
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

彩の国 

埼玉県 
主催：埼玉県〔事務局：グローバル人材育成センター埼玉〕、 

(公財)埼玉県産業文化センター 



企業ブースでの席順 

 

 

 

 

 

 

 

 

順に座って説明を受けてください。 

4～6 は座って順番を待ってください。 

 
 
企業説明について 

1. 説明時間：13 時～17 時 

2. 説明を受ける前に、“説明会参加カード”に記入をし

てください。（説明を受ける企業ごとに記入します） 

3. 希望の企業ブースの前で、右の図のとおり座って説

明を受けます。（参加者多数の際は、集団説明になる

場合があります）順番が来たら、“説明会参加カード”

を提出し、企業の担当者の指示に従い、説明を受け

ます。 

4. 今後の説明会や選考予定などは企業の担当者から聞

いてください。 

5. 当日の参加企業の欠席・遅刻等の情報は、受付のホ

ワイトボードで確認してください。 

6. 応募者の多い企業の場合は、“説明会参加カード”を

預かり、後日連絡による対応となる場合もあります。 

 
後日、説明を希望する場合は 

 本日、説明を受けなかった企業に後日応募を希望する場合は、直接企業へ連
絡せずに、必ず GGS 事務局にご相談ください。 

 説明会の日程など、GGS が企業に確認します。 

 GGS 事務局 048－833－2995 

 
企業からの声掛けについて 

 待機スペースや会場外のフロアにいる学生に対して、企業から直接、声をかけ

る場合がありますので、ご了承ください。 

 
写真撮影等 

 会場において GGS の広報として利用させていただくために写真撮影を行いま

すので、予めご了承ください。また、当説明会は報道発表を行っており、取材

のカメラが撮影を行う場合がございますので、重ねてご了承ください。 

 
その他 

 受付でお渡しした“説明会参加カード”が不足する場合は、受付又は白い名札

の GGS スタッフまで申し出てください。 

 ご不明な点は、お近くの白い名札の GGS スタッフにおたずねください。 

 お帰りの際は、出口にてアンケートを提出してください。 

テーブル 

４ 

１ 

企業 
担当者 

 
企業 
担当者 

 

２ ３ 

５ ６ 
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事務系 営業系 販売系 IT系 技術系 専門系 その他

