
お申込み＆お問合
せ

JR・東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」より徒歩５分

会場：渋谷区地域交流センター恵比寿
　　　地下1階コミュニティホール （渋谷区恵比寿西2-8-1）

およそ1ヶ月前から渋谷区ホームページからもご覧になれます

http://www.city.shibuya.tokyo.jp/index.html
（参加申し込みは電話にて受け付けます）

後援 ハローワーク渋谷

 渋谷就労支援センター（渋谷区商工観光課委託事業）

しぶやビッテ  ☎03-5489-4731
※平日10：00～18：00（土・日・祝は休業）

会 場

日 時

schedule

4月19日（金）4月19日（金）
１２：３０～１３：０0　
入場受付

１３：００～１３：20　
説明会ガイダンス

１３：2０～１4：30
企業からの
会社紹介

１4：3０～１4：4０

１4：4０～１6：３０　
各企業ブースでの
個別説明と
フリータイム

①受付でご自身の名前を伝えてください。  
②説明会の「レジュメ」と「各社パンフレット等資料」と「エントリーカード」を
　受け取ってください。
③説明を聴きたい企業数分のエントリーカードを記入してお待ちください。 

①スケジュール説明  
②説明会の効果的な活用方法について

①１７社の企業担当者から、各社約3分間の会社紹介があります。
　みなさんは着席のまま聴きます。（途中10分間の休憩をはさみます）
②会社紹介を聴きながらこの後個別説明を聞く企業を決めてください。
　この機会に多くの企業に興味を持ちましょう。

休憩　この間に「レジュメ」「各社資料」「会社紹介」から訪問する企業を選んでください。

各企業ブース説明
①  説明を聴きたい企業のブースに【エントリーカード】を提出してください。
※ 説明は２５分毎に行い、１社６人ずつになります。全部で３社訪問できます。

② 名前を呼ばれるまで近くの席でお待ちください。
※申し込みは、直前の時間に申し込んでください。複数社同時に提出するのはお控えください。
※希望の企業ブースが満席の際にはぜひ他の企業ブースで話を聞いてみましょう。

③ 3社目の訪問時間の後はフリータイムになります。説明を聴きそびれてしまった
 企業や、もう一度質問したい事のある企業ブースを訪ねてください。
 ぜひこの時間を有効利用しましょう。
※説明終了後、アンケートに記入、提出してから解散となります。

1社目
１4：40～１5：05

2社目
１5：10～１5：35

休憩５分（移動）

3社目
１5：40～１6：05

終了後
フリータイム

休憩５分（移動）

休憩５分（移動）

合同企業
説明会
合同企業
説明会
in Shibuyain Shibuya

渋谷区地域交流センター恵比寿
地下1階コミュニティホール（渋谷区恵比寿西2-8-1）
渋谷区地域交流センター恵比寿
地下1階コミュニティホール（渋谷区恵比寿西2-8-1）

●有名企業が17社参加します（詳細は裏面をご覧ください）

 13：00～16：30
（受付時間 12：30～13：00 ）
 13：00～16：30
（受付時間 12：30～13：00 ）

（※参加には事前にお申込みが必要です。下記お電話にてお申込み下さい）

ファッション・
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参加費無料 服装
自由



4/19
　　　　Fri　　

2019 ファッション・アパレル業界合同企業説明会 参加企業
13：00～16：30（受付時間 12：30～13：00） …2020年春卒業予定の方（専門卒以上）も対象新卒

職　　種：販売職　　　雇用形態：正社員　　勤務地：Laundry直営店、都内近郊店等�����������　

職　　種：女性：販売職　男性：営業職　
雇用形態：正社員　　勤務地：首都圏・関西圏・名古屋・その他百貨店・ファッションビル�����������　

（株）アズノゥアズ  
http://www.asknowas.com/

企画から販売まで全てに自分達の手を通すことにこだわ
り30年。想いのこもったお洋服を、おもてなしの心でお
客様にご提案できる方を求めております。

職　　種：販売職
雇用形態：正社員
勤 務 地：首都圏各店舗

中途新卒

（株）アバハウスインターナショナル
https://abahouse.co.jp/

メンズ・レディスを問わず、洋服から小物・雑貨まで、つく
り手の想いがつまった多彩なブランドを展開しています。

職　　種：総合職、デザイナー職
雇用形態：【新卒】正社員　【中途】契約社員　 
勤 務 地：【総合職】東京、神奈川、埼玉の直営店舗
　　　　【デザイナー職】本社

中途新卒

（株）エス・グルーヴ（TSI HOLDINGS GROUP）
https://www.s-groove.co.jp/

販売員だけが財産のプロ志向ファッション販売専門会社。
入社後もしっかりケアの育成環境、販売員が嬉しい福利厚
生です。ROSE BUD,JILL STUART など15ブランド

職　　種：①ブランド販売職（15ブランド）　
　　　　  ②エキスパート販売職
雇用形態：正社員（新卒・既卒）
勤 務 地：首都圏各店舗

中途新卒

（株）オーセンティック  
https://www.cubesugar.com/company.html

天然素材だからこそ出せる独特の風合を、縫いや加工で
さらに引き出すモノづくりを『CUBESUGAR』直営店
で展開しています。

職　　種：販売職　　
雇用形態：正社員
勤 務 地：首都圏、関西、東海各店舗（希望考慮）��

新卒

（株）銀座マギー
http://www.ginzamaggy.com/index.php

販売職からバイヤーなどへのステップUPも可能！20代
からミセス向けにブランドを展開しており、育児休業復帰
率100％で長く活躍できる環境です！

職　　種：ファッションアドバイザー（販売職）　　
雇用形態：正社員
勤 務 地：首都圏の各店舗　※自宅から通えます�������

中途 中途新卒

（株）KSプランニング
www.laundry038.com

Laundry is Fun！
国内外に紡績、縫製、プリントの自社工場を持ち、糸から製
造から販売まで一貫した生産背景が強みです。Laundry
の楽しさ、ワクワク、ドキドキ感を一緒に拡散しましょう！

