■
No

令和２年3月6日(金) 埼玉学園大学・川口短期大学

企業名

業種

（50音順）

学内合同企業説明会

事業内容

参加企業一覧

募集職種

■

企業ＰＲ

短大
採用

１

アートコーポレーション株式会社

サービス（鉄道・空輸・海運）

引越及びそれに附帯する各種役務の提供に関する事業
国内におけるトラック輸送に関する事業
保育所運営
住宅の施工・改装等に関する事業
家電製品の小売に関する事業
自動車の輸入・販売及び車輌メンテナンスに関する事業

２

アイエックス・ナレッジ株式会社

ソフトウェア・情報処理（ソフトウェア）

「B to B」のシステム開発を中心にコンサルティングからシステム設計・開
発、テスト、運用保守までITによるサービスを一貫して、金融・証券・保険、
通信キャリアなどの情報・通信、身近なサービス業や自動車の組込関連、
官公庁や電気・ガス等のインフラ関連まで、幅広いお客様に提供していま
す。

「チームで仕事がしたい」「モノづくりがしたい」「手に職を
【システムエンジニア（SE）】システムの企画から設計・開 つけたい」「自己成長し続けたい」「ワークライフバランス
発・テスト・運用保守までの様々な工程を担当。
を大切にしたい」等、やりたいことは人それぞれ違いま
す！IKIなら全てを叶えるチャンスがある

３

株式会社アイネット

ソフトウェア・情報処理（ソフトウェア）

コンピュータ、ソフトウェアの設計及び製造、
オペレーション
コンサルテーション

プログラマー、システムエンジニア

４

医療法人社団歯友会赤羽歯科

確認中

確認中

確認中

確認中

５

足立成和信用金庫

金融（信用金庫・労働金庫・信用組合）

金融サービス業（預金、融資、為替、預かり資産販売等）

総合職

１９２６年に足立区で創業し、足立区に本店本部を置く唯
一の金融機関です。足立区内のシェアはナンバー１で、
地域活性化・地域のお役に立つ施策や、足立区・大学・
企業等との産学公金連携を積極的に行っています。

○

６

ＡＬＳＯＫグループ

サービス（安全・セキュリティ関連）

ALSOKグループは、創業以来、警備業におけるリーディングカンパニーとし
今や警備は「社会インフラ」として、なくてはならないもの
て、一貫して「安全・安心」な社会の実現を目指してきました。主要業務であ
になり、皆さんの生活を支えております。お客様にありが
るセキュリティ事業、その経験とノウハウを生かした企業活動を多方面から 企画職、営業職、経理職、研究開発職、警備職、技術職
とうと言われるような立派な警備を通じて、社会の安全に
サポートしています。「安全・安心」な未来を支えるための新しい価値を創造
安全に貢献しています。
し続けます。

○

７

株式会社イトーヨーカ堂

流通・小売（流通・チェーンストア）

食料品、衣料品、住居関連商品、医薬品などを扱う総合スーパー（GMS)

私たちは、日々変化し多様化するお客さまのニーズに合
わせ、常に進化を遂げながら、小売業の「初」を多数生み
出しています。様々なフィールドで活躍したい方、一緒に
革新を起こしてくれる方、ぜひお待ちしています。

○

８

株式会社エイブル

サービス（不動産）

■不動産賃貸仲介事業→事前に得た街や物件や周辺環境の情報を用いな
がら、お部屋をお探しのお客様へ物件を紹介いたします。
■不動産管理事業→オーナー様の賃貸経営の相談にのったり、リノベー
総合職（ハウジングコーディネータ―）
ションの提案なども行います。
その他、不動産関連事業、法人営業、海外事業なども行っております。

エイブルは2018年に創業50年を迎えました。私たちの仕
事は入居者様と大家様の双方から「ありがとう」と言って
もらえるやりがいと喜びが大きい仕事です。人の役に立
つ仕事に就きたいという方お待ちしています！

○

９

株式会社ＭＩＤ

確認中

確認中

確認中

総合職（営業、経理、広報宣伝、経営企画、情報システ
ム、人事総務など）
※基本的にはまず営業職として配属し、その後キャリア
を積んでいただきます。

引越は、お客さまの”人生の節目をお手伝いする仕事”
です。だからこそ”運送業”ではなく”サービス業”として位
置づけ発展させてきました。引越作業を行うスタッフでは
なく、総合職（営業職）での募集です。

