
 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2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 東山産業株式会社

当社は創業67年目を迎えるレンタル系の商社です。福祉（介護）用品と建設用安全資材を扱っております。両事業部とも、利用者さんへ
安全で快適な生活を提供しています。福祉事業部ではチーム主義で助け合う組織風土を活かしており、女性も活躍しやすい業界です。借
上げ社宅制度、資格制度（福祉用具専門相談員、ホームヘルパー2級、住環境コーディネーター等）、研修制度が充実しております。ぜ
ひ気軽に話を聞きに来てください。

営業職（ルート営業、法人営業）・15名・関東・名古屋・関西など
既：可

（概ね5年まで）
留：不可

採用：30名
離職：  1名

2 A 髙六商事株式会社

プラスチック原料の専門商社として国内外の幅広い樹脂メーカーの製品を取り扱うとともに、自社工場で着色・コンパウンド樹脂を生産
するメーカー機能も有し、お客様のニーズに最適な原料提供をしています。また、プラスチック再生材を生産するリサイクル工場を有し
て循環型社会に貢献しています。創業以来安定成長（赤字なし）を持続している、男女・年齢を問わずやる気と実力が発揮できる会社で
す。

営業職(法人営業（ルート営業及び新規開拓）)・4名・東京(2名）・大阪（2名）
既：可

（概ね3年まで）
留：不可

採用：7名
離職：1名

3 A 株式会社サティスファクトリー

当社は企業における廃棄物に特化した環境マネジメント事業を展開しています。企業が抱える廃棄物問題は様々です。その様々な廃棄物
問題に対し、スキームを構築、リサイクルの推進や、CSR、コンプライアンスの部分でのサポートをしています。ビジネスを通し、ひい
ては社会問題、環境問題の解決に取り組んでいます。当社の事業は社会を100年先に繋ぐ事業です。皆さんの子供や、孫の世代に残る仕
事を一緒にしませんか。

コンサルティング営業(新規顧客開拓、既存顧客サポート、行政書類作成)・5名・東
京

既：可
（概ね3年まで）

留：可

採用：10名
離職：  1名

4 A ソレキア株式会社

ソレキアはコンピュータに関して、営業・システムの設計構築、保守メンテナンス等、広い範囲をカバーしております。その役割を大き
な意味で言えば「コンピュータという社会のインフラの一つを支える」というものです。今では、日常生活においてはコンピュータなし
の生活は考えられないと思います。特に、ソレキアのお客様には官公庁や医療機関も多く、公共性・社会貢献度の高い事業に関わること
ができます。

営業(セールスエンジニア(営業職) IT関連インフラ機器の販売・サーバー、パソコン
など）・7名・東京、大阪、他全国/ ＳＥ(セールスエンジニア(営業職) システムの設
計・開発・運用)・11名・東京、大阪、他全国/ ＣＥ(サービスエンジニア(技術職) IT
関連機器及びネットワーク関連などの工事及び保守)・7名・東京、大阪、他全国

既：不可

留：不可

採用：57名
離職：  6名

5 A ＳＧムービング株式会社

佐川急便でおなじみの物流大手「ＳＧホールディングスグループ」の事業会社です。お客様の課題を解決する“輸送＋α”のサービスを
国内外問わず提供しています。＜事業内容＞Ⅰ．ムービング事業（オフィス移転、法人引越など）Ⅱ．セッティング事業（大型家具・家
電設置輸送など）Ⅲ．ソリューション事業（イベント輸送、美術品輸送、海外輸送、大型商業施設初期搬入など）まずはお気軽に弊社
ブースへお越しください。

総合職(ジョブローテーションで様々な業務を経験（配属予定：営業、カスタマー
サービス、人事・総務）)・10名・関東エリア※その他エリアへのUターンも応相談

既：不可

留：応相談
(日本語レベルに

よる)

