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短期大学生のための
合同企業WEBセミナー
（LIVE配信） 参加企業情報

事
業
内
容

ワンポイントPR

不動産賃貸仲介業
不動産管理事業
不動産関連事業　他

株式会社エイブル エイブル

〒107-0051 東京都港区元赤坂1-5-5 元赤坂SFビル
TEL：03-5414-7032
エントリーURL：https://able-recruit.snar.jp/entry.aspx?entryid=8760fb40-
                  0366-41db-b660-73a2fe0ad606
問い合わせ先：エイブル人材開発部　森 修子

建設・不動産 不動産／賃貸住宅

●設立／1979年7月
●資本金／8,000万円
●代表者／代表取締役社長　吉田 晴雄
●売上高／466億6,600万円
●従業員数／3,734名
●募集職種／ハウジングコーディネーター（営業職）

私達の仕事はお客様である
大家さんと入居者さんを繋ぐ
仲介者です。お部屋探しの
お手伝いをすることはもちろん
ですが、大家さんの賃貸経
営の相談にのったり物件のリ
ノベーションの提案をします。
幅広い知識を持ってお客様
の「住まい」や「暮らし」の提
案をおこない、お客様双方か
ら「ありがとう」を頂けるやりが
いと喜びの大きい仕事です。
是非お待ちしております！

事
業
内
容

ワンポイントPR

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
『高品質・Everyday Low Price』を経営方針に掲げ、首都圏を中心に140
店舗（2023年1月現在）を展開。謙虚で誠実な店舗運営で“オーケーファ
ン”を増やし続けています。近年では1年間に5〜10店舗の出店を続ける今
まさに成長中の企業です。

オーケー株式会社 オーケー

〒220-8755 神奈川県横浜市西区みなとみらい6-3-6　
TEL：0120-308-387
エントリーURL：https://www.career-cloud.asia/24/form/entryb/select/
　　　　　　　　8a9906269e0e29968624ac1b172911cd
問い合わせ先：jinji@okco.jp　人事部　新卒採用担当

流通 スーパー

●設立／1967年
●資本金／28億6,882万円
●代表者／代表取締役 社長　二宮 涼太郎
●売上高／5,236億円（2022年3月実績）
●従業員数／1万5,572名（2022年3月時点）
●募集職種／①店舗スタッフ　②本部スタッフ

「オネストカード」と呼ばれる
カードで、「本日は野菜の質
が良くありません」といったよう
に商品情報を正直にお伝え
しております。こうした取り組
みの結果、TBSラジオ主催
スーパー総選挙では4年連続
で1位を達成。毎年、着実に
オーケーファンを増やしていま
す。
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（LIVE配信） 参加企業情報

事
業
内
容

ワンポイントPR

福祉事業を中心に、医療・教育・文化と幅広いフィールドで展開している総
合福祉企業です。
福祉事業は、訪問介護、介護付き有料老人ホーム、グループホーム、デイ
サービスを中心に運営をしております。ご利用者様が困っていることを様々な
視点からサポートをする事業展開をしております。

株式会社ケア21 ケアニジュウイチ

〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町2-6-1 堀内ビルディング3階
TEL：03-3254-5721
エントリーURL：https://liff.line.me/1654327275-avq94K1B/landing?follow=%
　　　　　　　　40ygx8313o&lp=9pLSVS&liff_id=1654327275-avq94K1B
問い合わせ先：ケア21新卒採用担当/03-3254-5721もしくは上記LINEよりお問い合わせ可能です。

サービス 介護／高齢者サービス

●設立／1993年11月1日
●資本金／1億円
●代表者／依田 雅
●売上高／363億6,100万円
●従業員数／8,107名
●募集職種／福祉総合職、保育士、ダイニング職、事務系総合職（若干名）

ケア21の知ってほしいポイント！

①ありがとうほめカードで互い
を認 め 合 う 社 風 が 定着！  
社風も魅力的！

②入社3か月間の研修をはじ
め半年、1年、1年半、2年、3
年…と研修も豊富です。人を
大事にし、人を育てる理念を
もとに従業員の教育・研修に
も力を入れています。イベントで
詳しいお話をさせていただきま
すので、ぜひお待ちしておりま
す！

事
業
内
容

ワンポイントPR

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。天皇陛
下をはじめとした皇室の方々を直近でお護りする「護衛」、皇居等の施設を
警戒し不法行為を未然に防ぐ「警備」等の業務により、「皇室守護」という
使命を全うします。

