参加企業インデックス

2

4

5

流通

生活協同組合

生活協同組合コープみらい

流通

スーパー

株式会社成城石井

レンタル

流通

ファッション／宝飾品 株式会社アズノゥアズ

金融

保険／証券

イー・ギャランティ株式会社

メーカー

自動車

いすゞ自動車株式会社

流通

ドラッグストア

ウエルシア薬局株式会社

金融

証券

ＳＭＢＣ日興証券株式会社

金融

信用金庫

大東京信用組合

サービス

その他

株式会社エム・エイチ・グループ

商社

その他

株式会社髙山

オークラヤ住宅株式会社

サービス

レストラン（その他） タリーズコーヒージャパン株式会社

サービス

その他

エステティック TBC(TBC グループ株式会社 )

証券

東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社

建設・不動産 不動産

3

株式会社アクティオ

金融

建設・不動産 不動産

６

商社

総合／食品

積和不動産株式会社
全国農業協同組合連合会 (JA 全農 )

情報・通信 情報処理／ソフトウェア 大成ネット株式会社

メーカー

ファッション／その他 株式会社オンデーズ

メーカー

アパレル

株式会社オンワード樫山

金融

メーカー

化学／化粧品

花王カスタマーマーケティング株式会社

運輸・エネルギー 電気／ガス

東京電力ホールディングス株式会社

サービス

その他

神奈川県警察

運輸・エネルギー 鉄道

東武ステーションサービス株式会社

サービス

ホテル／その他

株式会社共立メンテナンス

サービス

その他

サービス

７

サービス

ホテル

株式会社東横 INN（東京エリア）

経済産業省

金融

リース／レンタル

株式会社トヨタレンタリース東京

その他

警視庁

サービス

教育／介護

株式会社ニチイ学館

サービス

その他

皇宮警察本部

運輸・エネルギー 陸運／その他

株式会社日新

メーカー

化粧品

株式会社コーセー

建設・不動産 建設／住宅

株式会社日本ハウスホールディングス

流通

ドラッグストア

株式会社ココカラファイン ヘルスケア

サービス

その他

日本郵便株式会社

メーカー

その他

株式会社サカタのタネ

メーカー

アパレル

株式会社ファイブフォックス

サービス

その他

相模原市役所

金融

保険

株式会社フィナンシャル・エージェンシー

サービス

教育／人材

三幸グループ（学校法人三幸学園 / 株式会社日本教育クリエイト )

サービス

その他

株式会社ヘルセ

流通

ドラッグストア

株式会社サンドラッグ

サービス

その他

株式会社ベンチャーバンク（ホットヨガスタジオ LAVA）

サービス

ホテル

株式会社サンルート

サービス

その他

防衛省自衛隊

サービス

ホテル

株式会社四季リゾーツ

商社

機械／電機・電子機器 ホシザキ東京株式会社

商社

食品／その他

株式会社シジシージャパン

商社

食品

丸千千代田水産株式会社

サービス

その他／レジャー・アミューズメント シダックス株式会社

メーカー

アパレル

株式会社三鈴 (4℃ホールディングスグループ )

サービス

その他／レストラン（洋食） 株式会社シャノアール

流通

百貨店

株式会社三越伊勢丹

金融

保険

明治安田生命保険相互会社

流通

スーパー

株式会社ヤオコー

運輸・エネルギー 航空

株式会社 JAL スカイ

８

９

東京支社

東京地方協力本部

メーカー

アパレル

株式会社シュガー・マトリックス

金融

信用金庫

昭和信用金庫

金融

銀行

株式会社八千代銀行

スターツグループ

サービス

その他

横浜市役所

住友生命保険相互会社

金融

信用金庫

横浜信用金庫

サービス

その他

横浜トヨペット株式会社

商社

その他

横浜冷凍株式会社

サービス

人材／その他

株式会社リジョイスカンパニー

サービス

ホテル

リゾートトラスト株式会社

商社

半導体／電機・電子機器 株式会社ルネサスイーストン

メーカー

アパレル

建設・不動産 不動産／建設
金融

保険

事業内容
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株式会社レナウン

短期大学生 のための 合同企業セミナー

参加企業情報

横浜トヨペット株式会社
サービス

人材／その他

縁の下の力持ちタイプ

株式会社ルネサスイーストン
商社

〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-1
TEL：03-6275-0651 担当：和氣 洋行（わき ひろゆき）
E-mail：saiyo@rene-easton.com
●設立／1954年12月
●資本金／50億4,267万円
●代表者／取締役社長 石井仁
●売上高／846億9,700万円
●従業員数／503名（男：373名、女：130名）
●募集職種／一般職（営業事務、一般事務 他）

働く価値観･風土

< Pick UP >
縁の下の力持ちタイプ

http://www.resorttrust.co.jp/

特定の人と深い信頼関係を創る

ワ ンポ イ ント PR
会員制リゾートホテル事業を中
心に、日本に新たな余暇文化を
創造してきました。当社のお客様
の多くは、社会的成功者の方々
です。人生の成功者ともいえる方
々と仕事を通じ、信頼関係を構
築する過程で、人間的にも大きく
成長できる仕事です。一流のも
のを知る方に、商品だけでなく、
自分自身を認めてもらう喜びを味
わえるのが当社の醍醐味です。

< Pick UP >

事業 < Pick UP >

ステップを踏んでじっくり成長

癒し

株式会社レナウン
メーカー

http://www.rene-easton.com

レナウン

アパレル

http://www.renown.com

〒135-8210 東京都江東区有明3-6-11 TFTビル東館6F
TEL：03-4521-8116 担当：新卒採用事務局
E-mail：jinji01@renown.com
●設立／2004年3月
●資本金／184億7,100万円
●代表者／代表取締役社長 北畑 稔
●売上高／722億500万円（2015年2月期・連結）
●従業員数／4,807名（2015年2月28日・連結）
●募集職種／スペシャリストセラー（販売職）

ワンポイントPR
当社は半導体・電子部品を取
扱う専門商社です。2014年に設
立60周年を迎え、今もなお成長
し続けています。「商社」の事業
を通して、社会の発展に貢献す
るお仕事や今後発売されるヒット
商品に携わるお仕事がしたい方
を募集します。現在、多くの短大
生が事務を中心として業務に貢
献しています。専門知識不要・
学部学科不問で本社も綺麗で
必見です！皆様のご応募をお待
ちしています。
事業 < Pick UP >

アットホームな社風

http://tokyoshigoto-young.jp/

ワンポイントPR

事業内容

就職活動中の皆さんを全力応援！！
業界や職種の調べ方が分からない、企業の探し方を知りたい、気になる企業がたくさんありすぎて選べない…
等のお悩みはありませんか？こちらのブースでは、企業の隠れた魅力、リアルな情報を、企業のことを熟知してい
るプロがお教えします。
企業情報のアドバイス以外にも、東京しごとセンターヤングコーナーでは、自己分析、履歴書作成の仕方、面
接対策、合同企業説明会等、様々な就活サポートを無料で行っています。また、1人1人に担当のアドバイザ
ーがついて相談することもできます。皆さんのお越しをお待ちしております！
※開館時間 【平日は9～20時、土曜は9～17時】
※東京しごとセンターは東京都が設置した就業支援施設です。
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ワ ン ポ イ ン ト PR
カジュアルブランドからビジネスブラ
ンドまで幅広く展開をしている総
合アパレルです。女性が多数活
躍しており、仕事と子育てを両立
できる環境が整っています。また、
自由に発言しやすいアットホーム
な社風で、若手社員も多数活
躍中です。

アパレル製品および雑貨の企画・製造・販売
メンズ・レディスブランドからインナー・ソックスブランドまで幅広く取り扱っ
ています。 流行の変化が激しいアパレル業界ですが、長年自社ブラン
ドの生産を行い培ってきた「ものづくり」のノウハウと、お客様の様々なニ
ーズに対応するブランド展開を行うことによって事業を展開しています。
働く価値観･風土

利便

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-10-3 東京しごとセンター3F
TEL：03-5211-6351

1

安全

リゾートトラスト

ホテル

働く価値観･風土

安心

東京しごとセンターヤングコーナー ～就活応援特別ブース～
特別ブース

事業 < Pick UP >

アットホームな社風

会員制リゾートホテルの企画・開発・運営及び会員権販売。ホテルレ
ストラン事業、メディカル事業、ゴルフ事業。エクセレントホスピタリティを
理念に掲げ、事業展開を進めており、会員制リゾートホテル業界では
２４年間連続売上高ナンバーワン。

事業 < Pick UP >

事業内容

事業内容

半導体・電子部品等を扱う専門商社
①集積回路・半導体素子・その他の電子部品機器等の提案・販売
②ソフトウェア開発及び電子機器の開発・設計

< Pick UP >

〒151-0053 東京都渋谷区代々木4-36-19 リゾートトラスト東京ビル
TEL：03-6731-0131／0120-112-433 担当：小西 彩貴、関根 隆裕
E-mail：ayataka.konishi@rt-group.jp、takahiro.sekine@rt-group.jp
●設立／1973年4月1日
●資本金／169億7,736万円（2015年3月末）
●代表者／代表取締役会長 伊藤 與朗 CEO（最高経営責任者）
代表取締役社長 伊藤 勝康 COO（最高執行責任者）
●売上高／1,204億100万円（2015年3月期 連結）
●従業員数／5,287名（2015年3月末 連結）
●募集職種／営業職、ホテル運営職

ワンポイントPR
今後ますます需要が見込まれる
であろう医療業界のアウトソーシ
ングに特化して、創業30年、6期
連続で増収増益と、おかげさまで
順調に事業が拡大しています。
どの業務も専門性が高く、一生
もののスキルが身に付きます。さら
には医療機関を陰で支える社会
貢献度の高い仕事ですので、や
りがいを持って仕事に取り組める
のも魅力です。

ルネサスイーストン

半導体／電機・電子機器

アットホームな社風

サービス

事業内容

事業内容

< Pick UP >

チームで戦う

ワ ンポ イ ント PR
創業以来68年に渡る経験とノウ
ハウで、日本全国60ヶ所以上に
及ぶ冷蔵倉庫、食品販売の事
業所ネットワークを活かし、２つの
事業を展開しています。
普段あまり表に出ることはありま
せんが、皆さんへ安心・安全な「
食」を届けてるため、熱い気持ち
と誇りを持った社員が、一人一人
主役となって働いています。
私たちと一緒に食品業界を支え
ていきましょう！

リゾートトラスト株式会社

リジョイスカンパニー

医療機関の総合アウトソーシング
首都圏の大学病院を中心に、医師や看護師が行う医療行為以外の
ほとんどすべての業務（医療事務、手術室の環境整備、看護助手、
清掃等）をトータルで委託を受け、実際の業務を院内で行っています。
働く価値観･風土

働く価値観･風土
縁の下の力持ちタイプ

安心

http://www.rejoice-company.co.jp/

〒105-0012 東京都港区芝大門2-3-6 大門アーバニスト2F
TEL：03-3433-0102 担当：春原貴幸
E-mail：t-sunohara@rejoice-company.co.jp
●設立／1982年
●資本金／5,000万円
●代表者／的場知
●売上高／79億2,000万円
●従業員数／2,300名
●募集職種／業務職（医療事務・手術室環境整備・看護助手・清掃等）

http://www.yokorei.co.jp/

【冷蔵倉庫事業】
食品を中心とした貨物を扱う冷蔵倉庫の管理
【食品販売事業】
水産品・畜産品・農産品の販売・加工及び輸出入

事業 < Pick UP >

ステップを踏んでじっくり成長

株式会社リジョイスカンパニー
サービス

事業内容

事業内容

< Pick UP >

ヨコハマレイトウ

その他

〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-6-2 みなとみらいグランドセントラルタワー7階
TEL：045-210-0021 担当：人事部 飯塚 紀江
E-mail：saiyou@yokorei.co.jp
●設立／1948年5月13日
●資本金／110億6,592万円
●代表者／代表取締役社長 西山 敏彦
●売上高／1,318億87百万円
●従業員数／1,059名
●募集職種／一般職（オフィスワーク）
総合職（冷蔵倉庫部門／食品販売部門）

