2022年5月・6月学内企業セミナー参加予定企業一覧
【5月24日（火）】 時間：13：30-16：30
No.

企業名

場所：30周年記念館1階スチューデントホール

業種

事業内容

※2022年5月10日現在／企業は今後変更や欠席となる場合があります。

注目👉 参加企業のアピールポイント

採用予定職種

留学生
採用

本学
卒業者

当社では職種別採用を行っております。自動車もスマートフォンも今後
ますます進化、発展が期待されています。そんな業界で一緒に成長、地
域社会に貢献していける方と働きたいと思っています。

1

アライ電機産業株式会社

商社：機械器具･ＯＡ製品

（１）自動車電装品の卸売、点検、整備。（２）携帯電話
キャリアショップの運営（携帯電話、スマートフォン等）の
端末機器の販売並びにアフターサービスなど

１）販売職 ２）営業事務職

2

エヌテーアクアツインズ株式会社

サービス：その他

リネンサプライ及び一般クリーニング事業。国内外大手航
空会社や外資系ホテル、スポーツジムなどのお客様へ、
クリーニング・リネンサプライ・ユニフォームレンタルサー
ビスなどを行っております。

総合職（クリーニング工場内での生産 クリーニングといったサービスを提供しています。募集職種は実際に工
場で品物を生産するお仕事です。ご興味ある方はぜひブースへお越しく
業務）

サービスエンジニア（技術職）

ＯＢ在籍！社員寮有り！学部学科不問で採用しておりますのでお気軽
にご応募下さい。株式会社九動は東京電力発電所の技術協力企業とし
て発電設備のメンテナンスというインフラを支える事業を行っています。

大手航空会社、ホテル、スポーツジムなどのお客様にリネンサプライや
ださい！

3

株式会社九動

建設業：設備工事･ﾌﾟﾗﾝﾄ･内装

発電所、自家発電設備での主機および補機の保守・点
検・据付等の業務。電力会社技術協力企業として発電所
内の発電設備（タービン・発電機）のメンテナンスを専門的
に行っています。

4

株式会社共同土木

サービス：その他

産業廃棄物の収集運搬及び処分業

総合職

産業廃棄物の収集運搬・中間処理を通して日本の清潔で快適な環境を
支えています。会社周辺の清掃や花壇の整備等の地域貢献活動にも
力を入れており、地域住民の方々との繋がりを大切にしています。

5

銀座アスター食品株式会社

流通：ﾚｽﾄﾗﾝ･外食･給食

中国料理レストラン経営および中国料理加工販売

総合職・サービス

当社は創業95周年を迎えた中国料理レストランの経営をしており、美味
しい料理をおもてなしでお客様のニーズにお応えするべく日々研鑚して
います。接客業や食に興味のある方はぜひ説明会にお越しください。

○

6

セコムジャスティック株式会社【セコムグループ】 サービス：警備保障

セコムグループ内で「施設警備」「身辺警備」「イベント警
備」を専門に提供している地域に特化した専門会社です。
「あらゆる不安のない社会」の実現に向け、安全を社会に
提供し続けています。

総合職（常駐セキュリティスタッフ）

・自宅通勤考慮・有給休暇取得率90％・資格取得制度有・産前産後休
暇、育児休暇取得率100％・研修制度充実

○

7

株式会社第一コンピュータリソース

情報通信：ｿﾌﾄｳｴｱ･情報処理・情報ｻｰﾋﾞｽ

B to Bで企業様や官公庁様に向けてシステム開発をして
います。主にはオーダーメイドでのシステム開発、自社開
発システムの開発、販売を軸に海外子会社と協力しなが
らグローバルに展開しています。

システムエンジニア・プログラマー

8

太陽建機レンタル株式会社

サービス：物品ﾚﾝﾀﾙ･物品ﾘｰｽ

【総合レンタル業】土木・建設機械器具、各種トラック・高
所作業車・電気機械器具・仮設ハウス、イベント関連・オ
フィス関連用品などのレンタル業務。

営業職、整備職(サービススタッフ職)

9

株式会社千葉薬品

流通：その他(ﾒｶﾞﾈ･薬局･書籍・ｽﾎﾟｰﾂ等）

ドラッグストア、調剤薬局、スーパーマーケット、予防事
業、介護事業

総合職、介護職

千葉県・茨城県にドラッグストア・スーパーマーケット・介護施設を100店
舗以上展開している地域密着型の企業です。地元で働き、地域に貢献
したい方、接客が好きな方お待ちしております。

