
10月28日参加企業

ルームA ルームB ルームC ルームD

企業名 増木工業株式会社（新卒/転職・再就職希望者） 株式会社ビット（新卒/第二新卒/転職・再就職希望者） 株式会社ヒロエンジニアリング（新卒） 株式会社ユニオンプレート（新卒/第二新卒/転職・再就職希望者）

勤務形態 フルタイム フルタイム/テレワーク フルタイム フルタイム

業種 建設 ソフトウェア サービス（その他） 金属製品

職種
施工管理職（特殊建築物・住宅・リフォーム）、

不動産営業（賃貸管理・開発）
システムエンジニア/プログラマ 機械設計、配管設計、プラント設備設計、産業設備機械設計 販売管理部門の受発注業務担当

勤務地 埼玉県、東京都 神奈川（主に横浜）、東京23区内 茨城県、神奈川県、群馬県等 長野県千曲市

企業名 やまと興業株式会社（新卒/第二新卒/転職・再就職希望者） クボデラ株式会社（新卒/第二新卒） アイエンジニアリング株式会社（新卒/第二新卒/転職・再就職希望者） 株式会社ライト光機製作所（新卒/第二新卒/転職・再就職希望者）

勤務形態 フルタイム フルタイム/時短勤務 フルタイム フルタイム

業種 輸送用機器 商社（その他） 情報処理 精密機器

職種 技術職、営業職、営業事務・営業職、事務・管理業務職 総合職、営業（木材・住宅） ソフトウェア技術者（SE・プログラマー）
技術職（生産組立・機械加工・設計開発等）

事務職（資材購買・経理等）、海外営業

勤務地 静岡県浜松市浜北区 東京都、神奈川県、埼玉県 茨城県日立市、茨城県ひたちなか市 長野県諏訪市

企業名 株式会社青梅インターフローラ（新卒/第二新卒/転職・再就職希望 飯田鉄工株式会社（新卒） 株式会社エスティーシー（新卒/第二新卒/転職・再就職希望者） 株式会社つたや本店（第二新卒/転職・再就職希望者）

勤務形態 フルタイム フルタイム フルタイム フルタイム/時短勤務

業種 商社（専門） 建設 専門店（その他） ホテル・旅館

職種 お花の仕入・販売・提案営業 技術職 店頭職 接客サービス、館内設備、企画営業

勤務地 都内青梅市　JR小作駅バス１５分 山梨県笛吹市 静岡県内　東部、中部、西部 長野県木曽郡木曽町に所在する2店舗

企業名 アセットガード株式会社（新卒/第二新卒/転職・再就職希望者） 株式会社サードウェーブ（新卒/第二新卒/転職・再就職希望者） 株式会社新井機械製作所（新卒/第二新卒/転職・再就職希望者） 春蘭の宿さかえや（有限会社ホテルさかえや）（新卒）

勤務形態 フルタイム フルタイム/テレワーク フルタイム フルタイム

業種 警備業全般 PC製造業 機械 ホテル・旅館

職種 一般事務、営業、警備総合職
新卒：総合職

中途：営業、販売、購買、経理、人事採用、企画職など
機械製造、機械設計、電機・回路設計、営業 おもてなしスタッフ

勤務地 南越谷、南浦和、大宮、池袋 東京 埼玉県深谷市 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏2171

企業名 株式会社ケアレジデンス（新卒/第二新卒/転職・再就職希望者） 日興テクノス株式会社（第二新卒/転職・再就職希望者） 株式会社叙々苑（新卒/第二新卒） 天竜精機株式会社（新卒/第二新卒/転職・再就職希望者）

勤務形態 フルタイム/時短勤務 フルタイム/テレワーク フルタイム フルタイム/時短勤務/テレワーク

業種 医療・福祉関連 情報処理 サービス（フード） 機械

職種
介護スタッフ（入居施設・通所施設）、

トレーニング（カルチャー）スタッフ

電気通信エンジニア

（ネットワーク、Wi-Fi、無線LAN等の構築・施工・工事）
調理

①営業職(新規顧客開拓/既存顧客の深耕業務)、

②設計職（メカ設計、電気設計）

勤務地 茨城県、東京都江戸川区 神奈川県横浜市磯子区森3-3-5 首都圏（東京、埼玉、神奈川）の直営店 ①東京拠点、②長野県駒ケ根本社

企業名 株式会社イハラ製作所（新卒/第二新卒） 万葉倶楽部株式会社（第二新卒/転職・再就職希望者） 株式会社アベキン（第二新卒/転職・再就職希望者） 日本石油販売株式会社（新卒/第二新卒/転職・再就職希望者）