ワンポイントPR
従業員約2000名、約80拠点体
制で神奈川県全域をカバーし、
全国トップクラスの実績を重ねる
自動車ディーラーです。
説明会の際には、仕事内容や
募集要項について詳しくお話しさ
せていただきます。また、みなさま
の疑問質問にも時間の許すかぎ
り、お答えできればと思っておりま
す。どうぞ宜しくお願いします！

・新車（トヨタ、レクサス）の販売 ・中古車の販売
・自動車の整備、点検、修理
・損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業務
・自動車のリース事業 ・自動車の買取り事業
・通信、ITS、携帯電話（ａｕ）の販売事業
働く価値観･風土

商社

http://www.yokohama-toyopet.co.jp

〒231-8530 神奈川県横浜市中区山下町３３
TEL：045-224-8828 担当：人事部 採用グループ 秀島菜美子
E-mail：recruit@yokohama-toyopet.co.jp
●設立／1956年3月
●資本金／4億円
●代表者／宮原郁生
●売上高／999億6,360万円
●従業員数／2,085名
●募集職種／店舗アシスタント職

地元に根をはる

横浜冷凍株式会社

ヨコハマトヨペット

その他

< Pick UP >

専門性を追求する（スペシャリストタイプ）

事業 < Pick UP >
美

短期大学生 のための 合同企業セミナー

丸千千代田水産株式会社
商社

http://www.marusen.co.jp/

〒104-8447 東京都中央区築地5-2-1
TEL：03-3546-2877 担当：鈴木、田中
E-mail：saiyo@marusen.co.jp
●設立／1948（昭和23）年
●資本金／1億円
●代表者／石橋利至子
●売上高／447億円
●従業員数／140名
●募集職種／一般職

横浜市役所
サービス

働く価値観･風土

事業 < Pick UP >

若いうちからバリバリ仕事で成長

チャレンジ精神を発揮する仕事

つなぐ

〒231-0017 神奈川県横浜市中区港町1-1
TEL：045-671-3347～8 担当：人事委員会事務局任用課
E-mail：ji-ninyo@city.yokohama.jp
●設立／1889年（明治22年）4月 市制施行
●従業員数／25,929名（2015年4月現在）
●募集職種／事務、社会福祉、土木、建築、環境、機械、電気、
情報処理、保健師、学校事務、衛生監視員など

チームで戦う

事業 < Pick UP >

信用金庫法に基づく金融業務全般
（預金・融資・内国、外国為替・投資信託・各種代理業務・各種相
談業務）

働く価値観･風土

安心

地元に根をはる
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ワンポイントPR
お客様とのFace to Faceが基本
の信用金庫職員は、一人ひとり
のスキルアップや、お客様の夢の
実現のために熱意を持って働くと
いう気持ちが必要です。≪よこし
ん≫の活躍のフィールド横浜で、
一緒に成長していきたい方をお
待ちしています。

< Pick UP >
正確性を発揮する仕事

事業 < Pick UP >
つなぐ

金融

チームで戦う

株式会社エム・エイチ・グループ
サービス

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷1-11-1 ＭＨビル
TEL：03-3470-0307 担当：直営担当 森本 航平
E-mail：jinji@modshair.co.jp
●設立／1990年4月4日
●資本金／500,000,000円
●代表者／代表取締役社長 佐藤 文彦
●売上高／17億1,600万円（グループ全体 2015年6月期）
●従業員数／167名（グループ全体 2015年12月現在）
●募集職種／レセプション
ヘアサロン「モッズ・ヘア」の運営管理、ヘアメイクアップアーティストのマネ
ジメント業務、及び自社製品の開発

働く価値観･風土
若いうちからバリバリ仕事で成長

< Pick UP >
チームで戦う

つなぐ

エスエムビーシーニッコウショウケン

証券

https://www.smbcnikko.co.jp/index.html

・コンサルティング業務
・投資銀行業務
・セールス・トレーディング業務
・リサーチ業務
働く価値観･風土

事業 < Pick UP >

チャレンジ精神を発揮する仕事

安心

< Pick UP >

建設・不動産

ワンポイントPR

〒102-0083 東京都千代田区麹町4-5-22 オークラヤ麹町ビル
TEL：03-3262-2565 担当：総務本部 採用チーム（中村・古川・両角）
E-mail：jinji@ohkuraya.co.jp
●設立／1982年11月15日
●資本金／7億2,150万円
●代表者／取締役社長 藤川 正年
●売上高／217億9,800万円
●従業員数／324名（男182 女142） ※オークラヤ住宅単体 グループ合計420名
●募集職種／事務職（短大生のみ）：一般事務、営業事務、経理事務
営業職：ハウジングアドバイザー

不動産

アットホームな社風

美

2

つなぐ

http://www.ohkuraya.co.jp/

■不動産流通業
〇不動産の売買・仲介
〇ビル・マンションの賃貸
〇不動産に関するコンサルティング
〇マンションのリフォーム、リノベーション
働く価値観･風土

事業 < Pick UP >

事業 < Pick UP >

オークラヤジュウタク

http://mhgroup.co.jp
フランス・パリで発祥したヘアサロ
ン「モッズ・ヘア」は、ファッションと
融合したヘアのプレタポルテを提
供するサロンとして、アジアでは日
本の主要地域をはじめ、韓国・
台湾に展開しています。また、ブ
ランドの原点であるヘアメイクアッ
プチームは、ファッションショー・ＣＭ
・ファッション雑誌などで国内外か
ら高い評価を得ております。

ワ ン ポ イ ン ト PR
当社は今、力強く成長しています。
銀行と証券、双方のメリットを活
かし連携させていく銀証一体化
戦略で新たなビジネスを創造して
おり、「国内外において質の高い
サービスを提供する本邦Ｎｏ.1の
総合証券会社」を目指し、ビジネ
スの一層の拡大を図っています。
お客様からの最高の信頼を獲得
し、本邦Ｎｏ.1の総合証券会社
を一緒に目指しましょう。

幅広く仕事をする（ゼネラリストタイプ）

オークラヤ住宅株式会社

エムエイチグループ

その他

事業 < Pick UP >

世界を相手にする

〒100-6524 東京都千代田区丸の内1-5-1
TEL：03-5566-9201 担当：新卒採用担当者
E-mail：saiyo2017@mail.smbcnikko.co.jp
●設立／1918年7月7日（創業）
●資本金／100億円
●代表者／取締役社長（代表取締役） 久保 哲也
●売上高／3,292億3,400万円（純営業収益）
●従業員数／8,590名 （2015年9月30日現在）
●募集職種／プロフェッショナル社員クラスⅡＡコース（転居を伴う異動あり）
プロフェッショナル社員クラスⅠ（転居を伴う異動なし）

ワンポイントPR
店舗総数1100店舗以上（2017
年1月）
店舗間のネットワークも拡大し、
調剤併設型ドラッグストアと介護
事業の融合という、超高齢社会
に対応するビジネスモデルで、質・
規模共に日本一を目指します。

< Pick UP >

ワ ン ポ イ ン ト PR
当社は商用車（トラック・バス）・デ
ィーゼルエンジンのプロフェッショナ
ルとして世界をフィールドに事業を
展開する企業です。国内では小
型トラックシェアNo.1。120カ国以
上で商品を販売し、うち20カ国
以上でトップシェアを獲得していま
す。「運ぶ」を支え、世界の豊か
な暮らし創りに貢献しませんか？

< Pick UP >

ＳＭＢＣ日興証券株式会社

事業内容

< Pick UP >

http://www.yokoshin-saiyo.com/fresh/

事業内容

働く価値観･風土

ヨコハマシンヨウキンコ

信用金庫

〒231-8466 神奈川県横浜市中区尾上町2-16-1
TEL：0120-015-314 担当：櫻井かおり
E-mail：recruit9@yokoshin.co.jp
●設立／1923年
●資本金／出資金：1,943百万円
●代表者／理事長 大前 茂
●売上高／預金積金：1,655,396百万円
●従業員数／1,275名
●募集職種／一般職：定型的業務を担当。本部定型業務、営業店に
おける預金、窓口、融資の定型事務。

ワンポ イント P R
国内最大級の貿易港を有する
横浜は、常に世界の多様な文
化を受け入れ、融合させながら
国際都市として時代の最先端を
歩み続けてきました。
時代の動きを捉え、様々な課題
を解決し常に誰もが希望を持っ
て生活できるよう、新しい仕組み
を作り続ける－。
職員一人ひとりが行政のプロフェ
ッショナルとしての使命感を持ち、
力を発揮し、「チーム横浜」で成
果を生み出していきます。

事業内容

事
事業
業内
内容
容

都市整備・経済・福祉・教育・文化・観光・環境・安全・水道・港・交
通など、横浜で暮らし、働く方を支える幅広い行政サービス

地元に根をはる

金融

http://www.city.yokohama.lg.jp/jinji/saiyou.html

働く価値観･風土
地元に根をはる

つなぐ

イスズジドウシャ
http://www.isuzu.co.jp

働く価値観･風土

調剤併設型ドラッグストアの運営等

事業 < Pick UP >

アットホームな社風

横浜信用金庫

ヨコハマシヤクショ

その他

< Pick UP >

伝える

自動車

チームで戦う

http://www.welcia-yakkyoku.co.jp

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15
TEL：03-5209-5690 担当：大川 満
E-mail：jinji-saiyo@welcia-yakkyoku.co.jp
●設立／1974年4月19日
●資本金／1億円
●代表者／水野 秀晴
●売上高／1,919億円
●従業員数／25,128名
●募集職種／総合職

事業 < Pick UP >

【自動車、輸送機械器具、原動機等の製品およびその部品ならびに
関連する資材、用品の製造・販売】 商用車（トラック・バス）・ディーゼ
ルエンジンを小型～大型まで商品展開し、その開発・生産・販売を一
貫して担っています。また、通信技術により走行地点や運転状況を把
握・分析し、トラックの運行管理に役立てるサービスも展開しています。

安心

ウエルシアヤッキョク

ドラッグストア

< Pick UP >
特定の人と深い信頼関係を創る

〒140-8722 東京都品川区南大井6-26-1 大森ベルポートA館
TEL：03-5471-1158 担当：採用担当
E-mail：saiyou@isuzu.co.jp
●設立／1937年
●資本金／ 406億4,400万円
●代表者／代表取締役社長 片山 正則
●売上高／1兆8,764億4,200万円（連結） 1兆600億2,800万円（単独）
●従業員数／30,864名（連結） 7,780名（単独）
●募集職種／事務系

ワンポイントPR
＜金融×東証一部×伊藤忠グ
ループ＝eG＞
安定と成長を兼ね備えたイー・ギ
ャランティには、アットホームで働き
やすい環境が整っています。平均
年齢は32歳。多数の若手社員
が、互いに助け合いながら切磋
琢磨しています。また、産休、育
休はもちろん、短時間勤務、定
時勤務など、ライフスタイルの変化
に合わせて働き方を選べるため、
長く働きたい貴女にも安心の会
社です！

事業内容

< Pick UP >

普通銀行業務全般

ワンポイントPR
東京・神奈川を主な地盤として、
84店舗を展開する地方銀行で
す。お客さまから真に愛される地
域№１の都市型地銀グループを
目指しています。お客さまとの信
頼関係を構築し、仕事を通して
自分自身を成長させたい方、銀
行業務に興味がある方等、たくさ
んの方のお越しをお待ちしていま
す。

事業内容

事業内容

事業内容

働く価値観･風土

流通

メーカー

事業 < Pick UP >

アットホームな社風

ウエルシア薬局株式会社

http://www.yachiyobank.co.jp/

〒160-8431 東京都新宿区新宿5-9-2
TEL：03-3352-2288 担当：人事部 人事研修課 岩田
E-mail：yachiyoj@mxd.mesh.ne.jp
●設立／大正13年12月
●資本金／437億34百万円
●代表者／田原 宏和
●従業員数／1,698名（平成27年3月末）
●募集職種／総合・一般の区分なし ※職務ローテーション基準に則り、
営業店勤務（営業、事務、テラー等）を経験した後、各人の
適性に応じ、本部の専門職や企画・開発部門にも従事する

ワンポ イント P R
「人が好き、食が好き、商売が好
き」な方歓迎！
ヤオコーはお陰様の気持ちを大
事に、地域のお客様のニーズを
考えたお店づくりをそれぞれのお
店で行っています。あなたの「好き」
をヤオコーでかたちにしてみません
か？

