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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

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１

６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

ＰＢＩ株式会社
小中学校でのＰＣ・ｉＰａｄメンテナ

ンス（事務・軽作業）

中野区にある小中学校でのお仕事です。　未経験ＯＫ！Ｅｘｃｅｌ・Ｗ

ｏｒｄ経験者は大歓迎です！　　・ＰＣ・ｉＰａｄなどのアップデート

・ＰＣ端末などの入替業務（軽作業）　といったメンテナンス作業が主

なお仕事です。　初めての方でもＰＣに触ったことがあれば大丈夫で

す。

労働者派遣業 107-0052
東京都港区赤坂９丁目６番２

８号　アルベルゴ乃木坂３Ｆ
107-0052

東京都港区赤坂９丁目６番２８

号　アルベルゴ乃木坂３Ｆ
試用期間あり １ヶ月 201,600円～201,600円

一般労働者派遣事業、有料職業紹介事業

工場派遣・請負、ＩＴ派遣・委託　特定

技能外国人受入事業、登録支援機関

少人数で社風も良好、個人の能力を発揮

できる環境です。　人材サービスにおい

てきめ細やかな管理体制が強みです。

今後事業拡大に向けて組織作りをしてい

ます。

代表取締役社長 上辻　知子 品川公共職業安定所

株式会社　コンクリート新聞

社
https://www.beton.co.jp 編集記者

セメント、生コンクリートなど建材・資材業界や官公庁などへの取材と

記事の執筆・紙面製作・校正など編集業務全般及び広告営業（主に固定

客）発行媒体の販促活動など。

東京都新宿区 印刷関連サービス業 160-0022
東京都新宿区新宿２－１６－

８　新宿北斗ビル６階
160-0022

東京都新宿区新宿２－１６－８

新宿北斗ビル６階
ワード、エクセル、メール 試用期間あり ３ヶ月 175,000円～190,000円

セメント・コンクリート業界向けの「コ

ンクリート新聞」や、コンクリート技術

に関する書籍を発行しています。また、

業界団体機関誌の受託制作、講習会も主

催しています。

コンクリート新聞は創刊から５５年を迎

えます。業界における知名度は高く、北

海道から沖縄まで広く読まれています。

年３回の長期休暇（土日含め平均９日）

があり、福利厚生も充実しています。

代表取締役社長 大滝　朋宏 新宿公共職業安定所

株式会社　南信堂 http://www.nanshindo.com 一般事務

◎インターネットショップ店舗運営アシスタントを募集です。　◎伝票

発行・受注・発注・電話対応・メール対応・商品登録などの　　一連業

務をサポートしていただきます。　　＊皆で協力しながら行いますので

初心者の方でも大歓迎致します。　＊ただし、ホームページ作成経験な

どの基礎知識が　　必要となります。　＊ネットショップやＳＮＳなど

ネットに興味がある方大歓迎です。

東京都新宿区 他に分類されない小売業 162-0041
東京都新宿区早稲田鶴巻町３

０２番地
162-0041

東京都新宿区早稲田鶴巻町５４

０番地　ラフィーネ早稲田１階

株式会社南信堂　第２オフィス

ホームページ作成基礎知識

のある方、エクセル基本操

作

試用期間あり ３ヶ月 160,000円～170,000円
オフィス家具・ＯＡ機器・事務用品等の

販売　インターネットショップ運営

創業４５年以上の信頼と実績のある会社

です。固定のお得意様から全国のお客様

を対象にして、ＷＥＢショップで様々な

商品を販売しております。

代表取締役 佐々木　一雄 新宿公共職業安定所

家．ｃｏｍ株式会社
http://www.iecom-

ooizumigakuen.jp
営業職（不動産賃貸）

不動産賃貸物件の仲介・管理業です。　主に中野・新宿・渋谷・杉並・

練馬区の物件を紹介しています。
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３丁目８

－２　トーシンスペースビル

アネックス５階

164-0003

東京都中野区東中野３丁目８－

２　トーシンスペースビル　ア

ネックス５階

パソコン基本操作スキル 試用期間あり ３カ月間 200,000円～200,000円

不動産賃貸物件の仲介・管理業です。主

に新宿・中野・渋谷・練馬・杉並区の物

件を紹介しています。

社員は全員３０代の明るく、アットホー

ムな雰囲気の会社です。入社時には研修

システムもありますので、未経験の方も

安心して働けます。

代表取締役 石田　圭 新宿公共職業安定所

株式会社　エレーヌ http://www.elene.co.jp 営業・企画

＊得意先のフォロー営業（ルートセールス）　　＊商品や他社の情報収

