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参加企業インデックス

13：15～16：30

主催：一般社団法人東京都私立短期大学協会　　協力：東京商工会議所／株式会社ジェイ・ブロード　　

4 22SAT
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事 前 講 演  

企業セミナー 

入退場
自由

タイムスケジュール

① 13：15～13：45
② 13：55～14：25
③ 14：35～15：05
④ 15：15～15：45
⑤ 15：55～16：25
　 16：30　閉館

12：30～（受付開始12：00）

13：15～16：30

流通

メーカー

金融

サービス

流通

サービス

建設・不動産

サービス

サービス

メーカー

サービス

サービス

商社

サービス

流通

サービス

運輸・エネルギー

メーカー

金融

建設・不動産

金融

流通

流通

サービス

商社

流通

金融

金融

メーカー

商社

サービス

メーカー

サービス

金融

金融

金融

サービス

建設・不動産

建設・不動産

サービス

ファッション／宝飾品

アパレル／その他

保険／証券

その他／レストラン

ドラッグストア

人材派遣／マスコミ

不動産／住宅

その他

その他

化学

その他

介護／教育

食品／その他

その他／人材

ファッション

その他

航空／その他

アパレル

信用金庫

不動産／その他

保険

その他

スーパー

その他／レストラン

総合／食品

ファッション／その他

保険

信用金庫

生活用品／その他

食品／総合

レストラン (その他 )

その他

その他

証券

銀行

リース

教育／介護

不動産／メンテナンス

建設／住宅

その他

　

イー･ギャランティ株式会社

イオンベーカリー株式会社

ウエルシア薬局株式会社

株式会社ＥＩＧＨＴ

オークラヤ住宅株式会社

警視庁

皇宮警察本部

株式会社コーセー

相模原市役所

社会福祉法人　賛育会

株式会社シジシージャパン

シダックス株式会社

株式会社シップス（SHIPS 他）

株式会社シャノアール

株式会社 JALナビア

　

昭和信用金庫

スターツグループ

住友生命保険相互会社

生活協同組合コープみらい

株式会社成城石井

西洋フード・コンパスグループ株式会社

全国農業協同組合連合会（JA全農）

株式会社ゾフ

第一生命保険株式会社

大東京信用組合

株式会社ダイヤコーポレーション

高瀬物産株式会社

タリーズコーヒージャパン株式会社

中央化学株式会社

TBCグループ株式会社

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

株式会社トヨタレンタリース東京

株式会社ニチイ学館

日本ハウズイング株式会社

株式会社日本ハウスホールディングス

日本郵便株式会社

株式会社アズノゥアズ
（AS KNOW AS 他） 商社

サービス

メーカー

メーカー

メーカー

メーカー

サービス

商社

商社

流通

サービス

流通

メーカー

サービス

金融

サービス

サービス

金融

商社

情報・通信

サービス

サービス

商社

サービス

サービス

建設・不動産

商社

メーカー

メーカー

総合／住宅

教育

電気・電子機器

食品

電気・電子機器／印刷関連

食品

その他

機械

食品

百貨店

ホテル

スーパー

食品

教育／人材

銀行

その他

その他

信用金庫

食品

その他

その他

ホテル

半導体／電機・電子機器

マスコミ／その他

コンサルティング

不動産／住宅

アパレル

化粧品

食品

橋本総業株式会社

株式会社パソナフォスター

ヒロセ電機株式会社

株式会社ファーストフーズ

富士フイルムイメージングシステムズ株式会社

プライムデリカ株式会社

防衛省 自衛隊 東京地方協力本部

ホシザキ東京株式会社

丸千千代田水産株式会社

株式会社三越伊勢丹

森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ株式会社

株式会社ヤオコー

山崎製パン株式会社

株式会社やる気スイッチグループホールディングス

株式会社ゆうちょ銀行

株式会社ユニバーサル園芸社

横浜市役所

横浜信用金庫

横浜冷凍株式会社

吉田通信株式会社

株式会社 LAVA International

リゾートトラスト株式会社

株式会社ルネサスイーストン

株式会社レイアップ

株式会社ＬＥＯＣ

株式会社レオパレス21

株式会社レナウン（arnold palmer timeless 他）

ロクシタンジャポン株式会社

株式会社ロック・フィールド

東京しごとセンターヤングコーナー

2

3

4

5

6

７

８

９

10

株式会社アバハウスインターナショナル
（Abahouse Devinette 他）

株式会社シュガー・マトリックス
（STRAWBERRY-FIELDS）
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ワンポイントPR

働く価値観･風土  < Pick UP > 事業 < Pick UP >

株式会社レナウン レナウン

〒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、日沼
E-mail：jinji01@renown.com

http://www.renown.com商社 アパレル

アパレル製品および雑貨の企画・製造・販売

●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／712億1,500万円（16年2月期・連結）
●従業員数／4,791名（16年2月29日現在・連結）
●募集職種／販売社員

カジュアルからビジネスブランドまで
幅広く展開をしています。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
よりも貴重な財産であると考え、
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。

アットホームな社風 チャレンジ精神を発揮する仕事 伝える

事
業
内
容

ワンポイントPR

働く価値観･風土  < Pick UP > 事業 < Pick UP >

ロクシタングループは洗練された自然原料を使用し、伝統的手法で製
造されており、老若男女に愛されるブランドです。全世界90ヶ国で展
開しており、マルチチャネル（店舗、オンラインショップ、アメニティ、機内
販売、通販など）で事業を行っているため、様々なシーンでお客様に
製品をお届けすることができます。

●設立／1998年
●資本金／1億円
●代表者／西口 一希
●売上高／261億円（2015年3月期）
●従業員数／1,100名
●募集職種／ショップスタッフ　厳選された植物素材を使用した商品を
　　　　　　　　　通じ、プロヴァンスの暮らし提案のお仕事

ロクシタングループでは、安定して
継続的にご活躍いただける雇用
環境が整っています。
8割が正社員であり、20～50代と
幅広い年代のスタッフが活躍して
います。
ライフイベントに合わせた産休育
休介護休暇などの取得や、子育
てをしながらの時間短縮勤務を
活用し、活躍している社員も多
数在籍しています。

チームで戦う 特定の人と深い信頼関係を創る 癒し

ロクシタンジャポン

http://saiyo.loccitane.co.jp/化粧品メーカー

ロクシタンジャポン株式会社

〒102-0093 東京都千代田区平河町2-16-1　平河町森タワー12F
TEL：03-6740-7280　担当：人事部　梶原・天谷
E-mail：job-loccitane-saiyo@mynavi.jp

ワンポイントPR

働く価値観･風土  < Pick UP > 事業 < Pick UP >

●設立／1972年6月8日
●資本金／55億4,400万円
●代表者／代表取締役会長 兼 社長　岩田 弘三
●売上高／499億3,500万円（2016年4月期）※連結
●従業員数／1,505名（2016年4月期）　※連結　男877名・女628名
●募集職種／総合職

チームで戦う 若いうちからバリバリ仕事で成長 健康

ロックフィールド

http://rf-saiyo.jp/食品メーカー

株式会社ロック・フィールド

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-5-1 さくら室町ビル1階
TEL：0120-888-742 担当：渡辺 学
E-mail：jinji@rockfield.co.jp

中食業界のリーディングカンパニーとして、業界を牽引し続けている東
証一部上場企業です。百貨店や駅ビルで「RF1」「神戸コロッケ」など
のブランドを展開し、サラダを中心としたそうざいの企画・開発から生
産・販売まで全てを行う生販一体のビジネスモデルが特徴です。毎日、
１３万人以上のお客様にご利用頂いております。

営業店舗の経営や生産現場の
マネジメント等、マーケティング要
素も含む裁量権のある仕事を、
チームで行うことが出来ます。
選考へお越しの際は自分の個性
に自信を持って、飾らず素のまま
の自分自身を出してみて下さい。
服装は、普段着でお越し頂いて
構いません。
食に興味のある方、貪欲にチャレ
ンジしたい方、お会い出来ること
を楽しみにしております！

ワンポイントPR

【東京都が設置した就業支援機関】
東京しごとセンターヤングコーナーでは、1人1人に担当のアドバイザーがつき、就活中の様々な疑問にお答えす
るカウンセリングを行っています！
■例えば…こんな相談
・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
・自己分析のやり方を教えてほしい
・履歴書作成の仕方を教えてほしい
・その他、面接対策、合同企業説明会の回り方など

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】

http://tokyoshigoto-young.jp/特別ブース

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～

〒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

事
業
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ワンポイントPR

働く価値観･風土  < Pick UP > 事業 < Pick UP >

LEOCでは、安全・安心な食事提供を最優先とし、徹底した衛生管
理体制を構築し、栄養バランスを考えた献立はもちろん、患者や入居
者の身体状態や症状に応じて食事内容をカスタマイズします。 食事の
「おいしい」はメニューだけで決まるわけではないお客様のニーズに合わせ
て、居心地の良い快適な食空間をオーダーメイドでご提案いたします。

●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／653億円（2016年3月期）
●従業員数／150,609名（2016年4月1日時点）
●募集職種／栄養士職