情報通信：通信業･同関連

組織運営に欠かせない情報通信、防災、ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ
等の提案販売、設計、施工、メンテナンス、保守まで一貫
営業で行なっています。

営業職・技術職

社員同士のコミュニケーションが取れている。社内の雰囲気は、いつも
前向きで活気に満ちている。仕事のやりがい・達成感がある。社員旅
行・食事会を毎年実施している。

11 日東エネルギー株式会社

電気･ガス･熱・水道供給業

・エネルギー事業（LPガス、都市ガス、電気、再生可能エ
ネルギーの販売）・エネルギー関連授業（住宅機器販
売）・リフォーム事業・不動産管理事業・スーパーマーケッ
ト事業

総合職（営業）、一般職（事務、コール
るエネルギー全般を取り扱い、人の暮らしを支えている実感を得ながら
センター）
仕事ができる点は、社会への貢献度、やりがいも大きな仕事です。

12 日本企画株式会社

情報通信：ｿﾌﾄｳｴｱ･情報処理・情報ｻｰﾋﾞｽ

コンピュータの機種・メーカーを問わないソフトウェアの受
託開発・運用管理保守・アウトソーシング等の総合的なIT
サービスを提供

ＩＴエンジニア

弊社は、社会人として、ひとりの人間としてのヒューマンスキルを重視し
ています。

13 株式会社パトリオット

情報通信：ｿﾌﾄｳｴｱ･情報処理・情報ｻｰﾋﾞｽ

システム開発・インフラソリューション（IoT開発、各種組込
み開発、Web、金融システム開発、公共システム開発、医
療システム開発、自社製品開発、サーバー・ネットワーク
構築、運用、保守）

ITエンジニア

業務分野が幅広く、業務に携わっていく中で様々な経験を積むことがで
き自分の強みを見つけることができます。社員交流のイベントや部活動
があり、自然に仲良くなれるような風通しのよい環境です。

14 株式会社マルニトータルサービス

輸送：倉庫・運輸附帯ｻｰﾋﾞｽ

・アパレルに特化した物流サービス・物流システム開発・
オフィス移転サービス

総合職、事務職、SE職

高級アパレルブランドを支えるのが私たちの仕事です。【チームで仕事
をしたい】【コミュニケーションをたくさん取りながら仕事をしたい】という
方をお待ちしております！

15 株式会社ランドロームジャパン

流通：飲食料品・食品スーパー

千葉県・茨城県南部に２１店舗展開している食品スー
パーマーケットです。６つの専門職部門において販売・接
客を行います。『また来たい』と思っていただけるようなお
店作りを目指しております。

販売(青果・食肉・鮮魚・惣菜・食品・レ
れ接客研修・スーパーマーケットにおける知識を学んでいただきます。
ジ)
また、部門研修がありますので安心してスタートをする事ができます。

16 株式会社ワイエム（パンダ薬局グループ）

サービス：病院･医院･医療・保健衛生

調剤薬局運営

調剤事務

10 電通工業株式会社

土日祝日休みで年間休日125日と多く、残業時間も月平均18時間ほど
なので、仕事とプライベートをしっかり分けた働き方ができます。そのた
め平均勤続年数15年と長く働かれている社員が多いのも弊社の特徴で
す。
三井物産グループ、住友商事グループの安定基盤の下、業界トップクラ
スの規模を誇ります。地域の街づくりをはじめインフラ整備や災害復興
にも貢献しています。SDGs活動にも賛同し更なる成長を目指し活動して
います。

○

○

○

○

2022年7月に創業80周年を迎える当社。生活に必要なガスをはじめとす

○

○

○

当社は人財育成に力を入れております。新入社員研修３ヵ月を取り入

・未経験でも可能・地域に貢献・充実の研修制度・ワークライフバランス
の充実

○

2022年5月・6月学内企業セミナー参加予定企業一覧
【5月25日（水）】
No.
1

2

時間：13：30-16：30 場所：30周年記念館1階スチューデントホール

企業名
関東運輸株式会社

株式会社グッドコムアセット

業種

事業内容

採用予定職種

※2022年5月10日現在／企業は今後変更や欠席となる場合があります。

注目👉 参加企業のアピールポイント

輸送：倉庫・運輸附帯ｻｰﾋﾞｽ

一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業、倉庫業
（冷蔵・冷凍・常温）

総合職

大卒採用者はドライバーとしての採用ではありません。将来の当社の幹
部としての素養・知識を身につけて頂くため、採用後数年間は教育研修
受講と、様々な職種・部署をローテーションで経験し、育成をさせて頂き
ます。