集・提供　　＊新商品企画等の営業企画業務（市場動向による提案企画

など）

東京都千代田区 下着類製造業 612-8437
京都府京都市伏見区深草小久

保町３４３
101-0052

東京都千代田区神田小川町１丁

目８番３号　小川町北ビル３０

２号

初級程度 試用期間あり ３か月 250,000円～350,000円 婦人下着の製造・卸売業

昭和４１年創業以来業績を伸ばしてきた

ランジェリー、ファンデーションメー

カーです。真に良きものを愛する精神と

遊び心を大切にし、最新のトレンドや

ベーシックインナーを提供しておりま

す。

代表取締役 藤井　隆男 伏見公共職業安定所

株式会社　クレアス 営業アシスタント

営業アシスタント業務　・取引先を回っての工事等の調整　・代理店と

の連絡調整　等　　当面のうちはサポートをしていただき、慣れてきた

ら　さらに深く業務に関わっていただく場合もあります。

東京都中央区 その他の機械器具卸売業 103-0026
東京都中央区日本橋兜町１５

－６　製粉会館ビル２Ｆ
103-0026

東京都中央区日本橋兜町１５－

６　製粉会館ビル２Ｆ
ワード・エクセル基本操作 試用期間あり ３ヶ月 250,000円～350,000円

セキュリティー機器販売・施工・メンテ

ナンス

アットホームな会社です。社員が活き活

きと働ける職場でいたいと思っていま

す。

代表取締役 藤巻　英行 飯田橋公共職業安定所

株式会社　アテネコンピュー

タシステム
http://www.athene-cs.co.jp 総務

備品・事務用品管理　郵便物仕分け等　各種文書ファイリング管理　休

暇届・タイムカード・休暇台帳のチェック　情報データ、ホームページ

等の管理　電話・来客対応　他

ソフトウェア業 104-0061

東京都中央区銀座３丁目１０

－７ヒューリック銀座三丁目

ビル９階

104-0061

東京都中央区銀座３丁目１０－

７ヒューリック銀座三丁目ビル

９階

ＰＣ基本操作（Ｗｏｒｄ、

Ｅｘｃｅｌ、メール）
試用期間あり ３ヶ月 200,000円～250,000円

財務会計システム等のコンピュータシス

テムの企画、開発、保守。

アテネグループ６社のうちの１つ。スキ

ルアップのための教育制度があり、若手

の管理職が第一線で活躍しています。

代表取締役社長 鈴木　利信 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　※パー

トや従業員の人材管理（出勤退勤まで）　・顧客の電話対応・来客対応

・営業サポート業務（管理）・データ入力・資料作成　・その他，多岐

に渡る業務を行ってもらいます。

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６０７

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６

０７

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

医療法人社団　ビオセラ会

ビオセラクリニック
https://www.bio-c.jp がん免疫療法の治療計画の作成

がん治療専門医療機関での治療計画の作成　がん患者に対する免疫細胞

療法・温熱療法を行う医療機関です。治療内容はＨＰ参照。業務時にＯ

ＪＴで丁寧にお教えいたします。　免疫療法では患者より採血した免疫

細胞を特殊培養した後、患者に投与します。患者希望や培養業務限界を

みて円滑な治療スケジュールの作成業務をしてもらいます。その他　・

機器を利用した温熱療法も併せて担当していただきます。※ＯＪＴで丁

寧にお教えいたします。

東京都新宿区 一般診療所 160-0022
東京都新宿区新宿５－６－１

２　ＭＦ新宿ビル
160-0022

東京都新宿区新宿５－６－１２

ＭＦ新宿ビル

ワード・エクセル・パワー

ポイントが使用できれば尚

可

試用期間なし 260,000円～300,000円

ガン治療に特化した完全予約制の医療機

関で、国内や海外からも患者が来院する

免疫細胞療法・温熱療法を中心に行うク

リニックです。

東京女子医大のガン免疫治療の関連施設

です。血液の遺伝子解析により、オー

ダーメイドの抗原を作成及び増加させ、

体内にそれを返し人間の持つ免疫機能を

活用したガン治療の研究を行っていま

す。

理事長 谷川　啓司 新宿公共職業安定所

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

雇用併用】

（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３－２３－１

０
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 180,000円～240,000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