食品スーパーマーケット
（生鮮食品を中心に一般食品及び日用雑貨品を主体とした小売業）

チームで戦う

ヤチヨギンコウ

銀行

< Pick UP >

縁の下の力持ちタイプ

ワ ンポ イ ント PR
当社が作る1着1着には「着る人
の思い出がしみ込んだ服、ずっと
ずっと愛される服」という思いが込
められています。「人の思い」という
アナログ感を大切にしたい。それ
は私たちは人と人との係り合いで
成長してきたからです。今後もさ
らなる感動と幸せを提供していく
企業であり続けます。

いすゞ自動車株式会社

事業内容

金融

【保証事業】 企業の抱える”信用リスク”の引受けを通じて、お客様の安心と
挑戦を支えています。
※”信用リスク”とは？ 企業同士の取引では、原則、代金が後払いで支払われ
ます。そのため、多くの企業は、万が一、商品納入後に販売先が倒産した場合、
代金を回収できなくなるリスクを抱えています。このリスクを信用リスクと言います。
働く価値観･風土

安心

新しい出会いがたくさんある

http://www.eguarantee.co.jp/recruit/

〒107-6337 東京都港区赤坂5-3-1 赤坂サカス内 赤坂Bizタワー37階
TEL：03-6327-3677 担当：人事統括グループ 本田
E-mail：saiyo@eguarantee.co.jp
●設立／2000年9月8日
●資本金／14億8,108万円
●代表者／代表取締役社長 江藤 公則
●売上高／40億6,457万円
●従業員数／122名
●募集職種／【一般職】営業アシスタント、契約管理など、サポート中心
の業務を担当していただきます。

http://www.asknowas.com

婦人服の企画、製造、販売、卸

働く価値観･風土

安心

イーギャランティ

保険／証券

事業 < Pick UP >

個人を鍛える

株式会社八千代銀行

http://www.yaoko-net.com/

〒350-1123 埼玉県川越市脇田本町1-5
TEL：0120-43-8052 担当：人事部人事第3 林・相馬
E-mail：jinji-saiyo@yaoko-net.com
●設立／1957年7月1日
●資本金／41億9,900万円
●代表者／代表取締役社長 川野 澄人
●売上高／2,933億9,700万円
●従業員数／2,474名
●募集職種／販売職（総合職）

< Pick UP >

事業内容

働く価値観･風土
チームで戦う

つなぐ

ヤオコー

スーパー

ワンポイントPR
明治安田生命は生命保険事業
のパイオニアとして、相互扶助の
精神を貫くとともにお客さまを大
切にする会社に徹し、生命保険
を中心にクオリティの高い総合保
障サービスを提供し、確かな安心
と豊かさをお届けいたします。

金融

学生の皆さんとは直接関る事が
ない業界かと思いますが、街中で
使用されている建設機械はほと
んどがレンタルで利用されていま
す。アクティオの強みはネットワー
ク力（拠点数）取扱い商品の数、
アクティオ独自の提案のあるレンタ
ル「レンサルティング」を武器に業
界世界No1を目指して躍進して
いきます！

事業 < Pick UP >

ステップを踏んでじっくり成長

イー・ギャランティ株式会社

http://www.meijiyasuda-saiyo.com/2017/

(1)個人および企業向け各種生命保険・年金商品などの金融商品の
販売。契約保全サービスなどの 生命保険業務および関連業務
(2)貸付、有価証券投資、不動産投資などの資産運用

事業 < Pick UP >

チャレンジ精神を発揮する仕事

メイジヤスダセイメイホケン

保険

< Pick UP >

アズノゥアズ

ファッション／宝飾品

〒151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷2-24-7
TEL：03-5465-8114 担当：中村
E-mail：asjinji@yahoo.co.jp
●設立／1989年4月1日
●資本金／1,000万円
●代表者／浅見 英理
●売上高／102億円
●従業員数／747名
●募集職種／販売職、企画職、パターン職

ワンポイントPR

建設機械のレンタル・リース
国内外の建設現場を中心に、お客様へ建設機械レンタルをおこない
ます。また建設業界以外へのレンタルも推進しています。

働く価値観･風土

流通

http://www.aktio.co.jp/

行動力で勝負！

安心

株式会社アズノゥアズ

アクティオ

レンタル

〒103-0027 東京都中央区日本橋3-12-2 朝日ビルヂング7階
TEL：03-6854-1430 担当：福田 洋介
E-mail：jinji@aktio.co.jp
●設立／1967年1月
●資本金／5億円（アクティオホールディングス100億円）
●代表者／小沼光雄
●売上高／1,510億6,300万円（2014年度実績）
●従業員数／3,583名
●募集職種／営業職、整備職、事務職、技術職

事業内容

事業内容

事業内容

< Pick UP >

金融

事業 < Pick UP >

チャレンジ精神を発揮する仕事

〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-9-1 明治安田生命新宿ビル４F 東京マーケット開発部
TEL：03-3342-8160 担当：本間・渡邉
E-mail：hs@meijiyasuda.co.jp
●設立／1881年
●資本金／36兆2,811億円
●代表者／根岸 秋男
●売上高／3兆4,084億円
●従業員数／41,536名（うち営業職員MYライフプランアドバイザー30,845名）
●募集職種／法人総合営業職(地域型)、総合職（全国型）career S・career
V・アクチュアリー、総合職（地域型）career V・career W・career A

ワンポ イント P R

株式会社ヤオコー
流通

金融

私たちは、お客さまに「満足」を超
えて「感動」していただくレベルを
目指しています。
常に新しい発想をもち、自ら学び、
自ら考え、勇気をもって新しさに
挑戦することが必要です。その原
動力は、スタイリスト（販売員）で
す。誰かの役に立つことが嬉しい
方、誰かの笑顔や「ありがとう」が
力になる方、そんな皆さんと一緒
に働きたいと願っています。

ワンポイントPR
私たちが入社後、皆さんに最も
期待することは『今よりもっとファッ
ションを好きになれる』かどうか。
仕事の面白さ、やりがい、喜び、
感動は“好き”から生まれます。
「あなた」を通して多くの女性にフ
ァッションから生まれる“幸せ”や“と
きめき”を伝えていきませんか？フ
ァッションが大好きかつチャレンジ
精神が旺盛な方は是非当社ブ
ースへお越しください！

< Pick UP >

明治安田生命保険相互会社

ミツコシイセタン

百貨店業

働く価値観･風土

新しい出会いがたくさんある

http://www.imhds.co.jp/recruit/mate/index.html

〒160-0022 東京都新宿区新宿3-14-1
TEL：03-6205-6102 担当：三越伊勢丹ヒューマン・ソリューションズ 採用グループ 平野貴美子
E-mail：mate_saiyo@imh-sol.co.jp
●設立／2011年
●資本金／100億円
●代表者／代表取締役社長執行役員 大西 洋
●売上高／6,563億円（2015年3月期）
●従業員数／12,277名（2015年4月1日現在）
●募集職種／メイト社員、店舗限定職（販売職）、
外商セールス職（営業職）、経理スタッフ職（経理職）

チームで戦う

働く価値観･風土

安心

株式会社アクティオ

事業内容

百貨店

ミスズ
https://job.mynavi.jp/17/pc/search/corp50292/outline.html

当社は東証一部上場の４℃ホールディングスグループでアパレル事業
を担い、企画・製造・卸・販売・EC事業を一貫して自社で行っていま
す。取扱う商品は洋服、服飾雑貨、ドレスなど様々。主軸ブランドは
Rew de Rew,LD prime,Double dazzle,shopDADAなどです。

事業 < Pick UP >

アットホームな社風

アパレル

〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-11-2 代々木コミュニティビル2F
TEL：03-3320-2093 担当：人事課 佐々木 とも子
E-mail：recruit@misuzugp.co.jp
●設立／1970年3月
●資本金／1億円
●代表者／代表取締役社長 原 真二
●売上高／53億6,500万円
●従業員数／425名
●募集職種／総合職

当社は築地市場にオフィスを持つ
食品卸売会社です。日本一の
市場である築地は、毎日様々な
食材が全国から運ばれ活気で満
ちています！そして、弊社の社長
は女性で、社員の４割が女性社
員と働きやすい職場環境です。
明るく元気な方お待ちしておりま
す！

事業内容

事業内容

< Pick UP >

株式会社三越伊勢丹
流通

メーカー

ワンポイント PR

当社は築地市場にて、水産物及び加工食品を取り扱う食品卸売会
社です。取扱い品目はあじ干物、たらこ、いくら、鮭、かまぼこ等の水
産加工品から冷凍食品、惣菜類、パン類、デザート類、飲料まで幅
広い加工食品を取り扱っています。
働く価値観･風土

株式会社三鈴

マルセンチヨダスイサン

食品

縁の下の力持ちタイプ

参加企業情報

< Pick UP >
縁の下の力持ちタイプ

ワ ンポ イ ント PR
旧三和銀行（現三菱東京ＵＦＪ
銀行）系の不動産流通会社で
す。
「笑顔創造企業」が当社のキャッ
チコピー。社員がイキイキと笑顔
で働ける理由を、みなさんにお伝
えしたいと思います！
当日は短大ＯＧ社員も参加して、
座談会を開催します。どうぞお気
軽にお立ち寄りくださいね。

事業 < Pick UP >
快適

短期大学生 のための 合同企業セミナー

参加企業情報

株式会社オンデーズ
流通

https://www.odsaiyou.com/overview/

〒106-0047 東京都港区南麻布3-19-23 オーク南麻布ビル 11F
TEL：03-6277-0831 担当：松本 典幸
E-mail：n-matsumoto@owndays.co.jp
●設立／1989年3月
●資本金／5,000万円
●代表者／田中 修治
●売上高／1,000億円
●従業員数／1,000名（グループ全体）
●募集職種／地域社員、全国社員、ワールド社員

専門性を追求する（スペシャリストタイプ）

3

< Pick UP >
ステップを踏んでじっくり成長

働く価値観･風土

事業 < Pick UP >
安全

個人を鍛える

防衛省自衛隊 東京地方協力本部
サービス

国の防衛・災害派遣・国際平和協力活動

働く価値観･風土

働く価値観･風土
アットホームな社風

商社

< Pick UP >
縁の下の力持ちタイプ

< Pick UP >

事業 < Pick UP >

健康

http://www.hoshizaki.co.jp/recruit/tokyo/
ワ ンポ イ ント PR
ホシザキは「食文化」を支える業
務用厨房機器（製氷機・冷蔵
庫など）で国内Ｎｏ．１のシェアを
誇っています。現状に満足せず
進化を続けるために、今までの常
識にとらわれない新しい発想で行
動できる人、「食」に携わる仕事
に興味のある人を求めています。

ペンギンマークのホシザキ東京です！業務用厨房機器（全自動製氷
機・冷蔵庫・食器洗浄機・生ビールサーバーなど）のトップメーカーであ
るホシザキグループの販売会社として、東京都・山梨県でホシザキ製品
をはじめとする業務用厨房機器の販売、メンテナンスを行っています。

チャレンジ精神を発揮する仕事

8

ワ ン ポ イ ン ト PR
“「好き」を仕事に、人生をワクワク生きよう”
これが私たちの理念です。自分の好
きなことを活かして誰かを幸せにする
喜び。そして、何より自分自身が毎
日を楽しむこと。これがLAVAインスト
ラクターのやりがいです。いまのあなた
はヨガ未経験でOK.。LAVAには、お客
様に寄り添い、一緒に成長していけ
る環境があります。人生は一度きり。
後悔せずにやりたいことに挑戦してみ
ましょう。ヨガを通して「人と向き合い、
自分が磨かれる」そんな経験をしてみ
ませんか？

ホシザキトウキョウ

機械／電機・電子機器

働く価値観･風土

安心

ベンチャーバンク（ホットヨガスタジオラヴァ）

事業 < Pick UP >

縁の下の力持ちタイプ

〒108-0074 東京都港区高輪2-20-32 ホシザキ高輪ビル
TEL：0120-800-680 担当：内山 誠一郎
E-mail：tokyo-saiyou@hoshizaki.co.jp
●設立／1966年12月2日
●資本金／1億円
●代表者／代表取締役 尾﨑 司
●売上高／219億7600万円
●従業員数／707名
●募集職種／営業職・事務職