LEOCは”お客様に喜びと感動をお
届けする”フードサービス企業です。
企業の社員食堂、学校・病院、
福祉施設・アスリートまで幅広く
お食事を提供しています！

業界の説明からLEOCの魅力、
皆様に成長していただくための研
修制度まで、たっぷりお話いたし
ます！

専門性を追求する（スペシャリストタイプ） アットホームな社風 健康

レオック

http://www.leoc-j.com/コンサルティングサービス

株式会社LEOC

〒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
TEL：03-5220-8572　担当：新卒採用担当
E-mail：sinsotu@leoc.co.jp

事
業
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ワンポイントPR

働く価値観･風土  < Pick UP > 事業 < Pick UP >

☆コア事業
【建築請負事業】アパートを中心に、高齢者介護施設や商業用施設の
建築など、土地活用に関する総合的なコンサルティングを行う。
【賃貸事業】入居者のニーズに合わせ、「安心」・「安全」・「快適な住まい」
を提供し、法人等には社員寮・社宅としてのアパート利用を提案する。

●設立／1973年8月17日
●資本金／752億8,236万円
●代表者／代表取締役社長　深山 英世
●売上高／4,831億8,800万円
●従業員数／7,539名
●募集職種／総合職（営業職・技術職・事務企画職など）　
　　　　　　　　　介護職、一般職

「住まい」を起点として人々の豊
かな暮らしを提供する当社。快
適な住まいを提供する賃貸事業
や建築請負事業を中心に、国
内ホテルや海外リゾート施設の
経営、高齢者施設の管理運営
など行い、ライフを提供する生活
総合サポート企業を目指してい
ます。

新しいものを生み出す 若いうちからバリバリ仕事で成長 快適

レオパレスニジュウイチ

http://www.leopalace21.co.jp/不動産／住宅建設・不動産

株式会社レオパレス21

〒164-8622 東京都中野区本町2-54-11
TEL：03-5350-0016　担当：人事部本店採用課
E-mail：jinji@leopalace21.com
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ワンポイントPR

働く価値観･風土  < Pick UP > 事業 < Pick UP >

メンズ、レディス、及び服飾雑貨の企画、製造、卸・小売りを行ってい
る総合アパレル企業

●設立／1986年2月
●資本金／3,000万円
●代表者／眞岸 洋一
●売上高／215億円
●従業員数／820名
●募集職種／販売職、デザイナー職

弊社の企業理念で、「スタッフ一
人ひとりがやりたいことがやれる会
社でありたい」を掲げています。
販売職の仕事をしながら自分自
身のやりたいことを実現しているス
タッフや、販売職を経験し会社の
人事制度を利用して、違う職種
に異動し活躍しているスタッフも
多数いる会社です。

新しいものを生み出す 幅広く仕事をする（ゼネラリストタイプ） 伝える

アバハウスインターナショナル

https://job.mynavi.jp/18/pc/search/corp88770/outline.htmlアパレル／その他メーカー

株式会社アバハウスインターナショナル

〒150-8514 東京都渋谷区東1-26-20　東京建物東渋谷ビルディング
TEL：03-3406-2600　担当：小林 洋平
E-mail：jinji@abahouse.co.jp

事
業
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容

ワンポイントPR

働く価値観･風土  < Pick UP > 事業 < Pick UP >

イー・ギャランティ株式会社 イー・ギャランティ

〒107-6337 東京都港区赤坂5-3-1 赤坂サカス内 赤坂Bizタワー　
TEL：03-6327-3677　担当：関 伸二
E-mail：saiyo@eguarantee.co.jp

http://www.eguarantee.co.jp/recruit/金融 保険／証券

■保証事業の一例　　企業間の取引では、取引と同時に代金を支
払わず、一定期間の取引分を後日まとめて支払います。そのため、品
物を売った側の企業は、「もしも、支払がなかったら・・・。」という心配を
いつも抱えることになり、取引の制限など、経営に大きな影響を及ぼし
ます。保証サービスでこのような課題を解決し、安心を提供しています。

●設立／2000年9月8日
●資本金／14億8,164万円
●代表者／江藤 公則
●売上高／44億2,233万円
●従業員数／161名（連結　2016年9月末日現在）
●募集職種／一般職　営業事務、契約管理事務など、総合職の
 　　　　　　サポート中心の業務を担当していただきます。

平均年齢は32歳。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
て働き方を選べる環境があります。
入社後は、先輩社員が丁寧に
指導します。
データの入力やその確認作業、そ
の仕事を担当しているからこそわ
かる業務改善の提案をしていた
だくなど、業務の幅は多岐に渡り
ます。

縁の下の力持ちタイプ 正確性を発揮する仕事 安心

事
業
内
容

ワンポイントPR

働く価値観･風土  < Pick UP > 事業 < Pick UP >

事業内容は「インストアベーカリー及びカフェレストランの運営」。全国約
140の店舗にて、店内で焼き上げた焼きたてパンを提供しております。

●設立／2011年3月1日
●資本金／１億円
●代表者／長谷川 康之
●従業員数／2,800名
●募集職種／総合職(パンの製造・販売からスタート。
　　　　　　　　　その後は適性に応じて様々な職種に挑戦できます。)

「もっともっとおいしいパンに笑顔を
そえて」が当社の社是。焼きたて
の美味しいパンを通じてお客さま
に笑顔をお届けしています！
「パンが好き！」「イオングループに
興味がある！」「自分の作った物
で誰かを喜ばせたい！」「総合職
でさまざまな職種にチャレンジして
みたい！」など、１つでも当てはま
る方は是非お話を聞いていただき
たいです♪

チームで戦う チャレンジ精神を発揮する仕事 安心

イオンベーカリー

http://www.aeon-bakery.co.jp/その他／レストランサービス

イオンベーカリー株式会社

〒261-0004 千葉県千葉市稲毛区高洲3-21-1 イオンマリンピア専門館地階
TEL：043-270-5161　担当：山口 靖五
E-mail：ML_abc-recruit@aeonpeople.biz

事
業
内
容

ワンポイントPR

働く価値観･風土  < Pick UP > 事業 < Pick UP >

調剤薬局併設型ドラッグストアの運営

●設立／1974年4月19日
●資本金／1億円
●代表者／代表取締役社長　水野 秀晴
●売上高／5,284億200万円（2016年2月期）
●従業員数／18,402名（8時間勤務換算）
●募集職種／総合職

ウエルシア薬局は、①ドラッグ＆
調剤　②カウンセリング強化　③
介護事業　④利便性の追求　と
いう4大特色を備えた調剤併設
型ドラッグストアを「ウエルシアモデ
ル」として推進してまいります。
超高齢社会に対応するビジネス
モデルで、質、量ともに日本一の
ドラッグストアを目指します。

リーダータイプ チャレンジ精神を発揮する仕事 健康

ウエルシアヤッキョク

http://www.welcia-yakkyoku.co.jp/ドラッグストア流通

ウエルシア薬局株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田二丁目2番15号
TEL：03-5209-5690　担当：増田・大川・小林
E-mail：jinji-saiyo@welcia-yakkyoku.co.jp

事
業
内
容

ワンポイントPR

働く価値観･風土  < Pick UP > 事業 < Pick UP >

テレビ番組制作スタッフに特化した派遣会社です。関連会社は人気
テレビ番組を制作している株式会社えすと。テレビの仕事に興味ある
が、自分がどんな番組に適しているか？そんな悩みを解決できる、番
組選択肢が多い派遣の利点と将来、自分の企画で番組を作りたい
夢を、えすとへのキャリア採用で実現できる利点が特徴です。

●設立／平成27年5月7日
●資本金／8,000,000円
●代表者／代表取締役社長　大野 光浩
●売上高／4,700万円（2017年 3月見込み）
●従業員数／21名
●募集職種／テレビ番組制作に於けるディレクターのアシスタント業務

世界一受けたい授業・ヒルナンデ
ス！・有吉ゼミ・沸騰ワード10・シ
ューイチ・news every・24時間テ
レビ・超問！真実か？ウソか？・
路線バスで寄り道の旅・ごはんジ
ャパン・KEYABINGO・ウチのガヤ
がすみません！などの人気番組
を手掛ける『株式会社えすと』の
関連会社です。現在社員は上
記の番組や、都内各テレビ局が
制作する番組の現場でADとして
活躍中です。

チームで戦う 新しい出会いがたくさんある 伝える

エイト

http://www.est-est.co.jp/eight.html人材派遣／マスコミサービス

株式会社EIGHT

〒105-0004 東京都港区新橋4-5-1　アーバン新橋ビル6階
TEL：03-6452-9877　担当：阿部 正幸
E-mail：m-abe@eight.est-est.co.jp

事
業
内
容

ワンポイントPR

働く価値観･風土  < Pick UP > 事業 < Pick UP >

当社は、旧三和銀行系（現三菱東京UFJ銀行）の不動産流通会社
として1982年に誕生し、創業35年目を迎えました。首都圏エリアを中
心に、「住生活総合サービス企業」として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幅広い事業を展開しています。

●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／227億8,400万円（2016年3月期）
●従業員数／337名（男187名　女150名）　※ オークラヤ住宅単体
　　　　　　　　　444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

☆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…
■「育休取得率・復職率」100％
■「女性営業職の割合」41.6％
■「女性管理職の割合」28.0％
■「転居を伴う配属・転勤なし」

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！

地元に根をはる アットホームな社風 快適

オークラヤジュウタク

http://www.ohkuraya.co.jp/不動産／住宅建設・不動産

オークラヤ住宅株式会社

〒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
E-mail：jinji@ohkuraya.co.jp