木村塗装 一般建築塗装

おもに塗装工事をメインに仕事をしています。住宅、アパート、マン

ション等の新築塗装工事、塗り替え工事です。架設足場の組立て（クサ

ビ足場）から自社施工しておりますので、最初から最後まで責任感を

もって仕事ができます。　＊未経験の方には、先輩社員が丁寧に指導い

たします。

塗装工事業 205-0023
東京都羽村市神明台４－２－

１１
205-0023

東京都羽村市神明台４－２－１

１
試用期間あり １か月 220,000円～450,000円

おもに、一般住宅、アパート、マンショ

ンなどの塗り替え工事、リフォームをし

ています。

塗装工事と足場工事（クサビ足場）をメ

インに仕事をしている会社です。
代表 木村三成 青梅公共職業安定所

山協印刷株式会社　（整理区

分　サ－３７）
http://www.sun-net.co.jp 企画・制作・デザイン

主にイラストレーター、フォトショップ等を使い、広告や冊子等のデザ

イン・レイアウト等を行います（企画・制作・デザイン・編集等全

般）。

神奈川県平塚市 印刷業 254-0012
神奈川県平塚市大神３１５６

番地
254-0012

神奈川県平塚市大神３１５６番

地　　神奈中バス（平塚～本厚

木）柳の内バス停より徒歩５分

イラストレーター、フォト

ショップ、インデザイン等
試用期間あり ６カ月 175,000円～222,900円

商業宣伝企画・デジタル製版・総合印刷

（オフセット印刷・デジタル印刷・断

裁・折加工）・通信機器の販売等、大手

同業印刷・広告代理店・百貨店・エンド

ユーザー等、幅広く受注しております。

昭和２４年創業の総合印刷会社です。本

社には、写真スタジオも完備、デザイ

ン・企画～印刷・配送まで自社で行って

おります。全国に１台しかない印刷機

（特許取得済）や自動大型ラック倉庫も

完備

代表取締役 杉山　昌行 平塚公共職業安定所

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５９

６
175-0094

東京都板橋区成増２丁目１０－

３三栄ドメール３０１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ＨＥＲ http://www.her.co.jp
【ト】営業スタッフ（東京営業所）

