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株式会社　ジェイケーシー http://www.jkc-corp.com/
法人ルート営業／日本とアジアを繋ぐ

貿易商社／秋葉原

【定着率に自信あり１０年ぶりに国内営業担当を募集します】　　人と会

う事が好きな方、出会いを大切にする方が向いています。　　国内（主に

関東圏）の主要取引先３０か所をチームで担当します。　先ずは半年から

１年を先輩との同行販売で、顧客との関係構築、顧客毎の購入商品などを

覚えます。　　国内出張（愛知・仙台ほか）が２ヶ月に１回ほど。　海外

出張（韓国・中国）が年に１回ほどあります。　国内営業の募集の為、語

学力は必須ではありません。

産業機械器具卸売業 101-0041
東京都千代田区神田須田町２－１

３　黒田ビル６Ｆ
101-0041

東京都千代田区神田須田

町２－１３　黒田ビル６

Ｆ

マイクロソフト製オフィス

が使えれば尚可
試用期間あり ３ケ月 225,000円～300,000円

韓国の大手鉄鋼会社に３８年間、日本の

産業機器・圧延ロール・ベアリング等を

主に輸出しています。また韓国と中国か

らの商材を日本の大手鉄鋼会社に１０年

前より輸入しています。

当社は、創立からアジアの懸け橋

となる事を目標としていました。

１０年前から輸入が拡大され、よ

うやく両懸け橋となる事が　出来

ました。

代表取締役 中野　義弘
飯田橋公共職業安定

所

株式会社　アイティーケー https://www.i-t-k.co.jp/ 個人営業
当社の人材コンサルタントとして主に以下の業務をお任せします。　　・

個人営業　・営業業務全般
職業紹介業 104-0061

東京都中央区銀座５丁目１２－５

白鶴ビルディング５Ｆ
104-0061

東京都中央区銀座５丁目

１２－５　白鶴ビルディ

ング５Ｆ

業務ではパソコンを使用し

ます。　タッチ、タイピン

グ、Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ

等基本的なＰＣスキルがあ

ると望ましいです。

試用期間あり
３ヶ月（短縮の場合

あり）
180,093円～180,093円

転職支援サービス、ヘッドハンティング

サービス、人材コンサルティングサービ

ス　１３－ユー３０１９３４　派１３－

３０２９４４９

外食産業特化型の総合人材コンサ

ルティング事業を展開していま

す。転職支援サービス・ヘッドハ

ンティングサービス・コンサル

ティングサービスを中心に事業を

拡大中です。

代表取締役 齋藤　一夫
飯田橋公共職業安定

所

株式会社　アイティーケー https://www.i-t-k.co.jp/ 法人営業
当社の人材コンサルタントとして主に以下の業務をお任せします。　　・

法人営業　・営業業務全般
職業紹介業 104-0061

東京都中央区銀座５丁目１２－５

白鶴ビルディング５Ｆ
104-0061

東京都中央区銀座５丁目

１２－５　白鶴ビルディ

ング５Ｆ

業務ではパソコンを使用し

ます。　タッチタイピン

グ、Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ

等基本的なＰＣスキルがあ

ると望ましいです。

試用期間あり
３ヶ月（短縮の場合

あり）
180,093円～180,093円

転職支援サービス、ヘッドハンティング

サービス、人材コンサルティングサービ

ス　１３－ユー３０１９３４　派１３－

３０２９４４９

外食産業特化型の総合人材コンサ

ルティング事業を展開していま

す。転職支援サービス・ヘッドハ

ンティングサービス・コンサル

ティングサービスを中心に事業を

拡大中です。

代表取締役 齋藤　一夫
飯田橋公共職業安定

所

ワールドアプレイザルジャパン株

式会社
http://ractgp.com 経理・財務

本社体制改編中により東京本社での経理・財務担当者を募集いたします

（経理・財務の統括は大阪事務所になります）。　　仕訳、起票、出納等

の基礎的な経理事務からスタートいただき、月次、年次の決算業務の担

当、中長期的には金融機関対応や管理会計等の財務業務に携わっていただ

くことを想定しています。　また、総務・庶務的な業務についても一部お

願いする可能性があるため、マルチタスクが苦にならない方に適した職種

です。　　本社勤務はグループ会社の社員を含め現在５名ほどです。少人

数ですが、過剰な業務の負担や残業は発生せず、ワークライフバランスを

東京都港区 不動産代理業・仲介業 106-0041
東京都港区麻布台２丁目３－５

ノアビル１２Ｆ
106-0041

東京都港区麻布台２丁目

３番５号　ノアビル１２

階

＊ワード、エクセル、パ

ワーポイントの操作ビジネ

スレベル　＊弥生やｆｒｅ

ｅｅ等の会計ソフトの操作

（ソフトの種類は問い

ません）

試用期間あり ６ヶ月間 214,400円～321,600円

ファンド組成・運用、不動産鑑定、不動

産開発・再生、ホテル事業等幅広い不動

産関連の事業を展開しています。東京・

大阪の両拠点で全国の案件・依頼に対応

しています。

不動産鑑定業、宅建業、一級建築

事務所、第二種金融商品取引業、

投資助言・代理業等各種免許を保

有し、取得から開発、ファンド組

成まで当社のみでトータルな不動

産ソリューションを提供可能です

代表取締役 山本　誠 品川公共職業安定所

株式会社Ｅｎｅｒｇｙ　Ｆｉｎｅ
インターネット通販運営業務全般／台

東区上野

・バックオフィス業務　・在庫管理、出荷納品業務　・問い合わせカスタ

マー対応　・商品出品、出品データの更新など　　上記作業に慣れてきた

ら、セールやイベントなど　販促業務や新商品企画など売上を高める業務

にも携わることが出来ます。

東京都台東区
繊維品卸売業（衣服，身の回

り品を除く）
106-0045

東京都港区麻布十番１－５－１０

アトラスビル４Ｆ
110-0005

東京都台東区上野３－４

－１　飯岡ビル３Ｆ　上

野営業所

下記の操作が難なく一通り

使用できる方　・基本的な

パソコンスキルをお持ちの

方（オフィスソフト等）

試用期間あり ２週間 230,000円～260,000円 輸出入小売業　インターネット通販業

弊社はスキルを持った少数精鋭の

チームで、　社長やスタッフとも

距離が近く、コミュニケーション

はもちろん　提案も通りやすく、

自ら学んで行動できる方には良い

環境です

代表取締役 倉科　政和 品川公共職業安定所

医療法人社団　英植会　木村整形

外科
医療事務兼看護助手

診察時の院長補助業務　受付での患者対応、パソコン入力、会計レセプト

業務　リハビリ器具の装着取り外しなどの業務　　＊未経験の方でも懇切

丁寧に指導しますので、　　安心してご応募下さい。

一般診療所 175-0091 東京都板橋区三園１－４７－７ 175-0091
東京都板橋区三園１－４

７－７
基本操作ができれば可 試用期間あり ３か月 155,000円～155,000円

整形外科外来治療・往診・居宅介護支援

事業

外来患者数１日平均１２０名、往

診７名、居宅支援契約者数５０

名。

理事長 木村　英植 池袋公共職業安定所

株式会社ＴＲＡ・Ｋ http://www.tra-k.co.jp 一般事務
＊一般事務　　＊電話対応、来客対応等の受付業務　　＊ＰＣを活用した

書類作成等　他

建築工事業（木造建築工事業

を除く）
104-0032

東京都中央区八丁堀１－９－６

吉半八重洲通りビル７Ｆ
104-0032

東京都中央区八丁堀１－

９－６　　吉半八重洲通

りビル７Ｆ

ＰＣ基本操作（ワード・エ

クセル・メール等）
試用期間なし 180,000円～280,000円

恒久膜構造・テント倉庫、日除けテント

等の膜構造全般および鋼球ボールジョイ

ントによるシステム立体トラス構造の設

計・製造・現場施工までを一貫している

会社です。

会社創立以来着実に業績を伸ばし

続け、膜構造・トラス構造ともに

受注物件が増加しています。社員

の平均年齢は比較的高いベテラン

の集団です。

代表取締役 牛尾　敬二
飯田橋公共職業安定

所

菊高産業　株式会社
既存顧客への訪問営業／１年以上しっ

かり育成・ノルマなし

●１年以上しっかり育成。ベテランスタッフによるサポート。　●官公庁

（防衛省・警察等）の制服の附属品（ボタン・ファスナー等）卸売業のた

め、景気に左右されない安定経営です。　●営業ノルマはありません。既

存案件の受注継続と新規案件の獲得のため、取引先を小まめに訪問し、関

係性を築くことが大事な仕事です。　　【主な仕事内容】　・既存の取引

先（商社・生地メーカー・縫製工場）訪問が主な業務　・事務処理（受

注、発注、納品関連の書類作成など）　・納品管理（品質、個数チェック

など）　※週２日程度、テレワークを導入しています。

衣服卸売業 111-0051
東京都台東区蔵前２－１２－３

第１ケーエルビル３階
111-0051

東京都台東区蔵前２－１

２－３　第１ケーエルビ

ル３階

ワード、エクセル、メール

の基本操作
試用期間あり ３ヶ月 182,000円～290,000円

官公庁関係の制服の附属の卸売です。例

えば防衛省の制服であれば上着のボタン

から階級章等、ズボンであればボタン及

びファスナー等、特殊な物になります。

他警察各県警、ＪＲ、郵政等です。

当社は、あまり世間の景気等に左

右されない比較的安定した販売で

現在に至っております。

代表取締役 菊池　武光 上野公共職業安定所

医療法人社団　南東京ハートクリ

ニック
http://www.myheart-clinic.jp 医療事務 医療事務　診療所での受付業務　診察室秘書　掃除　等 東京都町田市 一般診療所 194-0037

東京都町田市木曽西二丁目１８番

地１２
194-0037

東京都町田市木曽西二丁

目１８番地１２　　小田

急線町田駅からバス　木

曽南団地下車　徒歩１分

試用期間あり ６か月間 170,000円～284,000円

診療所（循環器科、呼吸器科、内科）

循環器科を中心とした内科全般のクリ

二ック（有床）です。

明るくきれいな職場です。　入職

後は定期的に勉強会も設けており

（パートの方も）循環器の経験が

ない方も不安なく業務に携われる

よう努力しています。

院長 村上　博文 町田公共職業安定所

ジャパンＭ＆Ａソリューション株

式会社
営業アシスタント

営業事務のお仕事です。　　【主な仕事内容】　・データ入力　・お客様

からの問合せメールや電話の対応　・報告書などドキュメント類の作成

＊コールセンター等で電話での説明経験ある方は歓迎いたします。　　現

在従業員数２５名のアットホームな雰囲気の職場です。　しっかりフォ

ローしますので、安心してお仕事いただけます。　＊前向きに業務に取り

組める姿勢が求められる仕事です。

管理，補助的経済活動を行う

事業所（９０機械等修理業）
102-0093

東京都千代田区平河町２－１６－

９　永田町グラスゲート４階
102-0093

東京都千代田区平河町２

－１６－９　永田町グラ

スゲート４階

・ワード、エクセル、パ

ワーポイントの作成ができ

る方　・メールの作成がで

きる方

試用期間あり ３か月間 171,400円～203,100円 Ｍ＆Ａアドバイザリー事業

”相談されたら断らない”をモッ

トーに、赤字でも小規模でもまず

はご相談を受け、最善の方法で課

題解決ができるように様々な角度

でご提案しています。

代表取締役 三橋　透
飯田橋公共職業安定

所

株式会社シーディア　東京デザイ

ンセンター
http:/www.seedea.asia/ 【未経験歓迎】設計サポート業務

■産業機械装置設計サポート　■客先納入装置の不具合対応　■客先への

仕様説明資料の作成　■ＥＸＣＥＬマクロで資料作成　■客先対応　　未

経験の方でもチャレンジ歓迎！　人物重視の選考になります。

その他の専門サービス業 144-0041

東京都大田区羽田空港１－１－４

羽田イノベーションシティＺｏｎ

ｅＫ　２Ｆ

144-0041

東京都大田区羽田空港１

－１－４　羽田イノベー

ションシティＺｏｎｅＫ

２Ｆ

ＥＸＣＥＬマクロ使用可能

な方
試用期間あり ６か月 176,000円～452,000円

ＬＳＩデザイン、組込みソフトウェアデ

ザイン、システムインテグレーション、

インフラプロデクトデザインを主力とし

たエンジニアリングサービス及びソ

リューション事業

製造業各社のクライアントリレー

ションズパートナーを目指して、

より高付加価値な設計開発支援を

提案しています。

代表取締役 高松　英樹 大森公共職業安定所

株式会社　鳳友産業 https://www.houyugroup.co.jp
【就職氷河期世代限定求人】霊園　販

売事務／町田小野路霊園

【霊園販売・事務】　・霊園・墓石の販売及び見学案内　・霊園管理に関

わる事務　・墓参客対応、法要受付　・葬儀相談など　　○「ありがと

う」と言われ、やりがいがあり長く勤めることが　　できる仕事です。

◯未経験でも安心して就業できます。　　ほとんどの社員は未経験からの

スタートです。　◯長く働ける方歓迎します（長く働ける仕事です）。

東京都町田市

管理，補助的経済活動を行う

事業所（６９不動産賃貸業・

管理業）

160-0023
東京都新宿区西新宿３丁目２－４

新和ビル９階
227-0065

東京都町田市小野路町１

５３６　町田小野路霊園

管理事務所

ワード・エクセル入力レベ

ル
試用期間あり ３カ月 180,000円～230,000円

葬祭会館を合わせ持つ大型高級霊園を横

浜・町田方面を中心に開発、販売してい

る。お墓のご相談から葬儀・法要まで行

う幅広い総合仏事サービスを提供。Ｈ１

４年ペット霊園を開園し新規事業展開

中途入社のハンデはありません。

あなたのやる気と頑張りを正当に

評価します。バリアフリー対応の

霊園、ペットの葬祭場、真のサー

ビスが求められる葬儀等多彩な場

面で能力を発揮して下さい。

代表取締役 北尾　武 新宿公共職業安定所

株式会社　リーディング・トレー

ド・ジャパン
http://www.lt-j.co.jp 営業スタッフ

マンションや戸建ての販売及び賃貸営業　営業部再編に伴う第一期目の人

材募集です。　不動産情報サイトやセミナー等で集客したお客様に対し、

営業活動を行います。　マイホームや投資用物件の販売、賃貸物件の仲介

など　取り扱う物件は多岐にわたります。　成約に至った場合は、固定給

とは別に歩合給（数万～数百万）が　支給されます。　不動産業界未経験

でも歓迎です。　原則、土日・祝日は休みで勤務時間は１０～１９時です

が、　業務によっては休日出勤（代休取得可）や時間外勤務となる可能性

があります。

東京都新宿区 建物売買業，土地売買業 160-0015
東京都新宿区大京町２３番地３

四谷オーキツドビル９階
160-0015

東京都新宿区大京町２３

番地３　四谷オーキツド

ビル９階

試用期間あり
原則３ヶ月（短縮の

場合あり）
259,000円～259,000円

マンション・アパートの販売、不動産コ

ンサルテイング・賃貸管理業務・損害保

険代理店業務等

不動産の販売・管理等の業務を主

に行っております。
代表取締役 上川　勝 新宿公共職業安定所



株式会社マルヤス http://www.maru-yasu.co.jp 営業（ルート営業及び新規開拓）

レストランなどの飲食店、学校、施設など既存のお客様に美味しい青果を

ご提案頂くお仕事です。　　・既存の取引先のフォロー業務　・新規開拓

業務　　既存のフォロー営業がメイン業務となりますが、お仕事に慣れて

頂いたら新規開拓業務にも挑戦頂きます。　　　・上記に関わる社内事務

処理　　＊配送業務はありません。　＊担当エリアは関東圏です。

東京都新宿区 農畜産物・水産物卸売業 169-0074
東京都新宿区北新宿４－３１－３

エムディエムＢＬＤ２Ｆ
169-0074

東京都新宿区北新宿４－

３１－３　エムディエム

ＢＬＤ２Ｆ

ＰＣ（ワード・エクセル）

入力レベル
試用期間あり ３ヶ月 170,000円～170,000円 青果食品総合卸売。

都内及び近県を中心にレストラン

や居酒屋チェーン店との取引が増

加中。創業昭和８年と歴史があり

ます。　お客様からの信頼をを得

る為に日々努力しております。

代表取締役

社長
宇田川　直子 新宿公共職業安定所

東亜システム　株式会社 http://www.toasystemkk.co.jp 営業【東京営業所】※未経験ＯＫ 医療機関への提案営業及び代理店に対する営業 東京都新宿区 ソフトウェア業 480-1166 愛知県長久手市野田農４０５ 169-0075

