
全日参加（１０：００～１７：１０）
企業名 業種

1 あいおいニッセイ同和損害保険（㈱ 保険業
2 ㈱アイ・ユー・ケイ
(ＴＩＳインテックグループ) 情報サービス
3 アクシアル　リテイリンググループ
（原信・ナルス・フレッセイ） 小売業
4 旭化成㈱ 化学工業・化学製品製造業
5 旭化成ホームズ㈱ 建設業
6 アマノ㈱ 一般機械器具製造業
7 ALSOKグループ サービス業
8 イオンリテール㈱ 小売業
9 一番食品㈱ 食料品・飲料品等製造業

10 ㈱イトーキ 家具・パルプ等製品製造業
11 ㈱イトーヨーカ堂 小売業
12 ㈱インテックソリューションパワー 情報サービス
13 臼井国際産業㈱ 輸送用機械器具製造業
14 ウッドオフィス㈱ 新聞・出版・放送
15 ㈱エイチ・アイ・エス 旅行業
16 エイベックス㈱ 情報サービス
17 ㈱エービーシー商会 専門商社
18 ＳＧホールディングス 物流業
19 ㈱ＮＳＤ 情報サービス
20 ＮＯＫ㈱ 輸送用機械器具製造業
21 大阪シーリング印刷㈱ 印刷業
22 沖電気工業㈱ 電気機械器具製造業
23 小田急電鉄㈱ 鉄道業
24 ㈱小田急フィナンシャルセンター サービス業
25 オリエンタルモーター㈱ 電気機械器具製造業
26 花王グループカスタマーマーケティング㈱ 専門商社
27 科研製薬㈱ 医薬品製造業
28 神奈川県警察 公務員
29 亀田製菓㈱ 食料品・飲料品等製造業

30
川重商事㈱
川崎重工業グループ

専門商社

31 ㈱河内屋 専門商社
32 関東化学㈱ 化学工業・化学製品製造業
33 ㈱キッツ 一般機械器具製造業
34 共同印刷㈱ 印刷業
35 ㈱協和エクシオ 建設業
36 近畿日本ツーリスト㈱ 旅行業
37 京王電鉄㈱ 鉄道業
38 警視庁 公務員
39 KDDI㈱ 通信業
40 ㈱京葉銀行 銀行・信用金庫・クレジット等
41 ケンコーマヨネーズ㈱ 食料品・飲料品等製造業
42 小泉成器㈱ 専門商社
43 ㈱神戸屋 食料品・飲料品等製造業
44 ㈱コトブキ 家具・パルプ等製品製造業
45 ㈱コメ兵 小売業
46 ㈱小森コーポレーション 一般機械器具製造業
47 埼玉県警察 公務員
48 酒井重工業㈱ 一般機械器具製造業
49 サコス㈱ サービス業
50 ㈱サンドラッグ 小売業
51 サントリービバレッジサービス㈱ 専門商社
52 ㈱シー・アイ・シー 情報サービス
53 東日本旅客鉄道㈱（JR東日本） 鉄道業
54 ＪＴＢグループ 旅行業
55 敷島製パン㈱（Pasco） 食料品・飲料品等製造業
56 ㈱重松製作所 化学工業・化学製品製造業
57 静岡鉄道㈱ 鉄道業
58 シダックス㈱ ホテル・飲食業
59 清水建設㈱ 建設業
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全日参加（１０：００～１７：１０）
60 城南信用金庫 銀行・信用金庫・クレジット等
61 城北信用金庫 銀行・信用金庫・クレジット等
62 人事院（国家公務員） 公務員
63 スズキ㈱ 輸送用機械器具製造業
64 スターゼン㈱ 専門商社
65 スターツグループ 不動産業
66 ストラパック㈱ 一般機械器具製造業
67 住友不動産販売㈱ 不動産業
68 住友林業㈱ 建設業
69 SEIKO（セイコーホールディングスグループ） 精密機械器具製造業
70 西武グループ（西武鉄道・プリンスホテル） 鉄道業
71 積水ハウス㈱ 建設業
72 全薬工業㈱ 医薬品製造業
73 ㈱ソフトクリエイトホールディングス 小売業
74 ㈱大光銀行 銀行・信用金庫・クレジット等
75 ㈱タイトー サービス業
76 大日本印刷（DNP） 印刷業
77 ダイハツ工業㈱ 輸送用機械器具製造業
78 大和ハウス工業㈱ 建設業
79 タカナシ乳業㈱ 食料品・飲料品等製造業
80 タカラスタンダード㈱ 家具・パルプ等製品製造業
81 ㈱TANA-X 家具・パルプ等製品製造業
82 ㈱千葉銀行 銀行・信用金庫・クレジット等
83 千葉県警察 公務員
84 ㈱千葉興業銀行 銀行・信用金庫・クレジット等
85 中央労働金庫 銀行・信用金庫・クレジット等
86 ㈱ディスコ 一般機械器具製造業
87 ＪＲ東海 鉄道業
88 東急グループ 鉄道業
89 ㈱東急ハンズ 小売業
90 東京ガス㈱ ガス供給
91 東京国税局 公務員
92 東京信用金庫 銀行・信用金庫・クレジット等
93 東京信用保証協会 銀行・信用金庫・クレジット等
94 東京地下鉄㈱ 鉄道業