〈正社員〉

理化学分析等（水質・大気・騒音）の営業　入札等、官公庁との折衝

試料の引き取り　　【トライアル雇用併用求人】
東京都江東区 計量証明業 675-2113

兵庫県加西市網引町２００１

番地３９　　加西南産業団地

内

135-0042
東京都江東区木場３丁目６番１

６号　稲葉ビル
試用期間あり ３ヶ月間 210,000円～350,000円

環境計量証明事業（水質分析・大気・騒

音・振動測定等）　　　　環境測定機器

メンテナンス　下水道処理施設等水処理

プラントの維持管理

環境に関する調査、分析、保全と環境全

般に取り組んでいる会社です。「企業パ

ンフレットあり」ハロ－ワーク西脇相談

窓口にお問い合わせ下さい。

代表取締役 芝本　忠雄 西脇公共職業安定所

協栄産業　株式会社 http://www.kyoei-rg.co.jp 営業職（英語力必須）

東京営業所（中央区銀座８丁目）勤務　　リサイクル再生樹脂を利用し

た容器の活用展開　　ＳＤＧｓの広がりから当社再生樹脂の活用範囲を

拡大のため　　海外大手化粧品メーカー等の高額商品用途向けの提案

セールス　　上位職と共に語学を活用したセールス展開　　　※ビジネ

ス英会話が堪能なこと。　　　（目安としてＴＯＥＩＣ７３０点以上）

東京都中央区
その他のプラスチック製品製

造業
323-0807

栃木県小山市城東２－３２－

１７
104-0061

東京都中央区銀座８－１４－１

４　銀座昭和通りビル

Ｅｘｃｅｌ　Ｗｏｒｄ　Ｐ

ｏｗｅｒＰｏｉｎｔ
試用期間あり ６か月 218,270円～299,630円 合成樹脂再生加工販売

使用済みペットボトルを再びペットボト

ルにリサイクルする技術を確立した会

社。ペットボトルのリサイクルでは、独

自の高度な技術を有し、大手飲料メー

カー、繊維メーカーと取引多数。

代表取締役 古澤　栄一 小山公共職業安定所

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

株式会社　スタッフ・ユー http://www.staff-you.jp 経理・総務事務

・人材派遣会社内での経理・総務事務のお仕事です。　・専用ソフトを

使用して、請求書・契約書の作成、社会保険の手続き業務を行って頂き

ます。　・その他、パソコンを使っての入力や計算業務を行います。

・全般的にパソコンを使っての業務となります。メールの使用、エクセ

ルを使った簡単な資料作成等できるレベルのパソコンスキルが必要とな

ります。

労働者派遣業 107-0052
東京都港区赤坂８－６－２７

スカイプラザ赤坂３１３号室
107-0052

東京都港区赤坂８－６－２７

スカイプラザ赤坂３１３号室

メールの使用、エクセルを

使った簡単な資料作成等で

きるレベルのパソコンスキ

ル

試用期間あり ３カ月 210,000円～240,000円
家電の販売に特化した人材派遣業　派１

３－０４０５６０

大手家電メーカーの家電製品の販売に特

化した派遣を行い２５年、各家電メー

カーと良好な関係を築けています。「顔

が見える派遣会社」を目指し、皆様との

つながりを大切に考え、行動していま

す。

代表取締役 中山　真理 品川公共職業安定所

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６－２０－１

１　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１３

５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

株式会社プライムチェンジ http://primechange.co.jp/company 事務職

事務職とはいっても、もちろん事務作業がメインにはなりますが、人

事・労務・経理・社長秘書業務など幅広く業務をお任せできればと思っ

ています＾＾　　学歴不問でやる気があれば一から研修して育てていく

ので、興味があればとりあえず応募お願いします！　　本当に自由な会

社なので一応提示はありますが仕事が終わればかえっても大丈夫な会社

です。　厳しい言い方をすると仮定よりも結果重視な会社です！

管理，補助的経済活動を行う

事業所（９１職業紹介・労働

者派遣業

108-0023
東京都港区芝浦３－５－２５

ベイコート芝浦３２
108-0023

東京都港区芝浦３－５－２５ベ

イコート芝浦３２

パソコンスキルは多少あれ

ば大丈夫です！
試用期間あり ３カ月 200,000円～250,000円 清掃業務、人材紹介

≪正社員未経験から事業責任者を目指す

チャンス≫ホテルのルームメイク責任者

や海外インターン生サポート業務や外国

人教育事業など幅広くやっています。自

分の力を発揮してみませんか！

代表取締役 春野　宏典 品川公共職業安定所

東和パック　株式会社 https://towa-pack.co.jp
【正社員】営業（ルート営業）／トラ

イアル併用求人

○菓子・食品等のパッケージフィルム包装の企画・営業　＊社用車を使

用して担当地区の固定客を訪問するルート営業。　＊訪問範囲は都内及

び、東京近郊です。　＊顧客からパッケージフィルムのデザインを受注

し、協力工場に発注し製品にします。たまに納品の場合もあります。

＊新しいパッケージフィルムのデザインを提案して頂くこともありま

す。ご自身のアイデアが製品になります。　　※営業が未経験の方で

も、先輩社員が同行して丁寧にお教えいたし　　ますので、安心してご

