40 社 が来場!!

参加企業インデックス

流通

ファッション／宝飾品 株式会社アズノゥアズ（AS KNOW AS 他）

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

金融

証券／保険

イー･ギャランティ株式会社

サービス

その他

エステティック TBC（TBC グループ株式会社 )

オークラヤ住宅株式会社

金融

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
株式会社東京 TY フィナンシャルグループ

建設・不動産 不動産／その他

2

メーカー

アパレル

株式会社オンワード樫山（23 区 , 組曲 他）

金融

銀行

サービス

ホテル／介護

株式会社共立メンテナンス

金融

レンタル／リース

サービス

その他

皇宮警察本部

運輸・エネルギー 海運

メーカー

化粧品

株式会社コーセー

サービス

サービス

介護

社会福祉法人賛育会

建設・不動産 不動産／メンテナンス 日本ハウズイング株式会社

サービス

その他

シダックス株式会社

商社

住宅／建材

運輸・エネルギー 航空

株式会社 JAL スカイ

メーカー

電気・電子機器／精密機器 ヒロセ電機株式会社

運輸・エネルギー 航空

株式会社 JAL ナビア

メーカー

電気・電子機器

富士フイルム イメージングシステムズ株式会社

昭和信用金庫

サービス

その他

防衛省自衛隊 東京地方協力本部

スターツグループ

商社

食品

丸千千代田水産株式会社

金融

信用金庫

建設・不動産 不動産／その他

3

短大生を採用する企業だけ 約

4

その他

トヨタモビリティサービス株式会社
（旧：トヨタレンタリース東京）
株式会社日新
日本郵便株式会社（日本郵政グループ）

保険

住友生命保険相互会社

金融

保険

明治安田生命保険相互会社

流通

生活協同組合

生活協同組合コープみらい

サービス

その他

株式会社ユニバーサル園芸社

サービス

その他

西洋フード・コンパスグループ株式会社

金融

信用金庫

横浜信用金庫

商社

総合

全国農業協同組合連合会（JA 全農）

商社

食品

横浜冷凍株式会社

金融

保険

第一生命保険株式会社

サービス

その他

株式会社 LAVA International

金融

信用金庫

大東京信用組合

サービス

ホテル

リゾートトラスト株式会社

メーカー

生活用品／その他

株式会社ダイヤコーポレーション

商社

半導体／電機・電子機器

株式会社ルネサスイーストン

サービス

その他

株式会社ＬＥＯＣ

商社

アパレル

株式会社レナウン（arnold palmer timeless 他）

6

土

橋本総業ホールディングス株式会社

金融

5

短期大学生のための
合同企業セミナー

特別ブース

東京しごとセンター ヤングコーナー

特別ブース

東京都私立短期大学協会 キャリア教育委員会

タイムスケジュール
① 13：00〜13：30 ④ 15：00〜15：30
② 13：40〜14：10 ⑤ 15：40〜16：10
③ 14：20〜14：50
16：30 閉館

主催：一般社団法人東京都私立短期大学協会
7

入退場
自由

協力：株式会社ジェイ・ブロード

株式会社ＬＥＯＣ
サービス

http://www.leoc-j.com/

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3 大手センタービル16階・17階
TEL：03-5220-8572 担当：冨田 亜紀子
E-mail：sinsotu@leoc.co.jp
●設立／1983年4月1日
●資本金／5,000万円
●代表者／代表取締役会長兼社長 小野寺 裕司
●売上高／708億円（2017年3月期）
●従業員数／会社全体：16 ,056名（2017年4月末時点）
●募集職種／専門職（栄養士職・調理師職）

短期大学生
のための 合同企業セミナー
短期大学生
合同企業セミナー

のための

働く価値観･風土

< Pick UP >
縁の下の力持ちタイプ

商社

http://www.renown.com

アパレル製品及び雑貨の企画、製造、販売

事業 < Pick UP >

働く価値観･風土

健康

アットホームな社風

ワンポイントPR
カジュアルからビジネスブランドまで
幅広く展開。意見のしやすいアッ
トホームな社風や充実した研修
制度があり、意欲のある若手社
員に責任のある仕事をどんどんお
任せします！人は何よりも貴重
な財産と考え、一人ひとりが仕事
と生活を両立できるような環境整
備を行っています。くるみんマーク
を取得しており、女性活躍の推
進やLGBTの方々への対応も行
っています。

< Pick UP >

事業 < Pick UP >

チャレンジ精神を発揮する仕事

伝える

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～

東京都私立短期大学協会 キャリア教育委員会

特別ブース

特別ブース

http://tokyoshigoto-young.jp/

〒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 担当：阿久根 ひかり
E-mail：hikari.akune@os.tempstaff.jp

http://www.totankyo.or.jp/

〒102-0074 東京都千代田区九段南4-7-22 ﾒｿﾞﾝ･ﾄﾞ・ｼｬﾙｰ203号室
TEL：03-3265-3651

ワンポイントPR

ワンポイントPR

■東京都が設置した就業支援機関です■
東京しごとセンターヤングコーナーでは34歳以下の若者を対象に就職支援アドバイザーによる個別カウンセリン
グや就活に役立つセミナーを開催し、仕事を探す若者をあらゆる角度からサポートいたします。

当ブースでは、本日のセミナーについてや、就職活動においてのお悩み相談を受け付けています。
【昨年の相談事例】
・業界研究や企業研究の仕方がわからない
・本日のセミナーでどの会社を回ったら良いか
・ESの書き方や面接対策方法
・自分の短期大学での就職支援制度の使い方がわからない
など

※東京しごとセンター開館時間
【平日9時～20時、土曜9時～17時】
自分にあう仕事が分からない、就活の仕方がわからない、応募書類の書き方がわからない。私たちはこんな困
ったに応えています。

実際に短期大学の就職担当が相談に乗りますので、どの企業を回ったら良いか、今後の活動をどうしたらよい
か悩んでる方は、当ブースへお越しください。

どんな些細なことでも構いませんので、まずはお気軽にお越しください。
皆さんのお越しをお待ちしております！

事業内容

Ｐ２〜６
1

レナウン

アパレル

〒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：谷内田、魚住、日沼
E-mail：jinji01@renown.com
●設立／2004年（創業1902年）
●資本金／184億7,100万円
●代表者／北畑 稔
●売上高／676億2,400万円（2017年2月期・連結）
●従業員数／4,631名（2017年2月末現在・連結）
●募集職種／販売社員

ワンポイントPR
委託給食業界内で、成長率業
界トップクラスの企業です。LEOC
には病院・福祉施設・保育園・
社員食堂・スポーツ部門等、管
理栄養士・栄養士の皆さんが活
躍できるフィールドが幅広くありま
す！また、研修制度も充実して
おりますので、自身のスキルアップ
ができます。

