
JOBトラベル参加に関してのご案内は次ページをご覧ください！
参加申込をされていない方は、当日お集まりいただいても見学を行うことはできません。
見学内容は、変更になる場合もございます。予めご了承ください。1社につき参加人数が決まっているため、お申込みは先着順となります。

第5回 合同企業説明会 １/27(土）

JOB トラベル ～企業見学会①～ JOBトラベルとは、企業説明会参加企業を訪問し、経営者や若手社員と交流ができる企業見学イベントです。

実際に働く現場や働く先輩を、コーディネーターと一緒に訪問しませんか？ JOBトラベルにみんなで参加しましょう！

企業名 業種 募集職種 実施日 集合 開催区 最寄駅 スケジュール 企業からのコメント 参加特典 定員数

株式会社コンテック

建設

①建設技術者

　　(総合職)

②CADオペレーター

1月30日(火)

10:00～12:30

現地集

合・解散
港区 田町駅

①オフィス内見学

 （会社説明・社内見学）

②座談会

（今年度新入社員または若手社員）

③質問タイム

建設業ってどんなことをする？理系じゃないと出来な

い？難しそう・・・。そんな疑問をお持ちの方にきちんと説

明をします。お気軽にお越しください。

書類選考

免除
6名

株式会社和光ケミカル

卸・商社
①ルート営業

   (エリア担当制)

1月30日(火)

14:00～16:30

現地集

合・解散
国分寺市 国立駅

①オフィス内見学

②デモンストレーション(商品説明)

③座談会(先輩社員)

国内屈指の商品ラインナップを誇る「オイル・ケミカルメー

カー」で業績も毎年飛躍的に伸び、設立以来41年間

増収増益の安定企業です。JOBトラベルでは、商品説

明や先輩社員からの経験談などの座談会を予定してお

ります。皆さんのご参加をお待ちしております。

なし 6名

フューチャー・アンティークス株式会社

情報通信 ①SE・プログラマー
1月31日(水)

10:00～12:30

現地集

合・解散
渋谷区 渋谷駅

①オフィス内見学

②座談会(若手社員・採用担当者)

弊社未経験出身の若手エンジニアとの座談会や、

採用担当からの就職活動のアドバイス等を実施

致します。

なし 20名

株式会社バルテック

情報通信

①SE・プログラマー

②法人・採用営業

③総務職

1月31日(水)

14:00～16:30

現地集

合・解散
新宿区 新宿駅

①オフィス内（執務室、共有スペース）

②座談会（役員/管理職・若手社員）

③ビデオスライド上映

当社では、基礎からしっかりと研修で教えていきます。

未経験の方でも安心してスキルを身に付けられます。

また、経験者の方でも継続して研修を受講できます。

まずはお気軽にお越しください。

希望される

方には、事

前に筆記試

験を試して

頂くことが

可能です

10名

日金スチール株式会社

卸・商社 ①営業
1月31日(水)

14:00～16:30

現地集

合・解散
港区 田町駅

①会社説明補足

②ショールーム見学

③先輩社員との座談会

日金スチール株式会社は日本金属グループの中核商

社としてステンレス製品を主に販売しております。

今回募集するのは営業職3名で、主な業務内容は既

存ユーザーに対するルート営業となります。ショールーム

にて実際の製品をご説明しますので是非ご参加くださ

い。

なし 10名

※各企業の詳細は企業説明会参加企業一覧をご確認ください。



企業名 業種 募集職種 実施日 集合 開催区 最寄駅 スケジュール 企業からのコメント 参加特典 定員数

エム・ビー・エーインターナショナル株式会社

情報通信 ①総合職
2月1日(木)

10:00～12:30

現地集

合・解散
世田谷区

池尻大橋

駅

①オフィス内見学

②座談会(社長)

③質問会

就職活動で失敗した、3度の食事よりもゲーム好きが

ゲーム事業部立ち上げから社長になるまでの話をしま

す。

企業説明

会免除
20名

株式会社エイチ・アイ・デー

製造

①機械設計者

②電気制御設計者

③ソフト開発者

④デジタルシュミレー

　 ション技術者

2月2日(金)

10:00～12:30

現地集

合・解散
小平市 小川駅

①オフィス内見学

②入社2年目の若手社員との座談会

③デモンストレーション（受注した製品の設計が

   個人で完了した後の社内DR（複数の人に

   チェックしてもらう設計審査）を実際に実施

   打ち合わせに加わって頂きます。

会社内の雰囲気も明るく時折雑談も飛び交うような職

場です。是非一度参加して頂き弊社の業務内容を肌

で感じてみてください。

なし 3名

株式会社京王ストア

小売 ①販売職
2月2日(金)