不動産取引業（建物・土地）

「不動産を安心と信頼のできる財産としてグローバルに提
供し、社会に貢献する」をモットーに経営し、自社ブランド
マンション「ジェノヴィア」シリーズの開発から販売、アフ
ターサービスまで、全てを行っております。

営業部門、管理部門ともに募集

中長期経営計画に「21世紀を代表する不動産会社を創る」を掲げ、多く
の方々に自社ブランドマンション「ジェノヴィア」シリーズを提供。2018年
に東証一部に指定され、2022年４月より東証プライム市場となりました。

福祉総合職、保育士、ダイニング職

総合福祉企業として"100年続くいい会社を創ろう"をスローガンに、介護
業界が過渡期を迎える2035年に日本一となる為に、生き生きと働ける
環境、人間性を磨く研修など皆さんの働きやすい会社を目指していま
す。

3

株式会社ケア21

サービス：福祉・福祉施設

・訪問介護・施設介護（有料老人ホーム、グループホー
ム、デイサービス、小規模多機能）、居宅介護支援、訪問
看護、福祉用具のレンタル、障害者支援事業、ダイニング
事業、不動産事業、人財紹介・派遣事業

4

コナン販売株式会社

サービス：その他

携帯電話販売業、法人営業コンサルティング、インター
ネット通信販売、結婚情報サービス事業、住宅購入者向
けサービス事業、スマホアクセサリー製造、不動産関連事
業、農業生産事業

携帯販売【総合職／一般職】住宅ロー ＮＴＴドコモの販売代理店として関東・甲信越・東北・北海道地方に14店
舗のドコモショップを運営しています。（千葉エリア：ドコモショップ本八幡
ン【事務職】
店、ドコモショップ市川駅前店）

5

株式会社コメリ

流通：家具・建具・什器・家電・ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ

ホームセンター事業を軸に、全国46都道府県1215店舗を
展開しています。その他、商品開発事業、農業事業、リ
フォーム事業、ECサイト事業など様々な事業に取り組ん
でいます。

販売職、総合職

3種類の勤務形態(社員コース)よりご要望に合わせたキャリア形成をサ
ポートします。社会情勢と共に多様化する世の中の課題やニーズに対
して、事業・働き方を広げながら挑戦を続ける企業です。

6

サコス株式会社

サービス：物品ﾚﾝﾀﾙ･物品ﾘｰｽ

工事現場で見かけるパワーショベルなどの重機や小型機
器、車輌、事務什器備品など幅広く取り扱い大手建設会
社を中心にレンタルしています。その他中古産業機械の
輸出入および販売業も行っております。

営業・技術（機械整備）・フロント業務
職（営業事務）

設立55年。都市部を中心に展開してきた建設機械レンタル会社です。
社員のワークライフバランスを大切にしており、産休・育休制度や持株
会等の福利厚生が充実しています。サコスのブースで皆様をお待ちして
おります！

7

株式会社サザビーリーグ アイビーカンパニー

サービス：その他

アフタヌーンティー・ティールーム、シェイクシャック等のレ
ストラン・カフェ運営ならびにパン、菓子などの製造販売

店舗運営管理業務

アイビーカンパニーは、アフタヌーンティー・ティールームをはじめ、シェ
イクシャック、キハチなど個性豊かなブランドの店舗運営を通して、お客
様に半歩先のライフスタイルの提案を行っている企業です。

輸送：倉庫・運輸附帯ｻｰﾋﾞｽ

大手外食チェーン店やスーパーマーケット、コンビニエン
スストアなどの食品を中心とした物流サービスを展開して
います。人々の「食」を支える第四のライフラインとして生
活になくてはならない業務を遂行しています。