応募下さい。

印刷業 175-0045
東京都板橋区西台４－８－１

６
175-0045 東京都板橋区西台４－８－１６

ワード、エクセルの基本操

作
試用期間あり ３ヶ月 200,000円～250,000円 透明包装資材企画製造販売

菓子食品関連の包装フィルム及びスー

パー・コンビニ等に見られる透明包装を

企画し製造販売しています。

会長取締役 杉浦　士郎 池袋公共職業安定所

有限会社　辰美商会 営業

ルートセールス　地元水道工事店さん、設備店さんを中心に、配管材

料、住宅設備機器の卸し売り業です。　固定得意先訪問、受注、配送が

中心の業務内容です。　　（町田・八王子・日野）

東京都町田市 建築材料卸売業 194-0201
東京都町田市上小山田町２０

０２－４
194-0201

東京都町田市上小山田町２００

２－４
試用期間あり ３ヶ月 220,000円～285,000円 管工機材・住宅設備機器の卸売業

創業平成５年。厳しい業界の環境の中、

組織の活性化、事務処理のＯＡ化等、社

員の若返りを計り、効率の良い環境作り

に力を注いでいます。

代表取締役 渡辺　辰志 町田公共職業安定所

堀内　株式会社 http://www.horikabu.co.jp 営業兼軽作業

弊社ではゴム入り織物を商っております。サスペンダー等がイメージし

易いと思いますが、ゴム生地をメインに企画・仕入れ・加工・販売を

行っております。　主な業務内容はルート営業で、得意先からの引取・

納品が一日午後一回あります。（注文が多ければ数回）　他には地方の

得意先への出荷準備にどや納品前のゴムカットなどの軽作業、営業とし

て簡単な伝票処理などの事務作業になります。

東京都台東区
繊維品卸売業（衣服，身の回

り品を除く）
543-0001

大阪府大阪市天王寺区上本町

８丁目３－４
111-0055

東京都台東区三筋１丁目２－５

ＩＡビル１階　東京支店

既存の文書データに入力す

る程度のエクセル・パソコ

ン知識と　取引先さまへの

営業メール対応できるぐら

いだと助かります。　簡単

なことはお教えいたしま

す。

試用期間あり ３ケ月間 200,000円～200,000円

大阪本社と東京支店を拠点とし、全国に

販路を持つ繊維資材全般・特殊品を扱う

卸会社です。アパレル・手芸品・工業用

を大手商社から小売店まで企画・生産・

加工・販売しております。

長く勤めて貰える様に、気持ち良く働け

る職場を目指しています。仕事は、簡単

な事からゆっくり覚えて頂きます。

代表取締役 堀内　孝真 大阪東公共職業安定所



株式会社　アイピー総研 http://ip-soken.com 営業コンサルティング（新宿区）

官公庁、法人等にセキュリティー全般を提案するお仕事です。創業４０

年を迎えるに、事業拡大にあたり新しいメンバーを募集します。第二の

成長ステージで、長期にわたり一緒に成長してもらえる人材を募集で

す。　　男女ともに活躍中です。アットホームな雰囲気でみんなで協力

しながら取り組みますので営業未経験も安心です。

東京都新宿区 他に分類されない小売業 530-0044
大阪府大阪市北区東天満１丁

目６－６　オーセンビル８階
160-0022

東京都新宿区新宿５丁目４－１

新宿Ｑフラットビル８０８号
試用期間あり ３ヶ月 280,000円～450,000円

セキュリティ機器の販売・施工・メンテ

ナンス

弊社は大阪を中心に「犯罪を未然に防

ぐ」為に、防犯カメラ・監視カメラを普

及させています。取引先も１０００社を

超え、これからも増々拡大していく予定

です。３０～４０代の男女が活躍中で

す。

代表取締役 平内　隆司 梅田公共職業安定所

株式会社　ＲＩＳＥ メディア営業（新宿支店）

■テレフォンアポインターがまずは各方面のお客さまとコンタクトを取

り、ニーズを探ります。　■興味を持ってくださったお客さまのもとへ

営業担当者が伺い、現状の問題点やお困り事などをヒアリング。　■そ

の情報をもとに、社内のシステムに受注内容を登録。外部ライターへ原

稿の方向性を指示を出し、作成を依頼します。　■最も効果的な広告を

作成し、人材採用、さらに店舗集客などの活性化を目指します。　※基

本的に自社サイトは毎日更新しているので、１日で掲載することもあれ

ば１カ月後に掲載することもあり、お客さまの希望に合わせて掲載スケ

ジュールを決定します。

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４

Ｆ

160-0023

東京都新宿区西新宿７－７－２

８　第二山本ビル２０２　株式

会社ＲＩＳＥ　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４

Ｆ

160-0023

東京都新宿区西新宿７－７－２

８　第二山本ビル２０２　株式

会社ＲＩＳＥ　新宿支店

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 広告営業／新宿支店

１各方面のお客さまとコンタクトを取り、アポイントを取得。　２興味

を持って下さったお客さまの元へ営業担当者が伺い、打ち合わせ。

３その情報を元に、ライターへ原稿の方向性を指示し作成を依頼しま

す。　４最も効果的な原稿を作成し、お客様に納品します。請求書を発

行し、無事掲載！掲載後のお客さまフォローも担います。　原稿の入

稿、掲載後の検証まで一貫して手がけております。一人で担当するのは