事
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容
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働く価値観･風土  < Pick UP > 事業 < Pick UP >

首都東京の治安維持

●設立／明治7年
●従業員数／約46,000名
●募集職種／警察官、警察行政職員

安心して暮らせる社会を築く仕
事、地域のコミュニティや家族の
絆を守る仕事、正義を全うし、誰
かを助ける仕事、首都機能を維
持する仕事・・・。
これらの全ての根底にあるのは“
世のため、人のために”という純粋
な志です。
最初はこの思いがあれば十分です。
あなたとともに首都東京を守る日
が来ることを楽しみにしています。

チームで戦う 若いうちからバリバリ仕事で成長 安心

ケイシチョウ

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/saiyo/29その他サービス

警視庁

〒100-8929 東京都千代田区霞ヶ関2-1-1
TEL：03-3431-1705　担当：木幡 慶子

事
業
内
容

ワンポイントPR

働く価値観･風土  < Pick UP > 事業 < Pick UP >

横浜市役所 ヨコハマシヤクショ

〒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

http://www.city.yokohama.lg.jp/jinji/saiyou.htmlサービス その他

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

●設立／1889（明治22）年4月　市制施行
●従業員数／26,284名（2016年4月1日現在）
●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、衛生監視員など

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。

地元に根をはる チームで戦う 安心

事
業
内
容

ワンポイントPR

働く価値観･風土  < Pick UP > 事業 < Pick UP >

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）

●設立／1923年7月
●出資金／約19億円
●代表者／大前 茂
●預金量／1兆6,880億円
●従業員数／1,243名
●募集職種／一般職

≪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。「横
浜を愛し」「仕事を愛し」「人を愛
する」人材をお待ちしております。

地元に根をはる 縁の下の力持ちタイプ 安心

ヨコハマシンヨウキンコ

http://www.yokoshin-saiyo.com/fresh/信用金庫金融

横浜信用金庫

〒231-8466 神奈川県横浜市中区尾上町2-16-1
TEL：0120-015-314　担当：市原 咲弥佳
E-mail：エントリー後、マイページ「問い合わせ」にて

事
業
内
容

ワンポイントPR

働く価値観･風土  < Pick UP > 事業 < Pick UP >

■冷蔵倉庫事業■
食品を中心とした貨物を扱う冷蔵倉庫の保管管理
■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

●設立／1948年5月13日
●資本金／110億6,842万円
●代表者／代表取締役社長　西山 敏彦
●売上高／1,173億6百万円
●従業員数／1,064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）

創業以来69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！

縁の下の力持ちタイプ アットホームな社風 安全

ヨコハマレイトウ

http://www.yokorei.co.jp/食品商社

横浜冷凍株式会社

〒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

事
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ワンポイントPR

働く価値観･風土  < Pick UP > 事業 < Pick UP >

神奈川県を拠点に東京・福岡・大阪に事業を拡大し、SoftBank・ワ
イモバイルの優良一次代理店及び、関連会社ビアネットにてauショップ
を運営しています。
具体的には、各ショップにて携帯電話販売、及び受付等の業務全般。
お客様1人1人に合ったサービスを提供しています。

●設立／1977年4月1日
●資本金／1,000万円
●代表者／代表取締役　吉田 正樹
●売上高／平成28年9月期 4,385百万円
●従業員数／140名(2017年2月現在)
●募集職種／携帯ショップでの接客サービス全般(販売・契約・事務業務) 

☆最長30日間の長期休暇が取
れる！　入社3年経過後には、
正社員全員が順番に長期休暇
を取得できます！
☆【学ぶ・働く・遊ぶ】　働いてば
かりの人生なんてもったいない！プ
ライベートの時間もしっかり充実さ
せ、ON・OFFのメリハリをつけ全て
に全力で取り組みます。
☆社員同士が友達のように仲良
し♪　どの店舗も社員同士の仲
が良く、円滑に仕事が出来る環
境です。

アットホームな社風 チャレンジ精神を発揮する仕事 つなぐ

ヨシダツウシン

http://www.yti.jp/その他情報・通信

吉田通信株式会社

〒221-0056 神奈川県横浜市神奈川区金港町5-14 クアドリフォリオ7F
TEL：0800-222-3331　担当：人事総務部　岡田 知花
E-mail：jinji@ytc.jp
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働く価値観･風土  < Pick UP > 事業 < Pick UP >

全国に260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☆

●設立／2005年4月
●資本金／3,000万円
●代表者／代表取締役社長　鷲見 貴彦
●売上高／289億円（2016年3月期）
●従業員数／正社員数：2,176名　アルバイト・パート数：1,592名 （2016年8月末現在）
●募集職種／【専門職】ホットヨガインストラクター/本部事務職候補

企業理念は“好きを仕事に、人
生をワクワク生きよう”
インストラクターの仕事は「人と向
き合う」こと。 
ヨガの技術を体得することは大切
ですが、それ以上にお客様に寄り
添ったコミュニケーションを取れる
力が、「幸せの実現をお手伝いす
る」LAVAのインストラクターには
求められます。 
あなたの“好き”を活かした仕事を
して、毎日わくわく働いてみません
か？

アットホームな社風 縁の下の力持ちタイプ 健康

ラヴァ インターナショナル

http://recruit.yoga-lava.com/その他サービス

株式会社LAVA International

〒107-0061 東京都港区北青山1-2-3　青山ビル11階
TEL：0570-045-314　担当：郷、宇賀神、飯島、今村、倉林、木暮、下出、伊藤、鳥越、川口
E-mail：fresh-recruit@yoga-lava.com
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働く価値観･風土  < Pick UP > 事業 < Pick UP >

会員制リゾートホテルの企画・開発・運営
会員権販売
メディカル事業
ゴルフ事業

●設立／1973年4月1日
●資本金／195億8,808万円（2016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／1,422億4,900万円（2016年3月期　連結）
●従業員数／5,931名（正社員数）
●募集職種／ホテル運営職

当社ホテルの一番の特徴は、オー
ダーメードパーソナルサービスです。
会員制だからこそ、お客様の情報
を詳細に知ることができます。その
情報を生かし、お客様が期待す
る以上のサービスを提供すること
で、お客様に感動的な非日常の
1日を過ごして頂くことに全力で取
り組んでいます。豊かなホスピタリ
ティ精神をお持ちの方、更なる顧
客満足に向け挑戦していきたい
方を募集しています！

特定の人と深い信頼関係を創る ステップを踏んでじっくり成長 癒し

リゾートトラスト

http://www.resorttrust.co.jp/ホテルサービス

リゾートトラスト株式会社

〒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：0120-112-433　担当：課長　棚瀬 陽介
E-mail：recruit.tokyo@resorttrust.co.jp
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働く価値観･風土  < Pick UP > 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

●設立／1954年
●資本金／50億4,267万円
●代表者／石井 仁
●売上高／783億7,300万円
●従業員数／486名
●募集職種／総合職（営業・仕入・営業技術・設計開発他）、
　　　　　　　　　一般職（営業事務・一般事務他）

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。

アットホームな社風 縁の下の力持ちタイプ 利便

ルネサスイーストン

http://www.rene-easton.com/半導体／電機・電子機器商社

株式会社ルネサスイーストン

〒101-0048 東京都千代田区神田司町二丁目１番地
TEL：03-6275-0651　担当：生形 大助（うぶかた だいすけ）
E-mail：saiyo@rene-easton.com
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働く価値観･風土  < Pick UP > 事業 < Pick UP >

株式会社アズノゥアズ アズノゥアズ

〒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

http://www.asknowas.com/recruit/newgrads/流通 ファッション／宝飾品

婦人服の製造、企画、卸、小売

●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（2016年2月決算）
●従業員数／771名
●募集職種／販売職

「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。

新しい出会いがたくさんある 特定の人と深い信頼関係を創る 伝える
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株式会社レイアップ レイアップ

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-5-7
TEL：03-5467-5050　担当：総務人事課 採用担当
E-mail：zinzi@layup.co.jp

http://www.layup.co.jp/サービス マスコミ／その他

◇大手玩具メーカーから発売される玩具の企画・パッケージ制作、
ゲーム関連サイトのＷＥＢ制作
◇自社オリジナル商品の玩具や雑貨の企画・開発・販売

●設立／1979（昭和54）年8月15日
●資本金／6,000万円
●代表者／中田 ルオ
●従業員数／118名
●募集職種／営業・グラフィックデザイナー・商品企画・フィギュアの原型師・ 

 WEBデザイナー・制作担当

「玩具と雑貨とデザインの会社」
設立より30余年。大手玩具メー
カーから発売される、アニメのキャ
ラクターグッズの商品企画・パッ
ケージデザインを手掛けておりま
す。最近では自社オリジナル商
品のインテリアトイや雑貨も製作
しております。
http://www.charapal.com/ldl/
商品企画だけではなく、開発、制
作、販売まで全て自社内で完結
出来るのが強みです。

新しいものを生み出す 縁の下の力持ちタイプ エンターテインメント



事
業
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参加企業情報

短期大学生のための合同企業セミナー

事
業
内
容

ワンポイントPR

働く価値観･風土  < Pick UP > 事業 < Pick UP >

皇宮警察本部は、警察庁の附属機関です。
皇宮護衛官は、（皇宮警察本部で勤務します。）
天皇皇后両陛下や皇族各殿下の護衛と皇居、御所等の警備に従
事します。

●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／国家公務員
　　　　　　　　　・皇宮護衛官採用試験（大卒程度）
　　　　　　　　　・皇宮護衛官採用試験（高卒程度）