東京都新宿区高田馬場

１ー３０ー１４　コル

ティーレ高田馬場９Ｆ

東京営業所

簡単なエクセル・ワードの

操作
試用期間あり ３ヶ月 200,000円～250,000円

病医院向けのコンピュータシステムのソ

フト開発・販売・保守サービス。

当社は、昭和５０年の創業以来、

一貫して病医院向けのコンピュー

夕システムの開発に携わってまい

り、全国の国公立病院をはじめ、

多数の病医院から厚い信頼を得て

まいりました。

代表取締役 辻　桂大
名古屋東公共職業安

定所

長興実業　株式会社 事務（営業サポート）
主に物流関係の事務作業及び営業サポート。　中国語（日常会話以上）出

来る方優先。
各種商品卸売業 130-0022

東京都墨田区江東橋４－２９－１

２　９Ｆ　あいおい損保錦糸町ビ

ル

130-0022

東京都墨田区江東橋４－

２９－１２　９Ｆ　あい

おい損保錦糸町ビル

試用期間あり ３ヶ月 240,000円～300,000円

綜合商社　取扱い製品は、お茶飲料用原

料等食材が主。　取引先は大手食品メー

カー。

会社創立以来、大きく業績を伸ば

し続け、安定成長を遂げている。
菅　強 墨田公共職業安定所

株式会社　フレッシュデリカ

ネットワーク
営業職

＊既存顧客へのアフターフォロー　＊新規顧客への物流提案の構築（飛び

込み・ノルマはありません）
東京都昭島市 その他の道路貨物運送業 183-0034 東京都府中市住吉町５－１３－１ 196-0002

東京都昭島市拝島町３９

２７番地２０
試用期間あり ３ヶ月 180,000円～210,000円

キユーピーグループの事業の一つであ

る、「サラダ・惣菜事業」に　おける物

流機能会社として設立されました。

サラダ・惣菜等を日本全国の小売

店へお届けしています。　主力の

サラダ・惣菜等の仕分け作業では

６０歳代の方も多数活躍されてお

ります。

代表取締役 恩田　健司 府中公共職業安定所

株式会社　鈴木栄光堂 https://www.s-eikodo.co.jp/ 一般流通営業（菓子）

■既存客法人（菓子問屋様中心）への自社製造菓子の営業　（キャン

ディ、チョコ、キャラメル、ゼリー等を取り扱っております）　営業エリ

ア：関東エリア中心となります。（一部東北エリア）　＜具体的な仕事内

容＞　・客先へ訪問し、提案・営業活動　・スケジュール管理　・見積作

成　・電話、メール対応　・商品の在庫管理　・アフターフォロー

東京都港区 パン・菓子製造業 503-0947 岐阜県大垣市浅草４－６２ 107-0061

東京都港区北青山２丁目

７－２４　青山光影ビル

１０２号室

エクセル、ワード、パワー

ポイント
試用期間あり ３ヶ月 210,000円～270,000円

菓子製造・卸売業

２Ｅ１７

１８７７年創業の飴製造メー

カー。２００４年秋に大垣工場

（浅草町）が完成。景気に左右さ

れにくく地道に実績を伸ばしてい

る。

代表取締役 鈴木　伝 大垣公共職業安定所

レプラスデザイン　株式会社 http://www.replus-d.co.jp/ 営業職（現場管理者）

創業９１年の安定企業で、風通しの良い会社です。　弊社はイベント・展

示会のレンタル会社です。　　＊営業はイベント・展示会のお客様との打

ち合わせ・推進・　　現場設営管理を担います。　　＊現場管理は当社ブ

レーンの人材派遣スタッフと連携し、　　現場を収めます。　　＊現場管

理のスキルもつきます、やりがいのある仕事です。

東京都中央区 各種物品賃貸業 550-0015
大阪府大阪市西区南堀江１丁目９

－７
104-0061

東京都中央区銀座８－１

０－７　東成ビル６Ｆ

東京本部

試用期間あり ３ヶ月 180,000円～180,000円

当社は展示会・イベント会場のレンタル

品（備品・トラス等のシステム・テント

等）を取り扱っています。大阪・東京・

千葉・名古屋商品センターに在庫レンタ

ル品を保有しています。

創業９１年ですが、新しい発想で

取り組むベンチャー企業です。展

示会場やイベントの空間を演出す

るのが主な業務になっています。

風通しが良く互いを尊重し言い合

える＆助け合っている社風です。

代表取締役 坂本　貴徳
大阪西公共職業安定

所

ジョナサン　株式会社 http://www.j-genuine.jp
接客・販売スタッフ（宝石・真珠・

ビーズの卸売）

＊淡水真珠・天然石・宝石・ビーズの販売をして頂きます。　＊興味のあ

る方はビーズ・アクセサリーの加工も覚えられます。　＊ＰＯＳレジ入

力、クレジットカード入力処理あります。　　★先輩スタッフが丁寧に指

導致します。　※ホームページ　　ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊ－ｇｅｎｕ

ｉｎｅ．ｊｐ

東京都台東区 他に分類されない卸売業 110-0005
東京都台東区上野５丁目２２－１

東鈴ビル６階
110-0005

東京都台東区上野５丁目

１６－１０　（当社店

舗）

ＰＣ基本操作 試用期間あり ４カ月 180,000円～180,000円 天然石、その他雑貨の輸入卸業

当社は本物の天然石・宝石のビー

ズを扱う、輸入・販売の会社で

す。現在国内に１１店舗展開して

おります。　宝石の加工等覚えら

れます。

代表取締役 仲井　弘子 上野公共職業安定所

宮城精工　株式会社 http//www.miyagi-seiko.co.jp 営業

営業は顧客様からの注文対応や外注回り、梱包と納品業務、新規顧　客様

の開拓になります。　顧客様は、東京都から関西までいらっしゃいます

が、注文対応や外　注回りは東京近辺のお客様になります。　移動手段は

普通車、トラック、キャラバンになります。

東京都大田区 その他の金属製品製造業 146-0083 東京都大田区千鳥２－２６－７ 146-0083
東京都大田区千鳥２－２

６－７
試用期間あり ３ヶ月 200,000円～270,000円

精密機械部品加工業　当社は半導体製造

装置や工作機械に使用される精密部品の

加工を得意とする会社です。

工作機械や半導体製造装置等の精

密部品の製造メーカーです。
代表取締役 菊地　勝昭 大森公共職業安定所

ビバ工芸株式会社 http://www.viva-kogei.co.jp
アートフラワーの出荷作業及び商品管

理

出荷指示書をお客様からの注文データを確認。　倉庫内の棚や商品の番号

を見ながら出荷準備を行います。　商品の入出庫、商品のピッキング在庫

状況の管理梱包。　管理ツールへのデータ入力などです。　午前、倉庫の

棚から商品をピックアップ。　午後、商品を営業倉庫から引取ピッキング

作業倉庫棚の整理など。　自社ビルの１階から４階は、作業場と倉庫を兼

用。　　その他、離れた場所に営業倉庫があります。　自社ビルと営業倉

庫は、自社トラックで１日１往復を行います。　倉庫作業の他、簡単な商

品製作のお手伝いもお願いします。

東京都大田区 他に分類されない卸売業 143-0025
東京都大田区南馬込３丁目１２－

５
143-0025

東京都大田区南馬込３丁

目１２－５
試用期間あり ６カ月 180,000円～245,000円

造花（アートフラワー）の輸入・卸売販

売の会社です。　日本全国のアートフラ

ワーショップや、ホームセンター、スー

パーへ販売しています。

当社の商品は、一般のご家庭から

お店の装飾まで、幅広く使われて

おります。　長年のお客様が多

く、信用と信頼で高い評価を頂い

ております。

代表取締役 西川　道広 大森公共職業安定所

株式会社　ジェイプラスディー http://www.jplusd.co.jp/ 金融系ヘルプデスク

ＰＣを含めた金融系システムの問い合わせ対応を行っていただきます。過

去の対応記録を学習し、業務出来ます。　　１．金融システムに関する問

い合わせ対応　２．ｏｆｉｃｅソフトに関する問い合わせ対応　３．電話

応対　４．集計、分析

ソフトウェア業 171-0014
東京都豊島区池袋４－２５－１

紘亜ビル４Ｆ
171-0014

東京都豊島区池袋４－２

５－１　紘亜ビル４Ｆ
試用期間あり ２か月 230,000円～400,000円

株式会社情報電子のグループ会社とし

て、ＩＴ技術でお客様に貢献していま

す。３０年以上の歴史を持つグループ内

の有形・無形の資産をフルに活用し、お

客様・社会と共に飛躍していきます。

・社員を育てる教育システムが充

実しています。・大胆な昇給を行

います。・労働時間管理を徹底し

ています。　派１３－３１１５０

８

代表取締役 小野　健一郎 池袋公共職業安定所

国土緑化　株式会社 http://www.kokudoryokuka.co.jp
生花（フラワーギフト）販売における

営業事務

生花（フラワーギフト）部門における受発注業務を主に担当していただき

ます。　具体的には、　・電話およびファックスでの受発注対応　・受発

注内容のパソコンでのデータ入力　・協力生花店への電話対応　・伝票処

理　等が主な業務になります。

その他の物品賃貸業 132-0021
東京都江戸川区中央２丁目１－２

１
132-0021

東京都江戸川区中央２丁

目１－２１

パソコン基本操作（ワー

ド・エクセルへの文字入

力、メールソフトの操作）

試用期間あり ３カ月 183,000円～213,000円

観葉植物のレンタル／生花販売　『グ

リーンポケット』ＦＣ本部　造園・解体

工事

「花と緑のトータルプランナー」

として、設計から施工・管理まで

緑化関連事業を運営し、総合緑化

企業として緑あふれる環境を創造

しています。

代表取締役 堺　亜流 木場公共職業安定所

成友興業　株式会社 http://www.seiyukogyo.co.jp 施工管理職

◎土木工事の現場監督　…　外での業務が主になります。　　・現場の指

揮、監督　・現場の写真撮影、整理　・測量　・材料や重機等の手配　・

パソコンを用いて図面の作成　等々　　【主要取引先】国土交通省、東京

都各市町村、各大手建設会社、　　各大手道路会社ほか、既存のお客様が

中心となります。　　＊当社ホームページをご覧下さい。

土木工事業（舗装工事業を除

く）
197-0802

東京都あきる野市草花１１４１－

１
197-0802

東京都あきる野市草花１

１４１－１

ワード、エクセル基本操作

ができる方
試用期間あり ３ヶ月 200,000円～290,000円

建設事業、土木工事（社会インフラ整

備）　環境事業、建設系廃棄物・汚染土

壌の処理・リサイクル

建設事業、環境事業の二本の事業

軸です。建設事業は土木工事が中

心のインフラ整備。環境事業は建

設系廃棄物・汚染土壌等を建設資

材へリサイクル。これらの事業軸

により相乗効果を産出します。

代表取締役 細沼　順人 青梅公共職業安定所

株式会社　三和コーポレーション www.sanwaweb.co.jp 法人営業（東京営業所）

産業用フレコン・食品用包装資材・日用雑貨が主要な取扱商品です　入社

後は先輩と同行営業で得意先を引き継いでもらった後、北関東を中心に特

に産業用フレコンの販売をしていただきます　社用車（軽自動車）を貸与

しますので、直行直帰で得意先を回ったり新規開拓をしていただくことが

多くなります

東京都千代田区 各種商品卸売業 561-0813
大阪府豊中市小曽根３丁目９－１

４
101-0041

東京都千代田区神田須田

町２－２３－１１　河合

ビル９階　東京営業所

試用期間あり ６か月 250,000円～280,400円

食品包装資材の販売、日用雑貨の販売、

不動産管理、ネット販売に力をいれてい

ます。新たな事業にチャレンジしていく

会社です。　あなたの提案をお待ちして

います。

当社は従来にないユニークな製品

や事業の開発に取組んでいます。

開発営業の取り組みを重視してい

ます。当社独自製品のドラキュラ

マットは富士工場で、風呂フタは

三重工場で製造しています。

代表取締役 渡部　一二 池田公共職業安定所

株式会社　ジェクシード www.gexeed.co.jp/ 一般事務

■一般事務（データ入力、書類チェック、メール返信ほか）　■秘書業務

（スケジュール確認等）　■営業事務（契約書ファイリング、データ入

力、郵送手配等）　■総務・庶務サポート　　書類整理など簡単な仕事か

らスタート、知識、スキルは入社後に身につけていただきます！

その他の専門サービス業 101-0054
東京都千代田区神田錦町３－１７

－１１　榮葉ビル９階
101-0054

東京都千代田区神田錦町

３－１７－１１　榮葉ビ

ル９階

試用期間あり ３か月 210,000円～230,000円

企業の戦略立案から組織・業務プロセス

改革・システム導入・運用まで、トータ

ルなコンサルティングで企業力をバック

アップいたします。

様々なＥＲＰパッケージを扱って

おり、オラクル社のＪＤＥｄｗａ

ｒｄｓの国内導入実績Ｎｏ１。戦

略立案～リリースまで対応可能な

ノウハウを持ち、１１５社以上の

支援実績があります。

代表取締役 新井　良
飯田橋公共職業安定

所



トレンドワークス株式会社 http://www.trendworks.co.jp 法人営業／渋谷区恵比寿

仕事内容　既存人材・案件情報の調達・提案　社内営業企画及び新規ネッ

トワークの開拓　エンジニアのフォロー　他付帯するＩＴソリューション

営業業務全般　　　募集対象　＊未経験の方！歓迎します。

東京都渋谷区 ソフトウェア業 150-0021
東京都渋谷区恵比寿西１－１０－

６　恵比寿ツインズ５Ｆ
150-0021

東京都渋谷区恵比寿西１

－１０－６　恵比寿ツイ

ンズ５Ｆ

試用期間あり ３ヶ月 140,000円～180,000円

ソフトウェア受託開発、サーバー及び

ネットワークの構築、ＷＥＢサイト自社

運営、経営コンサルなど多岐に渡り行っ

ています。派遣事業［派１３－３１１０

６５］

ソフトウェア開発を会社のメイン

業務としながら、サーバー及びイ

ンターネット構築から、ＷＥＢサ

イトの自社運営、異業種とのコラ

ボによる新規事業参入まで、積極

的に行っている会社です。

代表取締役

社長
青木　達雄 渋谷公共職業安定所

トレンドワークス株式会社 http://www.trendworks.co.jp
営業アシスタント（事務作業メイン）

／渋谷区恵比寿

職務内容　・営業担当者のサポート（事務作業メイン）　・ビジネスパー

トナー所属ＩＴエンジニアの人材確保　・取引先からの問い合わせ窓口業

務　　先輩社員に教えてもらいながら、仕事の進め方を覚えていきましょ

う。業界未経験からでも挑戦できる仕事です。　現在弊社で働いている社

員も業界未経験の社員もいます。　丁寧にフォローいたしますので、業界

知識のない方もご安心ください。

東京都渋谷区 ソフトウェア業 150-0021
東京都渋谷区恵比寿西１－１０－

６　恵比寿ツインズ５Ｆ
150-0021

東京都渋谷区恵比寿西１

－１０－６　恵比寿ツイ

ンズ５Ｆ

試用期間あり ３ヶ月 140,000円～180,000円

ソフトウェア受託開発、サーバー及び

ネットワークの構築、ＷＥＢサイト自社

運営、経営コンサルなど多岐に渡り行っ

ています。派遣事業［派１３－３１１０

６５］

ソフトウェア開発を会社のメイン

業務としながら、サーバー及びイ

ンターネット構築から、ＷＥＢサ

イトの自社運営、異業種とのコラ

ボによる新規事業参入まで、積極

的に行っている会社です。

代表取締役

社長
青木　達雄 渋谷公共職業安定所

ＣＯＣＯＬＯＮＥ　株式会社 http://cocolone.co.jp
企画営業・プロデューサー（広告、Ｗ

ＥＢ）／トライアル併用

地域密着メディア　ＪＩＭＯＲＥ（ジモア）の企画営業、編集職　広告営

業から編集、企画、取材、撮影の手配までトータルプロデュースまで行い

ます。　・広告業のプロデューサー　　・Ｗｅｂディレクション　・ＳＮ

Ｓやウェブマーケティングに詳しい方優遇　・広告制作、ＳＰツールの企

画・制作ディレクション　・フリーマガジン／ポータルサイトの提案営業

東京都新宿区 広告制作業 169-0075
東京都新宿区高田馬場２丁目１４

－２８　　青木ビル３０２号
169-0075

東京都新宿区高田馬場２

丁目１４－２８　　青木

ビル３０２号

エクセル初級（ＳＵＭ等の

四則演算が使えるレベル）

ワード・パワーポイント基

本操作

試用期間あり ３ヶ月 170,000円～268,500円

クリエイティブエージェンシー（広告制

作・編集・コミュニケ－ションコンサル

ティング）、地域メディア（情報誌・Ｗ

ＥＢサイト）の企画・運営、フェアト

レードアパレルＥＣ事業・店舗運営等

「つなぐ、むすぶ、ふかめる」を

企業ミッションとして、クリエイ

ティブを基盤に多彩な事業にチャ

レンジ。広告業界に留まらず、新

規事業に挑戦しています。

代表取締役 岡本　匡弘 新宿公共職業安定所

千葉企業　株式会社 http://www.chibakigyo.co.jp 一般事務

主にパソコンでの廃棄物データの専用ソフトへの入力、専用伝票の仕分、

配送手配等を担当して頂きます。　その他一般事務として、Ｗｏｒｄ文書

やＥｘｃｅｌ表計算帳票の作成、入力、窓口、電話応対、郵送、配送手

配、備品、　消耗品の発注・管理、小口現金の管理も一部担当して頂きま

す。　　免許お持ちの方は銀行や官公庁への外出時に社用車（軽自動車）

を　使用できます。　専用ソフトは経験豊富な先輩社員が一緒にお教えし

ますので、安心して仕事を覚えて頂けます。

＃マザーズ

一般廃棄物処理業 189-0025
東京都東村山市廻田町１－２－１

７
189-0025

東京都東村山市廻田町１

－２－１７

Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ・Ｐ

ｏｗｅｒＰｏｉｎｔ・ｏｕ

ｔｌｏｏｋが使用できる事

試用期間あり ３ヶ月 186,500円～197,000円

廃棄物（資源物）収集運搬業務　東村山

市の家庭ゴミ収集委託事業　産業廃棄物

（資源物）処分業務

創業以来順調に業績を伸ばし、

チームワークとコミュニケーショ

ンを大切に街や事業者の環境美化

に貢献しています。

代表取締役 千葉　久典 立川公共職業安定所

メディカルホットライン株式会社
医療コンサルの会社で　総務業務

（キャリアアップあり）

＜総務、庶務＞　・勤怠管理、備品発注管理　・オフィス運営、管理　・

書類などの作成、ファイリング　・電話対応や来客対応、データ入力　な

ど　＜広報＞　・各「医療法人」、各「株式会社」の公式ＨＰの運営管理

・広告の企画提案　・ベンダー管理　など　＜社内啓蒙＞　　・健康、体

調管理に関わる呼びかけ。　・研修、教育の提案　　など

東京都中央区
経営コンサルタント業，純粋

持株会社
103-0028

東京都中央区八重洲１丁目３－７

八重洲ファーストフィナンシャル

ビル１３階

103-0028

東京都中央区八重洲１丁

目３－７　八重洲ファー

ストフィナンシャルビル

１３階

・基本的ナＯＡスキル（Ｅ

ｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ、Ｐｏ

ｗｅｒＰｏｉｎｔ）

試用期間あり ３ヶ月 188,000円～188,000円
訪問診療に特化した医療クリニックのコ

ンサルティングを行っております。

地域医療の充実を目指し、地域の

医療機関、病院、介護施設と連携

をはかり、２４時間３６５日対応

のクリニックを目指したコンサル

ティングを行います。

代表取締役 高橋　大輔
飯田橋公共職業安定

所

税理士法人　ＴＯＫＩＺＡＷＡ＆

ＰＡＲＴＮＥＲＳ

https://www.tokizawa.net/specia

l/

税務補助＆総務スタッフ：バックオ

フィスのオールラウンダー

●税理士が円滑に業務を行なえるようにサポートする、税理士業務の補助

や営業事務的な業務を担当し、周りから頼られる重要で欠かせない存在と

なります。「プライベートの充実が仕事に好影響を与える」との考え方の

もと、仕事とプライベートのバランスを重視しているため、基本的に残業

はなく、ワークライフバランスでメリハリのある働き方ができます。

【具体的な仕事内容】　＊事務所の労務管理：社保・労務・法務に関わる

業務全般　＊事務所の会計管理：売上請求の締め、支払管理等、経理全般

＊保険の窓口対応：共済や生・損保、確定拠出年金の手続き　＊書類の整

理や郵送：書類のスキャン、ファイリング、送付　＊クライアントに対す

る業務：税理士業務補助

公認会計士事務所，税理士事

務所
102-0083

東京都千代田区麹町３丁目５－２

ＢＵＲＥＸ麹町１０階
102-0083

東京都千代田区麹町３丁

目５－２　ＢＵＲＥＸ麹

町１０階

基本操作ができるスキルを

求めます。
試用期間あり ６か月 230,000円～280,000円

＊税務・財務・会計に関するコンサル

ティング業務　＊管理部門構築に関する

コンサルティング業務　＊月次資産相談

および税務申告書の作成

税務会計の処理をするだけでな

く、お客様の成長を共に考える事

務所です。様々な考え方を持った

経営者と「経営」に関わることが

できます。職員全員が目標を持

ち、活き活きと仕事をしていま

す。

代表社員 鴇沢　裕
飯田橋公共職業安定

所

株式会社イケダアセットコンサル

ティング
http://www.ike-cpa.jp 一般事務（正社員）

・書類ファイリング、コピー　・電話、来客対応　・お茶出し　・事務用

品の発注　・ラベル作成　・簡単なＰＣ入力　・その他事務業務全般

＊パソコンはワード、エクセル、メールは必須です。　　パワーポイント

できれば尚可

東京都杉並区
公認会計士事務所，税理士事

務所
167-0051

東京都杉並区荻窪５丁目１６番１

４号　カパラビル８階
167-0051

東京都杉並区荻窪５丁目

１６番１４号　カパラビ

ル８階

＊パソコンはワード、エク

セル、メールは必須です。

パワーポイントできれば尚

可

試用期間あり ３ヶ月 200,000円～300,000円

個人の相続対策、中小企業の事業承継対

策の実行支援コンサルティング業務を

行っています。資産家、地主や中小企業

オーナーの財産を守る為の財産コンサル

ティング業務を主軸としています。

普段知り合えない富裕層のお客様

や弁護士、司法書士等の専門家と

いった質の高い人達と働く環境が

揃っています。また資産税に特化

した専門性を有しておりレベルの

高い業務に従事できます。

代表取締役 池田　幸弘 新宿公共職業安定所

有限会社　ウイングアシストサー

ビス
http://wing-assist.co.jp 営業事務

住居に必要なキッチン・洗面・ユニットバスなど、２４年間に渡り住宅設

備を専門に取り扱ってきた会社です。　先ずは、メールの作成や事務的な

業務から始めていただき、経験を積んでいただければと思います。　ゆく

ゆくは、お客様からの依頼に基づき、作業員のスケジュールを調整し、お

客様の現場に合わせた人員の手配をお願いいたします。

東京都豊島区 その他の職別工事業 171-0051
東京都豊島区長崎１丁目２８－２

３　ＭＵＳＥ西池袋７階
171-0051

東京都豊島区長崎１丁目

２８－２３　ＭＵＳＥ西

池袋７階

エクセル・ワードが出来る

方。　（定型フォーマット

に入力頂きます）

試用期間あり ２か月 200,000円～230,000円

大手住宅設備メーカーの商品の搬入業務

や、それらの設置工程の各種検査業務を

請負う会社です。

パナソニック様、タカラスタン

ダード様の協力企業で安定してい

ます。まだまだ開発余地のある業

界で、益々事業拡大を図っており

ます。

代表取締役 阿部　佳世子 池袋公共職業安定所

オフィスボール　株式会社 https://office-ball.com/
反響営業※未経験者大歓迎！新規開拓

はありません

＜最初は先輩に同行し、研修からスタートするので安心です！＞　ＷＥＢ

マーケティングで集客したお客様の対応、既存顧客への対応になります。

内装工事やオフィス家具販売のお問い合わせが主となります。当面は営業

スタッフに同行し研修して頂きます。　※完全週休二日制で残業はほとん

どありませんのでプライベートも　　大切にできます。　※男女ともに活

躍中です！

他に分類されない小売業 124-0012
東京都葛飾区立石７－３－１　Ｓ

ＨＩＭＡＤＡ　ＢＬＤＧ　３Ｆ
124-0012

東京都葛飾区立石７－３

－１　ＳＨＩＭＡＤＡ

ＢＬＤＧ　３Ｆ

メール返信などの基本的な

スキルがあれば大丈夫で

す。

試用期間あり ３か月 270,000円～320,000円

オフィスファシリティ事業　オフィスデ

ザイン、内装工事、オフィス家具の通信

販売、産業廃棄物収集運搬　ＩＣＴ事業

スマホアプリ、システム開発、ＷＥＢ

マーケティング

創業５期目の小さな会社になりま

すがコロナ禍でも前年対比１９

０％と業績は安定しております。

スタッフの平均年齢も３０歳前半

と若く、古い体制に捉われない働

きやすい会社を目指しています。

代表取締役 小玉　聡 墨田公共職業安定所

アルプス販売　株式会社 【急募】営業事務
・売上、仕入伝票、入出荷伝票等の整理及びパソコン入力　・ユーザーか

らの電話取次対応　・事務所内の庶務業務　・来客者対応など
東京都東久留米市 一般産業用機械・装置製造業 203-0042

東京都東久留米市八幡町１丁目３

－３１
203-0042

東京都東久留米市八幡町

１丁目３－３１　　西武

池袋線　東久留米駅から

バス「久留米西高入口」

下車徒歩１分

Ｗｏｒｄ，Ｅｘｃｅｌの基

本操作
試用期間あり ３ヶ月 170,000円～200,000円

半導体製造装置、超高圧・超純水・超臨

界他特殊ポンプ，各種省力・環境機器等

の設計製作販売。

諸官庁及び大手メーカーを主な納

入先とし、半導体製造装置や特殊

高圧機器などを自社開発しており

ます。

代表取締役

社長
山崎　太郎 三鷹公共職業安定所

西田鉄工　株式会社 www.nishida.co.jp 営業職　【関東支店】

＊主な仕事内容は、　・水門、ダム、除塵機等のインフラ設備の営業。

（官公庁、民家企業への既存、新規営業）　　・積算業務。　　・事務作

業等。　　・その他、上記に付随する営業関連業務。　　※業務ではパソ

コン（エクセル、ワードの基本操作必須）　　を使用します。

東京都墨田区 その他の金属製品製造業 869-0416 熊本県宇土市松山町４５４１ 130-0012

東京都墨田区太平３丁目

３番１２号　アドバンス

喜月ビル　　西田鉄工株

式会社　関東支店

エクセル、ワードの基本操

作
試用期間あり 試用期間６ヶ月 192,800円～264,900円

ダム用ゲート設備・河川用水門などの設

計・製作・施工　津波・高潮などの水害

から国土や人命を守る防災設備の設計・

製作・施工・メンテナンス

７０年以上の歴史と業界トップク

ラスの実績を誇っています！　津

波などの水害から国土や人命を守

るため、水を必要とする地域や

人々のため、仕事に誇りと責任を

持ち、業務に取り組んでいます。

代表取締役 大渕　憲二 宇城公共職業安定所

株式会社　ケイティーエス http://www.kts-web.jp 営業職（東京支店）

◆宿泊施設向け自社商品マルチメディアシステムのレンタル　　及び販売

・既存顧客先のフォロー　・新規顧客先開拓　等　　　　　　＊応募に

は、ハローワークの紹介状が必要です。

東京都品川区 電子応用装置製造業 879-1314
大分県杵築市山香町南畑５００４

－１００
141-0031

東京都品川区西五反田５

丁目２－２３　「株式会

社　ケイティーエス　東

京支店」

エクセル・ワード・パワー

ポイント
試用期間あり ３ヶ月間 177,000円～242,000円

ホテルペイテレビシステムの開発製造販

売、その他電子応用機器の開発製造販売

精密機器装置の製造。

大分県別府市に地場ベンチャー企

業として、昭和５４年設立。ホテ

ル・病院向け端末システムの開

発・販売を全国展開、業界トップ

シェア。自社工場を持ち、開発・

製造・販売の一貫体制を確立。

代表取締役

社長
水呉　公明 別府公共職業安定所

株式会社　ティ・ツウ・オー http://www.ttwoo.jp 一般事務

ＰＣ使用　＊販売関係の発注等の入力（顧客毎の入力画面が異なります）

＊経理・請求書等の作成・入力・売上管理　＊月次資料作成・伝票起票や

照合　＊電話対応・お茶出し

東京都台東区 衣服卸売業 111-0051
東京都台東区蔵前４－７－５　Ａ

Ｋビル
111-0051

東京都台東区蔵前４－７

－５　ＡＫビル

エクセル・ワード・ピボッ

トテーブル
試用期間あり ３ヶ月 200,000円～250,000円 輸入製造業（企画製造会社）

クリエイティブな発想で商品開発

を行い、韓国、香港、中国工場を

ネットワーク化しています。　ブ

ランド商品やＯＥＭ商品を製造し

ています。

代表取締役 佐藤　公祐 上野公共職業安定所

一般社団法人日本舶用工業会 https://jsmea.or.jp 総務・経理

経理業務を中心に総務部業務全般を担当いただきます。　主な業務内容は

以下を予定しています。　・経理業務（仕訳作成、会計ソフト入力、決算

処理）　・給与計算　・社会保険手続き　・労務管理　・会員サポート業

務

管理，補助的経済活動を行う

事業所（７１学術・開発研究

機関）

105-0001
東京都港区虎ノ門一丁目１３番３

号　虎ノ門東洋共同ビル５Ｆ
105-0001

東京都港区虎ノ門一丁目

１３番３号　虎ノ門東洋

共同ビル５Ｆ

エクセル、ワードの基本ス

キル
試用期間あり ６ヶ月 169,000円～228,000円

舶用工業に関わる主に下記事業を行って

いる。　・技術開発事業、・海外事

業、・オフショア事業、・人材事業

舶用工業という産業の発展を通じ

て、日本、そして世界経済への

貢献を目指しており、日本の舶用

工業の国際競争力の強化と　業界

活動一層の活性化を促進する活動

を行っている。

会長 木下茂樹 品川公共職業安定所



株式会社　富士設備商会 http://fuji-setsubi-shokai.co.jp/ 営業事務職

ダイキンエアコン公式プロショップでのお仕事です。　主に自社ホーム

ページからオンラインで御見積依頼、現場調査依頼、各種御相談を頂いた

御客様に、オンラインまたはお電話で対応（接客）していただきます。ご

依頼をいただいた後、各担当部門と連携しながら現場調査日程や工事日程

の段取り調整、工事担当者の割り振り、機器発注、納品手配段取りまで一

連の営業事務サポートを担っていただく予定です。

東京都新宿区 その他の技術サービス業 160-0023
東京都新宿区西新宿３－９－２３

大和ビル１０１
160-0023

東京都新宿区西新宿３－

９－２３　大和ビル１０

１

エクセル、ワードなどの基

本操作が出来る方。
試用期間あり ３か月 250,000円～300,000円 住宅空調設備設計・施工・管理

弊社は大手空調メーカー「ダイキ

ン工業」認定の販売施工店です。

お客様からオンラインで各種相談

を承り、現場調査・御見積・取付

工事に至るまでの全てを自社ス

タッフで執り行っております。

代表取締役

会長
奈良　勝 新宿公共職業安定所

株式会社　タケウチ www.KK-takeuchi.com 営業
○包装資材をフックにして、新商品の開発や販路の拡大などを提案　して

いく企画営業　　　※営業リーダー候補
産業機械器具卸売業 114-0023 東京都北区滝野川７－６－３ 114-0023

東京都北区滝野川７－６

－３
試用期間あり ３ヶ月 191,952円～340,000円

包装資材・機器の販売及び企画立案

物流システム等の省力化に向けての設

計・施工　店舗設備機器の　企画・販売

主に食品関係の包装資材をスー

パー等に納入し、お客様に喜ばれ

る商品の提供・提案に、取引先よ

り高い評価を得て成長していま

す。

代表取締役 竹内　憲治 王子公共職業安定所

株式会社　Ｔａｔ http://tattokyo.com 営業職

○主にスポーツ向けソックス及びインソールなどを担当して頂きます。

商品管理、顧客訪問、新規提案、見積、展示会での説明　　外部委託業務

（ホームページ、オンラインショップ、カタログ等）の管理、企画　　上

記を含めた営業の仕事です。

東京都府中市 他に分類されない卸売業 183-0021

東京都府中市片町二丁目２４番地

１７　レジデンスモンティコラ１

０４

183-0021

東京都府中市片町二丁目

２４番地１７　レジデン

スモンティコラ１０４

ｗｉｎｄｏｗｓパソコン基

本操作（特にメール、エク

セル）　（イラストレー

ター、動画編集、ホーム

ページ作成経験者、尚可）

試用期間あり ３ヶ月 200,000円～300,000円

靴下・インソール等輸入販売。　スキー

スノーボード用生産及びチューンナップ

マシンの輸入販売。　スキー等のレンタ

ル用収納システムラックの輸入販売。

当社は会社設立は７年目ですが、

ウィンタースポーツのチューニン

グマシン業界にて３０年以上の経

験を持つ、世界シェア７０％を占

めるウィンターシュタイガー社の

日本総輸入元です。

代表取締役 喜多　昭之 府中公共職業安定所

寺岡有機醸造　株式会社 http://www.teraokake.jp 営業職（総合職・東京営業所）

スーパーマーケット等の小業者、卸売業者、飲食店等を主な対象者とし

て、当社が製造する醤油・調味料、有機野菜等の販売営業をしていただき

ます。　尚、弊社の東京営業所を拠点として活動していただきます。

「若者雇用促進法に基づくユースエール認定企業」　「広島県働き方改革

実践企業」

東京都中央区 調味料製造業 729-0112
広島県福山市神村町３６８５番地

の１
104-0054

東京都中央区勝どき３丁

目１５－３　本橋ビル３

階Ｃ室　東京営業所

試用期間あり ３ヶ月 250,000円～350,000円
醤油・調味料の製造・販売　農作物の生

産・販売

創業１３３年目を越え、安定成長

を遂げている。有機醤油を中心

に、全国展開している。

代表取締役 寺岡　晋作 福山公共職業安定所

Ｎｅｘｕｓ　Ｃａｒｄ　株式会社 営業／東京事務所
・既存のクレジットカード加盟店を中心に営業推進　・加盟店新規開拓

（取引先より紹介有）　　※ノルマはありません。
東京都港区

クレジットカード業，割賦金

融業
880-0006 宮崎県宮崎市千草町４番１７号 107-0052

東京都港区赤坂１丁目７

番１号　赤坂榎坂ビル６

Ｆ　「東京事務所」

パソコン操作（エクセル、

ワード）のできること　パ

ワーポイントのできる方は

尚可

試用期間あり ３～６ヶ月 284,342円～406,203円 信販業　クレジットカード業

東証二部上場Ｊトラスト株式会社

のグループ企業として県内地元に

根差し、信販・クレジット業務を

展開しています。＊画像あり

代表取締役 飯森　義英 宮崎公共職業安定所

株式会社　ヤギグローバルジャパ

ン

http://www.100-all-

shinshakan.com
広報企画

広報企画業務　　具体的：例　・企画　打合せ　・マーケティング　・広

報戦略　等
東京都中央区 自動車小売業 305-0034 茨城県つくば市小野崎１４１－１ 103-0023

東京都中央区日本橋本町

４－１－１３
試用期間あり 最大３カ月 180,000円～350,000円

国内全メーカーを取取り扱う新車販売専

門店「すべてはお客様のために」を企業

理念に掲げ「新車販売最安値」を実現し

飛躍。自動車販売及び各種保険、車検、

修理を扱っている。関東で４店舗展開。

パイオニアカロッシェリアと共同

開発で実現した特別仕様車の販売

又アマゾンジャパンとの携帯によ

る新しい販売スタイルの構築など

今までの常識にとらわれず業績を

創業以来毎年伸長している企業。

代表取締役 八木　勝之 土浦公共職業安定所

ヤトロ電子　株式会社 http://www.yatoro.co.jp ルート営業

当社は研究機関や学術機関を主な顧客とするパソコンなどのＩＴ関連製品

を中心に取り扱う商社です。　メーカーを問わず幅広い製品を取り扱うこ

とで、顧客の多様なニーズにこたえています。入社後は大学、研究所、民

間企業など既存の顧客を担当し、ＩＴ関連製品の販売などのルート営業業

務に従事していいただきます。

東京都足立区 産業機械器具卸売業 300-3257 茨城県つくば市筑穂１－１１－８ 120-0034

東京都足立区千住１－１

１－２　北千住Ｖビル

ディング８Ｆ

試用期間あり ３ヶ月 150,000円～280,000円
コンピュータ関連製品の販売　情報処理

サービス、電子計測器の販売

大学や研究機関などヘのコンピ

ユータ機器販売が中心です。　社

員は若い人たちが多く、風通しの

良い、さらなる成長を目指す　と

ても明るい会社です。

代表取締役

社長
小林　新雄 土浦公共職業安定所

株式会社アッサアブロイジャパン
https://www.assaabloyopeningso

lutions.jp/ja/
営業職

英語での海外拠点とのやり取り　新規顧客の開拓、既存顧客のフォロー

アップ　販売計画の策定　製品のマーケティング
各種商品卸売業 105-0013

東京都港区浜松町１－１６－５芝

ビル３階
105-0013

東京都港区浜松町１－１

６－５芝ビル３階

ＴＯＥＩＣ８００

以上か同等の英語

力

試用期間あり ６か月 382,812円～382,812円 セキュリティー製品の輸入販売
スウェーデンを本社とする日本の

現地法人（外資系企業）

代表取締役

社長
駒村　浩之 品川公共職業安定所

株式会社　アポロ商事 http://aporo.co.jp
不動産賃貸管理／正社員／未経験の方

も歓迎

★賃貸物件を来店による接客・ご案内、ネットからの反響、　★物件の広

告掲載、図面作成、契約書類の作成、　★管理物件の保守・巡回・物件の

調査等です。　　【経験・資格不要】　経験がなくてもすぐに覚えられま

す。　宅地建物取引士の資格がなくても可。　主に地域密着の為、普通免

許も不要です。　　＊営業ノルマや飛び込み営業は特にございません。

東京都中野区
不動産賃貸業（貸家業，貸間

業を除く）
164-0003 東京都中野区東中野４－２－１ 164-0003

東京都中野区東中野４－

２－１
ワード・エクセルの入力 試用期間あり １ヶ月 220,000円～240,000円 不動産賃貸・売買・管理

地域に密着した賃貸・管理を主と

した不動産会社です。ノルマ、残

業などはなく親切、丁寧な接客を

モットーとしております。

代表取締役 小林　良文 新宿公共職業安定所

ニッケン株式会社 http://www.nikken-tokyo.co.jp/
内装建材・水処理機器の営業／土日祝

休／未経験者歓迎

内装建材もしくは水処理機器の卸・販売の営業です。　既存・新規の取引

先への営業や、社内での簡単な事務処理が業務です。
東京都新宿区 他に分類されない小売業 169-0075

東京都新宿区高田馬場１－３２－

１４
169-0075

東京都新宿区高田馬場１

－３２－１４
試用期間あり ３ヶ月 200,000円～350,000円 水処理機器・内装建材　卸　販売

明るく元気でアットホームな会社

です。有志で社員旅行やバーベ

キューなども行いました。コロナ

対策実施しています。

代表取締役 日下部佳男 新宿公共職業安定所

株式会社　ケンミン http://kenmin-inc.jp ヘルプデスク／東新宿
・ヘルプデスク作業　・ＰＣのセットアップ業務　　＊研修制度あり　＊

未経験可
東京都新宿区 ソフトウェア業 160-0023

東京都新宿区西新宿７－９－６

寿ビル４Ｆ
160-0022

東京都新宿区新宿６丁目

１７－１４　当社事務所
試用期間あり ３ヶ月 205,000円～300,000円

情報処理・提供サービス・ＳＥ・プログ

ラマー・オペレーター要員の派遣。コン

ピューターのソフトウェア開発。又、関

連会社から各種資料作成なども引き受け

ています。

オープン系から汎用系まで、幅広

く取り扱っています。当社では社

内研修なども行い技術者のスキル

アップを考えて運営をしていま

す。

代表取締役 増田　公世 新宿公共職業安定所

ニッケン株式会社 http://www.nikken-tokyo.co.jp/
【就職氷河期世代限定求人】内装建

材・水処理機器の営業

内装建材もしくは水処理機器の卸売業者・工事店・販売店向け営業　○業

務内容　　取扱商品の販売および工事・修繕等の提案　　上記に伴う事務

処理　○取扱商品　　内装建材：軽量下地材、石膏ボードほか内装工事提

案　　水処理機器：ポンプ・ファンほか機器据付・修繕（オーバーホー

ル）の提案　　◎既存先はルート営業が中心で、新規先は既存先からの紹

介等が　　中心です。　※未経験者には丁寧に指導・教育いたします。

東京都新宿区 他に分類されない小売業 169-0075
東京都新宿区高田馬場１－３２－

１４
169-0075

東京都新宿区高田馬場１

－３２－１４

ワード・エクセル入力レベ

ル
試用期間あり ３ヶ月 200,000円～250,000円 水処理機器・内装建材　卸　販売

明るく元気でアットホームな会社

です。有志で社員旅行やバーベ

キューなども行いました。コロナ

対策実施しています。

代表取締役 日下部佳男 新宿公共職業安定所

プロテック株式会社 http://protec-inc.com 営業（コンピュータ業界）
・ＩＴ人材派遣業、ＳＥＳの営業の業務　・契約書、見積り請求書など作

成　・お客様との交渉
情報処理・提供サービス業 160-0023

東京都新宿区西新宿７丁目５番地

５号　プラザ西新宿５０７号室
160-0023

東京都新宿区西新宿７丁

目５番地５号　プラザ西

新宿５０７号室

入力スキル必須 試用期間あり ３ヶ月 225,000円～400,000円

情報処理・提供サービス・ＳＥ・プログ

ラマー・オペレーター要員の派遣。コン

ピューターのソフトウェア開発。又、関

連会社から各種資料作成なども引き受け

ています。

オープン系から汎用系まで、幅広

く取り扱っています。　当社では

社内研修なども行い技術者のスキ

ルアップを考えて運営をしていま

す。

代表取締役 増田　公世 新宿公共職業安定所

共栄機工　株式会社 法人営業／トライアル併用求人

建築現場に使用する仮設資材のリース・販売会社です。　業容拡大のため

に営業担当者を増員することにしました。　顧客（主に建設会社）の工事

現場や営業所を訪問し、商品の紹介や打ち合わせを行います。　既存顧客

のルート営業が大半ですが、お客様からの紹介や工事現場情報を元に新規

開拓することもあります。　朝は会社に出社ではなく、打ち合わせ場所に

直行することが多いです。

産業機械器具卸売業 170-0013
東京都豊島区東池袋３丁目１５－

７　池栄ビル５Ｆ
170-0013

東京都豊島区東池袋３丁

目１５－７　池栄ビル５

Ｆ

試用期間あり ２ヶ月 250,000円～350,000円 仮設機材の販売・リース 創業５０年以上の安定企業です。 代表取締役 牧野　聡史 池袋公共職業安定所

株式会社ヤブシタ http://www.yabushita.co.jp 内勤事務

弊社は眼鏡の総合商社です。取引先はほぼ眼鏡店で、電話、ファックス、

メール等でいただいた注文を起伝したり、問い合わせに答えたりする仕事

になります。　　　＃マザーズ

他に分類されない卸売業 112-0011 東京都文京区千石１丁目１９－２ 112-0011
東京都文京区千石１丁目

１９－２

エクセル・ワードの基礎知

識があれば問題ありませ

ん。

試用期間あり 三カ月 160,000円～210,000円

メガネフレーム・サングラスの製造・卸

販売。全国の眼鏡取扱小売店へ眼鏡に関

するあらゆるアイテムを販売していま

す。

当社は眼鏡総合商社として、莫大

な情報力と確かな経営ノウハウを

誇り、自社開発商品並びに総合卸

として全国をカバーするネトワー

ク展開をしています。

代表取締役

社長
藪下　昌宏

飯田橋公共職業安定

所



株式会社　若天 http://www.super-onnetsu.co.jp
温熱機器で全身を温めて施術するセラ

ピスト　事務ワーク有

○自社オリジナルのスーパー温熱でお客様の全身を温める施術を行い、リ

フレッシュしていただくセラピストのお仕事です。ハンディ温熱　器を使

うので、力を使うマッサージ等と違い体への負担が少ないのも特徴です。

○施術技術を習得してセラピストとしてのキャリアを積めます。　○リ

ピーターも多く、お客様と深く関わることができます。　○温熱施術の他

自社オリジナルの健康機器、ミネラルウオーター、　健康食品等も取り

扱っています。お客様個々のお悩み、健康維持、　促進について様々なご

案内ができます。ノルマは一切ありません。　○商品販売の受注登録や売

上管理など一部、事務作業があります。　○簡単な商品チラシやパンフ作

成など　※初めてでも指導します。

他に分類されない小売業 101-0062
東京都千代田区神田駿河台２丁目

９－１８　萬水ビル５階
101-0062

東京都千代田区神田駿河

台２丁目９－１８　萬水

ビル５階

・ワード、エクセル　・パ

ワーポイント　※初めてで

も指導します

試用期間あり ６ヶ月 175,238円～198,095円

○健康・美容関連商材の研究開発、委託

製造、販売○飲料水の販売、輸出入○温

熱施術サロンの運営○医療機器、健康機

器の企画、販売○温熱サロン加盟店の運

営○健康に関する情報提供サービス

当社のスーパー温熱施術事業は、

平成１５年からスタートしており

全国の加盟店も持つ本部機能も有

しています。サプリメントはオリ

ジナル商品で、高い評価をユー

ザーから頂いてます。

代表取締役 樺沢暢之
飯田橋公共職業安定

所

カレド　株式会社
https://karedjapan.amebaownd.c

om

営業事務（週休二日／年間休日１２０

日）

主にキャラクター雑貨、文具、バッグ等を扱う会社の営業事務です　　◎

納品書・請求書作成、受注登録業務、見積書や申込書の作成、お　客様と

の電話対応、納品手配などが主な業務になります。　　◎オフィス備品の

管理、資料作成、会議の運営サポート、総務・経　理業務など、幅広い業

務をお願いします。

東京都台東区 他に分類されない卸売業 111-0053
東京都台東区浅草橋４丁目４－９

内田ビル３階
111-0053

東京都台東区浅草橋４丁

目４－９　内田ビル３階

Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ、Ｏ

ｕｔｌｏｏｋ　必須
試用期間あり ３ヶ月 180,000円～220,000円

雑貨品の輸入商社です。主に子供向けア

ニメ雑貨、幼児向け雑貨を取り扱ってい

ます。

海外に関連工場があり仕事は安定

しています。静かな環境で落ち着

いて仕事が出来ます。仕事には専

門的な内容も有りますが分からな

い事は指導教育致します。