皇宮警察本部 コウグウケイサツホンブ

〒100-0001 東京都千代田区千代田1-3
TEL：03-3231-3115（代表）
エントリーURL：https://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html　※3/1より申し込み開始
問い合わせ先：皇宮警察本部警務課人事第二係
　　　　　　　　 03-3217-1516（人事第二係直通）

その他 行政機関

●設立／1886年
●代表者／皇宮警察本部長　松本 裕之
●従業員数／約940名
●募集職種／皇宮護衛官（国家公務員専門職）

皇室の方々を直近でお護り
する側衛官や、白バイ・サイ
ドカー、騎馬による護衛な
ど、皇宮警察でしか経験でき
ないことが多くあります。若手
職員でも騎馬や白バイ、音
楽隊の訓練に参加できるな
ど、様々なことに挑戦できる
環境が整っています。
公安職に興味がある方、白
バイ・騎馬に憧れている方、
皇室をお護りする仕事に関
心がある方はぜひ説明会に
ご参加ください。



短期大学生のための
合同企業WEBセミナー
（LIVE配信） 参加企業情報

事
業
内
容

ワンポイントPR

東京・埼玉・千葉・茨城に89店舗展開する食品スーパーマーケット。
創業100年以上、無借金経営の安定した企業です。

「豊かな暮らしのお手伝い」をモットーに、地域社会に貢献するスーパーマー
ケットを目指します。

株式会社コモディイイダ コモディイイダ

〒114-8501 東京都北区滝野川7-27-7
TEL：03-3916-1111
エントリーURL：https://job.mynavi.jp/24/pc/search/corp85142/outline.html
問い合わせ先：como-somu3916@comodi-iida.co.jp

流通 スーパー

●設立／1919年11月1日
●資本金／3億6,000万円
●代表者／飯田 武男
●売上高／872億7,600万円
●従業員数／6,491名
●募集職種／①販売職　②事務職

コモディイイダは店舗主導型
主義であり、皆さんの発想を
活かした売場づくりが実現で
きます。

「こうすればもっと売れるので
はないか、、、」「こうしたらお
客様は喜んでくれるのではな
いか、、、」など、仮説を立て
ながら実際の売場に反映し
ていきます。
一緒にコモディイイダで販売を
楽しみながら、地域社会に
貢献するスーパーを目指しま
せんか？

事
業
内
容

ワンポイントPR

★★東京都・長野県・静岡県で「医療」「高齢者福祉」「保育」の事業を
61事業展開しています。★★
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、デイサービス、ケアハウス、グ
ループホーム、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、病院、介
護医療院、保育園、他

社会福祉法人賛育会 サンイクカイ

〒130-0012 東京都墨田区太平3丁目17番8号
TEL：03-3622-7614
エントリーURL：https://forms.gle/JcXYTAXV5DfDY7hZA
問い合わせ先：社会福祉法人賛育会　法人事務局　人事部

サービス 高齢者サービス／その他

●設立／1918年3月
●代表者／小堀 洋志
●売上高／139億円
●従業員数／〈2022年4月1日現在〉全体1,941名(男性：429名、女性：1,512名)
●募集職種／①介護員　②保育士

◆年間休日数が《130日以上》！
→プライベートも充実
◆ 《福祉を学んでいなくても

安心》の教育研修制度
→入職時、3カ月、6カ月、
　 1年研修、介護職入職時

研修、OJT制度など多様
な研修、勉強会あり

◆自信を持って働ける《資格
取得支援制度》

→ 介護福祉士、介護支援
専門員を働きながら取得
可能

◆《キャリアパス制度》でなり
たい自分に！

→様々な挑戦ができる働き方
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事
業
内
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ワンポイントPR

★お菓子（和・洋）の企画・製造・物流・販売★　東京を中心に関東で自
社オリジナルブランドの直営店・卸売事業などを展開中です。
【ブランド】
東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、Butter Butler、フランセ、ココリスなど
♦海外展開♦
フランチャイズ方式で東南アジアを中心に7か国47店舗に展開中です。

株式会社シュクレイ シュクレイ

〒107-0061 東京都港区北青山 1-2-7 コウヅキキャピタルイースト 7F
TEL：03‐6455‐4105
エントリーURL：https://job.axol.jp/jn/s/sucrey_24/mypage/login
問い合わせ先：TEL 03‐6455‐4105　採用担当