いつ、いかなる時も、天皇皇后両
陛下を始めとする、皇族各殿下
方を一番近くでお護りします。
皇居などで行われる主要な行事
において護衛や警備の万全を期
すことが求められます。

専門性を追求する（スペシャリストタイプ） ステップを踏んでじっくり成長 つなぐ

コウグウケイサツホンブ

https://www.npa.go.jp/kougu/その他サービス

皇宮警察本部

〒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　矢部・伊藤
E-mail：kougusaiyou@npa.go.jp

事
業
内
容

ワンポイントPR

働く価値観･風土  < Pick UP > 事業 < Pick UP >

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」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、チャレンジし続けてきました。人の"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という強い信念がコーセーの強み
であり発展の原動力です。

●設立／1946年3月2日
●資本金／48億4,800万円
●代表者／代表取締役社長　小林 一俊
●売上高／2,433億9,000万円（2016年3月期）
●従業員数／6,758名（2016年3月期末　嘱託・パートを除く）
●募集職種／美容スタッフ職（販売職）

【美容スタッフ職】美容に関する
豊富な知識と、質の高い技術を
もとに、一人ひとりのお客さまに合
わせたカウンセリングを行い、最適
な商品選びや美容のアドバイスを
ご提供します。

新しい出会いがたくさんある 若いうちからバリバリ仕事で成長 美

コーセー

http://www.kose.co.jp/company/ja/recruit/beauty/about/化学メーカー

株式会社コーセー

〒103-8251 東京都中央区日本橋3-6-2
TEL：03-3273-1516（代）　担当：人事部

事
業
内
容

ワンポイントPR

働く価値観･風土  < Pick UP > 事業 < Pick UP >

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、危機管理などの市
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。

●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／4,660名（職員定数：平成28年4月1日現在）
●募集職種／行政、保育士など

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！

地元に根をはる 新しい出会いがたくさんある 安心

サガミハラシヤクショ

http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shokuin_annai/index.htmlその他サービス

相模原市役所

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

事
業
内
容

ワンポイントPR

働く価値観･風土  < Pick UP > 事業 < Pick UP >

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3-17-8
TEL：03-3622-7614　担当：遠矢・松本・堀家
E-mail：houjin-jinji@san-ikukai.or.jp

https：//www.san-ikukai.or.jpサービス 介護／教育

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

●設立／1918（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

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。

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） 安心

事
業
内
容

ワンポイントPR

働く価値観･風土  < Pick UP > 事業 < Pick UP >

株式会社シジシージャパン シジシージャパン

〒169-8531 東京都新宿区大久保2-1-14
TEL：03-3204-1031　担当：荒波、小泉、立山、小町
E-mail：jinji@cgcjapan.co.jp

https://job.mynavi.jp/18/pc/search/corp50733/outline.html商社 食品／その他

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）

●設立／1973年10月27日
●資本金／5億2,375万円
●代表者／堀内 淳弘
●売上高／8,901億円（※本部取扱高）
●従業員数／389名（2016年5月現在）
●募集職種／一般職（総合職の補佐業務）

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２００社４０００店の
SMとつくる、協業組織の本部機
能を担っています。

チームで戦う アットホームな社風 つなぐ

事
業
内
容

ワンポイントPR

働く価値観･風土  < Pick UP > 事業 < Pick UP >

給食サービス事業（保育園・病院・高齢者施設・企業など）、レストラ
ン事業、レストランカラオケ事業、スポーツ＆カルチャー事業、地域活
性化事業など。人生のあらゆるシーンで食とサービスを提供する「食を
中心とした総合サービス企業」

●設立／1960年5月1日
●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／159,707百万円
●従業員数／8,946名、21,849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みの方）
　　　　　　　　　・学童・児童館職（学部学科不問）

シダックスは全ての年代、全ての
ライフステージにおいて「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。

アットホームな社風 チームで戦う 健康

シダックス

http://www.shidax.co.jpその他／人材サービス

シダックス株式会社

〒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3階
TEL：03-6632-5005　担当：長澤・高樋・久保田
E-mail：person@shidax.co.jp

事
業
内
容

ワンポイントPR

働く価値観･風土  < Pick UP > 事業 < Pick UP >

メンズ・ウィメンズ・キッズウェアと服飾関連商品の小売販売、および企
画・製作

●設立／1975年5月
●資本金／6,000万円
●代表者／三浦 義哲
●売上高／237億9,758万円（2016年2月期）
●従業員数／1,235名（グループ計）
●募集職種／販売職（各店舗での接客販売、その他商品管理など関連

　　　　　　　 業務）

SHIPS創業以来、幅広い年代
へ向けて様々な商品と独自性の
ある新しい提案などを行ってきま
した。"STYLISH STANDARD"
をキーワードとした上質なクオリテ
ィと”お客様第一主義”をモットー
に【共感と感動を送り続ける企業
】としてこれからも商品・対話・空
間・人を通してお客様との実りの
あるコミュニケーションを実現して
いきます。

新しい出会いがたくさんある 若いうちからバリバリ仕事で成長 快適

シップス

http://recruit.shipsltd.co.jp/ファッション流通

株式会社シップス

〒104-0061 東京都中央区銀座1-20-15
TEL：0120-333-144　担当：新卒採用担当
E-mail：jinji@shipsltd.co.jp

事
業
内
容

ワンポイントPR

働く価値観･風土  < Pick UP > 事業 < Pick UP >

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つのブランドを展開し、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。

●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／137億600万円（2015年度実績）
●従業員数／5,177名　　内正社員　345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

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。

新しい出会いがたくさんある アットホームな社風 快適

シャノアール

http://www.chatnoir-company.comその他サービス

株式会社シャノアール

〒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、井上、永友、林田
E-mail：jinji@chatnoir-company.com

事
業
内
容

ワンポイントPR

働く価値観･風土  < Pick UP > 事業 < Pick UP >

丸千千代田水産株式会社 マルセンチヨダスイサン

〒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

http://www.marusen.co.jp/商社 食品

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。

●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

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！

縁の下の力持ちタイプ アットホームな社風 安心

事
業
内
容

ワンポイントPR

働く価値観･風土  < Pick UP > 事業 < Pick UP >

株式会社三越伊勢丹 ミツコシイセタン

〒160-0022 東京都新宿区新宿3-14-1
TEL：03-6205-6102　担当：続 京子
E-mail：mate_saiyo@imh-sol.co.jp

http://mitsukoshi.mistore.jp/store/index.html
http://isetan.mistore.jp/store/index.html流通 百貨店

三越と伊勢丹は、2011年に事業会社を統合し一つの百貨店になりま
した。両社が築いてきた伝統と精神を心に刻み、お客さまが感動レベル
に達するような、上質なサービスと最高の品揃えを提供してまいります。

●設立／2011年4月
●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／6,790億8,500万円（2016年度）
●従業員数／12,363名（2016年4月現在）
●募集職種／・店舗限定職  ・外商セールス職  ・経理スタッフ職

三越伊勢丹では販売員を「スタ
イリスト」と呼んでおります。お客さ
まの衣食住のすべてにおいてご要
望を感じとり、満足を届け、そして
感動を生み出す。三越伊勢丹
での「スタイリスト」に挑戦してみま
せんか。 

チームで戦う 若いうちからバリバリ仕事で成長 エンターテインメント

事
業
内
容

ワンポイントPR

働く価値観･風土  < Pick UP > 事業 < Pick UP >

モリトラストホテルズアンドリゾーツ

〒140-0001 東京都品川区北品川4-7-35　御殿山トラストタワー（本社）
TEL：03-6409-2807　担当：人事 採用担当
E-mail：recruit@mt-hr.com

http://www.mt-hr.com/サービス ホテル

当社は森トラストグループの中核企業として、自社ブランドのラフォーレ
ホテルズ＆リゾーツのほか、外資系ブランドのホテル運営等を行ってい
ます。また、これまで蓄積してきたホテル運営ノウハウを活かし、訪日
外国人向け観光インフォメーションセンターや貸会議室の運営など、
上質なサービスを提供しています。

●設立／1973年2月
●資本金／1億円
●代表者／代表取締役社長　伊達 美和子
●売上高／185億6,100万円
●従業員数／780名
●募集職種／ホテルサービス職（宿泊・料飲・調理・営業・管理各部門）

当社の新たなステージとして、リ
ゾートエリアに4つの外資系ホテル
（マリオットホテル）をオープンさせ
るプロジェクトを推進中です。安
定的なビジネスモデルを構築して
いるラフォーレ組織を活かしなが
ら、世界規模で展開するマリオッ
トホテルをリゾートエリアに誘致す
ることで、日本での旅の魅力を
世界に発信し、拡大する訪日
外国人の地方リゾートへの回遊
を促進したいと考えています。

幅広く仕事をする（ゼネラリストタイプ） チャレンジ精神を発揮する仕事 伝える

森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ株式会社
（東京マリオットホテル・ウェスティンホテル仙台他）