1 (株) アップル さいたま市大宮区 http://www.apple-apaman.co.jp 不動産業 ○

2 (株) あなたの幸せが私の幸せ（略） 上尾市 http://mosimon.co.jp 小売業 ○ ○

3 東京鋲螺工機 (株) 新座市 http://www.tbyk.co.jp 金属製品製造業 ○ ○

4 ポーライト (株) さいたま市北区 http://www.porite.co.jp 製造業 ○

5 （株） 3R 久喜市 http://www.3-r.co.jp 自動車中古部品卸売業 ○

6 東京ガスケット工業 (株) 比企郡川島町 http://www.tgk-j.co.jp 製造業 ○ ○

7 (株) パーツ精工 三郷市 http://www.parts-seiko.com 製造業 ○ ○ ○

8 (株) 道とん堀 東京都福生市 http://www.dohtonbori.co.jp 飲食業 ○

9 群馬精工 (株) 群馬県前橋市 http://www.gunmaseiko.co.jp 製造業 ○ ○ ○

10 （株） サン精密化工研究所 久喜市 http://www.sanseimitsu.co.jp/ 製造業 ○ ○ ○

11 (株) 大熊製作所 川口市 http://ohkuma-seisaku.co.jp 製造業 ○ ○ ○ ○
生産拠点管理者（幹部候補）

12 川島金属 （株） 北区 http://www.kawashima-kinzoku.co.jp 製造業 ○

13 （株） 松永建設 さいたま市岩槻区 http://www.matsunaga.gr.jp 総合工事業 ○

14 (株) ベリタスインターナショナル 渋谷区 http://www.veritas-executive.com 国際人事コンサルティング ○ ○ ○ ○

15 山元  (株) 越谷市 http://www.yamagen-kk.co.jp 製造業 ○ ○

16 カネパッケージ （株） 入間市 http://www.kanepa.co.jp 製造業 ○ ○ ○

17 (株) サンドラッグ 東京都府中市 https://www.sundrug.co.jp 専門店（ドラッグストア） ○

18 (株) タムロン さいたま市見沼区 http://www.tamron.co.jp 総合光学機器製造及び販売 ○ ○ ○

19 (株) ワコム 加須市 http://www.wacom.com 電気機器 ○

20 東和産業 (株) さいたま市大宮区 http://www.ida-group.co.jp/ 建設資材商社 ○ ○

21 日新精機 (株) 春日部市 http://www.nissinseiki.co.jp 製造業（冷間鍛造金型） ○ ○

22 (株) ジーテクト さいたま市大宮区 http://www.g-tekt.jp 自動車、輸送用機器 ○ ○ ○

23 (株) エイチワン さいたま市大宮区 http://www.h1-co.jp 製造業 ○ ○ ○ ○

24 ワヨー (株) 台東区 http://www.wayo.co.jp 広告業 ○ ○
製造

文系／理系 有 東南アジア圏、南米

文系／理系 未定 中国

文系／理系 未定
タイ、台湾、インドネシア、メキシコ、アメリ
カ

文系／理系 有 北米、欧州、中国、アジア

理系 無 全世界

文系／理系 無

文系／理系 無

文系／理系 未定

文系／理系 未定

文系／理系 有
日本、ベトナム、タイ、フィリピン、インドネ
シア

理系 未定

文系／理系 有

文系／理系 有 日本・中国・タイ・インドネシア

文系／理系 未定 中国、ベトナム、タイ

文系／理系 未定 タイ、インド

文系／理系 有 中国（上海）、タイ

文系／理系 有 日本、中国、フィリピン。　東南アジア

文系／理系 未定 タイ、台湾、フィリピン等

文系／理系 無 東南アジア、オセアニア地域

文系／理系 有
アジア（タイ・インドネシア・中国・インド）、
ラテンアメリカ

理系 有 東南アジア、インド、ヨーロッパ

理系 有

海外配属
の有無

事業注力する国及び地域

文系／理系 有
ミャンマー連邦共和国，アメリカ合衆国・ハワイ州
その他東南アジア諸国への進出も計画中です。

文系／理系 無

６月１６日　日本人・外国人留学生対象企業説明会　参加予業一覧　【４６社】

ＮＯ． 企業名 本社所在地 ホームページアドレス 業　種
募　集　職　種 募集職種の系統

【文系／理系】

http://www.apple-apaman.co.jp/
http://mosimon.co.jp/infos/index/00007
http://www.tbyk.co.jp/
http://www.porite.co.jp/
http://www.3-r.co.jp/
http://www.tgk-j.co.jp/
http://www.parts-seiko.com/
http://www.dohtonbori.co.jp/
http://www.gunmaseiko.co.jp/
http://www.sanseimitsu.co.jp/
http://ohkuma-seisaku.co.jp/
http://www.kawashima-kinzoku.co.jp/
http://www.matsunaga.gr.jp/home.html
http://www.veritas-executive.com/index.asp
http://www.yamagen-kk.co.jp/index.html
http://www.kanepa.co.jp/
https://www.sundrug.co.jp/
http://www.tamron.co.jp/
http://www.wacom.com/
http://www.ida-group.co.jp/
http://www.nissinseiki.co.jp/
http://www.g-tekt.jp/index.html
http://www.h1-co.jp/
http://www.wayo.co.jp/


事務系 営業系 販売系 IT系 技術系 専門系 その他

海外配属
の有無

事業注力する国及び地域ＮＯ． 企業名 本社所在地 ホームページアドレス 業　種
募　集　職　種 募集職種の系統

【文系／理系】

25 (株) 日本テレメッセージ 豊島区 http://www.nittere.net サービス業 ○

26 レカム (株) 千代田区 http://www.recomm.co.jp 商社（IT、情報通信） ○

27 (株) 三越伊勢丹 新宿区 http://www.imhds.co.jp 百貨店業 ○

28 日本システムケア (株) 品川区 http://www.j-sc.co.jp サービス業 ○
倉庫内作業（リサイクル業務）

29 日本シイエムケイ (株) 新宿区 http://www.cmk-corp.com 製造業(電子部品) ○ ○

30 (株) ニチイ学館 千代田区 http://www.nichiigakkan.co.jp サービス業
総合職

31 (株) きのえね 久喜市 http://www.kinoene.jp 飲食店・宿泊業 ○ ○

32 (株) ヨドバシカメラ 新宿区 http://www.yodobashi.co.jp/company 小売業 ○

33 (株) ピックルスコーポレーション 所沢市 http://www.pickles.co.jp 食品製造業 ○ ○
あさづけ、キムチ、惣菜の商品開発

34 (株) アバハウスインターナショナル 渋谷区 http://abahouse.co.jp アパレル ○
デザイナー職
パタンナー職

35 アイデックス社会保険労務士法人 台東区 http://www.idex-sharoushi.com 事務 ○

36 アイエスエフネットグループ 港区 http://www.isfnet.co.jp IT情報通信、人材派遣業 ○ ○
◎ジェネラルサポート職
※東京配属のみ
◎地域限定職　ITエンジニア
◎新卒管理職候補

37 (株) 高橋スプリング 越谷市 http://www.ts-g.co.jp 金属製品製造業 ○
製造業務

38 石竹グループ さいたま市桜区 http://www.ishitake.co.jp 青果仲卸業 ○
要普通免許（ＡＴ限定可）。日本語コミュ
ニケーション能力高い方、漢字は必須で
す。

39 (株) 久慈食品 戸田市 http://www.kujifood.co.jp 製造兼卸売業 ○ ○ ○
生産スタッフ、業務スタッフ、商品開発

40 (株) カインズ 本庄市 http://www.cainz.co.jp 流通・小売業（ホームセンター） ○ ○ ○ ○ ○ ○

※総合職　　入社後は研修を経て、店舗業務から
スタートします。（商品ディスプレイ、在庫管理、発
注、予算管理等をお任せします) 店舗経験後、ジョ
ブ・ローテーション（配置転換）に基づき適性に応じ
て様々な部署へ登用します