事業内容

事業内容

【病院等の受託給食業務】【老人福祉施設の受託給食業務】【事業
所給食受託業務】【保育園給食受託業務】【アスリート栄養サポート】
その他、様々なシーンにおいて、「食」による栄養サポートを行なっています。

専門性を追求する（スペシャリストタイプ）

株式会社レナウン

レオック

その他

6

富士フイルムイメージングシステムズ株式会社
メーカー

横浜冷凍株式会社

働く価値観･風土

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

半導体／電機・電子機器

〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-1
TEL：03-6275-0651 担当：生形 大助（うぶかた だいすけ）
E-mail：saiyo@rene-easton.com
●設立／1954年
●資本金／50億4,267万円
●代表者／石井 仁
●売上高／775億8,100万円
●従業員数／478名
●募集職種／総合職（営業・営業技術・設計開発 他）
一般職（営業事務・一般事務 他）

ワンポイン ト P R

事業 < Pick UP >

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

働く価値観･風土

癒し

アットホームな社風

5

< Pick UP >
ステップを踏んでじっくり成長

ワンポイントPR
☆好きを仕事にして、人生をワク
ワク生きよう☆
「身体を動かすことが好き！」「人
を笑顔にすることが好き！！」そ
んな想いを持った方には、ぴったり
の職場です。
将来的には、TOPインストラクター、
SV、トレーナー、人事・PR・マーケ
ティング等、様々なキャリアアップが
可能！
好きなことに打ち込める熱意のあ
る方、働きながら成長していきた
い方、お待ちしています♪

メーカー

コーセーは、「英知」と「感性」を融合し、長く愛される商品からトレンドを
創り出すアイテムまで、独自の価値を持った化粧品を生み出しています。
ESPRIQUE、雪肌精、ONE BY KOSEをはじめ、「COSME DECORTE」
といったプレステージブランドの幅広い化粧品の開発・製造及び販売を
手掛けます。
働く価値観･風土
新しい出会いがたくさんある

健康

ルネサスイーストン
ワンポイントPR
当社は電子部品を取り扱う専門
商社です。商社で「未来のヒット
商品」に関わるお仕事をしてみま
せんか。私たちの生活に欠かせな
い「半導体」を通じて、社会の発展
に貢献しています。また、社員の約
8割が文系学部出身ですが、教
育制度も充実しており１からステ
ップアップすることが出来ます。人
物重視・学部学科不問、皆様
のご応募お待ちしております。

事業 < Pick UP >
利便

< Pick UP >
特定の人と深い信頼関係を創る

給食サービス事業（保育園・病院・高齢者施設・企業など）、社会サ
ービス事業（公共サービス、学童児童館など）、レストラン事業、レスト
ランカラオケ事業、車両運行管理事業、物流事業、スポーツ＆カルチ
ャー事業など
働く価値観･風土

< Pick UP >
チームで戦う

ワンポイントPR
国家公務員として、人のために
働きたいという強い気持ちのある
方にお勧めです。
採用後は、皇居内にある皇宮警
察学校において職務に必要な知
識・技能を学びます。

< Pick UP >

事業 < Pick UP >

専門性を追求する（スペシャリストタイプ）

https：//www.san-ikukai.or.jp

第一種･第二種社会福祉事業及び公益事業
特別養護老人ホーム、デイサービスセンター
病院、介護老人保健施設、ケアハウス
グループホーム、保育園 他

事業 < Pick UP >

働く価値観･風土
幅広く仕事をする（ゼネラリストタイプ）

美

< Pick UP >

事業 < Pick UP >

チームで戦う

2

安心

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

羽田・成田空港における、JALグループ便ならびにJALが受託する外
国航空会社便の旅客サービス業務（チェックインカウンター、トラフィック、
ラウンジ等）およびステーションオペレーション業務（飛行機の発着工程
管理、飛行機の重量・重心位置管理業務）を担当
働く価値観･風土

健康

事業 < Pick UP >

ジャルスカイ

航空

〒144-0041 東京都大田区羽田空港3-3-2
TEL：03-5756-3348 担当：鈴木 智博
E-mail：saiyo.jalsky@jal.com
●設立／1982年9月
●資本金／1億円
●代表者／屋敷 和子
●売上高／153億円（2016年度実績）
●従業員数／2,773名
●募集職種／グローバルフィールドコース、メインベースコース

ワンポイントPR
シダックスグループは、人生のあら
ゆるシーンで食とサービスを提供す
る「総合サービス企業」です。「運
動・栄養・休息・心・美」をメイン
テーマに、健康創造企業としてす
べてのライフステージのお客様へサ
ービスをお届けしております。
ロンドン・ソチ・リオ・平昌の地では
日本選手への食事提供業務を
受託しました！

ワンポイントPR
医療・福祉・保育の勉強をしてき
た人から、そうでない人まで様々な
職員がいます。だからこそ、色々
な利用者の様々な価値観に寄り
添っていける「厚み」になっていま
す。新人一人一人をしっかり育て
上げる教育制度があればこその強
みです。「誰かの役に立ちたい。」
その思いを、あなたも実現してみ
ませんか。充実した労働環境と
独自制度もある福利厚生であな
たを大切にします。

専門性を追求する（スペシャリストタイプ）

株式会社JALスカイ
運輸・エネルギー

安全

サンイクカイ

介護

〒130-0012 東京都墨田区太平3-17-8
TEL：03-3622-7614 担当：遠矢・新川・東・松本・堀家
E-mail：houjin-jinji@san-ikukai.or.jp
●設立／1918年（大正7年）3月
●代表者／理事長：小堀 洋志
●従業員数／2,210名
●募集職種／介護員・保育士

ワンポイントPR

http://www.shidax.co.jp

〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町1-17-10 シダックス新宿セントラルロード3F
TEL：03-6632-5005 担当：小林・高樋（たかとい）・久保田
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／148,433百万円
●従業員数／9,215名
●募集職種／栄養士職・学童保育職・セラピスト職・運転サービス士職

アットホームな社風

サービス

シダックス

その他

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

社会福祉法人賛育会

“本当の美しさ”を追い求めること
に限りない情熱を注ぎ続ける。
コーセーの創業は1946年。創業
者・小林孝三郎の「正しきことに
従う心」「最高よりも最良を」とい
う言葉通り、化粧品一筋でお客
さまに心から喜ばれる商品づくり
のために、前例や常識にとらわれ
ずチャレンジしてきました。

シダックス株式会社
サービス

チームで戦う

https://www.kose.co.jp/jp/ja/

〒103-8251 東京都中央区日本橋3-6-2
TEL：03-3273-1511 担当：人事部 美容スタッフ採用事務局 野本
E-mail：beautyrecruit@kose.co.jp
●設立／1946年
●資本金／48億4,800万円
●代表者／小林一俊
●売上高／2,667億円6,200万円
●従業員数／7,410名（2017年3月期）
●募集職種／美容スタッフ職（販売職）