総合職、ドライバー職、倉庫内作業職 安定している企業です。人財育成にも力を入れており、入社後も皆さん

8

シモハナ物流株式会社

留学生
採用

本学
卒業者

○

○

○

○

主に食品を扱っているシモハナ物流。食品物流は景気に左右されにくく

○

をしっかりサポート致します！年間休日119日とプライベートも充実！

輸送：倉庫・運輸附帯ｻｰﾋﾞｽ

■倉庫内荷役請負全般（保管・荷役・流通加工・梱包・
ピッキング・その他各種作業請負）■一般労働者派遣（物
流関連・事務系派遣・他）

倉庫内商品管理スタッフ

１９７３年の創業以来、浦安の地で大手家電メーカーの倉庫内荷役請負
業を営んでおります。令和４年８月、浦安に新センター竣工。盤石な経
営環境により安定感は抜群。引越しを伴う転勤がなく生涯設計も安心で
す。

10 株式会社テクノ・セブン

情報通信：ｿﾌﾄｳｴｱ･情報処理・情報ｻｰﾋﾞｽ

◆各種ソフトウェアおよびシステムの設計、開発、評価
（組込・通信開発、業務系・Webアプリケーション開発、IT
基盤設計構築）

エンジニア プログラマー

テクノ・セブンは創業から70年を数える企業です。事業の柱としてシステ
ム部門とモノづくり部門を併せ持つユニークな企業グループとして、幅広
いお客様をサポートしています。

11 トプレック株式会社

商社：その他の製品

冷凍・冷蔵車の架装部分（コンテナ・冷凍装置）を中心とし
た物流機器の販売と保守メンテナンス業務。冷凍・冷蔵設
備の設計、施工、管理業務。

営業職、技術職

『コールドチェーン』を通して社会に貢献するメーカー系専門商社です。
冷凍車と定温物流センターというハードを通して「高品質な温度管理」
「物流・流通の最適化」という付加価値を提供しています。

12 ビルトマテリアル株式会社

建設業：建築･建設

住宅及び非住宅資材の総合卸売業

総合職

2023年で創業100年を迎える、建築資材の専門商社先輩が後輩を育て
る文化が根付いていて働きやすい基本ルート営業。得意先を回り丁寧
に人間関係を構築できる

13 株式会社フルキャストホールディングス

サービス：その他

企業と働き手をつなぐ「人材サービス」が主要事業です。
企業様には人手のご紹介、働き手の方にはお仕事のご紹
介をおこなっています。

総合職（人材不足の企業⇔人材をマッ 「成長できる環境」が整っています！若いうちから意見も言えて、新しい
ことにも取り組める。もちろん周りの先輩もサポートします！アットホーム
チングします）
な環境で成長したい方は、ぜひ1度、お越しください！

○

流通：その他(ﾒｶﾞﾈ･薬局･書籍・ｽﾎﾟｰﾂ等）

保険調剤業務、在宅訪問服薬指導、居宅介護支援事業
におけるケアプラン作成、ポンプレンタル事業、一般薬・雑
貨販売

RCS（医療事務）

他社に先駆け<在宅医療>に取り組み、在宅のトップシェアを誇る調剤薬
局です。創業時より気軽に立ち寄れるかかりつけ薬局を目指し、首都圏
中心に店舗を展開しています。資格は不要、サポート体制が充実してい
ます。

○

商社：農畜水産物･青果物･卸売市場

生鮮魚介類及びマグロ・活魚・冷凍魚の仕入れ販売卸売
業務、海外生鮮品輸入販売、外食向け冷凍海老・冷凍加
工品・冷凍魚・切身関係、その他、お得意様のブライベー
トブランド商品のご提案・製作。

営業、仕分け・配送、事務・帳場

日本の「食」を支える築地市場・豊洲市場で仲卸業を手掛け、長い歴史
を築き上げてきました。経営基盤も安定しており、更なる企業成長を目
指しています。すべてはお客様の「うまい！」の笑顔のために。

○

海外営業職

創業100年を超えたモノづくりメーカーで、当社の製品は自動車の組立
に欠かす事が出来ない高精度工具が自慢です。海外で仕事がしたい・
語学を活したい・メーカー営業がしたい方。是非、当社説明会にご参加
下さい。

