
城南地域　合同就職面接・企業説明会（平成29年9月22日開催）参加企業一覧 [別紙]

　建　設　業

1 株式会社アイザック 港区南青山2-22-4-502 内装施工管理 http://www.e-isaac.jp/

2 株式会社イクス
品川区西五反田2-7-12　五反田第一生命ビルディング別館

7F

フィールドエンジニア

ITエンジニア
http://www.iix.co.jp/

3 イズミ仮建株式会社 大田区大森北2-6-1
足場

施工管理
―

4 協立工業株式会社 品川区西五反田7-1-9　五反田HSビル6F
配管工

施工管理
http://www.kyoritsu-pipe.co.jp/

5 旭日電気工業株式会社 世田谷区新町1-21-12 施工管理 http://www.kyokujitsu.co.jp/

6 株式会社空間創建 目黒区洗足1-1-5-2F
発注

管理業務
http://kukansoken.com/

7 株式会社三和エフエムデザイン 渋谷区代々木1-30-1　代々木パークビル 空間デザイナー http://www.sanwafmd.com/recruit/

8 JSC株式会社 渋谷区道玄坂1-10-5　渋谷プレイス10F 建築施工管理 http://www.japansc.com/

9 株式会社セーフティ＆ベル 品川区西五反田7-22-17　TOCビル4F
施工

施工管理
http://www.safety-bell.com/

10 西山電気株式会社 港区白金2-5-12 電気工事施工管理 http://www.nishiyama-denki.co.jp/

11 横河東亜工業株式会社 品川区上大崎1-2-8 設備工事施工管理 http://www.yokogawa-toa.co.jp/

12 株式会社リフォームキュー 品川区平塚2-10-4

営業企画

インテリアコーディネーター

インテリアプランナー

リフォーム工(大工)

