
 4年次以上・既卒者対象 「学内企業説明会inサテライト」参加企業一覧（平成28年8月1日実施分） 平成28年7月15日現在

No. 会場 企業名 企業概要・業務内容 募集職種・人数・主な勤務地
既卒者・

留学生応募

過去３年以内の
新卒採用者数と

離職者数

1 A 株式会社TASAKI
日本から世界へ、躍進するラグジュアリーブランド。1954年の創業以来、養殖から販売まで一貫して手掛ける高品質の”パール”、高
い研磨技術が世界に認められている“ダイヤモンド”、宝石をより美しく魅せる創造性の高い”デザイン”など、TASAKIは常に、Quality
とCreativityの高いジュエリーを提供しています。お客様への最高のおもてなしを、TASAKIと一緒に担える方を募集しております。

販売職（店頭における販売業務）・10名・全国店舗/ ビジネス職(管理部門・生産管
理などの事務系業務)・若干名・東京・神戸

既：可
（概ね2年まで）

留：可

採用：40名
離職：  0名

2 A 株式会社Minoriソリューションズ

創業36年、BtoBのシステムインテグレータ。10年連続営業黒字で成長中の東証1部上場企業です。日経新聞“人を活かす会社ランキン
グ”総合76位、職場環境コミュニケーション部門は全国第６位。働きやすさと風通しの良さが自慢です。金融系から産業系まで幅広いお
客様の課題をITの力で解決し共に未来を作っていくのが当社の仕事。文理問わず採用し技術面もしっかり育てていく方針で、個性豊かな
社員が活躍しています。

システムエンジニア(企業様向け基幹業務システム等の企画･コンサル・開発・構築・
運用保守等)・76名・東京/ CAEエンジニア(CAEの技術を使用した解析業務)・4名・
東京・神奈川

既：可
（概ね2年まで）

留：可

採用：117名
離職：   4名

3 A 東洋証券株式会社

今年12月に創業100周年、上場30周年を迎える証券会社です。経営理念に「信頼」「付加価値」「得意分野」を掲げ、スーパーリージョ
ナル（地域密着型）証券を目指し、「信頼」の獲得に全社員が力を注いでいます。中国株・タイ株・米国株や投資信託等の取扱商品も充
実しており、社員の教育（電話応対技能検定や相続診断士資格取得）の徹底と盤石な組織作りに取り組んでいます。次の100年を担う若
き社員を求めています。

営業職(リテール営業（主に個人のお客さまが対象です）)・80名・東京本社はじめ全
国各支店

既：可
（概ね3年まで）

留：可

採用：155名
離職：  28名

4 A 社会福祉法人寿楽園
寿楽園は、60年を超える歴史を持ち、札幌・川崎・横浜・大阪・福岡・佐賀と全国に拠点を持つ社会福祉法人です。今回は事務職員と介
護職員を募集しています。ともに「介護」・「福祉」のプロを目指してみませんか！！平成29年4月には、横浜に新事業所のオープニン
グを控え、新しい仲間を大募集しています。是非、ブースへお越しください！

事務職員(総務部における、経理事務もしくは人事事務）・2名・川崎・横浜/ 介護職
員(ご利用者様の生活のお手伝い（介護業務全般）)・10名・川崎、横浜

既：可
（概ね3年まで）

留：可

採用：14名
離職：  1名

5 A 一般社団法人日本自動車連盟
《自動車ユーザーの「安全」と「安心」のための各種サービスを提供しています。》ＪＡＦは自動車ユーザーに対し、安全と安心の支え
となるサービスを提供するとともに、交通の安全と環境のための支えとなるサービスを提供するとともに、交通の安全と環境のための事
業活動を積極的に推進し、健全なくるま社会の発展に貢献します。

総合職(一般事務・法人営業・ルート営業・希望者のみＲＳ職)・15名・（関東甲信
越）希望に応じます。

既：不可

留：不可

採用：106名
離職：   6名

6 A ＴＳＰ太陽株式会社
イベントの企画・設計・施工・運営等、イベント空間をあらゆる面からサポートする感動創造企業です。ハウスヴィジョン、タイフェ
ス、豊洲PITなどイベントの種類も様々。
資格取得制度有、関東圏には寮も完備！体力に自信のある方、お待ちしております。

