
本社 板橋区 業種 医療、福祉

URL

募集対象 文系 理系 大学院 大学 短大 専門 既卒

本社 千代田区 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 中央区 業種 卸売業

URL

募集対象 文系 理系 大学 既卒

東証一部上場企業 本社 品川区 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

本社 西東京市 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

東証JASDAQ上場企業 本社 品川区 業種 物品賃貸業

URL

募集対象 文系 理系 大学院 大学 短大 高専 専門 既卒

本社 青梅市 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 町田市 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 多摩市 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

本社 豊島区 業種 製造業

URL

募集対象 文系 理系 大学院 大学 短大 高専 既卒
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1

株式会社 FBS
https://www.f-b-s.jp/

募集職種 ①システムエンジニア

IMS（イムス）グループ （グループ募集）
https://imsgroup.jp/

募集職種 ①事務総合職　②経理総合職　③営業職　④広報企画職

事業内容
総合医療事業（総合病院を中心に予防医学、リハビリテーション施設、訪問看護、介護老人保
健施設の展開）

就業場所 ①～④東京、神奈川、千葉、埼玉、群馬、宮城、山形、北海道の各拠点

事業内容
銀行・公共システム開発事業、医療・ヘルスケアシステム開発事業、先端技術系システム開発事
業、生損保システム開発事業

就業場所 ①東京、神奈川、千葉、他の各拠点

事業内容
ハードウェア・ソフトウェアの販売・設計・運用サポート事業、印刷物の加工受託・ホームページ作成・オ
フィスサプライ用品の販売事業、オフィス移転のコーディネート・レイアウト設計事業等 就業場所

①東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬、山梨の各拠点
②本社（中央区）

4
企業見学会開催

3 株式会社 オービックオフィスオートメーション （東京本社）
https://www.oa.obic.co.jp/

募集職種
①営業職（提案営業）
②システムインストラクター

株式会社 加藤製作所
http://www.kato-works.co.jp/

募集職種 ①総合職（技術系）　②総合職（営業管理系）

事業内容 建設用クレーン・油圧ショベル等及びその他の製品の製造・販売事業 就業場所
①②本社（品川区）、茨城（猿島郡五霞町）、群馬（太田市）、他全国の各
拠点、海外（中国、タイ、イタリア、アメリカ）の各拠点

事業内容
高層・大型ビルの防排煙設備機・空調制御機器の製造事業、原子力関連施設・工場・プラント
用の空調制御関連機器の製造・メンテナンス事業

就業場所 ①②本社（西東京市）

6

5 クリフ 株式会社
https://www.klif.co.jp/

募集職種 ①事務系総合職（営業）　②技術系総合職（設計、研究開発）

サコス 株式会社
https://www.sacos.co.jp/

募集職種 ①営業職　②技術職　③フロント業務職

事業内容 建設機械・機器のレンタル・リース事業、機械・機器等の輸出入及び販売事業 就業場所 ①～③東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪、兵庫、京都、愛知の各拠点

事業内容 自動車部品・産業ロボット・半導体設備に使用される部品の製造事業 就業場所 ①～③本社（青梅市）

8

7
企業見学会開催

株式会社 三興製作所
http://sanko-ome.com/

募集職種 ①製造職　②品質管理職　③設備メンテナンス職

株式会社 三和
https://www.heartful-sanwa.co.jp/

募集職種 ①総合職　②事務職

事業内容 スーパーマーケットの経営事業 就業場所 ①東京、神奈川の各店舗　②本社（町田市）、東京、神奈川の各拠点

事業内容 測量サービス事業、3次元データ事業、測量機器のレンタル・販売事業、現場試験事業等 就業場所
①本社（多摩市）、千葉（流山市）、北海道（札幌市）、宮城（仙台市）、
新潟（新潟市）、愛知（名古屋市）、大阪（守口市）

10
企業見学会開催

9
企業見学会開催

株式会社 CSS技術開発
https://www.css24.jp/

募集職種 ①測量技術者

株式会社 鈴木シャッター
https://www.suzuki-sh.co.jp/

募集職種 ①総合職

事業内容
各種シャッター・スチール製ドア・建築金物等の製造・販売・施工事業、ビル・店舗・工場・倉庫
等建築物のリフォーム・メンテナンス事業

就業場所 ①本社（豊島区）
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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 短大 高専 専門 既卒

