画から製造（自社工場）・販売まで一貫

体制で実施しており業界内での認知度は抜群。製品としては名刺をはじめ各種封筒・カレンダー・表彰状用の紙など豊富な紙質の

ものを取り扱う。他、お客様の要望に応じたオーダー製品にも対応している。JOBトラベル

4

情報通信 ●システムインテグレーション業務

●ITコンサルティング業務

●ネットワークエンジニアリング業務

①ITエンジニア

　（SE/PG/営業コンサル/インフラ・ネットエンジニア）

株式会社シンカーミクセル 広告、音楽、出版、商社、金融、メーカー、アミューズメント、教育など幅広い業界で、保守、インフラまで多種多様な分野に対応でき

る、オーダーメイドのITサービスを提供。入社後3ヶ月はしっかり研修を実施。究極のITコンサルになるために、技術力に加え人間力も

重要。人間力を養うための研修も充実。また月に1度社内で勉強会も開催。JOBトラベル

3

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（下水道事業、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）

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 13百万円(出えん金) 東京都と関係6市の出えんにより、都市開発を総合的に実施する専門機関であり、行政代行型の公益法人として都内全域で都市

基盤整備を中心とした町づくりを実施。安心で快適な都市環境を実現し、魅力的な東京の発展に貢献している。既存の受託事業

においてこの公社の果たす役割は大きく、将来を見据えた町づくりに積極的に取り組んでいる。

2

情報通信 ●システム開発

●ネットワーク運用・保守

●セキュリティ運用・保守

①システム開発　　②セキュリティ運用サービス

③インフラ/ネットワーク設計および運用

④営業企画　　　　⑤システムエンジニア・アシスタント

株式会社インタープレジゼント 2000年創業、様々な業種の企業にシステム開発、インフラ構築、監視・運用サービスなど多くのソリューションを提供。業務に関連し

た資格取得を目的とした研修・トレーニング、業務への習熟度を高めるため部門のマネージャーによる内部研修、外部講習会への

参加、各業務を担当するリーダークラスの社員が月１回行う研修会など教育体制も充実。

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

医療・福祉 ●国民健康保険診療報酬審査支払事業

●介護給付費等審査支払事業

●保険者事務共同処理事業

①総合職（事務系）

東京都国民健康保険団体連合会 東京都の保険者（東京都・区市町村・国民健康保険組合）が共同して目的を達成するため、東京都知事の認可を受け設立さ

れた団体で、その性格は公法人である。近年は全般的な取扱高増加と共に歳入・歳出額共に、増加傾向を維持している。採用後

は、1年間は教育担当者が指導する体制を取っている。JOBトラベル
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ブース

No.