総合職（企画・営業(イベントの企画提案･段取り･当日の管理などの責任者として活
動))・東京都・大阪他/総合職(施工監理（イベントの設営・メンテナンス・撤去・安
全管理他）・東京都・大阪他/総合職(設計(CADを使用したイベント会場の設計図や
施工図の作成、行政への建築申請に必要な書類の作成）・東京都・大阪他・全体1～
5名

既：可
（概ね1年まで）

留：不可

採用：21名
離職：  3名

7 A 日本コンクリート工業株式会社 ポールシェア№１であり、パイルも大手三社の一角。コンクリートメーカーを牽引する。 営業職(ルート営業、法人営業)・15名・東京本社、各支店、各工場
既：可

（概ね3年まで）
留：可

採用：35名
離職：  0名

8 A 大宮化成株式会社
当社は、最先端技術を持つ半導体、電機、電子部品メーカーに対して製品を製造する際に必要な原材料や設備機器を販売している専門商
社です。当社のお客様には、まだ世の中にない物を開発している会社がたくさんあります。自分の販売した材料で製造された半導体が、
次世代の自動車やロボットに組み込まれるなど、とてもやりがいのある仕事です。

営業職(法人に対する提案営業)・2名・東京都
既：可

（概ね3年まで）
留：不可

採用：0名
離職：0名

9 A エブリ株式会社
”エブリ”はいつでも（Everytime）、みなさまに（Everyone)、あらゆるサービスを（Everything）を企業コンセプトに、ＩＴ業界でのフ
ルタイム（２４時間３６５日）に対応する様々な事業を展開しています。充実した教育制度で離職率が低く、新卒からじっくりと育成す
る体制は社員より高い満足を得ており、エブリの自慢です。専修大学OBや文系出身者もシステムエンジニアとして活躍中です。

IT技術職(システムエンジニア、カスタマエンジニア等)・10名・東京・大阪・京都・
名古屋

既：可
（概ね2年まで）

留：不可

採用：11名
離職：  2名

10 多 東京荏原青果株式会社

東京都中央卸売市場において、全国の多種多量な野菜・果物を集荷し、セリ等の方法で都内の食品関係業者との取引を行う会社です。野
菜・果物の取扱量日本一を誇る大田市場を舞台に、全国の生産地と都内の消費者を結びつけ、生鮮食料品の流通の安全・安心を支えても
らう、プロフェッショナル（通称セリ人）を目指していただく方を募集します。学部学科不問、当業界にチャレンジしたいという意欲の
ある方、大歓迎です！

営業職(商談、交渉等の取引業務補助、荷物運搬等の軽作業、営業事務補助)・10名・
東京都大田区東海３－２－１

既：可
（概ね3年まで）

留：不可

採用：18名
離職：  2名

11 多 JFE商事薄板建材株式会社

屋根や壁の材料となる鋼板（鉄製の板を加工した物）の卸売りを中心に、様々な建材製品を販売している会社です。ブースでは”実は”
私たちの生活に密着している薄板建材（うすいたけんざい）と、商社のビジネスの魅力をお伝えできればと思っています。来春より一緒
に仕事をする、好奇心旺盛で、コミュニケーション能力の高い、なによりも元気な人材を募集しておりますので、興味をお持ちの方は、
是非お立ち寄りください。

総合職(営業（情報収集活動・受注活動・付随する管理業務や資料作成全般）・管理
部門（経理・審査・総務・人事等）配属時に決定)・若干名・初任地は基本東京。経
験を積んでから全国11個所の支店に異動あり。

既：可
（概ね1年まで）

留：可

採用：11名
離職：  2名

※上記内容は、企業様申込時に記載いただいた情報をそのまま転記しています。
実施時間 ： 13：00 ～ 16：40　　実施場所：専修大学サテライトキャンパス（向ヶ丘遊園北口東急ストアの上階）
会場…A=スタジオA、多=多目的ホール、B=スタジオB