採用：11名
離職：  0名

6 A
社会福祉法人川崎市社会福祉事業団
（川崎市特別養護老人ホーム多摩川の里）

「多摩川の里」は「川崎市社会福祉事業団」という社会福祉法人が運営する介護保険サービスを総合的に実施している社会福祉施設で
す。当法人は川崎市内に保育園、障害者支援施設、そして特別養護老人ホーム等、児童、障害、高齢の３分野の福祉事業を展開する県内
でも最大規模の社会福祉法人です。様々な福祉サービスを学ぶことができること、また研修体系が充実しており、専門職として向上でき
ることが特色です。

支援員（障害者施設、高齢者施設における利用者支援業務)・15名・川崎市内/保育
士(保育園における保育業務）・15名・川崎市内

既：可
（不問）

留：応相談

採用：190名
離職：  30名

7 A 株式会社東京めいらく
●褐色の恋人スジャータでおなじみのめいらくグループです。画期的なヒット商品を次々と開発し、乳業界最大の生産直販網、世界有数
の無菌ロングライフ設備により、新鮮で安心・安全・高品質、低価格の食品をお届けしています。

総合職（営業）(ルート配達から始めます。)・30名・関東（希望する勤務地）/ 総合
職（生産技術）(生産現場から始めます。（理系学部対象）)・30名・千葉県佐倉市

既：応相談
（就職浪人等で
職歴の無い方）

留：不可

採用：92名
離職：18名

8 A 株式会社さいか屋
この神奈川の地で創業以来140年にわたり地域のお客様に支えられている地域密着型の百貨店です。地域に根差した百貨店の新しいスタ
イルにチャレンジしています！神奈川・湘南が好きな方、私たちと一緒に働いてみませんか？

総合職・10名程度・横須賀・藤沢・川崎・町田
既：可

（概ね2年まで）
留：不可

採用：11名
離職：  2名

9 A 日新工業株式会社

全国の建物を雨から守るのに不可欠な「防水材」、その防水材を約100年間作り続けています。私達日新工業は防水材の販売を通して、
住環境と自然環境の調和を目指し、次世代へ繋ぐ取り組みを行っています。当社は、屋上防水材として他社にない独自の性能を持つ製品
を随時開発しております。環境対応型アスファルトとして初めてJIS認証を取得し、NETISにも登録された「シグマートEL」などがその代
表的な製品の一つです。

営業職(提案営業、建物調査など)・3名・東京(本社）・神奈川・札幌・仙台・大阪・
名古屋・九州・広島/ 研究開発職(新製品の開発、既存製品の改良など)・4名・埼玉
県・春日部市

既：可
（概ね3年まで）

留：応相談

採用：18名
離職：  3名

10 多 共和レザー株式会社
当社は静岡県浜松市に本社を置く、東証一部上場の合成表皮材メーカーです。主力の自動車内装合成皮革表皮材は業界トップクラスの
シェアを誇り、国内外の自動車に広く使用されています。自動車の内装やインテリアなどは私たちの生活の中に快適な空間を作り出して
います。

総合職(営業：法人営業)・2名・静岡、東京、大阪/ 総合職(管理：決算業務、労務管
理、原材料の調達)・1名・静岡

既：応相談

留：応相談

採用：21名
離職：  0名

11 多 株式会社サカガミ
［太陽と大地の恵みを子供達へ］をスローガンに掲げて［安心・安全］のこだわりの食材を提供しているスーパーマーケットです。健康
な体は健康な食べ物から。素材の味を変えないことが一番のおいしさにもなります。サカガミはこのような食材を常に全国各地に飛び回
り探しつづけ、お客様に提供していく会社です。

営業部(製造・販売・接客業務　（将来の店長・バイヤー候補））・5名・東京都内
既：可

（不問）
留：応相談

採用：6名
離職：0名

12 多 株式会社ニトリ
”商品企画、海外への挑戦、海外物流、接客、広告宣伝”　全てができる！皆さんのニトリに対するイメージがきっと変わります！店舗
だけでなく、現在27部署100職種以上のフィールドがあるニトリだからこそ実現できる「住まいの豊かさ」を、是非感じてみてくださ
い。