１カ月の間で約２０社、多くて３０社ほど。その内７～１０社の契約が

取れるようになることを目標に行動していきます。

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４

Ｆ

160-0023

東京都新宿区西新宿７－７－２

８　第二山本ビル２０２　株式

会社ＲＩＳＥ　新宿支店

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

ＵＮＩＶＥＲＧＹ株式会社 univergy.com/ 新電力営業（電力切替の営業）
今話題の新電力の契約に伴う営業業務をお願いします　新電力を個人、

法人のお客様に提案・新規開拓する営業です。
その他の設備工事業 106-0032

東京都港区六本木３丁目１６

－２６　ハリファックスビル

６階

106-0032
東京都港区六本木３丁目１６－

２６　ハリファックスビル６階
ＰＣ基本操作 試用期間あり ３ヶ月 202,500円～243,000円

大規模発電所の設計・構築・運営保守管

理

当社は事業領域を太陽光発電所の建設、

風力、地熱等エコな社会づくりの貢献を

目指しています。　３０代中心の会社で

和気あいあいとした職場です。

代表取締役 鍵川　健太 品川公共職業安定所

株式会社　スポットオン www.shinsen-hk.com ホールスタッフ

香港ミシュラン連続四年掲載店、２０２２年３月に新店がオープン。新

店オープンのため、ホール職を募集します。主な業務内容は　・来店さ

れたお客様の予約確認・ご案内　・お料理の説明・ドリンクオーダー

・お料理の提供・追加オーダー・片付け

東京都新宿区 専門料理店 150-0002
東京都渋谷区渋谷１－８－３

ＴＯＣ第一ビル６階
160-0021

東京都新宿区歌舞伎町１丁目１

６－１　新宿ＥＸ２ビル２階
試用期間あり ３カ月 260,000円～320,000円 飲食事業

仕事もライフスタイルも大切にしている

会社です。
代表取締役 青山　剛 渋谷公共職業安定所

ＹＫサービス協同組合 http://www.yks-coop.com 一般事務

一般事務に関する全般及び営業事務をお願いします。　スケジュール通

りに書類作成を行う。　・各種書類作成（営業資料、行政申請資料等）

・ファリング、請求書作成、管理表作成　・データ入力・保険加入手

続・社会保険関係の書類・備品管理　・電話対応　等

東京都杉並区 他に分類されないサービス業 167-0053
東京都杉並区西荻南３－８－

１６メゾン西荻８１０
167-0053

東京都杉並区西荻南３－８－１

６メゾン西荻８１０

基本操作　エクセル・ワー

ド（ｓｕｍ関数、文章入

力）

試用期間あり ３ヶ月 200,000円～240,000円

外国人技能実習生の受入れ、ＥＴＣカー

ド発行、共同購買事業を主に行っていま

す。

設立したばかりのアットホームな事務所

です。
代表理事 徳田　有里 新宿公共職業安定所

株式会社　大慈興業 www.parm@999.co.jp 一般事務

・事務（書類作成、整理等）　　パソコン使用（エクセル、ワード、

メール等）　・電話対応　・接客応対補助（お客様に対するお茶だし

等）　・発注の補助　・その他業務に付帯する仕事　　＊未経験の方は

指導しますので、安心して勤務出来ます。

東京都東大和市 木造建築工事業 207-0032
東京都東大和市蔵敷３－８５

５－１
207-0032

東京都東大和市蔵敷３－８５５

－１

エクセル、ワード：入力程

度
試用期間あり ３ヶ月 200,000円～250,000円 木造住宅・注文住宅の総合建築業

注文住宅の受注設計施工すべて自社で行

ないます。完全フリープランの在来工法

の木造住宅です

代表取締役 大慈　禎之輔 立川公共職業安定所

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１

１－８　　　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

株式会社　電気書院 http://www.denkishoin.co.jp/ 企画・編集職

電験・電気工事士試験対策などの書籍、および自社発行の月刊誌『電気

計算』の編集を担当してもらいます。　著者への執筆依頼から編集作

業、印刷所への出稿まで一貫してお任せします。　【仕事の流れ】　先

輩編集者のサポートをする事から始め、最終的には一人で編集工程の最

初から最後までを担当してもらいます。　１冊を一人で担当するので自

分でスケジュールを確認し、コントロールしながら業務に励んでくださ

い。　また最近は、働く環境の改善に力を入れて取り組んでおり、編集

の世界に飛び込んで活躍したい方には最適の環境です。

出版業 101-0051
東京都千代田区神田神保町１

－３　ミヤタビル２Ｆ
101-0051

東京都千代田区神田神保町１－

３　ミヤタビル２Ｆ

Ａｄｏｂｅソフト（あれば

尚可）　Ｏｆｆｉｃｅソフ

ト（あれば尚可）

試用期間あり ３ヶ月～６ヶ月 210,000円～350,000円

出版社です。　電気主任技術者（電験）

や電気工事士などの国家試験対策書籍を

メイン商材に多く取り扱っております。

本の街、神保町に本社を構える老舗の出

版社です。
代表取締役 田中聡 飯田橋公共職業安定所

株式会社　天塩 http://www.amashio.co.jp 営業職（塩の販売）／正社員

