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企業名

業種

（50音順）

学内合同企業説明会
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募集職種

参加企業一覧

■

企業ＰＲ

短大
採用

１

青木信用金庫

金融（信用金庫・労働金庫・信用組合）

信用金庫法に基づく金融業務

事務職

埼玉県川口市を中心に全３７店舗でお客様に地域一番
の金融サービスと地元中小企業の発展、地域活性化に
貢献する First Call Shinkin Bank です。

○

２

上尾中央医科グループ

サービス（医療・福祉・介護）

病院・介護老人保健施設・クリニック・特別養護老人ホーム・臨床検査研究
所・専門学校

１・事務総合職
２・MSW（社会福祉士）・PSW（精神保健福祉士）
３・診療情報管理士

・関東を中心とした日本最大級の医療・福祉グループ
・事務総合職として将来の経営幹部候補の募集
・人々になくてはならないサービスあり社会貢献度が高く
やりがいある仕事

-

３

株式会社イハシ(イハシグループ)

流通・小売（その他）

石油製品の小売/卸売（出光昭和シェル石油株式会社の最大手特約店）
リハビリ型高齢者介護施設の運営
LPガス事業
ＩＴ関連事業（富士通㈱と資本提携）その他
不動産関連
社会福祉法人の運営など

総合職
①カーライフアドバイザー ②営業スタッフ ③介護スタッ
フ ④介護事務
⑤レンタカーカウンタースタッフ 充足した場合は求人停
止の可能性あり

創業100年を超える実績で、地元地域のお客様から信用
と信頼、ご支持を得ています。石油製品の販売を中心に
介護事業、プロパンガス事業などライフラインを支える生
活関連事業を展開しております。

○

４

ウエルシア薬局株式会社

流通・小売（ドラッグストア・医薬品・化粧品）

調剤併設型ドラッグストアの運営

総合職(店長、ビューティアドバイザー、管理栄養士)

地域で暮らす人々の「社会インフラ」を目指し、日々「ウエ
ルシアモデル」にて専門的な人材・商品・店舗づくりに取
り組んでいます。店舗数は1800店を超え、業界トップクラ
スの店舗数・売上高まで伸長しています。

○

５

株式会社オンワード樫山

メーカー（繊維・アパレル）

紳士服、婦人服、子供服、スポーツウェアーなどの総合衣料品その他ファッ 総合職、ファッションスタイリスト、デザイナー、パタン
ション関連商品の企画・製造・販売
ナー

30以上のブランドを有する日本アパレル業界のリーディ
ングカンパニー！業界トップレベルのシェアを誇り、グ
ローバルなファッションの展開を行っています。
主なブランドは23区・組曲・ポールスミスなど

○

６

生活協同組合コープみらい

流通・小売（生活協同組合）

コープデリ宅配事業・店舗事業・保障事業・福祉事業・サービス事業・でんき コープデリ宅配事業：地域担当
/ガス事業
店舗事業：販売担当

コープみらいは東京都・千葉県・埼玉県の1都2県で事業
を行う【日本最大】の生活協同組合です。「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
てさまざまな事業を行っています。

○

７

株式会社コモディイイダ

流通・小売（流通・チェーンストア）

東京・埼玉・千葉・茨城に83店舗展開する食品スーパーマーケット

当社では「どんな商品を置けばお客様に喜んでもらえる
・販売職（青果、精肉、鮮魚、総菜、食品、レジ、ベーカ
のか」…様々な仮説を立てお店の仲間と協力しながら一
リー）
つのお店を造り上げていきます。
・事務職（各店舗の事務、人事、総務、経理、システムの
販売自由度の高い当社で地域一番店を一緒に造りませ
本部スタッフ）
んか？

○

８

株式会社ジェイプロジェクト

サービス（フードビジネス）

飲食店の経営

・店舗プロデュース職（総合職）
・調理スペシャリスト職（総合職）
・ホールスタッフ（一般職）
・キッチンスタッフ（一般職）

当社は全国に７０以上のブランドを経営しています。個人
店がたくさん集まったビックリ箱。
かわいいカフェから大人が集まるラウンジまで。自分に
あった個性的なお店を見つけよう！

○

９

株式会社ＪＴＢ商事

商社（その他商社）

営業職（①旅館ホテル商事事業／②一般商事事業）
①全国の宿泊施設に対する備品、改装等の提案営業
②旅行代理店に対するおみやげカタログ等の提案営業

営業職

私たちJTB商事は、【旅の総合商社】として、JTBグルー
プ唯一の商事専業を担う会社です。商品やサービスの
提案で、お客様の旅をより快適にし、旅の新しい価値を
創造する仕事、私たちと一緒にやってみませんか？