総合職(店舗業務、商品開発、物流、広告、海外事業等)・470名・全国
既：可

（概ね4年まで）
留：可

採用：1200名
離職：    75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



 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2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

13 多 株式会社昭和システムエンジニアリング
創立以来の堅実経営で2016年、創立50周年を迎えました。金融・物流・通信・公共など得意先の業種は広範囲で、系列などのしがらみ
がない独立系SI'erとして自由フィールドで活躍中。万全の新人研修でスタートダッシュをサポートします！！※全募集職種において、学
部・学科は不問です。コンピュータに関する知識・経験、資格の有無などは一切問いません。

ITスペシャリスト(プログラマ/システムエンジニア)・40名・東京/ 営業職(ITソ
リューション営業)・若干名・東京

既：可
（概ね3年まで）

留：可

採用：94名
離職：  3名

14 多 株式会社寺田ポンプ製作所 独自の商品を先端技術の駆使により、豊かな生活を社会に提供するため、各種ポンプ造りを中心とした開発型の企業です。 営業職(販売店・代理店への受注活動／ルート営業)・3名・全国の支社・営業所
既：応相談

留：不可

採用：13名
離職：  4名

15 多 アーバン・コーポレーション株式会社
〇求める人物像〇
自ら物事を考え、発信出来る行動力のある人材を求めています。人と話すのが好きな方は大歓迎です！未経験OKです！平均年齢は31.4才
で若手の社員が多数活躍しています！

技術職(システムエンジニア）、営業事務)・10名・お客様先(東京・神奈川)/ 営業職
(ルート営業 (システムの営業ではございません。別事業部の、記帳代行に関する
ルート営業です))・10名・本社(横浜)

既：可
（概ね3年まで）

留：不可

採用：24名
離職：  4名

16 多 株式会社フジタ

株式会社フジタは、学校などの施設内のサインや案内板の製造から販売までを行う会社です。サインを年間12万枚製造出荷し、業界では
知らない人はいないトップシェアを誇るメーカーです。京都に本社があり、東京と二拠点で展開しています。業績も良く積極的に採用を
行っているため、社員の半分が２０代と若い会社です。また、サインは永く残ることが特徴です。提案し納めた物が残せることにやりが
いを感じることが出来ます。

営業職(学校・設計事務所・代理店への営業)・1名・東京
既：可

（概ね3年まで）
留：不可

採用：4名
離職：3名

17 多 医療法人白報会グループ

医療だけじゃない、介護だけじゃない、多角的な事業展開を行っている白報会ではいろいろな挑戦ができます！医療提供においては地域
に必要とされる病院、総合クリニック、在宅医療を主とした診療所を各地に設けて、患者さまと隣接した医療の実現を進めています。在
宅医療を中心に各地域において、さまざまな違った環境に対応し、力を注いでいます。人生の基である「心身ともに健康」をめざし
日々、成長しています。

総合職（将来の幹部候補生としての採用）・10名・東京・千葉・埼玉/ 営業職(在宅
の患者様にさまざまな往診を提案する法人営業)・10名・東京・千葉・埼玉/ メディ
カルコーディネーター(訪問診療における同行や調整、医療に幅広くたずさわる業
務)・10名・東京・千葉・埼玉/ ケアスタッフ(老人ホームのご入居様の生活のお手伝
い)・10名・埼玉

既：可
(不問)

留：応相談

採用：28名
離職：  0名

18 B 株式会社ＮＴＴデータＳＭＳ
社会基盤になる重要な情報システムを安定的に動かし、日本を支え、社会基盤となるような重要な情報システム・サービスを提供してい
るNTTデータグループ。 その一角を担い、グループ80社の中で唯一の「運用管理（ITSM)」に特化した会社です。 「運用管理（ITSM)」
とは、前述のようなシステムを安定的に動かし、さらに磨きをかけること。 社会全体を支えていることに誇りを持っています。