サービス その他

●設立／2011年12月15日
●資本金／6,000万円
●代表者／代表取締役社長　阪本 良一
●売上高／119億5,800万円（2022年3月期）
●従業員数／769名（2021年11月現在）
●募集職種／①販売職　②製造職　③EC職（通信販売職）

■今日一人、熱狂的なファ
ンを創る

お菓子を通して「喜びを創り
喜びを提供する」ことが私たち
の経営理念。その経営理念
を実践するため私たちは「今
日一人、熱狂的なファンを創
る」を合言葉に日々取り組ん
でおります。お客様のために
商品の品質を高め最高の笑
顔を提供すること。社員一人
一人が今日という一日のチャ
レンジを重ねることで多くの熱
狂的ファンを創ることができる
のです。

事
業
内
容

ワンポイントPR

◆焼肉レストラン「叙々苑」「游玄亭」の経営
　 首都圏を中心に直営店71店舗を展開
◆焼肉弁当の製造販売及びデリバリー
◆焼肉セット、キムチなどのギフト販売
◆焼肉のたれ、野菜サラダのたれの製造販売

株式会社叙々苑 ジョジョエン

〒106-0032 東京都港区六本木6-1-24 ラピロス六本木5階
TEL：03-3423-2921
エントリーURL：https://www.jojoen.co.jp/recruit/
問い合わせ先：TEL 03-3423-2921　jinjibu@jojoen.co.jp

サービス 外食／レストラン

●設立／1984年
●資本金／1,000万円
●代表者／代表取締役会長　新井 泰道、代表取締役社長　新井 昌平
●売上高／212億200万円（2022年3月実績）
●従業員数／3,710名（正社員 1,167名　アルバイト 2,543名） ※2022年4月現在
●募集職種／接客サービス、調理、食品製造（職種別採用、ジョブローテーション）

叙々苑のおいしさを作り出し
ているのは、社員一人ひとり
の“思い”。
求める人物像は【人が好き　
食が好き　笑顔が素敵～人
の喜びを自分の喜びとして感
じることができる人～】です。
アルバイト経験や専門的な
知識がなくても、弊社の思い
に共感してくださる方と一緒
に、お客様に焼肉を通じて
「おいしさという幸せ」を届けて
いきたいと考えています。私た
ちと一緒に働きませんか。
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事
業
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容

ワンポイントPR

首都圏を中心とした電力供給等、エネルギーサービスを展開
発電事業、一般送配電事業、小売電気事業他

東京電力ホールディングス株式会社 トウキョウデンリョクホールディングス

〒100-8560 東京都千代田区内幸町1-1-3
TEL：03-6373-2652
エントリーURL：https://www.tepco.co.jp/recruit/
問い合わせ先：saiyo@tepco.co.jp　採用担当

運輸・エネルギー 電力

●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　小早川 智明
●売上高／5兆3,099億円（2021年度）
●従業員数／27,898名（2021年度末）
●募集職種／①事務系職　②技術系職

東京電力は、国内最大の電
力販売量を誇る電力会社で
す。電力会社というと、技術
系職場の印象があるかもしれ
ませんが、実は事務系職の
活躍の場もたくさんあります。
また、社員一人ひとりが、各
自の個性を活かして活躍で
きるよう、柔軟な働き方がで
きる制度・環境を整えていま
す。是非、東京電力のお仕
事について知っていただけれ
ばと思います！

事
業
内
容

ワンポイントPR

農畜産物の販売および生産資材・生活関連資材の購買
（農協法に基づく経済事業）

全国農業協同組合連合会 ゼンコクノウギョウキョウドウクミアイレンゴウカイ

〒100-6832 東京都千代田区大手町1-3-1 JAビル
TEL：03-6271-8127
エントリーURL：https://zennoh.snar.jp/entry.aspx?entryid=4e488c86-6a8a-
                  4c80-af90-4e233961313d
問い合わせ先：TEL 03-6271-8123

商社 総合

●設立／昭和47年3月30日
●資本金／1,152億5,200万円（令和4年3月現在）
●代表者／野口 栄
●売上高／4兆4,724億円（令和3年度実績）
●従業員数／7,813名（令和4年3月現在）
●募集職種／担当職