美

コウグウケイサツホンブ

その他

働く価値観･風土

癒し

コーセー

化粧品

事業 < Pick UP >

皇宮警察本部は、皇室守護を専門とする唯一の警察組織です。そ
の任務は主に２つあります。
１つは天皇皇后両陛下及び皇族各殿下の御身辺の安全を確保す
るための「護衛」 。 ２に皇居、御所、各御用邸等を守る「警備」。
そのほかにも、警務部門では、音楽隊が活躍しています。

事業 < Pick UP >

チャレンジ精神を発揮する仕事

株式会社コーセー

事業 < Pick UP >

http://www.rene-easton.com/

< Pick UP >

事業内容

会員制リゾートホテル業界で26
年連続売上高№1。会員制ホテ
ルだからできるオーダーメードサー
ビスが当社の一番の強みであり、
働く上でのやりがいです。また働き
方改革にも力を入れており、経
済産業省から「健康経営優良
法人（ホワイト500）」の認定を受
けています。

ラヴァ インターナショナル

アットホームな社風

事業内容

< Pick UP >
特定の人と深い信頼関係を創る

< Pick UP >

アットホームな社風

安全

事業内容

事業内容

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
26年間連続売上高No.1。
働く価値観･風土

事業 < Pick UP >

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

〒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 担当：東京人事総務部人事課 棚瀬 陽介
E-mail：yosuke.tanase@rt-group.jp
●設立／1973年4月1日
●資本金／195億8,808万円（2017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／1,435億4,100万円（2017年3月期 連結）
●従業員数／6,698名（2017年3月末 連結）
●募集職種／営業職、ホテル運営職

●ホットヨガスタジオＬＡＶＡは日本最大級・全国300店舗以上を
展開！
●20種類以上の多彩なプログラムや、オリジナルウェアや商品開発も！
●男女問わず、お客様の心身の健康と美容をサポートしています。

働く価値観･風土

つなぐ

http://recruit.yoga-lava.com

〒107-0061 東京都港区北青山1-2-3 青山ビル11階
TEL：03-6369-2861 担当：郷・宇賀神・今村・倉林・木暮・布目・西・中島
E-mail：fresh-recruit@yoga-lava.com
●設立／2005年4月
●資本金／3,000万円
●代表者／鷲見 貴彦
●売上高／369億円（2017年3月期）※グループ全体
●従業員数／5,335名(2017年10月末現在)※グループ全体
●募集職種／ヨガインストラクター、フロント事務、本部企画

ワンポイン ト P R
創業以来70年に渡る経験やノウ
ハウと､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、“食品
流通のエキスパート”として２つの
事業を展開しています。
皆さんへ安全・安心な「食」を届
けるため、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

ホテル

その他

寮事業・ホテル事業・シニアライフ事業を軸とした事業展開をしている
東証一部上場企業です。寮事業は全国で約3万室を運営し、業界
シェア率1位、ホテル事業はビジネスホテル「ドーミーイン」が72棟、リゾ
ートホテルが29棟の計101棟を全国展開しています。
共通するのはマニュアルのない「おもてなしの心」です。

事業 < Pick UP >

< Pick UP >
若いうちからバリバリ仕事で成長

〒100-0001 東京都千代田区千代田1-3
TEL：03-3217-1516 担当：三輪 とし子
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／皇宮護衛官

ワンポイントPR
創業40年以来一度も赤字にな
ったことがない安定している会社
です。
不動産業界、サービス業界(ホテ
ル・介護)に興味のある学生さん
を是非お待ちしております！

事業内容

アットホームな社風

新しい出会いがたくさんある

事業内容

< Pick UP >

リゾートトラスト株式会社

個人を鍛える

サービス

事業内容

事業内容

■冷蔵倉庫事業■
食品を中心とした貨物の保管管理
■食品販売事業■
水産品・畜産品・農産品の販売・加工並びに輸出入

< Pick UP >

株式会社LAVA International

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

〒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／115億3,392万円
●代表者／代表取締役社長 岩渕 文雄
●売上高／1,175億2,100万円
●従業員数／1,120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／管理部門）

働く価値観･風土

地元に根をはる

環境

ヨコハマレイトウ

食品

縁の下の力持ちタイプ

働く価値観･風土

事業 < Pick UP >

サービス

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：早川 直輝
E-mail：saiyo@dormy.co.jp
●設立／1979年9月27日
●資本金／77億334万5,127円
●代表者／上田 卓味
●売上高／1,358億2,800万円(連結)
●従業員数／4,576名（連結）
●募集職種／総合職・ホテル職・介護職

ワンポイントPR
ファッションを通してお客様の最
高の一着をおもてなしするお仕
事です。また、充実した福利厚
生があるのも特徴です。育児休
業や時短制度など、オンワードオ
リジナルのプラスアルファの制度が
ありキャリアを重ねて活躍できる
風土があります。ファッションの知
識、経験は必要ありません！ぜ
ひお気軽にブースへお立ち寄り下
さい！

皇宮警察本部

キョウリツメンテナンス

ホテル／介護

オンワードカシヤマ
https://onward.co.jp/

働く価値観･風土

事業内容

< Pick UP >

専門性を追求する（スペシャリストタイプ）

ワンポイントPR
≪よこしん≫は地域の皆様に信
頼され、親しまれる金融機関を
目指しています。
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
スキル向上やお客様の夢の実現
のために熱意を持って働く気持ち
が必要です。
「人を大切にし」「仕事に誇りを持
ち」「横浜を愛する」人財をお待ち
しております。

サービス

安心

アパレル

チームで戦う

快適

株式会社共立メンテナンス

事業 < Pick UP >

正確性を発揮する仕事

紳士服、婦人服、子供服、身の廻り品などの企画・製造・販売。
23区・組曲・TOCCA・ポールスミスウィメン・五大陸・JOSEPH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。

事業 < Pick UP >

アットホームな社風

< Pick UP >

〒103-8239 東京都中央区日本橋3-10-5
TEL：03-5476-5931 担当：北里 麻里絵
E-mail：onward-hr@onwad.co.jp
●設立／2007年3月
●資本金／50億円
●代表者／代表取締役社長執行役員 大澤 道雄
●売上高／1,410億9,600万円
●従業員数／5,084名
●募集職種／ファッションスタイリスト（販売職）