ワンポイントPR
一言に自衛隊と言っても、その仕
事内容は多岐に渡ります。陸・
海・空自衛隊には様々な職種・
職域があり、また部隊勤務以外
にも、各種機関、他省庁、国際
機関等への出向など働き方は様
々です。国内・国外を問わず幅
広い分野で活躍できるのは防衛
省・自衛隊ならでは。あなたのや
りたい仕事がきっと見つかりますよ。

安心

https://job.rikunabi.com/2017/company/top/r878010008/

ホシザキ東京株式会社

http://www.mod.go.jp/pco/tokyo/index.html

〒160-0022 東京都新宿区新宿6-27-30 新宿イーストサイドスクエア5F
TEL：03-3260-0543 担当：石橋 大
E-mail：reku1@rct.gsdf.mod.go.jp
●設立／1954年
●代表者／防衛大臣 中谷 元
●従業員数／226,742名（2015年3月現在）
●募集職種／一般曹候補生、自衛官候補生

その他

ワ ンポ イ ント PR
創業9年目にして従業員数は
1300名を超え、現在では日本だ
けでなく海外(インド・タイ)にも展
開し、急成長を続けています。
保険の流通にＩＴの力を用いてよ
り効率化し、お客様により安く、
最適な保険を提供し選ばれ続け
ています。当社と共に成長し、世
界で一番「ありがとう」集める会社
を創りませんか
★厚労省認定「くるみんマーク」
取得！
★資格支援・福利厚生も充実！
事業 < Pick UP >

アットホームな社風

全国に220店舗以上を展開する【ホットヨガスタジオLAVA】！インスト
ラクターの役割は、ヨガを通してお客様の幸せのサポートをすること。多
くの方を幸せへと導くプロになる為の、LAVA独自の研修・教育制度で
しっかりサポート！ヨガ未経験でも安心です！「ありがとうと言われる感
動」と「成長する喜び」を体感できるお仕事です☆

健康

ボウエイショウジエイタイ トウキョウチホウキョウリョクホンブ

その他

チームで戦う

お客様と直接関わる仕事をしな
がら、自分も接客や技術など手
に職をつけられるところが魅力の
業界です。
一言で癒しの仕事と言われていま
すが、施術以外にもアロマの香りや
BGM、お客様とのコミュニケーション
でリラックスしていただくなど、多くのリ
ラックス方法を用いてお客様の心と
身体を癒していく仕事です。
また、近年弊社では病気や怪我
の予防としても活躍を見せていま
す。
事業 < Pick UP >

新しい出会いがたくさんある

< Pick UP >

〒107-0061 東京都港区北青山1-2-3 青山ビル11F
TEL：03-6369-2861 担当：郷、今村、遠藤、飯島、木暮、鳥越
E-mail：fresh-recruit@yoga-lava.com
●設立／2005年4月
●資本金／3,000万円
●代表者／代表取締役社長 佐伯 信行
●売上高／210億円（2015年3月期）
●従業員数／正社員数 1,815名 アルバイト・パート数 1,435名
（2016年1月末現在）
●募集職種／【専門職】ホットヨガインストラクター

ワンポイントPR

< Pick UP >

フィナンシャル・エージェンシー

【各種保険の代理店事業】・生命保険代理店事業 ・損害保険代理店事業
金融業界における保険市場にて、商品・サービスの流通構造を革新
させる当社独自開発の最新鋭のITシステムで稼働する電話・WEB・
E-mailを統合したコンタクトセンターを活用することで保険流通B・P・O
を行っております。

サービス

安心

https://www.financial-agency.com/recruit2016/

株式会社ベンチャーバンク（ホットヨガスタジオLAVA）

http://www.healse.co.jp

リラクゼーションスペース、エステサロンの企画・運営・管理。
新宿や表参道など直営店をはじめ、SPA施設や日帰り温泉施設、
大型ショッピングセンター内など、全国40店舗のリラクゼーションスペー
ス、エステサロンを運営・管理しています。
また一流のセラピスト・エステティシャンの育成も行っています。

保険

働く価値観･風土

ヘルセ

その他

事業 < Pick UP >

ステップを踏んでじっくり成長

チームで戦う

事業内容

働く価値観･風土

安心

事業 < Pick UP >
エンターテインメント

事業内容

事業 < Pick UP >

ワンポイントPR
皇宮護衛官採用試験に最終合
格した人の中から、採用されるこ
とになります。採用されると皇居
内の皇宮警察学校において、必
要な知識・技能を身につけます。
厳しいと言われる訓練を経て、一
人前の皇宮護衛官として成長し
ていきます。仲間とともに、訓練や
学習に励むことで、かたい絆も生
まれることでしょう。皇室守護とい
う崇高な任務を担っています。

< Pick UP >

< Pick UP >

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-19-19 ビジネスタワー16F
TEL：0120-997-323 担当：菅原 亜美・岩崎 純
E-mail：fa-recruitment@financial-agency.com
●設立／2007年3月2日
●資本金／6億875万円
●代表者／齋藤 正秀
●売上高／57億900万円
●従業員数／1,381名(パートタイマーを含む) ※正社員652名
●募集職種／・営業職 ・事務職

ワンポイントPR

特定の人と深い信頼関係を創る

〒162-0065 東京都新宿区住吉町2-10 ソフィアM201
TEL：03-6903-8288 担当：金滝 智光
E-mail：recruit@healse.co.jp
●設立／2001年6月
●資本金／1,000万円
●代表者／李 基道
●売上高／25億円
●従業員数／585名
●募集職種／セラピスト・エステティシャン、総合職・受付職
キャリアアップ、キャリアチェンジ制度有り

事業内容

< Pick UP >
若いうちからバリバリ仕事で成長

http://www.npa.go.jp/kougu/

皇宮警察本部は、皇室守護を専門とした唯一の警察であり、警察
庁の附属機関です。皇宮護衛官という職名を持ち、任務は主に２つ
あります。天皇皇后両陛下や皇族各殿下の御身辺の安全を確保す
るための護衛と、皇居・御所・御用邸等の安全安心のための警備を
専門に行っています。

サービス

安心

金融

私たちがつくり出すものは、商品
だけでなく、美しい店舗空間、心
のこもった接客サービスです。お客
様との接点で、感動や喜びを感
じていただくことを目標とし、「また
来たい」と思っていただける“お店”
をつくり上げたいと思っています。

株式会社ヘルセ

事業 < Pick UP >

コウグウケイサツホンブ

その他

〒100-0001 東京都千代田区千代田1-3
TEL：03-3217-1516 担当：皇宮警察本部 警務課人事第二係 加藤・清武・伊藤
E-mail：kougusaiyou@npa.go.jp
●設立／1886年（明治19年）
●代表者／皇宮警察本部長
●従業員数／約900名
●募集職種／警察（公安職）

ワンポ イント P R
東京の安全と秩序の維持、都民
の生命・身体・財産を守ることが
私たちの使命です。首都東京の
安全安心を実現させるために汗
を流しましょう。

事業内容

事業内容
事業内容

働く価値観･風土

チャレンジ精神を発揮する仕事

働く価値観･風土

ワ ン ポ イ ン ト PR
全国の郵便局ネットワークを通じ、
お客さまが安心して豊かな生活、
人生を実現することをサポートす
る「トータル生活サポート企業」を
目指しています。お客さまのよりよ
い生活づくりに貢献していくため、
あなたも郵便局の顔になってみま
せんか。

株式会社フィナンシャル・エージェンシー

http//www.fivefox.co.jp/

事業内容

サービス

犯罪の予防及び捜査、犯人の逮捕、少年の非行防止、交通の指導
取締り等、首都東京の安全と平穏を守る活動にあたります。

チームで戦う

< Pick UP >

皇宮警察本部

ケイシチョウ

ワンポイントPR
国家公務員の仕事は、国益を
見据え、国民のために働くことで
す。というと、堅い印象を持たれる
方もいらっしゃるかも知れませんが、
重要なのは「豊かな日本を創りた
い」という皆さんの気持ちです。お
気軽に、是非、一度話しを聞き
に来てみてください！

働く価値観･風土
地元に根をはる

婦人服、紳士服、子供服、生活雑貨などの企画製造卸小売業

専門性を追求する（スペシャリストタイプ）

ニッポンユウビン トウキョウシシャ
http://www.post.japanpost.jp/index.html

物流業務、郵便局を通じた郵便・貯金・保険の各種サービスの提供

安心

ファイブフォックス

アパレル

その他

〒106-8797 東京都港区麻布台1-6-19
TEL：03-5574-9629 担当：今村 早苗
E-mail：TKY-SJ-saiyou.ii@jp-post.jp
●設立／2007年
●資本金／4,000億円
●代表者／髙橋 亨
●売上高／2兆8,191億4,400万円
●従業員数／193,934名
●募集職種／地域基幹職、一般職

ワンポイントPR
お客様の暮らしや考えを十分に
理解し、お客様の未来を一緒に
考える事が出来る、それが私達
の仕事の最大の喜びです。中で
も営業担当者は、お客様と出会
い、住まいが完成＆引渡し、で
終わりではなく、その後のアフター
フォローに至るまでずっとお客様と
お付き合いをします。営業担当
者はお客様と一番密接に関わり
合い、言葉を交わす遣り甲斐の
ある仕事です。

事業内容

働く価値観･風土
世界を相手にする

その他

〒100-8929 東京都千代田区霞ヶ関2-1-1
●設立／1874年
●従業員数／約46,000名
●募集職種／警察官・一般職員（事務・技術・専門）

http://www.meti.go.jp/information/recruit/index.html

経済産業省のミッションは、国富を増大することと、資源エネルギーの
安定供給です。ミッション遂行するために、法律、予算、税等の政策ツ
ールを組み合わせ、具体的な仕組みを創ることが求められます。クール
ジャパン、ＴＰＰ等のＥＰＡ交渉、エネルギー外交、中小企業政策、地
方創生等、幅広い活躍の場があります！

事業 < Pick UP >
快適

安全

サービス

事業 < Pick UP >

〒151-8588 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-60-7
TEL：03-3478-2811 担当：船曳、紀伊元
E-mail：jinji@fivefoxes.co.jp
●設立／1976年12月
●資本金／7,750万円
●代表者／上田稔夫
●売上高／75,037百万円
●従業員数／4,568(男子1,478、女子3,090)名
●募集職種／スタイリスト（販売）、営業、後方スタッフ（総務人事経理）、
生産管理、その他専門職

事業 < Pick UP >

ケイザイサンギョウショウ

その他

メーカー

事業内容

アットホームな社風

< Pick UP >

幅広く仕事をする（ゼネラリストタイプ）

〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
TEL：03-3501-1608 担当：児島
E-mail：saiyou@meti.go.jp
●設立／1945年の商工省復活を経て、1949年に通商産業省が設置され、
2001年の省庁再編により経済産業省となる。
●資本金／平成28年度予算額 約1.2兆円
●代表者／経済産業大臣
●従業員数／約8,000名
●募集職種／総合職、一般職大卒、一般職高卒

ワンポ イント P R
寮事業を全国展開しているのは
当社だけ！シェア率トップです！
ドーミーイン札幌ＡＮＮＥＸは、世
界ベストホテルランキング２０１５
で第五位に輝きました☆韓国に
も第一号店をＯＰＥＮし、今後海
外展開を進めていく予定です。
事業内容は多岐に渡っています
が、共通しているのは「お客様第
一」のおもてなしの心です。

約900万人の県民を擁する神奈
川県。神奈川県警察は全国第
３位の職員数を誇る一大組織で
す。大都市と自然が融合し多様
な地域がある神奈川で、個性や
能力を発揮させることができます。
経歴は関係なく「人のために働き
たい」という正義感と柔軟性のあ
る方をお待ちしています！たくさん
のセクションがあるため、必ずあな
たの力を活かす場所が見つかりま
す！

< Pick UP >
特定の人と深い信頼関係を創る

株式会社ファイブフォックス

事業内容

サービス

事業内容

事業内容

< Pick UP >

警視庁
サービス

事業内容

事業内容

当社は東証一部上場企業で、「食・住・泊」を軸に、学生寮・社員寮
・ビジネスホテル事業・リゾートホテル事業・シニアライフ事業・ＰＫＰ事
業などを行っています。

ワンポイントPR

経済産業省

http://www.kyoritsugroup.co.jp

〒101-8621 東京都千代田区外神田2-18-8
TEL：03-5295-7793 担当：朝永・伊藤・川端・八百
E-mail：saiyo@dormy.co.jp
●設立／1979年9月
●資本金／74億4,784万円
●代表者／佐藤 充孝
●売上高／1,102億1,200万円
●従業員数／4,148名
●募集職種／総合職・ホテリエ(事業職)・介護職