私服OK・時間内の出入り自由。 30分1回の説明を計5展開実施
予め企業研究をしてから参加すると効果大

主催：専修大学就職課
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12 多 株式会社WEIC

当社では、ITを活用し企業の営業活動をコンサルティングする「営業支援サービス」を行っています。‟世界で活躍できる人財と企業を創
る”という企業理念の下、日々お客様の営業サポートを行っています。幅広い商材を担当する為、コンサルタントとしての知識やスキル
を磨いていくことができます。ITの知識はいりません！誰かの役に立つ仕事がしたい方、チームで協力して仕事がしたい方、ぜひお気軽
にご応募お待ちしています！！

営業コンサルタント職(ITデータを活用した法人営業支援サービス)・7～10名・東京
都：都営大江戸線「勝どき」駅

既：可
(不問)

留：応相談
(初めの1年が電
話での業務にな
る為、日本語が
どの程度話せる
かによります。)

採用：12名
離職：  1名

13 多 シンレキ工業株式会社
シンレキ工業は、皆様が日常歩いたり、走ったりして活用している「道路」をなおす材料・つくる材料を北海道から九州までの各事務所
に併設された自社工場で製造し、全国ネットで販売しております。今年度は、学部・学科は問わず、全国の事業所にて官公庁様や民間企
業様向けに道路補修材・道路舗装材の営業・販売をして頂く方をお待ちしております。

総合営業職(ルート営業・新規営業(法人営業))・2～3名・全国各地
既：可

（概ね1年まで）
留：不可

採用：7名
離職：0名

14 多 株式会社モスフードサービス
フランチャイズチェーンによるハンバーガーショップ「モスバーガー」の全国展開を主要業務としており、加盟店に対してハンバーガー
用食材・包材・飲料を販売し他にロイヤリティ、広告宣伝料等の営業収入を得ています。また当社直営店として「モスバーガー」を運営
しております。モスバーガーは”日本生まれ”のハンバーガーショップです。

総合職(店長として店舗運営・経営を経験後、本部各部署にて勤務していただきま
す。)・15～20名・本社（東京）、直営店舗（関東圏内）（今後の出店状況により変
更あり）

既：可
（概ね3年まで）

留：応相談

採用：61名
離職：  8名

15 多 株式会社タカシマ

当社は主に東日本で営業展開している、ネジや金属加工品などを取り扱う専門商社です。創業は1929年。創業から85年以上の歴史を持
ち、一般消費者の方にはあまり名前を知られていませんが、業界内では高い知名度と信頼を誇っています。社内はアットホームな雰囲
気。特に、営業部門の拠点である葛飾事業所は人数も多く、活気に溢れています。少しでも興味がある方はぜひ説明を聞きに来てくださ
い！お待ちしております。

総合職(主に営業（ルート・法人営業）、営業事務)・10名・東京都千代田区、葛飾
区、埼玉県越谷市

既：応相談
(理由や経緯をお
伺いした上で判
断させて頂きま

す。)
留：不可

採用：18名
離職：  1名

16 多 堀川産業株式会社

弊社は関東甲信越を中心に1都9県に58か所の営業ネットワークを通して一般家庭へLPガスの供給をしております。弊社の強みは60年以
上の歴史で培ってきた『営業力』『提案力』が堀川産業の特徴です。社長も「堀川産業で一人前になれば、どんな会社に行っても活躍出
来る」と胸を張って言えるほど、資格取得や研修を通じて一人前のビジネスマンとして成長することが出来ます。詳しくは当日ブースま
でお越しください！

営業職(ルート営業、開拓営業)・20名・本社及び各営業所
既：可

（概ね3年まで）
留：可

採用：90名
離職：15名

17 多 練馬建設株式会社
練馬区で70年間続く総合建設業で、地元を中心とした信頼と安全を一途に営む会社です。東京都をはじめとする公官庁から請ける仕事、
地元企業や地主に対して新築工事から改修工事と幅広く提案するため、正解が無限にある幅広い仕事です。多種多様なケースを一緒に考
え、前向きに取り組んで頂ける学生の応募をお待ちしております。

