
2020年12月4日時点

セミナー予約受付 社名 業種 特徴 事務職 技術職 募集職種 勤務地

● ニチボウ サービス・インフラ（その他）
災害大国日本を《防災設備》で守る会

社
● ●

■技術職　■営業職

■設計職　■総務人事
本社勤務（東京）

● 明光商会

コンピューター・通信機器・ＯＡ機器関

連／

商社（ＯＡ関連）

日本で初めてシュレッダーを開発した、

業界最大手メーカー
法人営業職

本社（東京都中央区八丁堀4-6-1　八

丁堀センタービル2階）

● 玉川衛材 医療機器・医療関連／医薬品・化粧品

マスクを主力商品とし、うがい薬や殺菌

消毒薬、ガーゼなどを扱う老舗メー

カー。

営業職（既存のドラッグストア、コンビニエンスストア

等を担当していただきます）

【本社】東京都千代田区岩本町2-2-16

玉川ビル

●
ノムラシステムコーポレーション（東証一部上

場）
ソフトウェア・情報処理／情報・調査・コンサルティング

世界各国で圧倒的シェアトップを誇る

基幹業務システムSAP社製『ERPパッ

ケージソフトウェア』を扱う

■ITコンサルタント

世界No. 1シェアを誇るSAP社『ERPパッケージ』の

導入・運用支援など

【東京本社】東京都渋谷区恵比寿一

丁目3番1号 朝日生命恵比寿ビル7階

●
谷沢製作所

【商品企画開発コース】
商社（住宅・建材・エクステリア関連） 国内トップシェアのヘルメットメーカー 商品企画開発コース 東京本社

● ベアフォスターホールディングス インターネット・ゲーム関連
アプリ・ゲームアプリの開発、WEBデザイ

ンを手掛ける会社

■ITエンジニア

■Webデザイナー
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県など

● リーヴライフトゥエンティーワン
商社（住宅・建材・エクステリア関連）

／不動産

テレビCM・ラジオCMでおなじみの「ザ・

リーヴ」。神奈川県内でトップシェア
賃貸営業職

横浜本社及び東京都内・神奈川県内の各

店舗

● 粟井機鋼

商社（総合）／商社（住宅・建材・

エクステリア関連）／

商社（機械・金属・鉄鋼関連）

あの有名建築物やテーマパークにも貢

献！社会を見えないところから支える

“総合商社”