代表取締役 山下　昭二 上野公共職業安定所

株式会社　高島テクノロジーセン

ター
http://www.t-tech.co.jp

アシスタントスタッフ＜未経験大歓迎

＞

建築現場での施工管理業務のアシスタントをお任せします。　・書類作成

・工事写真撮影　・スケジュール調整　・業者手配　その他上記に付随す

る業務　★業界未経験大歓迎！充実した教育体制あり！　★資格取得の支

援あり。未経験でもキャリアアップ可能！

土木建築サービス業 108-0075

東京都港区港南二丁目１６－４

品川グランドセントラルタワー７

階

108-0075

東京都港区港南二丁目１

６－４　品川グランドセ

ントラルタワー７階

試用期間あり ３カ月 183,000円～250,000円

建設コンサルタント業、公共及び民間発

注の建設工事に伴う調査・計画・設計・

施工管理業務。一般建設業・一級建築士

事務所・一般労働者派遣事業、有料職業

紹介事業。派１４－３０１００５

昭和４８年に橋梁専門のコンサル

タントとして創業以来、社会イン

フラの設計業務等で数多くの実績

あり。現在は民需の開拓にも積極

的に取り組んでいます。（紹介）

１４－ユ－３００７９７

代表取締役 遊佐　浩幸 品川公共職業安定所

弁護士法人　はるかぜ総合法律事

務所
www.harukaze-law.com 弁護士事務所事務職員

弁護士事務所における法律関連業務　・来所者対応・電話対応・書類の作

成補助および提出作業・経理関係業務ほか
東京都港区 法律事務所，特許事務所 105-0001

東京都港区虎ノ門三丁目８－２６

巴町アネックス４階
105-0001

東京都港区虎ノ門三丁目

８－２６　巴町アネック

ス４階

ＰＣ操作（ワード、エクセ

ル）に関する基本的な知識
試用期間あり ３ヶ月 210,000円～230,000円

一般民事事件を中心とする弁護士業務や

法律業務を幅広く扱っております。

当事務所は平成２５年に設立され

ました。小規模ですが、虎ノ門の

オフィスで弁護士、事務員が和気

あいあいと仕事をしております。

代表弁護士 渡部　孝至 品川公共職業安定所

株式会社　アイエンジニアリング

スタッフ　東京支店
http://www.ie-staff.co.jp 営業事務（東京支店）／正社員

お仕事を探す人、人材を求める企業との橋渡しをする仕事です。　・請求

書、労務管理、メール、電話、来客対応　・求職者の募集、選考、面接、

提案の補助（営業の補助）　・スタッフの管理、フォロー　・見積書、資

料作成など　　＊未経験でもチャレンジする意欲がある方歓迎します　＊

男女問わず活躍している職場です

労働者派遣業 105-0003
東京都港区西新橋１丁目１０－１

正直屋ビル８階
105-0003

東京都港区西新橋１丁目

１０－１　正直屋ビル８

階

エクセル・ワード（ＰＣ基

本操作）
試用期間あり ３～６ヵ月 240,000円～280,000円

岩田地崎建設（株）グループの関連会

社。主に建設分野の技術者を大手ゼネコ

ン、各地の有力建設会社、建設コンサル

タント企業へ派業、及び、職業紹介を通

じ人と企業のマッチングをしています。

北海道、東北、関東、関西を中心

としたネットワークで、４０代～

５０代の建設技術者を中心に多職

種に渡り、幅広い年齢層の方が現

場で活躍中です。

代表取締役 宮川　功 品川公共職業安定所

株式会社　ケンミン http://kenmin-inc.jp
【就職氷河期世代限定求人】ヘルプデ

スク／東新宿
・ヘルプデスク作業　・ＰＣのセットアップ業務　　＊研修制度あり 東京都新宿区 ソフトウェア業 160-0023

東京都新宿区西新宿７－９－６

寿ビル４Ｆ
160-0022

東京都新宿区新宿６丁目

１７－１４　当社事務所

ワード・エクセル入力レベ

ル
試用期間あり ３ヶ月 205,000円～300,000円

情報処理・提供サービス・ＳＥ・プログ

ラマー・オペレーター要員の派遣。コン

ピューターのソフトウェア開発。又、関

連会社から各種資料作成なども引き受け

ています。

オープン系から汎用系まで、幅広

く取り扱っています。当社では社

内研修なども行い技術者のスキル

アップを考えて運営をしていま

す。

代表取締役 増田　公世 新宿公共職業安定所

株式会社　ケンミン http://kenmin-inc.jp ヘルプデスク／東新宿
・ヘルプデスク作業　・ＰＣのセットアップ業務　　＊研修制度あり　＊

未経験可
東京都新宿区 ソフトウェア業 160-0023

東京都新宿区西新宿７－９－６

寿ビル４Ｆ
160-0022

東京都新宿区新宿６丁目

１７－１４　当社事務所

ワード・エクセル入力レベ

ル
試用期間あり ３ヶ月 205,000円～300,000円

情報処理・提供サービス・ＳＥ・プログ

ラマー・オペレーター要員の派遣。コン

ピューターのソフトウェア開発。又、関

連会社から各種資料作成なども引き受け

ています。

オープン系から汎用系まで、幅広

く取り扱っています。当社では社

内研修なども行い技術者のスキル

アップを考えて運営をしていま

す。

代表取締役 増田　公世 新宿公共職業安定所

株式会社　コムネットシステム http://www.comp.co.jp/
営業（人材コーディネーター）　　未

経験可

■当社から出向しているシステム技術者の勤怠管理やサポート　■既存顧

客へのルート営業　（顧客のニーズのヒアリング、エンジニアの提案）

■将来的には新規顧客開拓　■事務作業など　　■活動範囲は都内中心

（交通機関利用）　※男女共に活躍できる職場です。　　※仕事と子育て

の両立支援します。お子様の風邪などの突発的な　　お休みにも配慮しま

す。　　※慣れるまでは先輩社員が同行し、親切にお教えします。

東京都足立区 ソフトウェア業 123-0851
東京都足立区梅田２丁目４－１９

コムネット足立ビル
123-0851

東京都足立区梅田２丁目

４－１９　コムネット足

立ビル　株式会社コム

ネットシステム

エクセル、ワード、メール

の基本操作
試用期間あり ３ヶ月 200,000円～300,000円

１　システム開発：一括請負、パッケー

ジソフトの開発・販売　２　教育ＩＣ

Ｔ：学校教室の電子化支援　３　学校主

事業務：学校管理・保守業務

当社は９０年代に必要不可欠と思

われたコンピュータのシステム開

発からスタート。社員が長く安心

して働ける会社をめざします。学

校のＩＣＴ化、学校管理業務等の

事業も行っている企業です。

代表取締役 山口　永吾 足立公共職業安定所

株式会社　コムネットシステム http://www.comp.co.jp/ 営業事務　※未経験歓迎

■各種書類整理、作成　■データ入力　■電話、来客対応　■当社から出

向しているシステム技術者の勤怠管理やサポート　※都内の客先へ行くこ

ともあります。（公共交通機関利用）　■他、営業のアシスタント業務

など　　※男女共に活躍できる職場です。　　※仕事と子育ての両立支援

します。お子様の風邪などの突発的な　　お休みにも配慮します。　※慣

れるまでは先輩社員が親切にお教えします。

東京都足立区 ソフトウェア業 123-0851
東京都足立区梅田２丁目４－１９

コムネット足立ビル
123-0851

東京都足立区梅田２丁目

４－１９　コムネット足

立ビル　株式会社コム

ネットシステム

エクセル、ワード、メール

の基本操作
試用期間あり ３ヶ月 200,000円～300,000円

１　システム開発：一括請負、パッケー

ジソフトの開発・販売　２　教育ＩＣ

Ｔ：学校教室の電子化支援　３　学校主

事業務：学校管理・保守業務

当社は９０年代に必要不可欠と思

われたコンピュータのシステム開

発からスタート。社員が長く安心

して働ける会社をめざします。学

校のＩＣＴ化、学校管理業務等の

事業も行っている企業です。

代表取締役 山口　永吾 足立公共職業安定所

株式会社　オーリス http://www.ores.co.jp/ 営業（東京都千代田区神田佐久間町）

・砕石、コンクリート製品、建築資材の販売　　　　　　　　・事務処理

・営業範囲：東京、埼玉、千葉（直行直帰あり）　・社有車を使っての営

業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※事務処

理の作業があるため、パソコンの基本操作ができる方からのご応募をお待

ちしております。　　※研修システムが確立しているので、未経験でも安

心して応募できます。研修期間中は、事業所内での電話応対、配車業務等

の事務作業に従事していただきます。

東京都千代田区 建築材料卸売業 321-0111
栃木県宇都宮市川田町１５２０－

５
101-0025

東京都千代田区神田佐久

間町２丁目７番地　第６

東ビル　３Ｆ　　株式会

社　オーリス　東京支店

ワード・エクセル基本入力

できれば可。
試用期間あり ２週間～３ヶ月 189,000円～228,600円

土木・建築資材（道路用・コンクリート

用砕石）の製造、販売。　宮崎日南幻の

地鶏焼き「じとっこ」「鳥正」の居酒屋

経営。　ガソリンスタンド経営。損害保

険・生命保険の代理店。

本社：宇都宮市。栃木県・茨城

県・東京都に４支店３工場。　３

工場はＪＩＳ認証取得工場。堅実

な経営と安定した実績。　全国有

数の砕石メーカー。地域未来牽引

企業に選定されています。

代表取締役

社長
青木　栄久

宇都宮公共職業安定

所

株式会社　ホクエツ関東　首都圏

事業所
http://www.kanto.hsnet.jp/ 法人ルート営業

・コンクリート二次製品（道路側溝、河川護岸用ブロック、農業用排水路

等）を製造、販売、提案する会社での営業。・営業先は建設会社、国、

県、市町村等の自治体、設計コンサルタント。・ルート営業がメインで

す。営業先は公共事業、民間造成工事に関わる得意先に対し、技術提案や

営業活動をしていただきます。・パソコン支給あり。

※社内研修や先輩によるＯＪＴによる指導を致します。・エリア拡大に伴

い、募集エリアは埼玉県内、千葉県松戸市近辺、　東京都内の各エリアと

なります。

埼玉県さいたま市大宮区 セメント・同製品製造業 330-0801

埼玉県さいたま市大宮区土手町１

丁目３８－１　　アソルティ大宮

ル・ノード２Ｆ

330-0801

埼玉県さいたま市大宮区

土手町１丁目３８－１

アソルティ大宮ル・ノー

ド２Ｆ

エクセル、ワード等の基本

知識
試用期間あり ６ヶ月 210,000円～334,400円

道路側溝、河川護岸ブロック、下水道用

ボックスカルバート、農業用排水路等の

コンクリート二次製品の製造・販売及び

環境に配慮した景観商品の製造販売

ホクエツグループはインフラ整備

を支える仕事を生業に、常に業界

トップクラスの販売高・利益を上

げている優良企業。東日本を中心

に５０箇所を超える事業所を有

し、地域密着型の事業を展開

代表取締役 上石　健太郎 大宮公共職業安定所

株式会社　オックスフォード・イ

ンターナショナル
http://www.oxford.co.jp 営業および営業補佐

・教育現場と企業をつなぐ広告プロモーション企画営業　・検定試験や国

家試験の運営　・広告企画制作　・教育イベント運営
広告業 101-0061

東京都千代田区神田三崎町２－７

－６　高松ビル５Ｆ
101-0061

東京都千代田区神田三崎

町２－７－６　高松ビル

５Ｆ

ワード・エクセル・パワー

ポイント　基本操作　※パ

ワーポイントは企画書、ス

ライド作成レベル

試用期間あり
６ケ月（期間の短縮

あり）
215,000円～335,000円

総合広告代理店。広告の企画制作、イベ

ント、プロモーション、編集委託業務が

中心。株博報堂の協力機関室に登録。

大手企業の宣伝プロモーションを

企画・提案・実行。教育現場と企

業をつなぐ広告プロモーション企

画営業など、独自の広告事業を創

り出しています。

代表取締役 山田　清司
飯田橋公共職業安定

所

オイレスＥＣＯ株式会社 http://www.oiles-eco.co.jp/ 総務部

会社に勤める人達が働きやすくなるよう職場環境を整備し、会社がスムー

ズに運営されるためのバックオフィスとして会社全体をサポートしていた

だく事が主な業務です。　具体的には・・・　・業務文書の作成　・社内

備品の管理　・月次、年次決算業務　・社内行事の運営　・労務管理（社

会保険関係、規程や制度の整備）　入社後は適正により人事・労務・経

理・総務の補助的なところから初めて、徐々に幅広いスキルを身に付けて

いただきます。

建設用・建築用金属製品製造

業（製缶板金業を含む）
141-0031

東京都品川区西五反田７－２１－

１　第５ＴＯＣビル
141-0031

東京都品川区西五反田７

－２１－１　第５ＴＯＣ

ビル

エクセルを使用した資料作

成は業務で必須となりま

す。

試用期間あり ３か月 200,000円～300,000円

建築部品（排煙装置、換気装置、ブライ

ンド　　シャッター）の製造販売及び施

工

建物の火災の際、有害な煙を排出

する排煙装置では最大手で６

５％。換気装置、ブラインド

シャッターは他の追随を許さない

環境にやさしい製品です。

代表取締役

社長
中島　孝之 品川公共職業安定所



株式会社　コア www.core-jp.com
法人担当コンサルタント（コンサル

ティング営業職）

■求人企業に対して、求人獲得の為の営業、人材の提案、組織改革のコン

サルティング提案を実施します。　■取引先は食品や消費財など身近な製

品を扱うメーカー、商社等。　■企業からヒアリングし、求人に合致する

人材を想像。魅力、遣り甲斐等を含めキャリアアドバイザーに伝え、採用

毎にプロジェクトを結成し、求職者様を企業様に紹介。入社まで一連の流

れを担当。　■経験を積んだ上で、将来、キャリアアドバイザーやマネー

ジャー、幹部としても活躍できます。　■人の役に立ちたい、その為に学

びたい、伝えたい方に絶好の環境です。一生もののビジネススキルを獲得

できる機会があります。課題を抱える顧客と向き合い、量ではなく質を重

視した提案にこだわります。顧客からパートナーとして頼られる関係にな

るのも魅力。

東京都渋谷区 職業紹介業 150-0022
東京都渋谷区恵比寿南１－１６－

１３
150-0022

東京都渋谷区恵比寿南１

－１６－１３Ｐｌａｎｅ

ｘ　Ｗａｔｔ４階

Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌの基

本操作
試用期間あり ３ヶ月 240,000円～450,000円

食品を含む消費財及びその素材原料メー

カー、農業関連に特化した人材紹介会社

です。ただ仕事を紹介するのではなく、

働くとは何かを伝えていくコンサルティ

ング集団です。１３－ユー３０４８４４

単なる求人紹介にとどまらない、

「働き方の価値を提案する」こと

をコンサルティングポリシーにし

ています。某大手転職サイトの

「転職エージェント年間ランキン

グ」にて顧客満足度第１位受賞。

代表取締役 秋元　利浩 渋谷公共職業安定所

株式会社　トラストテクノロジー http://www.trust-t.com/ 物流事務・貿易事務

当社で取り扱う半導体装置の運搬に係る業者の手配・アレンジ、輸出入に

関する業務を行っていただきます。　【主な業務内容】　・輸送に係る業

者への見積りを依頼、内容確認　・複数業者からの見積もりをまとめ、ア

レンジ　・業者への発注業務　・海外案件が多いので、輸出入業者の手配

産業機械器具卸売業 160-0023
東京都新宿区西新宿６－１２－１

パークウエスト　１３階
160-0023

東京都新宿区西新宿６－

１２－１　パークウエス

ト　１３階

ｗｏｒｄ、ｅｘｃｅｌ、ｅ

－ｍａｉｌ基本操作
試用期間あり １～３ヶ月 210,000円～210,000円

半導体を製造する装置の売買を主業務と

する専門商社です。サービス・ソリュー

ションも同時に提供しております。アジ

ア各国を中心としたエンドユーザー、半

導体製造メーカーと専属取引中です。

ＩＣＴを活用した場所に捉われな

い働き方を採用している為、子育

て中の方も活躍中です。各自が自

分の仕事に責任と誇りをもって取

り組んでおり売り上げも順調

代表取締役 頼　榮陸 新宿公共職業安定所

株式会社システム情報企画 http://www.system-joho.co.jp/
営業／業務無線機や防犯システムを提

案：フィールドセールス

☆ノルマ無し☆業務用無線機器・監視カメラシステムなどをお客様　へ提

案する営業業務をお任せします。　＊不況に強い企業や学校に対し「安

心」を提案！　＊社内外の研修があります。　　１ヶ月間は研修、その後

１年間は先輩がサポート致しますので、　未経験の方でも安心。　＊業務

改善や安全管理の提案としてお客様から感謝されることも多　く、また成

果に応じた報奨金制度もあります。　　◆新宿区の求人情報サイト「新宿

区しごと図鑑」にも掲載あり◆　ｈｔｔｐｓ：／／ｓｈｉｎｊｕｋｕ－ｓ

ｈｉｇｏｔｏ．ｊｐ／

他に分類されない卸売業 160-0021
東京都新宿区歌舞伎町二丁目４１

番８号　第２下村ビル３階
160-0021

東京都新宿区歌舞伎町二

丁目４１番８号　第２下

村ビル３階

エクセル・ワード・パワー

ポイントの基本的な操作
試用期間あり ３～６ケ月 185,000円～283,000円

卸売業。各種業務用無線機の販売／無線

機のレンタル／防犯・防災設備機器のシ

ステム販売・施工・保守／ＥＣサイト運

営

創業以来信用第一、お客様に安全

と満足、喜びを感じていただくた

め独創的な商品と付加価値の高い

サービスを提供。創立３４年、全

従業員に安心と満足を実現し老舗

１００年企業を目指しております

代表取締役 山下　博之 新宿公共職業安定所

東京住宅設備販売　株式会社 http://to-ju.com/ 営業

旭化成ホームズ（株）様の指定工事店（歴４１年）となっております。

ホームズ様及び旭化成リフォーム（株）様へのエネファーム、床暖房の提

案をして頂きます。　　東京ガスグループ（歴３５年）でありますが、電

気エアコン、エコキュートの提案もお願いします。　　＊入社後、ＯＪＴ

を通じて営業について一から指導いたしま　　す。また、社外の営業社員

セミナーへの参加も実施します　　ので、未経験の方も是非ご応募くださ

い。

電気業 176-0023
東京都練馬区中村北二丁目２７－

７
176-0023

東京都練馬区中村北二丁

目２７－７
試用期間あり ３ヶ月 280,000円～400,000円

新築やリフォーム住宅のエアコン、床暖

房、電気、ガス、水道工事及びメンテナ

ンスとなります。

へーベルハウス指定工事店として

４１年、東京ガスグループとして

３５年間、大きなトラブルなく安

定しています。電気工事士免許を

取得し独立される方が多数いま

す。

代表取締役 松本　勇 池袋公共職業安定所

株式会社イチオリデザインラボ i-d-l.co.jp 建築営業

・フランチャイズハウスメーカーのクレバリーホームの反響営業。　（ノ

ルマ・目標なし）　・経験不問。クレバリーホームの導入研修あり。（未

経験でも心配　いりません）

東京都練馬区
管理，補助的経済活動を行う

事業所（０７職別工事業）
178-0061

東京都練馬区大泉学園町６－１２

－４３
178-0061

東京都練馬区大泉学園町

６－１２－４３

エクセル・ワード（フォー

マットに入力する程度）

メール作成

試用期間あり ３ヶ月 200,000円～500,000円 戸建建築、建築設計、不動産売買・仲介

建築ではフランチャイズのクレバ

リーホームに加盟。営業・設計・

現場監督が安心の家造りを自信を

持ってご提案できます。また不動

産営業員が在籍しており、連携し

て幅のある営業が可能です。

代表取締役 小倉　裕己 池袋公共職業安定所

株式会社ＡｌｂａＬｉｎｋ https://albalink.co.jp/ 住宅リフォーム営業

・担当業務：リフォームを検討されているお客様に対して、プラン　を提

案するお仕事です。　　・営業スタイル：インターネット経由でお問い合

わせ頂いたお客様　　に対してのみ提案をするため、飛び込みやテレアポ

での営業活動　は一切ありません。　　・トップクラスのインセンティ

ブ：昨年度の部門平均年収は７５０　万円です。成果に応じてしっかりと

評価される環境です。　　・ワークライフバランス：休日出勤も基本ない

ため、しっかりと　　週休２日取得可能です。

東京都江東区 建物売買業，土地売買業 135-0032
東京都江東区福住１－１３－４

霜ビル２　２階
135-0032

東京都江東区福住１－１

３－４　霜ビル２　２階
試用期間あり ３ヶ月 190,470円～306,000円

不動産買取事業、不動産管理事業、リ

フォーム事業

【業界のパイオニアへ】ＷＥＢを

駆使したビジネス　【スタート

アップ】一緒に会社を創っていけ

る楽しさ　【未経験歓迎】知識や

経験より、人柄重視の採用

代表取締役 河田　憲二 木場公共職業安定所

株式会社　ミネトーヨー住器 www.lixil-madolier.jp/5000404 営業員（未経験者ＯＫ）

アルミなどの住宅用建材・住器の組み立て加工、販売を行う事業所におけ

る営業の仕事です　・担当する顧客先への訪問・打合せ（業界未経験の方

の場合、約１　年間の業務研修があります。この研修では当社の扱う製品

や仕事　の説明を受け、まずベテラン社員との同行　訪問から始めます）

・見積もり作業補助　＊後々に１人での営業活動に移行します。　＊営業

エリア：主に三多摩地区　＊営業先はほとんど法人になります　★ブログ

見てください！　毎日更新しています！！

建築材料卸売業 193-0816 東京都八王子市大楽寺町２０６ 193-0816
東京都八王子市大楽寺町

２０６
試用期間あり １～３か月 200,000円～240,000円

アルミ、建材、住器、エクステリア　組

立て、加工、販売、太陽光発電システ

ム、ガラス　建築工事、建築資材卸売

平成８年創業以来、黒字決算で成

長し続けています。社員の平均年

齢は３０代半ばの職場です。社員

同士の意見や情報交換する機会が

多く、社員全員で情報を共有し、

業務を進めています。

代表取締役 峰岸　豊和
八王子公共職業安定

所

千代田運輸　株式会社 http://www.chiyodaunyu.co.jp 事務員（システム管理部門）

総務部で主に社内システムを管理するグループに勤務していただきます。

※データ入力、資料作成　※ＩＴ関連業者と現場管理者との仲介的業務、

システム開発運用補助業務　※電話対応及び来客対応　※社内システムを

含む機器管理業務他庶務的業務

東京都日野市 一般貨物自動車運送業 191-0003
東京都日野市日野台１丁目２１－

１
191-0003

東京都日野市日野台１丁

目２１－１

Ｅｘｃｅｌ、ＰｏｗｅｒＰ

ｏｉｎｔ、Ｗｏｒｄ等、Ｐ

Ｃの一般的な操作

試用期間あり ３ヶ月 136,500円～175,000円
一般貨物運送事業　各種自動車回送請負

業　倉庫業　引越業

創立６６周年を迎えました。主な

取引先は日野自動車等の大企業で

経営基盤は安定しています。ＣＳ

Ｒを重視し、ＩＳＯ認証取得を通

じて安全輸送・環境保全・品質向

上に取り組む真面目な会社です。

代表取締役 　水野　功
八王子公共職業安定

所

株式会社　しんせい http://www.switch-bicycle.co.jp/ 営業職【東京都練馬区】

当社取引先様量販店への自転車販売の巡回営業を主な業務としながら、販

売網の拡充に努める。　　営業は、関東エリア一部三県およびその近郊

＊一部、自社店舗での接客対応業務もあり

東京都練馬区 その他の機械器具卸売業 943-0873
新潟県上越市大字西田中２０６－

１３
176-0002

東京都練馬区桜台５ー１

１－１８　欅の音テラス

１０３号

試用期間あり ３ヶ月 200,000円～300,000円 自転車の輪入販売業

中国にある生産委託工場で当社オ

リジナル商品を生産し、日本へ輸

入した後、各種取引先様（量販店

が主）へ販売しています

代表取締役 竹本　智之
上越公共職業安定所

妙高出張所

株式会社　ａＤｏｏｒ
www.athome.co.jp/smt/ahto/info

-adoor-co-jp.html
賃貸営業

＜紹介によるお客様のお部屋探し案内＞　　○お部屋探し○ご案内　○お

申込手続き○お客様の管理　○電話対応○ＬＩＮＥやメールでのお客様と

のやりとりなど

東京都大田区
不動産賃貸業（貸家業，貸間

業を除く）
143-0015

東京都大田区大森西３－７－８－

３０５
143-0015

東京都大田区大森西３－

７－８－３０５
試用期間あり ３ヶ月 195,000円～350,000円 完全反響型の不動産賃貸企業です。

近年不動産テックを直近で取り入

れ少しずつ注目を集めている企業

です。

代表取締役 内藤　剛一 大森公共職業安定所

シャノアス社会保険労務士法人 https://sr-ihara.com
【未経験歓迎】社労士事務所の人事コ

ンサル・顧客担当業務

・人事コンサルティング（人事制度、就業規則、採用支援他）　・労働社

保手続き、給与計算、助成金申請　・労務相談　・顧客開拓の補助　　未

経験者歓迎します。一つ一つ段階を踏んで担当業務の範囲を拡大していき

ます。一からしっかりと丁寧に教えますのでご安心ください。　慣れてき

たら半分は顧客担当として手続き・給与計算・労務相談などの業務を行

い、半分は代表と一緒に人事コンサルティングや顧客開拓に取り組んでい

ただきます。　人事労務のプロとして一生モノのキャリアを築くことがで

きます。

社会保険労務士事務所 169-0075
東京都新宿区高田馬場１－６－１

６　ユニオンビル７０３
169-0075

東京都新宿区高田馬場１

－６－１６　ユニオンビ

ル７０３

ＰＣ基本操作（ワード・エ

クセル・メール）
試用期間あり ３か月 220,000円～300,000円

高田馬場駅近くの社労士法人。従業員１

００人未満の企業に社会保険・給与計

算・就業規則作成などの手続きと未払い

残業代対策・人事制度の構築・採用定着

支援といったコンサルティングを実施。

「従業員１００人未満の社長・人

事担当者のお悩みを解決に導く」

という理念をもとに、これまでの

社労士事務所の枠を超えたサービ

スの開発と積極的な提案を行って

います。

代表 伊原　健人 新宿公共職業安定所

都建設株式会社 一般事務

世田谷エリアに根ざして５０年。「不動産賃貸物件管理」　「リフォー

ム」等住まいに関わる業務を手がけています。　経験知識がなくても問題

なし。安心して仕事を始めて頂けます。　○業務内容　不動産管理に関わ

る様々な事務業務をお任せします。　◇スーモなどのポータルサイトの更

新　◇契約書などの書類作成　◇問合せなどの受付業務　◇その他庶務業

務（お茶出し掃除等）　※事務だけなく、写真を撮りに賃貸物件へ出かけ

たり、事務　用品の買い物だったり、臨機応変に外出業務もあり気分転換

をしながら勤務可能です！

東京都世田谷区 一般土木建築工事業 156-0055 東京都世田谷区船橋１－１－３ 156-0055
東京都世田谷区船橋１－

１－３
試用期間あり ３ヶ月 190,000円～230,000円

不動産（土地・建物）の賃貸・売買の仲

介　建設業、木造新築住宅建築、各種リ

フォーム工事　アパート・マンション等

受注

創業以来堅実経営につき、仕事多

数。残業が少なく女性も働きやす

い職場。少人数の会社なので、や

りがいがあります。

代表取締役 佐々木　教行 渋谷公共職業安定所

株式会社プリンセススクゥエアー
http://www.princess-

square.co.jp/
不動産仕入　法人営業

総合不動産会社として、マンションのリノベーションや仲介、アセット・

マネジメント事業を手掛けています。　　会社が所有するための一棟・区

分マンションの仕入れとその運用、販売などをお任せします。　　・土地

情報の収集　・物件の仕入れ　・物件の運用、物件の販売　　未経験者も

歓迎！上司がマンツーマンでサポート致します！

東京都渋谷区 不動産代理業・仲介業 151-0053
東京都渋谷区代々木２－１０－８

ケイアイ新宿ビル９Ｆ
151-0053

東京都渋谷区代々木２－

１０－８　ケイアイ新宿

ビル９Ｆ

ワード、エクセルなど基本

操作ができる方
試用期間あり ３ヶ月と１０日 195,000円～255,000円

不動産売買、賃貸の仲介業、　広告や

オープンルーム等の反響営業、賃貸管理

業など

２３区内、特に中古のタワーマン

ションを中心に、　売買、賃貸、

管理業を行っています。

代表取締役 出口　博俊 渋谷公共職業安定所

ＮＯＣテクノソリューションズ

株式会社
https://www.noc-ts.co.jp 営業管理部門での各種事務業務

当社事業に関する営業管理部門にて総合事務業務。　　１勤怠計算：勤怠

表の記載内容の確認　　２給与計算：１を元にＥＸＣＥＬ、システムへの

入力　　３請求書発行：２を元にシステムから発行　　４契約書発行：営

業部から提出された稟議書をもとにシステムへ入力、発行　　５社会保険

の書類チェック：手続きは外部委託のため、必要書類のチェック　　６庶

務：郵便物配布、備品チェック、消耗品発注等　　※コミュニケーション

能力（報連相、ビジネスマナー）があれば、未経験から十分対応していた

だけます。

東京都新宿区
電気通信に附帯するサービス

業
160-0022

東京都新宿区新宿４－２－１８

新宿光風ビル３Ｆ
160-0022

東京都新宿区新宿４－２

－１８　新宿光風ビル３

Ｆ

試用期間あり 最大６ヶ月 190,000円～240,000円
コンピュータ・通信事業を中心とした人

材派遣・人材紹介・コンサルティング等

コンピュータ事業に関わる設置・

保守・インストール、サポート業

務、通信事業に関わる調査・工

事・保守・サービス業務

代表取締役 山崎　智緒 新宿公共職業安定所



株式会社　ＭｅｎｔｏｒＣａｐｉ

ｔａｌ
http://mentor-capital.jp

【就職氷河期世代限定求人】ファクタ

リングサービスの営業職

ファクタリングサービスによって、企業の資金調達のお手伝いをしており

ます。　○具体的なお仕事内容は…　・お問い合わせくださったお客様へ

の反響営業　・既存のお客様への状況確認、ご相談対応　・必要な資料を

揃えて審査部へ審査依頼　・電話アプローチによる新規開拓　・来社、訪

問等による契約締結　　※ファクタリングとは、お客様がお持ちの「売掛

債権」を買い取る　資金調達サービスです。

東京都新宿区
経営コンサルタント業，純粋

持株会社
160-0022

東京都新宿区新宿１丁目３６番１

２号　サンカテリーナ４階
160-0022

東京都新宿区新宿１丁目

３６番１２号　サンカテ

リーナ４階

ワード、エクセル：入力が

できるレベル
試用期間なし 150,000円～194,600円

売掛債権買取事業、企業再生事業、経営

コンサルティング、ファクタリング業

年齢・性別・経験に関係なく、誰

にでも平等にチャンスが与えられ

ます。大きく成長したい、そんな

方を求めています。あなたの人

柄、やる気を重視します。

代表取締役 庄司　誠 新宿公共職業安定所

株式会社　ＲＩＳＥ
施工は行わない害獣・害虫の駆除提案

営業（新宿支店）

【仕事内容】　お問い合わせがあるお客様からの自宅に訪問し状況把握・

原状回復する為に提案をして頂きます。　テレアポ・飛び込み営業などは

ありません。　１００％反響営業になりますので、営業未経験の方でもす

ぐに慣れる事が出来ます。　成約率も非常に高く年収１，０００万円を超

える可能性もあります。　残業はほとんどありません。　　＊未経験者大

歓迎です。

東京都新宿区 広告業 542-0081
大阪府大阪市中央区南船場２丁目

６－２４　ＫＯＣビル４Ｆ
160-0023

東京都新宿区西新宿７－

７－２８　第二山本ビル

２０２　株式会社ＲＩＳ

Ｅ　新宿支店

特に必要ありませんが、簡

単なパソコン入力はありま

す。

試用期間あり １ヶ月 240,000円～800,000円

自社でメディアを持ち、運営まで一貫し

て行っている会社です。企業のＨＰの企

画やデザイン、マ－ケティングコンサル

なども行い業種ごとに経営課題を解決し

ます。その他ブランドリサイクル業等。

設立して間もない企業の為、プラ

スになる提案など積極的に取り入

れていく会社です。グループ企業

にｗｅｂ制作やリサイクル事業な

と展開しており、様々な事業や役

職に取り組むことが可能です。

代表取締役 和田　崇宏
大阪西公共職業安定

所

株式会社　ＲＩＳＥ 総合営業職（幹部候補）／新宿支店

各企業が抱えている人材に関する問題を中心にヒアリングして、問題解決

に向けてお客様と同じ立場に立ち、ベストな対策を自社メディアや商材の

中からご提案して頂きます。　　研修専任のスタッフが丁寧に時間をかけ

て行いますので、業界や営業未経験の方でも安心して就業できます。

東京都新宿区 広告業 542-0081
大阪府大阪市中央区南船場２丁目

６－２４　ＫＯＣビル４Ｆ
160-0023

東京都新宿区西新宿７－

７－２８　第二山本ビル

２０２　株式会社ＲＩＳ

Ｅ　新宿支店

試用期間あり １～３ヶ月 230,000円～800,000円

自社でメディアを持ち、運営まで一貫し

て行っている会社です。企業のＨＰの企

画やデザイン、マ－ケティングコンサル

なども行い業種ごとに経営課題を解決し

ます。その他ブランドリサイクル業等。

設立して間もない企業の為、プラ

スになる提案など積極的に取り入

れていく会社です。グループ企業

にｗｅｂ制作やリサイクル事業な

と展開しており、様々な事業や役

職に取り組むことが可能です。

代表取締役 和田　崇宏
大阪西公共職業安定

所

株式会社　フロムシステムダイレ

クト
http://www.fsd-net.com/

業務用厨房機器の【ルート営業】／東

京営業所

【生ごみ処理システムのメーカーとして、また業務用厨房機器、業務用洗

剤、メンテナンス等の提案営業】　＊取引先へのルート営業です。　＊既

存顧客、取引先からの問合せに対して、見積、提案資料の作成、納期調

整、製品の説明、現場立ち合いを行います。（日々の社内業務、見積、資

料作成にＰＣを使用します。ＰＣはキーボード入力ができれば大丈夫で

す）　＊入社後は自社製品理解のため、　１：サービスマンと現場同行を

行い、実際に触ってもらうことで機器の知識を習得していただき、　２：

営業の先輩と同行し、提案方法を学んでいただきます。

東京都千代田区 他に分類されない卸売業 733-0854
広島県広島市西区山田町３２－９

ＦＳＤビル
100-0004

東京都千代田区大手町１

－６－１　ＳＰＡＣＥ大

手町ビルディング２３５

号室　東京営業所

日々の業務報告、見積、提

案資料作成等にパソコンを

利用します。　基本的な

キーボード入力が必要で

す。

試用期間あり ３ヶ月 200,000円～200,000円
業務用厨房器具・業務用洗剤の卸売業・

厨芥処理システムの販売

仲間と共に成長するを行動指針に

共に助け合いながら、それぞれが

今までの経験を活かし活躍してい

ます。独立し開業希望の方にも全

力でサポートいたします。

代表取締役 島田　克己 広島公共職業安定所

株式会社　国際開発ジャーナル社 https://www.idj.co.jp 企画・営業

刊行物である月刊「国際開発ジャーナル」、年刊「国際協力キャリ　アガ

イド」などの広告営業、販売促進、国際協力関連のイベントや　セミナー

の企画・実施など

出版業 113-0034
東京都文京区湯島２丁目２－６

フジヤミウラビル８階
113-0034

東京都文京区湯島２丁目

２－６　フジヤミウラビ

ル８階

Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ、Ｐ

ｏｗｅｒＰｏｉｎｔ　メー

ル処理が多いので円滑に作

業ができる　操作方法がわ

からない場合に他者を頼ら

ず問題解決ができる

試用期間あり ３～６カ月 180,000円～220,000円

国際協力に特化した定期刊行物及び単行

本の発行・販売を行っている出版社で

す。他に国際協力に関する調査研究や研

修、セミナーを定期的に開催していま

す。有料職業紹介番号１３ユ３１０５２

８

「国際開発ジャーナル」の創刊か

ら５０年を迎える当社は、民間の

立場から日本の国際協力を専門に

論調など報道しております。　今

後も真摯に取り組み、国際協力に

関する情報を伝えて参ります、

代表取締役 末森　満
飯田橋公共職業安定

所

最上電気　株式会社 http://www.mogami-elec.co.jp/ 営業（金属加工製品）

金属加工製品の企業向け営業です。　都内および関東甲信越を中心とした

顧客からの製品受注、設計部・製造部との調整を行います。　営業にはラ

イトバンまたは小型トラック（ＡＴ車）を使用します。　　（主な製品）

【板加工品】ケーブルダクト、ケーブルシャフト、ケーブルラック　、プ

ルボックス、配線ピット蓋、盤上下カバー、計装盤、仮設盤、端子盤、防

鳥網、貫通枠　【条鋼加工品】耐震架台、盤架台、太陽光パネル架台、

キュービク　ルベース、各種サポート、スタンションポール、電気室フェ

ンス、　歩廊、手摺、引込柱

その他の金属製品製造業 106-0044 東京都港区東麻布１－１８－２ 106-0044
東京都港区東麻布１－１

８－２

ワード、エクセル、ｅｍａ

ｉｌ
試用期間あり ２～３ヶ月 200,000円～260,000円

金属加工製品の実測・設計・製造・販

売。　板加工品：ケーブルダクト、ケー

ブルラック、プルボックス　条鋼加工

品：耐震架台、盤架台、太陽光パネル架

台、各種サポート

設立以来一貫してオーダーメイド

の金属加工を手掛け、高い技術力

を持っています。東証一部上場の

電気工事設備会社から非上場会社

まで、幅広い顧客から信頼を得て

おります。

代表取締役 佐藤　幸男 品川公共職業安定所

株式会社もしも不動産
https://www.moshimo-

fudousan.com
不動産売買仲介営業職

◎不動産売買仲介営業職の募集です。　◎ポータルサイトや自社のホーム

ページよりお問い合わせのあった　お客様に対し不動産のご紹介をして頂

く仕事です。　・窓口での物件説明等　・現地案内　・書類作成

東京都新宿区 不動産代理業・仲介業 160-0023
東京都新宿区西新宿３丁目１１番

１６号第２太閤ビル５階
160-0023

東京都新宿区西新宿３丁

目１１番１６号第２太閤

ビル５階

ワード・エクセル・メール

基本操作
試用期間なし 200,000円～220,000円 不動産売買仲介業

中古マンションの売買仲介に特化

した弊社では、仲介時の仲介手数

料を最大無料にてご紹介していま

す。

代表取締役 戸澤良太 新宿公共職業安定所

サンエム工業　株式会社 http://www.sanemukougyo.co.jp/
営業・内装工事の現場管理（安全、品

質管理）

当社ではビル、マンション、商業施設等の断熱工事を行っています。　取

引先は大手ゼネコンとなりますが、その担当としてお客様との打ち合わせ

や、ミーティングへの参加をお任せいたします。　工事の安全面や品質面

に問題が無いか、現場をチェックして頂いたり、工事に関わる必要書類の

作成などをお任せ致します。　※先輩社員が一からしっかりと教えますの

でご安心ください。

その他の職別工事業 177-0051 東京都練馬区関町北１－１５－５ 177-0051
東京都練馬区関町北１－

１５－５
試用期間なし 191,694円～239,617円

断熱（ウレタン吹付工事など）・耐火被

覆、グラスウール貼、防音等の内装工事

正社員雇用を推進し、社員にあわ

せた働き方や会社制度をつくり、

働きやすい環境をつくっている

リーディングカンパニーです。

大手ゼネコンの一次業者で受注も

安定しています。

代表取締役

社長
南雲　政史 池袋公共職業安定所

株式会社Ｇｒｏｗｅｒ https://grower.co.jp ＩＴサポート事務／経験不問

一般事務全般（書類作成・データ入力・電話応対など）を通じて、取引先

のお客様やエンジニアのサポートをしていただきます。　　※未経験者歓

迎　　教育制度があり、一から学べます。　　資格取得支援あり

東京都渋谷区
インターネット附随サービス

業
203-0012

東京都東久留米市浅間町２－２９

－４
150-0012

東京都渋谷区広尾１－７

－２０　ＤＯＴビル２－

４Ｆ　「当社　恵比寿営

業所」

試用期間あり ６ヶ月 171,000円～250,000円
ＤＸ事業、ＳＥＳ事業、教育事業、メ

ディア事業

未経験者歓迎　教育制度があり、

一から学べます。

代表取締役

社長
池田　裕貴 三鷹公共職業安定所

株式会社　エルドランド 営業（投資用不動産）

＊取引先へのルート営業で情報収集業務が主体になります。　　全国に点

在する優良投資不動産の物件情報を取得し、物件　　の査定・調査・取得

交渉・契約業務です。　＊全国の中古マンション・アパート・戸建住宅、

土地（ア　　パート・戸建用地）の仕入　＊収益不動産の仕入　　※営業

エリアは、関東１都３県を主に全国展開です。　※不動産業界また営業未

経験者の方も歓迎です。　※事業拡大に伴う人員募集

不動産代理業・仲介業 104-0032
東京都中央区八丁堀２丁目２２番

８号　内外ビル６階
104-0032

東京都中央区八丁堀２丁

目２２番８号　内外ビル

６階

ＰＣ操作（ワード、エクセ

ル）
試用期間あり ３ヶ月 200,000円～300,000円

主にルート営業での情報収集活動を通じ

て、全国に点在する数億円規模の優良投

資用不動産の物件情報を取得し、物件査

定・調査・取得交渉・契約業務等の一連

の業務を担って頂きます。

全国各地の投資用不動産を取り

扱っている為、非常に幅広いネッ

トワークを持ち、一騎当千の若く

優秀な社員達により風通しの良い

スピーディーな業務遂行が実現さ

れている、やりがいがある会社で

す

代表取締役 渡辺　泰頼
飯田橋公共職業安定

所

太田隆　株式会社 http://www.ohtaryu.co.jp/ 一般事務・経理業務サポート

○一般事務　・電話応対、来客対応　・受発注等の営業アシスタント業務

・書類のファイリング　・その他付随する業務　○経理サポート　・仕訳

入力

東京都中央区 その他の化学工業 103-0001
東京都中央区日本橋小伝馬町１６

番１号
103-0001

東京都中央区日本橋小伝

馬町１６番１号

ＰＣ（ワード・エクセル）

エクセル関数（マクロ）、

データベースの知識尚可

試用期間あり ３か月 200,000円～250,000円
化粧品原料・化学工業薬品の販売、環境

衛生商品の製造

化粧品原料の販売、環境衛生商品

の製造販売を行っている会社で

す。クライアントは大手企業中心

となります。

代表取締役 太田　隆之
飯田橋公共職業安定

所

株式会社　ヤマオ www.yamao70.com 管理業務

１，業務請負事業部：ＳＮＳによる広告宣伝や新規業務推進の

コンサルティング、アドバイス　２，Ｍ＆Ａ事業部　：Ｍ＆Ａによる経営

支援サポート　３，福祉事業部　　：保育園や老人ホームの経営・運営

４，飲食事業部　　：飲食店の経営、運営、コンサルティング　５．環境

清掃事業部：ホテルや公共施設、マンション共用部の

清掃、消毒　　※上記の管理をしてもらいます。

東京都台東区
他に分類されない事業サービ

ス業
110-0015

東京都台東区東上野５－７－３

セブンスターマンション上野６０

７

110-0015

東京都台東区東上野５－

７－３　セブンスターマ

ンション上野６０７

Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌの基

本操作
試用期間あり ３ヶ月 210,000円～400,000円

業務請負事業部・Ｍ＆Ａ事業部・福祉事

業部・飲食事業部　環境清掃事業部

多岐多様な業務に携われるやりが

いのある会社です
代表取締役 尾亦　博光 上野公共職業安定所

株式会社　Ｊａｎｇａ https://smaheya.com 営業職（高級不動産営業）

・お客様からの問い合わせメール・電話の対応　　・現地待ち合わせした

お客様へのお部屋のご紹介　　・物件案内業務・説明業務・契約業務・鍵

渡し業務　　・完全週休２日・残業なし・年間休日１３５日以上　・テレ

ワーク可能（入社後原則出社となります）　・副業可能

不動産賃貸業（貸家業，貸間

業を除く）
105-0004

東京都港区新橋６－２０－１１

高木ビル３階
105-0004

東京都港区新橋６－２０

－１１　高木ビル３階

簡単なエクセル・ワードス

キル
試用期間あり ３カ月 250,000円～500,000円

高級賃貸マンション専門営業です。お客

様は外資系企業、経営者、政治家、芸能

人、モデルの方まで幅広くいます。仲介

手数料が安いためどこよりも契約がとれ

ます。

完全週休２日・残業なし・年間休

日１３５日以上・テレワーク可

能・副業可能！反響媒体への物件

情報の入力作業などの煩わしい仕

事はすべて外注なので営業のみ特

化して頂けます。

代表取締役 昇　真一郎 品川公共職業安定所

株式会社　共同フレイターズ http://www.kau.co.jp/ 経理業務担当者

商社、貿易会社、製造業者等、輸出入をされている企業をお客様として、

海を越えて貨物を運ぶ手配や手続きのお手伝いをしている会社です。

経理として、日々の現金・小切手の出金業務、船会社などへの銀行振込業

務、お客様からの入金の引当処理、協力会社への支払いなどの業務があり

ます。　自社の仕入・販売に関わる入出金だけではなく、輸入時にかかる

関税・消費税、海上運賃などをお客様に代わって立替て回収するお金の流

れがあるのが業界としての特徴です。

東京都港区 港湾運送業 105-0022
東京都港区海岸　１－１５－１

スズエベイディアム　１０階
105-0022

東京都港区海岸１－１５

－１　スズエベイディア

ム１０階

エクセル、ワード、メール

などの基本操作ができるこ

と。社内システム及び会計

ソフトの操作を習得できる

能力があること。

試用期間あり ６ヵ月 173,000円～200,000円
通関業、貨物運送取扱業、国際複合輸送

業

東京港と横浜港の通関業免許を持

つ業界の中堅企業です。　ＩＳＯ

９００１：２０００認証取得

代表取締役

社長
飯塚　俊一 品川公共職業安定所



株式会社　プリントワークス http://printworks.jp/ デザイン業務【未経験者歓迎】

「デザインの仕事に興味がある」　「新しいことにチャレンジしたい」と

いう方を歓迎します！　　◎経験は問いません　自分が作った作品（ポー

トフォリオ）を見せてください！　　【主な業務内容】　デザイン＋オン

デマンド業務のお仕事です。　・オンデマンド印刷業務（データ編集・面