9

株式会社大光

14 みよの台薬局株式会社

15 株式会社 山治

16 ヨコタ工業株式会社

メーカー：一般機械･産業機械

空気動工具（エアツール）及び電動工具の製造販売

○

○

○

2022年5月・6月学内企業セミナー参加予定企業一覧
【6月9日（木）】
No.
1

2

時間：13：30-16：30

企業名
株式会社 アドービジネスコンサルタント

伊豆商事株式会社

場所：30周年記念館1階スチューデントホール

業種

事業内容

※2022年5月10日現在／企業は今後変更や欠席となる場合があります。
採用予定職種

注目👉 参加企業のアピールポイント

情報通信：ｿﾌﾄｳｴｱ･情報処理・情報ｻｰﾋﾞｽ

当社は情報サービス業全般をバランスよく手掛ける独立
系IT企業です。ソフトウェア開発・システム運用・サービス
デスク・ネットワーク設計・構築・コンテンツ総合サービス
等を幅広く手掛けています。

総合職

設立50年を迎えたIT企業です。学部学科不問で、IT未経験者も問題な
し。新入社員研修でIT基礎をしっかり学べます。採用は人物重視です。
一次面接は希望者全員とお会いします。

商社：建材・木材・再生資源

LIXILやパナソニック、ダイキンなど 大手メーカーの一次
代理店として、キッチン、トイレ、浴室などの住宅設備から
オフィス空調、パーティション、太陽光発電 まで幅広い製
品を取り扱う、住宅設備の商社です。

営業総合職

創業59年の老舗商社です。新しい取り組みにも積極的で、ITの活用や
研修制度に力を入れています。当社で専門スキルを身に着け「住」のス
ペシャリストを目指しませんか？

加工販売職（小売店舗での接客販売
や商品づくり）

留学生
採用

本学
卒業者
○

小売店舗は年々拡大を続けており、会社の中で大変重要な事業へと成
長しています。その小売店舗で接客販売や商品づくりのお仕事をして頂
く方の募集になります。食品業界や販売職に興味のある方お待ちしてい
ます。
弊社及び日立㈱が共同特許を取得した地震に対する制振装置は、建
築防災協会の第１号の認定を取得しております。ﾘﾌｫｰﾑ工事受注の
為、登録した「ﾘﾌｫｰﾑ評価ナビ」の顧客評価も高い評価を頂いておりま
す。

3

株式会社ＳＣミート

商社：食品･飲料

食肉（牛肉・豚肉・鶏肉）の卸売を中心に、お肉の加工、小
売事業（お肉屋さんの直営店舗運営）を手掛けています。
小売店舗は千葉、茨城、埼玉を中心に47店舗あります。

4

江戸川木材工業株式会社

商社：建材・木材・再生資源

木材・建材卸業、地震に対する制震装置販売施工、住宅・
店舗新築及びリフォーム工事

ルート営業・住宅ﾘﾌｫｰﾑ工事のネット
営業施工管理

5

MXモバイリング株式会社

情報通信：通信業･同関連

携帯電話の販売代理店(ショップ運営)及び携帯電話関連
商品等の販売、法人向け携帯端末・ソリューションの提
供、固定回線サービス事業・その他取次事業

販売職（全国社員/地域限定社員）

当社は、全国で300店舗以上のドコモショップを展開しています。スマホ
を通じて人の役に立ち感謝される仕事◆教育・研修制度は業界随
一！”接客力日本一”が育つ環境で一緒に成長しませんか？

6

カネ美食品株式会社

メーカー：食品･食料

大手スーパーマーケットや百貨店、エキナカ等商業施設
へ寿司・惣菜・揚物などの小売店舗の展開。コンビニエン
スストアへおにぎり、お弁当、寿司、パスタ、サンドイッチ
などの製造・納品、夕食宅配弁当の製造受託。

総合職

地元・愛知で半世紀！スーパーマーケット、百貨店、エキナカ、商業施
設、コンビニエンスストアと、幅広い販売チャネルを展開。食べること、作
ること、人と接することが好きな方を求めています。

7

株式会社三栄建築設計

不動産取引業（建物・土地）

戸建分譲事業、注文住宅請負事業、マンション事業、ホテ
ル事業、海外不動産事業

営業総合職、施工管理職、測量職

東証プライム上場企業として売上は1340億円！湘南ベルマーレ公式ス
ポンサー。供給棟数は年間1990棟を超える大企業。仕入れ・設計・施
工・企画・仲介の全行程を内製化しワンストップで提案！

○

8

シティパークアンドサービス株式会社

サービス：ホテル･旅館

ホテルサービス業務請負/駐車場管理サービス業務請負
/車輌運行管理業務請負

エントランスサービススタッフ（ホテルド 都内のラグジュアリーホテルやレジデンスにて、ドアマン業務を施設の
「顔」として行っております。最前線の舞台で、最上級のおもてなしをして
アマン）
みませんか？