14:00～16:30

現地集

合・解散
多摩市

聖蹟桜ヶ

丘駅

①店舗見学 (桜ヶ丘店の売り場・

   バックヤード等見学)

②質問タイム

京王線・井の頭線・中央線沿線を中心とした東京西

南部に、生鮮食品・一般食料品・家庭用品・インテリア

商品・衣料品等を販売する地域密着型のスーパーマー

ケットチェーン及びコンビニ・駅売店を展開しています。そ

の中でも当社最大の店舗「桜ヶ丘店」を見学していただ

きます。

なし 10名

タイセイエンジニアリング株式会社

情報通信

①データエントリー

 　オペレーター

②SE・プログラマー

2月5日(月)

10:00～12:30

現地集

合・解散
世田谷区 桜上水駅

①オフィス内見学

   (職種の内容及び教育制度の説明)

②座談会(管理職・若手社員)

当社の特徴は、ご希望職種の経験が無くても、安心し

て下さい！充実した教育を行っております。また、女性

管理職も在籍しております。

なし 4名

株式会社ウイズネット

医療・福祉 ①介護職
2月5日(月)

14:00～16:30

現地集

合・解散
荒川区 小台駅

①施設内見学

②デモンストレーション

  （福祉用具の試用体験、介護食材

   の試食体験　予定）

見学や体験で雰囲気を感じていただき、少しでもイメー

ジをふくらませていただきたく思います☆是非お気軽にご

参加ください☆職員一同心よりお待ちいたしておりま

す！

なし 10名

※各企業の詳細は企業説明会参加企業一覧をご確認ください。
JOBトラベル参加に関してのご案内は次ページをご覧ください！
参加申込をされていない方は、当日お集まりいただいても見学を行うことはできません。
見学内容は、変更になる場合もございます。予めご了承ください。1社につき参加人数が決まっているため、お申込みは先着順となります。

第5回 合同企業説明会 １/27(土）

JOB トラベル ～企業見学会②～ JOBトラベルとは、企業説明会参加企業を訪問し、経営者や若手社員と交流ができる企業見学イベントです。

実際に働く現場や働く先輩を、コーディネーターと一緒に訪問しませんか？ JOBトラベルにみんなで参加しましょう！
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第5回 合同企業説明会 1/27(土） JOB トラベル ～企業見学会～

●企業説明会 会場設置 『JOBトラベル』受付にて、直接お申込みください。

※事前のお申込みは承りません。

●定員が設けてある為、お申込みは先着順となります。

●実施内容は講話や見学、質問会などを中心に、各受け入れ企業で異なります。

●本事業に斡旋サービスや選考の目的はありません。

●合同企業説明会内の受付で定員に達しない場合は追加募集を行うこと

があります。追加企業は1月29日(月)10時以降にスペシャルサイトの

JOBトラベルページにて発表します。

下記電話番号または3階ヤングコーナー受付にてお申込みください。

電話でお申込みの際はメモをご準備のうえ、お問合せください。

申込方法

①事前オリエンテーション 【約30分】
②企業拠点内見学 【約1時間～1時間半】
③見学後の振り返り 【約30分】
※原則：東京23区内。上記には、移動時間は含まれておりません。

●服装 スーツ
●持ち物 筆記用具、メモ帳等

■詳細タイムスケジュールはコースによって異なります。
■当日は担当コーディネーターが同行します。
■参加費は無料。ただし、企業までの交通費は各自負担となります。
■同日に行われる午前・午後コースには、両方とも申込み・参加可能です。
※その場合は、午後コースの事前オリエンテーションは免除となります。

当日案内

受付・集合場所

【現地集合・解散】
●受付時間に 各自で企業様ビル1階エントランス へ集合してください。
※企業様によっては、集合時間が異なる場合や、最寄駅集合になる場合が
ございます。詳細はお申込み時に別途お伝えします。

問合せ・JOBトラベルHP

03-5211-6981（※平日9時～18時）

★お問合せ・追加募集のお申込みはこちら、またはヤングコーナー受付まで！

★スペシャルサイト JOBトラベルページはこちら

http://tokyoshigoto-young.jp/event/4836