付・出力）　・デザイン業務（文字修正・簡単なデザイン制作）　　未経

験の方でも、やってみたいという気持ちを応援します！

印刷業 162-0801 東京都新宿区山吹町３４４ 162-0801
東京都新宿区山吹町３４

４
試用期間あり １か月 220,000円～300,000円

アイデアから印刷、発送、納品までを手

掛ける総合印刷会社

プリントワークスのコンセプト

は、お客様の立場になって　真心

を込め、良い製品を提供すること

です。　一人でも多くの笑顔を創

造します。

代表取締役 横田　洋一 新宿公共職業安定所

株式会社　ワイゲート 営業（１００％反響営業）／北区

＜永代供養墓・合葬墓・樹木葬・納骨堂のご案内等の営業＞　　・永代供

養墓や納骨堂・ペット供養墓の見学・購入希望の方など、　霊園に来られ

たお客様への詳しいご説明・ご契約業務やＰＣへ　　顧客情報の入力業

務、資料作成、メール対応、電話応対などを　　お願いします。　　※１

００％反響営業です。こちらから飛び込みや訪問営業を行う　　ことはあ

りません。　※お客様のご要望を伺い、相談に乗り、お客様のニーズに

合った　　ご提案を行う仕事です。

東京都北区 他に分類されない小売業 173-0004 東京都板橋区板橋１－５２－３ 114-0023
東京都北区滝野川５－５

８－７　当社営業所

パソコンの基本操作（ワー

ド、エクセルを使って、定

型フォームへの入力が出来

ること）

試用期間あり ３ヶ月～６ヶ月 300,000円～500,000円 霊園開発　不動産開発

情熱的で優しい社員が多く、かつ

横の繋がりを大切にするアット

ホームな会社です。頑張る社員を

サポートするのが得意な方に活躍

の場を提供いたします。

代表取締役 吉田　原 池袋公共職業安定所

フェイス・ワン　株式会社 http://www.faith-one.co.jp コールセンター業務／中央区

【法人のお客様対応が１００％】　大手企業を支えるコールセンター業務

をお任せいたします　　・インターネット、メール、通信機器に関する問

合せ対応　・ＰＣやＯｆｆｉｃｅ（ＥｘｃｅｌやＷｏｒｄ）問合せ対応

・修理受付／エンジニア手配　・ログ入力　・その他不随業務　　※配属

前に一週間（４０時間）の基礎研修を実施します。　配属後の業務も７～

８名のチーム制で行うので、　未経験からでも安心してスタートできる環

境です。

東京都中央区 ソフトウェア業 130-0013
東京都墨田区錦糸１－２－１　ア

ルカセントラル７Ｆ
104-0054

東京都中央区晴海１－８

－１６

基本操作・タッチタイピン

グ・オフィスソフトができ

る方　ＩＴの基礎知識があ

る方

試用期間あり ６か月 187,140円～243,037円

ＩＴサービス事業全般。　ヘルプデス

ク・システム運用管理・システム開発・

デモンストレーション・コールセンター

運用。

未経験をＩＴのスペシャリストに

育てることが得意な会社です。

今後も継続して社員を増やしてい

きます。

代表取締役

社長
山下　光男 墨田公共職業安定所

株式会社エフォート http://effort-ic.com 管理部（経理／財務／総務）

経理／財務／総務全般・会計業務（会計管理・予実管理）　　・労務管理

（採用管理、入退社管理等）　・総務事務業務（契約書管理、各種申請）

※その他、備品管理・電話・来客対応などをご担当いただきます

◇トライアル雇用併用求人（Ｒ３．１０／２５）

沖縄県浦添市

管理，補助的経済活動を行う

事業所（９２その他の事業

サービス業

901-2131
沖縄県浦添市牧港５ー６－３　南

海ビル４Ｆ
901-2131

１沖縄県浦添市牧港５ー

６－３南海ビル、２新宿

区榎町３３－１、３新宿

区早稲田鶴巻町５４３－

７、４新宿区山吹町３５

３－１、５東京都文京区

春日２－１０－１５

パソコンの基本的な操作

＊未経験の方にも丁寧に指

導いたしますので安心して

下さい

試用期間あり ６ヶ月 173,166円～346,331円

国内高シェアのＩＰ電話サービス、クラ

ウドＰＢＸ、クラウドコールセンター

（日英版、自社システム）の開発、提

案、提供、サポート、数万ユーザー

自社システムの開発、提供、サ

ポート。日英語の提供。海外、地

方拠点あり。導入実績は数万件

（法人・個人）、海外向けも販

売。システム拠点多数。

代表取締役 磯崎　知浩 那覇公共職業安定所

株式会社エフォート http://effort-ic.com 営業事務／庶務

営業事務、庶務事務全般　　・各種書類作成、管理　・発注業務、備品管

理　・電話・来客対応　　　　　◇トライアル雇用併用求人（Ｒ３．１０

／２５）

沖縄県浦添市

管理，補助的経済活動を行う

事業所（９２その他の事業

サービス業

901-2131
沖縄県浦添市牧港５ー６－３　南

海ビル４Ｆ
901-2131

１沖縄県浦添市牧港５ー

６－３南海ビル、２新宿

区榎町３３－１、３新宿

区早稲田鶴巻町５４３－

７、４新宿区山吹町３５

３－１、５東京都文京区

春日２－１０－１５

パソコンの基本的な操作

＊未経験の方にも丁寧に指

導いたしますので安心して

下さい

試用期間あり ６ヶ月 173,166円～346,331円

国内高シェアのＩＰ電話サービス、クラ

ウドＰＢＸ、クラウドコールセンター

（日英版、自社システム）の開発、提

案、提供、サポート、数万ユーザー

自社システムの開発、提供、サ

ポート。日英語の提供。海外、地

方拠点あり。導入実績は数万件

（法人・個人）、海外向けも販

売。システム拠点多数。

代表取締役 磯崎　知浩 那覇公共職業安定所

株式会社エフォート http://effort-ic.com カスタマーサポート／事務

自社サービスのユーザーサポートをお願いします。　　・ＩＰ電話、コー

ルセンターシステムのサポート　・製品操作説明、製品購入方法、解約方

法、支払い方法の案内　・メンテナンスの告知、顧客対応・設備の移動の

案内、調整・各部門との調整、製品開発へのフィードバック、顧客ニーズ

の営業フィードバック、顧客の問い合わせに応じ、顧客満足度の向上のた

め、一緒に問題解決に取り組んでいただきます。　　　◇トライアル雇用

併用求人（Ｒ３．１０／２５）

沖縄県浦添市

管理，補助的経済活動を行う

事業所（９２その他の事業

サービス業

901-2131
沖縄県浦添市牧港５ー６－３　南

海ビル４Ｆ
901-2131

１沖縄県浦添市牧港５ー

６－３南海ビル、２新宿

区榎町３３－１、３新宿

区早稲田鶴巻町５４３－

７、４新宿区山吹町３５

３－１、５東京都文京区

春日２－１０－１５

パソコンの基本的な操作

＊未経験の方にも丁寧に指

導いたしますので安心して

下さい

試用期間あり ６ヶ月 173,166円～346,331円

国内高シェアのＩＰ電話サービス、クラ

ウドＰＢＸ、クラウドコールセンター

（日英版、自社システム）の開発、提

案、提供、サポート、数万ユーザー

自社システムの開発、提供、サ

ポート。日英語の提供。海外、地

方拠点あり。導入実績は数万件

（法人・個人）、海外向けも販

売。システム拠点多数。

代表取締役 磯崎　知浩 那覇公共職業安定所

株式会社エフォート http://effort-ic.com 営業／企画

クラウドＰＢＸの営業・マーケティング・販売促進をお願いします。

・電話、メールによる問い合わせ対応　・顧客への訪問、提案・提案、販

売促進のための企画、資料作成　・サービス向上のための企画　・顧客情

報のフィードバック取りまとめ・料金の回収・デモンストレーション

◇トライアル雇用併用求人（Ｒ３．１０／２５）

沖縄県浦添市

管理，補助的経済活動を行う

事業所（９２その他の事業

サービス業

901-2131
沖縄県浦添市牧港５ー６－３　南

海ビル４Ｆ
901-2131

１沖縄県浦添市牧港５ー

６－３南海ビル、２新宿

区榎町３３－１、３新宿

区早稲田鶴巻町５４３－

７、４新宿区山吹町３５

３－１、５東京都文京区

春日２－１０－１５

パソコンの基本的な操作

＊未経験の方にも丁寧に指

導いたしますので安心して

下さい

試用期間あり ６ヶ月 173,166円～346,331円

国内高シェアのＩＰ電話サービス、クラ

ウドＰＢＸ、クラウドコールセンター

（日英版、自社システム）の開発、提

案、提供、サポート、数万ユーザー

自社システムの開発、提供、サ

ポート。日英語の提供。海外、地

方拠点あり。導入実績は数万件

（法人・個人）、海外向けも販

売。システム拠点多数。

代表取締役 磯崎　知浩 那覇公共職業安定所

村山鋼材株式会社 http://www.mks-gr.co.jp 営業職

◆ルート営業　鋼板の受注販売活動、加工先への加工・出荷指示・　鋼材

（コイル・鋼板）の入出庫に関するＰＣ入力・配送手配・電　話・来客対

応など。　※入社後、６ヶ月～１年間は生産部で現場研修があります。

東京都大田区 製鋼・製鋼圧延業 279-0012
千葉県浦安市入船１－５－２　プ

ライムタワー新浦安１５Ｆ
144-0033

東京都大田区東糀谷３－

１４－１３
試用期間あり ６カ月 174,000円～260,000円

浦安工場で主に熱延鋼帯（コイル）を切

断加工し、鋼板を製造・販売。高炉メー

カー及び大手商社からの受託加工。浦安

に営業倉庫（横浜税関保税蔵置場）有。

鉄鋼流通加工業。太陽光発電事業

創業７０年超、各種製造メーカー

から小売業まで、鋼板を供給する

日本コイルセンター業界のパイオ

ニア企業です。世界最大規模の加

工機械を所有し、業界ＴＯＰクラ

スの品質を守り続けています。

代表取締役 村山　和雄 市川公共職業安定所

株式会社ペットネクスト
https://www.rakuten.ne.jp/gold/

petnext/
ネット通販事務全般（ペット用品）

ネット通販（主に楽天店・Ｙａｈｏｏ！店）の　・注文受付　・社内シス

テムへのインプット・インプット相違チェック　・商品梱包　・出荷　・

フォロー対応（メール・郵送・電話）　・メーカーへの商品発注　・出荷

データの作成　・入荷商品チェック　・郵便局・ヤマト運輸への投函　・

３００ｍ離れたメーカーからの商品引取　・他インターネットショッピン

グに関わる業務

他に分類されない小売業 104-0041
東京都中央区新富１－８－２－３

０１
104-0041

東京都中央区新富１－８

－２－３０１

データインプットやチェッ

クなどＰＣ作業が多くなり

ます。　各ソフトへの精通

は不要ですがＰＣ作業・タ

イピングに　慣れいてる必

要はあります。

試用期間あり ３カ月間 190,000円～210,000円

「ナチュラルペットフードｓｈｏｐ」と

いう店名で楽天市場・Ｙａｈｏｏ！

ショッピングに出店して１４年目。国

産・無添加・新鮮なドッグフードを中心

に、高品質な犬用品をネットで販売して

います

当店の商品が犬を笑顔にし、それ

を見た飼い主が幸せになる。そん

な笑顔の循環を目指し、他では手

に入らないペット用品を少人数精

鋭で発掘し、お客様にお届けして

います。

代表取締役 大橋　賢
飯田橋公共職業安定

所

株式会社　グレースインターナ

ショナル
www.foulee.co.jp 営業（マッサージスクール）

【仕事の概要】　当校独自の技術（フーレセラピー）に興味を持たれて資

料請求をされた方に対して行う営業活動です。営業ノルマはありません。

営業時に施術体験も行いますのでマッサージの技術も習得していただきま

す。　【事務所での仕事の流れ】　・出社、申込み資料の仕分け発送　・

入校前のお客様フォロー　・電話で資料請求者への無料トライアル案内

・会報誌の企画制作

美容業 104-0042
東京都中央区入船二丁目１０－７

八弘ビル３階
104-0042

東京都中央区入船二丁目

１０－７　八弘ビル３階
試用期間あり

３か月間（早ければ

１ヶ月）
200,000円～350,000円

足を使って全身をやさしく施術する技術

をフーレセラピーと呼びます。フーレセ

ラピーを習得できるスクールの運営。

全国１０００人以上の開業者のバック

アップ。

私たちは、フーレセラピーを発展

性のある新しいタイプのビジネス

として確立し、日本はもとより、

全世界の美容、健康業界でグロー

バルスタンダードに将来実現でき

ることと確信しております。

代表取締役 権藤　謙光
飯田橋公共職業安定

所

株式会社　よりそう http://www.yoriso.com/corp コールセンター

当社が提供するサービス「よりそうのお葬式」「お坊さん便」に携わり、

問い合わせをいただいたお客さまへの対応をお任せします。　【具体的に

は】　▼お客さまからお問い合わせ（葬儀や法事法要をご検討中の方／ご

自身の終活を検討してる方）があり、　　葬儀や法要などの内容やご要

望、お困りごとをヒアリング　▼お客さまの要望に合ったプランをご提案

▼提携先の葬儀会社や寺院へ見積もりを発注

インターネット附随サービス

業
141-0031

東京都品川区西五反田２－１１－

１７　ＨＩ五反田ビル４階
141-0031

東京都品川区西五反田２

－１１－１７　ＨＩ五反

田ビル４階

１００文字／分程度のタイ

ピング（お電話対応をしな

がらのご入力スキルが必要

となるため）

試用期間あり ３ヶ月 173,856円～236,750円

お坊さんを定額で法事・法要に手配する

「お坊さん便」や、全国一律定額のお葬

式「よりそう葬式」を提供しています。

「お坊さん便」はＡｍａｚｏｎに出品

し、大きな反響を集めています。

当社は「よりそう力で世界を変え

る」というミッションのもと、Ｉ

Ｔを用いて終活から葬儀、供養に

及び一連の過程における不安を解

消し、新しい葬祭の在り方の実現

を目指しています。

代表取締役 芦沢　雅治 品川公共職業安定所

株式会社Ｔ２Ａｇｅｎｃｙ http://t2agency330.jp/
ＩＴ営業職【飲食、介護等からのキャ

リアチェンジ歓迎】

【未経験者大歓迎の営業職】　ＩＴ企業と就職希望者を繋ぐ「架け橋」と

して社会貢献できるお仕事です！　ＩＴ業界のシステム開発会社（ＳＩｅ

ｒ等）である顧客に対して、エンジニアをご紹介し、定着できるようサ

ポートしていきます。　　これまでの経験を最大限に生かせる職場をエン

ジニアに提案するために、企業・人材双方へ興味関心を持つことが業務内

容習得への第一歩となります。

その他の専門サービス業 183-0055
東京都府中市府中町１－３０－３

オーク・ワン・ビル３Ｆ
183-0055

東京都府中市府中町１－

３０－３　オーク・ワ

ン・ビル３Ｆ

試用期間あり ３～６ヶ月 165,000円～250,000円

●各種営業支援コンサルティング事業●

ＳＥＳ事業　●総合人材コンサルティン

グ事業●構造物維持業務支援サービ事業

●人材採用に関する各種支援コンサル

ティング事

自社サービス案件を得意としてい

ます。　自社サービスの案件に参

画し、自分が関わったサービスが

世に出て反応をもらえるのは嬉し

い！とエンジニアに好評です。

代表取締役

社長
須藤　辰明 府中公共職業安定所

株式会社　シータイム http://www.ctime.co.jp
医療系イベントコーディネーター（企

画・提案・運営）

主に製薬会社が行う医療従事者向けの主催講演会、学会の共催セミナー、

展示会等の企画、運営、又は、関連する資材等の企画制作。　【具体的な

業務例】　・集合又はＷｅｂｉｎａｒを使用した会議の立案・運営　・講

師のスケジュール管理、交通、宿泊等手配、管理　・セミナー運営に必要

な機材の企画、手配、管理　・セミナー運営に関する人の手配、管理　・

展示会ブースの企画・運営

他に分類されない事業サービ

ス業
102-0094

東京都千代田区紀尾井町３－１２

紀尾井町ビル１６階
102-0094

東京都千代田区紀尾井町

３－１２　紀尾井町ビル

１６階

Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ、Ｐ

ｏｗｅｒｐｏｉｎｔ　等
試用期間あり ６ヶ月 165,190円～223,007円

製薬会社および医療機器メーカー主催の

新薬発表会や講演会等のコンベンション

に関する企画・制作・事務局運営等の準

備業務および当日運営業務。

私達はイベント・コンベンション

をフィールドとするプロフェッ

ショナル集団です。クリエイティ

ブコミュニケーションをテーマに

革新的なアイデア・創造的な技

術・高度な知識で、サービスを提

供。

代表取締役 金　南淑
飯田橋公共職業安定

所

社会保険労務士法人　チアレッジ
http://www.cheerage.co.jp/recrui

tment
●事務職（人事・総務）／正社員

●主に社労士事務所内の人事・総務（勤怠管理・給与計算・　　入退社手

続き・システム管理・庶務等）を担当していただ　　きます。　●傍を楽

にする「はたらく」をモットーに仕事をしています。　　「はたらく人を

元氣にして、会社と社会を元氣にする」と　　いう経営理念です。この経

営理念を元に毎朝ユニークな朝　　礼を行っています。　●スタッフ同士

の仲が良く、新人メンバーも不安なく仕事を　　覚えられます。　●人事

評価制度でその人の頑張りを評価します。

社会保険労務士事務所 102-0074
東京都千代田区九段南４丁目７番

１３号　市ヶ谷安田ビル６階
102-0074

東京都千代田区九段南４

丁目７番１３号　市ヶ谷

安田ビル６階

●基本的なＰＣ操作・デー

タ入力スキル　●Ｅｘｃｅ

ｌ、Ｗｏｒｄ操作スキル

試用期間あり ３カ月 177,700円～216,800円

３０～４０代の代表とスタッフが働く社

労士法人。事務処理ばかりでなく、定着

と採用に関する教育研修や人材コンサル

ティングに強みを持つ未来型社労士法

人。介護・保育業界にお客様が多い。

代表とマネージャーがスーパー銭

湯出身で、飲食業界出身者や営業

出身者が在籍する一風変わった社

労士法人です。東京都の朝礼コン

テストで準優勝したユニークな朝

礼がある楽しい事務所です。

代表社員 三輪　康信
飯田橋公共職業安定

所



社会保険労務士法人　チアレッジ
http://www.cheerage.co.jp/recrui

tment

●事務職（人事・総務）／短時間正社

員

●主に社労士事務所内の人事・総務（勤怠管理・給与計算・　　入退社手

続き・システム管理・庶務等）を担当していただ　　きます。　●傍を楽

にする「はたらく」をモットーに仕事をしていま　　す。「はたらく人を

元氣にして、会社と社会を元氣にす　　る」という経営理念です。この経

営理念を元に毎朝ユニ　　ークな朝礼を行っています。　●仕事と子育て

の両立に理解のある会社です。子育て中の方　　が多く在籍中で、急に子

供の具合が悪くなった時などの突　　発的な休みに理解があり、チームで

サポートする体制等が　　整っています。　＃マザーズ

社会保険労務士事務所 102-0074
東京都千代田区九段南４丁目７番

１３号　市ヶ谷安田ビル６階
102-0074

東京都千代田区九段南４

丁目７番１３号　市ヶ谷

安田ビル６階

●基本的なＰＣ操作・デー

タ入力スキル　●Ｅｘｃｅ

ｌ、Ｗｏｒｄ操作スキル

試用期間あり ３カ月 155,400円～189,700円

３０～４０代の代表とスタッフが働く社

労士法人。事務処理ばかりでなく、定着

と採用に関する教育研修や人材コンサル

ティングに強みを持つ未来型社労士法

人。介護・保育業界にお客様が多い。

代表とマネージャーがスーパー銭

湯出身で、飲食業界出身者や営業

出身者が在籍する一風変わった社

労士法人です。東京都の朝礼コン

テストで準優勝したユニークな朝

礼がある楽しい事務所です。

代表社員 三輪　康信
飯田橋公共職業安定

所

株式会社　千代田 管理（経理・総務・人事）

当社の管理部門で経理・総務・人事等の幅広い業務をご担当いただきま

す。　＊経理業務全般（売掛金・支払金の管理　等）　＊総務業務全般

（当社ビル管理　等）　＊人事業務全般　＊パソコン関連業務（設定

等）　＊営業サポート業務（書類作成　等）　＊その他雑務（電話応対、

清掃　等）

東京都中央区 各種物品賃貸業 104-0033
東京都中央区新川１－５－３　千

代田ビル４Ｆ
104-0033

東京都中央区新川１－５

－３　千代田ビル４Ｆ

Ｅｘｃｅｌ・Ｗｏｒｄ等、

基本的なパソコン操作がで

きる

試用期間あり ３ヶ月 164,195円～178,620円

建設現場等で使用する仮設建物（ユニッ

トハウス・プレハブ）のレンタル・販売

ならびにそれに附属する仮設資材等のレ

ンタル・販売

大手ゼネコンの清水建設（株）と

３０年以上の取引実績があり、業

績は安定しております。東京都・

千葉県を中心とした関東圏にて営

業展開しており、東京都中央区に

自社ビルの本社があります。

代表取締役 胡　誠司
飯田橋公共職業安定

所

株式会社　エムラ販売 http://www.emura.co.jp 営業事務　　【東京営業所】
●営業員サポート（事務所内での業務）●電話対応　●パソコン操作によ

る受発注伝票処理業務　●見積等書類作成●顧客情報データ管理
東京都足立区 産業機械器具卸売業 464-8539

愛知県名古屋市千種区萱場２－１

４－３１
121-0836

東京都足立区入谷７丁目

１３－３　　東京営業所
ＥＸＣＥＬスキル 試用期間あり ６ヶ月 215,000円～240,000円

榎村鉄工所が製造する野菜カッターの販

売。食品工業・レストラン・学校や病院

の給食施設等。国内だけでなく東南アジ

ア、中国等海外への直接輸出をしてい

る。　東京、大阪、広島に拠点有り。

業界シェアトップクラスで安定経

営を続けている。

「遊びの中から仕事を作れ」を

モットーに一人ひとりのチャレン

ジ精神と個性を活かす自由闊達な

社風を持つ。

代表取締役 榎村　紀彦
名古屋東公共職業安

定所

株式会社　ＭＡＫＥ　ＶＡＬＵＥ 家具ショップのカスタマーサポート

インスタライブで商品を購入したお客様の対応　※基本的にＩｎｓｔａｇ

ｒａｍ上でのやりとり　　・商品写真の送付（写真は店舗からもらう）

・決済ＵＲＬ作成、送付　・入金確認　・店舗へ商品情報を確認し、お客

様へ説明　・店舗への発送指示

東京都千代田区 不動産代理業・仲介業 102-0082
東京都千代田区一番町２２－４

一番町館１階
102-0082

東京都千代田区一番町２

２－４　一番町館　２階
試用期間あり ３ケ月 200,000円～220,000円

アンティーク家具事業、カーパーツ事

業、不動産事業、ブランド時計事業、医

療事業の５つを運営しております。

５つの事業を多角的経営の中、創

業来のＤＮＡであるＲＥＰＲＯＤ

ＵＣＴＩＯＮ＝再生技術を軸に、

持続的経営を進めております。

代表取締役 井上　巨望
飯田橋公共職業安定

所

株式会社　ＭＡＫＥ　ＶＡＬＵＥ 販売スタッフ／渋谷区

販売スタッフ　・店舗でのアンティーク家具およびアンティーク雑貨の販

売　・商品の梱包、発送手配　・商品搬入、搬出、レイアウト変更　・イ

ンスタライブでご購入いただいたお客様とのＤＭ対応　・店舗で実施する

インスタライブの準備、運営補助

東京都渋谷区 不動産代理業・仲介業 102-0082
東京都千代田区一番町２２－４

一番町館１階
150-0001

東京都渋谷区神宮前２－

９－１１　シオバラ外苑

ビル１階　「ＭＦ６　Ｇ

ＡＩＥＮ」（当社店舗）

試用期間あり ３ケ月 200,000円～220,000円

アンティーク家具事業、カーパーツ事

業、不動産事業、ブランド時計事業、医

療事業の５つを運営しております。

５つの事業を多角的経営の中、創

業来のＤＮＡであるＲＥＰＲＯＤ

ＵＣＴＩＯＮ＝再生技術を軸に、

持続的経営を進めております。

代表取締役 井上　巨望
飯田橋公共職業安定

所

Ｌｕｍｐ　Ｓｙｓｔｅｍ　株式会

社
一般事務

一般事務全般　・入出金伝票管理　・小口現金管理　・パソコン入力　・

請求書の作成　・書類の作成及び整理　・電話応対　・来客応対　・その

他の雑務

その他の専門サービス業 105-0012
東京都港区芝大門１－１６－１１

大門ＯＫビル５Ｆ
105-0012

東京都港区芝大門１－１

６－１１　大門ＯＫビル

５Ｆ

【必須】ＷＯＲＤ：文書作

成・チラシデザインができ

ること　ＥＸＣＥＬ：簡単

な関数が使える、資料作成

ができること　【推奨】Ｓ

ＮＳ利用に慣れていること

試用期間あり ３ヶ月 200,000円～220,000円

協同組合の業務請負　（海外からの研修

生受入れ業務及び法人向けＥＴＣカード

発行業務がメインです）

小規模ながらアットホームな雰囲

気なので、のびのびと仕事ができ

ます。

代表取締役 杉浦　三奈 品川公共職業安定所

大江戸テレコム株式会社 www.oedotele.com
管理部（経理／財務／総務）／トライ

アル雇用併用

経理／財務／総務全般・会計業務（会計管理・予実管理）・労務管理（採

用管理、入退社管理等）・総務事務業務（契約書管理、各種申請）※その

他、備品管理・電話・来客対応などをご担当いただきます

東京都新宿区
電気通信に附帯するサービス

業
162-0041

東京都新宿区早稲田鶴巻町５４３

－７　ＮＳビル２Ｆ
162-0806

＊１新宿区榎町３３－１

ザ・スクエアー８Ｆ（当

社　オフィス）＊２新宿

区早稲田鶴巻町５４３－

７ＮＳビル２Ｆ、＊３新

宿区山吹町３５３－１Ｙ

１ビル３０１号（当社

オフィス）

パソコンの基本的な操作

＊未経験の方にも丁寧に指

導いたしますので安心して

下さい

試用期間あり ６ヶ月 190,482円～432,914円

国内高シェアのＩＰ電話サービス、クラ

ウドＰＢＸ、　クラウドコールセンター

（日英版、自社システム）の開発、　提

供、サポート。数万ユーザー

自社システムの開発、提供、サ

ポート。日英語の提供。　海外、

地方拠点あり。導入実績は数万件

（法人・個人）、　海外向けも販

売。システム拠点多数。

代表取締役 佐藤　浩行 新宿公共職業安定所

大江戸テレコム株式会社 www.oedotele.com 営業事務／庶務／トライアル雇用併用
営業事務、庶務事務全般　　・各種書類作成・管理　・発注業務、備品管

理　・電話・来客対応
東京都新宿区

電気通信に附帯するサービス

業
162-0041

東京都新宿区早稲田鶴巻町５４３

－７　ＮＳビル２Ｆ
162-0806

＊１新宿区榎町３３－１

ザ・スクエアー８Ｆ（当

社　オフィス）＊２新宿

区早稲田鶴巻町５４３－

７ＮＳビル２Ｆ、＊３新

宿区山吹町３５３－１Ｙ

１ビル３０１号（当社

オフィス）

パソコンの基本的な操作

＊未経験の方にも丁寧に指

導いたしますので安心して

下さい

試用期間あり ６ヶ月 190,482円～432,914円

国内高シェアのＩＰ電話サービス、クラ

ウドＰＢＸ、　クラウドコールセンター

（日英版、自社システム）の開発、　提

供、サポート。数万ユーザー

自社システムの開発、提供、サ

ポート。日英語の提供。　海外、

地方拠点あり。導入実績は数万件

（法人・個人）、　海外向けも販

売。システム拠点多数。

代表取締役 佐藤　浩行 新宿公共職業安定所

大江戸テレコム株式会社 www.oedotele.com
カスタマーサポート／事務／トライア

ル雇用併用

自社サービスのユーザーサポートをお願いします。　　・ＩＰ電話、コー

ルセンターシステムのサポート　・製品操作説明、製品購入方法、解約方

法、支払い方法の案内　・メンテナンスの告知、顧客対応・設備の移動の

案内、調整　・各部門との調整、製品開発へのフィードバック、顧客ニー

ズの営業フィードバック、顧客の問い合わせに応じ、顧客満足度の向上の

ため、一緒に問題解決に取り組んでいただきます。

東京都新宿区
電気通信に附帯するサービス

業
162-0041

東京都新宿区早稲田鶴巻町５４３

－７　ＮＳビル２Ｆ
162-0806

＊１新宿区榎町３３－１

ザ・スクエアー８Ｆ（当

社　オフィス）＊２新宿

区早稲田鶴巻町５４３－

７ＮＳビル２Ｆ、＊３新

宿区山吹町３５３－１Ｙ

１ビル３０１号（当社

オフィス）

パソコンの基本的な操作

＊未経験の方にも丁寧に指

導いたしますので安心して

下さい

試用期間あり ６ヶ月 190,482円～432,914円

国内高シェアのＩＰ電話サービス、クラ

ウドＰＢＸ、　クラウドコールセンター

（日英版、自社システム）の開発、　提

供、サポート。数万ユーザー

自社システムの開発、提供、サ

ポート。日英語の提供。　海外、

地方拠点あり。導入実績は数万件

（法人・個人）、　海外向けも販

売。システム拠点多数。

代表取締役 佐藤　浩行 新宿公共職業安定所

大江戸テレコム株式会社 www.oedotele.com 営業／企画／トライアル雇用併用

クラウドＰＢＸの営業・マーケティング・販売促進をお願いします。

・電話、メールによる問い合わせ対応　・顧客への訪問、提案　・提案、

販売促進のための企画、資料作成　・サービス向上のための企画・顧客情

報のフィードバック取りまとめ・料金の回収・デモンストレーション

東京都新宿区
電気通信に附帯するサービス

業
162-0041

東京都新宿区早稲田鶴巻町５４３

－７　ＮＳビル２Ｆ
162-0806

＊１新宿区榎町３３－１

ザ・スクエアー８Ｆ（当

社　オフィス）＊２新宿

区早稲田鶴巻町５４３－

７ＮＳビル２Ｆ、＊３新

宿区山吹町３５３－１Ｙ

１ビル３０１号（当社

オフィス）

パソコンの基本的な操作

＊未経験の方にも丁寧に指

導いたしますので安心して

下さい

試用期間あり ６ヶ月 190,482円～432,914円

国内高シェアのＩＰ電話サービス、クラ

ウドＰＢＸ、　クラウドコールセンター

（日英版、自社システム）の開発、　提

供、サポート。数万ユーザー

自社システムの開発、提供、サ

ポート。日英語の提供。　海外、

地方拠点あり。導入実績は数万件

（法人・個人）、　海外向けも販

売。システム拠点多数。

代表取締役 佐藤　浩行 新宿公共職業安定所

株式会社　環境テコム http://tecom.jp/ 営業職
既存顧客のフォローとそれに伴う業務、新規開拓もあります。　　社有車

あり：普通車（ＭＴ）　営業エリア：１都３県
産業廃棄物処理業 173-0005 東京都板橋区仲宿２７－３ 173-0005

東京都板橋区仲宿２７－

３
試用期間あり ３カ月 151,500円～165,000円 産業廃棄物収集運搬処理業

大学・研究所・大手の病院が得意

先であり安定した事業を行ってい

る。ＩＳＯ１４００１の取得等環

境問題にも積極的に取り組んでい

る。

代表取締役 高橋　俊夫 池袋公共職業安定所

株式会社　日本環境衛生研究所 http://www.kankyoueisei.co.jp 営業［渋谷区代々木］

●お客様（食品関連会社・ホテル・保育園・福祉施設など）に、　　当社

のサービス（腸内細菌検査・食品検査など）の紹介・案内　　・契約・

フォローをする仕事です。　（社内での電話が中心となります）　　●お

客様のご要望により訪問して頂くこともあります。　●電話やＰＣでの顧

客管理や、その他雑務もあります。　　＊検査などについて詳しい知識が

無くても大丈夫です。　＊未経験の方は、先輩社員がしっかりと指導・

フォローを行いま　　すので、安心して働けます。

東京都渋谷区 その他の保健衛生 983-0035
宮城県仙台市宮城野区日の出町３

丁目７－１４
151-0053

東京都渋谷区代々木２－

２２－６　寺井ビル２Ｆ

株式会社日本環境衛生研

究所　東京営業所

＊簡単なＰＣ入力（エクセ

ル・ワード等）
試用期間あり ６ヶ月 196,000円～228,000円

食品検査受託・水質検査受託・腸内細菌

検査受託など総合衛生管理事業　＊詳細

はホームページをご覧下さい。

平成１８年２月に新規会社を立ち

上げ、今後の成長にかなり期待が

もてる会社です。特に社会では

「食の安全」が騒がれていますの

で注目される企業です。

代表取締役 今　亨弘 仙台公共職業安定所

株式会社　ジェイ・エイチ・シー http://www.jyoka-lem.com/ 営業

全国の取引先、薬局薬店に対してのルート営業及び新規開拓営業です　社

内教育、研究会活動にて知識を得て頂き　免疫を中心とした病理病態に関

する情報提供の営業活動　商品の販売をしていただきます　菌糸体健康食

品営業活動内容には　自己管理、自助努力を要します　担当先が遠方の場

合は長期の出張となります　健康に携わりながら社会貢献につながるやり

がいのある仕事です。

医薬品・化粧品小売業 101-0038
東京都千代田区神田美倉町７－１

Ｄａｉｗａ神田美倉町ビル６Ｆ
101-0038

東京都千代田区神田美倉

町７－１　Ｄａｉｗａ神

田美倉町ビル６Ｆ

薬業界経験者優遇 試用期間あり ３か月 250,000円～300,000円

キノコ系健康食品を中心とした商品を、

全国に２８０店ある薬局・薬店の会組織

に販売しています。事務所の同居会社で

製造メーカ直系の卸会社と協力し事業を

展開しています。

当社は設立１２年と新しい会社

で、従業員も若手中心です。会社

は若いですが取扱品は５０年以上

の歴史ある商品で、健康を保つ事

でお客様から愛されています。

代表取締役 飯塚　大
飯田橋公共職業安定

所

株式会社　じょぶれい http://www.jobray.com 営業職

大手通信キャリアや有名企業などの既存クライアントを中心に、通信キャ

リア向け人材サービスのご提案やフォローなどの営業活動全般をお任せし

ます。　　《業務内容》　すでにお取引のあるクライアントへ、定期的な

連絡や訪問を通して、必要な人材像や目標の販売数などの要望をヒアリン

グ。当社のサービス内容についてご説明し、ご契約を頂いたら、クライア

ントのニーズに合わせて最適な派遣スタッフをアサインします。

労働者派遣業 101-0048
東京都千代田区神田司町２丁目２

番２号　大森ビル３階
101-0048

東京都千代田区神田司町

２丁目２番２号　大森ビ

ル３階

ワード、エクセル、パワー

ポイント基本操作
試用期間あり ３か月 130,000円～200,000円

通信業界を主とした営業・販売に関する

ソリューションサービスを行っていま

す。また、店舗・売場運営に関するコン

サルティング・アウトソーシングにも力

を入れています。

当社は企業に欠かせない人財、営

業に関するコンサルティング、ア

ウトソーシングを提供し、売上を

アップさせる仕組みづくりを総合

的にサポート。独自のノウハウを

持っています。

代表取締役 野呂　直史
飯田橋公共職業安定

所



株式会社　トータルプランニング http://total-pl.co.jp 不動産賃貸営業
・お部屋を探している方に賃貸物件のご紹介　・賃貸物件の写真撮影や物

件入力作業　・ＳＮＳを利用した広告発信
東京都目黒区

不動産賃貸業（貸家業，貸間

業を除く）
152-0035

東京都目黒区自由が丘１丁目２９

－１
152-0035

東京都目黒区自由が丘１

丁目２９－１
エクセル、ワード 試用期間あり ３～６ヶ月 180,000円～230,000円 不動産業

働きやすい環境を作っていけま

す。
代表取締役 南部　貞雄 渋谷公共職業安定所

東京フィルムサービス　株式会社 営業事務

・営業の受発注活動をサポートする仕事です。・受発注入力／納期回答・

調整／売上入力／在庫管理／電話応対　・専用の受発注管理システムを使

用します。　・テレワーク希望者歓迎。※但し、月１～２回は出社有。

テレワークを選択した際にはポケットＷｉＦｉ／ノートＰＣ／　　外付け

ディスプレイ／家庭用プリンターを貸与いたします。テレワークを選択の

場合は家に上記を置けるだけのスペースの確保が必要となります。テレ

ワークをご希望の場合３ヶ月～６ヶ月程度の本社での実務研修期間の後、

独り立ちできると会社側で判断できたら、テレワーク開始となります。

他に分類されない小売業 101-0051
東京都千代田区神田神保町３－１

０－２　共立ビル７Ｆ
101-0051

東京都千代田区神田神保

町３－１０－２　共立ビ

ル７Ｆ

エクセル（関数対応できる

と期待大）・メール・ワー

ド（最低限の文章作成能力

があること）

試用期間あり ３ヶ月間 210,000円～250,000円

プラスチックフィルムの専門商社です。

国内外のお客様に材料メーカー殿より仕

入れた商品を販売しております。工業用

途の販売が多く、家電やスマホ、カーナ

ビなど多種多様の納入実績ございます。

神奈川県相模原市に自社加工工場

を保有。　お客様の満足を上げる

過程で従業員の成長も促し、物心

ともに満足　できることを目標と

しています。

代表取締役 高山　敦弘
飯田橋公共職業安定

所

株式会社　オーマット 経理業務・総務業務・人事業務

バックオフィス業務全般及びその管理業務　　業務内容は広範に渡り、外

部の専門家の協力を得ながら業務を行　います。　・経理業務　　伝票作

成、年次・月次決算、資金繰り、支払・入金業務など　・総務業務　　シ

ステム管理、車両管理、備品管理、その他庶務業務　・人事業務　　給与

計算、社会保険手続など

産業機械器具卸売業 105-0021
東京都港区東新橋２－１１－３

第２小川ビル
105-0021

東京都港区東新橋２－１

１－３　第２小川ビル

メール、Ｅｘｃｅｌ等一般

的なスキル
試用期間あり ６ヶ月 215,035円～344,056円

機械・工具の販売。　工作機械並に附属

エ具、切削工具、省力運搬機器、測定機

器、産業用設備等の専門商社

機械、工具の専門商社として、長

い歴史を持ち、提案営業を目指

す。社員が自分の力を充分に発揮

できる明るい社風

代表取締役 小川真太朗 品川公共職業安定所

株式会社　日本フランチャイズ総

合研究所
https://www.the-franchise.co.jp/

【急募】法人営業（企画営業）・コン

サルタント

弊社は業界を代表する、チェーン化ビジネスに特化した経営コンサルティ

ング会社です。店舗を営む法人様に「本物のフランチャイズ・ビジネス」

を広めていき、各分野を代表するようなチェーンブランドを輩出すること

が可能です！広く社会に貢献できるダイナミックかつやりがいのあるお仕

事です。入社初年度は、営業活動を行い、並行して経営コンサルタントと

しての知識・スキルを学んでいきます。　　＜歓迎＞◆チェーンの経営手

法に関心ある方　◆人と接し、コミュニケーションをとるのが好きな方

◆自身の仕事を最後までやり抜く責任感がある方

東京都新宿区
経営コンサルタント業，純粋

持株会社
160-0004

東京都新宿区四谷１丁目２番地

三浜ビル７階
160-0004

東京都新宿区四谷１丁目

２番地　三浜ビル７階

パソコンの基本業務スキ

ル：ワードによる文書作成

スキル、エクセルの基本操

作・基本的関数の使用スキ

ル（フィルタ、ピボット、

ＳＵＭ、ＩＦ等）、パワー

ポイントでの資料作成スキ

ル

試用期間あり ３ヶ月 216,000円～325,000円

チェーン化、フランチャイズ化を中心と

した経営コンサルティング及び教育・訓

練、本部構築・再構築、のれん分け、海

外進出、店舗物件紹介、契約書作成支

援、マニュアル作成支援他

業界トップコンサルタントである

社長・内川をはじめ本物のフラン

チャイズ・ビジネスを手がけるコ

ンサルティング会社です。小売、

外食、サービス業等すべての分野

を扱っています。

代表取締役 内川　昭比古 新宿公共職業安定所

株式会社ドルフィンＫＯＴＯ https://www.dolphin-koto.com 営業・企画提案営業

自社サービス＜販促物の物流／キャンペーン事務局代行＞の企画・提案

★大手企業をはじめとした、得意先フォローが中心です。　　【物流サー

ビス】　カタログやノベルティグッズ、展示物…ｅｔｃ。　販促物の保管

～在庫管理～発送手配をパッケージ化してご提案。　　【キャンペーン事

務局代行】　事務局の立ち上げから応募管理、抽選、　プレゼント発送な

どをトータルサポート。　ＳＮＳを活用したキャンペーンをイチから企

画・設計することも！

東京都江東区 倉庫業（冷蔵倉庫業を除く） 136-0082 東京都江東区新木場１－４－２ 136-0082
東京都江東区新木場１－

４－２

ワード・エクセル・パワー

ポイントの基本操作が出来

ること。

試用期間あり ３か月 250,000円～285,000円

セールスプロモーションのベストパート

ナーとして、物流・製作・キャンペーン

事務局・受発注システムサービスおよび

それらに関わるサービス全般を提供して

います。

１９６１年から、お取引先様の

セールスプロモーション活動に特

化した各サービスを提供していま

す。小さな企業ですので、お取引

先様のニーズに柔軟に対応できる

ことが最大の特長です。

代表取締役 申田　裕治 木場公共職業安定所

有限会社　イッケン http://www.makasenasai.com 補助スタッフ

・住宅の錠前の交換、修理、新規取付　・自動車や金庫、住宅の解錠　・

自動車やバイクの紛失キーの作成　・合鍵作成・防犯診断、防犯相談　・

防犯カメラ取付　等が主な依頼内容です。　補助スタッフは技術者や店舗

スタッフのフォローをしていただきます。店舗では、電話や来客対応、検

品や備品整理やパソコン作業等が主なお仕事になります。基本的には店舗

業務になりますが技術者のフォローで現場へ行くこともあります。

その他の職別工事業 157-0067
東京都世田谷区喜多見８－１６－

１２
157-0067

東京都世田谷区喜多見８

－１６－１２

エクセル、ワード　入力程

度あれば可
試用期間あり ３ヶ月 180,000円～180,000円

鍵と防犯の仕事を関東地区に出張し施工

して頂く仕事です。鍵のことなら住宅、

自動車、バイク、金庫、ロッカー、ｅｔ

ｃ、すべてが対象となります。作業内容

はカギ開け・カギ取付、カギ作成。

狭い業界ですが当社の技術力は、

他の会社ができないことに挑戦し

成功しております。鍵師として、

テレビ出演も多数、仕事をした後

にお客様から「ありがとう」の言

葉を頂けるやりがいある仕事です

代表取締役 角田　一見 渋谷公共職業安定所

エスビー建材株式会社 営業事務

建設資材の販売管理　・電話対応（専門的知識が必要なものは上長が対

応）　・製品の受発注（メール、電話使用）　・在庫管理（数種類の工

法、全国の取引港、倉庫別に整理）　・デリバリー手配（倉庫立会人の日

程とトラックの空き確認）　・製品入出庫確認や棚卸時は現地直行直帰の

場合もあります　（社用車運転あり）　・請求書を含む各種伝票の作成

・来客対応（お客様へのお茶出し）　※業界に慣れるまで約１ヵ月程度と

考えています。業務自体に　慣れるまでは上長が一緒に業務を行うので安

心してください。

建築材料卸売業 130-0025
東京都墨田区千歳１－８－１７

２Ｆ
130-0025

東京都墨田区千歳１－８

－１７　２Ｆ

Ｅｘｃｅｌ（基本関数）

Ｗｏｒｄ
試用期間あり ３ヵ月 200,000円～230,000円 建設資材の卸売

規模はコンパクトながらも国内外

の製品を取扱い　お客様へ丁寧な

対応を心掛けています。

代表取締役 榎本幸枝 墨田公共職業安定所

株式会社　開店市場 http://www.kaitenichiba.jp 【急募】営業事務＜江戸川区＞

お取引先からの受注業務です。　　お客様の在庫機械・器具備品の買取対

応、電話応対や日程調整等　の連絡をお願いします。　　ＰＣ操作が必須

条件になります。簡単な事務作業になります。　安心してご応募下さい。

他に分類されない卸売業 132-0031
東京都江戸川区松島１丁目２８－

１１
132-0031

東京都江戸川区松島１丁

目２８－１１

エクセルシートへの入力と

メール送受信の出来る方。
試用期間あり ３ケ月 180,000円～200,000円

２０００年創業の中古動産総合商社で

す。事業拠点は札幌から福岡までの１４

ケ所で全国をカバー、リース満了物件や

遊休資産を買い取ります。あらゆる動産

を取り扱う点が最大の強みです。

「元気・笑顔」を大切にしていま

す。社員一同、開店市場に関わる

すべての方々の満足のために、よ

り一層の努力と改善を続けており

ます、だから開店市場の周りに

は、いつも笑顔があふれてます。

代表取締役

社長
酒井　智浩 木場公共職業安定所

株式会社　美健コーポレーション http://www.biken-corp.com 広告営業

【化粧品全般など自社商品の売上拡大】　＊広告戦略の企画・立案～広告

代理店を通し広告メディアの買付な　ど　＊インフルエンサーもいち早く

活用。

東京都中央区 通信販売・訪問販売小売業 104-0061
東京都中央区銀座１－２４－３

銀座マスキービル８Ｆ
104-0061

東京都中央区銀座１－２

４－３　銀座マスキービ

ル８Ｆ

基本的な操作が可能な方

（Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ、

ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ）

試用期間あり ３カ月 200,000円～350,000円
＊美と健康に関する商品を主にインター

ネットにて通信販売

創業以来順調に業績を伸ばしてい

ます。今後化粧品をはじめ新しい

商品を販売し、事業の拡大を図っ

ていきたい。　※ＴＯＫＹＯ働き

方改革宣言企業　※プレミアムフ

ライデー制度一部導入

代表取締役 中島　健太郎
飯田橋公共職業安定

所

株式会社　アイエンジニアリング

スタッフ　東京支店
http://www.ie-staff.co.jp 一般事務（東京支店）／正社員

お仕事を探す人、人材を求める企業との橋渡しをする仕事です。　・一般

事務、請求書、労務管理、メール、電話、来客対応　・求職者の募集、選

考、面接、提案の補助（営業補助）　・スタッフの管理、フォロー　・見

積書、資料作成など　＊男女問わず活躍している職場です

労働者派遣業 105-0003
東京都港区西新橋１丁目１０－１

正直屋ビル８階
105-0003

東京都港区西新橋１丁目

１０－１　正直屋ビル８

階

エクセル・ワード（基本操

作）
試用期間あり ３～６ヵ月 220,000円～300,000円

岩田地崎建設（株）グループの関連会

社。主に建設分野の技術者を大手ゼネコ

ン、各地の有力建設会社、建設コンサル

タント企業へ派業、及び、職業紹介を通

じ人と企業のマッチングをしています。

北海道、東北、関東、関西を中心

としたネットワークで、４０代～

５０代の建設技術者を中心に多職

種に渡り、幅広い年齢層の方が現

場で活躍中です。

代表取締役 宮川　功 品川公共職業安定所

株式会社　グッドスポーツ https://www.goodsports.jp/ マラソン大会の企画・運営
会場の確保及び申請業務　企画・コースの設定　募集業務　会場の設営と