○

9

株式会社タカシマ

商社：金属･鉱物･金属製品

卸売業 ねじと関連商品（金属特殊加工品）及びオリジナ
ル商品の開発・製造・販売

総合職

創業93年を迎える老舗の商社です。

10 千葉窯業株式会社

メーカー：窯業･土石･ｾﾗﾐｯｸｽ･ｶﾞﾗｽ

都市建設に使用されるコンクリート製品の総合メーカーで
す。当社の製品は災害時の液状化対応、街の美観向上
のための電線類地中化、自然にやさしい環境製品など安
心・安全な都市作りに貢献しています。

営業職、事務職、技術職

創業から100年以上の歴史ある会社です！私たちが生み出した技術を
様々な企業が”使う”ことで、インフラ業界を支えてきました。日本社会
を、そして人々の安全を支える千葉窯業。皆様のご応募お待ちしており
ます。

11 塚本總業株式会社

商社：総合

鉄鋼・建設資材及び環境対応製品の販売を中心とした総
合商社で、自社ビル３棟を経営管理し、不動産販売並び
にレジャー部門の事業を多角的に展開している。

総合職（総務・経理・営業・ビル営業）

多角的な業務を行っており、様々な業務に就く事が出来ます。本社と千
葉支社は駅の近くにあり、仕事上もプライベートでも便利な立地にありま
す。20代の社員も多く、アットホームな会社となっております。

○

12 ツルヤマテクノス株式会社

建設業：設備工事･ﾌﾟﾗﾝﾄ･内装

石油精製装置及び各種化学プラントの建設、メンテナンス
工事、配管、製缶、熱交換器製作及びリチュービング、消
音装置の製作及び据付工事。

施工管理責任者・現場監督

石油精製会社ほか大手企業に受注ルートを形成。プラントの安全・安定
操業に必要不可欠なサポート役として確固たる地位を構築する。さらな
る活躍が期待される成長企業です。

○

13 株式会社ナリタヤ

流通：飲食料品・食品スーパー

小売業（スーパーマーケットのチェーンストア経営）

販売職

千葉県内に１３店舗展開する生鮮食料品を扱うスーパーマーケットで
す。健康的食生活提案企業を目指して、食育活動に力をいれておりま
す。食べることが好き、食に興味がある方は是非こちらのブースまでお
越しください

メーカー：金属製品･金属加工品

配管支持金具、立体駐車場、太陽光発電システム、IoTス
マートホーム、LED照明、業務用タブレット、バーコードス
キャナ、蓄電池、コンテナ植物工場、生鮮倉庫 等の開発・
製造・販売

営業職・事務職・製造職・商品管理職 カーポート業界最大手、IoTスマートホーム事業、電子デバイス、次世代

情報通信：ｿﾌﾄｳｴｱ･情報処理・情報ｻｰﾋﾞｽ

■コンサルティング事業■システム開発事業■システム
運用事業■インフラプラットフォーム事業■試験システム
事業■プロダクト・

技術職（開発 基盤 運用）営業職

取引先は固いところ（金融）から柔らかいところ（音楽）まで幅広い業界
に精通しています。だからこそさまざまな分野の技術とも触れられます。

サービス：福祉・福祉施設

■介護サービス事業（デイサービス、有料老人ホーム等
の介護施設を千葉県内を中心に展開）■海外事業（中国
での介護施設展開・人材養成）■企業・法人福利厚生
サービス事業■フードサービス事業

介護総合職（介護職、生活相談員候
補）、総合職、栄養

『介護を快護へ』を理念とし、介護を高齢者のための快適な生活サービ
スと捉え、「癒し」と「食」のサービスにこだわりを持っています。キャリア
が幅広く、キャリアップが早いのも当社の特徴です。

14 日栄インテック株式会社

15 日本情報産業株式会社

16 株式会社リエイ

○

○

○

○

○

○

○

管材業界トップクラス、立体駐車場首都圏シェアトップクラス、太陽光
型植物育成工場等、人々の住環境に幅広く貢献しています

○

○

○

2022年5月・6月学内企業セミナー参加予定企業一覧
【6月10日（金）】
No.
1

時間：13：30-16：30 場所：30周年記念館1階スチューデントホール

企業名
オーケー株式会社

業種

事業内容

採用予定職種

※2022年5月10日現在／企業は今後変更や欠席となる場合があります。

注目👉 参加企業のアピールポイント

流通：飲食料品・食品スーパー

「ディスカウントセンター、ディスカウントスーパーマーケッ
トの経営」首都圏に130以上の店舗を展開し、食のインフ
ラとして人々の生活を支えております。地域の特色に合わ
せた店舗経営が特徴です。

