
本社 江東区 業種 小売業

URL

募集対象 文系 理系 大学院 大学 短大 高専 専門 既卒

本社 中央区 業種 運輸業

URL

募集対象 文系 理系 大学院 大学 既卒

東証JASDAQ上場企業 本社 八王子市 業種 製造業

URL

募集対象 文系 理系 大学院 大学 短大 高専 専門 既卒

本社 港区 業種 建設業

URL

募集対象 文系 理系 大学院 大学 短大 高専 専門 既卒

東証二部上場企業 本社 墨田区 業種 製造業

URL

募集対象 文系 理系 大学院 大学 短大 高専 専門 既卒

東証JASDAQ上場企業 本社 文京区 業種 卸売業

URL

募集対象 文系 理系 大学院 大学 既卒

本社 港区 業種 製造業

URL

募集対象 文系 理系 大学院 大学

本社 武蔵村山市 業種 製造業

URL

募集対象 文系 理系 大学院 大学 短大 高専 専門 既卒

事業内容
航空・宇宙・防衛・レーシングカー・自動車・電子関連部品の金属熱処理加工
事業

就業場所 ①②本社（武蔵村山市）

株式会社 タカゾノ
https://www.takazono.co.jp/

募集職種
①営業職　②フィールドエンジニア職（メンテナンス）
③製造職（生産管理、資材管理）　④開発職（電気、機械、ソフトウェ
ア、ファーム）

多摩冶金 株式会社
http://www.tamayakin.co.jp/

募集職種
①総合職（生産技術、営業、他）
②一般職（事務）

事業内容 工事用保安用品の販売・レンタル事業 就業場所
①本社（文京区）、全国の各拠点　②東京の各拠点
③④本社（文京区）

事業内容 薬科機器・医療機器・医療システムの企画・開発・製造・販売事業 就業場所
①②全国の各拠点　③大阪（富田林市）
④東京（中央区）、大阪（枚方市）

8
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セーラー万年筆 株式会社  （ロボット機器事業部）
https://robotics.sailor.co.jp/

募集職種 ①営業職　②技術職

セフテック 株式会社
https://www.saftec.co.jp/

募集職種
①営業職　②営業事務職
③本社事務職（総務、経理）　④商品開発職

事業内容
学校・病院・オフィス・店舗・スポーツ施設・官公庁施設等の設計・施工・リー
ス・販売事業

就業場所 ①本社（港区）、大阪、他の各拠点

事業内容
産業用ロボット（プラスチック射出成形品取出機、産業用自動化装置）の製造・
販売事業

就業場所 ①②東京（青梅市）

6

5

エブレン 株式会社
https://ebrain.co.jp/

募集職種 ①総合職（営業）　②技術職

郡リース 株式会社
http://www.kohri.co.jp/

募集職種 ①総合職（営業、建築設計、施工管理、生産管理）

事業内容
貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業、倉庫事業、通関事業、港湾運送
事業等

就業場所 ①③全国の各拠点　②関東圏の各拠点

事業内容 産業用電子機器・工業用コンピュータの設計・製造事業 就業場所 ①本社（八王子市）　②本社（八王子市）、東京（荒川区）

4

3
企業見学会開催
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Ｆ－ＬＩＮＥ 株式会社
https://www.f-line.tokyo.jp/

募集職種 ①総合職（全国）　②総合職（関東限定）　③情報技術職

株式会社 エース （北野エース）
https://www.ace-group.co.jp/

募集職種 ①総合職　②エリア職

事業内容 食料品専門店事業、不動産管理事業 就業場所
①東京、全国の各店舗
②本社（江東区）、東京、他の各店舗　※通勤可能店舗
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本社 千代田区 業種 医療、福祉