41 (株) オンデーズ 港区 http://www.owndays.co.jp 小売業 ○

42 (株) レオパレス２１ 中野区 http://www.leopalace21.com 不動産業 ○ ○

43 イケア・ジャパン (株) 千葉県船橋市 http://www.ikea.com/jp/ 小売業

【総合職・Trainee 2016】
・2016年4月1日にフルタイム正社員）として入社
・5カ月間のイケアストアトレーニングを通して、イケ
アストアの運営をさまざまな角度から学ぶ機会
・イケアでのリーダーシップについて学ぶ機会
・将来のキャリアへの準備をする機会
・研修現場のメンターからのサポートやガイド等。

44 ハスクバーナ・ゼノア (株) 川越市 http://www.zenoah.co.jp 製造業 ○ ○

45 首都圏リース (株) 千代田区 http://www.shutoken-lease.co.jp 総合リース業 ○ ○

46 (株) サンノハシ 八潮市 http://www.sannohashi.co.jp 製造業 ○ ○ ○ 文系／理系 有
日本（埼玉・宮城県）・インドネシア・タイ・
メキシコ

文系／理系 無 アジアパシフィック地域

文系／理系 有 中国、香港、アジア全域

文系／理系 未定
中国・台北・韓国・ハノイ・バンコク・プノン
ペン・ヤンゴン

文系／理系 有

日本全国のイケアストア
IKEA仙台（宮城県仙台市）
IKEA船橋（千葉県船橋市）
IKEA港北（神奈川県横浜市）
IKEA新三郷（埼玉県三郷市）
IKEA立川（東京都立川市）
IKEA神戸（兵庫県神戸市）
IKEA鶴浜（大阪府大阪市）
IKEA福岡新宮（福岡県糟屋郡）

文系／理系 無

文系／理系 有 シンガポール、台湾

文系／理系 無

文系／理系 未定
主として国内(但し貿易事業により変化の
可能性あり。)

文系／理系 有
アジア、東南アジア、日本全国（海外支
社、日本国内拠点あり）

文系／理系 有 タイ、インドネシア、中国、その他

文系／理系 未定
関東エリア（東京、埼玉、神奈川の各直営店）
関西エリア（大阪、京都、兵庫の当社直営店）
広島エリア（広島市内当社直営店）

文系 無 東南アジア

文系／理系 無

文系／理系 無

文系／理系 有
タイ国を中心とした東南アジア諸国、及び中国(華
南、華東地域)

文系／理系

文系 無

有

文系／理系 無

文系／理系 未定 ASEAN、アフリカ、アメリカ

文系／理系 無

文系／理系 有
中国・ミヤンマーに拠点有、今後他のアジ
ア諸国も

http://www.nittere.net/
http://www.recomm.co.jp/
http://www.imhds.co.jp/
http://www.j-sc.co.jp/
http://www.cmk-corp.com/
http://www.nichiigakkan.co.jp/
http://www.kinoene.jp/
http://www.yodobashi.co.jp/company/
http://www.pickles.co.jp/
http://abahouse.co.jp/
http://www.idex-sharoushi.com/
http://www.isfnet.co.jp/
http://www.ts-g.co.jp/
http://www.ishitake.co.jp/
http://www.kujifood.co.jp/
http://www.cainz.co.jp/
http://www.owndays.co.jp/
http://www.leopalace21.com/
http://www.ikea.com/jp/ja/
http://www.zenoah.co.jp/
http://www.shutoken-lease.co.jp/
http://www.sannohashi.co.jp/


No. 1 (株) アップル No. 2 (株) あなたの幸せが私の幸せ（略）

アパマンショップFC加盟企業　出店数・売上№1 あなたが幸せなら私も幸せ

　今や日本最大の賃貸斡旋ネットワークであるアパマ
ンショップ。
　当社はその発起企業の1社であり、ネットワーク加盟
企業の中でも59店舗という圧倒的№1の出店数を誇る
リーディングカンパニーです。
　昨年から海外へと事業を拡大し、今後は国内のみな
らず海外でも活躍の場を広げていきます。

　お客様の幸せを一緒に考えられる方、大歓迎で
す！！
　多くの若者が活躍している、明るく元気な社風です。
　何事にもチャレンジ精神を持ち、アグレッシブに取り
組みます。次にお客様を幸せにするのは、あなたで
す！！！

不動産業 小売業

1990年11月30日 1988年8月6日

365名　（2015年5月24日現在） 173名　（2015年5月20日現在）

賃貸不動産仲介事業，賃貸不動産管理事業
携帯電話の販売、ブロードバンド関連商材、インター
ネット関連商材の販売

No. 3 東京鋲螺工機 (株) No. 4 ポーライト (株)

Ultimate Die for your best products 「粉末冶金」に特化して60年
粉末冶金製品のリーディング企業

　7月にタイ工場がオープンします。当社独自の超硬合
金金型　Tokyo-ACEを量産する最先端技術を導入した
工場です。
　ただいま東南アジア・インドのお客様との取引がどん
どん増えています。来年はヨーロッパで拡販を開始しま
す。
　グローバルに活躍していただける仲間を募集していま
す。

　当社は粉末冶金製法による軸受・機械部品の専門
メーカーです。「粉末冶金製法」とは金属粉を押し固
め、加熱して製品化する技術のこと。自動車部品、OA
機器、CD・DVD・ブルーレイなどの情報AV機器などの
部品をワールドワイドに供給しており、世界シェア9割を
超える製品もあります。
　グローバルに展開するポーライトで一流のエンジニア
を目指しませんか？