事
業
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ワンポイントPR

働く価値観･風土  < Pick UP > 事業 < Pick UP >

山崎製パン株式会社 ヤマザキセイパン

〒101-8585 東京都千代田区岩本町3-10-1
TEL：03-3864-3155　担当：採用課長　福原 正隆
E-mail：saiyo@yamazakipan.co.jp

http://www.yamazakipan.co.jp/メーカー 食品

パン、和・洋菓子、調理パン・米飯類の製造・販売、製菓・米菓の販
売、ベーカリーの経営、コンビニエンスストア事業
海外10ヶ国・地域でのインストアベーカリー、ホールセールベーカリーの
展開   

●設立／1948年6月21日
●資本金／110億1,414万3千円
●代表者／代表取締役社長　飯島 延浩
●売上高／1兆419億円(連結)　7,351億円(単体)
●従業員数／18,628名
●募集職種／生産技術職・販売職・店舗運営職・
 ルートセールス・事務職

パン・和菓子・洋菓子、３部門の
リーディングカンパニーのヤマザキ
では、食品衛生管理を徹底し、
お客様に「おいしさと安心と笑顔
をお届けする」ことに社員一丸と
なり取り組んでいます。過去の実
績や前例にとらわれず、変化に
挑戦する意欲と創造性に満ちた
人材を求めています。私たちと
いっしょにお客様の「おいしい」を
探求しませんか。

チャレンジ精神を発揮する仕事 行動力で勝負！ つなぐ

事
業
内
容

ワンポイントPR

働く価値観･風土  < Pick UP > 事業 < Pick UP >

株式会社やる気スイッチグループホールディングス ヤルキスイッチグループホールディングス

〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-24-2 八丁堀第一生命ビル
TEL：03-3537-7622(人事 採用担当直通)　担当：人事部 採用課 新卒採用担当　久野 梓
E-mail：saiyou@tact-net.jp

https://job.rikunabi.com/2018/company/r389781085/?isc=ps301サービス 教育／人材

個別指導学習塾『スクールIE』　英会話スクール『WinBe』 
幼児教室『チャイルド・アイズ』　英語で預かる学童保育『Kids Duo』 
幼児向け運動プログラム『忍者ナイン』
バイリンガル幼児園『Kids Duo International』 
上記ブランドの教室運営・経営及びそれに付随する一切の業務

●設立／1989年11月
●資本金／2億5,482万円 
●代表者／松田 正男
●売上高／309億円
●従業員数／5,461名(正社員：593名) ※グループ合計（2016年2月末現在）
●募集職種／総合職(15名)・スクールIE社員講師(5名)
 英語講師(5名)・保育士(5名)

テレビCMでおなじみの「やる気
スイッチグループ」は、子ども達の
夢を応援する会社です。教育と
いうと学生時代に目が行きがちで
すが、その先に待っている社会人
生活で夢を実現することが、子ど
もたちの幸せに繋がると思いませ
んか？そんな幸せな人生を切り
拓く力をつけるために、私たちは
子ども達を全力でサポートします。

特定の人と深い信頼関係を創る アットホームな社風 育成

事
業
内
容

ワンポイントPR

働く価値観･風土  < Pick UP > 事業 < Pick UP >

株式会社ゆうちょ銀行 ユウチョギンコウ

〒100-8798 東京都千代田区霞が関1-3-2

http://www.jp-bank.japanpost.jp/金融 銀行

全国規模の身近なネットワークを生かし、総合的な金融サービスを提
供するリテール事業と、お客さまからお預かりしている貯金等を適切に
運用する運用事業を通じて社会に貢献。　

●設立／2006年9月1日
●資本金／35,000億円
●代表者／取締役兼代表執行役社長　池田 憲人
●貯金残高／177兆8,719億円（2016年3月末現在）
●従業員数／12,905名（2016年3月末現在）
●募集職種／総合職・エリア基幹職

ゆうちょ銀行は、日本中のお客さ
まの生活がもっと豊かで便利にな
るよう、お客さまの声をもとにサー
ビスの向上に努めています。日本
で暮らす全ての人々の生活の安
定のため、金融面から質の高い
金融サービスを提供し、日本中
のお客さまにとって、最も身近で、
最も便利な銀行を私たちと一緒
に作っていきませんか。

チームで戦う 若いうちからバリバリ仕事で成長 安心

事
業
内
容

ワンポイントPR

働く価値観･風土  < Pick UP > 事業 < Pick UP >

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）食事の提案と豊富な品揃えで地域社会に貢
献しております。　

●設立／1957年7月
●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／3,254億4,100万円（2016年6月）
●従業員数／2,714名（正・契社員数）　※アルバイト・パートタイム社員は除く
●募集職種／販売職（総合職）店舗の各部門で活躍して頂き、その後、

　　　　　　　 店長・バイヤー・本部など適材適所へ配属

埼玉県を中心に関東1都6県に
152店舗以上を展開、27期連続
増収増益中の食品スーパーマー
ケットです！一緒に働く仲間やお
客さまなど『人』との繋がりや『人』
への想いを大切にしています。社
員研修制度や福利厚生の充実。
また、『お客さまの食卓を日本で
いちばん豊かにできる企業』を目
指し、各地域のニーズに対応でき
るよう各店舗に主体を持たせた
個店経営をしております。

チームで戦う 若いうちからバリバリ仕事で成長 安心

ヤオコー

http://www.yaoko-net.comスーパー流通

株式会社ヤオコー

〒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　高瀬 岳彦
E-mail：jinji-saiyo@yaoko-net.com

事
業
内
容

ワンポイントPR

働く価値観･風土  < Pick UP > 事業 < Pick UP >

◎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

●設立／1974年2月1日
●資本金／1億7,277万円
●代表者／森坂 拓実
●売上高／58億4,687万円　※2016.6期末　連結
●従業員数／614名　※2016.6期末　連結
●募集職種／営業サービス課、営業企画課、管理本部

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。

世界を相手にする 専門性を追求する（スペシャリストタイプ） 環境

ユニバーサルエンゲイシャ

http://www.uni-green.co.jp/その他サービス

株式会社ユニバーサル園芸社

〒568-0095　大阪本社：大阪府茨木市佐保193-2
TEL：072-649-2266　担当：管理本部 総務・人事課　桐山 和也
E-mail：u-saiyou@uni-green.co.jp



事
業
内
容

7 4
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短期大学生のための合同企業セミナー

事
業
内
容

ワンポイントPR

働く価値観･風土  < Pick UP > 事業 < Pick UP >

・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

●設立／1988年
●資本金／5,000万円
●代表者／高津 良彦
●売上高／96億8,600万円
●従業員数／1,680名
●募集職種／総合職

私たちは、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・販売のお問
い合わせに対応し、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JALナビアは、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。

世界を相手にする 専門性を追求する（スペシャリストタイプ） 安心

ジャルナビア

http://www.jalnavia-saiyo.jp/航空／その他運輸・エネルギー

株式会社JALナビア

〒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
E-mail：saiyo-jnvpz@jal.com

事
業
内
容

ワンポイントPR

働く価値観･風土  < Pick UP > 事業 < Pick UP >

株式会社シュガー・マトリックス シュガー・マトリックス

〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南3-9-25
TEL：0120-20-8553　担当：採用担当　小野
E-mail：jinji@sugar.co.jp

http://www.sugar.co.jp/メーカー アパレル

衣料品企画製造販売
20代～30代の女性をターゲットとしたブランド
「STRAWBERRY-FIELDS」「Uｎｉｖｅｒｖａｌ　Mｕｓｅ」を全国直営展開。
オフィスでのデイリーから休日のカジュアル、特別な日のドレスまで、
あらゆるライフシーンに添ったアイテムを提案しています。　

●設立／1980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／66億5,700万円
●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

ファッション誌でもおなじみのレディ
スブランドです。
「優しい・上品・新しい」を企業理
念に、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！

チームで戦う 新しい出会いがたくさんある 美

事
業
内
容

ワンポイントPR

働く価値観･風土  < Pick UP > 事業 < Pick UP >

昭和信用金庫 ショウワシンヨウキンコ

〒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

http://www.shinkin.co.jp/showa/金融 信用金庫

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。

●設立／1932年12月17日
●出資金／13億8,603万円
●代表者／理事長　神保 和彦
●貸出金／1,757億3,541万円
●従業員数／340名
●募集職種／一般職

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、
85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。

地元に根をはる 正確性を発揮する仕事 安心

事
業
内
容

ワンポイントPR

働く価値観･風土  < Pick UP > 事業 < Pick UP >

生命保険業
生命保険の引受け、資産の運用
付随業務及び法定他業
他の保険会社その他金融業を行う者の業務の代理または事務の代
行、投資信託の販売、確定拠出年金制度における運営管理業務 

●設立／明治40年（1907年）5月11日
●資本金／27兆6,415億円（総資産）
●代表者／取締役 代表執行役社長　橋本 雅博
●売上高／3兆220億円（保険料等収入）    
●従業員数／42,115名
●募集職種／総合営業職

総合営業職では、入社後３年間
の育成期間として官公庁・大手
企業を担当しコンサルティング営
業を経験します。４年目からは、
３つのコースに分かれ自分の適性
に合わせて幅広くキャリアアップで
きる職種です。
また、Ｕターン制度で育成期間を
終えた後、地元に戻って育成職・
スタッフとして全国にある各支社で
活躍することができます。（基本的
に転居を伴う移動はありません。）