■営業職（ルート営業）

岩手県盛岡市・宮城県仙台市・東京都港

区・愛知県名古屋市・大阪市西区・広島

市西区（U・Iターン大歓迎）

● ジェブ
建設・住宅／商社（住宅・建材・エク

ステリア関連）

業界屈指の自社商品のフローリング

コーティング専門メーカー
総合職

営業本部【神奈川県】、埼玉支店【埼玉

県】、大阪支店【大阪府】、京葉支店【東

京都】

● 日本製線 電気機器・電子機器・半導体関連 LANケーブルは国内シェアトップクラス ● ●
■技術職（製品開発、生産技術）

■事務職

■本社／東京都港区新橋2-20-15　新

橋駅前ビル5F

■前橋工場・前橋営業所／群馬県前橋

市総社町1-4-2

● 岡田紙業 紙・パルプ／印刷関連 安定経営の包装パッケージメーカー ● 営業職・営業技術職 大阪本社・東京支社

● 協和製作所
輸送用機器・自動車関連／

鉄鋼・金属製品・非鉄金属

高速物流システムの中枢として、あらゆ

る物流業界で幅広く活躍しています。
● 技術職（開発･設計）

本社工場、古坂工場、和泉工場（加

西）、東京支店、名古屋営業所

●
谷沢製作所

【営業職コース】
商社（住宅・建材・エクステリア関連） 国内トップシェアのヘルメットメーカー 営業職

札幌、仙台、埼玉、千葉、東京、横浜、名

古屋、大阪、広島、福岡　他

● 大橋製作所 精密機器
モノづくりが好きな人が集まった、プロ

フェッショナル集団
● ●

■機器事業部［設計職（機械設計・制御設

計）、製造職（生産装置製造）、営業職］

■メタル事業部［製造職（板金加工）、営業

職］

■総務部［総務・経理業務全般］

東京都・埼玉県

● 東神実業 商社（医薬品・化粧品・医療機器関連）
創業70年。オーダーメイド補聴器で「音

の豊かな暮らし」をお届けしています

■総合職（接客・営業・事務処理等）

■販売職（接客・事務処理等）

大阪・兵庫・京都・滋賀・和歌山・鳥取・島

根・岡山・広島・香川・徳島・高知・愛媛

小川畜産食品

（小川グループ）
食品／商社（食品関連）

【創業から80年以上】食肉サプライヤー

事業を中心に生産事業など幅広い事

業を展開する食肉卸売会社

1.加工業務

2.営業・流通業務

加工業務：小川畜産興業（東京都港

区）／営業・流通業務：小川畜産食品

（東京都大田区）

オルディ その他製造
レジ袋やポリ袋など身近なアイテムを手

がける日用品メーカー
● 一般職（事務職） 東京支店

斉田電機産業 商社（電気・電子・精密機器関連）
生活に必要不可欠な《電気》を支え続

ける専門商社
●

■ルート営業

■営業事務
東京都、神奈川県、千葉県

ソニック

（ソニックグループ）

その他製造／商社（生活用品関

連）

創業1951年。商品企画・開発・製

造・販売まで手掛ける文具メーカー
●

【総合職】

【デザイナー職】

【技術職】

大阪・東京・大分（原則転勤なし）

京栄ニチユ
輸送用機器・自動車関連／

商社（自動車関連）
創立70年の物流機器専門商社 物流に関するコンサルティング営業職 京都、滋賀、大阪、兵庫

榛木金属工業
鉄鋼・金属製品・非鉄金属／

輸送用機器・自動車関連

新たな発想で進化し続ける創業100

年以上のモノづくり企業
● ◆技術職

大阪府東大阪市　（本社工場・楠根工

場）

正光社 商社（電気・電子・精密機器関連）
レインボーブリッジの街路灯を手がけた、

老舗の電設資材総合商社
■総合職（営業系・ルート営業） 東京地区・千葉地区

東基

商社（医薬品・化粧品・医療機器関

連）

／医療・福祉

《創業から58期連続増収》業界での高

い認知度を誇る安定企業◆医療・介

護を陰から支える仕事

■工程管理職

※将来の工場長候補としての募集です。

各拠点（日高工場・板倉工場・千葉佐倉

工場】★希望勤務地考慮します！

郷商事
商社（機械・金属・鉄鋼関連）／

商社（電気・電子・精密機器関連）

創業60年超えの商社！お取引先は

大手メーカーが中心
総合職

■東京本社　■大阪拠点

■北関東拠点

■北陸拠点

サンテック
ソフトウェア・情報処理／

情報・調査・コンサルティング

日本のモノづくりをシステムから支える企

業
● ■システムエンジニア 大阪本社
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フジフーズ 食品
セブン-イレブン食関連の商品を