金属製品製造業 製造業

1961年4月1日 1952年11月24日

30名　（2015年5月22日現在） 400名　（2015年4月1日現在）

冷間圧造加工・鍛造加工・プレス加工で使用する金型
の製造。

オイルレスベアリング、高精度焼結歯車、
機械構造部品　製造販売　（粉末冶金製法）

No. 5 (株) ３Ｒ No. 6 東京ガスケット工業 (株)

環境の世紀である２１世紀、３Ｒの事業で環境保全をリードします 「隙間を埋めるテクノロジー」
“Technology to fill the GAP．”

　自動車リサイクルを通じ環境保全と資源循環に貢献
することを目的として設立された会社です。２０１５年で
創立２０年です。従来、中古部品販売に経営の軸足を
置いていました。国内外に年間２０万点以上販売してい
ます。更なる飛躍のため、海外整備事業と国内でのＣａ
ｒ－ｔｏ-Ｃａｒリサイクルに注力しています。
　自動車メーカーの補完機能を果たし自動車業界で不
可欠な存在となることが目標です。一緒にチャレンジし
ましょう。

　TGK東京ガスケットは輸送機器のTier1として84年間
モノ作りを続けてきました。Gasket/Sealing技術を用い
て、「便利と安全」に寄与できる製品及びサービスを提
供し、世の中の人々の暮らしレベルを向上させ、豊か
にすることを目指します。
　今後グローバル化を進めていく当社で、一緒に世界
で活躍しませんか？

自動車中古部品卸売業 製造業

1995年6月22日 1931年2月11日

67名　（2015年5月20日現在） 66名　（2015年5月27日現在）

使用済み自動車の収集・運搬・中間処分、自動車中古
部品販売業

輸送機器部品　製造販売(トラック/建機/農機/重工)

No. 7 (株) パーツ精工 No. 8 (株) 道とん堀

心のキャッチボールを大切にしよう 鉄板コミュニケーション　”安心・安全・美味しく・楽しい”

　国内５拠点、海外３拠点で躍進するグローバル企
業！切削加工からアッセンブリー、表面処理加工まで、
一貫生産をしています。
　当社は人柄・やる気を重視！日本と海外で一緒に働
きましょう！

　お好み焼きを中心とし、麺業態やその他の業態を合
わせると全国に約300店舗以上の店舗を事業展開して
います。埼玉県内では籠原店、上尾西店、本庄店、羽
生店、入間黒須店の5店舗が直営となっております。
　更なる海外進出時に海外勤務を目指す方々も、店舗
責任者候補として勉強をしてから弊社で大きく羽ばたい
て下さい！！

製造業 飲食業

1985年8月20日 1990年4月1日

202名　（2015年4月1日現在） 897名　（2015年5月1日現在）

精密機械部品の製造及び販売 フランチャイズシステムによるフードサービス事業
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No. 9 群馬精工 (株) No. 10 (株) サン精密化工研究所

挑戦とサービスの精神 エンジニアプラスチック成型のトータルプランナー　～中国、タイに展開～

　群馬精工では、「私たちは、挑戦する意欲を持って己
を磨き、サービスの精神で社会に尽くします」を経営理
念としております。
　積極的に海外への挑戦、技術への挑戦をしておりま
す。

　プラスチック部品において、小物・精密に特化しお客
様から高い評価をいただいています。
　創業53年目ですが、若い社員（平均年齢39歳）の多
い会社です。海外法人の幹部社員候補としての採用で
す。

製造業 製造業

1968年7月8日 1963年6月22日

112名　（2015年5月1日現在） 92名　（2015年4月1日現在）

高精度冷間鍛造技術による輸送機器部品、OA機器部
品、レジャー関連部品等の製造及び供給

射出成形用精密金型の設計・製作及び成形

No. 11 (株) 大熊製作所 No. 12 川島金属 (株)

ものつくりの会社で、ビジネスモデルを創りませんか 当社強みの技術力で世界に羽ばたこう

　大熊製作所はトラック、バスや建設機器に取り付けら
れる重要な金属部品を製造している会社です。日本に
２ヵ所（埼玉県、栃木県）、海外に３か所（中国、タイ、イ
ンドネシア）の生産拠点を稼働させています。
　弊社は、日本と海外の拠点を連携させた事業を展開
しようとしています。このため、常識にとらわれず様々な
アイデアが出せる人材を探しています。

　多くの実習生や留学生の皆さんが素晴らしい活躍を
しております。
　入社後、上司もしくは先輩がマンツーマンで基礎から
教えますので、知識や技術・経験がなくても全然大丈
夫です。

製造業 製造業

1952年5月 8日 1973年11月1日

134名　（2015年05月10日現在） 45名　（2015年4月1日現在）

輸送機器用金属部品（Bracket類）の製造
「プラスチック製品」を高精度・大量生産する為に必要な精密金
型、金型部品、モールドベース等々を特注製作しています。

No. 13 (株) 松永建設 No. 14 (株) ベリタスインターナショナル

“感動創造建設会社”としてお客様に感動を提供します 外国人を戦力にするバイリンガル人財紹介コンサルタント集団

　弊社は“感動創造建設会社”を掲げ、埼玉県を中心に
関東エリアを事業範囲としている総合建設会社です。
「企業は人なり」の理念の基、社員一人一人の個性や
適性を考慮し、ポテンシャルを発揮してもらうための環
境を整えております。
　日本と母国のかけ橋になりたい・日本の技術を勉強し
たい等、強い使命感を持っている方は是非、弊社の
ブースにお越しください。