ワンポイントPR

< Pick UP >

ステップを踏んでじっくり成長

事業内容

働く価値観･風土

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

信用金庫法に基づく金融機関業務（預金・融資・内国外国為替・
投資信託・各種代理店業務・各種相談業務）

働く価値観･風土

メーカー

☆短大生積極採用企業です。
（事務職・営業職）
他にもこんな特徴が…
■「女性ラインマネージャーの割
合」３１．９％
■「女性営業職の割合」４４．１
％
■「転居を伴う配属・転勤なし」
■「育休取得率」１００％「復職
率」９２．３％
当日は活躍中の短大卒OG社員
を交え、リアルにお伝えします！

当社は、旧三和銀行系（現三菱UFJ銀行）の不動産流通会社として１９８２
年に誕生し、昨年創業３５年目を迎えました。
首都圏エリアを中心にあらゆる不動産の売買・仲介からビル賃貸、土地活用
コンサルティング、リフォーム・リノベーション、保険、生活関連サービスまで「住生
活総合サービス企業」として幅広い事業を展開しています。

ワンポイントPR
■安心の大手グループ企業なが
ら平均年齢が30歳と若く、若手が
互いに切磋琢磨する活気のある
職場です。また、産休や育休はも
ちろん、短時間勤務や定時勤務
など、ライフスタイルの変化に合わ
せて働き方を選べる環境が整って
いるため、長く働くことが可能です。
■知識不問！研修に加え、配
属後に一つひとつの仕事を先輩
社員が丁寧に指導しますので、
必要な知識は入社後に習得でき
ます。

株式会社オンワード樫山

オークラヤジュウタク
http://www.ohkuraya.co.jp/

〒102-0083 東京都千代田区麹町4-5-22 オークラヤ麹町ビル
TEL：0120-367-116 担当：総務本部 採用担当 中村・古川・両角・志田
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／201億3,900万円（2017年3月期）
●従業員数／344名（男188名 女156名） ※ オークラヤ住宅単体
459名（オークラヤ住宅グループ合計）
●募集職種／■営業職 ： 仲介営業、ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ■事務職 ： 短大・専門卒のみ

安心

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：045-680-6917 担当：市原 彩果
E-mail：jinzai@yokoshin.co.jp
●設立／大正12年7月
●資本金／18億円（出資金）
●代表者／大前 茂
●売上高／1兆7,160億円（預金積金）
●従業員数／1,247名
●募集職種／総合職・一般職

ワンポイン ト P R
お客様に心地よい空間を提供す
るために何ができるか？その想い
に基づいた事業展開により本業
のレンタルグリーン事業を軸にアー
トフラワー事業,ランドスケープ事
業、などを展開する総合園芸会
社です。近年ではショップやネット
による植物・花の販売、カフェの
経営、海外への事業展開とその
領域を広げています。

事業内容

事業内容

◎レンタルグリーン事業◎レンタルアートフラワー事業
◎ランドスケープ事業◎緑花事業◎特殊緑化事業
◎生花事業◎ブライダル事業◎イルミネーション事業
◎店舗事業

サービス

金融

オークラヤ住宅株式会社

事業 < Pick UP >

行動力で勝負！

横浜信用金庫

ユニバーサルエンゲイシャ
http://www.uni-green.co.jp/

〒568-0095 大阪府茨木市佐保193-2 / 〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町5-11
TEL：072-649-2266 担当：桐山和也
E-mail：u-saiyou@uni-green.co.jp
●設立／1974年2月1日
●資本金／172,770千円
●代表者／森坂 拓実
●売上高／7,118,772千円
●従業員数／292名
●募集職種／営業サービス課：植物のメンテナンス、
営業企画課：新規開拓営業、管理本部：総務・人事、経理

< Pick UP >

若いうちからバリバリ仕事で成長

働く価値観･風土
縁の下の力持ちタイプ

環境

建設・不動産 不動産／その他

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

■保証事業 企業間取引では、商品を先に納め、その代金を後日受
け取る「後払い」の取引が主流です。そのため、物やサービスを販売した
企業は「もし代金が支払われなかったら・・・」という不安を常に抱えてい
ます。私たちは、取引を制限し成長を妨げるこの不安を取り除く「保証
サービス」の提供を通じて、お客様の安心と挑戦に貢献しています。

事業 < Pick UP >

新しいものを生み出す

事業内容

株式会社ユニバーサル園芸社
その他

働く価値観･風土

安心

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。

(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 >

アットホームな社風

メイジヤスダセイメイホケン
http://www.meijiyasuda-saiyo.com/2019/

< Pick UP >

イーギャランティ

証券／保険

〒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：人事部 本田
E-mail：saiyo@eguarantee.co.jp
●設立／2000年9月8日
●資本金／15億1,560万円
●代表者／代表取締役社長 江藤 公則
●売上高／45億7,700万円
●従業員数／160名
●募集職種／一般職 営業事務、お客様との契約の管理など、サポート
中心の業務を担当していただきます。

ワンポイントPR

婦人服の製造、企画、卸、小売

働く価値観･風土

金融

http://www.asknowas.com/recruit/newgrads/
「絶えず上品で高品質なカジュアルウ
ェアを提供し、お客様と共に分かち合
える」「社会と顧客と企業と社員の利
益と満足を満たし、アズノゥアズに関
わる全ての人が幸せになること」これら
の理念のもと、「すべては、お客様の
満足のために」『アズノゥアズ』に関わ
る全ての人々が幸福に、好きな良い
服で幸せになって欲しい。私たちは、
いつもそう考えています。今後も更な
る感動と幸せを提供していく企業で
あり続けたい。そんな私たちの想いに
共感してくれる仲間を求めています。

アットホームな社風

安心

イー・ギャランティ株式会社

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 鈴木
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／99億円（2017年2月決算）
●従業員数／771名
●募集職種／販売職

事業内容

< Pick UP >

保険

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。

事業 < Pick UP >

ステップを踏んでじっくり成長

〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-1-1
TEL：03-3216-4888 担当：梶山 裕香
E-mail：hi-kajiyama@meijiyasuda.co.jp
●設立／1881年7月9日
●基金総額／8,800億円（基金償却積立金を含む・2017年9月末現在）
●代表者／取締役 代表執行役社長 根岸 秋男
●保険料等収入／2兆6,158億円（2016年4月～2017年3月）
●従業員数／42,542名（うち営業職員＜MYライフプランアドバイザー＞31,958名）
（2017年9月末現在）
●募集職種／法人総合営業職(地域型)、総合職（全国型）、総合職（地域型）

日本一の市場である築地は、毎
日様々な食材が全国各地から
運ばれ、活気に満ちています！そ
して、弊社の社長は全国の市場
で初の女性社長です。また、社
員の4割が女性である為、女性
が働きやすい職場環境を整えて
おります。食べることが好きな方、
明るく元気な方、是非当社のブ
ースへお越し下さい！

