
企業登録の前に注意事項と流れについてご確認ください。 

企業登録の際の注意事項 

 本システムの求人登録は2019年3月卒業者対象の求人となります。（※2018年9月卒業者の求人も含みます） 

  

  基本的には、1企業にき1つの求人情報（採用職種毎ではない）の掲載となります。 
  拠点ごとの採用やグループ会社ごとの採用については、複数の登録が可能です。 
  複数登録の場合はそれぞれの拠点・グループ会社で登録手続きを行ってください。 
  ※条件等の入力フォームは自由記載となっているので、複数の職種の掲載をする場合それぞれの 
   条件や応募方法等の記載をお願いします。 
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本ネットワークの利用にあたり本システムの規約をご確認ください。 

■規約 

新規登録の下にある登録に関する規
約をご確認します。 
 
■規約の同意 

規約の内容に同意される場合は、規
約の左下にある□をクリックし✔を入
れます。 
 
■登録 

「新規企業登録」ボタンをクリックしてく
ださい。 
 
 

規約の内容を確認した後に、左下□をクリックし✔「新規企業登録」を 
クリックします。 

企業ID・パスワードを取得するための貴社の企業情報を登録します。 

■住所検索 
「住所検索」をクリックすると都道府県、 
市区町村が自動的に反映されます。 
※郵便番号は「000-0000」のように 
「-（ハイフン）」を含む8桁で入力して 
ください。 
 
■本社住所 
本社住所が2か所ある場合は、「本社
住所1」、「本社住所2」それぞれ入力し
てください。 

必須 ※入力項目に      がついて  
   いる項目は必ず入力してください。 
※全角・半角等の指定入力方法  
  を確認して入力してください。 

企業名・所在地・事業の概要・登録窓口など、貴社の基本情報を登録します。 
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■文字カウント 

「文字カウント」をクリックすると現在入
力されている文字数が表示されます。 

文字数制限項目の目安にお使いくだ
さい。（空白もカウントされます） 
 
 
■電話番号・FAX番号 
電話番号・FAX番号は「-（ハイフン）」付
きで入力してください。 
※求人情報には掲載されません。 
 
■業種 

業種は大項目横の「  」をクリックす
ると詳細項目が開きます。対象の業
種をクリックすると大項目にも✔が入
ります。（はじめに大項目に✔を入れ
ると当該業種の項目すべてに✔が入
ります。）（複数選択可） 
 
 
 
 
■資本金タイトル・売上高タイトル 
求人情報に掲載できない場合は、 
「非公開」を選択して下さい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■海外事務所 

留学生の企業選定において重要な項
目となります。具体的な都市名等でき
るだけ詳細にご記入下さい。 
 
■海外展開状況 

留学生の企業選定において重要な項
目となります。開発・生産・販売拠点
や都市名などできるだけ詳細にご記
入下さい。（予定や展望の場合はその
旨を必ず明記してください。） 
 
 

※「売上高内容」には必ず決算期を 
  明記してください。 
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■本社住所をコピー 

「本社住所コピー」をクリックすると都
道府県、市区町村が自動的に反映さ
れます。 
 
■電話番号・FAX番号 
電話番号・FAX番号は「-（ハイフン）」付
きで入力してください。 
 
 
■確認 

「確認」ボタンをクリックし、入力漏れ
がなければ「完了」をクリックしてくださ
い。 

※担当者は本システム登録に関わる 
  担当者です。採用上には一切掲載  
  されない項目です。 
    （採用情報の問い合わせ先は 
  本登録時に登録いただきます。） 

事務局にて登録内容確認後、担当者情報で登録頂いたメールアドレスに「企業ID」「パスワード」を送信いた
します。 

■企業ID・パスワード 

事務局にて企業内容承認後に貴社の
「企業ID」、「パスワード」を送付いたし
ます。 
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TEL：03-6859-3571 



項目名 文字数制限 必須 説明 記入例

企業名 テキスト 全角 100文字以内 ○
正式な企業名を入力してください。法人格についても略称では
なく「株式会社」・「有限会社」等の正式表示での入力してくださ
い。

あいうえ商事株式会社

企業名（カナ） テキスト 全角カナ 100文字以内 ○
カブシキガシャの標記は不要です。会社名のみのフリガナを入
力してください。

アイウエショウジ

代表者役職 テキスト 全角 100文字以内 代表取締役社長

代表者氏名「姓」「名」（漢字） テキスト 全角 50文字以内 ○ 経産　太郎

代表者氏名「姓」「名」（カナ） テキスト 全角カナ 50文字以内 ○ ケイサン　タロウ

本社住所1　郵便番号 数値 半角数字 8文字 ○ 「-(ハイフン)」を含む8桁で入力してください。 100-0001

本社住所1　都道府県 選択 - - ○
郵便番号を入力後「住所検索」をクリックすると都道府県が反映
されます。

東京都

本社住所1　市区町村 テキスト 全角 50文字以内 ○
郵便番号を入力後「住所検索」をクリックすると市区町村が反映
されます。

千代田区神田多町

本社住所1　番地・建物名 テキスト 全角/半角 50文字以内 ○ 文字は全角、数字は半角 1-1-1　経産ビル24階

本社住所2　郵便番号 数値 半角 8文字 「-(ハイフン)」を含む8桁で入力してください。 100-0001

本社住所2　都道府県 テキスト - -
郵便番号を入力後「住所検索」をクリックすると都道府県が反映
されます。

神奈川県

本社住所2　市区町村 テキスト 全角 50文字以内
郵便番号を入力後「住所検索」をクリックすると市区町村が反映
されます。

横浜市中区石川町

本社住所2　番地・建物名 テキスト 全角 50文字以内 文字は全角、数字は半角 1-1-1　経産ビル14階

設立年 テキスト 全角 200文字以内 ○
年については西暦4ケタで入力してください。
※入力後に文字カウントボタンをクリックすると現在の文字数が
表示されます。