　(株)ベリタスでは、3年後の創業３０年に向けて、若手
人財の採用を通して更なるグローバル人財紹介事業
や若者の就活支援や留学生就職支援事業の発展に努
めてまいります。また、作業者でなく、プロ意識を持って
担当者として自主的に仕事に取り組む姿勢が期待され
ています。
　少しでも日本における人財の流動化促進、日本のグ
ローバル化支援や社会貢献事業に携わりたい方は積
極的に説明会に参加してください。

総合工事業 国際人事コンサルティング

1964年8月4日 1988年2月1日

140名　（2015年4月1日現在） 6名　（2015年5月25日現在）

建築工事、土木工事、営繕工事、戸建住宅建設　等
在日外資系企業へのバイリンガル人財紹介コンサル
ティング

No. 15 山元 (株) No. 16 カネパッケージ (株)

みんな持っている。山元株式会社の製品。 空気をきれいにする夢のパッケージ

　山元株式会社は創業50年、真面目に金属プレス加工
一筋で様々な製品を作り出してきた製造メーカーです。
日本、中国、タイの３か国に自社工場を持ち、グループ
全体で280人。
　これからも様々なモノづくりに携わり躍進していきま
す。モノづくりに興味がある人、自分の携わった部品が
世に出る喜びを実感したい人、山元株式会社で一緒に
働きませんか？

　当社は日本、東南アジアを中心にものの輸送に必要
不可欠な梱包材を驚きと、感動と、安心をモットーにお
客様へ提供しています。
　努力と成果を大切にし、新しいことにチャレンジし、グ
ローバルに成長し続ける人材を求めています。

製造業 製造業

1973年1月5日 1976年9月29日

75名　（2015年5月15日現在） 68名　（2015年5月29日現在）

金属プレス加工、金型製作 •各種緩衝材、梱包材・設計・試験・製造・販売[事業内容] [事業内容]
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No. 17 (株) サンドラッグ No. 18 (株) タムロン

安心、信頼、便利の提供。 「産業の眼を創造貢献するタムロン」

　業界随一といわれる「入社15年カリキュラム」で基礎
知識からマネジメントの教育まで手厚い教育制度を完
備していますので、学部学科、経験不問です！
　サンドラッグの創業以来の理念「安心・信頼・便利」を
モットーとした店舗作りを一緒に頑張って頂ける方、店
舗での接客、運営管理に興味のある方はお待ちしてお
ります！！

　独創性と新しい可能性を追求する社風を大切にして
います。一眼カメラ用交換レンズからデジタルカメラ・車
載カメラ用レンズまで、タムロンの光学技術を活かせる
領域は更に拡大しています。
　そんな技術力をもったタムロンで、皆さんも一緒に働
きませんか？
　詳細をご説明しますので,ぜひタムロンブースへお越
しください☆

専門店（ドラッグストア） 総合光学機器製造及び販売

1957年12月1日 1952年10月27日

2649名　（2015年3月30日現在） 2,694名　（2014年12月31日現在）

ドラッグストアチェーンの経営／調剤薬局の経営／
フランチャイズ（FC）及びボランタリー店の経営

一眼カメラ用交換レンズ(一眼レフ・ミラーレス)、デジタルカメラ用
レンズ、ビデオカメラ用レンズ、車載カメラ用レンズ、遠赤外線レン
ズ、監視カメラ用レンズユニットの製造・販売

No. 19 (株) ワコム No. 20 東和産業 (株)

for a creative world 建設環境資材カンパニー

　ワコムでは、人間の「五感」の延長線上にあるような、
シンプルで直感的なユーザインターフェース（UI）にこだ
わりを持ち、世界トップシェアの技術力と、国や地域を
越えた人材からなるグローバルチームの総合力で"UI
技術のグローバルリーダー"を目指しています。
　グローバルに、そして新しくユニークな視点で、「世界
を変える」仕事を私達と一緒に始めませんか？

　地元に根差した建設資材商社です。県内５工場生コ
ンクリート工場を保有。売り上げは200億超です。
　地味ですが県内屈指の安定した企業であると自負し
ています。

電気機器 建設資材商社

1983年7月12日 1954年7月24日

1045名　（2014年12月31日現在） 239名　（2015年5月19日現在）

ブランド製品事業、コンポーネント事業、CAD用ソフト
各製品の開発・製造・販売など

建設資材の販売とリサイクルプラント・生コンの製造販
売

No. 21 日新精機 (株) No. 22 (株) ジーテクト

圧倒的チャレンジ精神！ 世界TOPのグローバルメーカーを目指し、世界へ挑戦してみませんか

　冷間鍛造をご存知ですか？冷間鍛造は自動車産業
など大量に部品を必要とする産業に不可欠な工法で、
その圧倒的な生産速度は1分間あたり100個にも及び
ます。弊社は冷間鍛造向け金型の設計製作を行う会
社です。
　今後世界的に増大するマーケットを圧倒的チャレンジ
精神で一緒に切り開きましょう！！