ＩＯＴ（ｱｲｵｰﾃｨ）時代を迎える中、人材を大切に、技術の
取得を第１に掲げております。
&lt;&gt; 経営理念 &lt;&gt; よう気
やる気
はた
らき気

○

○

○

○

総合職

確認中

(短大のみ)

確認中

１０ 大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツ株式会社 サービス（ホテル・レジャー・アミューズメント）

日本全国に温泉旅館・ホテル・日帰り温浴施設・テーマパークを展開してお
私たちの施設には共通していることがあります。お客様
ります。温泉旅行・レジャーをより多くの人に身近に感じていただき、年代を 全国に展開している温泉旅館・ホテル・日帰り温浴施設・ にとってかけがえのない「想い出」になりたいという願い。
問わず皆様が「何度でも来たくなる」温泉旅館・レジャー施設を目指しており テーマパークの運営に関わる業務全般
私たちは日本一の『想い出創造業』を目指し、笑顔と元
ます。
気が湧き出る温泉で、皆様をお待ちしております。

○

１１ オーケー株式会社

流通・小売（流通・チェーンストア）

ディスカウントセンター及びディスカウントスーパーマーケットの経営

TBSラジオ主催「スーパー総選挙」では、2017年より3年
連続1位を獲得し、多くのお客様にご支持頂いておりま
す。
安さはもちろん「オネストカード」を始め、正直な経営姿勢
も評価されております。

○

１２ 社会福祉法人大吉会

サービス（医療・福祉・介護）

高齢者福祉事業（特別養護老人ホーム・ショートステイ・デイサービス・居宅
介護スタッフ
支援事業所・地域包括支援センター）

大吉会は「あなたも良かった・私も良かった・まわりも良
かった」という理念のもとご利用者様を第一に考えていま
す。地域と人を結ぶヘルスケアを目指し、最新の設備を
導入しスタッフも働きやすい環境が整っています。

○

１３ 株式会社カインズ

流通・小売（ホームセンター）

■総合職■
ホームセンター「カインズ」のチェーンストア経営。「より良いものをより安く」
社内には約140もの職種が存在！その中で配転を繰り
入社後は、店舗の売場担当を経験します。商品ディスプ
提供するために、商品企画から素材調達・製造・物流・プロモーション・販売
返すジョブ・ローテーション・システムを取り入れること
レイ、在庫管理、発注、予算管理等を行っていきます。そ
までを一貫して行うSPA型小売業です。カインズの商品とサービス、そして
で、1つの職種に限らない多種多様な経験を積むことが
の後、ジョブ・ローテーション（配置転換）に基づき、様々
店舗を通して、お客様の毎日のくらしに楽しいアイデアと発見を提供します。
できる環境が整っています。
な地域、職種を経験します。

○

１４ 京成建設株式会社

メーカー（住宅・建設・建材・エクステリア・設備
関連）

官公庁、民間そして京成電鉄グループなど、幅広い顧客層との永年にわた
る誠実なおつきあいから深い信頼関係が築きあげられ、技術力は高く評価 建築施工管理職（機械・電気・設計含む）
を得ています。公共施設から商業施設、マンション、駅舎などを手掛ける建 土木施工管理職
築事業。鉄道工事、道路・下水道工事など生活に密な社会基盤、インフラ整 営業・事務職
備の意味合いをもつ土木工事業。

【京成グループ】地域密着型の会社です。建築・土木・機
械・電気など様々な分野での工事において、監督者とし
て施工時における現場の管理をする総合建設会社で
す。

○

１５ 埼玉県警察本部

サービス（公社・官庁）

警察の仕事は、総務部・警務部・生活安全部・地域部・刑事部・交通部・警
備部と幅広い仕事があり、捜査や取締りだけでなく、事件・事故を未然に防
ぐ活動や、災害救助等、様々な面から730万人を超える埼玉県民の安全・安 警察官及び警察事務職員
心を守っています。「人々の幸せと笑顔を守る」という誇りとやりがいのある
仕事です。

埼玉県警察では、約12,600人の職員が組織一丸となり、
全力で埼玉県の治安を守っています。「誰かの役に立ち
たい」という気持ちがあれば、特別な能力は必要ありま
せん！人々の笑顔を一緒に守っていきませんか！