働く価値観･風土

チームで戦う

キョウリツメンテナンス

ホテル／その他

若いうちからバリバリ仕事で成長

働く価値観･風土

つなぐ

株式会社共立メンテナンス

http://www.police.pref.kanagawa.jp

神奈川県警察では、職員が一致団結して、県民の期待と信頼に応
えるため力強い警察活動を推進し、犯罪や事故がなく、安全で安心
して暮らせる地域社会の実現を目指しています。

事業 < Pick UP >

ステップを踏んでじっくり成長

働く価値観･風土
チームで戦う

日本郵便株式会社 東京支社

ニホンハウスホールディングス
http://www.nihonhouse-hd.co.jp/

木造注文住宅の設計・施工・監理・販売、など

美

カナガワケンケイサツ

その他

建設／住宅

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋4-3-8 日本ハウスHD飯田橋ビル
TEL：03-5215-9915 担当：向井 祐太
E-mail：ymukai@nihonhouse-hd.co.jp
●設立／1969年2月13日
●資本金／38億7,337万円
●代表者／成田 和幸
●売上高／563億9,700万円
●従業員数／1,329名
●募集職種／総合職(営業職、設計職、施工職)、一般職(事務職)

事業 < Pick UP >

〒231-8403 神奈川県横浜市中区海岸通2-4
TEL：045-211-1212(代表) 担当：黒田
E-mail：kppp01@police.pref.kanagawa.jp
●設立／昭和29年7月1日
●代表者／島根 悟
●従業員数／約17,000名
●募集職種／警察官、警察事務職員、技術職員

ワンポ イント P R

< Pick UP >

新しい出会いがたくさんある

サービス

サービス

研究から生産までを一貫して行う
花王グループの中で、花王カスタ
マーマーケティングは花王と消費
者をつなぐ「販売」という最終プロ
セスを担っています。花王の“よき
モノづくり”の心でつくりあげた商品
を、直接お客様にお届けできるの
は、花王グループの中でもビュー
ティアドバイザーだけ。人が好き、
人をキレイにしたい、自分ももっと
キレイになりたい方。是非挑戦し
てみませんか？

花王株式会社および関連会社のコンシューマープロダクツ事業におけ
る製品の「販売」
※代表的な取り扱い商品 ●ビューティケア 「ソフィーナ」「ビオレ」「エッセ
ンシャル」など ●ヒューマンヘルスケア「ヘルシア」「クリアクリーン」「メリーズ」
など ●ファブリック&ホームケア 「アタック」「マジックリン」「キュキュット」など

< Pick UP >
若いうちからバリバリ仕事で成長

神奈川県警察

カオウカスタマーマーケティング

●設立／1971年12月
●資本金／18億29百万円
●代表者／代表取締役 社長執行役員 竹内 俊昭
●売上高／6,955億円（平成27年12月期）
●従業員数／6,579名（平成27年12月31日現在、パートナー社員含む）
●募集職種／ビューティアドバイザー職（美容部員）
※化粧品「ソフィーナ」のカウンセリング販売

働く価値観･風土

チームで戦う

http://www.kao.co.jp/saiyo/cmk/index.html

〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町8-3

ワンポイントPR
23区・組曲・TOCCA・オープニン
グセレモニーなど６０以上のブラン
ドを展開する総合アパレルメーカ
ーです。ブランドを軸に販売戦略
を行っています。様々なテイストの
ブランドがあるため多方面から刺
激を受け、切磋琢磨しながらより
良い商品を生み出す環境があり
ます。また、幅広い年齢の人財が
在籍しており、充実した福利厚
生の制度を利用し、キャリアを重
ねていく風土があります。

株式会社日本ハウスホールディングス
建設・不動産

事業内容

化学／化粧品

事業内容

事業内容

メーカー

働く価値観･風土

快適

花王カスタマーマーケティング株式会社

http://www.onward.co.jp/recruit/

紳士服、婦人服、子供服、スポーツウェアーなどの総合衣料品その他
ファッション関連商品の製造・卸売

事業 < Pick UP >

世界を相手にする

オンワードカシヤマ

アパレル

〒108-8439 東京都港区海岸3-9-32
TEL：03-5476-5931 担当：人財開発部 北里 麻里絵
E-mail：m-kitazato@onward.co.jp
●設立／2007年3月29日
●資本金／50億円
●代表者／代表取締役社長 馬場昭典
●売上高／1,582億73百万円(2015年2月期)
●従業員数／5,363名（男1,344名、女4,019名）
●募集職種／総合職、ファッションスタイリスト（販売職）、
技術職（デザイナー、パタンナー等）

ワンポイント PR

< Pick UP >

新しい出会いがたくさんある

メーカー

【メガネを通じて、「快適な生活」
を届けたい】
「半医半商」といわれるメガネ業
界。 取り扱うメガネは、あくまで「
視力矯正器具」です。お客様へ
快適な視界を提供するために、
確かな知識と技術を身につけて
いきます。快適な「生活」を提供
し続けるために、日々の努力を惜
しみません。

メガネ・サングラスの製造販売
【多種多様なオリジナルブランド】私たちは、お客様のファッションスタイル、ラ
イフスタイルを彩る最適な１本を見つけ出します。オンデーズのメガネをかけ
ることで昨日よりもちょっとだけウキウキできちゃうような、新しい自分に出会
えるような感動を伝える為に、沢山の自社ブランドを多数展開しています。
働く価値観･風土

株式会社オンワード樫山

オンデーズ

ファッション／その他

< Pick UP >
新しい出会いがたくさんある

事業 < Pick UP >
環境

短期大学生 のための 合同企業セミナー

エステティックTBC (TBCグループ株式会社)
サービス

事業 < Pick UP >
●●

ホテル、旅館、飲食店業
フランチャイズシステムによるホテルチェーンの運営 他

働く価値観･風土

サービス

< Pick UP >
チームで戦う

ホテル

< Pick UP >
若いうちからバリバリ仕事で成長

事業 < Pick UP >

幅広く仕事をする（ゼネラリストタイプ）

4

安心

ワ ンポ イ ント PR
地域のお客様の「美」と「健康」を
サポートする企業です！医療改
革の一端を担うドラッグストアで
一緒に日本の医療を変えません
か？年々増え続ける医療費や
今後さらに進む高齢化社会にお
いて、医療改革の一端を担うの
がドラッグストア。当社自慢の教
育カリキュラムで皆様の成長をサ
ポートします！結婚・出産・育児
を経験した女性の方が活躍して
いる会社です！（くるみんマーク
取得済み）
事業 < Pick UP >
安心

シキリゾーツ

高品質の企業保養所を経営受託あるいは賃借し、「365日いつでも1
泊5,000円」をコンセプトとする「四季倶楽部」として、企業保養所兼
一般利用者向けの泊食分離型ホテルを展開しています。現在、全国
に24施設を展開し、施設数拡大も予定しています。
働く価値観･風土

快適

事業 < Pick UP >

http://www.shikiresorts.com/recruit/recruit.html

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-6-5
TEL：045-476-5977 担当：庄司 or 青木
E-mail：soumu-shiki@shikiresorts.com
●設立／2001年2月1日
●資本金／4,250万円
●代表者／山中 直樹
●売上高／10億9,500万円
●従業員数／100名
●募集職種／ホテル運営スタッフ、支配人養成コーススタッフ

ワンポイントPR
私たちは国内外にサンルートチェ
ーンホテルを展開し、年間400万
人を超えるお客さまをお迎えして
います。入社後はフロント業務・
予約業務などを行う宿泊部門に
加え、料飲部門や管理部門、ホ
テルチェーンの運営業務やセール
ス・マーケティングなど幅広い業務
フィールドで活躍できる会社です。
人が好きでチャレンジ精神豊富
な方をお待ちしております。

ワ ンポ イ ント PR
戦後に誕生した市として初めて
政令指定都市となった相模原市
には、大規模なプロジェクトが集
中しているほか、「宇宙」をキーワ
ードにしたまちづくりや、「緑」「中
央」「南」各区の魅力づくり事業
など、人や企業に選ばれる都市
を目指しています。
将来にわたってさらなる発展を遂
げる大きな可能性のある相模原
市で、あなたの力を発揮してみま
せんか？皆様のお越しをお待ちし
ています！

http://www.sundrug.co.jp/

株式会社四季リゾーツ

http://www.sunroute.jp/

〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-22-8 代々木かえつビル2階
TEL：03-6859-3610 担当：管理部総務人事担当
E-mail：kyujin@sunroute.jp
●設立／1970年5月9日
●資本金／1億円
●代表者／鈴木 朗之
●売上高／166億9,698万円
●従業員数／490名(アルバイトを除く）
●募集職種／宿泊業務（フロント・予約）

幅広く仕事をする（ゼネラリストタイプ）

専門性を追求する（スペシャリストタイプ）

健康

サンドラッグ

ドラッグストア

働く価値観･風土

育成

サンルート

ホテル

新しい出会いがたくさんある

ドラッグストアチェーンの経営
調剤薬局の経営
フランチャイズ及びボランタリー店の経営
ＰＢ薬品の開発

事業 < Pick UP >

事業内容

縁の下の力持ちタイプ

< Pick UP >

幅広く仕事をする（ゼネラリストタイプ）

< Pick UP >

〒183-0005 東京都府中市若松町1-38-1
TEL：042-369-6218 担当：吉田 悠梨恵
E-mail：jinji@sundrug.co.jp
●設立／1980年7月
●資本金／39億3,120万円
●代表者／代表取締役社長 赤尾主哉
●売上高／4,458億1,800万円
●従業員数／2,870名
●募集職種／1.店舗運営職 2.プラム店舗運営職（化粧品担当）
3.カウンセリング販売職

ワンポイントPR
『進まない女性の社会進出』、『
労働人口の減少』、『地方の過
疎化』etc…こうした、日本の社
会問題の多くは、『人の問題』だ
と考えています。
私たち、三幸グループはただの教
育機関でも、人材会社でもあり
ません。教育×人材事業で、優
れた人材を社会へ輩出。世の中
の困難を希望に変える、ソーシャ
ルビジネスに挑みます。

事業内容

7

< Pick UP >

事業内容

チームで戦う

安心

事業内容

働く価値観･風土

事業 < Pick UP >

流通

事業 < Pick UP >

サガミハラシヤクショ

株式会社サンドラッグ

サンコウグループ（サンコウガクエン/ニホンキョウイククリエイト）

株式会社サンルート

事業内容

行動力で勝負！

ワンポイントPR
日新は小口（食料品、衣類等）
から大型（完成車、工場等）まで
多種多様な貨物を世界中へお
届けする『総合物流企業』です。
活躍のフィールドは幅広く、拠点
数は国内109カ所、海外153カ所
に上り、メーカーや商社などお客
様の貨物の輸出入を通じて日本
経済に貢献しています。

地元に根をはる

http://www.sanko-group.info/index.php

働く価値観･風土

サービス

働く価値観･風土

快適

【三幸学園】
専門学校約60校、通信制高校11キャンパス、大学・短期大学、保
育事業（認可・認証保育園約30園、スポーツ幼児園3園）
【日本教育クリエイト】
資格スクール事業12支社、人材サービス事業12支社

新しいものを生み出す

http://www.nissin-tw.co.jp/

総合物流業（運輸・倉庫関連）
航空、海上、陸上輸送、港湾運送、倉庫、通関、引越及び国際複
合輸送等、物流全般に係わる事業を国内外問わず世界的ネットワ
ークで展開しています。

教育／人材

ワ ンポ イ ント PR
豊富な専門知識とカウンセリング
による接客販売が強み。スタッフ
の教育体制を充実させ、ヘルス
＆ビューティー関連商品を中心に
幅広い品揃えとおもてなしでお客
様のニーズにお答えしており、低
価格志向のドラッグストアとは一
線を画しています。

http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shokuin_annai/index.html

行政では、戸籍、税金、福祉、年金などの市民生活に密着した仕事
や、企画、広報、予算、都市計画、教育、文化、危機対策などの市
政運営に関わる幅広い分野で働きます。相模原市では、幾つもの重
要な施策や大規模プロジェクトが、今、動き始めています。50年、100
年先を見据えたまちづくりを進めています。