①店舗スタッフ ②本部スタッフ

「高品質・Everyday Low Price」という経営方針のもと良い商品を常に低
価格で提供すること、また、実直で誠実な姿勢でお客様と向き合うことで
『熱烈なオーケーファン』の獲得に努めております。

内装施工管理職、営業職

内田洋行のグループ会社として、「快適性」をキーワードに「働く場所」
「暮らす場所」「生活する場所」の快適化を提案。快適化価値の創造と高
い技術力で、未来へ向けた総合的な環境づくりをサポートしています。

留学生
採用

本学
卒業者
○

2

株式会社ウチダテクノ

建設業：設備工事･ﾌﾟﾗﾝﾄ･内装

(１)空間構築事業：オフィス・学校・商業施設・博物館など
「空間」の企画・設計・施工事業。（２）省力化機械事業：事
務の効率化を支援する機械の企画・開発・販売・保守事
業。（３）その他、科学教材事業など。

3

株式会社Olympicグループ

流通：百貨店・総合スーパー

首都圏にてフードグループと、自転車・ペット・DIY・園芸用
品・靴などの一部商品を専門店およびディスカウント販売
を行うハイパーグループ（非食品）をチェーン展開していま
す。

店舗販売職

弊社はチャレンジ精神を大事にしながら、従業員一人一人が経営的な
観点を持ちながら仕事をしています。店舗配属後はご自身のお考え、ア
イデアを積極的にご提案いただくので、主体的な仕事ができます。

○

4

楠原輸送株式会社

輸送：倉庫・運輸附帯ｻｰﾋﾞｽ

港湾運送事業、通関業、倉庫業、貨物自動車運送事業、
工場構内物流、国内・海外引越業、重量物運搬据付業、
船舶代理店業など海陸一貫輸送の総合物流業

総合職、一般職

当社は輸出入業務、国内・海外引越、工場構内物流など様々な業務を
通じ、大手メーカーや総合商社のビジネスパートナーとして物流コーディ
ネートを展開し、社会的に貢献している総合物流企業です。

○

5

郷商事株式会社

商社：機械器具･ＯＡ製品

建設・農業機械、家電、電子機器などの部品卸売を行なう
専門商社■建産機事業部／建設機械部品などの販売■
電機事業部／家電部品・通信機器部品などの販売■電
子機器事業部／医療業界へのソリューション企画・提案

総合職

6

サービス＆セキュリティ株式会社

情報通信：ｿﾌﾄｳｴｱ･情報処理・情報ｻｰﾋﾞｽ

◆IT人材サービス事業（システム運用・システム開発・
ネットワーク構築）◆総合セキュリティサービス事業（セ
キュリティ運用監視サービス・セキュリティ対策支援サービ
ス・セキュリティ及びIT運用の人材支援 ）

ITエンジニア

7

有限会社 小林パイプ

商社：その他の製品

鉄鋼パイプ加工販売業 加工分野 切断・曲げ・素管販売
などといったユーザーの求める物を製品とし販売を行って
いる。

営業事務

鉄鋼業界での心臓部と言われている浦安鉄鋼団地に拠点を置いていま
す。日本産業の中心として我々の生み出す製品が日本の各所へ広がり
小さな部品から大きな建造物まで色々な分野で活躍しています。

○

8

株式会社 スエヒロ

サービス：その他

消防用設備の設計・施工・販売・メンテナンス

営業職・営業事務職・設備職

全社員が安心して働くことができる職場づくりを行っています。本社およ
び各営業所の土地・建物すべてを自社所有するなど企業としての足場
固めを行い現状に妥協せずさらなる成長を目標としています。

○

商社：その他の製品

扇港電機は、住まいに必要不可欠な「電設資材」を扱う専
門商社です。2つの事業を軸に人々の生活に安全・安心・
快適を提供しています。当社では、地域の為に貢献した
いという気持ちを持った方をお待ちしております。