開発・製造する中食のパイオニア！
● ●

製造管理職、商品開発職、事務総合職、食品バ

イヤー職【全学部全学科対象】

品質管理職【（生物／生命科学／農業、農学

／水産／畜産・酪農系）学部学科卒業者】

機械技術職【機電系学部学科卒業者】

本社及び事業所

● ワット・コンサルティング

建設・住宅／電力・ガス・水道・エネル

ギー

／サービス・インフラ（その他）

建物をつくる＝未来をつくる。人々を豊

かにするやりがいある仕事を。

■プロジェクトサポート

■管理マネージャー
全国各地

● 日本ハウスホールディングス 建設・住宅／不動産 創業52年！歴史あるハウスメーカー

■総合職/営業職

■総合職/設計職

■総合職/施工職

全国の事業所

名糖運輸

(C&Fロジホールディングスグループ)
食品／鉄道・陸運・海運・空輸・倉庫

食品ロジスティックスのパイオニア！食品

業界を支えています！
総合職 全国各地および本社

●
サンドラッグ

（東証一部上場）
医薬品・化粧品／流通・専門店

安心・信頼・便利を提供するドラッグス

トア業界のリーディングカンパニー

１．オペレーション職

２．カウンセリング販売職

３．ビューティーアドバイザー職

コースにより異なる

巴商会 商社（化学・石油・エネルギー関連）／化学
産業用ガスを扱う業界売上No.1の専

門商社
●

■総合職（全ての職種を募集）営業職・技術

職・商品分析職・プラント管理職・事務職の5職種

■一般職

事務職のみ募集

◆総合職：東京本社を含む全国各地

◆一般職：東京本社もしくは近郊の営業

所・グループ会社など

●
SHINKO

(旧 新興サービス)