勤務形態 フルタイム フルタイム フルタイム フルタイム/テレワーク

業種 輸送用機器 ホテル・旅館 金属製品 商社（石油）

職種 IT系・技術系・事務系 施設監理（本社勤務）
金属加工メーカーの総合職

（生産管理、生産技術、品質管理、物流管理、資材調達等）
営業職、不動産賃貸管理（PM、BM）、技術職

勤務地 静岡県浜松市 本社（神奈川県小田原市） 新潟県燕市小池1548 東京都中央区新川２－１－７

企業名 株式会社朝日ラバー（新卒/第二新卒） 吉川水産株式会社（新卒/第二新卒/転職・再就職希望者） 共栄エンジニアリング株式会社（新卒/第二新卒/転職・再就職希望者） 有限会社エイ・ケイ・システム（新卒/第二新卒/転職・再就職希望者）

勤務形態 フルタイム フルタイム フルタイム/時短勤務 フルタイム

業種 ゴム 専門店（食品） 金属製品 ソフトウェア

職種 ①営業職　②技術職(材料・設備) 接客、販売及び鮮魚の調理加工 CAD/CAMオペレーター、成型技術者、営業 SE・プログラマー

勤務地 ①埼玉県、大阪府　②福島県　　 東京、神奈川、埼玉、千葉の30店舗のいずれか 新潟県阿賀野市 埼玉県・東京都他

企業名 株式会社プレ・ドゥ・ボブール（新卒/第二新卒/転職・再就職希望者） BREEZE株式会社（新卒/第二新卒/転職・再就職希望者） 株式会社大建建設（新卒/第二新卒/転職・再就職希望者） 株式会社萬珍樓（新卒/第二新卒/転職・再就職希望者）

勤務形態 フルタイム/時短勤務 フルタイム/時短勤務/テレワーク フルタイム フルタイム

業種 食品 情報・調査・コンサルティング 住宅 サービス（フード）

職種 製造職、品質管理職、営業職 クラウドインフラエンジニア、データ管理スタッフ リフォーム営業、コーディネーター、設計、施工管理 ホール職、フロント職、人事事務職

勤務地 東京/東京（本社）若しくは千葉（当社工場） 東京都　リモートワークも可 新潟市東区か西区 神奈川県横浜市中区山下町156番地

広域関東圏オンライン合同説明会　参加企業
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10月29日参加企業

ルームA ルームB ルームC ルームD

企業名 田部井建設株式会社（新卒/第二新卒/転職・再就職希望者） 株式会社ヒラノ（新卒/第二新卒/転職・再就職希望者） 株式会社more（新卒/第二新卒/転職・再就職希望者） 山陽精工株式会社（新卒/第二新卒/転職・再就職希望者）

勤務形態 フルタイム フルタイム フルタイム フルタイム

業種 建設 農林業 医療・福祉関連 医療用機器製造業

職種 土木施工管理、建築施工管理、建築積算 養豚飼育・管理スタッフ 介護企画職、訪問介護職 購買、設計（電気、メカ、ソフト開発）、製造職

勤務地 埼玉県熊谷市(本社近郊の施工現場) 千葉・茨城・栃木の自社17農場のいずれか 二子玉川・用賀・千歳船橋・成城地域の世田谷区内 山梨県大月市、東京都八王子市

企業名 株式会社みかわや（新卒/第二新卒/転職・再就職希望者） 株式会社FanField（新卒/第二新卒/転職・再就職希望者） 株式会社巴商会（新卒/第二新卒/転職・再就職希望者） 株式会社スプリング（新卒/第二新卒/転職・再就職希望者）

勤務形態 フルタイム フルタイム/時短勤務 フルタイム フルタイム/時短勤務

業種 呉服小売業 医療・福祉関連 商社（化学） インテリア

職種 きもの営業販売職
看護職員（訪問看護）、

介護職員（住宅型有料老人ホーム、通所介護）
営業職、技術職（設計・施工管理）、プラント管理職 製造、営業事務、商品・生産管理、海外事業

勤務地 千葉県内各店舗 群馬県太田市東金井町939 国内の営業所20拠点と技術拠点10か所 山梨県大月市賑岡町畑倉421

企業名 株式会社アイネット（新卒/第二新卒/転職・再就職希望者） 株式会社古賀電子（新卒/第二新卒/転職・再就職希望者） 株式会社木山製作所（新卒/第二新卒/転職・再就職希望者） 株式会社井ノ瀬運送（新卒/第二新卒/転職・再就職希望者）