○

１６ サントリービバレッジサービス株式会社

流通・小売（その他）

自動販売機・ウォーターサーバー・ディスペンサー・小売等によるサントリー
総合職（ルート営業・ロケーション開発・スタッフ職）
の清涼飲料水販売

当社は、地域密着で清涼飲料水をお届けしているサント
リーグループの直販会社です。
「自動販売機」をはじめ「ディスペンサー」等の機材を通
し、
お客様に最も身近な存在としてパワフルな活動を展開し
ています。

○

店舗スタッフ（店長コース）
本部スタッフ（グロサリー本部、物流部、IT部、人事総務
部等）

No

企業名

業種

（50音順）

事業内容

募集職種

企業ＰＲ

短大
採用

１7 株式会社住創館

メーカー（住宅・建設・建材・エクステリア・設備
関連）

埼玉県の住宅を耐震住宅100％にすることを目指している注文住宅です。
「地域1番モテる会社になる！」というビジョンを常に持ち、お客様からモテ
る、社員からモテる、家族からモテることによって豊かな暮らし、幸せな暮ら
しをご提供する家づくりプロ集団です。

・住宅営業
・設計
・現場施工管理
・インテリアコーディネーター
・マーケティング広報

「最高水準の暮らしを 理想的な価格で実現し 地域貢
献の一端を担う」を経営理念として掲げています。高耐
震・高性能な家を現在の生活水準を保ったまま提供する
ことで、埼玉県を活性化させます！

○

18 新宿高野グループ

流通・小売（食品関連）

■株式会社新宿高野・・・高級果物ギフトの販売 ●オリジナル食品の製
造・販売
■株式会社タカノフルーツパーラー・・・フルーツパーラー、フルーツバーの
運営

■株式会社新宿高野・・・大卒、短大卒＝販売職、専門
卒＝販売職、製造職
■株式会社タカノフルーツパーラー・・・大卒、短大卒＝
ホール職、専門卒＝ホール職、デザート調理職

タカノは、本年で創業135年目を迎えます。フルーツに関
する情報を発信し、お客様方の生活にお役立て頂けるよ
うにすることを喜びとし、フルーツを通じお客様に感動を
お届けすることを大切にしている企業です。

○

１９ 東京京装コンピュータ株式会社

ソフトウェア・情報処理（ソフトウェア）

コンピュータのソフトウェア開発
１．業務アプリケーションの開発
２．システム全般に関するコンサルテーション及び教育

・創立40年(創立以来黒字/無借金経営）
・メーカー、ユーザーとの一次取引9割(上場企業多数取
・ソフトウェア開発技術者（システムエンジニア・プログラ
引実績有）
マ）
・有給取得率75％
・インフラ基盤技術者（インフラエンジニア・ネットワークエ
・経常利益率は9.4％
ンジニア）
・自己資本比率は81.0％
・未経験者が8割です！

２０ 東洋証券株式会社

金融（証券）

証券業。日本株、外国株、投資信託、債券など、証券全般のサービスを提
供しています。

営業・スタッフ職。資産運用アドバイザーとして、対面に
よる個人顧客への金融サービスの提供を行います。

２１ 株式会社巴商会

商社（化学製品・化粧品・医薬品）

２２ 株式会社トモズ

○

大切なご資産をお預かりすることは、お客さまの人生に
寄り添うということです。経済や世界の動きを敏感に察知
しながらあらゆることに臆せず挑戦し、より多くのお客さ
まとパートナーシップを築いていきます。

○

産業用ガス・関連機器の販売並びに輸出入。ガス関連設備の設計・施工及 総合職：営業、技術、商品分析、プラント管理、事務
びメンテナンス。
一般職：事務

「お客様のためになることをする」という基本理念のもと、
業界売上トップを誇る巴商会。付加価値性の高い「産業
用ガス」は環境や医療、食品、エレクトロニクスなど様々
な業界で私たちの生活を支えています。

-

流通・小売（ドラッグストア・医薬品・化粧品）

・総合職
ドラッグストア「トモズ」・「アメリカンファーマシー」・「メディコ」・「カツマタ」（調
・管理栄養士
剤・物販併設、欧米型ドラッグストア）及び「インクローバー」（ブランド化粧品
・薬剤師
専門店）の経営。
・医療事務

住友商事の豊富なノウハウと強固な信頼をベースに、欧
米型ドラッグストアを首都圏（東京・神奈川・千葉・埼玉）
中心に展開。「相談機能」と「便利性」を併せ持った健康
相談のできる「かかりつけ薬局」を目指す。