当日の運営　ＰＣにて予約管理やメール対応　電話の応対　など

他に分類されない事業サービ

ス業
144-0052 東京都大田区蒲田１丁目７－２７ 144-0052

東京都大田区蒲田１丁目

７－２７

ワード、エクセル、パワー

ポイント
試用期間あり ６ケ月 200,000円～230,000円

マラソン大会の主催を行っています。企

画から当日の運営まで一貫して行いま

す。その他企業からの大会を請負やコン

サルタントも請け負っています。

年間４０大会程を主催しており、

約２万人の方をサポートしていま

す。平日は予約の処理や大会の準

備、週末は大会を行います。

代表取締役 山田　靖 大森公共職業安定所

豊友物産　株式会社 http://www.hoyu-bussan.co.jp/ 営業職／千代田区

商社として取り扱い商品の販売を担当していただきます。　取り扱い商品

は鉄鋼製品、機械及び部品です。　日々の営業活動はルートセールスが主

となります。　お客様の求めるものを総合的にサポートし、提案や情報提

供　して受注につなげる活動を行っていただきます。　　※採用後２～

３ヶ月程度、本社（清須市）で研修を行います。　（本社研修中宿泊施設

は、会社にて準備致します）　　その後、東京営業所勤務となります。

東京都千代田区 産業機械器具卸売業 452-0905
愛知県清須市須ケ口１９００番地

１
101-0045

東京都千代田区神田鍛冶

町３丁目５番地８　ＫＤ

Ｘ神田北口ビル８階　当

社東京営業所

エクセルでの見積作成等 試用期間あり ３ヶ月 185,000円～210,000円

鉄鋼・機械系の商社です。（東証１部上

場　豊和工業（株）の関連会社です）

取扱品目は、素形材及び関連機械、工作

機械及び関連部品、油空圧機器、環境整

備機器等であります。

当社は、社員一人一人がお客様と

メーカーを結ぶ良きコーディネー

ターでありたいと考え、営業活動

しています。フットワークの良さ

が、当社のモットーです。

代表取締役 関谷　勝彦
名古屋中公共職業安

定所

株式会社平和興業　四谷駅前オ

フィス
http://www.bellus-vita.net/

不動産賃貸業・管理業／未経験者も歓

迎

女性スタッフが中心の職場です。　育児とお仕事を両立したい方、大歓迎

いたします！　いわゆる大家さんなので、わりとのんびりとした職場で

す。　　仕事内容は不動産に関わる一般事務と、自社物件（渋谷区・千代

田区・新宿区）の見回り確認となります。　　事務：契約書類整理、仲介

会社への自社物件情報提供、入出金管理、入退去管理、入居者対応。　見

回り確認：所有物件の見回り。（清掃、設備管理はビルメンテナンス会社

に委託しているので、委託業務の品質チェックが見回りの主目的）、原状

回復工事の終了確認などの現場確認。＃マザーズ

管理，補助的経済活動を行う

事業所（６９不動産賃貸業・

管理業）

160-0004 東京都新宿区四谷１丁目４番地 160-0004
東京都新宿区四谷１丁目

４番地

簡単なワード・エクセル入

力。
試用期間あり ６ヶ月 250,000円～250,000円

不動産賃貸業（２物件所在地：渋谷区・

新宿区）　不動産管理業（８物件所在

地：渋谷区・千代田区・新宿区）　アー

ト作品展示（四谷駅前オフィス）

元旅館業の地主系の不動産業者で

す。売り上げの８割は自社所有ビ

ルの賃料収入と残りはグループ会

社所有ビルの管理受託費のため、

ノルマもなく、マイペースで働く

ことができると思います。

代表取締役 鏑木由多加 新宿公共職業安定所

株式会社　春日工業所 一般事務

・総務、経理業務　　・労務管理、勤怠管理　　・受発注業務　　・シス

テムへのデータ入力等　　・電話応対、清掃、その他庶務全般　　・各種

資料作成（ワード、エクセル）

自動車・同附属品製造業 182-0012
東京都調布市深大寺東町５－２５

－１
182-0012

東京都調布市深大寺東町

５－２５－１
ワード、エクセル 試用期間あり ３ヶ月 200,000円～250,000円

自動車、建設機械のメーカーの協力会社

として、エンジン等駆動部の金属部品の

加工、組立を行っています。

中途入社の方が多くフレンドリー

です。どこよりも安く早くうまく

作る知恵と技術があります。

代表取締役 武井　信也 府中公共職業安定所



ＷＩＺＮＥＴＰＬＵＳ　株式会社 http://wiznetplus.com 一般事務および営業事務

◎一般事務および営業事務のお仕事です。　　・一般事務　　・電話応対

・請求書作成　　・見積り作成　　・入局、退局の確認　　・ほか、雑務

＊未経験の方も丁寧に指導致しますので安心して応募できます。　☆本社

（府中市）での正社員求人です！

東京都府中市 電気通信・信号装置工事業 183-0056
東京都府中市寿町１－１－１１

第２福井ビル５０３
183-0056

東京都府中市寿町１－１

－１１　第２福井ビル５

０３

ＰＣ基本操作（エクセル・

ワード）必須
試用期間あり ３ヶ月 182,500円～250,000円 電気通信建設業・施工管理。

平成２３年１１月、事業拡大に伴

い新法人として設立。主に携帯電

話用通信基地局の施工、その他に

電気工事や再エネの施工管理を

行っています。本社の他、大月、

青森、札幌に営業所があります。

代表取締役 小俣　達矢 府中公共職業安定所

有限会社　斎田簿記コンサルト https://saidaoffice.jp/ 事務職
社会福祉法人向け（主に保育園・特養老人ホーム・児童養護施設）　・経

理代行　・経営コンサルティング　・設立コンサルティング

経営コンサルタント業，純粋

持株会社
113-0033 東京都文京区本郷　３－２１－８ 113-0033

東京都文京区本郷　３－

２１－８

エクセル・ワードによる表

計算・文書作成
試用期間なし 230,000円～230,000円

社会福祉法人向けの会計及び経営コンサ

ルティング
アットホームな職場です。 代表取締役 斎田　明秀

飯田橋公共職業安定

所

尚禾　株式会社 http://www.shokagroup.co.jp/
セールスマーケティング・セールスプ

ロモーション

＊人材派遣サービスの企画、提案　＊クライアント企業様の商品販売戦略

の提案　　実際の販売サポート　＊新規事業開拓の企画、提案、営業

※営業、販売の方法に関して当社研修あり　※事業内容によって就業場所

変更の可能性あり　※日本語能力Ｎ２レベル以上が必要です　※ベテラン

がＯＪＴでお教えします　　営業エリア：１都３県（東京、千葉、埼玉、

神奈川）

東京都台東区 労働者派遣業 110-0012
東京都台東区竜泉３丁目３１－１

３　尚禾ビル
110-0012

東京都台東区竜泉３丁目

３１－１３　尚禾ビル
試用期間あり ６ヶ月 208,000円～348,000円

・人材派遣事業：派１３－３０５６４

３・人材紹介業：１３－ユ－３０６６８

９・人材コーディネート／コンサルティ

ング・企画・営業。パソコン・携帯販

売・サービス。

私たちはグローバル社会で活躍す

る総合商社です。人とのつながり

を大切に、社員一人ひとりを尊重

し向き合い、一人ひとりの個性を

活かし様々な分野に挑戦し、社員

と共に成長していく企業です。

代表取締役 王　聖恩 上野公共職業安定所

株式会社プライムスタイル https://primestyle.co.jp/
営業職（インサイドセールス及び

フィールドセールス）

インサイドセールス（メール、電話など非対面でお客様に対する内勤営

業）　顧客との商談　顧客からのサービス問い合わせ対応　問い合わせ内

容をまとめて企画部門へ連携　　フィールドセールス（法人営業）　シス

テム開発、アプリ開発、人材案件の新規クライアント開拓　先端技術を

使ったソリューション提案やシステム企画提案　見積書および請求書の作

成

ソフトウェア業 162-0041
東京都新宿区早稲田鶴巻町５１３

１　早稲田大学研究開発センター
162-0041

東京都新宿区早稲田鶴巻

町５１３１　早稲田大学

研究開発センター

試用期間あり ６ヶ月 200,000円～600,000円 コンピューターシステム開発事業

東京の株式会社プライムスタイル

とベトナム国ホーチミン市の　プ

ライムラボ（ベトナム法人）から

なるソリューションカンパニーで

す

代表取締役 奥田　聡 新宿公共職業安定所

日本酸水素　株式会社
一般高圧ガス・溶材等の営業／江戸川

区

工場向けの一般高圧ガス、溶材等の営業を担当します。（主な担当業務）

・対企業（ＢｔｏＢ）の営業活動。主な活動エリアは東京都２３区東部・

千葉県西部・埼玉県南部。ルート営業中心であり飛び込み営業は基本的に

ありません。・定型フォームのある納品書、請求書などの営業に関する簡

単な書類作成（簡単なパソコン入力操作があります）・商品管理　等　◆

未経験や異業種からスタートした社員が多数活躍中！業務に慣れるまでは

先輩社員一から教え、しっかりサポートしますので、営業未経験の方も安

心してご応募ください。既卒・学校卒業後３年以内の方の応募も大歓迎で

す。

東京都江戸川区 燃料小売業 169-0074
東京都新宿区北新宿２－１２－１

２
133-0043

東京都江戸川区松本一丁

目３４番５号　日本酸水

素株式会社　江戸川営業

課

簡単なパソコン入力操作有

（オフィスソフト、販売ソ

フト）

試用期間あり ３ヶ月 240,000円～280,000円 一般高圧ガス・熔接材料の販売
伊藤忠エネクス株・伊藤忠工業ガ

ス株のグループ会社

代表取締役

社長
谷口　洋三 新宿公共職業安定所

ダートコーヒー株式会社 珈琲のルート営業
決まったお客様に自家焙煎の珈琲などを配達する仕事です。　　未経験者

も丁寧にご指導いたします。
食料・飲料卸売業 136-0082

東京都江東区新木場１－１１－１

６
136-0082

東京都江東区新木場１－

１１－１６
試用期間あり １か月 190,000円～200,000円 珈琲の自社焙煎および食品卸売業

お客様（カフェ・ビジネスホテル

等）のニーズに合った珈琲をご提

案して、焙煎後、直接お届けして

います。

代表取締役 目黒孝志 木場公共職業安定所

株式会社　カンワ工業資材 http://kanwa.co.jp/index.html 製造業の営業職

営業受注により樹脂材料による機構部品等の受注生産品を、自社工場他で

製造し納入します。営業担当者の募集です。　・自社製造工場を持つ営業

部でのお仕事です。　・既存担当営業の後継者目的です。　・企業顧客へ

の定期訪問（営業活動）、販路拡大の営業。　・製造品に対する顧客との

打ち合わせ。　・新規顧客の開拓。　　ものづくり、樹脂業界未経験者の

方でも一から共にお教えします。　営業の際は、社用車（乗用車ＡＴ）を

使用していただきます。

プラスチック板・棒・管・継

手・異形押出製品製造業
190-0013

東京都立川市富士見町７－３１－

１９
190-0013

東京都立川市富士見町７

－３１－１９
ワード、エクセル 試用期間あり ３か月 180,000円～300,000円

製造業　合成樹脂材を精密機械加工し医

用、映像、通信機器他各種部品及び溶液

を真空成型した各種試作品、製品の多種

少量製造

・より多くの情報を経験をいかし

素材の特色を発揮するよう客先の

身になって誠意努力する。・精密

化のため必須の向上、信頼性を高

める技術の向上と設備の改善には

不断の努力をしている。

代表取締役 長泉　寛太 立川公共職業安定所

栄光電気工事　株式会社 http://www.eidenkou.co.jp 一般事務／本社 役所申請（除却・竣工等）　図面整理 東京都府中市 電気通信・信号装置工事業 183-0035 東京都府中市四谷４－１６－１１ 183-0035
東京都府中市四谷４－１

６－１１
試用期間あり ３ヶ月 200,000円～300,000円

電気通信工事全般・電気工事全般（一般

用電気工作物・自家用電気工作物）

当社は小企業でありますが大手ー

部上場の企業と取引をしていま

す。施工技術を初心者にもわかり

やすく指導し技能検定及技能講習

を自社にて援助し作業の活性化を

計る作業従事者を育成してます。

代表取締役 齊藤　始 府中公共職業安定所

日本防犯カメラ　株式会社 http://bouhancamera.co.jp/ 営業職
防犯カメラの法人営業　年間休日１２７日｜賞与年２回｜飛び込み営業は

ありません

その他の各種商品小売業（従

業者が常時５０人未満のも

の）

104-0061
東京都中央区銀座３－１１－１１

第３３荒井ビル５階
104-0061

東京都中央区銀座３－１

１－１１　第３３荒井ビ

ル５階

試用期間あり ６か月 182,000円～304,000円

防犯カメラ等録画機器の販売、取付工事

を行っています。信頼性の高い国内外

メーカーの製品を幅広く取り扱っていま

す。防犯システムの提案、施工、保守ま

でワンストップサービスを行っていま

す。

創業以来着実に業績を伸ばし続

け、会社と社員が共に成長する会

社です。お客様にご満足いただく

ために、個々の能力や個性を大い

に発揮できる職場です。

代表取締役 日吉　邦益
飯田橋公共職業安定

所

株式会社　ミツバ 営業／台東区 ＊電話対応　＊発送業務　＊ルート営業 東京都台東区 他に分類されない卸売業 101-0024
東京都千代田区神田和泉町１－１

１
110-0016

東京都台東区台東１－６

－１　石山ビル１Ｆ　当

社事業所

パソコン操作（エクセル・

ワード）
試用期間あり ３ヶ月 180,000円～220,000円 ○ゴム・プラスチック製造販売

昭和２５年創業、以来業績順調に

経過し、今年の売上高は１０億５

千万円に達している。今後も手堅

く業況も推移する見込。

代表取締役 羽賀　真大
飯田橋公共職業安定

所

株式会社ズットモ http://www.zuttomo.jp 一般・営業事務
【概要】　運用統制業務のサポート　【業務内容】　・管理資料作成　・

議事録作成　・スケジュール・タスク管理・調整業務
東京都新宿区 ソフトウェア業 160-0023

東京都新宿区西新宿７ー５－９

ファーストリアルタワー新宿８０

４

160-0023

東京都新宿区西新宿７ー

５－９　ファーストリア

ルタワー新宿８０４

ｅｘｃｅｌ初級が使用でき

る
試用期間なし 189,000円～250,000円

企業システム設計・構築をしています。

主に事務作業が中心になります。リーダ

業務、サーバネットワーク運用の仕事を

メインに請けています。

エクセルが得意な事務員やＩＴエ

ンジニアを中心に積極的に採用予

定、社長自ら教育サポートと人材

育成を行います。ＩＴコンサルタ

ント、サーバネットワークエンジ

ニアを中心に構成されています。

代表取締役

社長
西　優輔 新宿公共職業安定所

株式会社ズットモ http://www.zuttomo.jp コールセンター受信事務
【概要】　コールセンター業務のサポート　【業務内容】　・電話応対

・問い合わせ内容入力
東京都新宿区 ソフトウェア業 160-0023

東京都新宿区西新宿７ー５－９

ファーストリアルタワー新宿８０

４

160-0023

東京都新宿区西新宿７ー

５－９　ファーストリア

ルタワー新宿８０４

試用期間なし 189,000円～250,000円

企業システム設計・構築をしています。

主に事務作業が中心になります。リーダ

業務、サーバネットワーク運用の仕事を

メインに請けています。

エクセルが得意な事務員やＩＴエ

ンジニアを中心に積極的に採用予

定、社長自ら教育サポートと人材

育成を行います。ＩＴコンサルタ

ント、サーバネットワークエンジ

ニアを中心に構成されています。

代表取締役

社長
西　優輔 新宿公共職業安定所

株式会社　開店市場 http://www.kaitenichiba.jp 一般事務＜江戸川区＞

Ｅｘｃｅｌ入力や書類整理などをお任せします。　　電話対応、日程調整

（営業担当のお客様訪問日を調整）、　　来客応対（お茶出し等）事務所

内の簡単なお掃除等の仕事です。

他に分類されない卸売業 132-0031
東京都江戸川区松島１丁目２８－

１１
132-0031

東京都江戸川区松島１丁

目２８－１１

エクセルシートへの入力と

メールの送受信が出来る方
試用期間あり ３ケ月 180,000円～200,000円

２０００年創業の中古動産総合商社で

す。事業拠点は札幌から福岡までの１４

ケ所で全国をカバー、リース満了物件や

遊休資産を買い取ります。あらゆる動産

を取り扱う点が最大の強みです。

「元気・笑顔」を大切にしていま

す。社員一同、開店市場に関わる

すべての方々の満足のために、よ

り一層の努力と改善を続けており

ます、だから開店市場の周りに

は、いつも笑顔があふれてます。

代表取締役

社長
酒井　智浩 木場公共職業安定所

ツバメ工業　株式会社 http://www.8441.jp 営業（東京）＊

＊営業（ルート販売）　　・お客様に気に入られる自信のある方　＊関東

全域（日帰り出張のみ）　＊外国人も受入れしています。（日本語の話せ

る方）　＊働き方改革を見据えた増員です。　　※一般トライアル雇用併

用求人　　新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用併用求人　　ト

ライアルでの応募を希望される方は、応募要件を満たすことが　必要です

ので、相談窓口にてご確認下さい。　★トライアルで応募の方は面接選考

いたします。

東京都千代田区 紙製品製造業 769-1615
香川県観音寺市大野原町丸井８１

７－７（丸井工業団地内）
102-0072

東京都千代田区飯田橋３

－６－７

ミハルビル３０２

試用期間あり ６ヶ月 230,000円～300,000円

封筒製造販売業

ＩＳＯ９００１及びＩＳＯ１４００１認

証事業所

創業１１０周年を迎えた伝統ある

安定した会社ですが、現在は第三

創業期として、５Ｓ、ＪＩＴ、Ｉ

ＳＯ等導入して新生ツバメを再構

築して、全社一丸となって勝ち組

になっています。

代表取締役

社長
石川　喜平

観音寺公共職業安定

所



ツバメ工業　株式会社 http://www.8441.jp 営業アシスタント（東京）＊

＊営業（ルート販売）の補助業務　　・お客様に気に入られる自信のある

方　＊関東全域（日帰り出張のみ）　＊外国人も受入れしています。（日

本語の話せる方）　＊働き方改革を見据えた増員です。　　※一般トライ

アル雇用併用求人　　新型コロナウイルス感染症対応トライアル併用求人

トライアルでの応募を希望される方は、応募要件を満たすことが　　必要

ですので、相談窓口にてご確認下さい。　★トライアルでの応募の方は面

接選考いたします。

東京都千代田区 紙製品製造業 769-1615
香川県観音寺市大野原町丸井８１

７－７（丸井工業団地内）
102-0072

東京都千代田区飯田橋３

－６－７

ミハルビル３０２

試用期間あり ６ヶ月 180,000円～200,000円

封筒製造販売業

ＩＳＯ９００１及びＩＳＯ１４００１認

証事業所

創業１１０周年を迎えた伝統ある

安定した会社ですが、現在は第三

創業期として、５Ｓ、ＪＩＴ、Ｉ

ＳＯ等導入して新生ツバメを再構

築して、全社一丸となって勝ち組

になっています。

代表取締役

社長
石川　喜平

観音寺公共職業安定

所

株式会社　トータルマネージメン

トパートナー
http://www.tmpartner.co.jp

ＩＣＴソリューションシステムに関す

る技術営業

法人向けＩＣＴソリューションシステムの提案・企画・デモンストレー

ション（音響系システム、ネットワークシステム、サーマルカメラ等）

＊提案書・企画書の作成　＊技術営業サポート　＊各装置のシステム設定

変更対応　＊デモンストレーション時の機器設置及び動作チェック　＊技

術的質問に対する対応

東京都渋谷区 固定電気通信業 277-0852
千葉県柏市旭町１丁目３－３　Ｓ

Ｋヴィラ２　１００８号
150-0002

東京都渋谷区渋谷３－２

９－２０　株式会社　協

和エクシオ

Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ、Ｐ

ｏｗｅｒＰｏｉｎｔが使え

ること

試用期間あり ３ヶ月 209,632円～335,440円

電気通信工事及び電気通信に関するコン

サルティング　電気通信事業に関わるシ

ステム開発及び保守の受託　労働者派遣

事業（派１２－３００７８３）

社歴は浅いですが、確実に実績を

積み、毎年成長している会社で

す。スキルアップの為の資格取得

も可能です。

代表取締役

社長
清水　正人 松戸公共職業安定所

株式会社　トクチョー https://www.tokucho.co.jp/ 【正社員】リサーチスタッフ

顧客の依頼に基づき、取材等を通して調査レポートを作成していただくお

仕事です。　・求人に応募してきた人の履歴書・職務経歴書の申告に詐称

がないか弊社独自のリファレンスチェックを実施する採用調査や、イン

ターネット・ＳＮＳ等からの情報収集を行っていただきます。　　・導入

研修がありますので探求心が旺盛な方であれば未経験でも活躍していただ

くことができます。　・またご自身のキャリア、適性に応じてその他の調

査業務にステップアップしていただくことも可能です。

その他の専門サービス業 103-0011

東京都中央区日本橋大伝馬町１１

－８　　　フジスタービルディン

グ日本橋９Ｆ

103-0011

東京都中央区日本橋大伝

馬町１１－８　　　フジ

スタービルディング日本

橋９Ｆ

基本的なＰＣ操作 試用期間あり ３ヶ月 180,000円～240,000円

〈総合調査業〉　企業各社からの依頼に

よる信用調査・市場調査・分析等の各種

調査を全国ネットで展開。　法律事務所

からの相談にも対応。

「誠実」「堅実」「着実」を社是

とし、創業以来五十余年に渡り総

合調査業のリーディングカンパ

ニーとして業界屈指の地歩を確

立。

代表取締役 荒川　一枝
飯田橋公共職業安定

所

ＫＩＡトラスト　株式会社 http://www.kia-trust.com 総務・経営企画 一般事務全般　　総務業務　　経営管理・企画
不動産賃貸業（貸家業，貸間

業を除く）
100-6030

東京都千代田区霞が関三丁目２番

５号　霞が関ビル３０階
100-6030

東京都千代田区霞が関三

丁目２番５号　霞が関ビ

ル３０階

試用期間あり ３か月 200,000円～240,000円

不動産仲介、売買、賃貸、管理業務、不

動産証券化商品、その他金融資産に関す

る業務、その他資産運用、管理、経営及

び財務に関するコンサルティング

私どもは、お客さまに信頼され、

喜んでいただけることを第一とし

かつ、不動産という“個別かつ具体

的な資産”を取り扱うにあたりお客

様のニーズを的確にとらえた高品

質なサービスを提供します。

代表取締役 鄭　武壽
飯田橋公共職業安定

所

株式会社　プロコレクション http://www.ktm-nakano.com
オートバイ販売、営業職（ＫＴＭ杉

並）

オーストリアのバイクメーカーＫＴＭのオートバイをお客様のニーズに合

わせて販売して頂くお仕事です。来店されたお客様の要望にお応えするの

が主なお仕事ですがＷＥＢＳＨＯＰの返信や仕分け発送作業、オートバイ

の登録の際に必要な書類作成等になります。

東京都杉並区
機械器具小売業（自動車，自

転車を除く）
168-0082

東京都杉並区久我山３丁目８－７

マーベラス久我山１Ｆ
168-0082

東京都杉並区久我山３丁

目８－７　マーベラス久

我山１Ｆ

試用期間あり ３ヶ月 200,000円～370,000円

オーストリアのオートバイメーカー「Ｋ

ＴＭ」の専門店です。ＫＴＭの販売・修

理・パーツ・アパレル販売・ＷＥＢＳＨ

ＯＰ管理と業務は様々です。

お客様に喜んで頂くお店作りを

モットーに多数のイベントを行っ

ております。仕事は大変忙しいの

ですが、やりがいのある仕事で

す。

代表取締役 丹生谷　光二 新宿公共職業安定所

株式会社　クア・ソリューション http://www.quasolution.jp/ 営業職

遊休設備の査定及び仕入れたタンク・機械の販売を担当頂きます。　主な

営業先は、飲料、食品、製薬等の製造会社です。　　お客様の事業拡大や

新規事業に貢献できる仕事です。　　　＊社用車あり

東京都板橋区 その他の専門サービス業 939-2744 富山県富山市婦中町地角５９６ 175-0094

東京都板橋区成増２丁目

１０－３三栄ドメール３

０１号　東京オフィス

ワード　エクセル 試用期間あり ３カ月 250,000円～400,000円

食品機械や製薬・化学工場の遊休機械や

設備を買取販売している会社です。工場

で点検修理をして新たなお客様に販売。

プラント提案にも力を入れており、お客

様に選ばれる会社を目指しています

取扱商品は多種多様ですので、機

械やプラントの幅広い知識・経験

が身につきます。毎日、全国より

お客様が見学に来社されており、

忙しい中にも充実した毎日で、非

常にやりがいがあります。

代表取締役 若林　樹伸 富山公共職業安定所

株式会社　プロフィールド https://www.profield.jp システム営業（東京都）

自社製品及びシステム構築の法人向けソリューション営業。　セミナーや

プロモーション活動による問い合わせに対し　顧客や販売会社への製品提

案を行っていただきます。　　主に、カタログやマニュアルなどを取り扱

う企業や制作会社、　雑誌やフリーペーパーなどを扱う出版社、　新聞

社、印刷会社などが取引先となります。　　※飛込みなどの営業活動はご

ざいません。

東京都港区 ソフトウェア業 541-0045
大阪府大阪市中央区道修町３丁目

３－１１　旭光道修町ビル５Ｆ
108-0074

東京都港区高輪３丁目１

２－４－２０３　東京支

店

コンピュータ知識

※ＸＭＬの知識あ

る方歓迎

試用期間あり ２～３ヶ月 150,000円～150,000円
コンピュータソフトウェアの開発及び

パッケージソフトの販売。

コンピュー夕ソフ卜ウェアの独自

技術を基に自社パッケージソフト

の開発・販売を行っております。

少数精鋭の会社ですが、業績も順

調に伸びています。

代表取締役 植野　博
大阪東公共職業安定

所

株式会社　ＲＩＳＥ メディア営業（新宿支店）
ネットメディアへ掲載を希望されるお客様に掲載プランをご提案していた

だきます。
東京都新宿区 広告業 542-0081

大阪府大阪市中央区南船場２丁目

６－２４　ＫＯＣビル４Ｆ
160-0023

東京都新宿区西新宿７－

７－２８　第二山本ビル

２０２　株式会社ＲＩＳ

Ｅ　新宿支店

特になし 試用期間あり ３ヶ月 230,000円～800,000円

自社でメディアを持ち、運営まで一貫し

て行っている会社です。企業のＨＰの企

画やデザイン、マ－ケティングコンサル

なども行い業種ごとに経営課題を解決し

ます。その他ブランドリサイクル業等。

設立して間もない企業の為、プラ

スになる提案など積極的に取り入

れていく会社です。グループ企業

にｗｅｂ制作やリサイクル事業な

と展開しており、様々な事業や役

職に取り組むことが可能です。

代表取締役 和田　崇宏
大阪西公共職業安定

所

株式会社　ＲＩＳＥ ＨＰ営業（幹部候補）／新宿支店

ＨＰをメインとし、Ｗｅｂ関連全般的にお客様のニーズをヒアリングし、

ベストな商材やプランをお客様に提案し、商談、打ち合わせなどを行って

頂きます。　　業界や営業未経験がほとんどの会社ですので、マニュアル

もあり、先輩たちが一から丁寧に研修します。

東京都新宿区 広告業 542-0081
大阪府大阪市中央区南船場２丁目

６－２４　ＫＯＣビル４Ｆ
160-0023

東京都新宿区西新宿７－

７－２８　第二山本ビル

２０２　株式会社ＲＩＳ

Ｅ　新宿支店

試用期間あり ２ヶ月 230,000円～800,000円

自社でメディアを持ち、運営まで一貫し

て行っている会社です。企業のＨＰの企

画やデザイン、マ－ケティングコンサル

なども行い業種ごとに経営課題を解決し

ます。その他ブランドリサイクル業等。

設立して間もない企業の為、プラ

スになる提案など積極的に取り入

れていく会社です。グループ企業

にｗｅｂ制作やリサイクル事業な

と展開しており、様々な事業や役

職に取り組むことが可能です。

代表取締役 和田　崇宏
大阪西公共職業安定

所

Ｃｌｏｃｏ株式会社 www.clocoinc.com
管理部（経理／財務／総務）／新宿・

文京区／トライアル併用

経理／財務／総務全般・会計業務（会計管理、予実管理）・労務管理（採

用管理、入退社管理等）・総務事務業務（契約書管理・各種申請）＊その

他、備品管理・電話対応・来客対応などをご担当いただきます

東京都新宿区 情報処理・提供サービス業 112-0003
東京都文京区春日２丁目１０－１

５　志知ビル５階Ａ号
162-0806

１新宿区榎町３３－１

ザ・スクエアー８Ｆ（当

社事務所）　２新宿区早

稲田鶴巻町５４３－７Ｎ

Ｓビル２Ｆ（当社事務

所）　他　特記事項参照

パソコンの基本的な操作

＊未経験の方にも丁寧に指

導いたしますので安心して

下さい

試用期間あり ６ヶ月 190,482円～432,914円

国内高シェアのＩＰ電話サービス、クラ

ウドＰＢＸ、クラウドコールセンター

（日英版、自社システム）の開発、提

供、サポート。　数万ユーザー

自社システムの開発、提供、サ

ポート。日英語の提供。　海外、

地方拠点あり。導入実績は数万件

（法人・個人）、　海外向けも販

売。システム拠点多数。

代表取締役 小川　裕司
飯田橋公共職業安定

所

Ｃｌｏｃｏ株式会社 www.clocoinc.com
営業事務／庶務／新宿・文京区／トラ

イアル併用

営業事務、庶務事務全般・各種書類作成・管理・発注業務、備品管理・電

話・来客対応
東京都新宿区 情報処理・提供サービス業 112-0003

東京都文京区春日２丁目１０－１

５　志知ビル５階Ａ号
162-0806

１　新宿区榎町３３－１

ザ・スクエアー８Ｆ（当

社事務所）　２　新宿区

早稲田鶴巻町５４３－７

ＮＳビル２Ｆ（当社事務

所）　他　特記事項参照

パソコンの基本的な操作

＊未経験の方にも丁寧に指

導いたしますので安心して

下さい

試用期間あり ６ヶ月 190,482円～432,914円

国内高シェアのＩＰ電話サービス、クラ

ウドＰＢＸ、クラウドコールセンター

（日英版、自社システム）の開発、提

供、サポート。　数万ユーザー

自社システムの開発、提供、サ

ポート。日英語の提供。　海外、

地方拠点あり。導入実績は数万件

（法人・個人）、　海外向けも販

売。システム拠点多数。

代表取締役 小川　裕司
飯田橋公共職業安定

所

Ｃｌｏｃｏ株式会社 www.clocoinc.com
カスタマーサポート／事務／新宿区・

文京（トライアル併用）

自社サービスのユーザーサポートをお願いします。・ＩＰ電話、コールセ

ンターシステムのサポート・製品操作説明、製品購入方法、解約方法、支

払い方法の案内・メンテナンスの告知、顧客対応・設備の移動の案内、調

整・各部門との調整、製品開発へのフィードバック、顧客ニーズの営業

フィードバック、顧客の問い合わせに応じ、顧客満足度の向上のため、一

緒に問題解決に取り組んでいただきます。

東京都新宿区 情報処理・提供サービス業 112-0003
東京都文京区春日２丁目１０－１

５　志知ビル５階Ａ号
162-0806

１新宿区榎町３３－１

ザ・スクエアー８Ｆ（当

社事務所）　２新宿区早

稲田鶴巻町５４３－７Ｎ

Ｓビル２Ｆ（当社事務

所）　　他　特記事項参

照

パソコンの基本的な操作

＊未経験の方にも丁寧に指

導いたしますので安心して

下さい

試用期間あり ６ヶ月 190,482円～432,914円

国内高シェアのＩＰ電話サービス、クラ

ウドＰＢＸ、クラウドコールセンター

（日英版、自社システム）の開発、提

供、サポート。　数万ユーザー

自社システムの開発、提供、サ

ポート。日英語の提供。　海外、

地方拠点あり。導入実績は数万件

（法人・個人）、　海外向けも販

売。システム拠点多数。

代表取締役 小川　裕司
飯田橋公共職業安定

所

Ｃｌｏｃｏ株式会社 www.clocoinc.com
営業／企画／新宿区・文京区（トライ

アル併用）

クラウドＰＢＸの営業・マーケティング・販売促進をお願いします・電

話、メールによる問い合わせ対応・顧客への訪問、提案・提案、販売促進

のための企画、資料作成・サービス向上のための企画・顧客情報のフィー

ドバック取りまとめ・料金の回収・デモンストレーション

東京都新宿区 情報処理・提供サービス業 112-0003
東京都文京区春日２丁目１０－１

５　志知ビル５階Ａ号
162-0806

１新宿区榎町３３－１

ザ・スクエアー８Ｆ（当

社事務所）　２新宿区早

稲田鶴巻町５４３－７Ｎ

Ｓビル２Ｆ（当社事務

所）　　他　特記事項参

照

パソコンの基本的な操作

＊未経験の方にも丁寧に指

導いたしますので安心して

下さい

試用期間あり ６ヶ月 190,482円～432,914円

国内高シェアのＩＰ電話サービス、クラ

ウドＰＢＸ、クラウドコールセンター

（日英版、自社システム）の開発、提

供、サポート。　数万ユーザー

自社システムの開発、提供、サ

ポート。日英語の提供。　海外、

地方拠点あり。導入実績は数万件

（法人・個人）、　海外向けも販

売。システム拠点多数。

代表取締役 小川　裕司
飯田橋公共職業安定

所

株式会社アップタウン http://www.uptown.co.jp 不動産仲介営業／用賀

◎インターネットや新聞広告等からお問い合わせをいただいた　　お客様

を対象とする完全反響営業のお仕事です。　　・「住みたい街ランキン

グ」でも常に上位である世田谷区、　　目黒区を中心に高額物件をメイン

に様々な物件の提案。　・新築、中古の戸建てからマンション、土地まで

を扱います。　・企業の幹部や著名人も比較的に多いのが特徴です。

★３ヶ月間の研修制度（ＯＪＴ含）があるので安心★　★入社後は先輩に

付いて、少しずつ学んでいってください★

東京都世田谷区 建物売買業，土地売買業 158-0097
東京都世田谷区用賀二丁目３４番

１３号
158-0097

東京都世田谷区用賀二丁

目３４番１３号

　・ＰＣ基本操作（データ

入力）
試用期間あり ３ヶ月 250,000円～270,000円

「山の手住宅街」である世田谷区・目黒

区を中心に住宅や住宅用地の販売店が仲

介を行っています。店舗は、用賀駅徒歩

２分に立地する世田谷本店、自由が丘

店、尾山台店の３店舗になります。

お客様の属性は、富裕層を中心に

各界の著名人や医師・会社経営者

などが多数いらっしゃいます。入

社時から先輩社員に同行しながら

実務研修を行います。未経験者で

も大丈夫です。

代表取締役 濱田　繁敏 渋谷公共職業安定所

アルプス住宅サービス株式会社 http://www.alps-jutaku.co.jp 不動産　管理事務
アパート・マンション管理会社の事務職　リフォーム見積り作成や入居者