職　　種：販売職
雇用形態：正社員
勤 務 地：Laundry直営店、都内近郊店等
����������　

新卒

（株）サンエー・ビーディー
http://www.saneibd.com

経営理念【BASIC ＆ DESIGN】
基本を積み重ね、新しい喜びや驚きを創ることに共感し
て頂ける方を求めています。

職　　種：新卒＝販売職・総合職（営業・MD）・デザイナー職
　　　　  中途＝販売職
雇用形態：新卒＝正社員　　中途＝正社員・アルバイト
勤 務 地：東京・神奈川・千葉・埼玉各店舗
              ※その他地域も応相談

中途新卒

（株）ジャヴァコーポレーション
http://www.java-corporation.co.jp/

「LOVE」を企業理念に愛ある商品作りを追及しています。
洋服が好き、おしゃれが好き、人が好きな方、それぞれが
輝ける場所を私たちは大切に考えています。

職　　種：販売職・営業職　
雇用形態：正社員
勤 務 地：首都圏・関西圏・名古屋・
　　　　  その他百貨店・ファッションビル

新卒

（株）シュガー・マトリックス
http://www.sugar.co.jp/　

ファッション好き！という気持ちを大切に、
「優しい・上品・新しい」を企業理念に
「STRAWBERRY-FIELDS」を直営展開。

職　　種：総合職
　　　　 （営業職、ＭＤ、販売職、デザイナー職、パタンナー職）
雇用形態：正社員
勤 務 地：恵比寿本社、首都圏各店舗

中途新卒

（株）ストライプインターナショナル 
http://www.stripe-intl.com/

アパレルのみならず、ファッションレンタルアプリの運営
やホテル事業など様々なことに挑戦している【ライフスラ
イル＆テクノロジー企業】です！

職　　種：ライフスタイルアドバイザー（販売職）
雇用形態：正社員
勤 務 地：【総合職】全国の直営店
　　　　【地域限定職】本人の希望地域

新卒

 田中興産（株）  絵里奈事業部
http://www.erina-t.com

☆ヨーロッパの“日常”に出会えるセレクトショップ☆
細かな研修・ヨーロッパ旅行支援・連続休暇・子育て支
援など、働きやすさが魅力です。

職　　種：ファッションアドバイザー（販売職）　　
雇用形態：正社員
勤 務 地：関東（東京・神奈川・埼玉・千葉）各直営店
　　　　  ※仙台、名古屋、関西へのUターン歓迎

 田中興産

中途新卒

（株）ヌーヴ・エイ
　　（TiC TAC/COLLECTORS/POKER FACE/ROSEMARY）

https://www.neuve-a.com/jobs/

腕時計TiC TACをはじめ雑貨・眼鏡・コスメの専門店を
展開。業界でも珍しい専門店の複数展開が強みです。
様々なチャレンジができる環境がここにあります。

職　　種：総合職（販売、MD、企画など）　
雇用形態：正社員
勤 務 地：全国の各店舗（地域限定選択も可）

新卒

（株）パル
http://www.palgroup.co.jp/division7/

（株）パルのセレクトショップ業態（ガリャルダガランテ・
ラウンジドレス等）のみで採用の特別な募集になります。
新卒入社でバイヤー・ブランド長など多数活躍しております。

職　　種：販売職
雇用形態：正社員
勤 務 地：首都圏各店舗

新卒

（株）ファッション須賀
　　（HAKKA-GROUP）

http://www.hakka-group.co.jp/　

キッズから大人の女性まで幅広くこだわりのある商品と
生活雑貨やCafé事業を展開。衣食住トータルのライフ
スタイルを提案しています。

職　　種：販売職・営業職
雇用形態：正社員・契約社員
勤 務 地：首都圏各店舗（東京・神奈川・千葉）、本社

中途新卒

 MARK STYLER（株）
http://www.mark-styler.co.jp/

MERCURYDUO、EMODA、Ungrid、GYDAなど
様々なテイストのブランドを多数展開中。ファッションが
好きな方、お客様の笑顔のために頑張れる方を募集しま
す！

職　　種：【総合職】販売職からスタート・【EC職、営業職】
雇用形態：正社員　　
勤 務 地：全国各直営店、本社（渋谷区広尾）

 MARK STYLER

新卒

（株）ヤマダヤ
http://www.ymdy.co.jp　

ファッションでお客様に幸せをお届けする為、糸からの
モノづくりやセレクト商品を展開し、お客様1人ひとりに
合わせた接客をしています！

職　　種：ファッションアドバイザー職（総合職）　
　　　　  オンラインショップスタッフ
雇用形態：正社員
勤 務 地：【ファッションアドバイザー】関東エリア
　　　　 【オンラインショップスタッフ】名古屋本社

中途新卒

（株）ラピーヌ
http://www.lapine.co.jp　

素材や縫製といった商品の質にこだわり、一着一着に対
する思いを大切にしています。「本物」のモノづくりに共
感できる方、ぜひ一緒に働きましょう！

職　　種：販売職・総合職（営業職、企画職、管理開発職等）
雇用形態：正社員
勤 務 地：【販売職】都内近郊各店舗 【総合職】原則 東京

中途新卒
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