URL

募集対象 文系 理系 大学院 大学 既卒

本社 渋谷区 業種 情報通信業

URL

募集対象 文系 理系 大学院 大学 短大 高専 専門 既卒

本社 昭島市 業種 医療、福祉

URL

募集対象 文系 理系 大学院 大学 短大 高専 専門 既卒

本社 立川市 業種 情報通信業

URL

募集対象 文系 理系 大学院 大学 短大 高専 専門 既卒

本社 千代田区 業種 建設業

URL

募集対象 文系 理系 大学院 大学 短大 高専 専門 既卒

東証一部上場企業 本社 大阪府 （大阪市） 業種 物品賃貸業

URL

募集対象 文系 理系 大学 短大 高専 専門 既卒

東証JASDAQ上場企業 本社 八王子市 業種 製造業

URL

募集対象 文系 理系 大学 既卒

本社 中央区 業種 運輸業

URL

募集対象 文系 理系 大学院 大学 既卒

　※2021年4月28日現在の情報です。参加企業情報は一部変更となる場合があります。

　※2021年5月6日（木）から予約受付開始です。

事業内容 低温物流事業（冷蔵倉庫業、運送取扱事業、通関業） 就業場所 ①全国の各拠点　②東京、神奈川、千葉、群馬、宮城の各拠点

光ビジネスフォーム 株式会社
http://www.hikaribf.co.jp/

募集職種 ①営業職　②システム系事務職　③製造管理職

マルハニチロ物流グループ （グループ募集）
https://www.logi.maruha-nichiro.co.jp/

募集職種 ①グローバル職（総合職）　②エリア職

事業内容
総合レンタル事業（建設機械全般、イベント･展示会向け商品、映像･音響設備
等）

就業場所 ①～③東京、千葉、埼玉、神奈川、他の各拠点　※希望考慮

事業内容
ビジネスフォーム印刷事業、企画制作事業、商業印刷事業、データプリント
サービス事業、ビジネスプロセスアウトソーシング事業

就業場所
①本社事務所（新宿区）、東京（中央区）、神奈川（横浜市）、埼玉（さい
たま市）　②③本社（八王子市）

16

15

ナブコシステム 株式会社
https://www.nabcosystem.co.jp/

募集職種 ①営業職　②設計職　③事務職

西尾レントオール 株式会社
https://www.nishio-rent.co.jp/

募集職種 ①営業職　②営業事務職　③技術職

事業内容
業務アプリケーション開発事業、インターネットソリューション事業、ネットワー
クコンサルティング事業、ICT関連サービス事業

就業場所 ①②東京（福生市）、東京23区内の各顧客先

事業内容 自動ドアを中心とした建設関連商品の販売・設計・施工・メンテナンス事業 就業場所
①②東京、埼玉、千葉、静岡、北海道、他の各拠点
③東京、他の各拠点　※自宅通勤可能拠点
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医療法人 徳洲会 東京西徳洲会病院
https://www.tokyonishi-hp.or.jp/

募集職種 ①事務総合職

東洋システム 株式会社
https://www.toyosystem.co.jp/

募集職種 ①システムエンジニア、プログラマー　②ネットワーク技術者

事業内容
自社プロダクトの開発・販売事業、組込み機器（ソフトウェア・ハードウェア）受
託開発事業等

就業場所
①本社（渋谷区）、東京（豊島区）、大阪、愛知、福岡の各拠点
②本社（渋谷区）、福岡（福岡市）　③本社（渋谷区）

事業内容 総合病院（東京西徳洲会病院）の運営事業 就業場所 ①東京（昭島市）

12

11

公益社団法人 地域医療振興協会
https://www.jadecom.or.jp/

募集職種 ①事務総合職

株式会社 ＤＴＳインサイト
https://www.dts-insight.co.jp/

募集職種
①ソフトウェア開発エンジニア　②ハードウェア開発エンジニア
③セールスエンジニア（営業職）

事業内容
医療施設等の管理運営受託事業、へき地等勤務医師の職業紹介・派遣事
業、地域保健医療・へき地医療診療活動基準の研究事業等

就業場所 ①本部（千代田区）、全国の各拠点

10

9
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