新しい出会いがたくさんある 切磋琢磨する社風 安心

スミトモセイメイホケン

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

住友生命保険相互会社

〒104-8430 東京都中央区築地7-18-24
TEL：03-6381-4030　担当：人事部 リクルート推進室　小川
E-mail：u-turn-sumirei@am.sumitomolife.co.jp

事
業
内
容

ワンポイントPR

働く価値観･風土  < Pick UP > 事業 < Pick UP >

【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。

●設立／2013年3月21日
●資本金／667億円
●代表者／理事長：新井ちとせ
●売上高／3,803億円
●従業員数／3,070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

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。

地元に根をはる チームで戦う 安心

セイカツキョウドウクミアイコープミライ

http://mirai.coopnet.or.jp/その他流通

生活協同組合コープみらい

〒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

事
業
内
容

ワンポイントPR

働く価値観･風土  < Pick UP > 事業 < Pick UP >

株式会社成城石井 セイジョウイシイ

〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸2-9-30　横浜西口加藤ビル5階
TEL：0120-368-770　担当：新卒採用担当（荻巣・小久保・石井）
E-mail：seijoishii@s-hr.jp

http://www.seijoishii.co.jp/recruit/shinsotsu/流通 スーパー

・1店舗1万種にも及ぶ高品質な商品を展開するスーパーマーケット
 「成城石井」の運営
・ワインバー「Le Bar à Vin52 AZABU TOKYO」の運営
・食料品のオリジナル商品の開発・製造 ・食料品の輸入
・オリジナル商品・輸入品の卸売り（食品小売店、専門店、ホテル、レストラン等）

●設立／1927年2月
●資本金／1億円
●代表者／代表取締役社長　原 昭彦
●売上高／690億円（2015年12月期）
●従業員数／5,221名（内 社員955名）
●募集職種／総合職

どこにもない「ホンモノ」の商品を
届けるため、自分たちで会社の
仕組みを作り出し、実行する
会社です。新商品の発掘・自社
輸入、企画開発、自社工場で
の製造、自社物流センターでの
品質管理、そして売場提案。こ
れら全てにこだわりを持つことで、
市場に新しい価値を提案します。
「成城石井に行けば、おいしいも
の、新しいものを発見できる」。
そんなお客様の期待に応え続け
る会社です。

チームで戦う 行動力で勝負！ 伝える

事
業
内
容

ワンポイントPR

働く価値観･風土  < Pick UP > 事業 < Pick UP >

西洋フード・コンパスグループ株式会社 セイヨウフード・コンパスグループ

〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-13-3　星和池袋ビル
TEL：03-3984-0848　
E-mail：SFCGJinzai@compass-jpn.com

http://www.seiyofood.co.jp/サービス その他／レストラン

1.コントラクトフードサービス　企業・工場内の食堂運営／病院・有料
老人ホーム・高齢者施設・学校等教育関連施設でのフードサービス
／高速道路サービスエリア・パーキングエリアのレストラン・ショップ
運営／ゴルフ場レストラン・保養所・ホテル等の運営・施設管理、
ケータリングサービス　2.レストラン事業　3.食材・食品の販売

●設立／1947年9月
●資本金／1億円
●代表者／幸島 武
●売上高／872億5,297万円（2016年9月期）
●従業員数／正社員：1,374名
●募集職種／総合職
 専門職（栄養士職・調理師職）

当社の誇りは、レストランビジネス
で培った一流の味と一流のサービ
スの提供にあります。社員食堂で
高級レストランのような演出をし、
食と空間両方のデザインをするこ
とで、契約を結ぶクライアントの価
値を高めます。チーム一丸となっ
て「ありがとう」を求め続ける職場
に、仕事の価値を見いだせる方
のエントリーをお待ちしています。

リーダータイプ チャレンジ精神を発揮する仕事 健康

事
業
内
容

ワンポイントPR

働く価値観･風土  < Pick UP > 事業 < Pick UP >

主に水道・ガス・電気に関するパイプ（管）、パイプを接続する継手（つ
ぎて）、パイプ内を通過する流体（液体、気体等）の制御を行うバルブ、
またキッチン、浴室、トイレ、洗面化粧台等の住宅設備、家庭用・業
務用エアコン、暖房・送風機、換気扇に代表される空調、太陽光発
電や蓄電池、介護・ＯＡ分野の商品まで幅広く、全国の企業へ提供。

●設立／2015年4月24日
●資本金／3億100万円
●代表者／橋本 政昭
●売上高／1,197億800万円　※連結
●従業員数／800名（内短大出身者　59名）
●募集職種／一般職（事務）

2016年4月、橋本総業ホールデ
ィングスとしてグループ経営を開始
しました。
2017年10月にはJKホールディン
グスとの共同持株会社を設立、
建設業界、皆さんの住生活で必
要となる設備・建材分野で貢献
できる企業に成長します。
住環境の専門知識やスキルを身
に付けたい方、事務の面からお
客様の事業貢献をしたい方、社
会に出て自信を持ちたいという方
等、お待ちしています。

地元に根をはる チームで戦う 快適

ハシモトソウギョウ

http://www.hat.co.jp総合／住宅商社

橋本総業株式会社（橋本総業ホールディングス株式会社）

〒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
E-mail：saiyou2018@hat.co.jp

事
業
内
容

ワンポイントPR

働く価値観･風土  < Pick UP > 事業 < Pick UP >

・認可・認証・病院内・企業内保育施設の運営
・放課後児童健全育成事業(小学校内)の運営
・児童センターの運営　・臨時託児(イベント託児)施設の運営
・在宅保育(ベビーシッターなど)　・保育士派遣
・保育施設運営のコンサルティング

●設立／1991年7月25日
●資本金／3,000万円
●代表者／代表取締役社長　長畑 久美子
●売上高／24億3,448万5,000円
●従業員数／1,000名
●募集職種／保育士、児童指導員

東証一部上場パソナグループの
グループ会社として、保育施設や
学童クラブの運営、ベビーシッター
サービスなど様々な子育て支援
をおこなっています。
運動研修や救急救命研修など、
すぐに活かせる研修も充実！
ライフステージにあわせて働き方を
選べるので、安心して長く働くこと
ができます。

ステップを踏んでじっくり成長 専門性を追求する（スペシャリストタイプ） 安心

パソナフォスター

http://www.pasonafoster.co.jp/教育サービス

株式会社パソナフォスター

〒100-8228 東京都千代田区大手町2-6-4
TEL：03-6734-1280　担当：採用部
E-mail：office@pasonafoster.co.jp

事
業
内
容

ワンポイントPR

働く価値観･風土  < Pick UP > 事業 < Pick UP >

ヒロセ電機株式会社 ヒロセデンキ

〒141-8587 東京都品川区大崎5-5-23
TEL：03-3491-7620　担当：田中 祥太
E-mail：hrs.recruit.1a@hirose-gl.com

http://www.hirose-recruitment.jp/メーカー 電気・電子機器

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。

●設立／1937年
●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／1,202億8,400万円（2016年3月期）
●従業員数／4,190名（ワールドワイド／2016年3月期）
●募集職種／一般職：営業部門・技術部門・管理部門
 （各部門の事務職を想定しています）

世界最先端の製品を創り続ける
コネクタ業界のリーディングカンパ
ニーです。
世界でもトップレベルの技術力と
マーケティング力を駆使し、常に市
場のニーズを先取りした新製品を
開発・市場に供給し続けています。
また、2015年度決算において経
常利益率25.4％、自己資本比
率90.2％を数えるなど、上場企
業有数の高収益、好財務企業
として産業界から注目をされてい
ます。

世界を相手にする アットホームな社風 つなぐ

事
業
内
容

ワンポイントPR

働く価値観･風土  < Pick UP > 事業 < Pick UP >

弁当、おにぎり、寿司、サンドイッチ、調理パスタなどの製造販売

●設立／昭和56年7月
●資本金／1億円
●代表者／吉村 圭一郎
●売上高／235億円
●従業員数／1,800名
●募集職種／食品工場の生産管理、品質管理、商品開発、設備設計・保全

当社は1981年7月に創業し、現
在、弁当、おにぎり、寿司等米
飯類や、サンドイッチ、スパゲティ
などを製造し、大手コンビニエンス
ストア等に納品しております。"我
々は食品事業を通じ、社会生
活の安定と向上のため、誠実に
貢献するものとする"という企業
理念を以て、安全な良品作りを
モットーに、食品製造を行っており
ます。

正確性を発揮する仕事 ステップを踏んでじっくり成長 安全

ファーストフーズ

http://ffoods.co.jp/食品メーカー

株式会社ファーストフーズ

〒192-0046 東京都八王子市明神町2-4-13
TEL：042-643-5360　担当：卯之澤 修
E-mail：o-unosawa@ffoods.co.jp

事
業
内
容

ワンポイントPR

働く価値観･風土  < Pick UP > 事業 < Pick UP >

富士フイルムイメージングシステムズ株式会社 フジフイルムイメージングシステムズ

〒141-0031 東京都品川区西五反田3-6-30
TEL：03-5745-2253　担当：経営企画部 人事グループ 採用担当者
E-mail：ffis.saiyo@fujifilm.com

http://ffis.fujifilm.co.jp/jobs/メーカー 電気・電子機器／印刷関連

・デジタルカメラなどの電子映像、写真関連等のイメージング製品の販売
・大型広告ディスプレイ、ＩＤカード、クラウドサービスなど、ビジネスユー
スに関連した画像・情報サービスの販売および設計・運用支援等