の募集業務、入居者への修理等の対応業務。
東京都豊島区 不動産代理業・仲介業 170-0013

東京都豊島区東池袋１－４２－１

２　ステーションサイドビル２Ｆ
171-0014

東京都豊島区池袋２－１

４－４－２階
基本的なオフィス操作 試用期間あり ３カ月 180,000円～180,000円

不動産賃貸の仲介・管理。不動産売買仲

介。

仕事は厳しく職場は明るく楽しく

がモットーです。
代表取締役 下倉　哲也 池袋公共職業安定所



株式会社　ボンズ http://www.bonds-eco.jp 法人営業

お仕事内容としては、営業全般のお仕事となります。　　・新規顧客獲得

・電話対応　　・来客対応　　・既存顧客対応　　・行政確認

・資料作成　　　　　　・新規事業開拓　　少人数の会社なので、多様な

業務を任されるかもしれませんが、自分自身の成長を考えている方には最

適な環境です。

東京都八王子市 他に分類されない小売業 192-0046
東京都八王子市明神町４－７－１

５　落合ビル４Ｆ－Ｃ
192-0046

東京都八王子市明神町４

－７－１５　落合ビル４

Ｆ－Ｃ

パソコン操作に慣れている

方（ワード、エクセル、パ

ワーポイント、パソコン

ファイル操作等）

試用期間あり １～６ヶ月 170,069円～420,699円

再生可能エネルギー、環境事業全般「太

陽光、風力、地熱等」　コンサルティン

グ事業　飲食店運営事業

まだ新しい会社ですが、第３期売

上高３億円を達成しました。これ

からの未来に繋がる環境事業を通

して、企画開発～コンサルティン

グ営業までを扱う仕事を行ってい

ます。

代表取締役 渡辺　琢磨
八王子公共職業安定

所

株式会社　久田　（チーズ王国） https://www.cheese-oukoku.co.jp チーズ販売員／立川市

チーズのプロになろう！日本ではチーズのプロが足りません。チーズの真

のプロになり、これから伸びるチーズのビジネスチャンスをつかみません

か？　○セミナーコース：３～５年当社で就業していただき、社内資格制

度を取得後チーズの知識を身に付けると、講師としてチーズセミナー開く

ことができます。　○独立コース：５～８年当社で就業していただき、当

社のバックアップのもと、全国の一流デパート、駅ビルに自分の　お店を

持つことが出来ます。　※当社で働くことによってチーズのプロになれま

す。若いうちに技術を身につけ将来の安定を！

東京都立川市 その他の飲食料品小売業 190-0003 東京都立川市栄町４－１６－１ 190-0012

東京都立川市曙町２－５

－１　　　　伊勢丹立川

店Ｂ１　当社店舗

試用期間あり ３ヶ月 192,000円～255,000円

・チーズ本来の味を求め、世界から選び

抜いたチーズを中心とした販売業務及び

チーズ関連食材の卸業務を含む（ホテ

ル、機内食、ネット販売等での販売を含

む。）・チーズの品質と状態管理。

世界のナチュラルチーズを直輸入

し百貨店・駅ビル等で販売。国内

２２店舗に加え、フランスのパリ

にチーズショップを展開。チーズ

のプロを唯一育てられる会社。

チーズ王国の独立支援制度有。

代表取締役 久田　謙 立川公共職業安定所

株式会社　サン電子 http://www.sundenshi-e.co.jp 営業（電子部品の販売）

・担当地区を持ち、得意先を訪問し、電子部品等の紹介、　　販売、見積

り提案　・既存販路の営業並びに納品　・営業車を使用して関東圏（担当

地区）を回ります。　・チームワークを大事にし皆で仕事をしていきま

す。最初は内勤　　業務で事務処理、商品知識の勉強会などで知識を覚

え、慣れてき　たら徐々に先輩社員と同行し覚えていただきます。　　＊

商品知識については、当社の勉強会あり。　＊ＯＪＴ研修あり。

電気機械器具卸売業 101-0021
東京都千代田区外神田６－１５ー

９　明治安田生命末広町ビル５Ｆ
101-0021

東京都千代田区外神田６

－１５ー９　明治安田生

命末広町ビル５Ｆ

試用期間あり ３ヶ月 169,098円～205,000円 半導体及び電子部品の販売

会社創立以来着実に業績を伸ばし

続け、安定成長を遂げている。ま

た毎年決算賞与がある会社であ

る。（会社所有保養所あり）

（株）村田製作所の代理店（１１

社ある中の１社）

代表取締役

社長
江部　哲人

飯田橋公共職業安定

所

株式会社ライフプラザＮＥＯ http://www.lifeplazaneo.com
ほけんの窓口／店頭アドバイザー／渋

谷

店舗にご来店されるお客さまへ相談会を実施し、保険の『わからない』を

解決していく仕事です！　【オススメポイント】　◇金融機関ならではの

安定基盤！コロナ禍でもしっかり働けます！　◇入社後約３ヶ月間の初期

研修制度があるので、未経験の方でも安心です！　　※事業所からのメッ

セージ欄に詳細を記載しております。併せてご確認ください！

東京都渋谷区 保険サービス業 150-0002
東京都渋谷区渋谷２－１４－１８

あいおい損保渋谷ビル５階
150-0002

東京都渋谷区渋谷２－２

０－１１　渋谷協和ビル

９階

ＰＣスキル：ワード（文章

作成）　　　　　　　エク

セル（データ入力、表計算

など）

試用期間あり ６ヶ月 216,000円～260,000円

・生命保険募集（取扱保険会社数　２５

社）　・損害保険代理業（取扱保険会社

数　１２社）　・お客様来店型の保険販

売募集乗合代理店

私達はお客様第一主義を最も大切

なテーマと捉えております。　自

らを高め人間として成長できる企

業を目指します。　●平均年齢３

６．０歳　男女比６：４

代表取締役 齋藤　正幸 渋谷公共職業安定所

株式会社ライフプラザＮＥＯ http://www.lifeplazaneo.com
ほけんの窓口／店頭保険アドバイザー

／三軒茶屋

店舗にご来店されるお客さまへ相談会を実施し、保険の『わからない』を

解決していく仕事です！　【オススメポイント】　◇金融機関ならではの

安定基盤！コロナ禍でもしっかり働けます！　◇入社後３ヶ月間の初期研

修制度があるので、未経験の方でも安心　です！　　※事業所からのメッ

セージ欄に詳細を記載しております。併せてご確認ください！

東京都世田谷区 保険サービス業 150-0002
東京都渋谷区渋谷２－１４－１８

あいおい損保渋谷ビル５階
154-0004

東京都世田谷区太子堂４

－１－１　キャロットタ

ワー１６階

ＰＣスキル：ワード（文章

作成）　　　　　　　エク

セル（データ入力、表計算

など）

試用期間あり ６ヶ月 216,000円～260,000円

・生命保険募集（取扱保険会社数　２５

社）　・損害保険代理業（取扱保険会社

数　１２社）　・お客様来店型の保険販

売募集乗合代理店

私達はお客様第一主義を最も大切

なテーマと捉えております。　自

らを高め人間として成長できる企

業を目指します。　●平均年齢３

６．０歳　男女比６：４

代表取締役 齋藤　正幸 渋谷公共職業安定所

株式会社ライフプラザＮＥＯ http://www.lifeplazaneo.com
ほけんの窓口／ライフパートナー／中

目黒

店舗にご来店されるお客さまへ相談会を実施し、保険の『分からない』を

解決していく仕事です！　【オススメポイント】　◇金融機関ならではの

安定基盤！コロナ禍でもしっかりと働けます！　◇入社後３か月間の初期

研修制度があるので、未経験の方でも安心です！　　※事業所からのメッ

セージ欄に詳細を記載しております。　併せてご確認ください！

東京都目黒区 保険サービス業 150-0002
東京都渋谷区渋谷２－１４－１８

あいおい損保渋谷ビル５階
153-0051

東京都目黒区上目黒１－

２６－１　中目黒アトラ

スタワー　アネックス棟

３階

ＰＣスキル：ワード（文章

作成）　　　　　　　エク

セル（データ入力、表計算

など）

試用期間あり ６ヶ月 216,000円～260,000円

・生命保険募集（取扱保険会社数　２５

社）　・損害保険代理業（取扱保険会社

数　１２社）　・お客様来店型の保険販

売募集乗合代理店

私達はお客様第一主義を最も大切

なテーマと捉えております。　自

らを高め人間として成長できる企

業を目指します。　●平均年齢３

６．０歳　男女比６：４

代表取締役 齋藤　正幸 渋谷公共職業安定所

株式会社　タスクオプチカル http://www.task-web.com 補聴器の店頭販売（竹の塚店）

＊当社補聴器専門店の小売販売業務です。　　＊聴力検査やお客様からヒ

アリング等を行い、　　お客様に最適な補聴器のご提案をします。　　＊

商品知識・販売の仕方等の研修、　　資格取得支援制度を完備していま

す。　　＊未経験の方も歓迎です。

東京都足立区 その他の機械器具卸売業 110-0016 東京都台東区台東四丁目２６－９ 121-0813
東京都足立区竹の塚１－

２３－９（当社店舗）
試用期間あり ３ヶ月 219,200円～380,000円

眼鏡フレーム、サングラス、シニアグラ

ス、補聴器の卸売商社として東京を中心

に全国４つの営業所で展開しています。

また補聴器専門の小売店を都内に６店舗

出店しています。

「企業は社員のものである」を

モットーにタスクグループは４５

周年を迎えました。取り扱い商品

は幅広い年代層に愛され、創業以

来の安定的な成長路線を継続して

く見込みです。

代表取締役 五十畑　武 上野公共職業安定所

株式会社　ＮＴＳＪＡＰＡＮ http://ntsjapan.com/ ソリューション営業
クライアントが持つ課題を解決するためのシステムの提案営業。　新規営

業と既存営業どちらもお任せする予定です。
ソフトウェア業 108-0073

東京都港区三田２－７－２２　三

田タウンハウス１Ｆ
108-0073

東京都港区三田２－７－

２２　三田タウンハウス

１Ｆ

試用期間あり ３ヶ月 180,000円～300,000円

ＩＴ業　・ソフトウエア設計（開発、テ

スト、評価）　・インフラ業務　・ヘル

プデスク、キッティング、その他全般。

人々や社会の為に貢献する為に８

つ（新しい、情報、戦略、感謝、

信頼、支援、成功、貢献）を存在

目的としています。

代表取締役 西川　滝豊 品川公共職業安定所

株式会社　リームー https://re-moo.com 営業

住宅リフォームに関する販売営業　＊アポ取りからプレゼン、クロージン

グまで　＊リフォーム工事に関する計画提案　　　◆未経験でもＯＫ、Ｏ

ＪＴあり、安心して働けます。　◆服装自由

東京都大田区 建築リフォーム工事業 143-0015
東京都大田区蒲田５－４５－５－

９０４
143-0015

東京都大田区蒲田５－４

５－５－９０４

エクセル、ワード、パワー

ポイント、メール
試用期間あり ３ヵ月 230,000円～500,000円

住宅リフォームに特化したコンサルティ

ング業　計画、設計、監理、点検、施工
代表取締役 水野　忠義 大森公共職業安定所

株式会社すまいるネット https://www.smilenet.co.jp
【氷河期世代限定求人】内勤営業（新

規テレアポ）

●内勤営業（新規テレアポ）　●既存顧客へのレポート送付、メール返信

（テンプレート有）　●既存顧客への連絡（メール、電話）　　●受付電

話（一次対応）　●事務業務の補佐（契約状況の確認、請求書、見積書の

作成など）　●その他サービスに関する社内の諸業務

東京都渋谷区 情報処理・提供サービス業 150-0001
東京都渋谷区神宮前１－２１－１

０　新清マンション３１
150-0001

東京都渋谷区神宮前１－

２１－１０　新清マン

ション３１

・Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌの

基本的な操作
試用期間あり 一か月 200,000円～210,000円

ホームページをお持ちのお客様を支援す

るＳＥＯ対策サービスやホームページ制

作・更新代行を提供しております。

２００６年の創業時から、中小企

業向けにＳＥＯ対策やＷｅｂ制作

の事業を中心に、少数精鋭で取り

組んでおります。

代表取締役 小野　敦 渋谷公共職業安定所

株式会社　スミダプロダクツ http://www.sumida-v.jp
営業職（従来得意先様訪問営業及び新

規開拓含む）要普免

お客様は企業様となります（一般消費者ではございません）。　　・化成

品等の材料卸し及び製品の販売。　　企画・構成・見積り等全てに携わっ

て頂きます。　　・営業手段としては車・電車等を使用し、材料・生地等

の納品業務　製品等の納品業務もございます。　　＊未経験者歓迎、丁寧

に指導致します。　＊当社は長い業歴から安定取引先安定受注の営業取引

です、長くお　勤め頂ける家族的雰囲気の企業です。

化学製品卸売業 125-0053 東京都葛飾区鎌倉２－２３－５ 125-0053
東京都葛飾区鎌倉２－２

３－５

初級レベルのエクセル・

ワード操作は必須。
試用期間あり 入社後３ケ月 177,000円～225,000円 合成樹脂材料及び製品卸業

創業６９年目が示す通り、社員の

団結により堅実な業績を誇ってい

る。社員が皆明るく雰囲気の良い

職場環境。

代表取締役 南澤　政一 墨田公共職業安定所

株式会社　俊企画 ルート営業

担当して頂くお客様へ車でのルート営業他、近隣の協力工場様への　印刷

物などの移動など。　洋服についている下げ札の作成、洗濯ネームや下げ

札へ　品質や金額などをパソコンにて印字する作業もあります。　また、

それに付随する軽作業もあります。　（誤字脱字の検品作業やシール貼り

作業など。）

東京都江東区
他に分類されない事業サービ

ス業
135-0007

東京都江東区新大橋３丁目１１－

４
135-0007

東京都江東区新大橋３丁

目１１－４
試用期間あり １年間 208,000円～208,000円

商品ディスプレー、服飾資材、印刷物等

の企画、制作・販売

非常に落ち着いた雰囲気で、１つ

のビルの中に配送車駐車場、事務

所、作業所の全てが整っていま

す。入社後はＯＪＴにて業務を覚

えていただきます。未経験でも歓

迎です。

代表取締役 大塚　剛司 木場公共職業安定所

株式会社　アサヒオプティカル 国内営業【関東】

東京営業所を拠点に眼鏡レンズを担当先（主に関東近辺）への営業活動

（客先フォロー）。　また新規顧客先への企画営業、展示会、オンライン

での営業活動も行っていただきます。　　　　　　　　　　　　　＜　急

募　＞　　＊未経験者可　＊若く意欲のある方を募集します。　※応募希

望の方は、ハローワークの窓口で「紹介状」の交付を受け　て下さい。

東京都中央区 他に分類されない製造業 916-0038 福井県鯖江市下河端町４７－２６ 103-0012

東京都中央区日本橋堀留

町１丁目１－３　日本橋

パインクレストビル７階

入力程度は必須です。 試用期間あり ３か月 180,000円～200,000円 眼鏡レンズの製造販売

当社は、１９８０年プラスチック

レンズの専門メ一カーとして創

業。以来各種医療用レンズの製造

方法と新製品の開発に専念する。

代表取締役 酒井　順二 武生公共職業安定所

株式会社　パイ・ア－ル https://pai-r.com/ 法人営業（東京都港区）

＊＊＊＊＊営業未経験ＯＫ！！＊＊＊＊＊＊　＊＊飛込み営業・テレア

ポ・ノルマなし＊＊　陸運業界等へスマートフォンアプリ、システムの受

託カスタマイズ提案等を行っています。　・顧客管理　・ＰＣ入力　・見

積書、提案資料の作成　・問合せ先へのフォロー訪問・ＷＥＢ打合せ　・

新製品企画・マーケティング　※主に関東圏（社用車及び電車）で営業し

ています。　※社用ノートＰＣ・社用携帯貸与　入社後、研修を行います

ので商品知識は必要ありません。　最初は先輩社員が同行し指導しますの

で安心して下さい！！

東京都港区 ソフトウェア業 540-6591
大阪府大阪市中央区大手前１丁目

７番３１号　ＯＭＭビル　１８階
108-0073

東京都港区三田２丁目１

４－５　フロイントゥ三

田４Ｆ　東京営業所

Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ、Ｐ

ｏｗｅｒＰｏｉｎｔ　もし

くは　Ｇｏｏｇｌｅドキュ

メント、スプレッドシー

ト、スライドの基礎スキ

ル、タイピング

試用期間あり ３ヶ月 220,000円～370,000円

モバイル（携帯）コンテンツの企画・開

発・運営スマートフォンを活用したドラ

イブレコーダー、アルコールチェッ

カー、アプリの企画開発販売

人と人とがつながるＰＣやモバイ

ルのコンテンツ制作を最先端技術

で目指す会社です。

代表取締役 安田　功
大阪東公共職業安定

所



株式会社　リープ http://www.leap-co.net
グローバル企業を支える人事採用メイ

ンの総合職（東京支店）

【概要】将来の管理部門の幹部候補として、採用業務を軸足とし、建設事

業部門における業務をお任せします。　　〈基本的な業務の流れ〉　求人

媒体の選定→原稿案作成・運用→応募者対応（応募者管理、面接日程調

整）→入社後の定期的なアフターフォロー（定期面談）　　徐々に出来る

業務の幅を広げていき、将来的には人事業務全般に携わって頂きます。

東京都港区
建築工事業（木造建築工事業

を除く）
550-0002

大阪府大阪市西区江戸堀３丁目５

－９　ＮＫビル
105-0004

東京都港区新橋２－１３

－８　新橋東和ビル２Ｆ

株式会社リープ　東京支

店

＊パソコン基本操作（エク

セル・ワード）
試用期間あり ２ヶ月 230,000円～280,000円

建設及設備、プラント一般管工事業（般

－１）第２５５２３号　有料職業紹介

２７－ユ３０１３０８　派－２７－３０

２０４７。ソフトウェア開発業。

職場の雰囲気も活気にあふれ、と

ても働きやすい会社です。心機一

転頑張って頂ける方、向上心の強

い方など、一緒にがんばっていき

ましょう。

代表取締役 中島　圭祐
大阪西公共職業安定

所

日本企画管財　株式会社
http://www.nihon-

kikakukanzai.co.jp
マンション管理会社の経理事務・他

◆弊社で管理するマンションから徴収される管理費等の収納業務。　◆各

マンションの定期検査結果報告の管理。　◆マンション総合保険取次業務
東京都大田区 不動産管理業 144-0051

東京都大田区西蒲田７丁目１２－

２　グランイーグル西蒲田第二ビ

ル３Ｆ

144-0051

東京都大田区西蒲田７丁

目１２－２　グランイー

グル西蒲田第二ビル３Ｆ

Ｅｘｃｅｌ 試用期間あり ６ヶ月 205,000円～210,000円

マンションビル管理業、清掃業、宅地建

物取引業、警備業、　建設業、損害保険

代理店業、駐車場の管理運営

グランイーグルマンションを中心

に、管理業務を行っております。

地域密着をモットーに、マンショ

ンを買って良かった、住んでみて

良かったの、言葉をいただくため

に頑張っている職場です。

代表取締役 富井　泰生 大森公共職業安定所

越野建設　株式会社 http://www.koshino-job.com 営業（建設）

・マンション、オフィスビル、商業施設などを中心とした受注営業　　・

土地保有者の立場に立ち資産の保持、運用をコンサルティングす　る土地

活用営業　　・エリアは東京都内中心です。

東京都北区 一般土木建築工事業 114-0002 東京都北区王子４－２２－９ 114-0002
東京都北区王子４－２２

－９
ワード・エクセル 試用期間あり ３ヶ月 230,000円～260,000円

総合建設工事業：官公庁施設（区立学校

等）公営住宅の建築施工および民間建築

（共同住宅、オフィスビル等）の建築設

計施工／不動産・賃貸マンション経営の

企画コンサルティングおよび管理業務

創業明治４５年。１１０周年の技

術と信頼を誇る都市型建築の老舗

ゼネコンです。楽器対応型賃貸全

国シェアＮｏ１〈音楽マンショ

ン〉の展開や〈結晶化コンクリー

ト〉の開発など成長を続けていま

す

代表取締役 越野　充博 王子公共職業安定所

株式会社ライフプラザ東京 http://lptokyo.net
保険アドバイザー（窓口業務）＜江戸

川区中葛西＞

＊来店型保険ショップで生命保険、損害保険のコンサルティングを　する

お仕事です　　店舗勤務です　　外回りの営業は一切ありません　　＊７

割以上の社員が業界未経験から転職し活躍しています　　＊当社は「ほけ

んの窓口」パートナー企業です　　「ほけんの窓口」グループの充実した

研修制度で、ＦＰ資格取得　も目指せます

東京都江戸川区 生命保険業 134-0088
東京都江戸川区西葛西７丁目２９

－６
134-0083

東京都江戸川区中葛西８

丁目１１－１　ミューズ

中葛西１階　当社店舗

「ほけんの窓口」葛西店

試用期間あり ３ヶ月 200,000円～250,000円

生命保険募集業務・損害保険代理店業務

来店型保険ショップ「ほけんの窓口」

パートナー事業

「ほけんの窓口」パートナー

ショップ第１号店を持つ歴史ある

会社です。

代表取締役 大矢　大輔 木場公共職業安定所

株式会社ライフプラザ東京 http://lptokyo.net
保険アドバイザー（窓口業務）＜江戸

川区西葛西＞

＊来店型保険ショップで生命保険、損害保険のコンサルティングを　する

お仕事です　　店舗勤務です　　外回りの営業は一切ありません　　＊ほ

とんどの社員が業界未経験から転職し活躍しています　　＊当社は「ほけ

んの窓口」パートナー企業です　　「ほけんの窓口」グループの充実した

研修制度で、ＦＰ資格取得　も目指せます

東京都江戸川区 生命保険業 134-0088
東京都江戸川区西葛西７丁目２９

－６
134-0088

東京都江戸川区西葛西４

丁目２－２８　サニー

モール西葛西　当社店舗

「ほけんの窓口」サニー

モール西葛西店

試用期間あり ３ヶ月 200,000円～250,000円

生命保険募集業務・損害保険代理店業務

来店型保険ショップ「ほけんの窓口」

パートナー事業

「ほけんの窓口」パートナー

ショップ第１号店を持つ歴史ある

会社です。

代表取締役 大矢　大輔 木場公共職業安定所

株式会社　久田　（チーズ王国） https://www.cheese-oukoku.co.jp
チーズ販売員／（小田急新宿店）新宿

区西新宿

チーズのプロになろう！日本ではチーズのプロが足りませんチーズの真の

プロになり、これから伸びるチーズのビジネスチャンスをつかみません

か？　○セミナーコース：３～５年当社で就業していただき、社内資格制

度を取得後チーズの知識を身に付けると、講師としてチーズセミナー開く

ことができます。　○独立コース：５～８年当社で就業していただき、当

社のバックアップのもと、全国の一流デパート、駅ビルに自分のお店を持

つことが出来ます。　※当社で働くことによってチーズのプロになれま

す。チーズプロフェッショナル技術を身につけ将来の安定を！

東京都新宿区 その他の飲食料品小売業 190-0003 東京都立川市栄町４－１６－１ 160-8001

東京都新宿区西新宿１一

１一３　　　　小田急百

貨店　新宿店Ｂ２Ｆ

試用期間あり ３ヶ月 192,000円～255,000円

・チーズ本来の味を求め、世界から選び

抜いたチーズを中心とした販売業務及び

チーズ関連食材の卸業務を含む（ホテ

ル、機内食、ネット販売等での販売を含

む。）・チーズの品質と状態管理。

世界のナチュラルチーズを直輸入

し百貨店・駅ビル等で販売。国内

２２店舗に加え、フランスのパリ

にチーズショップを展開。チーズ

のプロを唯一育てられる会社。

チーズ王国の独立支援制度有。

代表取締役 久田　謙 立川公共職業安定所

株式会社　久田　（チーズ王国） https://www.cheese-oukoku.co.jp
チーズ販売員／（アトレ吉祥寺店）武

蔵野市

チーズのプロになろう！日本ではチーズのプロが足りません。チーズの真

のプロになり、これから伸びるチーズのビジネスチャンスをつかみません

か？　○セミナーコース：３～５年当社で就業していただき、社内資格制

度を取得後チーズの知識を身に付けると、講師としてチーズセミナー開く

ことができます。　○独立コース：５～８年当社で就業していただき、当

社のバックアップのもと、全国の一流デパート、駅ビルに自分のお店を持

つことが出来ます。　※当社で働くことによってチーズのプロになれま

す。チーズプロフェッショナル技術を身につけ将来の安定を！

東京都武蔵野市 その他の飲食料品小売業 190-0003 東京都立川市栄町４－１６－１ 180-0003

東京都武蔵野市吉祥寺南

町１－１－２４

アトレ吉祥寺１Ｆ

試用期間あり ３ヶ月 192,000円～255,000円

・チーズ本来の味を求め、世界から選び

抜いたチーズを中心とした販売業務及び

チーズ関連食材の卸業務を含む（ホテ

ル、機内食、ネット販売等での販売を含

む。）・チーズの品質と状態管理。

世界のナチュラルチーズを直輸入

し百貨店・駅ビル等で販売。国内

２２店舗に加え、フランスのパリ

にチーズショップを展開。チーズ

のプロを唯一育てられる会社。

チーズ王国の独立支援制度有。

代表取締役 久田　謙 立川公共職業安定所

株式会社　久田　（チーズ王国） https://www.cheese-oukoku.co.jp
チーズ販売員／（ルミネ荻窪店）杉並

区

チーズのプロになろう！日本ではチーズのプロが足りません。チーズの真

のプロになり、これから伸びるチーズのビジネスチャンスをつかみません

か？　○セミナーコース：３～５年当社で就業していただき、社内資格制

度を取得後チーズの知識を身に付けると、講師としてチーズセミナー開く

ことができます。　○独立コース：５～８年当社で就業していただき、当

社のバックアップのもと、全国の一流デパート、駅ビルに自分の　お店を

持つことが出来ます。　※当社で働くことによってチーズのプロになれま

す。チーズプロフェッショナル技術を身につけ将来の安定を！

東京都杉並区 その他の飲食料品小売業 190-0003 東京都立川市栄町４－１６－１ 167-0043

東京都杉並区上荻１－７

－１　　　　　ルミネ荻

窪店Ｂ１

試用期間あり ３ヶ月 192,000円～255,000円

・チーズ本来の味を求め、世界から選び

抜いたチーズを中心とした販売業務及び

チーズ関連食材の卸業務を含む（ホテ

ル、機内食、ネット販売等での販売を含

む。）・チーズの品質と状態管理。

世界のナチュラルチーズを直輸入

し百貨店・駅ビル等で販売。国内

２２店舗に加え、フランスのパリ

にチーズショップを展開。チーズ

のプロを唯一育てられる会社。

チーズ王国の独立支援制度有。

代表取締役 久田　謙 立川公共職業安定所

株式会社　久田　（チーズ王国） https://www.cheese-oukoku.co.jp チーズ販売員／（松屋銀座店）中央区

チーズのプロになろう！日本ではチーズのプロが足りませんチーズの真の

プロになり、これから伸びるチーズのビジネスチャンスをつかみません

か？　社内研修制度を取得後　○セミナーコース：３～５年当社で就業し

ていただき、チーズの知識を身に付けると、講師としてチーズセミナー開

くことができます。　○独立コース：５～８年当社で就業していただき、

当社のバックアップのもと、全国の一流デパート、駅ビルに自分の　店を

持つことが出来ます。　※当社で働くことによってチーズのプロになれま

す。チーズプロフェッショナル技術を身につけ将来の安定を！

東京都中央区 その他の飲食料品小売業 190-0003 東京都立川市栄町４－１６－１ 104-0061

東京都中央区銀座３－６

－１　松屋銀座Ｂ１Ｆ

銀座店

試用期間あり ３ヶ月 192,000円～255,000円

・チーズ本来の味を求め、世界から選び

抜いたチーズを中心とした販売業務及び

チーズ関連食材の卸業務を含む（ホテ

ル、機内食、ネット販売等での販売を含

む。）・チーズの品質と状態管理。

世界のナチュラルチーズを直輸入

し百貨店・駅ビル等で販売。国内

２２店舗に加え、フランスのパリ

にチーズショップを展開。チーズ

のプロを唯一育てられる会社。

チーズ王国の独立支援制度有。

代表取締役 久田　謙 立川公共職業安定所

株式会社　久田　（チーズ王国） https://www.cheese-oukoku.co.jp
チーズ販売員／（東武池袋店）豊島区

池袋

チーズのプロになろう！日本ではチーズのプロが足りませんチーズの真の

プロになり、これから伸びるチーズのビジネスチャンスをつかみません

か？　社内資格制度を取得後　○セミナーコース：３～５年当社で就業し

ていただき、チーズの知識を身に付けると、講師としてチーズセミナーを

開くことができます。　○独立コース：５～８年当社で就業していただ

き、当社のバックアップのもと、全国の一流デパート、駅ビルに自分のお

店を持つことが出来ます。　※当社で働くことによってチーズのプロにな

れますチーズプロフェッショナル技術を身につけ将来の安定を！

東京都豊島区 その他の飲食料品小売業 190-0003 東京都立川市栄町４－１６－１ 000-0000

東京都豊島区西池袋１－

１－２５　東武百貨店池

袋店Ｂ２

試用期間あり ３ヶ月 192,000円～255,000円

・チーズ本来の味を求め、世界から選び

抜いたチーズを中心とした販売業務及び

チーズ関連食材の卸業務を含む（ホテ

ル、機内食、ネット販売等での販売を含

む。）・チーズの品質と状態管理。

世界のナチュラルチーズを直輸入

し百貨店・駅ビル等で販売。国内

２２店舗に加え、フランスのパリ

にチーズショップを展開。チーズ

のプロを唯一育てられる会社。

チーズ王国の独立支援制度有。

代表取締役 久田　謙 立川公共職業安定所

株式会社　久田　（チーズ王国） https://www.cheese-oukoku.co.jp
チーズ販売員／（西武池袋店）豊島区

南池袋

チーズのプロになろう！日本ではチーズのプロが足りませんチーズの真の

プロになり、これから伸びるチーズのビジネスチャンスをつかみません

か？　社内資格制度を取得後　○セミナーコース：３～５年当社で就業し

ていただき、チーズの知識を身に付けると、講師としてチーズセミナーを

開くことができます。　○独立コース：５～８年当社で就業していただ

き、当社のバックアップのもと、全国の一流デパート、駅ビルに自分のお

店を持つことが出来ます。　※当社で働くことによってチーズのプロにな

れますチーズプロフェッショナル技術を身につけ将来の安定を！

東京都豊島区 その他の飲食料品小売業 190-0003 東京都立川市栄町４－１６－１ 171-0022

東京都豊島区南池袋１－

２８－１　Ｂ１　チーズ

王国　西武池袋店

試用期間あり ３ヶ月 192,000円～255,000円

・チーズ本来の味を求め、世界から選び

抜いたチーズを中心とした販売業務及び

チーズ関連食材の卸業務を含む（ホテ

ル、機内食、ネット販売等での販売を含

む。）・チーズの品質と状態管理。

世界のナチュラルチーズを直輸入

し百貨店・駅ビル等で販売。国内

２２店舗に加え、フランスのパリ

にチーズショップを展開。チーズ

のプロを唯一育てられる会社。

チーズ王国の独立支援制度有。

代表取締役 久田　謙 立川公共職業安定所

株式会社　久田　（チーズ王国） https://www.cheese-oukoku.co.jp
チーズ販売員／（二子玉川東急フード

ショー店）世田谷区

チーズのプロになろう！日本ではチーズのプロが足りませんチーズの真の

プロになり、これから伸びるチーズのビジネスチャンスをつかみません

か？　社内資格制度を取得後　○セミナーコース：３～５年当社で就業し

ていただき、チーズの知識を身に付けると、講師としてチーズセミナーを

開くことができます。　○独立コース：５～８年当社で就業していただ

き、当社のバックアップのもと、全国の一流デパート、駅ビルに自分のお

店を持つことが出来ます。　※当社で働くことによってチーズのプロにな

れます。チーズプロフェッショナル技術を身につけ将来の安定を！

東京都世田谷区 その他の飲食料品小売業 190-0003 東京都立川市栄町４－１６－１ 158-0094

東京都世田谷区玉川２丁

目２１－２　　　　東急

百貨店　二子玉川東急

フードショー

試用期間あり ３ヶ月 192,000円～255,000円

・チーズ本来の味を求め、世界から選び

抜いたチーズを中心とした販売業務及び

チーズ関連食材の卸業務を含む（ホテ

ル、機内食、ネット販売等での販売を含

む。）・チーズの品質と状態管理。

世界のナチュラルチーズを直輸入

し百貨店・駅ビル等で販売。国内

２２店舗に加え、フランスのパリ

にチーズショップを展開。チーズ

のプロを唯一育てられる会社。

チーズ王国の独立支援制度有。

代表取締役 久田　謙 立川公共職業安定所

株式会社　久田　（チーズ王国） https://www.cheese-oukoku.co.jp
チーズ販売員　／（伊勢丹新宿店）新

宿区

チーズのプロになろう！日本ではチーズのプロが足りませんチーズの真の

プロになり、これから伸びるチーズのビジネスチャンスをつかみません

か？　社内資格制度を取得後　○セミナーコース：３～５年当社で就業し

ていただき、チーズの知識を身に付けると、講師としてチーズセミナーを

開くことができます。　○独立コース：５～８年当社で就業していただ

き、当社のバックアップのもと、全国の一流デパート、駅ビルに自分のお

店を持つことが出来ます。　※当社で働くことによってチーズのプロにな

れます。チーズプロフェッショナル技術を身につけ将来の安定を！

東京都新宿区 その他の飲食料品小売業 190-0003 東京都立川市栄町４－１６－１ 160-0022

東京都新宿区新宿３－１

４－１　　　　伊勢丹新

宿店Ｂ１

試用期間あり ３ヶ月 192,000円～255,000円

・チーズ本来の味を求め、世界から選び

抜いたチーズを中心とした販売業務及び

チーズ関連食材の卸業務を含む（ホテ

ル、機内食、ネット販売等での販売を含

む。）・チーズの品質と状態管理。

世界のナチュラルチーズを直輸入

し百貨店・駅ビル等で販売。国内

２２店舗に加え、フランスのパリ

にチーズショップを展開。チーズ

のプロを唯一育てられる会社。

チーズ王国の独立支援制度有。

代表取締役 久田　謙 立川公共職業安定所

株式会社　エヌ・アイ・エー 営業・企画

設計事務所及び関係官庁からの調査依頼により、既存不動産物件の現地調

査等の補助や事務処理をお願いします。　　・ＰＣでの物件調査　・地権

者対応　・現地での写真撮影　　・契約書、請求書等の作成　等

その他の専門サービス業 112-0002
東京都文京区小石川５－１３－１

１
112-0002

東京都文京区小石川５－

１３－１１
ワード・エクセル中級程度 試用期間あり ３ヶ月 220,000円～300,000円

土地・建物の有効活用に関する企画、立

案、及びコンサルタント業務。

併設の設計事務所と連携し、関係

諸官庁との協議を含め、より具体

的且つ迅速に創意工夫のある不動

産有効活用の提案を行っている。

代表取締役 永山　正博
飯田橋公共職業安定

所



バディーズ株式会社 www.budyz.com
会計事務所専門スタッフ／要資格／

（公認会計士・税理士）

クライアント様を担当し、会計・税務コンサルティングをして頂きます。

・会計コンサルティング　・税務相談・申告書作成　　ご希望があれば経

営コンサルティングなど幅広い業務を経験していただけます。　　将来的

には会計部門の責任者をお任せしたいと考えています。

経営コンサルタント業，純粋

持株会社
107-0052

東京都港区赤坂３－１０－２　赤

坂コマースビル３階
107-0052

東京都港区赤坂３－１０

－２　赤坂コマースビル

３階

試用期間あり ３ヶ月 260,000円～443,000円

企業経営の良き”バディー”として良質な

「経営総合支援」サービスの提供をおこ

なっております。会計・税務・人事・労

務・Ｍ＆Ａのプロフェッショナルが企業

経営をサポートします。

社員の成長こそが会社の成長であ

ると考えており、各人のキャリア

パスを自由に描けることはもちろ

ん、個人のスキルアップのための

投資を惜しみません。

代表取締役 堀　秀行 品川公共職業安定所

株式会社　トラストテクノロジー http://www.trust-t.com/ 顧客管理

社内の営業部にて半導体製造装置の固定顧客管理をして頂きます。　【主

な業務】　・既存顧客への定期連絡（電話、メール）→お客様の近況の確

認等。電話の際の基本会話についてはマニュアルがあります。　・顧客リ

ストの更新、管理作業（ＡＣＣＥＳＳを使用）　　※未経験でも丁寧に指

導しますので安心してご応募下さい。　※業務に慣れ次第、在宅勤務での

就労も可能です。

産業機械器具卸売業 160-0023
東京都新宿区西新宿６－１２－１

パークウエスト　１３階
160-0023

東京都新宿区西新宿６－

１２－１　パークウエス

ト　１３階

Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ、ｅ

－ｍａｉｌ基本操作
試用期間あり １～３ヶ月 210,000円～210,000円

半導体を製造する装置の売買を主業務と

する専門商社です。サービス・ソリュー

ションも同時に提供しております。アジ

ア各国を中心としたエンドユーザー、半

導体製造メーカーと専属取引中です。

ＩＣＴを活用した場所に捉われな

い働き方を採用している為、子育

て中の方も活躍中です。各自が自

分の仕事に責任と誇りをもって取

り組んでおり売り上げも順調

代表取締役 頼　榮陸 新宿公共職業安定所

株式会社テレワークス www.teleworksinc.com 営業／企画／トライアル併用

クラウドＰＢＸの営業・マーケティング・販売促進をお願いします。・電

話、メールによる問い合わせ対応・顧客への訪問、提案・提案、販売促進

のための企画、資料作成・サービス向上のための企画・顧客情報のフィー

ドバック取りまとめ・料金の回収・デモンストレーション　　＊未経験の

方にも丁寧に指導いたしますので安心してください。

東京都新宿区 情報処理・提供サービス業 162-0801
東京都新宿区山吹町３５３－１

Ｙ１ビル３０１号
162-0806

東京都新宿区榎町３３－

１　ザ・スクエアー８Ｆ

当社事業所

パソコンの基本的な操作

＊未経験の方にも丁寧に指

導いたしますので安心して

下さい

試用期間あり ６ヶ月 190,482円～432,914円

国内高シェアのＩＰ電話サービス、クラ

ウドＰＢＸ、　クラウドコールセンター

（日英版、自社システム）の開発、　提

供、サポート。数万ユーザー

自社システムの開発、提供、サ

ポート。日英語の提供。　海外、

地方拠点あり。導入実績は数万件

（法人・個人）、　海外向けも販

売。システム拠点多数。

代表取締役 徳元　大樹 新宿公共職業安定所

株式会社テレワークス www.teleworksinc.com
管理部（経理／財務／総務）トライア

ル併用

経理財務／財務／総務全般・会計業務（会計管理・予実管理）・労務管理

（採用管理、入退社管理等）・総務事務業務（契約書管理、各種申請）※

その他、備品管理・電話・来客対応などをご担当いただきます　　＊未経

験の方にも丁寧に指導いたしますので安心して下さい。

東京都新宿区 情報処理・提供サービス業 162-0801
東京都新宿区山吹町３５３－１

Ｙ１ビル３０１号
162-0806

東京都新宿区榎町３３－

１　ザ・スクエアー８Ｆ

当社事業所

パソコンの基本的な操作

＊未経験の方にも丁寧に指

導いたしますので安心して

下さい

試用期間あり ６ヶ月 190,482円～432,914円

国内高シェアのＩＰ電話サービス、クラ

ウドＰＢＸ、　クラウドコールセンター

（日英版、自社システム）の開発、　提

供、サポート。数万ユーザー

自社システムの開発、提供、サ

ポート。日英語の提供。　海外、

地方拠点あり。導入実績は数万件

（法人・個人）、　海外向けも販

売。システム拠点多数。

代表取締役 徳元　大樹 新宿公共職業安定所

株式会社テレワークス www.teleworksinc.com 営業事務／庶務／トライアル併用

営業事務、庶務事務全般・各種書類作成・管理・発注業務、備品管理・電

話・来客対応　　＊未経験の方にも丁寧に指導いたしますので、安心して

ください。

東京都新宿区 情報処理・提供サービス業 162-0801
東京都新宿区山吹町３５３－１

Ｙ１ビル３０１号
162-0806

東京都新宿区榎町３３－

１　ザ・スクエアー８Ｆ

当社事業所

パソコンの基本的な操作

＊未経験の方にも丁寧に指

導いたしますので安心して

下さい

試用期間あり ６ヶ月 190,482円～432,914円

国内高シェアのＩＰ電話サービス、クラ

ウドＰＢＸ、　クラウドコールセンター

（日英版、自社システム）の開発、　提

供、サポート。数万ユーザー

自社システムの開発、提供、サ

ポート。日英語の提供。　海外、

地方拠点あり。導入実績は数万件

（法人・個人）、　海外向けも販

売。システム拠点多数。

代表取締役 徳元　大樹 新宿公共職業安定所

株式会社テレワークス www.teleworksinc.com
カスタマーサポート／事務／トライア

ル雇用併用

自社サービスのユーザーサポートをお願いします。・ＩＰ電話、コールセ

ンターシステムのサポート・製品操作説明、製品購入方法、解約方法、支

払い方法の案内・メンテナンスの告知、顧客対応・設備の移動の案内、調

整・各部門との調整、製品開発へのフィードバック、顧客ニーズの営業

フィードバック、顧客の問い合わせに応じ、顧客満足度の向上のため、一

緒に問題解決に取り組んでいただきます。

東京都新宿区 情報処理・提供サービス業 162-0801
東京都新宿区山吹町３５３－１

Ｙ１ビル３０１号
162-0806

＊１新宿区榎町３３－１

ザ・スクエアー８Ｆ、＊

２新宿区早稲田鶴巻町５

４３－７ＮＳビル２Ｆ、

＊３新宿区山吹町３５３

－１Ｙ１ビル３０１号、

＊４文京区春日２－１０

－１５志知ビル５階Ａ号

パソコンの基本的な操作

＊未経験の方にも丁寧に指

導いたしますので安心して

下さい

試用期間あり ６ヶ月 190,482円～432,914円

国内高シェアのＩＰ電話サービス、クラ

ウドＰＢＸ、　クラウドコールセンター

（日英版、自社システム）の開発、　提

供、サポート。数万ユーザー

自社システムの開発、提供、サ

ポート。日英語の提供。　海外、

地方拠点あり。導入実績は数万件

（法人・個人）、　海外向けも販

売。システム拠点多数。

代表取締役 徳元　大樹 新宿公共職業安定所

朝日容器工業　株式会社 http://www.drum-can.com 営業（ドラム缶）〔本社　東四つ木〕

鋼製ドラム缶の営業をお願いいたします。　社用車で既存顧客へルート営

業をしていただくのが主な　お仕事となります。　　＊ノルマはありませ

ん。　＊経験・能力・適性に応じて担当を決めご指導します。　＊未経験

でも丁寧にご指導いたしますので、安心してご応募くださ　い。

金属素形材製品製造業 124-0014
東京都葛飾区東四つ木４丁目５０

－１
124-0014

東京都葛飾区東四つ木４

丁目５０－１

ワード・エクセル初級程度

（文字・数字入力程度）
試用期間あり ６ヵ月 175,000円～240,000円

ドラム缶の再生加工・売買・リース、そ

の他これに付帯する一切の業務。

創業以来８０余年、ドラム缶再生

の独自技術を開発により業績は堅

調に推移。取引先は化学、塗料業

界の大手企業で今後とも経営の安

定と発展が期待できる。

代表取締役 今井　久代 墨田公共職業安定所

株式会社　ユナイトボード http://www.uniteboard.com
間仕切の提案、間取りの企画及び営業

販売／トライアル併用

自社オリジナルの間仕切・建具及び空間家具の提案、　間取りのプランニ

ング、及び営業、販売。　　お客様の要望に合った製品のレイアウト設計

や、仕様・色の提案などを含め、総合的な空間プロデュースを行います。

お問い合わせがあったお客様への提案が中心のお仕事です。　　　お客様

に新しい住空間や職場空間をご提案させていただくことで、お客様の未来

が拓けていくことに貢献できます。

建具製造業 132-0021
東京都江戸川区中央２丁目２３－

１６
132-0021

東京都江戸川区中央２丁

目２３－１６

エクセル、ワード、パワー

ポイント　（ＣＡＤ、イラ

ストレーターあれば尚可）

試用期間あり ３カ月 220,000円～350,000円

紙構造板紙の設計、及び製造。間仕切・

建具及び空間家具の企画設計・製作、及

び据付け。間仕切・建具及び空間家具の

提案、間取りのプランニング、及び販

売。上記関連部品、部材の販売

世界で初めてダンボール式建材を

実用化して５０年、可動性間仕切

りを組合わせた内装空間を提案

し、「居心地をしつらえる」を

ミッションに、人が安心して居ら

れる場所づくりを目指していま

す。

代表取締役 坂本　恒太 木場公共職業安定所

株式会社　アップス www.aps-reform.co.jp マンションの退去立会業務スタッフ

【具体的な仕事内容】賃貸マンションの居住者様が退去する際の立ち会

い、部屋・設備の点検・原状回復工事の見積作成などをお任せします。

【仕事の流れ】・退去立会・クロスの傷や設備の不具合など、決められた

項目を　点検・居住者様やオーナー様が負担する原状回復工事の見積作

成・工事業者やメーカーに発注・工事完了後、部屋が原状回復されて　い

るかを点検以上を社内の工事担当や事務担当とチームを組んで行って頂き

ます。※大手マンション管理会社による研修制度が用意されているので、

全くの異業種からでも転職可能です。

東京都八王子市 建築リフォーム工事業 192-0914
東京都八王子市片倉町４４０－８

川幡マンション１Ｆ
192-0914

東京都八王子市片倉町４

４０－８　川幡マンショ

ン１Ｆ

Ｅｘｃｅｌの基本的な知識

があれば結構です
試用期間あり ３ヵ月 230,000円～400,000円

・賃貸マンションの原状回復工事　・分

譲マンションのリフォーム・リノベー

ション工事

創業２０年を迎え、更なる業務拡

大につき人員募集します。
代表取締役 鈴木　達也

八王子公共職業安定

所

ドクターキューブ　株式会社 http://www.doctorqube.com 営業事務（東京支社／東京）

自社開発の医療機関向け診療予約システム“ドクターキューブ”の営業事務職

です。　・問い合わせ医院様への資料の発送や電話対応　・発送作業やそ

の他一般事務　　に携わって頂きます。　　営業と連携を取りながら、問

い合わせ案件の初期対応、見積書の作成などの対応をして頂きます。

＊パソコンを使いこなせる事が必須です。

東京都千代田区 情報処理・提供サービス業 530-0005

大阪府大阪市北区中之島２－３－

１８　中之島フェスティバルタ

ワー１８Ｆ

100-0011

東京都千代田区内幸町１

－１－１　帝国ホテルタ

ワー６Ｆ　東京支社

基本的なパソコン操作　必

須
試用期間あり ３ヶ月 210,000円～300,000円

医院、歯科医院向けコンピューターシス

テムの開発、販売、保守。

医療用画像システム、通信システ

ムに関する独創技術により急成長

中の開発型ベンチャー企業。お客

さまは医師または歯科医師。いっ

しょに会社を創っていける仲間を

求めます。

代表取締役 小山　恭之 梅田公共職業安定所

株式会社　アイキャット https://www.icatcorp.jp/
【経験者優遇】歯科医療を支える医療

機器の営業担当者

●歯科医院への訪問営業：当社製品の説明はもちろん歯科医との関係構築

のための行動を自ら立案して実行します。　●パートナーセールス：販売

代理店・パートナー企業と情報交換や同行営業を行います。　●当社製品

の設置の同行：当社製品を導入された歯科医院への機器設置時に同行しま

す。また、製品トラブル時はフィールドエンジニアやカスタマーサポート

と連携して解決に取り組みます。　●マーケティング活動：担当エリアで

のセミナー・キャンペーン企画、現状分析、改善提案などマーケティング

活動にも関わっていただけます。　●セミナーの開催や展示会への参加な

東京都千代田区 医療に附帯するサービス業 532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島３－１