○

２３ 株式会社日本アシスト

サービス（その他サービス）

日本アシストは、携帯・家電修理事業を基幹業務とし、ソフトウェアの開発、
派遣事業を展開しております。その他に、ソフトウェアの自社開発や、社内
請負案件も多くあり、安定した基盤で働ける環境です。創業以来、継続して
黒字経営をしております。フラットな社風で、先輩や上司に何でも相談しや
すい雰囲気です。

携帯修理技術職：携帯電話の解析・修理・検査、工程管
理、工程改善等
システムエンジニア・プログラマ：ソフトウエアの設計・開
発・検証

当社は創業時より携帯電話関連の事業を展開し、成長
を続けてきました。携帯電話にとどまらず、家電製品の
各分野においてメンテナンス事業を大きく展開していま
す。

○

２４ ニッポンレンタカー北関東株式会社

確認中

確認中

確認中

確認中

○

２５ 日本郵便株式会社 関東支社

サービス（その他サービス）

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、生命保険業及び損害保険業の代 地域基幹職(窓口、郵便、JP金融アドバイザー)
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

日本郵便株式会社は、全国を網羅する郵便局ネットワー
クと郵便・物流ネットワークを通じて、郵便・貯金・保険の
三事業をユニバーサルサービスとして提供する、日本郵
政グループの要となる会社です。

○

２６ 野口倉庫株式会社

サービス（物流・倉庫）

《総合物流コンサルティング業＞
・商品保管
・商品管理、事務代行
・流通加工、梱包業
・トランクルーム業

総合職（業務課 現場職、事務職）

大手通販サイトとパートナー契約を結び、インターネット
通販に特化した設備と52年のノウハウを持つ当社は、皆
様が利用するインターネット通販を支える仕事を行って
おります。私達が提供するのは通販物流の未来です

○

２７ 株式会社ハイデイ日高

サービス（フードビジネス）

首都圏（東京・埼玉・神奈川・千葉）で、『日高屋』『焼鳥日高』などを400店舗
以上経営しているフードビジネスチェーンです。
お客様の心も満たす店舗運営を常に高いレベルで実現し、年間30店舗ペー
スで新規出店中です。

総合職(店長・地区長候補)どのようにしてお客様に満足
して頂けるかﾌﾟﾛｾｽを知って頂く為店舗ﾎｰﾙでの接客,ｷｯ
ﾁﾝでの調理を担当して頂きます。店舗責任者になって頂
きﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ能力も磨いて頂きます

首都圏の駅前を中心に400店舗以上、ﾘｰｽﾞﾅﾌﾞﾙで種類
豊富なﾒﾆｭｰを提供しております。老若男女問わず多くの
お客様に愛されており、16期連続増収増益と堅実に成長
を続けております。

○

２８ 株式会社ベルク

流通・小売（流通・チェーンストア）

食品スーパーマーケットのチェーン展開・経営

弊社は食を通じて地域社会への貢献を目指し、日々お
販売職（青果部、海産部、精肉部、デリカ部、グロサリー 客様のニーズを追及しています。同時に、従業員の働き
部、チェッカー部のいずれかに配属）
やすい環境づくりにも力を入れ、ワークライフバランスを
大切に出来る働き方が可能な会社です。

○

２９ 株式会社マツモトキヨシホールディングス

流通・小売（ドラッグストア・医薬品・化粧品）

ドラッグストア・保険調剤薬局

総合職（医薬品担当・化粧品担当・管理栄養士）

充実した専門教育で成長をバックアップ。美と健康に特
化した次世代ヘルスケアの展開や、ＰＢ商品の開発・海
外事業など一人ひとりの個性を活かした成長と活躍の場
があります。

○

３０ ヤマト運輸株式会社

サービス（陸運・貨物・バス・タクシー）

宅急便中心とした一般消費者・企業向け小口貨物輸送サービス事業を行っ
ております。またグループでは、宅急便事業で培ったノウハウを活かし、BIZ
総合職140名
－ロジ事業、e-ビジネス事業、フィナンシャル事業など７つの領域でサービ
スを展開しています。

物流＝ものを運ぶだけと思っていませんか？2019年に
創業100周年を迎えるヤマトグループ。ヤマトグループの
各事業を結集し、長年培ったノウハウを活かして物流だ
けでなく社会問題や企業課題を解決していきます

○