営業職（公官庁営業・法人（民間）営業）・2名・東京
既：可
(不問)

留：応相談

採用：1名
離職：0名

18 B 新日本ウエックス株式会社

リネンサプライで企業を支えています。＜リネンサプライとは＞シーツ、テーブルクロス、タオル、ユニフォームなどのリネン（繊維製
品）を「リース（貸す）、クリーニング（洗う）、デリバリー（届ける）」までの一括管理を通して企業に提供する仕事。排水リサイク
ルや、ICチップ入りユニフォームシステムなど、技術面も自社で行っています。企業のインフラとして利用いただいている、それがリネ
ンサプライサービスです。

総合職(提案営業、生産管理、改善業務、生産技術、品質技術研究、管理)・15名・名
古屋、東京、横浜、京都、大阪

既：可
（概ね3年まで）

留：不可

採用：33名
離職：  1名

19 B 社会福祉法人伸こう福祉会
私たちが働く目的は、お客様に「すべてのよきもの」をささげることで、その方がより豊かな生活を送れること。私たちの仕事は、家族
の、そして地域の「問題を解決すること」です。介護、保育というクリエイティブな仕事を通じて、人生の「最初と最後」を支えます。

介護ジェネラリスト(ご利用者様の介護を経験し、財務、人事、施設マネジメント
等)・10名・神奈川県内/ 介護職(ご利用者様の介護)・10名・神奈川県内

既：可
（不問）
留：可

採用：84名
離職：22名

20 B 東海カーボン株式会社

【今と未来の“日常”を支える】大正７年創業、今では世界有数のシェアを持つ日本最大規模の総合炭素素材メーカー、BtoBの企業で
す。最高水準の各製品は、自動車・バイク・インク顔料・ＬＥＤ・半導体・新エネルギー分野など多様な需要業界を持ち、国内・海外共
に屈指のシェアを誇ります。また最先端分野の材料研究も積極的に手掛け、開発を行っています。カーボンという素材は、実は日常生活
のあらゆる面を支えているのです。

事務系総合職(経営企画、人事、総務、経理、営業、輸出、購買、生産管理 ほか)・
若干名・【国内】宮城～熊本 【海外】米、英、加、中、タイ、韓、ほか

既：可
（概ね2年まで）

留：可

採用：25名
離職：  0名

21 B
ダイキンＨＶＡＣソリューション東京株式
会社

当社は離職率が低い為、辞めることを見越しての大量採用はしておりません。人のダイキンと言われる様に社員教育や就業環境の改善に
より社員1人1人の営業力強化に力を入れており、これらが会社の強化に直結しております。業界トップを維持し続ける企業“ダイキ
ン”。会社と共に成長し、やりがいある仕事を一緒にしませんか？まずはブースにお越しください。お待ちしております！！

①営業職(空調機器卸売販売、提案営業)・10名・関東地方/営業技術職(空調設備の設
計、積算、施工管理)・10名・関東地方

既：不可

留：不可

採用：28名
離職：  1名

22 B 日本住宅株式会社
「ビズハウジング」や「コンパスホーム」など独自の経営システムを構築し、他社とは異なる営業手法によって、住宅や建築に関するあ
らゆるニーズに即応しています。結果、東北地方では賃貸住宅建築数12年連続No.1の実績をあげ、現在では関東の市場でも注目を集めて
います。「チャンスは平等･実力主義」の日本住宅なら、若い社員でも常に次のステージを目指してチャレンジできます！

営業職(賃貸住宅の提案営業職)・30名・関東・北関東・東北/ 営業職(戸建住宅の提
案営業職)・15名・東北

既：可
（不問）
留：不可

採用：195名
離職：  29名

※上記内容は、企業様申込時に記載いただいた情報をそのまま転記しています。
実施時間 ： 13：00 ～ 16：40　　実施場所：専修大学サテライトキャンパス（向ヶ丘遊園北口東急ストアの上階）
会場…A=スタジオA、多=多目的ホール、B=スタジオB

私服OK・時間内の出入り自由。 30分1回の説明を計5展開実施
予め企業研究をしてから参加すると効果大

主催：専修大学就職課