９－１５　第３三ツ矢ビル　６Ｆ
101-0032

東京都千代田区岩本町３

－９－１　花岡ビル４階

東日本営業所

エクセル・ワード・パワー

ポイントなど基本的なＰＣ

操作

試用期間あり ３ヶ月 200,000円～500,000円

医療用手術支援シミュレーションソフト

の開発、販売、製造、輸入、保守　医療

用材料、医療衛生用品の開発、販売、製

造、輸入、保守

歯科医向の医療機器の開発・販売

を手がける大阪大学発ベンチャー

企業です。今年で創業１９期目を

迎え、事業拡大を続けておりま

す。長く働ける会社をお探しの

方、ご応募お待ちしております。

代表取締役

ＣＥＯ
西願　雅也 淀川公共職業安定所

アークシステムテクノロジーズ株

式会社
http://arktec.ne.jp

営業／本社【正社員】／五反田駅４分

／品川区

関東エリアの不動産業者を訪問し、入居審査と賃貸保証商品と利用促進営

業。　審査・保証ではなく不動産管理周辺業務にも配慮したサービスコン

テンツの営業を行って頂きます。　　☆スマートフォンを利用し、申込か

ら契約までスムーズに進められるよう、申込者・管理会社様に配慮した新

たなサービスも開始しました。　※最初にしっかり社内研修を行いサービ

ス内容を勉強して頂きますので安心してください。

東京都品川区
不動産賃貸業（貸家業，貸間

業を除く）
141-0022

東京都品川区東五反田３－１６－

４７　Ｔｒｉｎｉｔｙ　Ｂｌｄｇ

２Ｆ

141-0022

東京都品川区東五反田３

－１６－４７　Ｔｒｉｎ

ｉｔｙ　Ｂｌｄｇ　２Ｆ

試用期間あり ３ヶ月 202,530円～283,540円

不動産管理会社に対する賃貸保証　サー

ビス業務及び不動産管理会社　が取扱う

家財保険の受付業務

当社は全国規模で業界初の信用照

会システムと賃料債務保証を提供

し、１９年にわたる実績と画期的

なノウハウが認められて一般社団

全国賃貸不動産管理業協会の推奨

を頂き堅実に成長しています。

代表取締役

社長
定村　吉高 品川公共職業安定所

株式会社ＣＩＳ 営業／品川区

弊社は、不動産賃貸借における各種信用情報を収集・提供・管理しており

ます。それらを利用する為、お客様毎に専用の審査ページを提供し、ご利

用頂いております。　　全国各地の不動産関連会社様へ、不動産に関する

与信審査の営業を行って頂きます。　　※事業拡大に伴い、専属の人員確

保の為の募集となります。

不動産管理業 141-0022
東京都品川区東五反田３－１６－

４７　トリニティビル２Ｆ
141-0022

東京都品川区東五反田３

－１６－４７　トリニ

ティビル２Ｆ

メール・Ｅｘｃｅｌ・Ｗｏ

ｒｄの基本的な操作程度
試用期間あり ３ヶ月 202,000円～243,000円 不動産関連の審査・各種信用情報の登録

全国各地で業界初の信用審査シス

テムの運営と提供をしています。

代表取締役

社長
大野　拓哉 品川公共職業安定所

株式会社　ＢａｒｔｈｏｌｏＪａ

ｐａｎ
http://www.barthlojapan.jp 法人営業・人材コーディネーター

・取引先の新規開拓　・エンジニア採用基準のすり合わせ　・エンジニア

の紹介・面談設定（内定～参画までの手続き）　・エンジニアへの企業紹

介　・面談対策のフォロー　・参画後のサポート　・契約管理等

インターネット附随サービス

業
194-0022

東京都町田市森野１－１１－１６

渋谷第一ビル２Ｆ
194-0022

東京都町田市森野１－１

１－１６　渋谷第一ビル

２Ｆ

試用期間あり ３ヶ月 180,000円～350,000円

ソフトウエア開発を中心に通信ソフト、

ＷＥＢアプリケーション、インフラ構

築、ネットワーク構築等の様々なＩＴ分

野において、お客席のニーズに応えたソ

リューションを提供しています。

風通しが良く、公明正大で雰囲気

もお勧めです。技術を持った方も

大歓迎ですが技術もよりも人間力

を重視しています。

代表取締役 杉山　良徳 町田公共職業安定所



医療法人社団　歯聖会　田中歯科

医院
歯科助手兼受付／多摩市鶴牧 歯科診療の補助、診療準備、院内清掃、受付 東京都多摩市 歯科診療所 206-0034

東京都多摩市鶴牧１－２４－１

新都市センタービル３階
206-0034

東京都多摩市鶴牧１－２

４－１新都市センタービ

ル３階

試用期間あり １か月 150,000円～170,000円 小児予防歯科

多摩センター駅を狭み、徒歩５～

６分の所に本院かあリ、又、２～

３分の所に第２診療室を構えてぃ

て、両院共に明るい雰囲気で常に

活気に満ちた好評判の医院であ

る。

理事長 田中　亜希郎 府中公共職業安定所

株式会社　誠製作所
https://www.makoto-

seisakusyo.com
建築営繕

伊勢丹内の作業　・建物内装の修理　・扉、鍵修理　・棚、ラック、ハン

ガーパイプ等の修理　・金物、溶接修理　　　※普通自動車運転免許あれ

ば尚可

東京都新宿区 その他の設備工事業 233-0001
神奈川県横浜市港南区上大岡東２

－１１－１
160-0022

東京都新宿区新宿５－１

７－３　伊勢丹花園倉庫

１Ｆ　　当社　新宿営業

所

試用期間あり ２ヶ月 250,000円～300,000円 百貨店内の営繕

長きにわたり百貨店の什器や、館

内設備の修繕をしてきました。

お客様の安心・安全を守る大切な

仕事です。

代表取締役 加藤　昌也 横浜公共職業安定所

株式会社　インプルーブ www.improve-group.co.jp 不動産事務

不動産管理業務全般　・契約業務：物件調査、契約書類作成、重要事項説

明、契約締結、　書類データ管理等　・賃貸管理業務：契約更新管理、設

備管理、管理物件の募集、問　　合せ対応、審査申込、請求書発行、入金

確認、送金手続、データ　入力、報告書：レポート作成等

管理，補助的経済活動を行う

事業所（６９不動産賃貸業・

管理業）

106-0047 東京都港区南麻布２丁目７－２５ 106-0047
東京都港区南麻布２丁目

７－２５

Ｏｆｆｉｃｅ（Ｗｏｒｄ、

Ｅｘｃｅｌ等）基本操作以

上

試用期間あり ２か月～３か月 280,000円～280,000円
不動産売却コンサルティング、売買、賃

貸管理

土地・建物の売買や賃貸の代理・

媒介等の不動産　業務全般をサ

ポート

代表取締役 加藤　義学 品川公共職業安定所

西田鉄工　株式会社 www.nishida.co.jp 営業職　【関東支店】

＊主な仕事内容は、　・水門、ダム、除塵機等のインフラ設備の営業

（官公庁、民家企業への既存、新規営業）　　・積算業務　　・事務作業

等　　・その他、上記に付随する営業関連業務　　※業務ではパソコン

（エクセル、ワードの基本操作必須）　　を使用します。

東京都墨田区 その他の金属製品製造業 869-0416 熊本県宇土市松山町４５４１ 130-0012

東京都墨田区太平３丁目

３番１２号　アドバンス

喜月ビル　　西田鉄工株

式会社　関東支店

エクセル、ワードの基本操

作
試用期間あり 試用期間６ヶ月 192,800円～264,900円

ダム用ゲート設備・河川用水門などの設

計・製作・施工　津波・高潮などの水害

から国土や人命を守る防災設備の設計・

製作・施工・メンテナンス

７０年以上の歴史と業界トップク

ラスの実績を誇っています！　津

波などの水害から国土や人命を守

るため、水を必要とする地域や

人々のため、仕事に誇りと責任を

持ち、業務に取り組んでいます。

代表取締役 大渕　憲二 宇城公共職業安定所

株式会社　ワンズコーポレーショ

ン
http://www.wonds.ne.jp ヘルプデスク

ユーザーや社員向けのサポート業務。　ＰＣのキッティング、システム運

用のサポート、問い合わせ対応（電話、メール）、入力業務、その他ＰＣ

に関わる業務等を行って頂きます。

ソフトウェア業 103-0001
東京都中央区日本橋小伝馬町７－

２　古賀オールビル２階
103-0001

東京都中央区日本橋小伝

馬町７－２　古賀オール

ビル２階

試用期間あり ３ヶ月 170,126円～202,531円

コンピュータソフトウェア開発、システ

ムコンサルティング、アウトソーシング

事業、ＩＴ機器販売　派１３－０１１１

７７

情報システム構築におけるコンサ

ルテーションからアプリケーショ

ン開発・運用・保守まで幅広く手

掛けています。設立より順調に成

長を遂げている会社です。社内研

修・福利厚生面も充実。

代表取締役 江口義政
飯田橋公共職業安定

所

株式会社ＴＭＳ http://tms-i.jp 営業

派遣会社における営業職です。　　１．新規営業　２．既存顧客営業

３．スタッフフォロー　　その他、各種書類作成、登録者のコーディネー

トなど。　最初は、簡単な業務から覚えていただきます。　　★詳しくは

弊社ホームページを是非ご覧ください。

その他の生産用機械・同部分

品製造業
110-0005

東京都台東区上野３丁目１２番５

号
110-0005

東京都台東区上野３丁目

１２番５号

ワード、エクセル、パワー

ポイント
試用期間あり ３ヶ月 235,000円～335,000円

産業用ロボット周辺装置の設計・製作・

メンテナンス事業　人材派遣事業（派１

３－３１４８０４）　有料職業紹介事業

（１３－ユ－３１１９７２）

設立間もない会社です。特に人材

の育成に力を入れ「未経験でもや

る気があれば必ず成功できる」を

合言葉に元気で楽しい会社を目指

してます。

代表取締役
古別府　千代

子
上野公共職業安定所

アークシステムテクノロジーズ株

式会社
http://arktec.ne.jp

営業事務／本社【正社員】／五反田駅

４分／品川区

・営業全般の事務　・電話の取次、対応　・文書管理　・雑務　・データ

入力作業　　※入社後しっかり社内研修を行いサービス内容を覚えて頂き

ますのでご安心ください。

不動産賃貸業（貸家業，貸間

業を除く）
141-0022

東京都品川区東五反田３－１６－

４７　Ｔｒｉｎｉｔｙ　Ｂｌｄｇ

２Ｆ

141-0022

東京都品川区東五反田３

－１６－４７　Ｔｒｉｎ

ｉｔｙ　Ｂｌｄｇ　２Ｆ

試用期間あり ３ヶ月 168,500円～202,530円

不動産管理会社に対する賃貸保証　サー

ビス業務及び不動産管理会社　が取扱う

家財保険の受付業務

当社は全国規模で業界初の信用照

会システムと賃料債務保証を提供

し、１９年にわたる実績と画期的

なノウハウが認められて一般社団

全国賃貸不動産管理業協会の推奨

を頂き堅実に成長しています。

代表取締役

社長
定村　吉高 品川公共職業安定所

株式会社　丸和技研 http://www.maruwagiken.co.jp 営業

＊トンネル工事・法面工事用工具を固定客及び新規顧客へ　　提案営業を

行って頂きます　　＊製鉄会社への営業　　高炉、原料工場向け打撃工具

類（ビット、耐摩耗材等）　　＊非鉄精錬会社への営業　　打撃工具類

（耐摩耗材等）　　＊社用車：普通車（ＡＴ車）　　　≪面接にはハロー

ワークの紹介状が必要です≫

東京都大田区 金属加工機械製造業 822-0003
福岡県直方市大字上頓野４９６５

－１
143-0023

東京都大田区山王２－１

－８　山王アーバンライ

フ５０９　　「（株）丸

和技研　東京営業所」

試用期間あり ６か月 237,000円～280,000円

超硬合金およびセラミックの研削加工

都市土木工具・建設土木工具・特殊穿孔

工具の製造販売　耐摩耗工具の製造販売

将来が期待されるハイテクの新し

い会社です　素材等の研究開発等

を行っており５つの業界にまたが

る商売をしている安定した会社で

す

代表取締役 嘉屋　文康 直方公共職業安定所

株式会社　寺島文庫・ＧＩＮ総合

研究所
総務アシスタント・秘書業務

＜企画・運営＞　　＊セミナーフォーラムの企画・運営・資料準備　＊講

師講演への随行、講師の社用車での送迎　＊内外講師、関係各所との調整

＊出版物・ホームページ管理など原稿の書き起こし、校正等の編集　　業

務補助　＊セミナー映像の編集業務、動画配信専用アプリ撮影機器操作

＊多様な分野におけるデータ収集・調査研究　＊秘書業務

その他の専門サービス業 102-0073
東京都千代田区九段北１－９－１

７　寺島文庫ビル２Ｆ
102-0073

東京都千代田区九段北１

－９－１７　寺島文庫ビ

ル２Ｆ

基本的なＰＣスキル（ＷＯ

ＲＤ、ＥＸＣＥＬ）お持ち

の方

試用期間あり １年間 240,000円～270,000円
シンクタンク、フォーラム・講演会の企

画運営、関連書籍の販売

財団法人日本総合研究所の理事長

室業務を請負い、秘書業務、リ

サーチ、フォーラム開催を行いま

す。明るくきれいなオフィス、個

人の努力が企画に反映されるやり

がいある職場です。

代表取締役 林　美紀
飯田橋公共職業安定

所

株式会社　シエロ http://cielo-corp.jp 法人営業

営業　・自動車や建設機械などの技術資料および教育資料を扱う営業です

・既存の得意先への営業活動になります。　・営業エリア：関東エリアの

得意先

東京都板橋区 その他の専門サービス業 175-0093
東京都板橋区赤塚新町２丁目３－

１　オープン赤塚ビル２Ｆ
175-0093

東京都板橋区赤塚新町２

丁目３－１　オープン赤

塚ビル２Ｆ

エクセル、ワード、パワー

ポイントが使えること
試用期間あり ６か月 200,000円～350,000円

◎２輪／４輪／トラック、バス／建設機

械等のマニュアル作成、教育コンテン

ツ、ＷＥＢ作成　◎業務アウトソーシン

グ支援（オペレータ、ＳＥ、ＰＧ）◎そ

の他印刷に関する様々な業務

普段はあまり目にとまりにくいマ

ニュアルですが、どの製品にも必

ず必要です。当社は【わかりやす

く】をモットーにマニュアルを作

成している会社です。

代表取締役 小林　裕 池袋公共職業安定所

株式会社　Ｉ　Ｋ　Ｋ http://www.diamond-ikk.com 営業（ルート営業）【東京】

当社「東京営業所」において、自社で設計された建設現場で使用される電

動工具（鉄筋カッー・パンチャー等）や小型建設機械製品（鉄筋ベン

ダー・コアドリル）に関する販売業務を担当していただきます。　・基本

はルート営業　（お得意先は商社、建設会社、鉄筋加工場等）　・その

他、業務に付帯する雑務　　＊社内で研修、指導します。未経験者でもで

きる仕事です。

東京都台東区
その他のはん用機械・同部分

品製造業
410-0001 静岡県沼津市足高３９６－５９ 110-0003

東京都台東区根岸５－１

３－１６　根岸ビル２Ｆ

東京営業所

試用期間あり ３ヶ月 213,000円～290,000円

電動工具（鉄筋カッター、パンチャー

等）小型建設機械（鉄筋ベンダー、コア

ドリル等）の製造メーカー。　国内、海

外へと販売を手掛けています。

＊

グローバルにビジネスを展開。

電動工具を設計、製造、販売し、

国内のみならず、世界数十ヶ国へ

輸出も行っている会社です。当社

の製品は世界中でも高い評価をい

ただき、ご利用されています。

代表取締役 八谷　剛 沼津公共職業安定所

アストンジャパン　株式会社 http://aston-japan.com 営業
電子部品卸売営業　梱包機器販売　仕入業務など。　　＊英語、中国語、

電子関連知識お持ちの方歓迎します。
その他の機械器具卸売業 101-0021

東京都千代田区外神田５－３－６

フィールドスリー外神田ビル２Ｆ
101-0021

東京都千代田区外神田５

－３－６　フィールドス

リー外神田ビル２Ｆ

試用期間あり ３ヵ月 270,000円～500,000円 電子部品・梱包機器等卸売販売

全員プレイングマネージャーとし

て、少数精鋭で効率良い仕事を手

掛けております。

代表取締役 相蘇　十成
飯田橋公共職業安定

所

株式会社　中元工務店 http://www.nakamoto-k.biz 運営スタッフ
・型枠工事の運営助手　・工事関係の補助等　・元請工事会社への関連事

務
東京都文京区 大工工事業 113-0022

東京都文京区千駄木４丁目２２－

１０
113-0022

東京都文京区千駄木４丁

目２２－１０

エクセルで表計算ができる

程度
試用期間あり ３ヶ月 300,000円～480,000円

・建築業　型枠大工　・型枠組立工事の

専門工事業者　・大手、中小の建設会社

より躯体工事を請け負っています。

業績は安定しています。数年後の

世代交代に向けて、スタッフの育

成に尽力しています。職場は、風

通しの良い環境で、本人のやる気

や努力が、評価として給与に還元

される会社です。

代表取締役 中元　一久
飯田橋公共職業安定

所

株式会社ＴＭＳ http://tms-i.jp 営業事務／人材コーディネーター

基本的には内勤での業務が中心となりますが、　現場同行など一部外勤業

務も発生します。　　１　ＰＣへの各種データ入力や書類作成　２　求人

応募者への受付対応や問い合わせ受付　３　応募者データやスタッフデー

タの入力と管理　４　稼働スタッフの方の入職手続きや労務管理　５　登

録スタッフ、登録希望者への面談　６　その他事務所内における庶務

最初は簡単な業務から覚えていただきますので未経験者大歓迎。

東京都台東区
その他の生産用機械・同部分

品製造業
110-0005

東京都台東区上野３丁目１２番５

号
340-0034

東京都台東区上野３丁目

１２番５号　大同ビル２

階

ワード、エクセル、パワー

ポイント
試用期間あり ３ヶ月 225,000円～300,000円

産業用ロボット周辺装置の設計・製作・

メンテナンス事業　人材派遣事業（派１

３－３１４８０４）　有料職業紹介事業

（１３－ユ－３１１９７２）

設立間もない会社です。特に人材

の育成に力を入れ「未経験でもや

る気があれば必ず成功できる」を

合言葉に元気で楽しい会社を目指

してます。

代表取締役
古別府　千代

子
上野公共職業安定所

株式会社　タスクオプチカル http://www.task-web.com 補聴器の店頭販売（上野店）

＊当社補聴器専門店の小売販売業務です。　　＊聴力検査やお客様からヒ

アリング等を行い、　　お客様に最適な補聴器のご提案をします。　　＊

商品知識・販売の仕方等の研修、　　資格取得支援制度を完備していま

す。　　＊未経験の方も歓迎です。

東京都台東区 その他の機械器具卸売業 110-0016 東京都台東区台東四丁目２６－９ 110-0016
東京都台東区台東４－２

６－９
試用期間あり ３ヶ月 219,200円～380,000円

眼鏡フレーム、サングラス、シニアグラ

ス、補聴器の卸売商社として東京を中心

に全国４つの営業所で展開しています。

また補聴器専門の小売店を都内に６店舗

出店しています。

「企業は社員のものである」を

モットーにタスクグループは４５

周年を迎えました。取り扱い商品

は幅広い年代層に愛され、創業以

来の安定的な成長路線を継続して

く見込みです。

代表取締役 五十畑　武 上野公共職業安定所



株式会社バルカーエフエフティ www.valqua-fft.co.jp 営業職

半導体用シリコンウエハーを再生加工している会社で、取引先は国内、ア

ジアの大手半導体関連企業となります。お客様の要望を聞取り、その要望

を工場に伝え、満足頂ける製品を納品する手助けをする営業業務全般が仕

事となります。

その他の電気機械器具製造業 141-6024

東京都品川区大崎二丁目１番１号

ＴｈｉｎｋＰａｒｋ　Ｔｏｗｅｒ

２４階

141-6024

東京都品川区大崎二丁目

１番１号ＴｈｉｎｋＰａ

ｒｋ　Ｔｏｗｅｒ２４階

ワード、エクセル、パワー

ポイントは一通り使用出来

ることが望ましい。

試用期間あり ３ケ月 226,000円～226,000円
半導体デバイスの原材料となるシリコン

ウエハの再生加工を事業としています。

半導体デバイスの基板となるシリ

コンウエハの再生加工を行うこと

で、あらゆる電子機器の製造プロ

セスを支えております。

代表取締役

社長
渡邊省吾 品川公共職業安定所

日本収益不動産　株式会社 https//:111-111.jp 営業（不動産販売）

○１棟の収益物件の仕入れ販売業務　○マンションオーナーに売却の提案

※当社は京都で収益不動産の取扱いがＮｏ．１の会社です。　※クライア

ントはマンションオーナー、企業経営者、投資家、外資　系のサラリーマ

ン、医師、弁護士等です。　※営業ノルマ等、一切ありません。

東京都港区 不動産代理業・仲介業 600-8441

京都府京都市下京区新町通四条下

る四条町３４９－１　京都友禅ビ

ル２Ｆ

107-0052

東京都港区赤坂５丁目５

－９　赤坂スバルビル７

０１　　東京事業所

エクセル・ワード必須 試用期間あり ３ヶ月 200,000円～300,000円
不動産投資運営　ゲストハウス運営　ネ

イル・まつげサロン運営

平成１８年創業以来、収益物件の

仲介部門の会社として発展してい

ます。今では京都で顧客数ナン

バーワンの会社です。また色々な

業種にもチャレンジしておりま

す。

代表取締役 井上　雄玄
京都七条公共職業安

定所

株式会社　エムズマリンアドベン

チャー

https://mmaandyokohama.jimdos

ite.com/

旅行業務全般、ダイビングサービス業

務、キャンプ場業務

新しい旅行業モデル構築のために弊社アセットのすべてに従事してもらい

ます。まずはダイビングサービスの提供として、海外ダイビングツアーで

安全にお客様のケアのできるガイドとなること、その後海外各提携ダイビ

ングサービスで現地責任者の道もあります。またキャンプ場運営にもかか

わっていただきます。将来的に新しい旅行業モデルを一緒に構築していけ

る力を募集します。　　＊採用後奄美大島での研修（１年程度）を経て、

海外出張（キューバ・フィリピン・モルディブ・エジプト等）もしていた

だきます。　＊未経験の方も、資格（ダイビング・自動車運転免許証）取

得の補助がありますので応募していただけます。

東京都府中市 旅行業 183-0045
東京都府中市美好町１丁目１８－

１０動真ビル１階
183-0045

東京都府中市美好町１丁

目１８－１０動真ビル１

階

ワード、エクセル基本操作 試用期間あり 一カ月 200,000円～250,000円

スキューバダイビングを目的とする海外

旅行業務（企画、販売、添乗）。キャン

プ場運営。国内外各地のダイビングサー

ビス総代理店業務

奄美大島、キューバ、フィリピ

ン、エジプト、モルディブにある

ダイビングサービスの日本総代理

店で、これらの地域への旅行手配

を得意としています。

代表取締役 永吉　拓也 府中公共職業安定所

株式会社　ファブリカコミュニ

ケーションズ
http://www.fabrica-com.co.jp 法人営業

中古車販売店様に対して、自社開発の販売管理クラウドシステム　「ｓｙ

ｍｐｈｏｎｙ」の提案営業をお願いします。　　※新規開拓　ＤＭや既存

顧客からの紹介、飛込みを中心に新規顧客へ訪問。　お困りごとをヒヤリ

ングし、課題解決につながる提案をします。　　※既存顧客フォロー

「ｓｙｍｐｈｏｎｙ」の導入サポートや操作方法のレクチャー、　広告出

稿サポート、業務効率化や売り上げ増といった　トータルコンサルティン

グ業務を行います。

東京都中央区 自動車小売業 460-0003
愛知県名古屋市中区錦三丁目５－

３０　三晃錦ビル８Ｆ
000-0000

北海道・宮城・埼玉・東

京・神奈川・愛知・大

阪・兵庫・福岡　※詳細

は「求人に関する特記事

項」欄を参照してくださ

い。

試用期間あり ３ヶ月 203,700円～281,600円

業務支援システムの構築・販売。イン

ターネットメディア事業。ＷＥＢマーケ

ティング支援事業。自動車整備・鈑金・

レンタカー事業。ＳＭＳ配信ソリュー

ション事業等。

２０２１年に株式上場し、成長

中！当社では、誰にでも平等に

チャンスがあります。新しい環境

で自分の可能性にチャレンジした

い方、ぜひこの機会にご応募くだ

さい。

代表取締役

社長
谷口　政人

名古屋中公共職業安

定所

日本リアライズ　株式会社 http://www.n-realize.co.jp/
【急募】事務（総務）／新宿区（本

社）／正社員

不動産売買・建築会社の一般事務　・総務全般　・来客及び電話対応　・

簡単なパソコン作業（ワード、エクセル、パワーポイント等）　・データ

打ち込み　・取り扱い物件の管理　・契約書、仕様書作成　・建築関係業

務補佐

東京都新宿区 不動産代理業・仲介業 160-0022
東京都新宿区新宿一丁目３６－７

号　新宿内野ビル２　８Ｆ
160-0022

東京都新宿区新宿一丁目

３６－７号　新宿内野ビ

ル２　８Ｆ

基本的操作（エクセル・

ワード・パワーポイント）
試用期間あり ３ヶ月 200,000円～250,000円

新築戸建の販売を主軸に、お客様の状況

に合った物件を紹介しています。より多

くのお客様に物件を提供する為に、中

古、投資用、マンション等の物件も扱っ

ております。

人を育てる事に力を入れており、

若年層が多く活躍しております。

代表取締役

社長
大橋　孝行 新宿公共職業安定所

小出公認会計士・税理士事務所 https://koide-tax.jp/ 税理士補助業務 ・税理士補助業務　・既存顧客の対応　等
公認会計士事務所，税理士事

務所
102-0083

東京都千代田区麹町１－１０－５

澤田麹町ビル７Ｆ
102-0083

東京都千代田区麹町１－

１０－５　澤田麹町ビル

７Ｆ

試用期間あり ３ヶ月 250,000円～350,000円
＊税理士事務所　＊顧客企業の税務申告

及び経理業務代行が主業務です

数多くの顧客を有する税理士事務

所です。　幅広い業種の税務・経

理を経験することができます。

事務処理はクラウドで効率化され

ており、職場の男女比もバランス

とれたアットホームな会社です。

代表 小出　信介
飯田橋公共職業安定

所

司法書士道信洋平事務所 http://www.mic-law-office 司法書士事務所の事務スタッフ

・不動産登記、商業登記、裁判書類作成　　・上記申請書類等のデータ入

力、作成　　・電話応対、来客者対応　　※長期勤務できる方、歓迎しま

す。

公証人役場，司法書士事務

所，土地家屋調査士事務所
167-0034

東京都杉並区桃井１丁目１番４－

１０２号
167-0034

東京都杉並区桃井１丁目

１番４－１０２号
試用期間あり ３ヶ月 200,000円～300,000円

法務局その他官公署への書類作成及びそ

の補助、金融機関その他取引先へ書類受

領、電話対応等です。

創業１１年目、代表４１歳の所長

でございます。業務拡大のため、

一緒にがんばってくれるスタッフ

を募集します。

代表 道信　洋平 新宿公共職業安定所

株式会社　ジェイプラスディー http://www.jplusd.co.jp/
ＯＡ操作・サポート・事務・電話対応

他【未経験】

１．パソコン操作・指導　２．Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ書類作成　３．電話

サポート（ＰＣについて）　４．談話応対　他　５．英語での読み、書

き、会話

東京都豊島区 ソフトウェア業 171-0014
東京都豊島区池袋４－２５－１

紘亜ビル４Ｆ
171-0014

東京都豊島区池袋４－２

５－１　紘亜ビル４Ｆ
試用期間あり ２か月 230,000円～400,000円

株式会社情報電子のグループ会社とし

て、ＩＴ技術でお客様に貢献していま

す。３０年以上の歴史を持つグループ内

の有形・無形の資産をフルに活用し、お

客様・社会と共に飛躍していきます。

・社員を育てる教育システムが充

実しています。・大胆な昇給を行

います。・労働時間管理を徹底し

ています。　派１３－３１１５０

８

代表取締役 小野　健一郎 池袋公共職業安定所

株式会社　コムウェル http://www.comwell.co.jp 葬祭事務／小平
電話応対とＰＣ入力の一般事務です。　パソコン操作（エクセルを使って

定型フォームへの入力）が主になるのでパソコン応対は必須になります。
東京都小平市 その他の専門サービス業 166-0004 東京都杉並区阿佐谷南３－６－１ 203-0044

東京都東久留米市柳窪４

－７－９　当社　小平営

業所

エクセル基本操作 試用期間なし 180,731円～201,840円

冠婚葬祭互助会のコムウェルを中心とし

たグループ会社で、婚礼・葬儀・貸衣

装・墓石霊園・医療救急サービスなどを

行っている。

１．経済産業省大臣の許可事業と

して、月掛千円からの会員募集を

行っている。２．ブライダル衣装

は質量共、都内屈指の品揃えで、

全国の有名ホテル・専門式場が利

用できる。

代表取締役

社長
山川　寅彦 新宿公共職業安定所

株式会社　錦松梅 http://www.kinshobai.co.jp/ 販売（『錦松梅』の店頭販売）
○四谷本店で研修後デパートに配属。　○接客販売、商品管理、売上管理

等
東京都新宿区 その他の食料品製造業 160-0004 東京都新宿区四谷三丁目七番地 160-0004

東京都新宿区四谷３ー７

＊上記は本社住所

勤務先は都内及び都内近

郊百貨店（特記事項欄参

照）

試用期間あり 入社後３か月 176,000円～210,000円

佃煮製造販売業　鰹節をはじめとした厳

選素材を使用しています。材料、味付

け、製法は、秘伝の創業当時のまま。伝

統の味を守り続けています。

創業以来『錦松梅』（高級ふりか

け）一筋、全国有名百貨店の銘店

街に数多く出店し、多くの皆様に

ご愛顧いただき、業績も順調に推

移しています。

代表取締役

社長
松下　光余 新宿公共職業安定所

株式会社　ジェイファムコーポ

レーション
www.kaatsu-omotesando.com/

経理・総務に関するお仕事／トライア

ル併用求人

スポーツ・エステサロンを運営する会社の経理・総務に関わるお仕事で

す。　＜主な業務＞　・振込作業　・資料振り分け作業　・簡単な銀行等

資料作成、手配　・電話対応　・集計（Ｅｘｃｅｌ等）　・運営店舗の支

援業務など

東京都中央区 美容業 104-0061
東京都中央区銀座６丁目１４－２

０　香蘭社ビル３階
104-0061

東京都中央区銀座６丁目

１４－２０　香蘭社ビル

３階

パソコンの基本操作（Ｗｏ

ｒｄ、Ｅｘｃｅｌ）
試用期間あり ３ヶ月 180,000円～250,000円

加圧ビューティーを軸に世界各国の美と

健康の最新施術や商品を導入し、融合さ

せた新しい美容と健康を追求しご提供し

ています。全ての店舗が主要駅５分圏

内、百貨店や商業施設内にあります。

当社の展開する業態は『仕事を通

じて人を育み、人を通じて仕事を

育む。そして社会に貢献する』こ

とであり、人との繋がりを大事に

し、全ての女性の幸せである『美

健幸』の実現を目指しています。

代表取締役 桝井　継博
飯田橋公共職業安定

所

トウテック　株式会社 http://www.toutec.com
営業職（スーパー・コンビニ・商業施

設／未経験歓迎）

◆コンビニやスーパー等の店舗や商業施設に対して、電気工事を　　実施

するための営業をお任せします。　　・まずは、工事部にて２～３年ほど

電気工事を学んで頂き、その後　営業部へ配属となります。　・お客様は

信頼を得ている既存顧客がメインで研修にも力を入れて　いるため、業界

未経験からでもご活躍できます！　・工事案件の見積や納期調整ほか交渉

全般を行いながら、生産性の　高い仕事を受注して、会社の売上目標に貢

献していただきます。

電気工事業 173-0034 東京都板橋区幸町３９－５ 173-0034
東京都板橋区幸町３９－

５
試用期間あり ３か月 96,600円～109,400円

大手コンビニやスーパーといった商業施

設を中心に、電気工事を行っています。

コンビニやスーパーにある電気・空調・

冷蔵冷凍の設備の設計・施工を行ってい

ます。

更地の計画段階から設計・施工ま

で一貫して行っているのが当社の

強みです。創業以来７１年かけて

培った経験と実績によりお客様か

ら信頼をいただき、堅実な成長を

続けています。

代表取締役 佐藤　洋尚 池袋公共職業安定所

有限会社　平林運輸商会 運送会社の事務職

【仕事内容】　出荷事務専用システムへの入力業務　・伝票整理・電話応

対・来客対応・ファイリング業務　・経理補助・入金処理・請求書発行

業務は一般的な事務のお仕事です。　求める人材　・基本的なパソコンス

キルがある方　・タイピングスキルに自信のある方

一般貨物自動車運送業 123-0851 東京都足立区梅田　６－２１ー８ 123-0851
東京都足立区梅田　６－

２１ー８

基本的なパソコンスキルが

ある方（ワード・エクセ

ル）

試用期間あり ６ヵ月 188,000円～245,000円 一般貨物運送事業

顧客数は１５０を超え、幅広く営

業を展開しています。案件も多く

前向きな職場です。

代表取締役 寺井　末親 足立公共職業安定所

社会保険労務士法人　チアレッジ
http://www.cheerage.co.jp/recrui

tment

●テレワーク勤務可／社労士補助／

市ヶ谷／フレックス

●社会保険・労働保険手続代行業務、給与計算代行業務等の事務作業メイ

ンの事務所ではなく、研修やコンサルに力を入れています。代行業務やコ

ンサルティング業務も勉強でき、幅広いスキルを習得して成長できます。

●従業員の８割が未経験でスタートしています。　●傍を楽にする「はた

らく」をモットーに仕事をしています。「はたらく人を元氣にして、会社

と社会を元氣にする」という経営理念です。この経営理念を元に毎朝ユ

ニークな朝礼を行っています。　●お客様の悩みを聴いてくること（あく

までも聴く事が大事です）やクラウドシステムを活用したお客様の事務負

担軽減のためのコンサルティング等、能力に応じて、どんどん難しい仕事

をお任せしていきます。

社会保険労務士事務所 102-0074
東京都千代田区九段南４丁目７番

１３号　市ヶ谷安田ビル６階
102-0074

東京都千代田区九段南４

丁目７番１３号　市ヶ谷

安田ビル６階

試用期間あり ３カ月 177,700円～216,800円

３０～４０代の代表とスタッフが働く社

労士法人。事務処理ばかりでなく、定着

と採用に関する教育研修や人材コンサル

ティングに強みを持つ未来型社労士法

人。介護・保育業界にお客様が多い。

代表とマネージャーがスーパー銭

湯出身で、飲食業界出身者や営業

出身者が在籍する一風変わった社

労士法人です。東京都の朝礼コン

テストで準優勝したユニークな朝

礼がある楽しい事務所です。

代表社員 三輪　康信
飯田橋公共職業安定

所



プロスパー・ネットワーク　株式

会社
https://www.prosper-net.jp 営業アシスタント・事務全般

営業サポートを中心とする事務全般　＊営業サポート　＊お客様に対する

保守メンテナンス・障害対応　＊電話応対　＊請求書発行　＊商品の受発

注や発送業務　＊商品の在庫管理　など

その他の機械器具卸売業 111-0034
東京都台東区雷門２－６－１　雷

門ミハマビル
111-0034

東京都台東区雷門２－６

－１　雷門ミハマビル
簡単なＰＣ操作 試用期間あり ３カ月 200,000円～250,000円

レジスター・ＰＯＳシステム等の販売及

び保守サービス業務

当社のレジスター・ＰＯＳは、お

客様のニーズに合わせてカスタマ

イズを行っており、柔軟性の高さ

が特徴です。メンテナンス・保守

サービスを最重視しており、多く

のお客様に信頼を頂いております

代表取締役 米倉　紀充 上野公共職業安定所

株式会社　ジンナイ http://www.jinnai.co.jp 営業職（特殊アパレル）

（１）販売代理店及び専門商社への訪問営業　　　　要望ヒアリング、商

品企画ヒアリング、商品提案、需要予測　　（２）既存販売代理店からの

引合いセールス活動　　＊以上を通じ社内各部署と連携し、より良い技術

や商品を提案に繋　げていく活動を日々行っています。　　＊商品知識等

研修・ＯＪＴを通じ育成致しますので未経験の方でも　大丈夫です。

外衣・シャツ製造業（和式を

除く）
114-0003 東京都北区豊島３－２３－１０ 114-0003

東京都北区豊島３－２３

－１０

Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄの入

力出来る方を希望。
試用期間あり ６ヶ月 150,000円～200,000円

特殊アパレルメーカー。高機能素材を使

用し、自然環境に適応するアパレルの製

造販売を行う。レインウェア、防寒服な

どのアウトドアウェア、身体の安全と快

適さを実現する商品群。

自社ブランドとしては、官公庁や

民間企業へのユニフォーム用途に

特化。　伝統となっている高い品

質を守りながら新たなニーズに合

わせて、ファション・スポーツ業

界や医療資材へも進出中。

代表取締役 杉本　英介 王子公共職業安定所

株式会社　早友 http://www.see-soyu.co.jp/ 事務＜江東区・東陽教室＞

＊バックオフィス業務全般　　労務管理、請求事務、データ入力　　イベ

ント管理、教材作成・印刷など　　　＊未経験の方も丁寧に指導いたしま

す。

東京都江東区 学習塾 136-0071 東京都江東区亀戸２丁目４５－２ 135-0016

東京都江東区東陽５丁目

３１ー１７　若竹ビル６

階　早友学院　東陽教室

エクセル得意な方歓迎 試用期間あり ３ケ月 200,000円～400,000円 学習塾（”早友学院”）の運営

生徒の自立学習を教育のモットー

に地域密着を基本とした進学・学

習塾

代表取締役 高久　富司夫 木場公共職業安定所

株式会社　ｔｏｔｏｓｅｎ
寿司・総菜の販売等（寿司・総菜部）

／成瀬本店

寿司・惣菜の商品加工、販売　フライヤー、スチームコンベクションの操

作やお弁当、　総菜などの調理加工　サク取り、スライス、握りなどの業

務をお任せします。

東京都町田市 各種食料品小売業 194-0212 東京都町田市小山町　９８１－２ 194-0011

東京都町田市成瀬が丘２

－２５－５　ビッグヨー

サン　成瀬本店

試用期間あり ３ヶ月 185,000円～210,000円 寿司・惣菜・調理販売

（株）ビッグヨーサン内の寿司・

惣菜専門店です。創業以来「新鮮

な物をより安く」をモットーに、

着実に成長して来た企業です。売

場面積当りの売上高では、業界

トップクラスです。

代表取締役 本多　みどり 町田公共職業安定所

株式会社　ｔｏｔｏｓｅｎ
寿司・総菜の販売等（寿司・総菜部）

／町田小山店

寿司・惣菜の商品加工、販売　フライヤー、スチームコンベクションの操

作やお弁当、　総菜などの調理加工　サク取り、スライス、握りなどの業

務をお任せします。

東京都町田市 各種食料品小売業 194-0212 東京都町田市小山町　９８１－２ 194-0212

東京都町田市小山町９８

１－２　ビッグヨーサン

町田小山店

試用期間あり ３ヶ月 185,000円～210,000円 寿司・惣菜・調理販売

（株）ビッグヨーサン内の寿司・

惣菜専門店です。創業以来「新鮮

な物をより安く」をモットーに、

着実に成長して来た企業です。売

場面積当りの売上高では、業界

トップクラスです。

代表取締役 本多　みどり 町田公共職業安定所

京極運輸商事　株式会社 http://www.kyogoku.co.jp/ 営業（関連事務作業含む総合職）

総合職として採用され、当初本社容器部の営業事務から始め、将来会社の

幹部を目指して頂きます。　◇ドラム缶等容器販売業務　　・営業及び営

業関連事務　　　（新規開拓はありません。固定顧客へのルート営業で

す。）　　・受注、発注、配送手配業務　　・請求、支払い業務　　・資

料作成、データ入力業務　　・その他

東京都中央区 一般貨物自動車運送業 103-0007
東京都中央区日本橋浜町１－２－

１
103-0007

東京都中央区日本橋浜町

１ー２－１　ＨＦ日本橋

浜町ビルディング

Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄの基

本操作、資格等は不問
試用期間あり

採用日から９０日経

過後の月の末日
174,200円～236,200円

石油製品・化学品等の運送事業を中核と

して、港湾運送事業、通関事業、倉庫事

業、ドラム缶等、容器販売事業を含めた

総合物流関連事業を全国的に展開してお

ります。

ジャスダックに上場し、明治２４

創業を誇る企業です。「信用第

一」を企業理念とし、全員がコン

プライアンスのもと、「誠意・善

意・熱意」を以って、家族的な雰

囲気のなか、明るく働いていま

す。

代表取締役

社長
玉川　寿

飯田橋公共職業安定

所

京極運輸商事　株式会社 http://www.kyogoku.co.jp/ 経理事務職（総合職）

総合職として採用され、当初本社の経理事務から始め、将来会社の幹部を

目指して頂きます。　会計伝票の内訳チェック　決算業務の補佐　入出金

業務　その他経理、財務関連業務

東京都中央区 一般貨物自動車運送業 103-0007
東京都中央区日本橋浜町１－２－

１
103-0007

東京都中央区日本橋浜町

１ー２－１　ＨＦ日本橋

浜町ビルディング

基本的なパソコン操作、資

格等は不問
試用期間あり

採用日から９０日経

過後の月の末日
171,200円～235,500円

石油製品・化学品等の運送事業を中核と

して、港湾運送事業、通関事業、倉庫事

業、ドラム缶等、容器販売事業を含めた

総合物流関連事業を全国的に展開してお

ります。

ジャスダックに上場し、明治２４

創業を誇る企業です。「信用第

一」を企業理念とし、全員がコン

プライアンスのもと、「誠意・善

意・熱意」を以って、家族的な雰

囲気のなか、明るく働いていま

す。

代表取締役

社長
玉川　寿

飯田橋公共職業安定

所

株式会社　ヤナギサワ
総合職／首都圏エリアの製造業界向け

営業（本社）

工業向けの小売販売会社（法人）が弊社のお客様です。　既にお付き合い

があるお客様へ訪問して、新しい商品のＰＲや、測　りに関する商材のご

質問に対してのアドバイス、提案をしていきま　す。　販売だけではなく

アフターサービスも取り扱っておりますので、測　定機（測り）の専門商

社ならではのワンストップサービス点を特徴　としております。　基本、

既存のお客様への営業ですので、飛び込みテレアポなどはあ　りません。

商材の検索や案件の登録などは販売管理システムを利用しながらお　こな

いますのでＰＣ操作は必須となります。

東京都港区 その他の機械器具卸売業 108-0073 東京都港区三田２－１７－２６ 108-0073
東京都港区三田２－１７

－２６
試用期間あり ３ヶ月 200,000円～240,000円

１．日本の製造を支える測定機器の卸売

２．商品に関する校正・修理取次

創業５２年、業界最後発ながら東

日本シェアＮｏ．１。営業所はほ

とんどが中途社員。製造ラインか

ら営業へなど転換者活躍中

代表取締役 蕪山　敏之 品川公共職業安定所

株式会社ルーデン・ライフサービ

ス
http://www.ruden-life.co.jp 【急募】営業事務

簡単な営業事務のお仕事です。未経験からのデスクワーク、第二新卒も歓

迎です。　同じポジションのスタッフがそばにいるので引継ぎなどのスト

レスはありません。残業はほとんどありません。　お仕事内容は、営業ス

タッフのサポート業務です。お客様電話の応対、経費精算（小口管理）、

受注伝票の簡単な入力、備品発注・管理などです。　年に数回、営業部の

企画するイベントに同行してサポートするなど華やかさもあります。

東京都渋谷区 建物サービス業 150-0031
東京都渋谷区桜丘町２０－１　渋

谷インフォスタワー２階
150-0031

東京都渋谷区桜丘町２０

－１　渋谷インフォスタ

ワー２階

簡単なＰＣ入力 試用期間あり ３か月 172,112円～190,133円

＜室内クリーニング＞新築住宅の壁、フ

ローリングなどへのコーティング加工。

美観維持のご提案及びリフォーム工事や

インテリア商品などの販売。

ジャスダック上場のルーデン・

ホールディングス株式会社が親会

社です。営業部を新会社として独

立しました。

代表取締役

社長
佐々木　悟 渋谷公共職業安定所

信和興業　株式会社 http://www.shinwa-kk.jp/
電気設備改修工事の営業職（弱電設備

改修工事専門）

主にインターホン設備の改修工事について、お問い合わせ対応から現場調

査、見積り作成、提案、説明会の実施までを見ていただきます。　また、

上記と同じ流れになりますが、管理会社を客先とするルート営業もござい

ます。　　経験豊富な先輩が丁寧に指導していきます。　　最初は手もと

に入るなど、少しずつスキルアップしていきますしょう。ヤリガイは、お

客様が直接ユーザーとなることが多く、ご満足の声をダイレクトにいただ

くことができる点です。

その他の設備工事業 160-0023
東京都新宿区西新宿７－５－２０

新宿旭ビルＡ館６Ｆ
160-0023

東京都新宿区西新宿７－

５－２０　新宿旭ビルＡ

館６Ｆ

試用期間あり ３ヶ月 260,000円～480,000円

インターホン、テレビ、電話、ＬＡＮ、

防災、セキュリティ設備などの電気設備

（主に弱電）の設計及び施工、施工管理

創業４８年、業界の中でも老舗安

定企業でありながら、新しい事業

に挑戦してゆく活気のある会社で

す。ＵＳＥＮ導入で社内マッサー

ジ機や福利厚生施設も充実。研修

も整備され働きやすい職場です。

代表取締役

社長
大渕　能愛 新宿公共職業安定所

株式会社　ビジュアルワークス https://www.visualworks.co.jp/
カスタマーサポート（オンライン対応

のみ）

【主な仕事内容】　まずはお問合せ対応を中心としたサービス運営を中心

に行います。　その後、ユーザーの声を聞き、自社サービスをより使いや

すいもの　に成長させる企画立案等に携わっていただきたいと考えており

ます　。　▼以下仕事一例　・カスタマーサポート　・不正監視　・サー

ビス運営の効率化、改善　・チームへユーザーの声を提供　・サービス活

性化に関する施策立案、実行

東京都豊島区 情報処理・提供サービス業 170-0013
東京都豊島区東池袋３－９－１０

池袋ＦＮビル３Ｆ
170-0013

東京都豊島区東池袋３－

９－１０　池袋ＦＮビル

３Ｆ

Ｗｏｒｄ／Ｅｘｃｅｌ／Ｐ

ｏｗｅｒＰｏｉｎｔ／メー

ル送受信　ＰＣスキル（画

面操作、ＯＦＦＩＣＥ等）

試用期間あり 最短３ヵ月 190,000円～300,000円

モバイルに特化したメディア、及び公式

コンテンツの企画・制作・運営ならびに

広告事業を中心とした事業を核に展開し

ております。

社員の案を多く取り上げたサービ

スを推進する風土があります。ま

た、メンバーに女性が多いのも特

徴です。

代表取締役 落水　恒一郎 池袋公共職業安定所

株式会社　スマイルホーム www.smilehome.biz
不動産仲介営業（ノルマはありませ

ん）／トライアル雇用併用

主にお部屋探しのお客様への接客・営業をお願いします。　最初は先輩や

上司の者が同行しお教えしますのでご安心ください。その他、物件の写真

撮影情報の登録や、将来的には物件オーナー様の開拓もお願いします。

※営業職ですので目標数字はありますが、ノルマはありません。　※残業

はほとんどありませんのでプラべートも大切にできます。

東京都葛飾区 不動産管理業 124-0024 東京都葛飾区新小岩１－４６－１ 124-0024
東京都葛飾区新小岩１－

４６－１
試用期間あり ３ヶ月 300,000円～300,000円 賃貸不動産仲介・管理業 新小岩・小岩に特化しています 代表取締役 五十嵐　弘幹 墨田公共職業安定所