事業 < Pick UP >

〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト7F
TEL：03-5909-1931 担当：三幸グループ 採用担当
E-mail：sanko-gr@sanko.ac.jp
●設立／1975年10月
●資本金／【三幸学園（基本金）】 831億7,069万円 【日本教育クリエイト】8,556万円
●代表者／代表：鳥居秀光 【三幸学園】 理事長 昼間一彦
【日本教育クリエイト】代表取締役 鳥居敏
●売上高／432億8,160万円(15年3月実績 グループ合計)
●従業員数／約5,000名（グループ合計）
●募集職種／総合職（専門学校・高校・大学の運営、資格スクールの運営、人材サービス）、保育士

事業 < Pick UP >

ニッシン

陸運／その他

サービス

その他

●設立／1954年（昭和29年）11月20日 ※市制施行
●代表者／加山 俊夫
●従業員数／4,650名（職員定数：平成27年4月1日現在）
●募集職種／行政、保育士など

1.花や野菜の種子・苗木・球根・農園芸用品の生産および販売、書
籍の出版および販売
2.育種・研究・委託採種技術指導

アットホームな社風

地元に根をはる

〒252-5277 神奈川県相模原市中央区中央2-11-15
TEL：042-769-8320

ワンポイントPR
私たちの仕事は、花や野菜のタ
ネを通して、生活に潤いや美味し
さを届け、豊かな暮らしを実現し、
「実りある世界」に貢献することで
す。緑を愛し、誠実で粘り強く仕
事に取り組むことができる方をお
待ちしております。

三幸グループ（学校法人 三幸学園/株式会社 日本教育クリエイト)

利便

サービス

http://www.sakataseed.co.jp/

< Pick UP >

< Pick UP >

相模原市役所

サカタノタネ

その他

働く価値観･風土

事業内容

< Pick UP >

アットホームな社風

〒102-8350 東京都千代田区三番町5番地
TEL：03-3238-6624 担当：人事部人材開発課
E-mail：personnel-sc@nissin-tw.com
●設立／1938年12月
●資本金／60億9,726万円（2016年1月現在）
●代表者／代表取締役社長 筒井 雅洋
●売上高／2,044億6,100万円（2015年3月期）
●従業員数／1,736名（2016年1月現在）
●募集職種／総合職（営業、通関業務、貿易事務、倉庫管理、経理、
システム管理、法務、ほか）

ワンポ イント P R
「医療事務受託シェアＮＯ１」、「
介護業界のリーディングカンパニ
ー」、「語学スクールCOCO塾の
運営」等様々な事業展開を手が
けるニチイ！管理部門まで含め
ると、ニチイで経験できるフィール
ドの広さは総合職の魅力の一つ
です。これからのニチイを創ってい
くためにも、自ら新たなチャレンジ
ができる方をお待ちしています！

事業内容

事
事業
業内
内容
容

医療事務全般のアウトソーシング、在宅系・居住系介護サービス、障
がい福祉サービス、家事代行サービス、医療・介護の資格、技能取
得講座、語学スクール運営、各種保育園運営他

< Pick UP >

株式会社日新
運輸・エネルギー

http://www.nichii-saiyo.com/2017/

〒101-8688 東京都千代田区神田駿河台2-9
TEL：03-3291-6887 担当：人事部 人事一課 松原・千原・小林
E-mail：saiyo2017@nichiigakkan.co.jp
●設立／1973年8月15日
●資本金／119億3,300万円
●代表者／代表取締役会長兼社長 寺田明彦
●売上高／2,718億6,800万円
●従業員数／96,590名
●募集職種／総合職（企画、営業、マーケティング、事業推進、管理等
※現場への配属有）

働く価値観･風土

地元に根をはる

ワンポイントPR
当社は東京という地域に根ざした
営業を展開しています。トヨタ車
を通じてお客様へクルマの「便利」
と「快適」をご提案します。
東京でのレンタカー利用は、実は
グループNO.1！日本の中心でお
客様にクルマをご提供しています。
当社は人（社員）が財産であると
いう考えを持っています。向上心
があり、明るく元気にアプローチで
きる方、ぜひお越しください！

働く価値観･風土
アットホームな社風

美

ココカラファイン ヘルスケア

http://www.cocokarafine.co.jp/healthcare/recruit/

セイジョー、セガミメディクス、ジップドラッグ、コダマ、スズラン薬局など、
長年にわたり信頼と実績を築いてきた地域密着ドラッグストア企業が、
「人々のココロとカラダの健康を追求し、地域社会に貢献する」という経
営理念のもとに融合して誕生。豊富な知識とカウンセリングが強みの
高付加価値型ドラッグストアです。

事業 < Pick UP >

新しい出会いがたくさんある

世界を相手にする

安全

トヨタレンタリーストウキョウ

< Pick UP >

〒224-0041 神奈川県横浜市都筑区仲町台2-7-1
TEL：045-945-8800 担当：総務部人事課 山家邦夫
E-mail：sakata-saiyo@sakata-seed.co.jp
●設立／1913年
●資本金／135億円
●代表者／坂田宏
●売上高／56,707百万円
●従業員数／649名
●募集職種／営業事務、一般事務

事業 < Pick UP >

http://www.toyota-rl.tokyo/

トヨタ系全車種のリース事業、レンタカー事業、U-Car販売事業
通信事業、損害保険代理店事業、メンテナンス事業

働く価値観･風土

安心

ニチイガッカン

教育／介護

リース／レンタル

事業 < Pick UP >

チャレンジ精神を発揮する仕事

< Pick UP >

〒102-8320 東京都千代田区九段南2-3-18 トヨタ九段ビル
TEL：03-3263-7895 担当：佐野、濱崎
E-mail：t-hamazaki@toyota-rl-tyo.co.jp
●設立／1966年7月23日
●資本金／17億5,000万円
●代表者／奥井 卓郎
●売上高／455億円
●従業員数／835名
●募集職種／レンタカースタッフ

ワンポ イント P R
女性が活躍する会社で、全国店
舗の支配人の98％が女性支配
人です。
4日に1回の出勤なので休日が多
く、プライベートの充実が図れます。
基本給202,000円の他に各種イ
ンセンティブ（稼働手当、満室手
当、資格手当など）が充実してお
り、頑張る人には手厚い給与シ
ステムです。

ワンポイントPR

メーカー

事業内容

< Pick UP >

株式会社ニチイ学館

若いうちからバリバリ仕事で成長

金融

株式会社サカタのタネ

東武鉄道は総営業キロ数463.3
㎞、一日約240万人のお客様に
ご利用いただいている鉄道会社
です。その東武鉄道のフロントで
ある「駅」で直接お客様にサービ
スを提供しているのが、東武ステ
ーションサービスです。入社後は、
駅での経験を積んだ後、電車の
乗務員である「車掌」「運転士」
へのキャリアステップの道も拓けて
います。

専門性を追求する（スペシャリストタイプ）

株式会社トヨタレンタリース東京

事業内容

事業内容

2016年1月に創立30周年を迎え 全国（韓国・カンボジアを含む）に
255店舗を展開し、業界屈指の50,510室の客室数を誇る エコノミー
ホテルチェーンです。
海外展開を図り、フランクフルト（ドイツ）、マルセイユ（フランス）、シカゴ、
ニューヨーク（アメリカ）等に建設中です。

サービス

チームで戦う

http://www.toyoko-inn.com

〒144-0054 東京都大田区新蒲田1-7-4
TEL：03-5703-1045 担当：古澤 智子（東横INN 後楽園文京区役所前 支配人）
E-mail：shinsotu@toyoko-inn.com
●設立／1986（昭和61）年1月23日
●資本金／5千万円
●代表者／代表執行役社長 黒田 麻衣子
●売上高／798億円（2016年3月期見込）
●従業員数／9,360名（パート従業員含む） 2015年3月現在
●募集職種／エコノミーホテル（東京エリア）のフロント職

働く価値観･風土

働く価値観･風土

安心

トウヨコイン（トウキョウエリア）

ホテル

アットホームな社風

駅業務、駅構内営業の運営管理業務
駅の出改札業務および案内、自動車駐車場管理、駅施設の管理
広告宣伝に関する業務など

働く価値観･風土

ドラッグストア

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-17-6
TEL：045-548-5969 担当：真子（まなこ）
E-mail：recruit@cocokarafine.co.jp
●設立／2013年（平成25年）4月1日
●資本金／9,500万円
●代表者／代表取締役社長 石橋 一郎
●売上高／3,491億64百万円(2015年3月期：ココカラファイングループ実績）
●従業員数／5,803名（2015年3月末時点：正社員数：ココカラファイングループ全体）
●募集職種／総合職（地域職・全国職）

ワンポイントPR
株式会社コーセーは、2016年で
創業70年を迎える総合化粧品
メーカーで、化粧品一筋で事業
を継続して参りました。『人が企
業を支え、人の成長が企業の成
長につながる』コーセーでは、社
員一人ひとりが、それぞれの個性
を活かし、お客様の手に渡る「そ
の一品」に情熱と想いをこめてい
ます。是非、企業説明会に参加
いただき、当社の企業姿勢・社
員・風土を感じてください。

化粧品の開発・製造及び販売

トウブステーションサービス

流通

http://www.kose.co.jp/

〒103-8251 東京都中央区日本橋3-6-2
TEL：03-3911-0100 担当：本田 耕一
E-mail：beautyrecruit@kose.co.jp
●設立／1946年3月2日
●資本金／48億4,800万円
●代表者／小林 一俊
●売上高／2,078億2,100万円
●従業員数／6,595名
●募集職種／美容スタッフ職＜地域限定職＞

幅広く仕事をする（ゼネラリストタイプ）

株式会社ココカラファイン ヘルスケア

コーセー

化粧品

つなぐ

http://www.tobu.co.jp/recruit/all/

●設立／平成15年8月1日
●資本金／2,500万円
●代表者／取締役社長 池田 直人
●売上高／70億6,510万円（平成26年度実績）
●従業員数／1,833名（平成27年10月１日現在）
●募集職種／駅スタッフ

事業 < Pick UP >

チャレンジ精神を発揮する仕事

鉄道

メーカー

事業 < Pick UP >

〒131-0045 東京都墨田区押上2-18-12
TEL：03-3621-5122 担当：東武鉄道グループ採用担当

東京電力は2016年4月に3つの
事業部門を分社化し、ホールデ
ィングカンパニー制に移行します。
今後も｢エネルギーの最適サービ
スを通じてゆたかで快適な環境
の実現に貢献する｣ことを経営理
念に掲げ、大胆なイノベーション
でお客さま一人ひとりのくらしやニ
ーズに積極的にお応えしていきま
す。

事業内容

事業内容

< Pick UP >

株式会社東横INN（東京エリア）
サービス

運輸・エネルギー

ワンポ イント P R

電気を中心としたエネルギー・サービス事業
～日本の販売電力量の約1／3を担っています～
日本経済の中心地である首都圏に電気をお届けしている東京電力
の販売電力量は日本全体の約3分の1。オーストラリア一国とほぼ同
程度となります。

< Pick UP >
若いうちからバリバリ仕事で成長

東武ステーションサービス株式会社

トウキョウデンリョクホールディングス

http://www.tepco.co.jp/personnel/index-j.html

〒100-8560 東京都千代田区内幸町1-1-3
TEL：03-6373-2352 担当：谷口 大祐
E-mail：taniguchi.daisue@tepco.co.jp
●設立／1951年5月1日
●資本金／1兆4,009億円
●代表者／代表執行役社長 廣瀬 直己
●売上高／6兆8,024億円（2014年度)
●従業員数／33,853名
●募集職種／事務系職

働く価値観･風土

働く価値観･風土
新しい出会いがたくさんある

美

ワンポイントPR
今、日本で一番勢いのある証券
会社です。アジアトップ１０入りを
目標に独自の路線を展開し、一
段上の金融グループ「プレミアハウ
ス」を目指しています。若い力、
女性の力を存分に活かしたい方、
国内外で活躍したい方、ワクワク
したい方、当社にはそのフィールド
があります。挑戦してみませんか？
お待ちしています！