○

１０ 株式会社シャノアール

サービス（フードビジネス）

飲食店チェーンを全国に195店舗経営（2019年8月現在）

店長候補及び本社スタッフ候補

カフェの空間が好き、接客が好き、コーヒーが好き、店舗
運営に興味、将来は会社を動かしたいなど、どんな想い
でも構いません。充実した研修や教育プログラムの中
で、ご自身の想いを実現してください。

○

１１ 株式会社スズキ自販埼玉

商社（自動車・輸送機器）

スズキ四輪車の販売/中古車の販売/電動車いすの販売/部品・用品の販
売/自動車整備(点検・車検・修理)/損害保険代理店業務

営業職

当社は、スズキ株式会社100％出資の直営ディーラーと
して、埼玉県東部地区を販売エリアに地域に密着した販
売活動を展開しています。小さな車に大きな未来を詰め
込んでスズキは走り続けます！

○

１２ セコム株式会社

サービス（その他サービス）

セキュリティを中心に、防災、メディカル、保険、地理空間情報サービス、ＢＰ
「誰もが安心して暮らすことができる、快適で便利な社会
総合／エリア総合（セキュリティ、営業）、研究、開発、ＩＣ
Ｏ／ＩＣＴ、不動産、国際事業などを展開。セキュリティで培った安全のネット
を創る。」これがセコムの創業以来、一貫して持ち続けて
Ｔエンジニア、メディカル（医療総合、看護師、薬剤師）、
ワークをベースに、安心で便利で快適なサービスシステムをトータルで提供
いるスピリットです。今後も社会が求める「安全・安心」で
設備保守・施工管理
する、新しい社会システムづくりに取り組んでいます。
快適なサービスシステムを創造していきます。

○

１３ セントラル警備保障株式会社

サービス（安全・セキュリティ関連）

１、警務職（常駐警備（女性による受付および巡回を含
常駐警備・機械警備・輸送警備、監視カメラ・画像監視システムなどの開発・
む）・機械警備・運輸警備）
販売及び工事、
２、営業職
情報セキュリティシステムの開発販売
３、技術職

ＪＲ東日本様のパートナー企業として、鉄道警備を得意と
しております。
また、日本テレビ様・三井物産様・住友商事様など一流
企業の警備も行なっております。
安全・安心に関わりながら、社会貢献できる会社です。

○

１４ 第一カッター興業株式会社

メーカー（住宅・建設・建材・エクステリア・設備
関連）

【生活に根差した仕事】コンクリート、アスファルトの切断・穴あけ工事
ダイヤモンドを埋め込んだ円形の刃で切断、穴あけする「ダイヤモンド工法」
超高圧で水をぶつけてコンクリートを薄く削り取る、切断する「ウォーター
ジェット工法」
２種類の技術でビルや橋、高速道路などの解体・補修工事をしています。

破壊活動で社会に貢献。モノヅクリタイコクで逆転の発想
です。道路やアスファルトを切り取る技術は、劣化が進む
インフラの維持補修にも役立っています。 家へ続く”道”
を貴方自身で支えませんか？

○

１５ 大東建託グループ

メーカー（住宅・建設・建材・エクステリア・設備
関連）

アパート、マンション、貸店舗、貸工場、貸倉庫、及び貸事務所等の建設業
コンサルタント営業・設計職・施工管理職・事務系総合
務
職・システムエンジニア職・ルームアドバイザー職・管理
入居者様斡旋等の不動産仲介業務、及び建物管理、並びに賃貸借契約管
スタッフ・賃貸マーケティングスタッフ・業務スタッフ
理等の不動産管理業務

【いい部屋ネット】や【ＤＫセレクト】ＣＭでお馴染みの大東
建託グループです。住宅供給戸数・賃貸仲介件数・全国
賃貸建物管理戸数はいずれも業界ナンバーワン。

○

１６ 東栄商事株式会社

サービス（ホテル・レジャー・アミューズメント）

地域密着型アミューズメントスペース「ことぶき」の経営

スタッフ個々の個性を活かし、地域のお客様に喜んで頂
総合職(接客・企画・人財育成・採用・総務・店舗開発・営 くための接客や企画を日々行っています。
業戦略 等)
お客様と一緒にバス旅行に出掛ける【バスツアー】や、ク
リスマスのサプライズ企画【ドリームデリバリー】など。

○

現場技術職【総合職】
実際に工事現場に行って、道路や橋、ビルなどを切り刻
むお仕事です。
巨大な構造物が少しずつ切り取られていく様子は圧巻で
す。
交通インフラの維持・補修工事のニーズにも対応します。