　弊社は2011年4月1日に合併して誕生した会社にて、
ホンダ、トヨタ、富士重工業、BMW等の主要完成車メー
カーに国内外（10ヶ国19拠点26工場）で車体部品、トラ
ンスミッション部品（CVT部品等）を提供しているサプラ
イヤーです。
　私たちと、世界TOPのグローバルメーカーを目指し、
世界へ挑戦してみたいという方、ご応募をお待ちしてお
ります。

製造業（冷間鍛造金型） 自動車、輸送用機器

1973年2月1日 1953年11月4日

25名　（2015年5月20日現在） 1195名　（2015年3月末日現在）

冷間鍛造用金型の設計及び製作
自動車車体部品、トランスミッション部品の製造・販売、
金型・溶接設備の設計・製作

No. 23 (株) エイチワン No. 24 ワヨー (株)

技術を武器にグローバルに成長を続ける当社で活躍しませんか。 店頭POPパーツ製品売上国内No.1

　当社の主力製品である自動車フレーム部品は、自動
車の衝突安全性、環境性能、操作性、居住性、デザイ
ンに深く関わっています。
　特に衝突安全性と車体軽量化という相反する機能を
車体ボディに搭載する為、当社では高張力鋼板という
難加工材の加工に挑戦し、次世代車体フレームの性能
向上に向けて取り組んでいます。
　厳しいグローバル競争の中で勝ち残りを目指し、当社
では海外出身の方を、幅広く募集しております。

　長年積み重ねた実績で、店頭POP・ディスプレイや什
器製作を得意とし、近年では「売れる売り場づくり」を目
指してプロモーションツール全般を企画・製造して　い
ます。

製造業 広告

1939年4月21日 1982年7月1日

1356名　（2014年3月末日現在） 251名　（2014年9月30日現在）

自動車車体フレームの製造･販売 店頭販促物の企画・製造
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No. 25 (株) 日本テレメッセージ No. 26 レカム (株)

幸せ。感動。個性豊かに。 常にチャレンジを続ける企業

　平均年齢は28歳と若く、活気溢れる職場です。
　当社では成果主義を採用しており、年功序列は一切
なし！！だからこそ、若くして課長職や事業部長として
組織をまとめてる方も多数おります。
　何かを成し遂げたいと思ってる方や目標がまだ定
まってない方は当社でがんばってみませんか？

　私達は、情報通信機器、エコ商材の販売を軸に、保
守サービス、BPO事業などを主に中小企業向けに展開
しています。
　海外は中国の大連・長春に2拠点と、ミヤンマーに展
開しています。

サービス業 商社（IT、情報通信）

1994年7月5日 1994年9月1日

200名　（2015年5月19日現在） 228名　（2014年9月30日現在）

通信業・保険業・ウォーターサーバー事業 情報通信機器、エコ商材の販売、保守、BPO事業

No. 27 (株) 三越伊勢丹 No. 28 日本システムケア (株)

感動のある仕事。 コスト削減の決め手！

　三越伊勢丹では、店頭の「販売員」を「スタイリスト」と
いいます。衣食住の全てにおいて、お客さまのご要望
を感じ取り、満足を届け、提案を続け、そして感動を生
み出す。
　いわばお客さまのライフスタイルのコーディネートをお
手伝いさせていただく役割を担っています。あなたも三
越伊勢丹の「スタイリスト」として活躍してみませんか。

　中古パソコンを企業、役所、学校から買取・引取して、
埼玉県草加市の第1リユース・リサイクルセンターにて
パソコン等のOA機器の引取、入庫、データ消去作業、
販売の為の出庫作業。
　埼玉県熊谷市の第2リユース・リサイクルセンターにて
リサイクル業務を行っています。営業は本社（東京都品
川区）勤務になります。9月に新宿移転予定。

百貨店業 サービス業

2011年4月1日 1989年12月22日

12,190名　（2014年4月1日現在） 85名　（2015年5月28日現在）

お客さまと真摯に向き合い続け、お客さまに感動して頂ける「お客
さまにとってなくてはならないマイデパートメントストア」になること
を目標とします。お客さまが感動レベルに達するような、上質な
サービスと最高の品揃えを提供してまいります。

コンピュータの保守・運用、PC引取・買取・データ消去・
販売

No. 29 日本シイエムケイ (株) No. 30 (株) ニチイ学館

あなたの挑戦が、世界のプリント配線板を変えていく やさしさを、私たちの強さにしたい

　当社は世界各地に拠点を持つプリント配線板専業の
東証一部上場の企業です。プリント配線板は様々な電
気製品や自動車に搭載されている電子部品です。
　早いうちから海外で活躍したい方を大募集中です！

　ニチイは社会に貢献するビジネスを展開しています。
　すべての人が、豊かに人生を送ることのできるサービ
スを提供しています。
　新しいニチイの一員として、是非活躍してください。

製造業(電子部品) サービス業

1961年2月25日 昭和43年12月

4,490名　（2015年4月1日現在） 16,548名　（平成26年3月末現在）

プリント配線板及び電子デバイスの開発・製造・販売
医療・介護・教育の3事業を柱に、高齢社会の明日を支えます。超高齢社会を迎え
たわが国の医療や介護分野を支える生活支援企業として、人びとの多様なライフス
タイルに合わせた継続的で良質なサービスを提供し、誰もが安心して暮らすことが
できる社会の実現に努めてまいります。（医療・介護・教育・保育）