●設立／2012年2月1日
●資本金／1億円（富士フイルム株式会社 100%出資）
●代表者／代表取締役社長　西村 亨
●売上高／660億円
●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

私たちは、写真・映像・情報サー
ビス企業として、先進的かつ独自
の技術を持って実現した高品質・
信頼性・高セキュリティに、使いや
すさを兼ね備える製品・サービス・
ソリューションを融合し、新しい価
値を皆様にお届けしています。

あるものを改善・強化する アットホームな社風 伝える

事
業
内
容

ワンポイントPR

働く価値観･風土  < Pick UP > 事業 < Pick UP >

防衛省自衛隊　東京地方協力本部 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

〒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　
E-mail：reku1@rct.gsdf.mod.go.jp

http://www.mod.go.jp/pco/tokyo/サービス その他

国の防衛・災害派遣・国際平和協力活動

●設立／1954年
●代表者／防衛大臣　稲田 朋美
●従業員数／227,339名（2016.3.31現在）
●募集職種／自衛官（一般曹候補生、自衛官候補生等）

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。

幅広く仕事をする（ゼネラリストタイプ） ステップを踏んでじっくり成長 安心

事
業
内
容

ワンポイントPR

働く価値観･風土  < Pick UP > 事業 < Pick UP >

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）

●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

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！

地元に根をはる チームで戦う 快適

スターツグループ

https://www.starts.co.jp/recruit/newgraduates/不動産／その他建設・不動産

スターツグループ

〒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

事
業
内
容

ワンポイントPR

働く価値観･風土  < Pick UP > 事業 < Pick UP >

セブン・イレブン向けの惣菜、サラダ、パスタ、サンドイッチ、 デザート、カ
ット野菜等の製造及び販売

●設立／1986年10月
●資本金／6億円
●代表者／代表取締役社長　齊藤 正義
●売上高／865億69百万円（2016年3月期）
●従業員数／約8,000名
●募集職種／製造管理、施設管理、商品開発、品質管理、総務、仕入

個性と品質を競い合っている、コ
ンビニのデリカ製品。
中でも、セブン‐イレブンの商品は、
その独創性と味で消費者からの
注目を浴びています。プライムデリ
カは、セブン‐イレブンの調理パン、
軽食、惣菜、デザートを生産して
いる食料品メーカーです。季節や
流行、最新の素材や調理法をど
んどん取り入れ、みなさんに喜ん
でいただける新製品・ヒット商品
を、続々と生み出しています。

新しいものを生み出す 若いうちからバリバリ仕事で成長 安心

プライムデリカ

https://www.primedelica.com/食品メーカー

プライムデリカ株式会社

〒252-0328 神奈川県相模原市南区麻溝台1-7-1
TEL：042-702-0011　担当：採用担当　山田、金子、森川
E-mail：recruit@prmedelica.com

事
業
内
容

ワンポイントPR

働く価値観･風土  < Pick UP > 事業 < Pick UP >

全自動製氷機、業務用冷凍冷蔵庫、業務用食器洗浄機をはじめと
する各種フードサービス機器の販売及びメンテナンス

●設立／1966年
●資本金／1億円
●代表者／尾﨑 司
●売上高／229億9,652万円（2015年12月現在）
●従業員数／716名（2016年12月現在）
●募集職種／営業、技術サービス、管理業務

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。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を求めて
います。

地元に根をはる チャレンジ精神を発揮する仕事 快適

ホシザキトウキョウ

http://www.hoshizaki-tokyo.co.jp/機械商社

ホシザキ東京株式会社

〒108-0074 東京都港区高輪2-20-32　ホシザキ高輪ビル
TEL：03-5791-8001　担当：栗原 佑未子
E-mail：tokyo-saiyou@hoshizaki.co.jp 



事
業
内
容
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参加企業情報

短期大学生のための合同企業セミナー

事
業
内
容

ワンポイントPR

働く価値観･風土  < Pick UP > 事業 < Pick UP >

全国農業協同組合連合会（JA全農） 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：03-6271-8123　担当：人事部 採用担当
E-mail：zz_zk_recruit@zennoh.or.jp

http://zennoh-recruit.jp/商社 総合／食品

■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

●設立／1972年
●資本金／1,152億6,450万円
●代表者／代表理事理事長  成清 一臣
●売上高／4兆6,946億円
●従業員数／7,955名
●募集職種／担当職

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!!

世界を相手にする アットホームな社風 つなぐ

事
業
内
容

ワンポイントPR

働く価値観･風土  < Pick UP > 事業 < Pick UP >

株式会社ゾフ ゾフ

〒107-0061 東京都港区北青山3-6-1 オーク表参道6階
TEL：03-5468-8657　担当：新卒採用担当　長島・藤掛
E-mail：recruit@zoff.co.jp

https://recruit.zoff.co.jp/freshers/流通 ファッション／その他

メガネ・サングラス、および周辺雑貨の販売。 
Zoffはファッション業界で採用されているSPA方式を取り入れ、企画・
デザインから製造・販売までを一貫管理することによって、コストの削減
と品質の向上に成功し、高品質なメガネを適正な価格で提供するこ
とを可能にしています。

●設立／1993年3月10日
●資本金／2億4,000万円
●代表者／上野 照博
●売上高／214億円
●従業員数／1,417名
●募集職種／総合職（まずは日本国内の販売スタッフからスタートします）

Zoffはただの販売業ではありませ
ん。
我々がお客様に提供しているの
は「ホスピタリティ」＋「メガネ」です。
お客様に満足いただき、生涯顧
客になっていただくための接客力
強化を目的とし、社内の接客
ロールプレイングコンテストを開
催、また各ディベロッパー主催の
接客ロールプレイングコンテストに
積極的に参加し、常に接客・販
売スキルを磨いております。

チームで戦う ステップを踏んでじっくり成長 快適

事
業
内
容

ワンポイントPR

働く価値観･風土  < Pick UP > 事業 < Pick UP >

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

●設立／1902年9月15日
●資本金／600億円
●代表者／渡邉 光一郎
●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

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！

チームで戦う 新しい出会いがたくさんある 安心

ダイイチセイメイホケン

https://daiichi2018.to-entry.jp/sougou/保険金融

第一生命保険株式会社

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-12-1　新有楽町ビル7Ｆ
TEL：050-3781-0722　担当：高橋 香梨
E-mail：Takahashi816@dl.dai-ichi-life.co.jp

事
業
内
容

ワンポイントPR

働く価値観･風土  < Pick UP > 事業 < Pick UP >

「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）

●設立／1952年9月6日
●資本金／146億3,000万円（平成28年3月末現在）
●代表者／理事長　柳沢 祥二
●預金量／5,552億円（平成28年3月末現在）
●従業員数／690名[男457名、女233名]（平成28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）

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、職員一
人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。

ステップを踏んでじっくり成長 アットホームな社風 利便

ダイトウキョウシンヨウクミアイ

http://www.daisin.co.jp信用金庫金融

大東京信用組合

〒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

事
業
内
容

ワンポイントPR

働く価値観･風土  < Pick UP > 事業 < Pick UP >

■商品開発：自社商品の企画から開発を担当します。企画立案から、設計・
各種デザイン・量産までの一連の業務をお任せします。パッケージやＰＯＰ、広告
誌面の作成から動画製作なども行っています。
■営業事務：売上や支払いの入力処理、伝票整理など幅広い業務への対応
が求められます。時間制限もあり、迅速に対応することが求められます。

●設立／1961年
●資本金／2,000万円
●代表者／代表取締役　豊澤 一誠
●売上高／31億2,500万円（2016年6月）
●従業員数／107名（男74名・女33名）※平均年齢：35歳（正社員のみ）
●募集職種／総合職（商品開発）※東京本社
　　　　　　　　　一般職（営業事務）※商品センター（千葉）

「健康でゆとりある暮らしの創造」
を企業理念とし、家庭用品・ベビ
ー用品・ゴルフ用品などでオリジ
ナリティ溢れる商品の企画開発
～製造販売を行っています。 近
年では、「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？？

新しいものを生み出す アットホームな社風 健康

ダイヤコーポレーション

https://job.mynavi.jp/18/pc/search/corp59627/outline.html生活用品／その他メーカー

株式会社ダイヤコーポレーション

〒164-0001 東京都中野区中野2-2-4　ダイヤビル
TEL：03-3229-2630　担当：採用担当
E-mail：tk.soumu@daiya-idea.co.jp

事
業
内
容

ワンポイントPR

働く価値観･風土  < Pick UP > 事業 < Pick UP >

髙瀬物産株式会社 タカセブッサン

〒104-0045 東京都中央区築地2-1-8
TEL：03-3545-7541　担当：人事部 人事企画課　軽部 竜治
E-mail：jinji@takasebussan.co.jp

http://www.takasebussan.co.jp商社 食品／総合

レストラン・居酒屋・ホテル等の外食産業向けに食品・酒類・関連
資材の販売から流通まで行う、食品専門商社です。皆さんが美味し
いものを食べる為に、食品を造るメーカーと、料理を作るプロの料理人
の方々を繋ぐ大切な仕事です。外食応援企業として、日々楽しい食
環境創りのサポートを行い、外食産業の繁栄に貢献しています。