95
㈱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）

銀行・信用金庫・クレジット等

96 ㈱東京ドームホテル ホテル・飲食業
97 ㈱東京めいらく 食料品・飲料品等製造業
98 東京モノレール㈱ 鉄道業
99 ㈱ドウシシャ 専門商社

100 東芝テック㈱ 電気機械器具製造業
101 東武鉄道㈱ 鉄道業
102 東洋ガラス㈱ 窯業
103 東洋製罐㈱ 金属製品製造業
104 トオカツフーズ㈱ 食料品・飲料品等製造業
105 栃木県警察本部 公務員
106 栃木県庁 公務員
107 (株)巴商会 専門商社
108 ナカバヤシ㈱ 玩具・文具・スポーツ用品製造業
109 ㈱ナカムラロジスティクス 物流業
110 ニチバン㈱ 化学工業・化学製品製造業
111 ㈱日新 物流業
112 NII 日本情報産業 情報サービス
113 日本通運㈱ 物流業
114 ㈱ニトリ 小売業
115 日本ガス㈱＜ニチガス＞ ガス供給
116 日本航空㈱ 航空業
117 日本生命保険（相） 保険業
118 （学）日本大学 教育業
119 日本ハウズイング㈱ 不動産業
120 日本ビジネスシステムズ（JBS） 情報サービス



全日参加（１０：００～１７：１０）
121 ㈱人形町今半 小売業
122 ノエビアグループ 化粧品製造業
123 ㈱乃村工藝社 サービス業
124 ㈱はとバス 旅行業
125 パラマウントベッドグループ 家具・パルプ等製品製造業
126 ㈱パルディア サービス業
127 ㈱バンケット・プランニング サービス業
128 ㈱バンダイ 玩具・文具・スポーツ用品製造業
129 ㈱日比谷花壇 小売業
130 ㈱ファミリーマート 小売業
131 ㈱ファンケル 化粧品製造業
132 フィード・ワン㈱ 食料品・飲料品等製造業
133 富士ゼロックス首都圏地域採用 サービス業
134 ㈱フジタ（大和ハウスグループ） 建設業
135 富士フイルムグループ 化学工業・化学製品製造業
136 ㈱ペイロール サービス業
137 ぺんてる㈱ 玩具・文具・スポーツ用品製造業
138 防衛省・自衛隊 公務員
139 ㈱ホテルオークラ東京 ホテル・飲食業
140 ㈱マイナビ 新聞・出版・放送
141 ㈱毎日新聞社 新聞・出版・放送
142 前田道路㈱ 建設業
143 マックスバリュ東海㈱ 小売業
144 ㈱丸井グループ 小売業
145 丸文㈱ 専門商社
146 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行（システム） 銀行・信用金庫・クレジット等
147 ミヨシ油脂㈱ 化学工業・化学製品製造業
148 ㈱ミライト・テクノロジーズ 建設業
149 明治グループ（㈱明治・Meiji Seika ファルマ㈱） 食料品・飲料品等製造業
150 明治安田生命保険（相） 保険業
151 明和地所㈱ 不動産業
152 ㈱メフォス ホテル・飲食業
153 ㈱メリーチョコレートカムパニー 食料品・飲料品等製造業
154 森六グループ（森六テクノロジー、森六ケミカルズ、森六ホール専門商社
155 ㈱モンテール 食料品・飲料品等製造業
156 ㈱ヤナセ 小売業
157 山崎製パン㈱ 食料品・飲料品等製造業
158 ヤマサ醤油㈱ 食料品・飲料品等製造業
159 ㈱ＵＳＥＮ 新聞・出版・放送
160 ㈱ゆうちょ銀行 銀行・信用金庫・クレジット等
161 ㈱友和 専門商社
162 ㈱ユニマットライフ 専門商社
163 ㈱横浜グランドインターコンチネンタルホテル ホテル・飲食業
164 横浜信用金庫 銀行・信用金庫・クレジット等
165 ㈱吉野工業所 化学工業・化学製品製造業
166 吉本興業㈱ サービス業
167 米久㈱ 食料品・飲料品等製造業
168 ㈱読売広告社 広告業
169 リゾートトラスト㈱ ホテル・飲食業
170 ㈱レナウン 専門商社
171 わかもと製薬㈱ 医薬品製造業
172 渡辺パイプ㈱ 専門商社
173 体育会学生・女子学生就職相談コーナー 相談コーナー
174 東京外国人雇用サービスセンター 相談コーナー
175 中小企業家同友会全国協議会 相談コーナー