JA全農は、JAグループの経
済事業を担当し、国産農畜
産物の販売や農業生産に
必要なさまざまな資材を全
国に供給する事業を行ってい
ます。
農業のために、消費者のため
に、地域のために。
持続的な発展につながる「た
くましい」農業づくりに、私たち
は挑戦を続けます。
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事
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容

ワンポイントPR

2005年のホテル事業参入以来、独自のビジネスモデルで拡大を続け、現
在全国143棟20,783室（2023年1月1日時点）を運営するホテルマネジメン
ト会社です。国内外のお客様へ、くつろぎと利便性をご提供しております。お
もてなしとビジネス視点を獲得できる当社で活躍しませんか？

株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント マイステイズ・ホテル・マネジメント

〒106-0032 東京都港区六本木六丁目2番31号 六本木ヒルズノースタワー14階
TEL：03-6857-2529
エントリーURL：https://mystays-recruit.net/jobfind-pc/
問い合わせ先：TEL 03-6857-2529

サービス ホテル／レストラン

●設立／1999年7月
●資本金／100,000,000円
●代表者／代表取締役会長　山本 俊祐、代表取締役社長　代田 量一
●売上高／74,414,000,000円（2019年12月期実績) ※2020年以降コロナ禍については非開示
●従業員数／7,060 名（2022年12月31日現在）
●募集職種／フロント（宿泊部門）、レストラン・宴会サービス（料飲部門）、調理部門

お客様の「ありがとう」が、ホテ
ルの価値を高めることに繋が
る。徹底したおもてなしとマネ
ジメント力で、全国143棟の
ホテルを運営中。様々なホテ
ルブランドを展開するため、幅
広いゲストに対応するホスピ
タリティ＆マネジメントスキルが
身につきます！人と関わるこ
とや旅行＆観光が好きな方・
メンバーと協力して物事を進
められる方、私たちと一緒に
働きましょう◎

事
業
内
容

ワンポイントPR

都市型店舗・郊外型店舗・小商圏店舗等、商圏規模に合わせてコンセプ
トの異なる家電量販店を展開
地域に根差した社会インフラとして家電・家具・インテリアの販売、SPA事業
実店舗の強みを活かしたネット販売、リユース・リサイクル商品の販売

株式会社ヤマダデンキ ヤマダデンキ

〒370-0841 群馬県高崎市栄町1番1号
TEL：027-345-8725
エントリーURL：https://job.axol.jp/jn/s/yamada-holdings_24/entry/agreement
問い合わせ先：人事部　採用課　新卒採用担当

流通 専門店／家電

●設立／2020年4月1日
●資本金／1億円
●代表者／代表取締役会長 小林 辰夫、代表取締役社長 上野 善紀
●売上高／1兆2,849億円
●従業員数／14,000名
●募集職種／総合職（家電販売・セールスエンジニア・法人営業）

ヤマダデンキでは家電だけで
なく、家具・インテリア、生活
雑貨、おもちゃ、ゲームなども
販売しております。
お客様の暮らしまるごとをご
提案することができる仕事で
す。
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事
業
内
容

ワンポイントPR

神奈川県と東京都を中心に稠密な店舗ネットワークを擁し、地域によって
異なるお客さまのニーズに合わせた、きめ細かいサービスを提供しています。
預金・貸出・為替・投資型商品の販売業務、金融商品仲介、相続関連
業務、投資銀行業務 など事業内容は多岐にわたります。

株式会社横浜銀行 ヨコハマギンコウ

〒220-8611 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-1-1
TEL：045-225-1212
エントリーURL：https://job.axol.jp/jn/s/hamagin_24/entry/
問い合わせ先：横浜銀行　人財部　DEI推進室　新卒採用担当

金融 銀行

●設立／1920年12月16日
●資本金／2,156億28百万円
●代表者／代表取締役頭取　片岡 達也
●売上高／業務粗利益 1,771億円
●従業員数／4,455名
●募集職種／①総合職　②カスタマーサービス職

横浜銀行は100年以上の歴
史を持つ地方銀行です。「地
域に根ざし、ともに歩む存在
として選ばれるソリューションカ
ンパニー」を長期的に目指す
姿とし、地域やお客さまに寄
り添い、ありとあらゆる課題解
決に貢献しています。
行員一人ひとりが心と心をつ
なぐことのできる高いコミュニ
ケーションスキルを持って地域
に寄り添い、ともに成長する。
そんな会社で活躍してみませ
んか。