コンピューター・通信機器・ＯＡ機器関

連／

ソフトウェア・情報処理

【社歴66年・全国に拠点】ネットワーク

＆セキュリティを柱に、新たな創業期を

迎える独立系IT企業

【総合職】●システムエンジニア（SE）●カスタマー

エンジニア（CE）●ソリューション営業●福祉シス

テム営業およびインストラクター

本社、全国の支店(13カ所）、営業所

(45カ所）、サポートセンター、テクニカルセ

ンター

● 橋本産業
商社（機械・金属・鉄鋼関連）／

電力・ガス・水道・エネルギー
創業73年。インフラ×商社 ●

■総合職／法人向けのルート営業

■一般職／営業事務・一般事務・仕入事務

東京都／神奈川県／千葉県／栃木県／

青森県／宮城県／大阪府／愛知県／沖

縄県

●
ロングライフグループ

（ＪＡＳＤＡＱスタンダード上場）
ホテル・旅行／医療・福祉

世界に発信する日本発のハイクオリティ

サービス！

1.総合職

2.エリア総合職

3.各社専門職

東京・大阪・神奈川・埼玉・兵庫・京都・静

岡・愛知・千葉・北海道・大分・沖縄・中

国・インドネシア・韓国

三菱電機ライフサービス サービス・インフラ（その他）

三菱電機グループ約200社および従業

員約14万人とそのご家族、OB・OGを

多様なサービスで支える

総合職正社員（事業企画、不動産営業、経理、

総務人事）

本社（東京都港区芝公園2-4-1 芝パー

クビルB館7階）または全国の各事業所

理研計器（東証一部上場）
精密機器／電気機器・電子機器・

半導体関連／化学

ガス検知器・ガス警報器のパイオニア。

100種類以上にのぼる製品を世界約

60カ国に供給。60年連続黒字経営。

● ●

【文理共通】

■国内営業■海外営業■生産管理■管理系

（総合職）■事務系（一般職）

【理系】

■技術（筐体／機構設計・回路設計・ソフトウェ

ア設計・生産技術・計装設計・SE）■研究（各

種センサの研究）■フィールドエンジニア（保守・メ

ンテナンス）■製造■営業技術■品質管理

東京都板橋区（本社）、埼玉県春日部

市（開発センター）、全国営業所、全国

サービスステーション

● エルピオ
電力・ガス・水道・エネルギー／

商社（化学・石油・エネルギー関連）
創業50年以上のエネルギー商社

◆営業職

◆システム職

本社（千葉）、各営業所（千葉、埼玉、

茨城、栃木、群馬）

● NVC

ソフトウェア・情報処理／通信／

コンピューター・通信機器・ＯＡ機器関

連

皆さんの身近にあるものの開発・保守に

携われる、大手取引先が多くやりがいの

ある会社

●
■プログラマ（PG）

■システムエンジニア（SE）
東京本社及び福岡事業所

● ビーネックスパートナーズ

人材サービス／コンピューター・通信機

器・

OA機器関連／輸送用機器・自動車

関連

大手メーカーの生産力は当社があってこ

そ。ものづくりを支える力が身につきます
●

■製造総合職（文理不問）

■営業総合職（法人営業、人材採用、取引先

管理）

東京本社

全国の支店（12か所）

全国の事業所（9か所）

エントリーセンター（那覇）

●
丸和運輸機関

（東証一部上場）【総合職】
鉄道・陸運・海運・空輸・倉庫

【創業以来黒字・東証一部上場企

業】社会インフラとしての物流業をリード
サービスドライバー職（SD職）

東京都（新宿、港、練馬、墨田、江東、

江戸川、荒川、葛飾）の事業所

●
ACSグループ

【大通・中通・多磨エンジニアリング】
鉄道・陸運・海運・空輸・倉庫

上場企業との取引もある安定の総合

物流会社！

総合職

(事務職、オペレーター職、営業職、倉庫管理職)

千葉・埼玉・愛知・滋賀・大阪・兵庫・福

岡・佐賀

大阪・滋賀の配属が中心

● ノジマ 流通・専門店
量販店以外も含む多角的な事業で安

定的な経営戦略が魅力

・企画販売アドバイザー（総合職）

・システムエンジニア（専門職/本社勤務）

・経理財務スタッフ（専門職/本社勤務）

神奈川（本社含む）、東京、埼玉、山

梨、静岡、長野、千葉、茨城、新潟

●

飯田産業（東証一部上場・IGHDグルー

プ）

【営業職/グローバル職】

不動産／建設・住宅

戸建住宅販売棟数No.1の飯田グ

ループホールディングスで中核を担う企

業

■営業職

■グローバル職

首都圏、主要都市

国内全国の事業所

泉州電業（東証一部上場） 商社（機械・金属・鉄鋼関連）

1955（昭和30）年創業。企画から

製版・印刷・加工までをトータルで取り

扱うパッケージメーカー。

●
◆総合職

生産管理、品質管理、生産技術、製造、営業

柏工場、東京本社、野田事業所、大阪営

業所

ティラド（東証一部上場）

輸送用機器・自動車関連／機械・プラ

ントエンジニアリング／

電気機器・電子機器・半導体関連

1936年の創業。自動車、二輪車、油

圧ショベルなどに使われる【熱交換器】

のスペシャリスト。

●
【技術系】設計、研究開発、生産技術、品質、製

造

本社（東京）、製作所（神奈川、愛知、

滋賀）、営業・技術本部 （東京、神奈

川、愛知、大阪、滋賀）

NITTOKU（ジャスダック上場）

機械・プラントエンジニアリング／

電気機器・電子機器・半導体関連／

精密機器

自動巻線機分野でのシェアは、世界で

No.1。海外13拠点の販売・サービス

網を持つ。

●

■技術職（機械設計・制御設計・機械組立）

■セールス・エンジニア（営業）

■総合職（管理）

技術部門／福島事業所、本社、長崎事

業所

営業・管理部門／本社、名古屋営業所、

大阪営業所、長崎営業所 他

ライフコーポレーション

（東証一部上場）

百貨店・スーパー・コンビニエンス／

流通・専門店

食品スーパー売上トップ・東証一部上

場
総合職 首都圏・近畿圏各店舗

佐藤信 商社（インテリア関連）
業界シェア関西トップクラス。働きやすさ

抜群のインテリア商社
■営業職（ルート営業） 大阪、京都、滋賀、奈良、兵庫の各支店

チヨダ

（東証一部上場）
流通・専門店

東京靴流通センター、SHOE・PLAZA

などを全国に展開する靴専門店！
販売職 関東、東北、北海道、中部、関西、九州
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