No. 31 (株) きのえね No. 32 (株) ヨドバシカメラ

君には夢があるか！ 多くの留学生の方が現在活躍中です！！
　「グローバル志向」「商社志望」「体育会系っぽい」「営業向きの
女子」など。只今「きのえね」では、海外からの旅行者を積極的に
迎え入れるプロジェクトを遂行している最中です。旅行プランの企
画・作成、営業（国内及び海外の様々なチャンネルへ）、広報活動
（国内及び海外の様々なチャンネルへ）を遂行しています。プロ
ジェクトの対象社員は、日本語、英語、母国語（国籍問わず、日本
人及び英語圏の方のここの母国語は、除外）を駆使するコンシェ
ルジュ。そして、館内施設案内や近隣の観光地等の紹介や案内
を行い、対象社員は、日本語、母国語（国籍問わず）フロントで
す。「待ちの営業」だけで無く、「攻めの営業」を共に共有し、推し
進めてくれる学生に会いたいです。

　面接重視の採用を行っておりますので、ありのままの
皆さんたちとお会いしたいと考えております。
　特別な資格・経験がなくてもチャレンジできる仕事で
す。

飲食店・宿泊業 小売業

1987年1月17日 1960年4月1日

35名　（2015年4月1日現在） 4550名　（2015年1月現在）

「割烹きのえね」という料亭と「ホテル久喜」というビジネ
スホテルを営んでいます。

家電製品等の販売
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No. 33 (株) ピックルスコーポレーション No. 34 (株) アバハウスインターナショナル

～日本中の食卓へ、野菜の元気をお届けします！！～ 
 アバハウスは夢を持った人の集合体。

　主原料となる野菜は国産にこだわりサラダ感覚で食
べていただけるあさづけやキムチ、野菜たっぷりでヘル
シーな惣菜を独自の技術と安心安全にこだわり皆さま
の食卓へお届けしています。

　私たちはトレンドセッターとして新しい価値観を創造し
提案していく事を蒙的に活動をしている総合アパレル
企業です。
　弊社の企業理念は「社員ひとり一人がやりたい事を
やれる会社でありたい」です。
　他職種への異動制度も充実しており、販売職で得た
経験と知識を様々な場所で活かし、活躍しているスタッ
フがいます。

食品製造業 アパレル

1977年2月17日 1986年2月28日

194名　（2015年2月28日現在） 820名　（2015年3月1日現在）

スーパー・コンビニ向けに浅漬け、キムチ、惣菜の製造
及び販売

メンズ・レディス及び服飾雑貨の企画、製造、卸、小売
り

No. 35 アイデックス社会保険労務士法人 No. 36 アイエスエフネットグループ

職場の安心を支えます ビジネスマンとして成長するには「技術」以上に大切なスキルがある！

　官公庁に提出する書類の作成や申請、顧問先会社
への訪問・相談をしています。仕事を通じて得た知識、
人とのつながりを自分の財産にしていきましよう。

　当グループでは国籍、性別、年齢などに捉われず、全ての
社員にチャンスがあります。ITエンジニア、IT提案営業など
様々な人材を募集しており、多くの社員が無知識、未経験で
入社して活躍しています。
　2006年以降、グローバル化への対応を急速に進めてきた
当社では、近い将来、34カ国への進出を実現し、全世界で
ICTサービスを提供するグローバルIT企業を目指していま
す。スキルや知識ではなく、これからの意欲、目標に向かっ
て継続して努力できる方を募集しています。

事務 IT情報通信、人材派遣業

1974年 2000年1月12日

5名　（2015年5月22日現在） 3,207名　（　2015年1 月1日現在）

社会保険労務士の業務

情報通信システムの設計・施工・保守及びコンサルティング、コン
ピュータシステムの運用・管理・保守の受託;コンピュータに関する
ソフトウェア、ハードウェアの輸入・販売;労働者派遣事業法に基づ
く労働者派遣事業

No. 37 (株) 高橋スプリング No. 38 石竹グループ

積み上げてきた技術の、若手への伝承に力を入れています。 青果仲卸業・営業職募集。

　私たちは「バネ」をを製造しています。普段は意識され
ることのないバネですが、自動車から家電製品、ドア、
玩具、医療機器などの分野で欠かすことのできない部
品です。
　主力製品の一つ「精密コイルバネ」は、エアーゾール
業界で50％に及ぶシェアを誇っています。

　景気に左右されずらい、生鮮食品の安定企業です。
リフレッシュ休暇制度は日曜日から日曜日までの連続8
日間の休暇制度で2年目以降、毎年取得出来ます。飛
行機の乗り継ぎが必要な旅行でも行く事が可能です。
　希望昇格制度は、毎年、翌年の希望役職を申告して
もらい昇給審査をする制度です。個々成績が伴えば、
ヤル気次第で、昇格できます。

金属製品製造業 青果仲卸業

1963年2月1日 1969年4月1日

50名　（2015年5月1日現在） グループ全体 300名 160名　（2015年4月1日現在）

精密コイルバネ、板バネの製造、プレス加工品関連 野菜、果物の仕入代行及び付帯する業務。

No. 39 (株) 久慈食品 No. 40 (株) カインズ

良く働いて、良く遊べ！！ 世界を、日常から変える。

　久慈食品が求める人材とは「努力し、成長できる人。」
です。初期能力が高くなくてもいいのです。分からない
事、出来ない事を努力し、出来る様になる人を求めて
います。
　一人一人自分の個性を輝かせ、仕事に責任を持って
行う事により、日々従業員が成長するとともに会社も成
長します。そんな久慈食品で一人でも多くのお客様に
笑顔をお届けする仕事を一緒にしませんか。