●設立／1961年7月20日
●資本金／20億円
●代表者／代表取締役社長　髙瀬 知康
●売上高／1,015億円
●従業員数／1,350名
●募集職種／総合職（配送業務⇒　営業・仕入・各部署）
 一般職（事務全般）

販売先は高級レストランやホテル・
チェーン店・街の個人店から弁当
屋まで全国60000社！その中で
活躍するプロの料理人のサポート
をしている為、会社には食につい
て勉強できる環境があり、私達
社員も食のプロとして日々成長し
ております。
国内メーカー約4000社の商品を
中心に、プライベートブランドや海
外輸入商品など10万アイテム以
上を取り扱っています。

縁の下の力持ちタイプ ステップを踏んでじっくり成長 エンターテインメント

事
業
内
容

ワンポイントPR

働く価値観･風土  < Pick UP > 事業 < Pick UP >

タリーズコーヒージャパン株式会社 タリーズコーヒージャパン

〒162-0833 東京都新宿区箪笥町22
TEL：03-3268-8315　
E-mail：shinsotsu2017@tullys.co.jp

http://www.tullys.co.jp/サービス レストラン(その他)

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。

●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／277億円
●従業員数／754名
●募集職種／ストアマネージャー（店長）候補

タリーズコーヒーは現在、全国各
地に660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。

地元に根をはる 若いうちからバリバリ仕事で成長 癒し

事
業
内
容

ワンポイントPR

働く価値観･風土  < Pick UP > 事業 < Pick UP >

全国のスーパー、コンビニ、弁当・惣菜専門店などで使用されるトレー、
弁当容器、惣菜容器などのプラスチック製食品包装容器メーカーです。
素材開発から製品企画・設計、製造、販売までを一貫して行い、日本
全国、海外（中国）で事業を展開しています。当社製品は「食」の安全
・安心を支えています。

●設立／1961年
●資本金／62億1,275万円
●代表者／代表取締役社長　水野 和也
●売上高／593億9,700万円
●従業員数／1,088名
●募集職種／【総合職】【事務職】【技能職】

中央化学の製品は「食」の安全
・安心を支えています。普段、皆
さんが何気なく手にしているスー
パー、コンビニの弁当、惣菜の中
にも当社製品が使われた商品が
たくさんあります。生活に密着した
身近な製品であるプラスチック製
食品包装容器メーカーで一緒に
働いてみませんか？「食」「ものづ
くり」にご興味のある方を募集して
います。

縁の下の力持ちタイプ 新しいものを生み出す 安全

チュウオウカガク

http://www.chuo-kagaku.co.jp/その他メーカー

中央化学株式会社

〒365-8603　埼玉県鴻巣市宮地3-5-1
TEL：048-540-2783　担当：総務人事部 人事課　渡辺 望
E-mail：saiyo018@chuo-kagaku.co.jp

事
業
内
容

ワンポイントPR

働く価値観･風土  < Pick UP > 事業 < Pick UP >

エステティックTBC(TBCグループ株式会社) エステティックティービーシー

〒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
E-mail：tbc-rec2017@tbc.co.jp

http://www.tbc.co.jp/recruit/サービス その他

■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。

●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／2,200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！

昨年、創業40周年を迎えたエス
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☆

新しい出会いがたくさんある ステップを踏んでじっくり成長 美

事
業
内
容

ワンポイントPR

働く価値観･風土  < Pick UP > 事業 < Pick UP >

株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ
（東京都民銀行・八千代銀行・新銀行東京） トウキョウティワイフィナンシャルグループ

〒160-8431 東京都新宿区新宿5-9-2
TEL：03-5341-4045　担当：重城・青野・清宮
E-mail：recruit@tokyo-tyfg.jp

http://www.tokyo-tyfg.co.jp/金融 銀行

普通銀行業

●設立／東京都民銀行：昭和26年12月、八千代銀行：大正13年12月、 
　　　　　　新銀行東京：平成16年4月
●資本金／東京ＴＹフィナンシャルグループ：200億円、東京都民銀行：481億円、
　　　　　　　　 八千代銀行：437億円、新銀行東京：200億円
●代表者／代表取締役会長　髙橋 一之、代表取締役社長　味岡 桂三
●従業員数／東京都民銀行：1,535名、八千代銀行：1,590名、新銀行東京：162名
●募集職種／銀行業務全般

東京･神奈川を中心に164店舗
のネットワークを有する金融グルー
プ。2014年、東京都民銀行と八
千代銀行の経営統合によって発
足した当グループは、2016年に
新銀行東京をグループに加え、
新たな一歩を踏み出しました。お
客さまの“思い”を預かり、“思い”
をつなぎ、共に成長したいという
方をお待ちしています。

地元に根をはる チャレンジ精神を発揮する仕事 つなぐ

事
業
内
容

ワンポイントPR

働く価値観･風土  < Pick UP > 事業 < Pick UP >

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

●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／482億円
●従業員数／862名
●募集職種／レンタカースタッフ

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！

地元に根をはる アットホームな社風 利便

トヨタレンタリーストウキョウ

http://www.toyota-rl.tokyo/リース金融

株式会社トヨタレンタリース東京

〒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

事
業
内
容

ワンポイントPR

働く価値観･風土  < Pick UP > 事業 < Pick UP >

株式会社ニチイ学館 ニチイガッカン

〒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：saiyo2018@nichiigakkan.co.jp

http://www.nichii-saiyo.com/2018/サービス 教育／介護

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

●設立／1973年
●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／2,735億円
●従業員数／正社員：18,492名　業務社員：78,599名
●募集職種／総合職（企画、事業推進、営業、管理、人事
 経理、総務、広報、事業現場など）

ニチイ学館は、社会環境の変化や
ニーズを見つめ、時代を先取りし
た新しい価値やサービスの創造に
取り組む総合生活支援企業で
す。「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！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！

アットホームな社風 幅広く仕事をする（ゼネラリストタイプ） 安心

事
業
内
容

ワンポイントPR

働く価値観･風土  < Pick UP > 事業 < Pick UP >

日本ハウズイング株式会社 ニホンハウズイング

〒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

http://www.housing.co.jp/建設・不動産 不動産／メンテナンス

＜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＞
　

●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／885億円（2016年3月末）
●従業員数／5,417名（本社員1,666名／準社員3,751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

　

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。

専門性を追求する（スペシャリストタイプ） 縁の下の力持ちタイプ 安心

事
業
内
容

ワンポイントPR

働く価値観･風土  < Pick UP > 事業 < Pick UP >

株式会社日本ハウスホールディングス ニホンハウスホールディングス

〒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

http://www.nihonhouse-hd.co.jp/建設・不動産 建設／住宅

木造注文住宅の設計・施工・監理・販売が中心ですが、以下も行っ
ています。
●投資マンションの販売
●ホテル(ホテル東日本宇都宮、等)の経営
●地ビール(銀河高原ビール)の製造・販売

●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／459億8,000万円
●従業員数／1,199名
●募集職種／総合職(営業職、設計職、工事職)
 一般職(事務職)

今年で設立49年を迎える当社
は、東証一部上場企業として安
定した経営基盤の下、お客様に
とって一生に一度の買物である
住まいを提供しています。国産の
檜に拘り続け、今では全国に10
万世帯のお客様がいらっしゃい
ます。また当社独自のシステム
によって、お客様と深い信頼関係
を築き、永年に亘りきめ細かなお
付き合いを続けています。

チームで戦う 特定の人と深い信頼関係を創る 安心

事
業
内
容

ワンポイントPR

働く価値観･風土  < Pick UP > 事業 < Pick UP >

当社は、東海東京証券（金融商品取引業）を中心とする総合金融
グループです。金融業界の新たな時代に向け、重要な戦略である地
域戦略や地方銀行と提携するアライアンス（提携）戦略を推進し、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。具
体的な業務としては、お客様の資産運用のご提案になります。

●設立／昭和4年6月19日
●資本金／360億円
●代表者／代表取締役社長　石田 建昭
●売上高／647億円
●従業員数／2,391名
●募集職種／①総合職　②エリア総合職

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。また学部
や学歴問わず、人が好きで人と
深い信頼関係を築きたい方、経
済に携わり社会に貢献したい方、
ぜひお話聞きにいらしてください。
お待ちしております！

特定の人と深い信頼関係を創る 切磋琢磨する社風 安心

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/saiyo2018/index.html証券金融

東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社

〒103-0027 東京都中央区日本橋3-6-2
TEL：03-5282-7899　担当：野々宮 玲菜・宗 彩香
E-mail：ttsc@mynavi.jp

事
業
内
容

ワンポイントPR

働く価値観･風土  < Pick UP > 事業 < Pick UP >

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

●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／3,627,005百万円(2016年3月実績　連結)
●従業員数／195,143名(2016年3月現在)
●募集職種／総合職、地域基幹職、一般職

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。

地元に根をはる 新しい出会いがたくさんある 安心

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)

http://saiyo.post.japanpost.jpその他サービス

日本郵便株式会社(日本郵政グループ)

〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2(本社所在地)
E-mail：2018年度日本郵政グループ新卒採用サイト
　　　　　（http://saiyo.post.japanpost.jp）をご覧ください。