勤務形態 フルタイム フルタイム/時短勤務 フルタイム フルタイム

業種 ソフトウェア 電子・電気機器 金属製品 物流

職種 プログラマー、システムエンジニア 電子機器組立に関する付帯業務全般 製造業 総合職、エリア職

勤務地 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県 当社（神奈川県平塚市） 松戸市松飛台271-1柏市高柳860-1 埼玉県熊谷市、千葉県市川市

企業名 サンコー・エア・セルテック株式会社（第二新卒/転職・再就職希望者） 株式会社樋口総合研究所（新卒/第二新卒/転職・再就職希望者） 株式会社東京フード（新卒/第二新卒/転職・再就職希望者） 株式会社東日本技術研究所（新卒/第二新卒/転職・再就職希望者）

勤務形態 フルタイム フルタイム/時短勤務/テレワーク フルタイム/時短勤務 フルタイム/時短勤務/テレワーク

業種 サービス（その他） 情報処理 食品 ソフトウェア

職種
①国際貨物の入出庫業務　②輸出入上屋業務

③物流機器整備業務（保守メンテナンス）
ITエンジニア

製造マネージャー、営業、

直売店いも家カネキの店長候補・販売員、品質管理
システムエンジニア、プログラマー

勤務地 ①成田空港、他　②③千葉県船橋市、他 関東圏内（主に都内） 栃木県佐野市赤坂町940‐3 茨城県日立市、北茨城市、宇都宮市、高崎市

企業名 吉田通信株式会社（新卒/第二新卒/転職・再就職希望者） 小島電機工業株式会社（新卒/第二新卒/転職・再就職希望者） ペンタテクノサービス株式会社（新卒/第二新卒/転職・再就職希望 株式会社アジェクト（新卒/第二新卒/転職・再就職希望者）

勤務形態 フルタイム/時短勤務 フルタイム フルタイム フルタイム/時短勤務

業種 通信販売・インターネット販売 商社（専門） 建設 運輸

職種 営業職、事務接客職、販売職
ルート営業

（入社から半年～１年程度は業務知識習得の為、配送業務に従事）
計測技術、建物の維持管理 ドライバー職、事務職

勤務地 神奈川県、東京都、千葉県 1都3県50営業所より通勤可能範囲で決定 栃木県那須塩原市四区町1534-1 埼玉県戸田市氷川町3-10-27

企業名 株式会社アライズ（新卒/第二新卒/転職・再就職希望者） 富士共和製紙株式会社（新卒/第二新卒） 株式会社 三本松茶屋（新卒/第二新卒/転職・再就職希望者） 千葉窯業株式会社（新卒/第二新卒/転職・再就職希望者）

勤務形態 フルタイム/テレワーク フルタイム フルタイム/時短勤務 フルタイム

業種 ソフトウェア 紙・パルプ 旅行 セメント

職種 システムエンジニア・プログラマー 企画提案営業、生産･製造管理、抄紙オペレーター
インバウンド事業部、クラフトビール事業部、観光事業部、

セントラルキッチン
営業職、技術職

勤務地 関東近郊 静岡県富士市久沢1-1-2 栃木県日光市中宮祠2493、栃木県日光市木和田島1564-4 東京、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬

企業名 新日本特機株式会社（新卒/第二新卒/転職・再就職希望者） 藤田金屬株式会社（新卒/第二新卒/転職・再就職希望者） 株式会社ベールヘルツ（新卒/第二新卒/転職・再就職希望者） 三幸自動車株式会社（転職・再就職希望者）

勤務形態 フルタイム フルタイム フルタイム/時短勤務 フルタイム

業種 輸送用機器 商社（金属） 医療・福祉関連 運輸

職種 営業、電装設計、試験調整 総合職（法人営業） 障がい児（者）の多機能型事務所での支援員 タクシードライバー

勤務地 静岡県浜松市西区大久保町1349番地 新潟県本社及び各事業所（新潟・福島・宮城） 千葉県松戸市松戸新田30番地 東京都西東京市及び周辺地区

企業名 株式会社サティス製薬（新卒） 信和産業株式会社（新卒/第二新卒/転職・再就職希望者） 株式会社ＦＢＳ（新卒/第二新卒/転職・再就職希望者）

勤務形態 フルタイム フルタイム/時短勤務 フルタイム/テレワーク

業種 化粧品 包装 情報処理

職種
総合職

（学部卒、院卒、理系、文系問わず全ての職種にチェレンジ可能）

新卒：総合職

中途：生産オペレーター、社内物流、企画営業など
システムエンジニア

勤務地 埼玉県吉川市、東京都江東区門前仲町 本社（千葉県八千代市吉橋1077-14） 東京都内 及び 近郊
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