事業内容

事業内容

働く価値観･風土
縁の下の力持ちタイプ

商社

金融

ワンポイン ト P R

当社は築地市場内にて、水産物及び加工食品を取り扱う食品の卸
売会社です。取り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、デザート類まで幅広い加工
食品を取り扱っています。

< Pick UP >

明治安田生命保険相互会社

マルセンチヨダスイサン
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・中林
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／462億円
●従業員数／140名
●募集職種／一般職

世界を相手にする

働く価値観･風土
幅広く仕事をする（ゼネラリストタイプ）

伝える

丸千千代田水産株式会社
食品

国の防衛・災害派遣・国際平和協力活動

事業 < Pick UP >

アットホームな社風

流通

事業内容

< Pick UP >

株式会社アズノゥアズ

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

事業内容

私たち富士フイルムイメージング
システムズは「最後の一社になっ
ても写真文化を守り続ける」こと
を信念としております。
ありとあらゆるイメージング分野に
おいて、時代を越えても“変わら
ぬ価値”を守っていくと共に、時代
に合わせた“新たな価値”を創造
していきます。

事業内容

事業内容

働く価値観･風土
あるものを改善・強化する

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

〒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：田村 隆三
E-mail：reku1@rct.gsdf.mod.go.jp
●設立／1954年
●代表者／防衛大臣 小野寺 五典
●従業員数／224,422名（2017/3/31現在）
●募集職種／自衛官（一般曹候補生、自衛官候補生等）

ワンポイン ト P R

▽デジタルカメラおよび関連製品の販売 ▽写真・プリント関連製品の
販売および企画 ▽大型広告ディスプレイ、IDカード、クラウドサービス
の販売および設計・運用支援等 ▽画像・情報処理技術等のシステ
ム開発・設計および技術サポート

サービス

サービス

http://ffis.fujifilm.co.jp/

〒141-0031 東京都品川区西五反田3-6-30
TEL：03-5745-2253 担当：菅原 航
E-mail：ffis.saiyo@fujifilm.com
●設立／2012年2月1日
●資本金／1億円
●代表者／西村 亨
●売上高／578億円
●従業員数／約500名
●募集職種／事務職⇒各事業部の営業サポート

商社

防衛省自衛隊 東京地方協力本部

フジフイルムイメージングシステムズ

電気・電子機器

< Pick UP >
世界を相手にする

ワンポイントPR
日本の玄関口である東京国際
空港(羽田)と成田国際空港で、
お客さまと最初に出会うのが我々
JALスカイです。
社員全員が一つのチームとして、
責任を持って飛行機一便一便
のハンドリングを行っております。
安全、定時に、そしてお客さまに
最高のサービスを提供しながら飛
行機を出発させるという、大変魅
力、やりがいのある仕事です。

事業 < Pick UP >
つなぐ

株式会社JALナビア
運輸・エネルギー

アットホームな社風

大東京信用組合

メーカー

生活用品／その他

事業 < Pick UP >

■商品企画職：自社商品の企画～設計・デザインまでトータルにマネ
ージメントして頂きます。
■営業事務職：各お客様からの注文・問い合わせ内容のシステム入
力、伝票処理～商品加工作業まで幅広く対応して頂きます。
働く価値観･風土
新しいものを生み出す

利便

3

働く価値観･風土

事業 < Pick UP >

地元に根をはる

安心

ダイヤコーポレーション

橋本総業ホールディングス株式会社
商社

< Pick UP >
ステップを踏んでじっくり成長

ワンポイントPR
「健康でゆとりある暮らしの創造」
を企業理念として、家庭用品・ゴ
ルフ用品・ベビー/マザー用品など
でオリジナリティ溢れる商品の企
画開発を行っています。近年は、
「グッドデザイン賞」や「キッズデザ
イン賞」を多数受賞、ISO9001の
認証も取得、日々生み出し続
ける商品の向上に余念がありま
せん。私たちと一緒に新たな価
値観を世の中に広めていきませ
んか？
事業 < Pick UP >
快適

住宅／建材

働く価値観･風土
専門性を追求する（スペシャリストタイプ）

専門性を追求する（スペシャリストタイプ）

< Pick UP >
ステップを踏んでじっくり成長

ニホンハウズイング

< Pick UP >

事業 < Pick UP >

http://www.hirose-recruitment.jp/graduate/

【事業内容】電子機器用コネクタ、高周波・光コネクタ、マイクロコネク
タ、高周波・光デバイスの開発・製造・販売。自動組立機・治工具・
精密金型の開発。
【紹介】海外売上高比率は70％を超えるなど、グローバルブランドとして
も日本国内の他、北米、欧州、アジアを中心に事業を展開しています。
働く価値観･風土
世界を相手にする

快適

4

安心

ヒロセデンキ

電気・電子機器／精密機器

〒224-8540 神奈川県横浜市都筑区中川中央2-6-3
TEL：045-620-9246 担当：新卒採用担当
E-mail：hrs.rrecruit.1a@hirose-gl.com
●設立／1937（昭和12）年8月15日
●資本金／94億400万円
●代表者／代表取締役社長 石井 和徳
●売上高／1,151億300万円（2017年3月期/連結）
●従業員数／4,319名（2017年3月末現在/連結）
●募集職種／一般職：一般事務（営業、技術、人事・総務、経理 他）

ワンポイントPR
当社には「正直、親切、熱心、感
謝」が根付いています。これは創
業から受け継がれてきたもので、
社員は常に心のどこかに留め、お
客様のパートナーとして仕事に取り
組んでいくことを表しています。
公的資格取得講座や各種商品
研修会等があり、スキルアップが
できる仕組となっています。
また、社員の健康維持・増進の
取組やＣＳＲとして2013年にプロ
テニスチームを創設、各種の大会
へ出場しています。

ワンポイントPR
不動産業界と聞いてどんな仕事
をイメージしますか？
マンションが建てられた後、掃除
や建物の修繕や設備の点検は
誰がやるのでしょうか？
販売会社がやる訳でも仲介会
社がやる訳でもありません。そこで
管理会社の出番です。
そこに住む人々が当たり前に住む
ことができるよう、日々の生活を
支える。それが管理会社の役割
です。
事業 < Pick UP >

縁の下の力持ちタイプ

ヒロセ電機株式会社
メーカー

つなぐ

http://www.housing.co.jp/

＜マンション管理事業＞
＜ビル管理事業＞
＜不動産管理事業＞
＜営繕工事業＞
働く価値観･風土

安心

ハシモトソウギョウホールディングス

創業128年目の建築・住環境に関する設備機器等の商社です。水道・
ガス等の配管からキッチン、浴室、トイレ、洗面化粧台、エアコン、また太
陽光パネルや蓄電池といった省エネ商品まで幅広く提供しています。建
設会社（ゼネコン、ハウスメーカー等）から地域販売店（卸売業者）まで
建設業界に携わる企業へより良い商品をお届けしています。