システム運用管理エンジニア(●システム運用管理  ●システム維持管理 ●システム
監視 ●システム運用設計  ●セールスサポート )・30名・東京、神奈川 、埼玉、千
葉

既：応相談
（別途お問い合
わせください）

留：応相談
（別途お問い合
わせください）

採用：74名
離職：  4名

19 B 株式会社ジェイ・ブロード

ジェイ・ブロードは就職情報業界において42年の歴史を持ち、「就職ウォーカー」をはじめとする自社メディアを使った採用コンサル
ティングを行っている会社です。当社の企画営業職は、企業の採用を成功に導くために、その企業に合った採用戦略・企画の提案を行い
ます。採用広告の制作・発信、就職情報誌の発行や就職サイト・就職イベントの運営、大学での就職支援企画など「学生と企業を結ぶ就
職情報」を提供しています。

企画営業職(法人向け企画提案型営業)・6名・東京・大阪・名古屋・札幌
既応相談

留：不可

採用：14名
離職：  5名

20 B 社会福祉法人川崎大師福祉会
東京湾からの潮風が香り、夕暮れ時には羽田空港を飛び立つ飛行機の明かりが点滅する玉川のゆったりした流れの辺で、のびのびとした
居住空間の中ゆとりあるライフスタイルを実現します。2011年に開設した新しい施設とスタッフの中で、楽しく明るい、新しい介護の
スタイルを職員一緒につくりあげませんか？

介護職(入居高齢者の介護全般)・1名・神奈川県川崎市川崎区殿町

既：可
（不問）

留：応相談
(介護ビザ必要)

採用：1名
離職：0名

21 B
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援
機構

当機構は「誰もが職業をとおして社会参加ができる共生社会を目指す」を理念に掲げ、高齢者、障害者、求職者等の方々に対して総合的
な支援を行う厚生労働省所管の独立行政法人です。当機構では多くの職員が働いています。職員各自個性はありますが、共通しているの
は皆「誰かの役に立ちたい」という強い気持ちをもっていることです。そのような気持ちをもっている皆様と、たくさんお会いできるの
を楽しみにしています。

事務職(当機構は「誰もが職業をとおして社会参加ができる共生社会を目指す」を理
念に掲げ、高齢者、障害者、求職者等の方々に対して総合的な支援を行う厚生労働省
所管の独立行政法人です。当機構では多くの職員が働いています。職員各自個性はあ
りますが、共通しているのは皆「誰かの役に立ちたい」という強い気持ちをもってい
ることです。そのような気持ちをもっている皆様と、たくさんお会いできるのを楽し
みにしています。)・10名・関東地方/営業技術職(空調設備の設計、積算、施工管
理)・50名・全国４７都道府県に設置する当機構本部及び施設/ 職業能力開発職(「も
のづくり」の技能・技術の修得やレベルアップを目指す求職者や在職者の方に職業訓
練を行う職業です。職業訓練のほかにも企業への技術支援や共同開発等も行う「もの
づくり指導のプロフェッショナル」です。)・２０名・全国４７都道府県に設置する
当機構本部及び施設/ 障害者職業カウンセラー職(障害者に対して、ハローワークと
協力して、就職相談、職業能力等の評価、就職前の支援から、就職後の職場適応のた
めの援助まで、個々の障害者の状況に応じた継続的なサービスを行います。)・3名・
全国４７都道府県に設置する当機構本部及び施設

既：可
（概ね10年ま

で）
留：可

採用：599名
離職：  48名

22 B
株式会社マイナビ
　※マイナビ新卒紹介のサービスでの出展

マイナビが運営する「マイナビ新卒紹介」としての出展です。皆様が既に利用している「マイナビ2017」との大きな違いは、企業と皆
様（学生）の間にマイナビが入り、面接対策はもちろん面接合否のフィードバックなど学生の皆様のフォローをして内定まで二人三脚で
行っております。今回、マイナビ新卒紹介でしか応募出来ない企業や、専修大学積極採用の企業を多数ご用意していますので、是非ブー
スにお立ち寄りください。

― ― ―

※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