総合職（営業職・技術職）

10 株式会社大京穴吹不動産

不動産取引業（建物・土地）

1、不動産の売買、仲介、賃貸借、管理、リフォーム2、不
動産の管理、賃貸借および売買の受託3、不動産に関す
る調査、研究、鑑定およびコンサルティング業務

総合職（売買仲介営業）

11 株式会社大黒屋

流通：繊維･衣服･靴･身の回り品

主に中古品及び新品の宝石・貴金属・時計等のブランド
品バッグの仕入れ・販売、買取・質預り

販売総合職

東証スタンダード上場グループという安定性と、「好き」を仕事にでき、や
りがいも感じることができる仕事。安心の教育制度と独自の評価制度
で、あなたをお迎えいたします。

12 株式会社トライサーブ

情報通信：ｿﾌﾄｳｴｱ･情報処理・情報ｻｰﾋﾞｽ

ソフトウェア開発：様々な環境のシステム開発を行う「ITソ
リューション」と各種インフラ構築を行う「IT基盤サービス」
を事業の核としITビジネスを展開しています。（スマートデ
バイスアプリ開発も行っております。）

システムエンジニア

人物重視の採用をしています。システム知識はもちろん文理系も問いま
せん。目標を持ち達成に向け成長したい方・ソフトウェア開発に携わりた
い方・物事に前向きに取り組もうとする方々にチャンスが沢山ある環境
です。

13 ナビオコンピュータ株式会社

情報通信：ｿﾌﾄｳｴｱ･情報処理・情報ｻｰﾋﾞｽ

業務ソフトの設計・開発、各種ネットワークの設計・構築、
コンピュータシステムの運用・監視、ヘルプデスク、ITサ
ポートサービスの提供等

ITエンジニア（４職種）

創業５４年目の老舗ＩＴ企業。安定した経営と教育力が強みです。文系
の方大歓迎です。

○

14 日東工営株式会社

建設業：総合（土木・建築）

日東組立ハウスの製造・設計・施工・リース、建設及び鋼
構造物の設計・施工・監理、及び日鉄エンジニアリングス
タンパッケージの設計・施工、リニューアル工事

営業、施工管理

建設会社でありながら様々な選考出身の社員が活躍しています。専攻
がなんであれ建設の仕事や当社に興味を持って入社してくれた社員を
私たちは財産としての「人財」と考えています。

○

15 株式会社人形町今半

流通：ﾚｽﾄﾗﾝ･外食･給食

レストラン事業、精肉惣菜店運営、ｹｰﾀﾘﾝｸﾞ事業、ｸﾞﾛｯｻ
ﾘｰ商品企画販売、インターネット販売等

管理職候補（飲食店、精肉惣菜店、営 外食を中心に、精肉や惣菜の販売事業、ケータリング事業、通販など食
に関する仕事を幅広く行っています。経営理念の「お客様第一主義」に
業）
共感できるをお待ちしております。

○

16 UTグループ株式会社

サービス：その他

製造分野、建設分野（建設設計・施工管理）、機械・電気・
電子の設計開発、ソフトウェア開発（システム設計・開発・
運用管理業務）におけるアウトソーシング事業。

施工管理／プラントエンジニア 製造
オペレーター

●とことん人物重視の採用●履歴書、エントリーシート事前提出不要●
面接で服装、髪型自由。面接では、ありのままのあなたと向き合わせて
ください。私たちが知りたいのは、あなたの個性や価値観、人生です。

○

9

株式会社扇港電機

郷商事が扱うものは巷に溢れる「格好いい完成品」ではなく、その中に
組み込まれている一つひとつの「部材」です。目には見えないところに、
大切なものが沢山ある。このような考え方に共感出来る方是非お越しく
ださい
40年以上に渡り、IT人材サービス事業で官公庁や金融機関などあらゆ
る業界でシステム運用及び開発を担ってきました。近年では総合セキュ
リティ事業も開始、自社にセキュリティオペレーションセンターを開設して
ます。

扇港電機は、住まいに必要不可欠な「電設資材」を扱う専門商社です。
2つの事業を軸に人々の生活に安全・安心・快適を提供しています。当
社では、地域の為に貢献したいという気持ちを持った方をお待ちしてお
ります。
大京穴吹不動産ではこれまでの実績で培ったノウハウと大京各社との
連携力を生かしながら、住宅等の社会インフラに新たな価値を創造し、
次世代に継承される資産の蓄積に貢献できる企業を目指していきま
す。

○

○

○