本社 港区 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

東証一部上場企業 本社 港区 業種 製造業

URL

募集対象 文系 理系 大学院 大学 高専

東証一部上場企業 本社 品川区 業種 卸売業

URL

募集対象 文系 理系 大学院 大学 短大 高専 専門 既卒

本社 町田市 業種 卸売業

URL

募集対象 文系 理系 大学院 大学 短大 高専 専門 既卒

本社 昭島市 業種 運輸業

URL

募集対象 文系 理系 大学

本社 新宿区 業種 電気業

URL

募集対象 文系 理系 大学院 大学

本社 江東区 業種 運輸業

URL

募集対象 文系 理系 大学院 大学 既卒

本社 京都府（京都市） 業種 サービス業

URL

募集対象 文系 理系 大学院 大学 短大 高専 専門 既卒

本社 立川市 業種 サービス業

URL

募集対象 文系 理系 大学院 大学 短大 高専 専門 既卒

　※2022年1月11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。

事業内容
医業経営コンサルティング事業、医療モールの開発・運営事業、保険調剤・一般薬・介護用品
の販売事業、医療機器等のリース・販売事業等

就業場所 ①東京、神奈川の各店舗　※居住地から60分圏内

12

11
企業見学会開催

総合メディカル 株式会社 （東京本社）
https://www.sogo-medical.co.jp/

募集職種 ①薬局事務職

株式会社 ソフタス
https://www.softas.co.jp/

募集職種 ①システムエンジニア

事業内容
システム運用サービス事業、コンサルティングサービス事業、インフラ構築サービス事業、
ユーザーサポート事業、ソリューション・ITトレーニング事業

就業場所
①東京（23区、他）、千葉（千葉市）、神奈川（横浜市）、埼玉（熊谷市）、
群馬（館林市）の各拠点

事業内容
ブラインド・間仕切・カーテンレール・室内外装品等の製造・販売・設計施工事業、ブラインド・間仕切・室内外装
品等の輸出入事業、二段式駐車場装置の販売・設計施工事業等 就業場所

①東京、大阪（大阪市）、愛知（名古屋市）、他全国の各拠点
②本社（港区）、新潟（阿賀野市）、滋賀（愛知郡愛荘町）

14

13 立川ブラインド工業 株式会社
https://www.blind.co.jp/

募集職種 ①総合職（営業）　②総合職（技術）

田中商事 株式会社
https://www.tanakashoji.co.jp/

募集職種 ①営業職

事業内容 電気材料及び電気器具の卸売事業、電設機材・照明・ＯＡ・住設機器等の総合卸販売事業 就業場所 ①全国の各拠点

事業内容 補修用部品（TBK製品）の国内外向け販売及びアフターサービス事業 就業場所 ①②本社（町田市）

16

15 TBK販売 株式会社
https://www.tbk-sales.com/

募集職種 ①営業職（国内）　②営業職（海外）

西多摩運送 株式會社
https://www.nishitama-unsou.co.jp/

募集職種 ①総合職

事業内容 貨物自動車運送事業、旅客自動車運送事業、倉庫事業、電報配達業務請負事業等 就業場所 ①本社（昭島市）、東京、神奈川、埼玉の各拠点

事業内容
電力小売事業、高圧電気設備保安管理・点検事業、キュービクル常時監視システム販売及び
電力コンサルティング事業、電気料金自動検針事業

就業場所 ①東京（新宿区、立川市）、神奈川（相模原市）、他の各拠点

18
企業見学会開催

17 日本テクノ 株式会社
https://www.n-techno.co.jp/

募集職種 ①営業職

株式会社 ニヤクコーポレーション
https://www.niyac.co.jp/

募集職種 ①総合職（事務）

事業内容
物流事業、倉庫・地上タンク保管事業、JR代納業務事業、タンククリーニング事業、ドラムリサ
イクル販売事業等

就業場所 ①全国の各拠点

事業内容
展示会ブース・スポーツイベント・学会等の企画・設計・監理・制作・施工事業、博物館・テーマ
パーク等に関連して行う内外装飾の企画・設計・監理・制作・施工事業等

就業場所 ①②東京本社（江東区）

20
企業見学会開催

19

事業内容 大型車両関連事業（電装品・冷凍車・バス・架装品）、移動体通信事業、テナント事業 就業場所
①本社（立川市）　②東京（羽村市、武蔵村山市）、埼玉（所沢市）、神奈川（相模
原市）　③東京（羽村市）、埼玉（所沢市）、神奈川（相模原市）　④東京（青梅市）

株式会社 フジヤ
https://www.fujiya-net.co.jp/

募集職種 ①営業職　②デザイナー職

山三電機 株式会社
https://www.yamasandenki.co.jp/

募集職種
①総合職（人事労務）　②営業職　③自動車メカニック職
④モバイルスタッフ職
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