◎グループ会社が開発・製造する”赤穂の天塩”をはじめとした　　塩製

品ならびにその関連製品の問屋、外食産業、菓子メーカー等　　への営

業。　　※基本はルート営業ですが、得意先はスーパー・食品問屋等の

固定得意先です。　※営業エイリアは関東一圓になります。　※経験不

問でも親切・丁寧に指導します。　※会社や商品の詳細はホームページ

を参照してください。　ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｍａｓｈｉｏ．ｃ

ｏ．ｊｐ

東京都新宿区 食料・飲料卸売業 169-0073
東京都新宿区百人町２丁目２

４番９号　アマシオビル
169-0073

東京都新宿区百人町２丁目２４

番９号　アマシオビル

ワード・エクセル・メール

基本操作
試用期間あり ３ヶ月 206,000円～333,000円

グループ会社（赤穂化成（株））の製造

する「赤穂の天塩」の全国総販売元とし

て、食用塩「天塩」と天塩を使用した

「梅干・醤油・味噌」および「天日にが

り」「水塩」等を販売しています。

にがりを生かした昔ながらの製塩法を礎

に伝統に培われた思いと技を最新技術に

生かし安全で良質な塩を届けるためお客

様の声を原点に絶えず変化しながら新し

い価値を創り出しています。

代表取締役 鈴木　恵 新宿公共職業安定所

株式会社　アズ・アート工芸 http://www.az-art.co.jp/ 経理事務員
会計ソフト（ＰＣ）を使用し売上・仕入等の入力業務　　請求書の作

成・発行業務　　経理等の補助業務

その他のプラスチック製品製

造業
175-0083

東京都板橋区徳丸３－１０－

１
175-0083 東京都板橋区徳丸３－１０－１ 会計ソフトの入力 試用期間あり ３カ月 185,000円～280,000円

各種看板の製作、施工。アクリル、塩ビ

板加工。販促ＰＯＰ、ＳＰツールの企画

立案、製作施工。

ＪＲ、各私鉄の鉄道広告の看板等の企

画・製作施工、各種店舗の販売促進用Ｐ

ＯＰ等の製作を全社員が互いに刺激し合

い、協調安全をモットーに安心して働け

る活気に満ちあふれた職場です。

杉山　一元 池袋公共職業安定所

司法書士　森岡合同事務所 土地家屋調査士業務補助

土地家屋調査士業務とは、主に法務局に提出する土地・家屋の現場調

査・測量の成果を図面化し、登記の申請書を作成する作業です。　【内

容】　１、現場作業　　　土地の境界調査、境界確定、測量。　　　家

屋の現況調査。　　　調査測量は光派側距儀を使用します。　２、デス

クワーク　　　１の成果をパソコン入力により図面化し登記申請書を作

成しま　　す。

公証人役場，司法書士事務

所，土地家屋調査士事務所
132-0021

東京都江戸川区中央１－１６

－２３
132-0021

東京都江戸川区中央１－１６－

２３
試用期間あり ３ヶ月 250,000円～350,000円

司法書士業務（不動産・商業登記）　土

地家屋調査士業務（表題登記、土地測

量、建物調査）

東京法務局江戸川出張所のとなり　創立

４９年目の地元密着型事務所

司法書士・土地家屋

調査士
森岡　啓 木場公共職業安定所

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３９６－５

９
110-0003

東京都台東区根岸５－１３－１

６　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

株式会社　アイレジデンス http://www.i-re.co.jp/
【未経験可】営業（居住用不動産）／

仲介事業部／トラ併

・新築・戸建仲介　・不動産仲介業務　・その他不動産業全般の業務。

担当区域は千葉県船橋市、八千代市　、東京都江戸川区　※営業の現体

制は４名で、今回増員のため募集　　○役員は大手不動産会社出身で、

不動産のプロフェッショ　　ナルとしてのスキルが働きながら身につき

ます。　○仲介事業部メンバーとして活躍していただきます。　　＊当

社は２０歳～３０歳代中心に活躍しております。　＊経験者は、すぐに

活躍できます。

東京都中央区 不動産代理業・仲介業 103-0014
東京都中央区日本橋蛎殻町一

丁目３－５　共同ビル１階
103-0014

東京都中央区日本橋蛎殻町一丁

目３－５　共同ビル１階
試用期間あり ６ヶ月 200,000円～300,000円

首都圏を中心に新築マンション・分譲事

業、中古マンション・賃貸不動産の仲介

業務を行っています。２００９年の営業

開始から順調に利益を伸ばしています。

コロナ禍でも順調に推移しております。 代表取締役 犬山　正一 飯田橋公共職業安定所

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の事

務サポート

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等の事

務サポート。　　【コーディネーターが行う下記業務の事務サポート】

・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３－１

２　紀尾井町ビル１６階

Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ、Ｐ

ｏｗｅｒｐｏｉｎｔ　等
試用期間あり ６ヶ月 165,172円～194,420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