株式会社コーセー

事業内容

東京電力ホールディングス株式会社

トウカイトウキョウフィナンシャルホールディングス
http://www.tokaitokyo-fh.jp/recruit/

当社は、東海東京証券（金融商品取引業）を中核とする金融グルー
プです。金融業界の新たな時代に向け、当グループの重要な戦略で
ある地域戦略やアライアンス（提携）戦略を一層推進し、厳しい経済・
環境下でも勝ち残れるようグループ力を高めております。

事業 < Pick UP >

ステップを踏んでじっくり成長

電気／ガス

創業40周年のエステティックサロ
ンです！充実した研修制度でエ
ステの技術から美容知識・接客
マナーまで、ゼロから学べます。お
客様の美をサポートし、お客様に
必要とされることで自分の存在価
値も高まります。当日は短期大
学出身の先輩エステティシャンに
よるお仕事紹介や質問会を実施
します。美容や接客に興味があ
る方はもちろん、人を笑顔にする
お仕事がしたい方、大歓迎です
☆★☆

事業内容

事業内容

< Pick UP >

新しい出会いがたくさんある

証券

〒450-6212 愛知県名古屋市中村区名駅4-7-1 ミッドランドスクエア12階
TEL：03-5282-7899 担当：山﨑 香林
E-mail：ttsc@mynavi.jp
●設立／1929年6月19日
●資本金／360億円
●代表者／代表取締役社長 最高経営責任者 石田 建昭
●売上高／827億円
●従業員数／2,502名
●募集職種／総合職・エリア総合職

ワンポイント PR

【エステティック業】フェイシャル・ボディ・脱毛・ブライダルで美を提供する
トータルエステティックサロン。女性専用サロン・男性専用サロン・脱毛
専門サロンを全国で200店舗以上、すべて直営展開しています。
■化粧品・エステ関連商品の研究開発及び販売■オリジナルコスメ
や美容機器・健康食品・サプリ等を自社で開発しています。

新しいものを生み出す

金融

http://www.tbc.co.jp/recruit/

〒163-0655 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル43F
TEL：03-3345-1399 担当：人事総務部 採用課 田中 賢一郎
E-mail：tbc-rec2017@tbc.co.jp
●設立／1976年3月22日
●資本金／7億8,000万円
●代表者／代表取締役 手塚 圭子
●売上高／非公開
●従業員数／2,200名
●募集職種／エステティシャン(正社員) お客様をキレイにしながら、
自分自身の美も磨くことができます！

運輸・エネルギー

東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社

エステティックティービーシー(ティービーシーグループ

その他

働く価値観･風土

参加企業情報

< Pick UP >
若いうちからバリバリ仕事で成長

ワ ンポ イ ント PR
当社の事業に携わることで、皆さ
ん自身も大きな成長を遂げてい
きませんか。四季リゾーツには、若
い皆さんが活躍できるフィールドが
たくさんあります。どの宿泊施設で
も20代の若手社員が活躍してい
るので、のびのびと働くことができ
ることでしょう。未来への希望とや
る気に満ちた皆さんのチャレンジ
に、期待しています。

事業 < Pick UP >
つなぐ

短期大学生 のための 合同企業セミナー

株式会社シジシージャパン
商社

食品／その他

金融

ＡｎｅＣａｎ、ＣａｎＣａｍなどのファッ
ション誌でおなじみのレディスブラ
ンドです。
女性が働きやすい環境整備につ
とめ、研修制度なども充実してい
ます！

新しい出会いがたくさんある

スターツグループ
建設・不動産

不動産／建設

金融

新しい出会いがたくさんある

つなぐ
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< Pick UP >
アットホームな社風

ワンポイントPR
３年間の育成期間は多くの人に
会うことで経験値を積み、知識を
持って人のお役に立つことで大き
く成長します。
その後育成職や専門職やサポー
ト職など、様々なコースがありキャ
リア志向やライフスタイルに応じて
異動可能なのが特徴です。
Ｕターン制度も導入され、地方
出身者も積極的に採用していま
す。

事業 < Pick UP >
安心

ここには、おもいやりのＩＴ技術があ
ります
◎社内は明るく相談のしやすい環境です
◎人を大切にする会社です
◎イベント・親睦会など社員交
流の多い会社です
◎大成ネットでは、プログラム未経
験者も多数入社しており、現在は
立派なPG・SEとなっております
★社内の環境を重視して就活してい
る方。
★『IT』に興味はあるけど自信の無い方。
ぜひ！お立ち寄りください

< Pick UP >

商社

働く価値観･風土

サービス

http://www.takayama-inf.com/

〒111-8588 東京都台東区西浅草3-24-6
TEL：03-3843-1847 担当：人事部 加賀谷・後藤
E-mail：saiyou@takayama-inf.com
●設立／1956年5月1日
●資本金／3億1,000万円
●代表者／代表取締役社長 髙山 時光
●売上高／1,950億円（2015年度見込み）
●従業員数／485名
●募集職種／総合職（営業、事務、商品管理 等）

働く価値観･風土

< Pick UP >
特定の人と深い信頼関係を創る

レストラン（その他）

〒162-0833 東京都新宿区箪笥町22
TEL：03-3268-8315 採用担当
E-mail：shinsotsu2017@tullys.co.jp
●設立／1998年
●資本金／1億円
●代表者／荻田築（おぎたきずく）
●売上高／260億円
●従業員数／705名
●募集職種／ストアマネージャー（店長）候補

ワンポイントPR
当社では菓子卸という立場から
PB商品開発もしており、皆さん
が普段食べているお菓子に髙山
が関わっているかも知れません。
「人物」及び「当社に対する熱意」
重視の採用です。お菓子が好き
な方、流通に興味のある方は是
非話を聞きに来て下さい！

当社は日本全国のメーカー様からお菓子を仕入れ、大手コンビニエン
スストアやスーパーを中心とするお得意先様へ卸す菓子専門商社で
す。商品管理から物流提案、売場提案、ＰＢの企画開発までトータ
ルに行っています。 卸売業は一般消費者の目に触れる機会は少ない
ですが、メーカーと小売業を繋ぐ重要な役割を果たしています。

縁の下の力持ちタイプ

アットホームな社風

タリーズコーヒージャパン株式会社

タカヤマ

その他

< Pick UP >

ステップを踏んでじっくり成長

つなぐ

事業 < Pick UP >

タリーズコーヒーは、厳選したコーヒー豆から手作りの一杯を提供するス
ペシャルティコーヒーショップを全国に展開しております。
お客様向けのコーヒースクールや、絵本の読み聞かせ会などを通して、
お客様から愛される店舗づくりをしています。
働く価値観･風土

つなぐ

地元に根をはる
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事業 < Pick UP >
安心

http://www.daisin.co.jp

「中小企業等協同組合法」「協同組合による金融事業に関する法
律」に基づく信用組合業務
預金業務、融資業務、内国為替業務、外国為替業務（取次）、
代理業務、国庫金収納、その他（各種自動受取、自動支払など）

事業 < Pick UP >

幅広く仕事をする（ゼネラリストタイプ）

ワ ンポ イ ント PR
JA全農は、JAグループにおける「
経済事業」を担っています。農家
が生産した農畜産物の販売と、
農家への必要な資材供給が主
な仕事です。生産者と消費者を
安心で結ぶという経営理念のもと、
幅広い事業を展開し、農家を支
える重要な役割があります。
農業や食に興味のある人は是非
説明会にご参加ください!!

ダイトウキョウシンヨウクミアイ

信用金庫

〒105-8610 東京都港区東新橋2-6-10
TEL：03-3436-0117 担当：人事部 新井 隆之
E-mail：dsnjinji@va.u-netsurf.jp
●設立／1952年9月6日
●資本金／137億6,500万円（平成27年3月末現在）
●代表者／理事長 安田 眞次
●預金量／5,134億円（平成27年3月末現在）
●従業員数／653名[男437名、女216名 平成27年4月1日現在]
●募集職種／総合職・一般職の区別なく募集。主な仕事内容：
窓口業務、後方事務、本部事務など金融業務全般

ワンポイントPR

株式会社髙山

http://ｗｗｗ.sumitomolife.co.jp/sumirei/

総合営業職は大卒・短卒の本社内組織で、育成期間の原則３年
間は担当企業においてライフコンサルティング・リスクマネジメント業務の
経験を積みます。
育成期間終了後は３コースあり、管理職やファイナンシャルプランナーと
してキャリアアップしていきます。
働く価値観･風土

事業 < Pick UP >

アットホームな社風

金融

事業内容

アットホームな社風

スミトモセイメイホケン

保険

働く価値観･風土

安心

アットホームな社風

大東京信用組合

http://www.taiseinet.com/

◆ソフトウェア開発・運用
◆システム企画・提案
◆パッケージソフト開発・販売

< Pick UP >

世界を相手にする

タイセイネット

情報処理／ソフトウェア

http://www.zennoh.or.jp/

■米麦・青果物・牛肉・鶏卵・乳製品等の農畜産物の販売
■飼料・肥料・農薬・農業機械・資材等の農業生産資材や食料品
・燃料等の生活関連資材の供給

働く価値観･風土

快適

安心

ゼンコクノウギョウキョウドウクミアイレンゴウカイ

総合／食品

事業 < Pick UP >

〒105-0012 東京都港区芝大門1-2-13 MSC芝大門ビル
TEL：03-5408-8566 担当：採用担当者
E-mail：saiyou@taiseinet.com
●設立／1996年4月
●資本金／1,000万円
●代表者／相馬 巨明
●売上高／8億1,200万円
●従業員数／85名
●募集職種／◎プログラマ・システムエンジニア ◎事務（SEサポート）

事業 < Pick UP >

正確性を発揮する仕事

〒104-8430 東京都中央区築地7-18-24
TEL：03-6381-3311 担当：高橋 枝里子
E-mail：eriko_takahasi@am.sumitomolife.co.jp
●設立／明治40年5月
●資本金／6,390億円
●代表者／取締役 代表執行役社長 橋本 雅博
●売上高／2兆5,795億円
●従業員数／42,115名
●募集職種／総合営業職

ワンポ イント P R
グループ全68社で様々な事業を
行っています。グループ会社が相
互に協力し合い、お客様のニー
ズにワンストップで応えることができ
る「総合力」が最大の強みです。海
外も22か国34拠点に展開。国
内でも海外でも、スターツグルー
プのトータルサポートが広がってい
ます。

昭和信用金庫は昭和７年の創
業以来、「相互扶助」「共存共
栄」の理念のもと地元の中小企
業・個人事業主・住民の皆様と
共に地域経済の持続的発展を
目指してまいりました。この一貫し
て変わらない姿勢と健全経営に
強いご支持をいただき、８４年目
を迎えております。地域の方々に
一番近い金融機関として、お客
様一人ひとりの期待にお応えする
ことが私たちの使命です。

< Pick UP >
特定の人と深い信頼関係を創る

ワ ンポ イ ント PR
「ホンモノを探す。つくる。運ぶ。売
る。」
成城石井はお客様からの声をカ
タチにしていく中で、様々な独自
の仕組みを作り上げてきました。
その仕組みを最大限に活かし、
日本中、世界中からおいしい、こ
だわった、安心安全な商品を発
掘、開発し、人を通して本当の
良さを伝えることで、お客様に豊
かな社会を創造するのが私たち
の目的です。
事業 < Pick UP >

チャレンジ精神を発揮する仕事

〒100-6832 東京都千代田区大手町1-3-1 ＪＡビル
TEL：03-6271-8123 担当：人事部 採用担当
E-mail：zennoh@myentry.net
●設立／1972年
●資本金／1,152億6,670万円
●代表者／代表理事理事長 成清 一
●売上高／4兆8,584億円
●従業員数／8,051名
●募集職種／担当職

積水ハウスグループの総合不動
産企業。主力の賃貸部門では、
独自のシステムが高い評価を受
けており、管理戸数は首都圏で
22万戸を超える規模になりました。
他にも、仲介、開発分譲、リフォ
ーム等不動産に係わる事業を幅
広く手掛けています。2013年に
会社分割を行い、東京・神奈川
・山梨・札幌を積和不動産、千
葉・埼玉・群馬・栃木・茨城を積
和不動産関東が担当しています。