小島工芸　株式会社
営業（木製家具）＜トライアル併用求

人＞

＊安心・安全・健康・耐震にこだわった国産木製家具の製造・　　卸をし

ているメーカーの家具専門店向けルート営業です。　＊決められたお得意

先への訪問で、飛び込みはありません。　＊平日はお得意先への自社製品

提案等の商談、土曜・日曜・　　祝日はお得意先での販売。お得意先の売

場移動のお手伝い等　＊担当エリアは関東・北関東がメイン（その他の地

域もあり）　＊移動は、公共交通機関を利用（一部レンタカーの使用あ

り）　＊直行・直帰が基本で残業も少なくワークバランスもとれます。

＊月ごとの売上により別途手当の加算があります。　＊未経験者の方で

も、製品知識や営業ノウハウを身につける研修を丁寧に行います。

東京都江戸川区 家具製造業 133-0044
東京都江戸川区本一色３丁目１３

－３
133-0044

東京都江戸川区本一色３

丁目１３－３

基本的なパソコン操作がで

きる
試用期間あり ３ヶ月 178,300円～238,000円 木製家具の製造・卸売業。

高級木製家具のトップメーカーと

して、主要百貨店・専門店への

卸。製品は、すべて自社工場に於

いて一貫生産し、多品種、高生産

量を誇る。

取締役社長 小島　勝利 木場公共職業安定所

小島工芸　株式会社 営業事務／トライアル併用

＊受注業務（端末入力、伝票発行など）　＊電話対応　＊納品時に必要な

伝票類の準備　＊在庫等の問い合わせ対応　＊営業サポート業務　＊

ショールーム製品のレイアウト変更　＊ショールームにお越しのお客様の

対応　＊その他、事務作業全般　＊ｅコマースの運営

東京都江戸川区 家具製造業 133-0044
東京都江戸川区本一色３丁目１３

－３
133-0044

東京都江戸川区本一色３

丁目１３－３

基本的なパソコン操作がで

きる
試用期間あり ３ヶ月 178,300円～238,000円 木製家具の製造・卸売業。

高級木製家具のトップメーカーと

して、主要百貨店・専門店への

卸。製品は、すべて自社工場に於

いて一貫生産し、多品種、高生産

量を誇る。

取締役社長 小島　勝利 木場公共職業安定所



エフシー中央薬理研究所　株式会

社
www.fc-chuo-yakuri-lab.co.jp

化粧品ＯＥＭ製造の営業・企画（東京

営業所）

＊化粧品・医薬部外品　ＯＥＭ製造の営業・企画業務　　　お取引先との

打ち合わせ及びプレゼンテーション　　（出張あり）　　御見積書の作

成・製品の簡易設計書の作成他　　＊原料メーカー・化粧品メーカー・化

粧品ＯＥＭ製造工場勤務の　　経験者歓迎　＊生産業務・間接部門の研修

あり（２週間程度）

東京都品川区
化粧品・歯磨・その他の化粧

用調整品製造業
426-0055 静岡県藤枝市大西町２丁目８－６ 140-0013

東京都品川区南大井６ー

１９－６大森勧業ビル２

Ｆ

エクセル・ワード 試用期間あり ３カ月 172,000円～250,000円 化粧品・医薬部外品製造業

企画から研究開発、製造、品質管

理、配送にいたるまで自社で行う

社内一貫体制でのものづくり

代表取締役 朝比奈　謙太 焼津公共職業安定所

株式会社　サン電子 http://www.sundenshi-e.co.jp 一般事務

＊お客様の注文をパソコン入力　　　文書作成・データ入力・メール操作

等　＊仕入れ先への発注、納期打合せ　＊入荷商品の整理整頓、商品出荷

業務　＊来客時のお茶出し　＊その他の事務作業　・電話対応（営業への

取次等）　　※ＯＪＴ研修あり

電気機械器具卸売業 101-0021
東京都千代田区外神田６－１５ー

９　明治安田生命末広町ビル５Ｆ
101-0021

東京都千代田区外神田６

－１５ー９　明治安田生

命末広町ビル５Ｆ

パソコンの操作（ワード・

エクセル）
試用期間あり ３ヶ月 160,963円～201,500円 半導体及び電子部品の販売

会社創立以来着実に業績を伸ばし

続け、安定成長を遂げている。ま

た毎年決算賞与がある会社であ

る。（会社所有保養所あり）

（株）村田製作所の代理店（１１

社ある中の１社）

代表取締役

社長
江部　哲人

飯田橋公共職業安定

所

株式会社　カンテック http://kantec.net/ 営業事務

受注に伴う営業サポート業務全般　　・お客様からの電話対応・来客対応

・受発注のデータ入力作業・顧客管理　・見積書や請求書など、各種書類

作成　・発注や在庫管理　　　　　　※応募の際はハローワークから「紹

介状」の交付を受けて下さい

東京都品川区
機械器具小売業（自動車，自

転車を除く）
141-0031

東京都品川区西五反田１－２６－

２　２階
141-0031

東京都品川区西五反田１

丁目２７－６　市原ビル

５階

Ｅｘｃｅｌ操作のできる方 試用期間あり ３ヶ月 190,000円～244,000円

・産業用太陽光発電施工販売　　・家庭

用太陽光発電施工販売　・エコキュート

施工販売　　　　・蓄電池システム施工

販売　・空調設備施工販売

・リフォーム工事請負施工

創業以来地域に密着して売上を伸

ばして参りました。商品を販売す

るだけでなく、施工・メンテナン

スまで一貫しておこなっておりま

す。地域の皆様に信頼されるサー

ビスを提供しております。

代表取締役 山本　雄ニ 品川公共職業安定所

アスリーブレインズ株式会社 https://a3-brains.co.jp/
ＩＴ関連サービス営業／中野駅から４

分

【ＩＴ業界がはじめての方、歓迎！】　・人物重視のため、学歴、転職回

数、ブランクも不問です！　・営業の経験もＩＴ業界の経験もなかったメ

ンバーが多数活躍中！　　　入社後は、未経験からはじめる気持ちを知る

先輩たちが丁寧に教えていきます。　あなたには、企業向けにＩＴ研修

サービスなどを　提案していただきます。　他にも、エンジニアなどのＩ

Ｔ技術者が在籍する会社向けに、人材育成計画のサポートを提案すること

も。営業全体で売上目標の達成を目指しているので、個人ノルマはありま

せん。

東京都中野区 情報処理・提供サービス業 164-0001

東京都中野区中野４－１０－１

中野セントラルパークイースト２

階

164-0001

東京都中野区中野４－１

０－１　中野セントラル

パークイースト２階

パソコン（ワード・エクセ

ル・メール）の基本操作
試用期間あり ３か月 200,000円～280,000円

教育サービス（ＩＴ研修・ＩＴ資格取

得）　ソフトウェア設計／開発／運用業

務　ネットワーク・サーバ設計／構築／

運用業務

教育サービス（ＩＴ研修・ＩＴ資

格取得）　ソフトウェア設計／開

発／運用業務　ネットワーク・

サーバ設計／構築／運用業務

代表取締役 島本佳幸 新宿公共職業安定所

有限会社　デザインハウス中島 http://www.symrk.net/ 販売員／目黒区
婦人服の小売（小物・雑貨ｅｔｅ含む）　　店舗での接客がメインとなり

ます。
東京都目黒区 婦人・子供服小売業 171-0031

東京都豊島区目白３－１３－５

イトーピア目白カレン１Ｆ
152-0035

東京都目黒区自由が丘２

－８－９筧ビル１階１０

２　Ｓ・Ｙ・Ｍ・Ｒ・Ｋ

自由が丘店

エクセル・ワード 試用期間あり ３ヶ月 200,000円～350,000円

・婦人服販売　・事務的作業　・ＳＮＳ

での発信（ブログ・インスタグラム・イ

ンスタライブ）　・オリジナル作品、服

の制作

ＪＲ山手線目白駅近くに２軒あり

ます。イタリア・日本ブランド、

そしてオリジナルブランドを展開

しています。ＳＮＳでの発信もご

反響頂き全国から御注文を頂きま

す。様々なことに挑戦できます。

代表取締役

社長
中島　繁敏 池袋公共職業安定所

ヤマヤ家具株式会社 http://www.cabin-kagu.com
家具の取り付け作業、施工全般、運搬

等

・オーダー家具の施工、取り付け、張替、運搬など現場仕事が中心です。

・弊社はホテル様、大使館、学校関係、店舗、オフィスと幅広い　ニーズ

に対応すべく現場で求められるスキルも様々ですが、　ＯＪＴによる現場

型半年から１年間のマンツーマン指導で必要な技術を習得することができ

ます。　・仕事に必要な資格取得にチャレンジする方には、取得費用の支

援制度もあります。　・作業はベテラン職人と行うため、未経験者でも仕

事を通して成長　できる環境です。　・３年から５年を目処に、ひととお

りの技術を習得することができ、将来的には独立支援も行っています。

家具・建具・畳小売業 112-0002
東京都文京区小石川５丁目２番２

号
112-0002

東京都文京区小石川５丁

目２番２号
試用期間あり ３ヶ月 250,000円～320,000円

オーダー家具、製造、販売、内装工事、

家具のリフォーム（椅子・ソファ張替修

理、クルーザー内外装）オフィス・店舗

リフォーム・輸入家具等。

創業８３年の歴史をもつ家具専門

店。大手ハウスメーカーや一流ホ

テル、大使館、設計事務所、学校

法人、著名人等を顧客として持

つ。幅広いニーズに対応し、地域

に根ざした経営を行う。

代表取締役 川田　貴也
飯田橋公共職業安定

所

株式会社　ユナイテッドパート

ナーズ
事務職

契約書作成やお客様のご案内などの業務をお任せします。　《社内業務》

・契約書や付随書類の作成　・来客対応など　《社外業務》　・銀行への

書類提出　・お客様へ契約書や付属書類の説明　・各種契約手続きなど

◎直接お客様の所へお伺いしたりと、社外に出てリフレッシュできます。

◎お客様や社内メンバーとの交流を通じて「頼られている」実感が味わえ

ます。

建物売買業，土地売買業 103-0023
東京都中央区日本橋本町３－４－

７　新日本橋ビル２Ｆ
103-0023

東京都中央区日本橋本町

３－４－７　新日本橋ビ

ル２Ｆ

試用期間あり 三ヶ月間 190,000円～200,000円
投資用分譲マンションの販売及び管埋業

不動産賃貸仲介業

今年で設立１３年目。新事業の開

始も決まり、平均年齢が２０代と

若さと勢いがあり、活気にあふれ

ています。又、まだまだ小さな会

社ですので気兼なく質問・提案・

相談しながら仕事ができます。

代表取締役 加藤　秀章
飯田橋公共職業安定

所

Ｃｏ．Ｃｏ．Ｌａｂｏ経営・社労

士事務所
社労士業務補助／渋谷区代々木

社保・労保の手続（社労夢システム利用）　給与計算（弥生給与等）　電

話・メール対応　コンサルティング補助
東京都渋谷区 社会保険労務士事務所 151-0053

東京都渋谷区代々木２－２３－１

ニュースティトメナー１２６３号
151-0053

東京都渋谷区代々木２－

２３－１ニュースティト

メナー１２６３号

ＰＣ（Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅ

ｌ）初級以上
試用期間あり １ヶ月～６ヶ月 170,000円～400,000円

・労働保障・社会保険の諸手続き　・給

与計算代行　・就業規則等の規定作成

・上記の内容を含む人事労務全般のコン

サルティング　・キャリアコンサルティ

ング等

社保・労保の諸手続きと給与計算

のみならず助成金、就業規則等の

広いサービス提供を行っていま

す。顧客先企業は約１００社で毎

月受託が増えています。所長が若

くてフットワーワの良い事務所で

す

代表 阿久澤　文薫 渋谷公共職業安定所

株式会社　絆 http://lien-beauty.com/
受付業務（美容室Ｌｉｅｎ大山店）ト

ライアル併用
・受付対応、電話対応　　・美容業務補佐 東京都板橋区 美容業 174-0046

東京都板橋区蓮根２－１－３　メ

ゾン・エヌ１階
173-0014

東京都板橋区大山東町３

８－６　ＭＤＢビル１Ｆ
試用期間あり ３ヶ月 180,000円～200,000円

美容業全般です。幅広い年代層のお客様

にご来店いただいています。普通のサロ

ンとは違い髪を美しくする事に力を入れ

ているクリニックサロンです。東京美容

国民健康保険組合加入。

スタッフ全員がとても仲の良いお

店です。スタッフは女性が多いの

で、結婚や出産で仕事を離れてい

た方も応援します。スタッフの事

を第一に考える会社です。

代表取締役 冨野　公裕 池袋公共職業安定所

株式会社　絆 http://lien-beauty.com/
受付業務（美容室Ｌｉｅｎ志村坂上

店）トライアル併用
・受付対応、電話対応　　・お客様へのお茶出し　　・美容業務補佐 東京都板橋区 美容業 174-0046

東京都板橋区蓮根２－１－３　メ

ゾン・エヌ１階
174-0056

東京都板橋区志村１－３

４－１４　美容室　Ｌｉ

ｅｎ　志村坂上店

試用期間あり ３ヶ月 180,000円～200,000円

美容業全般です。幅広い年代層のお客様

にご来店いただいています。普通のサロ

ンとは違い髪を美しくする事に力を入れ

ているクリニックサロンです。東京美容

国民健康保険組合加入。

スタッフ全員がとても仲の良いお

店です。スタッフは女性が多いの

で、結婚や出産で仕事を離れてい

た方も応援します。スタッフの事

を第一に考える会社です。

代表取締役 冨野　公裕 池袋公共職業安定所

日東成工　株式会社　関東事業所 http://www.nitto-seiko.co.jp 営業

・防水工事受注の為の営業活動　・ターゲットはマンション改修業者、民

間マンションオーナーへの　営業活動　・経験不問でも一から丁寧に指導

します。　・又、業務に役に立つ国家資格取得も支援しています。

東京都板橋区 生活関連産業用機械製造業 173-0012 東京都板橋区大和町４４－１３ 173-0012
東京都板橋区大和町４４

－１３
試用期間あり ３ヶ月 230,000円～300,000円

マンション及び建物の防水工事。近郊東

京・埼玉県・千葉県・神奈川県。近郊の

防水改修工事及び新築防水工事の施工。

本社は新潟市で関東進出１０年で更なる

飛躍を目指しています。

現在５～６グループ（防水施工

班）で防水施工を行っています。

定期的に安全管理講習会やその跡

の懇親会を開催しています。板橋

区の防水業協会に加入し板橋区の

建物改修事業に貢献しています。

代表取締役 尾形　充文 池袋公共職業安定所

株式会社　三和リース http://www.sanwa-l.co.jp
営業職［東京営業所（八王子市）勤

務］

首都圏エリアの建設関連業者・ハウスメーカー等に対して、　仮設資機材

のリースレンタル営業を行います。　　《具体的な仕事内容》　・見積書

や指示書等の書類作成　・現場の状況確認　・お客様との打ち合わせ　・

仮設機材や職人の手配　・作業状況の確認　など　　※営業車貸与あり

東京都八王子市 産業用機械器具賃貸業 406-0801 山梨県笛吹市御坂町成田２４３６ 192-0915

東京都八王子市宇津貫町

９６８　　株式会社　三

和リース　東京営業所

試用期間あり ６ヶ月 180,000円～350,000円

建設用仮設足場資機材の総合リース・枠

組足場・クサビ式足場・次世代式足場・

組立・解体・ハウス・トイレその他備品

リース・イベント企画ＣＡＤシステムに

よる作図・強度計算・防災

山梨県を中心に、首都圏（東京・

埼玉・神奈川）長野県全域で　事

業を展開。創業以来、多様化する

ニーズを的確に捉え　迅速に対応

し、売上は増収基調維持。

代表取締役 伏見　哲郎 甲府公共職業安定所

登喜和冷凍食品株式会社 http://www.tsuruhabutae.co.jp 営業職（東京営業所）

＊営業部にて、高野豆腐及び豆腐関連素材の営業販売活動を担当し　て頂

きます。　・東京営業所は関東近郊から東日本全域を担当しております。

（甲信越、静岡より以東）　【主な業務】　　・顧客対応（食品問屋、小

売店、食品メーカー等）　　・弊社のお客様への対応、新規顧客開拓、事

務作業等　　＊パソコン操作：必須（Ｗｏｒｄ，Ｅｘｃｅｌ等）

東京都中央区 その他の食料品製造業 396-0026 長野県伊那市西町５０５７番地 103-0016

東京都中央区日本橋小網

町４番９号　恵和ビル３

階

一般的な操作スキル、Ｗｏ

ｒｄ、Ｅｘｃｅｌ等
試用期間あり ２ヶ月 188,500円～257,000円

創業以来９０年以上に渡り、高野豆腐

（凍り豆腐）及びチルド、冷凍惣菜の豆

腐加工食品に特化した製品を製造販売し

ています。　国内に複数の営業拠点を持

ち全国展開しています。

「鶴羽二重」のブランド名のもと

国内有数の高野豆腐製造メーカー

として業績を伸ばしてきました。

近年再注目される和食、健康食の

食材としての一翼を担い、製品を

提供させていただいています。

代表取締役 登内　英雄 伊那公共職業安定所

ヤスダファインテ　株式会社 http://www.yasudaft.co.jp 営業（設備・機械）（東京本部）

食品製造会社様の工場設備及びプラント工事の営業のお仕事です。　　・

プラント工事の他に、ステンレス製タンクやミキサー、　　ポンプ、タン

クローリーの営業となります。　　＊経験は問いません。

東京都墨田区 一般産業用機械・装置製造業 296-0197 千葉県鴨川市北風原９３８ 130-0005

東京都墨田区東駒形４丁

目１２番１０号

ヤスダファインテ株式会

社　東京本部

試用期間あり ３ヶ月 161,500円～240,000円

液体食品を中心とした食品加工用機械器

具製造販売。タンク事業（牛乳・ビール

等液体食品加工用タンク）、ローリー事

業（牛乳・液糖等輸送用タンクロー

リー）、プラント事業（配管・電気工

事）

牛乳やビール・ジュース・ヨーグ

ルト・ソースなどの液体食品を作

る会社様の工場設備や、液体食品

を運ぶタンクローリーの設計・製

造を行っているエンジニアリング

メーカーです。

代表取締役

社長
安田　良也 館山公共職業安定所



株式会社　高島テクノロジーセン

ター
http://www.t-tech.co.jp 営業職（未経験可）

～人材を求めている「企業」と、そこで活躍する「人」をつなぐ　お仕事

です。　クライアントへ訪問し、課題のヒアリング、企画、提案を行って

いただきます。　各派遣先、委託先で就業している社員のフォロー・管理

等も担当して　いただきます。　★未経験者大歓迎！ゼロから丁寧に教え

ます。

土木建築サービス業 108-0075

東京都港区港南二丁目１６－４

品川グランドセントラルタワー７

階

108-0075

東京都港区港南二丁目１

６－４　品川グランドセ

ントラルタワー７階

ワード、エクセル 試用期間あり ３ヶ月 165,000円～200,000円

建設コンサルタント業、公共及び民間発

注の建設工事に伴う調査・計画・設計・

施工管理業務。一般建設業・一級建築士

事務所・一般労働者派遣事業、有料職業

紹介事業。派１４－３０１００５

昭和４８年に橋梁専門のコンサル

タントとして創業以来、社会イン

フラの設計業務等で数多くの実績

あり。現在は民需の開拓にも積極

的に取り組んでいます。（紹介）

１４－ユ－３００７９７

代表取締役 遊佐　浩幸 品川公共職業安定所

ＥＬＳＹＳ　ＪＡＰＡＮ株式会社 https://www.elsysj.net/ 営業職

既存顧客向け営業、新規顧客の開拓、新規サービスの企画及びマーケティ

ング　新規サービスの企画・開発、製品現地調整等、当社製品にまつわる

技術全般　　創業６年の若い会社です。一緒に会社を大きくしていける方

をまっております。　　※未経験でもやる気のある方　※ＩＴ関連の営業

に興味のある方　※将来的な幹部候補も目指せます　※英語話せるとなお

良し

他に分類されない小売業 142-0051
東京都品川区平塚２－５－８　ミ

カドビル４階
142-0051

東京都品川区平塚２－５

－８　ミカドビル４階
ＭＳＯｆｆｉｃｅ 試用期間あり

３カ月間を試用期間

とする
150,000円～200,000円

防犯セキュリティソフト及び精神判定ソ

フトの卸販売

創業６年の若い会社で、競合製品

のないソフトウェアを販売してい

ます。社長を中心に新しいことに

どんどん取り組んでいく会社で

す。

代表取締役 山内　晶太 品川公共職業安定所

医療法人社団　白寿会
http://www.tamagawasubaru.co

m/
庶務・営繕（玉川すばる）

介護老人保健施設での庶務・営繕のお仕事です。　＜庶務業務＞　運転

（通所リハビリ・病院への受診）　事務補助（電話対応）　　＜営繕業務

＞　施設内瑕疵故障の対応（車いす修理・電気交換などの幅広い対応）

＜営繕管理業務＞　営繕職員（パート職員管理）

東京都世田谷区 一般診療所 158-0082
東京都世田谷区等々力４－７－１

６　石井ビル１Ｆ
158-0095

東京都世田谷区瀬田４丁

目１番１４号　「玉川す

ばる」

試用期間あり 半年間 150,000円～160,000円

内科・外科・在宅往診。平成１４年３月

に、横浜市青葉区元石川町に入所者１２

５名の介護老人保健施設［青葉の丘］を

開設しました

高齢化社会に対応（在宅往診）し

たクリニックです。［青葉の丘］

は緑に囲まれた小高い丘にありま

す。リハビリを中心に笑顔と会話

を引き出しててゆけるようなお仕

事してみませんか。

理事長 和田　博美 渋谷公共職業安定所

株式会社　トラストテクノロジー http://www.trust-t.com/ 海外営業（企画・マーケティング）

社内の営業部にて海外顧客に向けて半導体装置の販売業務、　市場調査を

していただきます。　　・海外顧客へ当社取り扱いの装置を紹介してもら

いますので　　（電話、メール）、中国語、韓国語、英語のいずれか１か

国語　　できる方歓迎。　　＊自身の語学力を生かせます。向上心のある

方、粘り強い方大歓迎

東京都新宿区 産業機械器具卸売業 160-0023
東京都新宿区西新宿６－１２－１

パークウエスト　１３階
160-0023

東京都新宿区西新宿６－

１２－１　パークウエス

ト　１３階

Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ、ｅ

－ｍａｉｌ基本操作
試用期間あり １～３ヶ月 210,000円～210,000円

半導体を製造する装置の売買を主業務と

する専門商社です。サービス・ソリュー

ションも同時に提供しております。アジ

ア各国を中心としたエンドユーザー、半

導体製造メーカーと専属取引中です。

ＩＣＴを活用した場所に捉われな

い働き方を採用している為、子育

て中の方も活躍中です。各自が自

分の仕事に責任と誇りをもって取

り組んでおり売り上げも順調

代表取締役 頼　榮陸 新宿公共職業安定所

株式会社　トラストテクノロジー http://www.trust-t.com/
企画営業（企画・マーケティング）／

西新宿駅徒歩５分

社内の営業部にて固定顧客に連絡し、販売マーケティングをしていただき

ます。　お客様は既存顧客ばかりです。　　・既存顧客への定期的な連絡

（電話、メール）　　→お客様の近況の確認や保有装置などの聞き取り

・顧客リストの更新、管理　　＊向上心のある方、粘り強い方、お客様と

会話の楽しめる方大歓迎　です。

東京都新宿区 産業機械器具卸売業 160-0023
東京都新宿区西新宿６－１２－１

パークウエスト　１３階
160-0023

東京都新宿区西新宿６－

１２－１　パークウエス

ト　１３階

Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ、ｅ

－ｍａｉｌ基本操作
試用期間あり １～３ヶ月 210,000円～210,000円

半導体を製造する装置の売買を主業務と

する専門商社です。サービス・ソリュー

ションも同時に提供しております。アジ

ア各国を中心としたエンドユーザー、半

導体製造メーカーと専属取引中です。

ＩＣＴを活用した場所に捉われな

い働き方を採用している為、子育

て中の方も活躍中です。各自が自

分の仕事に責任と誇りをもって取

り組んでおり売り上げも順調

代表取締役 頼　榮陸 新宿公共職業安定所

株式会社　トラストテクノロジー http://www.trust-t.com/
総務・一般事務／未経験者ＯＫ／西新

宿駅徒歩５分

社内の管理部門で総務事務関係の業務全般を担当して頂きます。　・書類

作成業務（通達文の作成、雇用契約書の作成他）　・備品管理（残数確認

及び発注、名刺作成）　・勤怠データ管理　　・給与計算業績　・求人、

人事に関する業務　・各種申請書申込（社会保険手続き補助、年末調整補

助）　・各種庶務業務（書類送付・ファイリング等）　・人材管理（シフ

ト管理、労働者名簿更新）　　※未経験でも丁寧に指導いたします。

東京都新宿区 産業機械器具卸売業 160-0023
東京都新宿区西新宿６－１２－１

パークウエスト　１３階
160-0023

東京都新宿区西新宿６－

１２－１　パークウエス

ト　１３階

パソコン操作（Ｗｏｒｄ、

Ｅｘｃｅｌ、ｅ－ｍａｉｌ

基本操作等）

試用期間あり １～３ヶ月 210,000円～210,000円

半導体を製造する装置の売買を主業務と

する専門商社です。サービス・ソリュー

ションも同時に提供しております。アジ

ア各国を中心としたエンドユーザー、半

導体製造メーカーと専属取引中です。

ＩＣＴを活用した場所に捉われな

い働き方を採用している為、子育

て中の方も活躍中です。各自が自

分の仕事に責任と誇りをもって取

り組んでおり売り上げも順調

代表取締役 頼　榮陸 新宿公共職業安定所

株式会社　トラストテクノロジー http://www.trust-t.com/
財務・一般事務／未経験者ＯＫ／西新

宿駅徒歩５分

◎社内の管理部門で財務・一般事務の業務を担当して頂きます。　・案件

表記入、案件対応　・案件に関する銀行管理　・業務管理、内部統制　・

監査対応、決算書類準備　・資料作成、研修に関わる業務　　※未経験者

歓迎！丁寧に指導しますので安心してご応募ください。　※配属となる経

営戦略室は、今後ＩＴを駆使して管理していくので、ＰＣ操作に強い方大

歓迎です。

東京都新宿区 産業機械器具卸売業 160-0023
東京都新宿区西新宿６－１２－１

パークウエスト　１３階
160-0023

東京都新宿区西新宿６－

１２－１　パークウエス

ト　１３階

パソコン操作（Ｗｏｒｄ、

Ｅｘｃｅｌ、ｅ－ｍａｉｌ

基本操作等）

試用期間あり １～３ヶ月 210,000円～210,000円

半導体を製造する装置の売買を主業務と

する専門商社です。サービス・ソリュー

ションも同時に提供しております。アジ

ア各国を中心としたエンドユーザー、半

導体製造メーカーと専属取引中です。

ＩＣＴを活用した場所に捉われな

い働き方を採用している為、子育

て中の方も活躍中です。各自が自

分の仕事に責任と誇りをもって取

り組んでおり売り上げも順調

代表取締役 頼　榮陸 新宿公共職業安定所

株式会社　トラストテクノロジー http://www.trust-t.com/
人事・一般事務／未経験者ＯＫ／西新

宿駅徒歩５分

◎社内の管理部門で人事事務関係の業務全般を担当して頂きます。　・求

人、人事に関する業務　・入退社管理手続（入社前オリエンテーション、

社員名簿登録）　・資料作成　・研修に関わる業務　・社会保険関係（算

定基礎届作成補助、離職票発行手続）　・経費関連の管理業務　　・給与

計算業績　　※面接には、Ｓｋｙｐｅを使用する等ＩＣＴを活かした人事

システ　ム採用　　※未経験者歓迎！　丁寧に指導しますので安心してご

応募下さい。

東京都新宿区 産業機械器具卸売業 160-0023
東京都新宿区西新宿６－１２－１

パークウエスト　１３階
160-0023

東京都新宿区西新宿６－

１２－１　パークウエス

ト　１３階

パソコン操作（Ｗｏｒｄ、

Ｅｘｃｅｌ、ｅ－ｍａｉｌ

基本操作等）

試用期間あり １～３ヶ月 210,000円～210,000円

半導体を製造する装置の売買を主業務と

する専門商社です。サービス・ソリュー

ションも同時に提供しております。アジ

ア各国を中心としたエンドユーザー、半

導体製造メーカーと専属取引中です。

ＩＣＴを活用した場所に捉われな

い働き方を採用している為、子育

て中の方も活躍中です。各自が自

分の仕事に責任と誇りをもって取

り組んでおり売り上げも順調

代表取締役 頼　榮陸 新宿公共職業安定所

株式会社　トラストテクノロジー http://www.trust-t.com/ 経理・一般事務

・採用関連の業務　・入退社管理手続き　・社会保険、雇用保険等に関す

る手続き　・研修資料の作成、新人研修　・給与計算　・経費入出金管理

・ＰＣ管理、設定業務　・案件管理　・銀行関連業務　　＊未経験者Ｏ

Ｋ。エクセル得意な方歓迎。

東京都新宿区 産業機械器具卸売業 160-0023
東京都新宿区西新宿６－１２－１

パークウエスト　１３階
160-0023

東京都新宿区西新宿６－

１２－１　パークウエス

ト　１３階

Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ、ｅ

－ｍａｉｌ基本操作
試用期間あり １～３ヶ月 210,000円～210,000円

半導体を製造する装置の売買を主業務と

する専門商社です。サービス・ソリュー

ションも同時に提供しております。アジ

ア各国を中心としたエンドユーザー、半

導体製造メーカーと専属取引中です。

ＩＣＴを活用した場所に捉われな

い働き方を採用している為、子育

て中の方も活躍中です。各自が自

分の仕事に責任と誇りをもって取

り組んでおり売り上げも順調

代表取締役 頼　榮陸 新宿公共職業安定所

冨士薬品工業　株式会社 http://www.fcfuji.co.jp 一般事務（正社員）

◆当社は写真製版感光液、フィルム等の製造・販売会社です。　　本社に

て事務の仕事を行って頂きます。　　・受注・発注に関わるデータ入力

・請求書等の書類作成（ＰＣ使用）　・入金チェック・管理　・電話対応

等　　※経理や簿記の知識がなくても応募可能です。担当して頂く業務は

ご本人の経験や適性等により決定します。　　仕事の内容等は、入社後丁

寧に指導しますので、未経験の方も　　心配いりません。

その他の化学工業 176-0012
東京都練馬区豊玉北　３－１４－

１０
176-0012

東京都練馬区豊玉北　３

－１４－１０

エクセル・ワード（基本操

作）
試用期間あり ６ヶ月 126,000円～161,000円

写真製版用感光液・フィルムおよび電子

工業用薬品の製造・販売　感光性樹脂応

用製品の製造及び販売

時代のニーズに応えるべく熱心な

研究開発と品質の高い製品で大手

新聞社、印刷会社、家電メーカー

などから熱い信頼を得ている。

代表取締役

社長
小菅　勇治 池袋公共職業安定所

冨士薬品工業　株式会社 http://www.fcfuji.co.jp 営業（主に既存取引先担当）

◆当社はオリジナルフォトレジスト製品・オフセット印刷化成品を製造、

大手印刷会社や大手電気メーカーへ販売しています。・これら取引先へ定

期訪問営業や新製品紹介等を行って頂きます。・コロナ渦により取引先と

は主にＷｅｂ対応を行い、必要に応じて訪問を行います（訪問地域は都内

および近隣県）。・得意先のニーズの把握と製造部門との調整がありま

す。＊採用後は港区内研究所で研修（１ヶ月以内）があります。商品内容

や営業方法等は、ＯＪＴでも丁寧に指導しますので、未経験の方も心配い

りません。

東京都練馬区 その他の化学工業 176-0012
東京都練馬区豊玉北　３－１４－

１０
176-0012

東京都練馬区豊玉北　３

－１４－１０

ワード・エクセル（基本操

作）
試用期間あり ６ヶ月 154,000円～189,000円

写真製版用感光液・フィルムおよび電子

工業用薬品の製造・販売　感光性樹脂応

用製品の製造及び販売

時代のニーズに応えるべく熱心な

研究開発と品質の高い製品で大手

新聞社、印刷会社、家電メーカー

などから熱い信頼を得ている。

代表取締役

社長
小菅　勇治 池袋公共職業安定所

株式会社　ビービーシー http://www.bbc-net.co.jp 営業サポート事務

営業スタッフのサポート　書類のデータ入力・管理・ファイリング等

メール・電話対応　来客対応（お茶だしなど）　書類の郵送手配　仕入等

専用ソフトへの入力　社内会議の議事録作成

東京都日野市 一般土木建築工事業 191-0012
東京都日野市日野１０２４－３

甲州街道駅前ビル３階
191-0012

東京都日野市日野１０２

４－３　甲州街道駅前ビ

ル３階

Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ（Ｐ

ｏｗｅｒｐｏｉｎｔもでき

れば尚可）　タッチタイピ

ングできれば尚可

試用期間あり ６ヶ月 190,000円～250,000円 建設工事業

新築物件の内装及び、改修・増築

に伴う建設工事を手掛け、創業以

来業績を伸ばし続けています。成

長意欲が高く、挑戦し続ける会社

です。更なる成長の第一歩とし

て、地域貢献を目指しています。

代表取締役 中村　吉威
八王子公共職業安定

所

新日本工業　株式会社 shinnihon-kogyo.net 営業（東京）

水道関連の水管橋を製作、施工する会社です。　　　役所・水道設計コン

サルタント・商社・建設会社への　営業活動を行います。　　　　＊ご応

募される方は、ハローワークで「紹介状」の交付を受けて　　ください。

東京都江戸川区
建設用・建築用金属製品製造

業（製缶板金業を含む）
486-0816

愛知県春日井市東野新町２丁目２

番地１
132-0035

東京都江戸川区平井４丁

目７－１６　徳久ビル５

Ｆ　　東京営業所

試用期間あり ６ヶ月 220,000円～450,000円
建設業：鋼構造物・水道施設・管工事

金属加工製作
若い力で今から発展する会社 代表取締役 冨田　健二

春日井公共職業安定

所

株式会社　サンセキ http://www.sanseki.com 営業（東京支社）建築工事営業

建築石工事の営業、見積り業務　　＊見積り等の作成にパソコン（エクセ

ル・ワード）を使用　　しますので簡単な打ち込みが出来る方　＊営業

車・携帯電話・パソコン貸与

東京都立川市 他に分類されない卸売業 689-2293
鳥取県東伯郡北栄町東園３２３－

１
190-0011

東京都立川市高松町３丁

目１４－１３　ＢＩＣＳ

ビル７Ｆ

見積り等の作成にパソコン

（エクセル、ワード）を使

用します。　簡単な打ち込

みが出来る方。

試用期間あり ３ヶ月 170,000円～270,000円

★墓石製品・原石・工芸品等の輸入及び

加工卸。建築石工事、景観土木石工事設

計・施工。建築・景観土木石材・中国製

タイルの輸入卸・納骨堂販売。

当社は生産拠点の中国等で墓石や

建築製品などに加工された石製品

を輸入し全国の石材店　ゼネコ

ン・ハウスメーカー等に販売する

全国トップクラスの石材総合商社

です

代表取締役 熊野　俊也 倉吉公共職業安定所



株式会社　サンセキ http://www.sanseki.com 営業（東京支社）建築工事営業

建築石工事の営業、見積り業務　　＊見積り等の作成にパソコン（エクセ

ル・ワード）を使用　　しますので簡単な打ち込みが出来る方　＊営業

車・携帯電話・パソコン貸与

東京都渋谷区 他に分類されない卸売業 689-2293
鳥取県東伯郡北栄町東園３２３－

１
150-0047

東京都渋谷区神山町１１

－１７日興パレス渋谷４

０２

見積り等の作成にパソコン

（エクセル、ワード）を使

用します。　簡単な打ち込

みが出来る方。

試用期間あり ３ヶ月 170,000円～270,000円

★墓石製品・原石・工芸品等の輸入及び

加工卸。建築石工事、景観土木石工事設

計・施工。建築・景観土木石材・中国製

タイルの輸入卸・納骨堂販売。

当社は生産拠点の中国等で墓石や

建築製品などに加工された石製品

を輸入し全国の石材店　ゼネコ

ン・ハウスメーカー等に販売する

全国トップクラスの石材総合商社

です

代表取締役 熊野　俊也 倉吉公共職業安定所

株式会社　プライムハート http://www.pheart.jp 営業事務／東京都渋谷区

・書類作成、電話対応、庶務業務が主な業務です。　・営業を事務面から

サポートします。　　【未経験者歓迎】　・人と接することが好きな方、

ＰＣスキルを身につけたい方、ＩＴ　　のお仕事に興味がある方が活躍で

きる職場です。　・管理部門強化を目的とした、次世代の営業事務担当者

育成のため　　の募集です。

東京都渋谷区 ソフトウェア業 101-0041
東京都千代田区神田須田町２－３

－１６　神田須田町ビル４階
150-0043

東京都渋谷区道玄坂２丁

目９－１０　Ｋ＆Ｋビル

３Ｆ　当社　渋谷事務所

試用期間あり ６ヶ月 170,100円～405,000円

システム開発において発生する、事務作

業のサポートに特化した会社です。卓越

した事務処理能力で、プロジェクト運営

の効率化・コストダウンの実現をサポー

トしています。

中途未経験で入社した社員が多く

活躍しています。社員の個性を活

かした最適なキャリアアップを図

ります。役職や社歴にとらわれな

い、風通しのいい社風です。

代表取締役 内海　大祐
飯田橋公共職業安定

所