No

企業名

業種

（50音順）

事業内容

募集職種

１7 株式会社東京めいらく

入力依頼中

営業職
乳製品を中心とした食品製造販売業。3箇所の工場で製造した食品をめい
お得意先様からの受注品を配達納品しながら販売促進
らくグループ全体で全国71ヶ所の営業所を通し20万軒のお得意様へ卸問屋
活動に従事し営業センスを身につけて頂きます。
を通さず自社で配送する生産直販方式で販売しています。商品はホテル・レ
生産技術職
ストラン等の外食産業向けの業務用商品とスーパー・コンビニ向けの家庭
工場内での食品製造に従事し、製造技術・ノウハウを習
用商品があります。
得して頂きます。

18 東武ステーションサービス株式会社

サービス（鉄道・空輸・海運）

駅業務・駅構内営業の運営管理業務・駅出改札業務・および案内

１９ 株式会社栃木屋

メーカー（その他製造）

２０ 株式会社トヨタレンタリース新埼玉

企業ＰＲ

短大
採用

生産直販システムの元，原料の仕入れから製造販売ま
でをすべて社員が担っています。各現場で業務を行いな
がら経験を積んで頂き仕事を通じて現場を知ることでよ
り良い製品づくりやサービスを提供することができます。

-

駅スタッフ
※「東武鉄道への入社」の制度もあります。

駅の出改札業務や駅施設ならびに駅構内の駐車場など
の管理や旅行案内業務など。
駅の業務を習得後には、東武鉄道へ入社し、車掌や運
転士へとステップアップしていきます。

○

創業106年を迎える”機構部品”メーカーです。
主に産業用の部品を取り扱っており、鍵の取手・鍵・蝶番、機械のキャス
ター他、5,000点以上を販売しています。
事業所は、国内に全12拠点（2019年に1拠点を新設）あります。

営業
営業事務
設計開発
製品試験

★しっかり休める★ 年間休日128日以上+特別休暇+有
給
★残業が少ない★ 月平均残業時間8時間程。休日・
深夜出勤も殆ど無し
★働きやすい職場★ 平均年齢36歳、男女比半々、
2018年の育休実績4名

○

金融（リース・レンタル）

レンタカー事業、カーリース事業、各種保険代理店、au代理店、U-car代理
店

リース営業スタッフ、レンタカースタッフ

県内トヨタディーラーのバックアップによる強力な経営基
盤を確立し、常に成長しているレンタカー・カーリース企
業。
トヨタグループならではの豊富なラインナップと笑顔でお
客様の「動く」を応援します。

○

株式会社
２１ ナクアホテル＆リゾーツマネジメント
（ホテルエピナール那須）

サービス（ホテル・レジャー・アミューズメント）

・ホテルエピナール那須の新入社員の教育システムは、
ホテル・リゾート施設の受託運営事業としてホテルエピナール那須をはじ
・ホテルサービス（フロント、フロアサービス/ベル、レスト ゼネラルスタッフ制を導入
め、日本国内に合計3施設を運営しており、その他会員制事業やトラベル事 ラン・宴会サービス）
入社後1年間は正式な所属を決めず定期的に各部署を
業・バス事業など幅広く展開している
・調理（和食・洋食、フレンチ、日本料理、製菓）
移動して、ホテル内の様々な業務を経験し自らの適性を
見出す事ができます

○

２２ 日本企画株式会社

ソフトウェア・情報処理（情報処理）

１．システムの運用・保守管理業務
２．ソフトウェア開発業務
３．アウトソーシングサービス業務 等

人材育成を重視しており、IT技術研修は勿論のこと、ビ
ジネスマナーにも力を入れています。
また、トイレ研修（ボランティア）や農業実習などの社内イ
ベントも多く、非常にアットホームな所が自慢です。

○

２３ 日本住宅株式会社

メーカー（住宅・建設・建材・エクステリア・設備
関連）

賃貸住宅、アパート、中高層賃貸マンション、?般住宅の企画・立案・設計・
施工、住宅の販売
〇コンサルティング営業職
商業ビル、社会福祉施設、医療施設の設計・施工・管理並びに公共工事の 〇施工管理・設計職
施工、PM事業

新卒1年目から幅広い知識とスキルを身に付けながら、
責任ある職務に携わることが出来るため、社員は圧倒
的なスピードで成長することができます。。会社と共に、
自分も成長しよう。そう考える挑戦者を期待します。

○

２４ 芙蓉パーソナルコミュニケーション株式会社 流通・小売（電気機器関連）

ドコモショップにて契約受付業務（携帯電話の販売、修理、コンサルティング
総合職
等）、店舗運営業務（在庫管理、売上管理等）

埼玉県より「多様な働き方実践企業」として、最高位の認
定をうけており結婚や出産後でも安心して働ける勤務体
系に配慮しています。研修制度も充実しており目標に向
かってスタッフ一丸協力している取り組んでいます。