大成ネット株式会社
情報・通信

事業内容

< Pick UP >

< Pick UP >

住友生命保険相互会社

事業内容

事業内容
事業内容

働く価値観･風土
ステップを踏んでじっくり成長

働く価値観･風土
地元に根をはる

美

スターツグループ

スターツグループは「出会ったお客様と人生の転機に何度でもお役にた
てるように」という想いから一生涯お付き合いが出来るように地域密着
で展開を広げてきました。事業内容としては建築事業、不動産事業
を核とし、金融・出版・ホテル・高齢者支援事業など幅広い事業を行
っています。

ワンポイントPR

信用金庫法に基づく金融業（預金、融資、為替、各種代理業務、
公金取扱業務など）その他、お客様支援業務全般

事業 < Pick UP >

http://www.starts.co.jp/recruit/newgraduates/

〒103-0027 東京都中央区日本橋3-2-10 スターツ八重洲中央ビル
TEL：03-6202-0362 担当：尾形早紀
E-mail：saki.ogata@starts.co.jp
●設立／1969年
●資本金／110億3,948万4,667円
●代表者／村石久二
●売上高／1,567億円（2015年3月期連結実績）
●従業員数／6,732名（2016年1月末日現在）
●募集職種／総合職（営業／事務）、ＳＥ職、技術職（施工・設計）

http://www.shinkin.co.jp/showa/

商社

事業内容

< Pick UP >

ショウワシンヨウキンコ

信用金庫

働く価値観･風土
チームで戦う

< Pick UP >

全国農業協同組合連合会（JA全農）

ワンポイントPR

■不動産の売買、交換及び貸借の仲介及び代理 ■不動産の売買、交換、貸
借、管理及び鑑定評価 ■不動産の利用等に関する調査、企画、設計、監理
及びコンサルティング ■一般土木建築及び造園の設計、施工、請負及び監理
第二種金融商品取引業 ■損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業
務 ■保安警備業、清掃請負業及び産業廃棄物処理業ほか

つなぐ

チームで戦う

http://www.sekiwa.co.jp/recruit/

〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-1-1 新宿マインズタワー
TEL：03-5350-7037 担当：人事部 三盃、杉下
E-mail：saiyou@sekiwa.co.jp
●設立／1976年3月
●資本金／17億5,896万円
●代表者／代表取締役社長 浅野 光太郎
●売上高／120,362百万円
●従業員数／613名
●募集職種／営業職（賃貸営業、仲介営業ほか）
一般事務職（営業内務ほか）

事業内容

事業内容

事業内容

働く価値観･風土

私たちJALスカイは、羽田・成田
の両基幹空港において旅客サー
ビス業務ならびにオペレーション業
務（運航支援業務、飛行機の
重量・重心位置管理業務など）
を一手に担う「空港総合力」が
自慢の会社です。
また、弊社には笑顔で明るい社員
が集まっており、飛行機を安全、
定時に出発させる仕事には責任
が伴い、非常にやりがいがありま
す。

働く価値観･風土

安心

セキワフドウサン

不動産

http://www.seijoishii.co.jp/recruit/shinsotsu/

食料品専門スーパーマーケット「成城石井」及びワインバー「ルバーラヴ
ァン52」の運営、オリジナル商品の開発・製造、輸入、卸販売

事業 < Pick UP >

チームで戦う

積和不動産株式会社
建設・不動産

事業 < Pick UP >

新しい出会いがたくさんある

〒155-0031 東京都世田谷区北沢1-38-14
TEL：03-3422-6184 担当：箕輪・本田・平山
E-mail：saiyou@showa-shinkin.co.jp
●設立／1932年12月17日
●出資金／13億8,673万円
●代表者／理事長 神保 和彦
●売上高／預金：4,055億6,332万円
●従業員数／355名
●募集職種／一般職（後方事務・窓口応対・電話応対等）

ワンポイント PR

衣料品企画製造販売
婦人服ブランド「ＳＴＲＡＷＢＥＲＲＹ－ＦＩＥＬＤＳ」「Uｎｉｖｅｒｖａｌ Ｍｕｓｅ」
直営店の運営

チームで戦う

< Pick UP >

昭和信用金庫

http://www.sugar.co.jp/

〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南3-9-25
TEL：0120-20-8553 担当：小野由貴
E-mail：jinji@sugar.co.jp
●設立／昭和55年1月21日
●資本金／1,600万円
●代表者／代表取締役 東 紗千子
●売上高／65億5,100万円
●従業員数／300名
●募集職種／販売職、デザイナー職、パタンナー職、一般職

ワンポイントPR

< Pick UP >

セイジョウイシイ

スーパー

〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸2-9-30 横浜西口加藤ビル5F
TEL：0120-368-770 担当：荻巣・小久保・石井
E-mail：seijoishii@s-hr.jp
●設立／1927年2月
●資本金／52億5,000万円
●代表者／原 昭彦
●売上高／630億円（2014年12月期）
●従業員数／約903名
●募集職種／総合職・販売職

ワンポイントPR
コープみらいは消費者・組合員へ
の貢献を目指し、首都圏3生協
（旧ちばコープ、旧さいたまコープ、
旧コープとうきょう）が合併して
2013年3月21日に誕生した“日
本最大”の生活協同組合（生協）
です。
職員同士が良いところを褒め合
えるイイネ！カードの促進や、育
児休暇の取得を進める等、“人
に優しく、誇りが持てる組織”を目
指し、様々な取組みをしています。

事業内容

働く価値観･風土
チームで戦う

快適

シュガー・マトリックス

アパレル

http://www.jalsky.co.jp/

日本を代表する基幹空港である東京国際空港（羽田）並びに成田
国際空港においてのJALグループ便、JALが受託する外国航空会社
便の旅客サービス業務および、オペレーション業務（運航支援業務、
飛行機の重量・重心位置管理業務など）。

事業 < Pick UP >

働く価値観･風土
地元に根をはる

流通

事業内容

メーカー

ジャルスカイ

航空

http://mirai.coopnet.or.jp/

【コープデリ宅配事業】毎週同じ組合員さんの元へご注文いただいた
商品をお届けしています。【店舗事業】コープ商品・産直商品を中心と
した品揃え、地域に根ざした店づくりを進めています。◆他にも共済・
保険、福祉、チケット、カルチャーなど、“食卓を笑顔に、地域を豊かに、
誰からも頼られる生協へ。”を目指し様々な事業を展開しています。

健康

株式会社成城石井

セイカツキョウドウクミアイコープミライ

生活協同組合

〒336-8526 埼玉県さいたま市南区根岸1-4-13
TEL：048-839-1595 担当：川崎 由美子
E-mail：coopnet_saiyo@g.coopnet.or.jp
●設立／2013年3月21日
●資本金／670億円
●代表者／理事長：新井 ちとせ
●売上高／3,587億円
●従業員数／2,932名
●募集職種／【コープデリ宅配事業】…地域担当
【店舗事業】…販売担当

事業内容

株式会社シュガー・マトリックス

ワンポイントPR
シダックスは全ての年代、全てのラ
イフステージ、全てのビジネスステー
ジにおいて「食を通じて健康を創
造する」をテーマにチャレンジし続け
る企業です。
成長しようとする人材には誰にでも
チャンスがあります。シダックスはカラ
オケだけではありません！

事業内容

< Pick UP >
若いうちからバリバリ仕事で成長

お店を輝かせるのは人・・・だから
こそ人にこだわり、風通し良くお互
いを助け合う風土があります。
研修制度も充実しており、多くの
女性社員が活躍している会社で
す。接客が好き、コーヒーが好き、
店舗運営に関わりたいなどどんな
方でも構いません。様々な想いを
形にできるフィールドがシャノアー
ルにはあります。やりがいのある環
境の中で、ぜひご自身の力を発
揮して下さい。

流通

事業 < Pick UP >

チャレンジ精神を発揮する仕事

〒144-0041 東京都大田区羽田空港3-3-2 第1旅客ターミナル
TEL：03-5756-3349 担当：鈴木智博
E-mail：saiyo.jalsky@jal.com
●設立／1982年
●資本金／1億円
●代表者／加藤洋樹
●売上高／140億円
●従業員数／2687名
●募集職種／正社員：メインベースコース

ワンポイント PR

事業内容

事業内容

カフェのレギュラーチェーンを全国に１９５店舗経営しています。心のこも
ったサービスを徹底するために全店に店長を配置し、フランチャイズ形
式を取らず、レギュラーチェーン(直営)として展開。地域やお客様のニー
ズに合わせた4つの業態を展開し、地域に根差した憩いの場として日
常的にご利用いただける店づくりを目指しています。

< Pick UP >

株式会社JALスカイ
運輸・エネルギー

http://www.chatnoir-company.com

〒170-6045 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60ビル45階
TEL：03-5928-1303 担当：人材開発課 泉、鍋田
E-mail：jinji@chatnoir-company.com
●設立／1965年5月（昭和40年）
●資本金／4億4,948万円
●代表者／代表取締役社長 中村 歩
●売上高／137億1,467万円（2014年度実績）
●従業員数／4,902名 内正社員307名 契約社員除く
●募集職種／店長候補及び本社スタッフ候補

働く価値観･風土

チームで戦う

シャノアール

その他／レストラン（洋食）

新しい出会いがたくさんある

働く価値観･風土

つなぐ

生活協同組合コープみらい

http://www.shidax.co.jp

受託給食サービス事業（学校・病院・企業など）、レストラン事業、売
店事業、スポーツ＆カルチャー事業、レストランカラオケ事業、車両運
行管理事業など、全部で1６の事業を展開しています。

事業 < Pick UP >

アットホームな社風

シダックス

その他／レジャー・アミューズメント

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-12-13 渋谷シダックスビレッジ
TEL：03-5784-8879 担当：人事部採用研修課 長澤千裕、高樋亜紀子
E-mail：person@shidax.co.jp
●設立／1960年5月
●資本金／10,781百万円
●代表者／代表取締役会長兼社長 志太勤一
●売上高／174,461百万円
●従業員数／8,695名、23,377名（外、平均臨時雇用者数）
●募集職種／◆栄養士職（栄養士免許取得見込）
業務内容：給食施設での献立作成・調理補助・栄養サポート等

日本各地に地域密着で経営す
るスーパーマーケット（以下、SM)
があります。それら各SMが1社で
はできないこと、みんなで協力した
ほうがより地域のお客様に貢献が
できること、例えば、商品開発や
調達、物流、情報システム、販
売促進などにＣＧＣは取り組んで
います。「協業」と呼ぶ、この活動
に賛同した約220社3900店のSM
とつくる、協業組織の本部機能を
担っています。

事業内容

事業内容

< Pick UP >

株式会社シャノアール
サービス

サービス

ワンポ イント P R

商品開発および商品供給、物流・情報支援、教育支援（各種研修
会の実施、現場指導）

働く価値観･風土

シダックス株式会社

シジシージャパン
https://job.mynavi.jp/17/pc/search/corp50733/outline.html

〒169-8531 東京都新宿区大久保2-1-14
TEL：03-3204-1031 担当：荒波 光弘、立山 安澄、小町 彩
E-mail：jinji@cgcjapan.co.jp
●設立／1973年10月
●資本金／5億2,375万円
●代表者／堀内 淳弘
●売上高／8,706億4,819万円（※本部取扱高）
●従業員数／353名（2015年5月現在）
●募集職種／一般職（総合職の補佐業務）

チームで戦う

参加企業情報

< Pick UP >
若いうちからバリバリ仕事で成長

ワ ンポ イ ント PR
お客様第一主義をモットーに「心
・ふれあい（ハート・トゥ・ハート）」
の信頼関係を大切にし、中小企
業金融の円滑化と地域経済の
活性化に取り組んでいます。
社内制度においては、「基礎能
力育成基本カリキュラム」など研
修制度が充実しており、職員ひと
りひとりが成長を実感できる職場
です。また、男女の区別なく仕事
ができる環境を整備しており、育
児休業等の福祉も充実していま
す。
事業 < Pick UP >
利便

タリーズコーヒージャパン
http://www.tullys.co.jp/
ワ ンポ イ ント PR
タリーズコーヒーは現在、全国各
地に600店舗を出店しています。
皆さんには、店舗運営のノウハウ
を学んでいただきながら、ゆくゆく
は一店舗の店長としてお仕事を
していただきます。自らを成長させ
たい方、チームワークを持って仕
事に取り組みたい方、チャレンジ
精神旺盛な方、是非一度タリー
ズコーヒーのブースへお越しくださ
い！
皆さんとお会いできるのを楽しみ
にしております。
事業 < Pick UP >
癒し