http://www.reformq.co.jp/

　製　造　業

13 大森クローム工業株式会社 大田区大森西1-1-3 技術職 http://www.ohmori-cr.co.jp/

14 株式会社大東工業 大田区矢口2-2-5

機械工

手作業

設計技術

http://www.daito-
kk.jp/company/index.html

15 株式会社西尾硝子鏡工業所 大田区大森北5-9-12
技術営業

製造
http://nishio-m.co.jp/

16 株式会社ヤシマ 大田区西六郷4-28-15 機械エンジニア http://www.k-yashima.com/

17 山下電気株式会社 品川区南品川3-6-33 技術職 http://www.yamashita-denki.co.jp/

18 株式会社アーム 品川区東五反田1-8-13　五反田増島ビル6F システムエンジニア・プログラマ http://www.arm-system.co.jp/

19 アイ・インテグレーション株式会社 港区南青山2-12-15　南青山2丁目ビル5F エンジニア http://i-integration.com/

20 株式会社アイテクノ 港区芝4-11-5　田町ハラビル3F
インフラエンジニア

Web・システム開発エンジニア
http://www.itecno.co.jp/

21 株式会社アクシス 港区赤坂5-5-18　AUSPICE赤坂3F
システムエンジニア

プログラマ
http://axi.co.jp/

22 アンドールシステムズ株式会社 世田谷区池尻3-1-3　MUTOH池尻ビル6F

システムエンジニア

プログラマ

ITインフラエンジニア

http://www.ans-ipnet.co.jp/

23 株式会社アントレンド 港区芝浦2-14-13　MCK芝浦ビル6F
初級プログラマ

IT系人材に特化した派遣営業
http://www.entrend.net/

24 イーディーピーアシスタント株式会社 港区新橋4-25-6　ヤスヰビル2　3F ネットワークエンジニア http://www.edpas.co.jp/

25 株式会社エクセル・システムプロダクト 渋谷区円山町5-3　玉川屋ビル8F
プログラマ

システムエンジニア
http://excel-system.co.jp/

　情 報 通 信 業

No 企業名 企業所在地 求人職種 企業ホームページ



No 企業名 企業所在地 求人職種 企業ホームページ

26 株式会社エスケイツー 渋谷区宇田川町12-3　ニュー渋谷コーポラス504
システムエンジニア

サポートデスク
http://www.facebook.com/esukeitu/

27 エヌ・ディー・アール株式会社 渋谷区恵比寿西1-18-3　アームズワンビル2F

ネットワークエンジニア

サーバエンジニア

Javaエンジニア

組込系プログラマ

http://www.ndr.ne.jp/

28 株式会社ケー・ケー・シー 品川区南大井6-16-4　戸浪大森ビル4F

システムエンジニア

プログラマ

ネットワーク・インフラ系エンジニア

http://www.kkcm.co.jp/

29 芝情報株式会社 港区海岸2-1-24　NAC港ビル8F システムエンジニア http://www.shibajoho.co.jp/

30 株式会社ジョイワークス 港区芝5-16-7　芝ビル5F プログラマ http://joyworks.jp/

31 シンタイギ株式会社 渋谷区恵比寿西1-16-4　長谷戸ビル5F
システムエンジニア

プログラマ
http://shintaigi.co.jp/

32 株式会社ソフト技研 港区芝2-29-13　KINREIビル3F プログラマ・システムエンジニア http://www.softg.co.jp/

33 株式会社ソフトビジョン 港区赤坂4-1-33　赤坂中西ビル7F システムエンジニア・プログラマ http://www.softvision.net/

34 株式会社ソラマス・ソフトウェア・サービス 新宿区西新宿3-2-11　新宿三井ビルティング二号館7F プログラマ http://soramasu.co.jp/

35 株式会社ティエスイー 品川区東五反田5-23-1　第2五反田不二越ビル3F

開発エンジニア(プログラマ)

インフラエンジニア(サーバーネットワーク)

運用エンジニア(システム管理)

http://www.kktse.co.jp/

36 東洋システム開発株式会社 港区虎ノ門3-6-2　第2秋山ビル3F システムエンジニア http://www.tsknet.co.jp/

37 株式会社トータルオーエーシステムズ 新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリス6F
システムエンジニア

プログラマ
http://www.totaloa.co.jp/

38 株式会社トライウィン 渋谷区宇田川町36-22　ノア渋谷パートⅡ4F プログラマ http://www.triwin.co.jp/

39 株式会社ドルフィンスルー 品川区東五反田1-10-8　五反田S&Lビル4F
プログラムエンジニア

ネットワークエンジニア
http://www.doｌphin-through.co.jp/

40 株式会社ニキョウ電子 品川区西五反田7-25-5　オーク五反田ビル4F
ネットワーク技術者

通信・電気工事技術者
http://www.nikyo.co.jp/

41 株式会社日本シスラル 港区芝大門2-9-14　加登ビル3F システム開発技術者 http://www.sysral.jp/

42 株式会社ハンセン 港区港南2-16-8　ストーリア品川2903
OA事務

エンジニア
http://www.e-hansen.co.jp/

43 株式会社ピー・アンド・ヴァック 港区海岸2-1-16 鈴与浜松町ビル8F
プログラマ

インフラエンジニア
http://www.pvac.co.jp/

44 株式会社ビジネスアプリケーションシステムズ 渋谷区恵比寿西2-17-6　代官山ウェスト4F プログラマ http://www.basystems.co.jp/

45 株式会社プラス 港区芝浦3-14-18　豊穣ビル4F システムエンジニア・プログラマ http://www.plus21.net/

46 株式会社ベルテックス 品川区西五反田7-1-9　五反田HSビル8F
システムエンジニア

プログラマ
http://kk-vertex.com/

47 株式会社ミクセンス 港区新橋1-18-21　第一日比谷ビル5F システム開発 http://mixense.jp/

48 株式会社メルクスシステム 品川区東五反田5-21-15　メタリオンOSビル システムエンジニア http://www.merxsystem.co.jp/

49 株式会社ライズテック 渋谷区渋谷3-5-1 渋谷グランドハイツ404
システムエンジニア

プログラマ
http://www.risetec.co.jp/

50 ルウガルソン株式会社 港区虎ノ門5-12-13　大手町建物神谷町ビル
システム運用

プログラマ
http://www.roue.co.jp/

51 株式会社レジデンシャルインターネット 港区赤坂5-4-11　山口建設第二ビル3F 技術職 http://residentialinter.net/