午前参加（１０：００～１３：１０）
企業名 業種

176 アイリスオーヤマ㈱ 電気機械器具製造業
177 アサヒビール㈱ 食料品・飲料品等製造業
178 アッシュ・ペー・フランス㈱ 小売業
179 ㈱イシダ 精密機械器具製造業
180 ㈱伊藤園 食料品・飲料品等製造業
181 いなば食品㈱ 食料品・飲料品等製造業
182 ㈱エトワール海渡 専門商社
183 ㈱大塚商会 情報サービス
184 ㈱大林組 建設業
185 ㈱オリエンタルランド サービス業
186 川崎信用金庫 銀行・信用金庫・クレジット等
187 ㈱関電工 建設業
188 ㈱公文教育研究会【ＫＵＭＯＮ】 教育業
189 京浜急行電鉄㈱ 鉄道業
190 九州旅客鉄道㈱ 鉄道業
191 国分グループ 専門商社
192 ㈱シチズン時計 精密機械器具製造業
193 新明電材㈱ 専門商社
194 大正製薬グループ（大正製薬・大正富山医薬品） 医薬品製造業
195 東京海上日動火災保険㈱ 保険業
196 東京センチュリー㈱ 銀行・信用金庫・クレジット等
197 ㈱トーハン 専門商社
198 日本コムシス㈱ 建設業
199 日本赤十字社 サービス業
200 ニッパツ（日本発条） 金属製品製造業
201 パイオニア㈱ 電気機械器具製造業
202 橋本総業ホールディングス㈱ 専門商社
203 ㈱日立製作所 電気機械器具製造業
204 ㈱富士薬品 小売業
205 三井住友海上火災保険㈱ 保険業
206 ㈱三越伊勢丹 小売業
207 三菱ＵＦＪニコス㈱ 銀行・信用金庫・クレジット等
208 水戸証券㈱ 証券業
209 横浜ゴム㈱ 化学工業・化学製品製造業
210 横浜冷凍㈱ 物流業
211 リオン㈱ 精密機械器具製造業
212 りそなグループ（りそな銀行・埼玉りそな銀行） 銀行・信用金庫・クレジット等
213 ロッテグループ 食料品・飲料品等製造業
214 ワタベウェディング㈱ サービス業



午後参加（１４：００～１７：１０）
企業名 業種

215 アルプス電気㈱ 電気機械器具製造業
216 ANAウイングス㈱ 航空業
217 ANAエアポートサービス㈱ 航空業
218 ＳＭＢＣ日興証券㈱ 証券業
219 ㈱岡村製作所 家具・パルプ等製品製造業
220 小野薬品工業㈱ 医薬品製造業
221 オムロン㈱ 電気機械器具製造業
222 カシオ計算機㈱ 電気機械器具製造業
223 京セラ㈱ 電気機械器具製造業
224 ＫＯＡ㈱ 電気機械器具製造業
225 ㈱コーセー 化粧品製造業
226 コマツ（(株)小松製作所） 一般機械器具製造業
227 ＪＡ三井リース㈱ サービス業
228 JT(日本たばこ産業㈱） 食料品・飲料品等製造業
229 ㈱資生堂 化粧品製造業
230 芝信用金庫 銀行・信用金庫・クレジット等
231 シャープ㈱ 電気機械器具製造業
232 湘南信用金庫 銀行・信用金庫・クレジット等
233 住江織物㈱ 繊維製品製造業
234 ㈱大成 輸送用機械器具製造業
235 大成建設㈱ 建設業
236 太陽建機レンタル㈱
【三井物産グループ・住友商事グループ】 サービス業
237 タカラトミーグループ 玩具・文具・スポーツ用品製造業
238 タキヒヨー㈱ 専門商社
239 千葉テレビ放送㈱ 新聞・出版・放送
240 ㈱ディーエイチシー 化粧品製造業
241 ㈱ティー・ワイ・オー 広告業
242 東武トップツアーズ㈱ 旅行業
243 ㈱トプコン 精密機械器具製造業
244 日世㈱ 食料品・飲料品等製造業
245 日東工業㈱ 一般機械器具製造業
246 日本ハム（ニッポンハムグループ） 食料品・飲料品等製造業
247 日本郵便㈱（日本郵政グループ） サービス業
248 日本コンベンションサービス㈱ サービス業
249 野村證券㈱ 証券業
250 ぴあ㈱ 新聞・出版・放送
251 富士通㈱ 電気機械器具製造業
252 プラス株式会社 専門商社
253 マツモトキヨシグループ 小売業
254 ミズノ㈱ 玩具・文具・スポーツ用品製造業
255 ㈱三井住友銀行 銀行・信用金庫・クレジット等
256 三菱食品㈱ 専門商社
257 ㈱ミリアルリゾートホテルズ ホテル・飲食業
258 ヤマハ発動機㈱ 輸送用機械器具製造業
259 ㈱ローソン 小売業
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