　『カインズ』は様々な商品を通じてライフスタイルを提
案する専門店。取扱商品は、インテリア、ペット用品、
植物、自転車、資材、家電、工具、お酒など多岐に渡り
ます。「買う立場・使う立場」の視点から、商品の企画、
素材調達、物流、プロモーション、販売までを自社で手
がけます。
　生産拠点は中国、ベトナムをはじめとするアジア各地
に拡大。上海の現地法人他、青島・深センに物流拠点
を構え、流通のスピード化を実現しています。

製造兼卸売業 流通・小売業（ホームセンター）

1966年8月1日 1989年3月1日

58名　（2015年5月21日現在） 9,329名　（2015年2月現在）

食品(主におつまみ、珍味類)の企画製造、及び卸売
業。

「CAINZ」のチェーンストア経営
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No. 41 (株) オンデーズ No. 42 (株) レオパレス21

世界中の人々から必要とされるブランドへ ともに語ろう、大きな夢を

　学歴・国籍・性別 全て関係ありません。オンデーズは
『やりたい』と自己主張した社員に仕事やポジションを
任せる会社です。

　当社は「新しい価値の創造」を経営理念とし、「住ま
い」を起点として人々の豊かな暮らしの提供と、より快
適な社会づくりに貢献することを目指しています。
　個人・法人のお客様に対してのお部屋の紹介だけで
なく、その物件の建築・管理も自社一貫で行っていま
す。その他、国内ホテルや海外リゾート施設の経営、高
齢者施設の管理・運営なども手掛けるなど、幅広い事
業を展開しております。

小売業 不動産業

1989年3月1日 1973年8月17日

600名　（2015年5月20日現在） 7339名　（2015年3月31日現在）

メガネ・サングラスの製造販売 ①賃貸事業　②建築請負事業　③介護事業

No. 43 イケア・ジャパン (株) No. 44 ハスクバーナ・ゼノア (株)

To create a better everyday life for the many people. 「より快適
な毎日を、より多くの方々に」

日系と外資系の良さ合わせ持つ、ハイブリッドなグローバル企業

　イケアのトレイニープログラム2016（新卒・第二新卒採用）
は、生まれ持ったリーダーシップをお持ちで私たちの考えや
大切にしているバリュー（価値観）を共有できる方を、将来の
ストアマネジャー候補として採用し、これからのイケア・ジャ
パンを担う人材へと一緒に成長することです。
　人とビジネスをリードするビジネスリーダーとして、イケアで
活躍することを夢見ていますか？
イケア・ジャパンでは将来のストアマネジャー候補を募集しま
す。

　超福祉国家たるスウェーデン企業と日系企業の文化
が融合した外資系企業です。労働組合もあり、しっかり
とした人事諸制度に加えて、各種福利厚生も充実して
います。
　ハスクバーナ・グループは創業325年、日本の創業も
100年を超え、長い歴史の中で数々の優良製品を送り
出してきました。更なる飛躍を目指して、海外グループ
の多様な仲間と共にオペレーショナル・エクセレンスを
体現してみませんか？

小売業 製造業

2002年7月1日 2007年12月1日　（創立：1910年8月3日）

3000名　（2015年4月31日現在） 451名　（2014年12月31日現在　単体ベース）

ホームファニッシング製品のデザイン・製造・販売 、レストラン運
営　製品数：9,500点（毎年2,000点の新製品を発表しています）
今後の事業投資：17億ユーロ

農林業機器、環境・産業機械の開発、製造、販売
及びハクスバーナ グループ商品の輸入販売

No. 45 首都圏リース (株) No. 46 (株) サンノハシ

りそなグループのビジネスパートナー
ファイナンス機能を活用した資産のトータルアドバイザー

一世紀の技術を武器に、グローバル展開　急拡大中！

　ファイナンス業務のプロフェッショナルとして、お客様
の「資産のライフサイクルマネジメント」をサポートする
仲間を必要としています。
　特に、海外進出する日系企業向けファイナンス業務
の担当者として、お客様、社会からの信頼に応える仕
事に参加しませんか！

　世界トップレベルの技術を武器に、北米エリア、アジ
アエリアへ事業を拡大しております。急速なグローバル
化に伴い、日本側・海外側で新しい仲間とチカラを必要
としています。
　グローバル展開国は、インドネシア・タイ・中国・韓国・
アメリカ・メキシコです。

総合リース業 製造業

1976年4月2日 1918年7月7日

154名（2015年3月末日現在） 250名　（2015年4月1日現在）

リース、割賦、ファイナンスなど 自動車用ボルト・冷間鍛造部品・精密機械加工部品
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 [ グローバル人材育成センター埼玉＜GGS＞ ] 

  （事務局）公益財団法人埼玉県国際交流協会 

        TEL：048-833-2995／FAX：048-822-3808 

        Email：ggs-job@sia1.jp（就職相談専用） 

        URL：http://www.ggsaitama.jp/ 

 

埼玉県のマスコット「コバトン」 

Kobaton, Saitama Prefectural Mascot 
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