事業 < Pick UP >

〒160-8410 東京都新宿区新宿1-31-12
TEL：0120-518-500 担当：澁谷 しぐれ
E-mail：nhjinji@housing.co.jp
●設立／1966年9月
●資本金／24億9,290万円
●代表者／小佐野 台
●売上高／985億円[2017(平成29)年3月末]
●従業員数／5,633名（本社員1,807名／準社員3,826名）
●募集職種／マンション管理コンサルタント、営繕技術コンサルタント、一般事務

日本郵便株式会社は、全国を
網羅する郵便局ネットワークを通
じて、国民生活に密着したサービ
スを提供するとともに、郵便・物
流のネットワークを通じて、全国の
お客さまにユニバーサルサービスを
提供する、日本郵政グループの
要となる会社です。郵便・貯金・
保険などのこれまでのサービスに
加え、新しいサービスを提供する
ことで、触れ合いあふれる豊かな
暮らしの実現に貢献します。

http://www.hat-hd.co.jp （http://www.hat.co.jp）

〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町9-9
TEL：03-3665-9092 担当：遠藤 仁樹
E-mail：saiyou2019@hat.co.jp
●設立／1890年3月
●資本金／5億4,252万円
●代表者／橋本 政昭
●売上高／1,228億9,000万円
●従業員数／960名[連結]、814名[単体]
●募集職種／一般職（お客様からのご注文やお問い合わせ等に対する事務）

< Pick UP >
若いうちからバリバリ仕事で成長

日本ハウズイング株式会社

事業 < Pick UP >

新しい出会いがたくさんある

ワンポイントPR
社内にはベテランから若手まで、
気さくで仕事に前向きな社員が
多く、また若手のうちから責任あ
る仕事ができる環境が整っていま
す。仕事を通じて社会貢献した
い方、是非当社で物流のプロを
目指しましょう！

建設・不動産 不動産／メンテナンス

ワンポイントPR

< Pick UP >

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

【国際複合一貫輸送のパイオニア】
陸・海・空の運送に係わる利用運送及び運送取次事業、倉庫業、
港湾運送事業、通関業、海上運送事業、内航海運業、貨物自動
車運送事業、建設業、梱包業、海運代理店業、航空運送代理店
業 ほか

世界を相手にする

http://www.post.japanpost.jp/

郵便業務、銀行窓口業務、保険窓口業務、印紙の売りさばき、地方
公共団体からの受託業務、前記以外の銀行業、生命保険業および
損害保険業の代理業務、国内・国際物流業、ロジスティクス事業、不
動産業、物販業など

つなぐ

ニッシン

海運

働く価値観･風土

つなぐ

ﾆｯﾎﾟﾝﾕｳﾋﾞﾝ(ﾆｯﾎﾟﾝﾕｳｾｲｸﾞﾙｰﾌﾟ)

その他

事業 < Pick UP >

新しい出会いがたくさんある

〒102-8350 東京都千代田区三番町5
TEL：03-3238-6624 担当：諏佐・小堀・高野
E-mail：personnel-sc@nissin-tw.com
●設立／1938年12月
●資本金／60億9,726万円
●代表者／代表取締役社長 筒井 雅洋
●売上高／2,012億900万円
●従業員数／1,553名（2017年4月）
●募集職種／総合職（営業・現業・通関・管理・海外）

事業 < Pick UP >

新しい出会いがたくさんある

〒100-8798 東京都千代田区霞が関1-3-2(本社所在地)
E-mail：2019日本郵政グループ新卒採用サイト
（http://saiyo.japanpost.jp/）をご覧ください。
●設立／2007年10月1日
●資本金／4,000億円
●代表者／代表取締役社長 横山 邦男
●売上高／3,758,970百万円（2017年3月実績）（連結）
●従業員数／195,242名（2017年3月現在）
●募集職種／総合職、地域基幹職、一般職

http://www.daiya-idea.co.jp/

〒164-0001 東京都中野区中野2-2-4 ダイヤビル
TEL：03-3229-2630 担当：大野 明
E-mail：tk.soumu@daiya-idea.co.jp
●設立／1961年10月
●資本金／2,000万円
●代表者／代表取締役 豊澤 一誠
●売上高／31億8,600万円
●従業員数／107名
●募集職種／総合職：商品企画職、一般職：営業事務職

ワンポイン ト P R
お客様第一主義をモットーに「心・
ふれあい」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。
また、育児休業等の福祉も充実
しており、女性が安心して働き活
躍できる職場環境を整備してい
ます。

サービス

運輸・エネルギー

事業内容

アットホームな社風

新しい出会いがたくさんある

ワンポイントPR
保険会社＝固い・厳粛というイメ
ージを持っていませんか？当社の
仕事と魅力・やりがいを知り、そん
な先入観を払拭して下さい。皆さ
んの知らない保険会社の一面、新
たな発見がきっとあるはずです！
また当社は女性のダイバーシティ
ーに力を入れており、女性として
キャリアを積んでいける環境が整
っております。
みなさんの先輩ＯＧも活躍してい
ますよ！ぜひお待ちしています！

< Pick UP >

子銀行3行（東京都民銀行、八
千代銀行、新銀行東京）は関
係当局の許認可の取得等を前
提として、2018年5月1日の合併
を予定しています。新しい銀行名
は「きらぼし銀行」です。首都圏
地銀として専門性を高めることが
でき、かつ、総合職ながら転居を
伴う転勤がない働き方によって、
豊かな人生の創造を。

株式会社日新

トヨタモビリティサービス
ワンポイントPR

日本郵便株式会社(日本郵政グループ)

事業内容

< Pick UP >

< Pick UP >

株式会社ダイヤコーポレーション

事業内容

事業内容

「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）。
働く価値観･風土

働く価値観･風土
チームで戦う

つなぐ

http://www.daisin.co.jp

〒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：shinkumi_he056@daisin.co.jp
●設立／1952年9月6日
●資本金／出資金 147億7,800万円（平成29年3月末現在）
●代表者／理事長 柳沢 祥二
●売上高／預金量 5,652億円（平成29年3月末現在）
●従業員数／652名（男428名、女224名）（平成29年4月現在）
●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

https://daiichi2019.to-entry.jp/sougou/

生命保険業 （１）個人及び企業向け各種保険・年金商品の引受。
契約保全サービス等の保険料業務及び関連業務。 （２）有価証券
投資・貸付・不動産投資などの資産運用。 （３）他の保険会社その
他金融業を行う者の代理または事務代行 （４）投資信託の窓口販
売業務等。

