
本社 中央区 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 品川区 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 大田区 業種 運輸業

URL

募集対象 文系 理系 大学院 大学 短大 高専 専門 既卒

東証マザーズ上場企業 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

東証一部上場企業 本社 新潟県 （新潟市） 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

東証一部上場企業 本社 港区 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 町田市 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 新宿区 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

事業内容
管路施設管理事業、浄水施設管理事業、コンサルティング・調査事業、カスタ
マーサービス事業、ITサービス事業等

就業場所 ①②東京都内の各拠点　③本社（新宿区）、東京（新宿区）

株式会社 TERADA
https://www.terada-ele.co.jp/

募集職種 ①営業職　②開発職

東京水道 株式会社
https://www.tokyowater.co.jp/

募集職種 ①技術系総合職　②事務系総合職　③IT系総合職

事業内容
各種セキュリティサービスおよびセキュリティシステムの企画・開発・販売事業
等

就業場所 ①～③東京、神奈川、千葉、埼玉、他の各拠点

事業内容
電源機器・光配線システム・光ネットワーク製品・セキュリティ機器等の研究・
開発・製造・販売・サポート事業等

就業場所
①本社（町田市）、宮城（仙台市）、愛知（名古屋市）、大阪（大阪市）、
広島（広島市）、福岡（福岡市）　②本社（町田市）
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7
企業見学会開催

株式会社 コメリ
https://www.komeri.bit.or.jp/

募集職種
①総合職（ナショナル社員）　②総合職（リージョナル社員）
③販売職（ホーム社員）

綜合警備保障 株式会社（ＡＬＳＯＫ）
https://www.alsok.co.jp/

募集職種 ①営業職　②警備職（機械警備、警備輸送）　③受付

事業内容
HRM（Human Resource Management）ソリューションサービスの提供事業（就
業を中心としたERPパッケージ・ヘルス×ライフ_ポータルシステム・労務コスト
マネジメントシステム・就業端末等ハードウェアの開発・販売等）

就業場所
①本社（千代田区）、愛知（名古屋市）、大阪（大阪市）、北海道（札幌市）、
宮城（仙台市）、福岡（福岡市）

事業内容
ホームセンター事業、インターネット事業、リフォーム事業、カード事業、ホーム
ファッション事業、農業事業

就業場所
①全国の各拠点、本社（新潟市）　②自宅から概ね200ｋｍ範囲内の各拠点
③自宅から概ね25ｋｍ範囲内の各店舗

6
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企業見学会開催

株式会社 紀文フレッシュシステム
http://www.kibun-fs.com/

募集職種 ①物流サービス職　②情報サービス職

勤次郎 株式会社
https://www.kinjiro-e.com/

募集職種 ①総合職

事業内容
サーバー・ネットワークの設計・構築・施行・運用・保守事業、システム設計・ソ
フトウェアの開発・運用・保守事業、ソリューションサービス企画・開発事業等

就業場所
①～③本社（品川区）、東京（品川区、豊島区、江東区）、
神奈川（川崎市）、他の各拠点　※プロジェクト先により異なる

事業内容
物流事業（チルド食品をはじめとする共同配送、３PL事業の開発・運営受託
等）、情報事業（システムインテグレーション及びシステム開発の受託等）

就業場所 ①全国の各拠点　②東京（大田区）

4
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株式会社 エー・アール・シー
https://www.arcjp.com/

募集職種
①サーバーエンジニア　②ネットワークエンジニア
③システム開発エンジニア

株式会社 アクティオ
https://www.aktio.co.jp/

募集職種 ①営業職　②技術職　③整備職

事業内容 建設用機械器具等のレンタル・リース・販売事業等 就業場所 ①～③本社（中央区）、全国の各拠点　※希望考慮

https://www.aktio.co.jp/
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本社 府中市 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 静岡県 （富士市） 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 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

東証二部上場企業 本社 墨田区 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

本社 調布市 業種 生活関連 サービス業

URL

募集対象 文系 理系 大学 高専 専門 既卒

本社 港区 業種 サービス業

URL

募集対象 文系 理系 大学院 大学 既卒

東証一部上場企業 本社 中央区 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

本社 中央区 業種 卸売業

URL

募集対象 文系 理系 大学院 大学 既卒

　※2021年6月23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
水と住まいの事業（管工機材の販売・住宅設備機器の販売・電設資材の販売
等）、グリーン事業（温室の設計・施工、販売等）

就業場所 ①全国の各拠点　※エリア採用（希望考慮）

レック 株式会社
https://www.lecinc.co.jp/

募集職種 ①総合職

渡辺パイプ 株式会社
https://www.sedia-system.co.jp/

募集職種 ①営業職

事業内容
ビジネス・プロセス・アウトソーシング（BPO）事業（コンタクトセンター・バックオ
フィス・ロジスティクス・アーカイビング）

就業場所 ①本社（港区）、東京（町田市）、大阪（茨木市）、他東京都内の各顧客先

事業内容 家庭用品・日用品の企画・製造・販売事業 就業場所
①本社（中央区）、愛知（名古屋市）、大阪（吹田市）、広島（広島市）、
福岡（福岡市）、宮城（仙台市）

16

15

富士フイルムイメージングプロテック 株式会社
http://ffis.fujifilm.co.jp/aboutus/associated/fipt/

募集職種
①生産技術開発職　②製品開発職　③生産管理職
④企業管理職（人事総務、経理等）

三井倉庫ビジネスパートナーズ 株式会社
https://www.mbp-co.net/

募集職種 ①総合職

事業内容
トータル・アウトソーシング・サービス事業（コンタクトセンターサービス・BPO
サービス・ITサービス等のフルパッケージ提供）

就業場所 ①③本社（墨田区）　②首都圏の各拠点

事業内容
フィルム現像・カラープリント・フォトアルバム等写真関連製品製作事業、広告
用大型ディスプレイプリント製作事業、デジタルデータ処理事業、ICカード製
造・発行事業、RFID・リーダライター製造事業

就業場所
①③本社（調布市）、東京（品川区）、栃木（宇都宮市）、宮城（白石市）、
福岡（福岡市）　②宮城（白石市）　④本社（調布市）
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株式会社 バンザイ
https://www.banzai.co.jp/

募集職種 ①総合職（営業職、技術職、事務職）

富士ソフトサービスビューロ 株式会社
https://www.fsisb.co.jp/

募集職種 ①総合職（営業）　②総合職（事務）　③WEB系技術職

事業内容
住宅設備関連機器・電子制御機器・情報ソフトウェア・産業用ロボット等の製
造・販売事業等

就業場所
①東京（豊島区、立川市）、神奈川、千葉、埼玉、他全国の各拠点
②③東京（豊島区）、本社（富士市）　④静岡（富士市）

事業内容 自動車用機械工具・試験機の製造・販売・輸出入事業 就業場所 ①本社（港区）、全国の各拠点
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企業見学会開催

トヨタ工機 株式会社
https://www.toyota-kohki.co.jp/

募集職種 ①営業職（国内）　②営業職（海外）　③技術職（設計）　④技術職（製造）

パーパス 株式会社
https://www.purpose.co.jp/

募集職種 ①総合職（営業）　②総合職（IT技術）　③総合職（事務）　④総合職（技術）

事業内容
プレキャストコンクリート製品用型枠の設計・製造事業、プレキャストコンクリー
ト製品製造設備の設計・製造・施工事業等

就業場所 ①～③本社（府中市）　④佐賀（神埼郡吉野ケ里町）、福島（二本松市）

10
企業見学会開催

9
企業見学会開催
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