ニホンデンサン 180名

1985年

50百万円

新卒 既卒

https://www.nd-inc.co.jp/

ダイワコウタイ 147名

1955年

315.2百万円

新卒 既卒

http://www.daiwa-kohtai.co.jp/

マジオネットグループ 475名

1963年

40百万円

新卒 既卒

https://www.magionet.co.jp/

ミニカラー 79名

1980年

25百万円

新卒 既卒

http://www.minicolor.co.jp/

トウカイエンジニア 170名

1980年

20百万円

新卒 既卒

http://www.tohkai-e.co.jp/

エージーシーオートモーティブウィンドウシステムズ 135名

1964年

27百万円

新卒 既卒

https://www.agc-winsys.com/

ヨネザワコウキ 81名

1957年

70百万円

新卒 既卒

http://www.yonek.co.jp/

ケービデバイス 48名

2000年

100百万円

新卒 既卒

https://www.kbdevice.com/

ニッツウトランスポート 1,450名

1959年

410百万円

新卒 既卒

https://www.nittora.co.jp/

ステラグループ 136名

1973年

95百万円

新卒 既卒

https://www.stargp.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

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事務

③営業

ステラグループ株式会社 1973年設立。顧客のオフィス環境及び業務改善を行う商社で、主にOA機器関連の販売メンテナンスを行う。自社のオリジナル情

報誌「STELLAR LINK」等の取り組みにより取り扱いメーカーの行う顧客満足度調査で3年連続No.1を獲得。顧客のみならず

社員満足度にも調査実施の向上委員会が改善・対策を常に行っている。

19

運輸・倉庫 ●貨物自動車運送業

●貨物利用運送事業

●倉庫業

①事務職（営業）

日通トランスポート株式会社 日本通運グループの一員として、関東以西に50数ヶ所の拠点を持ち、トラックによる企業間貨物の輸送を行っている。新入社員研

修+年3回の外部講師による研修とビジネスベーシック研修として基本的なスキルを学んでもらう。入社4~5年目にはステップアップ研

修や役職研修などキャリアを形成する為の制度を設けている。JOBトラベル

18

卸・商社 ●防犯カメラ・システムの販売

●防犯カメラ・システムの製造

●防犯カメラ・システムの保守

①ルート営業

②営業事務

株式会社ケービデバイス 防犯カメラシステムの専門メーカー。警備会社やマンション・ビル管理会社、電気材料を扱う商社などが顧客。店舗、マンション、倉庫

等の暗所、駐車場、屋外での設置や、スマホやPCなどを使用した遠隔地からの管理など、用途に応じた防犯カメラシステムを提案。

設計、施工、メンテナンス、リユース・リサイクルまで全ての工程を一貫して請負う。JOBトラベル

17

卸・商社 ●生産設備・工作機械・工具等の提案販売

●工場移設、海外移転サポート

●中古機械売買、メンテナンスの提案

①法人営業

②営業事務

米沢工機株式会社 創業65年。海外10ケ所、国内9ケ所に拠点を構え、製造業に関わる全ての工程を〝ものづくり〟の専門商社としてグローバルに活

躍している企業。作機械、工具等の提案販売、自動化システム・機器の提案、工場移設・海外進出・移設サポート、中古機械の

売買・メンテナンスなどに対応。また、新商材・新領域の開発も積極的に展開していく。JOBトラベル

16

製造 ●自動車ガラス部品設計開発製造

●自動車部品組み付け加工業

●産業建材業

①総合職（品質保証・エンジニア・生産管理など）

AGCオートモーティブ

ウィンドウシステムズ株式会社
世界最大のガラスメーカーAGCのグループ会社。自動車ガラスの様々な機能向上の為、高い精度により部品を組みつけるアッセンブ

リー業を展開。主な取引先は本田技研工業㈱、日産自動車九州㈱など。 長年の活動により磨き上げたアッセンブリー技術やノウハ

ウを活かし、自動車用ガラス以外の建築産業分野でも事業展開を行う。JOBトラベル

15

サービス ●公営競技場に設置されているコンピューター保守運用

●銀行ATM保守運用

●ネットワーク構築

①カスタマーエンジニア

東海エンジニア株式会社 1980年設立。富士通フロンテック㈱のグループ会社として、全国の公営競技場などの主にシステム保守・運用サービスを行っている。

年間売上高も17億を超え保守拠点も27ヶ所以上を維持している。主にサービスエンジニアを多く働いており、集合研修やOJTなど、

ビジネススキルや技術スキルアップが確実にできる環境が整えられている。

14

印刷

●ポスター・カタログ等の商業印刷物の企画、デザイン、製作

①営業

②営業事務

③総務経理

株式会社ミニカラー 多品種小ロット、高品質への需要の流れに対応するべく展開してきた企業。年賀はがきのカラー印刷、美容室を対象としたSPツール

の印刷、CDブックレット等の小ロットカラー印刷の需要に重点を置き、商業印刷物全般の企画・デザインから製版、印刷、加工、

配送まで対応。全工程において最適でムダのない環境づくりの実現を目指す。JOBトラベル

13

教育 ●自動車教習事業

●安全教育事業

●ワークライセンス事業

①総合職（マジオネット）（新卒のみ）

②総合職（マジオネット多摩）（新卒のみ）

③営業企画（パルプランニング）

マジオネットグループ
（(株)マジオネット･(株)マジオネット多摩･(株)パルプランニング）

【財務体質改善】【営業戦略・戦術】【社員教育】【経営の意識改革】を柱としたマジオマネジメントシステムにて自動車学校の経営・

経営受託，経営コンサルティングを担う企業。総合職採用のため指導員以外にも挑戦可能。また、上記以外にも保育事業、シニア

サービス事業、児童教育事業、レンタルバイク事業など多角的に事業を展開している。JOBトラベル

JOBトラベル

12

製造

●各種金属せん断・裁断加工 ①総合職

大和鋼帯株式会社 1952年創業。半世紀以上にわたり金属加工に特化し製造・販売を行っている企業。豊富な品種と高い技術力で厳しい幅公差で

の製品を提供し、関東圏にて4工場を稼働している。主要な大手鉄鋼メーカーからの依頼が堅調で安定している。自身のスキルアップ

のためのバックアップ支援を行っている企業なので長く働くことができる。

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

11

情報通信 ●システム、アプリケーション開発・保守

●デジタル機器リース・販売

●デザイン制作

①総合職　　　②営業職

③技術職　　　④事務職

⑤デザイン職

日本電算株式会社 積極的なシステム開発と通信制御システムを重点強化、通信情報市場の拡大に対応している点が強み。将来的には、従来の事業

の柱である「IT事業」の拡大を図りつつ、新規事業拡充に注力していく。オフィスがきれいで研修ルームも充実。アンドロイド勉強会、

Java勉強会などを定期開催し、若い方が働きやすい環境を整えている。