事業 < Pick UP >

ダイトウキョウシンヨウクミアイ

信用金庫

ダイイチセイメイホケン

保険

働く価値観･風土
地元に根をはる

ワンポイントPR

< Pick UP >

地元に根をはる

レンタカー業界シェアＮｏ．1！
東京23区を中心に店舗展開を
行なうトヨタグループのレンタカー
会社です。
お客様に安心で安全なクルマを
使って頂けるよう、新しくキレイなク
ルマの提供、誰にでもわかりやすく
利用しやすい仕組みづくり、そして
なにより貸出すスタッフの応対品
質を高めることを心がけています。
ぜひ当社のブースに足をお運びく
ださい！

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

健康

働く価値観･風土

育成

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

〒102-8320 東京都千代田区九段南2-3-18
TEL：03-3263-7895 担当：濱崎 豪史
E-mail：saiyou@toyota-rl-tyo.co.jp
●設立／1966年
●資本金／17億5,000万円
●代表者／村上秀一
●売上高／742億円
●従業員数／1,035名
●募集職種／レンタカースタッフ

http://www.tokyo-tyfg.co.jp/

普通銀行業。東京TYフィナンシャルグループは、「首都圏における中小
企業と個人のお客さまのための金融グループとして、総合金融サービス
を通じて、地域社会の発展に貢献します。」という経営理念を掲げ、
首都圏においてお客さまから真に愛される地域No.1の都市型地銀グ
ループを目指しています。

事業 < Pick UP >

美

トウキョウティワイフィナンシャルグループ

銀行

〒107-0062 東京都港区南青山3-10-43
TEL：03-6447-5822 担当：青野･福原
E-mail：recruit@tokyo-tyfg.jp
●設立／2014年10月
●資本金／275億円
●代表者／代表取締役社長 味岡 桂三
●売上高／【預金量】4兆7,844億円（2017年3月現在）
●従業員数／3,214名（2017年3月現在）
●募集職種／銀行業務全般(総合職)

証券業界と言うと馴染みが無い
かもしれませんが、知識は入社後
に習得いただけますのでご安心
下さい。
お客様の資産運用のコンサルティ
ングをしますので、お客様との信
頼関係が必要な、やりがいのある
仕事です。また、お客様のためは
もちろんのこと、社員が働きやす
い環境も整えております。

ステップを踏んでじっくり成長

レンタル／リース

事業 < Pick UP >

金融

ワンポイントPR
創業40年以上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。当日は短大
卒の先輩エステティシャンによるお
仕事説明や体験談をご紹介しま
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 < Pick UP >

ステップを踏んでじっくり成長

株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ

ワンポイントPR

< Pick UP >

< Pick UP >

（東京都民銀行・八千代銀行・新銀行東京）

事業内容

< Pick UP >

金融

新しい出会いがたくさんある

トウカイトウキョウフィナンシャル・ホールディングス

トヨタモビリティサービス株式会社（旧 トヨタレンタリース東京）

事業内容

働く価値観･風土
世界を相手にする

< Pick UP >

〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 ＧＩＮＺＡ ＳＩＸ 9階
TEL：050-3781-0722 担当：高橋 香梨
E-mail：Ｔａｋａｈａｓｈｉ816＠dl.dai-ichi-life.co.jp
●設立／1902年9月15日
●資本金／600億円
●代表者／稲垣 精二
●売上高／2兆8,666億円
●従業員数／56,724名
●募集職種／総合営業職・基幹職・機関経営職

ワンポイン ト P R
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!!

事業内容

事業内容

■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

ステップを踏んでじっくり成長

金融

ワンポイントPR
私たちは、コントラクトフードサービ
ス世界最大手コンパスグループの
一員です。グループのスケールメリッ
ト、レストラン時代の技術とノウハ
ウを活かし“食”の発生する様々
なシーンでお食事を提供していま
す。企業で働く会社員に、老人
ホームに入居している高齢者に、
水族館にきたファミリーに、美味し
い！楽しい！ヘルシー！を笑顔
とともにお届けしています。

専門性を追求する（スペシャリストタイプ）

第一生命保険株式会社

ゼンコクノウギョウキョウドウクミアイレンゴウカイ

https://zennoh.snar.jp/entry.aspx?entryid=50b03476-0daa-4795-bd14-e56cdb0258fc

〒100-6832 東京都千代田区大手町1-3-1 ＪＡビル
TEL：03-6271-8123 担当：ＪＡ全農 人事部 人材育成課 採用担当
E-mail：zz_zk_recruit@zennoh.or.jp
●設立／1972（昭和47）年
●資本金／1,152億5,240万円
●代表者／代表理事理事長 神出 元一
●売上高／4兆5,981億円
●従業員数／7,544名 （平成29年3月31日)
●募集職種／担当職

金融

チームで戦う

セイヨウフード・コンパスグループ
http://www.seiyofood.co.jp/

働く価値観･風土

安心

働く価値観･風土
新しい出会いがたくさんある

安心

働く価値観･風土

癒し

http://www.tokaitokyo-fh.jp/recruit/

当社は東海東京証券を中核とする総合金融グループです。中部地
区においては圧倒的な存在感とブランド力を持っております。有力地
方銀行との提携合弁証券やプラットフォームビジネスなどのユニークな
戦略により、幅広い金融ビジネスを展開しております。

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

■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約200店舗、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・サプリメント等を自社で開発しています。

事業 < Pick UP >

事業内容

全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農）

その他

1.コントラクトフードサービス
(企業内食堂、病院、高齢者施設でのお食事の提供)
2.商業施設内レストランの運営
3.食品・食材の販売

事業 < Pick UP >

チームで戦う

証券

事業 < Pick UP >

ステップを踏んでじっくり成長

< Pick UP >
若いうちからバリバリ仕事で成長

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

〒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 永井
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
●従業員数／2,250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！

はじめまして！タリーズコーヒーで
す。
私たちは下記のような想いを持っ
た皆さんと働けるのを楽しみにし
ています。
・カフェが好きな方
・チャレンジ精神旺盛な方
・チームワークをもって働きたい方
ぜひお気軽に話を聞きにきてくだ
さい！

〒103-0027 東京都中央区日本橋3-6-2
TEL：03-3517-8717 担当：小松 飛輝
E-mail：saiyo@tokaitokyo.co.jp
●設立／1929（昭和4）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／654億円
●従業員数／2,820名
●募集職種／総合職(転勤を伴う異動あり)
エリア総合職(転勤伴う異動なし)

事業内容

< Pick UP >

< Pick UP >

〒104-0045 東京都中央区築地5-5-12 浜離宮建設プラザビル4F・5F
TEL：03-3544-0357 担当：小谷 尚子
E-mail：SFCGjinzai@compass-jpn.com
●設立／1947年
●資本金／1億円
●代表者／小澤 典裕
●売上高／904億695万円
●従業員数／正社員1,432名
●募集職種／栄養士職、総合職、調理師職