○

２５ 株式会社ホテルニューアカオ

サービス（ホテル・レジャー・アミューズメント）

■ホテル事業：旅の玄人にも選ばれる2つのホテル。エンターテイメントとリラ
クゼーションがコンセプトの趣の異なる2つのオフィシャルホテルの運営。
■リゾート事業：自然に囲まれてリフレッシュし楽しむ事ができる「もう一つの
熱海」という価値を提供。海と山に囲まれた大自然と共生する20万坪のリ
ゾートエリアの運営。

「人の通りにくい道を進むチャレンジ精神」を経営の中心
に置き事業を展開してきた日本有数の総合リゾート。
2つのホテルと2つのリゾート施設有する25万坪のアカオ
リゾート公国

○

２６ 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

金融（都市銀行・信託銀行）

金融業およびその他付帯業務。銀行の三大業務である「預金」「貸出」「為
替」のみならず、世界中に広がるネットワークと、三菱UFJフィナンシャル・グ
総合職
ループ（MUFG）の総合力を駆使し、企業とその挑戦を、人々とその暮らし
を、国家とその産業を支えています。

当行はテクノロジーを活用して新たな金融サービスを創
造しています。銀行業務とシステム企画・開発に幅広く携
わり、社会インフラである銀行システムを自らの責任で考
え、作り、動かすことで、日本と世界に貢献します

確認中

２７ 株式会社ヤオコー

流通・小売（流通・チェーンストア）

食生活提案の食品スーパーマーケット
チェーン店でありながらも、各店舗に商売を任せる『個店経営』スタイル！店
舗ごとに各地域の食文化やニーズに合わせた商品を取入れ、社員やパート 販売職（総合職）
ナーさん一人一人が意見を出し合い、その地域に合った店作りをしていま
す。新しいライフスタイルに対応し商品開発にも力をいれています！

30期連続増収増益！食品業界でNO.1の成績を誇る記
録です！
地域ごとにお客様のニーズに合わせた商品の品揃えや
売り場作りと、食の提案によって選ばれ続ける食の専門
店です！

○

２８ ユナイト株式会社

金融（リース・レンタル）

①保有する１８，０００台の道路用建設機械の大手ゼネコン他へレンタル
②大型機械を活用した道路切削工事の提案・請負
③道路・空港工事で発生する廃材の再利用で環境に貢献

営業職・整備職

当社は株式会社カナモトのグループ企業であり、道路事
業のパイオニア企業です。
国のインフラである道路新設・補修を裏から支える仕事
にはきっとやりがいを感じていただけるはずです。

○

２９ 株式会社ＬＩＸＩＬビバ

流通・小売（ホームセンター）

カー用品、大工資材用品、園芸用品、ペット及びペット用品、家庭日用品、イ
ンテリア用品、家庭電気製品、文房具、レジャー用品、スポーツ用品、時計、
エクステリア用品、住宅設備機器等の総合小売業、住宅リフォームおよびデ
ベロッパー業

ホームセンター店舗運営
まずは部門担当からスタートし、部門責任者として経験
を積んで、店次長・店長・商品バイヤーなどにステップ
アップしていきます。

ホームセンター”ビバホーム” ”スーパービバホーム”を
展開している当社。地域にあったお店づくりで地域に欠
かせない存在を目指しています。成長し続けている当社
で「住生活のプロ」として活躍しませんか。

○

３０ リコージャパン株式会社

商社（コンピュータ・通信機器）

さまざまな業種におけるお客様の経営課題や業務課題の解決を支援する
各種ソリューションの提供
営業（法人営業地域採用）
・複合機（ＭＦＰ）やプリンターなどの画像機器や消耗品及びＩＣＴ関連商品の
カスタマーエンジニア（地域採用）
販売と関連ソリューションの提供
システムエンジニア
・サポート＆サービス（画像機器やＩＣＴ関連商品の保守、ネットワーク機器・
保守、ＩＣＴ運用代行業務）

好きな街で、好きなだけ。
日本全国どこでも、好きな街で思いきり働き、思いきり生
きていく。
そんな人生を実現させたい会社。それがリコージャパン
です。

○

1.開発系（システムエンジニア・プログラマー）
2.運用系（オペレーター・ヘルプデスク）

・フロントスタッフ（ウエディング対応含む）
・レストランスタッフ
・ショップスタッフ
・シャトルサービススタッフ
・リゾート部門スタッフ
・調理スタッフ
・企画スタッフ