1975年3月（設立：1945年4月）

系列グループ テキスト 全角 200文字以内
創業・設立に関する情報を入力してください。
※入力後に文字カウントボタンをクリックすると現在の文字数が
表示されます。

経産商事グループ

電話番号 テキスト 半角 20文字以内 ○ 「-(ハイフン)」をいれて入力してください。 03-000-0000

FAX番号 テキスト 半角 20文字以内 「-(ハイフン)」をいれて入力してください。 03-000-0000

会社URL テキスト 半角 50文字以内 会社ホームページがある場合は必ず入力してください。 http://www.issn.or.jp

上場区分 選択 - - ○ 貴社の上場区分を選択ください。 東証１部

業種 選択 - - ○
事業に該当する業種を選択ください。
※複数の選択が可能です。

メーカー
　食品・農林・水産
　その他
商社
　専門商社

事業内容 テキスト 全角/半角 1600文字以内 ○
事業内容を入力してください。
※入力後に文字カウントボタンをクリックすると現在の文字数が
表示されます。

都心から地方に至るまで、大小を問わず小売業と提携を
結び、高品質な品物を均一した価格販売できるよう販売
経路を確立しました。また、商社の特質も生かし、より良い
ものを市場に供給できるシステムを作りました。これらに
よって、商品の流通をより良くするだけでなく、小売業者の
ための運用資金の増大と資金運用も図っています。

入力形式
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項目名 文字数制限 必須 説明 記入例

氏名「姓」「名」（漢字） テキスト 全角 50文字以内 ○ 経産　太郎

氏名「姓」「名」（カナ） テキスト 全角カナ 50文字以内 ○ ケイサン　タロウ

部署 テキスト 全角 100文字以内 正式な部署名を入力してください。 総務部人事課

役職 テキスト 全角 100文字以内 正式な役職を入力してください。 課長

郵便番号 数値 半角数字 8文字 ○
「-(ハイフン)」を含む8桁で入力してください。
※「本社住所をコピー」ボタンをクリックすると住所全てが反映さ
れます。

100-0001

都道府県 選択 - - ○
郵便番号を入力後「住所検索」をクリックすると都道府県が反映
されます。

東京都

市区町村 テキスト 全角 50文字以内 ○
郵便番号を入力後「住所検索」をクリックすると市区町村が反映
されます。

千代田区神田多町

番地・建物名 テキスト 全角/半角 50文字以内 ○ 文字は全角、数字は半角 1-1-1　経産ビル24階

所属部署電話番号 テキスト 半角 20文字以内 ○ 「-(ハイフン)」をいれて入力してください。 03-000-0000

所属部署FAX番号 テキスト 半角 20文字以内 「-(ハイフン)」をいれて入力してください。 03-000-0000

メールアドレス テキスト 半角 50文字以内 ○
確認のため、2回入力してください。
※ID・PASSが登録いただいたメールアドレスに送付されます。

keisan@issn.or.jp

入力形式
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項目名 文字数制限 必須 説明 記入例

資本金タイトル 選択 - - ○ 資本金コード 資本金

資本金内容 テキスト 全角/半角 400文字以内 △

資本金タイトルで「公開しない」以外を選択した場合は必須入力
項目
資本金タイトルで選択したタイトルに該当する数値を入力してく
ださい。
※入力後に文字カウントボタンをクリックすると現在の文字数が
表示されます。

50億6000万円 （2016年3月31日現在）

売上高タイトル 選択 - - ○ 売上高コード 売上高

売上高内容 テキスト 全角/半角 400文字以内 △

売上高タイトルで「公開しない」以外を選択した場合は必須入力
項目
売上高タイトルで選択したタイトルに該当する数値を入力してく
ださい。
入力した数値の決算期を必ず併記してください。
※入力後に文字カウントボタンをクリックすると現在の文字数が
表示されます。

（連結）1500億5000万円
（個別）　300億6000万円
（2016年3月期）

従業員数タイトル 選択 - - ○ 従業員コード 従業員数

従業員数合計 テキスト 全角/半角 400文字以内 ○

従業員数タイトルで選択したタイトルに該当する従業員の合計
人数を入力してください。
※入力後に文字カウントボタンをクリックすると現在の文字数が
表示されます。

3,123名 （2016年3月31日現在）

従業員数補足 テキスト 全角/半角 100文字以内
※入力後に文字カウントボタンをクリックすると現在の文字数が
表示されます。

経産商事グループ全体従業員数

国内事業所 テキスト 全角/半角 1600文字以内 事業所の情報を入力してください。

＜本社＞
東京都千代田区神田多町1-1-1
＜支社＞
東京（東京都千代田区神田多町1-1-1）
横浜（神奈川県横浜市中区石川町1-1-1）
＜営業所＞
10ヶ所（新宿、池袋、渋谷、品川、新橋、東京、上野、横
浜、川崎、小田原）

海外事業所 テキスト 全角/半角 1600文字以内 海外事業所を入力してください。
販売拠点/北京、上海、ロサンゼルス、シドニー、
生産拠点/海外5カ国・地域に6会社（上海、北京、チェンマ
イ、ハノイ、プネ、シドニー）

海外展開状況 テキスト 全角/半角 1600文字以内 ○
現在の海外取引や進出状況及び今後の予定や展望について
入力してください。

弊社は専門商社、メーカーとしての役割を果たすために現
在販売拠点として海外3か国4会社、生産拠点として海外5
か国6会社の体制で営業しています。
今後もアジア・アフリカ・南米地域の進出を視野に入れて
営業・生産拠点の拡大を行う予定です。

入力形式