生活協同組合コープみらいは、
東京・埼玉・千葉の1都2県で事
業を行う【日本最大の】生活協
同組合です。
私たちコープみらいは、“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、食の
安全と安心を第一に、コープデリ
宅配事業や店舗事業を通して、
食卓に笑顔をお届けし、食の文
化に関与している自覚を持ち、
組合員のくらしに生涯にわたって
貢献しています。

事業内容

事業内容

働く価値観･風土

サービス

ワンポイン ト P R

【コープデリ宅配事業】：毎週1回、同じ組合員さんのもとへご注文いた
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をし、地域に根ざしたお店づくりを目指しています。
【その他事業】：共済・保険、福祉・介護、チケット・サービスなどの事
業を通して、くらし全般を支える事業を行っています。

★人と関わる仕事がしたい！
★キャリアアップしたい！
★チームワーク、仲間を大切にし
て働きたい！
★プライベートも仕事も充実させ
たい！
１つでも当てはまるかたはぜひお
越しください。

西洋フード・コンパスグループ株式会社

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

〒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@coopdeli.coop
●設立／2013年3月21日
●資本金／665億円
●代表者／理事長：新井ちとせ
●売上高／3,853億円
●従業員数／3,178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

地元に根をはる

新しい出会いがたくさんある

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

ワンポイントPR

ワンポイントPR

東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社
金融

サービス

事業内容

生活協同組合コープみらい

働く価値観･風土

快適

働く価値観･風土

http://www.sumitomolife.co.jp/about/employ/saiyou

個人保険、団体保険などの各種生命保険契約の販売と顧客サービ
スおよび財務貸付、有価証券投資、不動産投資などの資産運用。

事業 < Pick UP >

チームで戦う

スミトモセイメイホケン

http://www.tullys.co.jp/

スペシャルティコーヒーショップ「タリーズコーヒー」を全国に展開

チャレンジ精神を発揮する仕事

安心

エステティックTBC (TBCグループ株式会社)

タリーズコーヒージャパン

レストラン（その他）

〒162-0833 東京都新宿区箪笥町22番地
TEL：03-3268-8315 担当：赤嶺志穂
E-mail：shiho-a@tullys.co.jp
●設立／1998年
●資本金／1億円
●代表者／代表取締役社長 岩古 良春
●売上高／302億円（2017年4月）
●従業員数／771名
●募集職種／ストアマネージャー（店長）候補

事業 < Pick UP >

正確性を発揮する仕事

保険

サービス

事業内容

スターツグループは創業48年の歴
史があり、グループ71社・海外22
ヶ国34都市にネットワークを持つ、
総合生活文化企業です。その中
で根幹事業となる不動産事業で
は短大出身者が大変多く活躍し
てくれています！
短大・四大、男女関係なく幅広
いキャリアアップが可能です。是非
1度、ブースへお越しください！

< Pick UP >

< Pick UP >

〒104-8430 東京都中央区築地7-18-24
TEL：03-6381-4030 担当：小川 久美
E-mail：u-turn-sumirei@am.sumitomolife.co.jp
●設立／明治40年5月
●資本金／30兆269億円（総資産）
●代表者／取締役 代表執行役社長 橋本 雅博
●売上高／3兆3,154億円(保険料等収入)（年間）
●従業員数／42,835名
●募集職種／総合営業職
事業内容

事業内容

働く価値観･風土
地元に根をはる

金融

ワンポイン ト P R

① 建設・不動産・管理事業
② 金融・コンサルティング事業
③ 出版・メディア・情報・広告事業
など グループ71社（海外31社含む）

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・地域住民の皆
様と共に地域経済の持続的発
展を目指して活動してまいりまし
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、86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。

住友生命保険相互会社

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

〒103-0027 東京都中央区日本橋3-4-10 スターツ八重洲中央ビル
TEL：03-6202-0362 担当：人事部採用チーム
E-mail：recruit@starts.co.jp
●設立／1972年
●資本金／110億3,948万4,667円（2014年9月30日現在）
●代表者／代表取締役会長兼グループCEO
●売上高／1,601億円（2016年3月期連結実績）
●従業員数／7,015名
●募集職種／総合職（営業、企画など）：350名
一般職（営業事務・一般事務）：若干名

総合

働く価値観･風土
地元に根をはる

安心

スターツグループ

不動産／その他

信用金庫法に基づく金融業務。
入庫後は担当業務について十分な業務知識を身につけ、管理職の
もとで後方事務・窓口応対・電話応対を担当します。

事業 < Pick UP >

正確性を発揮する仕事

スターツグループ

商社

当社は、お客さまのJALグループに
対する第一印象を左右する最初
の窓口として、航空券やパッケージ
ツアーの予約・販売だけでなく、お
客さまから様々なご質問・ご相談
を通じて、JALとしてのサービスを
提供するサービスフロントです。私
たちはJALの顔としてお客さま窓
口の最前線を支える「世界最高
のコンタクトセンター」を目指して、
お客さまに最高のサービスを提供
していきます。

ワンポイントPR

タリーズコーヒージャパン株式会社

事業内容

< Pick UP >

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

事業内容

働く価値観･風土
専門性を追求する（スペシャリストタイプ）

ショウワシンヨウキンコ

信用金庫

〒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
●資本金／【出資金】13億6,883万円（2017年9月30日現在）
●代表者／理事長 神保 和彦
●売上高／預金：4,127億2,711万円
●従業員数／354名（2017年9月30日現在）
●募集職種／一般職

ワンポイン ト P R

事業内容

事業内容

・航空旅客に関わる予約受付・案内、および、航空旅客券、ツアー商
品の販売
・旅行業法に基づく旅行業

流通

金融

http://www.jalnavia-saiyo.jp/

〒140-8645 東京都品川区東品川2-4-11 野村不動産天王洲ビル18階
TEL：03-5460-5698 担当：湯浅 栄樹
E-mail：saiyo-jnvpz@jal.com
●設立／1988年
●資本金／5,000万円
●代表者／高津 良彦
●売上高／105億円
●従業員数／1,641名（2018年2月1日時点）
●募集職種／総合職

建設・不動産

昭和信用金庫

ジャルナビア

航空

< Pick UP >
新しいものを生み出す

ワンポイントPR
ヒロセ電機が扱う電子部品・コネ
クタ。普段はなかなか目立たない
存在かもしれませんが、エレクトロ
ニクス業界には欠かすことのでき
ない製品です。
弊社では、高い技術力とマーケテ
ィング力を駆使し、常にニーズを
先取りした新製品を開発、市場
に供給することで最先端技術に
常にアプローチしています。

事業 < Pick UP >
つなぐ