株式会社　シーエムシー・リ

サーチ
http://www.cmcre.com セミナー企画・運営など

・セミナー（含むオンラインセミナー）の企画・運営・販売　　（セミ

ナー企画、講師への交渉、事前準備および当日の運営）　・書籍の企

画・編集・販売　・Ｅｘｃｅｌを使用しての顧客データ管理　・Ｗｏｒ

ｄ、ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔを使用しての編集校正作業　　※先端科学情

報を仕事で取り扱いますが、現段階でその分野の専門　知識がなくても

問題ありません。幅広い好奇心・チャレンジ精神　に富む方に向いてい

ます。

出版業 101-0054
東京都千代田区神田錦町２－

７　東和錦町ビル３階
101-0054

東京都千代田区神田錦町２－７

東和錦町ビル３階

ＰＣ操作（ワード・エクセ

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

各種材料などの市場動向や技術動向に関

連した書籍・セミナーの企画、出版・販

売。　受託調査、マルチクライアント調

査・運営も提供しています。

当社の事業は、各種の製造業を中心に広

く産業界から支持されています。　チャ

レンジや多様性を重視した気風がありま

す。

代表取締役 初田　竜也 飯田橋公共職業安定所

株式会社　Ｂａｒｔｈｏｌｏ

Ｊａｐａｎ
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１－１１－１

６　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

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

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

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１

２－２　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

株式会社ＬｉＨＡ https://liha.online/ 一般事務
各種出荷対応　電話・来客対応　ＰＣでのデータ入力・検索　資料作成

受注業務　発注業務補助
東京都新宿区

化粧品・歯磨・その他の化粧

用調整品製造業
169-0051

東京都新宿区西早稲田３－３

０－１６　ＨＯＲＩＺＯＮ１

ビル８Ｆ

169-0051

東京都新宿区西早稲田３－３０

－１６　ＨＯＲＩＺＯＮ１ビル

８Ｆ

基本的なＯｆｆｉｃｅ 試用期間あり ６ヶ月 210,000円～350,000円

創業４年目のヘアケア商材を取り扱う

メーカー。　大手バラエティーショッ

プ、ドラッグストアへの卸しを中心に

現在１０，０００店舗以上の取り扱い店

があります。

創業４年目の若い会社なので、主体性を

もって自発的に柔軟に動ける人に向いて

いる環境です。働く仲間は全員２０代と

３０代。少数先鋭で順調に売り上げを伸

ばしています。

代表取締役 大石　廉 新宿公共職業安定所

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。

東京都新宿区 社会保険労務士事務所 169-0075
東京都新宿区高田馬場１－６

－１６　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

ＴｈｉｒｄＣｌｅａｎ　合同

会社
営業事務・一般事務

電話窓口・受付　　営業担当サポート（全般）　・報告書類作成・報告

・工事手配・管理　・郵送手配関係　・お客様へのアポイント業務（飛

び込みではありません）　　社内雑務

他に分類されないサービス業 179-0071
東京都練馬区旭町二丁目３１

番５号　トムハウス１－Ｂ
179-0071

東京都練馬区旭町二丁目３１番

５号　トムハウス１－Ｂ
試用期間あり

３ヶ月及び引継

ぎ次第で短縮あ

り

180,000円～190,000円

内装工事、リノベーション事業を行って

おります。主に都内２３区内にて原状回

復工事、退室立会代行業務を行っており

ます。

仕事量の安定に伴い、業務好調、業務拡

大につき正社員を募集しております。社

員が働きやすい環境を作ることを目標に

しております。

業務執行社員 杉本　大輔 池袋公共職業安定所



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（１５００ＣＣクラ

スの普通乗用車他）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５

０－１

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　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１－１－２

５　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　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７－３

１－１９
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

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 ＩＰ電話更改に伴う管理業務

事業所の電話機をＩＰ電話に置き換える作業　・現地調査　・施工会

社・客先との調整　・工程管理　・切替に伴う調整試験

※応募の際は、必ずハローワークで紹介状の交付を受けて下さい。

東京都荒川区 固定電気通信業 277-0852
千葉県柏市旭町１丁目３－３

ＳＫヴィラ２　１００８号
116-0011

東京都荒川区西尾久７丁目４２

－９　（株）協和エクシオ

Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄが使

えること
試用期間あり ３ヶ月 167,720円～251,590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

有限会社　竹橋経営コンサル

ティング
https://ai-shikin.com 会計事務　他

・弊社が開発した「資金繰りソフトウェア」を使用した業務　・顧客の

資金繰りコンサルテイング　・顧客の問合せ対応　・エクセルを使った

会計関連の業務　・その他

経営コンサルタント業，純粋

持株会社
101-0054

東京都千代田区神田錦町２丁

目５　第一大隆ビル３階
101-0054

東京都千代田区神田錦町２丁目

５　第一大隆ビル３階
試用期間あり ６ヶ月 230,000円～250,000円

資金繰りに特化した中小企業向けのコン

サルティング会社です。弊社が開発した

「ＩＣＡＲＯＳ－Ｖ（特許取得済）」

は、資金繰り実績や予想などを算出し、

企業の未来の姿を明らかにします。

「ＩＣＡＲＯＳ－Ｖ」を用いた資金繰り

改善コンサルティングや、金融機関への

導入コンサルティングを行っています。

専門知識が生かせると共に、個人の裁量

が大きいためやりがいがあります。

取締役社長 古尾谷　未央 飯田橋公共職業安定所

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２

２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

松下エステート　株式会社 matsushita.estate 営業事務＜トライアル併用求人＞

賃貸売買不動産管理・仲介のお仕事です。　部屋探し、物件売却・購入

したいお客様へのサポート。　ネット・電話の問い合わせがほとんどと

なります。　来店⇒物件紹介・内見⇒契約…という流れです。　集客の

ためにネットに広告を掲載します。　オーナー様にコンタクトをとって

お取引先を増やすことも　お仕事の一つです。　　※未経験者も丁寧に

指導致しますので、安心してご応募下さい。　※資格取得支援制度あ

り。　※残業もなし、休日や勤務時間の変更も可能です。　※ご家族の

急な発熱等でのお休みにも配慮します。　　＃マザーズ

不動産代理業・仲介業 132-0035
東京都江戸川区平井５－２２

－２　松下ビル１階
132-0035

東京都江戸川区平井５－２２－

２　松下ビル１階

ワード・エクセル（関数理

解できていると尚可）の基

本操作　ツイッター・フェ

イスブック・インスタグラ

ムの操作

試用期間あり ３ヶ月 250,000円～300,000円

松下エステート株式会社の運営　（不動

産賃貸・売買・管理・仲介・損害保険・

資産運用相談）

個人経営ですので家族的雰囲気で気楽に

仕事ができると思います。　時間の融通

もききますので家庭に無理のない勤務も

できると思います。

代表取締役 松下　健一郎 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／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　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　／（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３－１４－１

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

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

タキテック株式会社 http://www.takitek.co.jp/
英語が活かせる　電子部品の法人営業

（新規営業ナシ）

自社取扱いの電子部品（主に海外からの輸入品）を取引先に提案　する

仕事です。取引先は大手メーカーです。　設計部署の方々などと打ち合

わせをして、新製品の開発に寄与できるように新しい部品などを提案し

たり、お客様の求める仕様に合う部品を用意できないか海外メーカーや

自社の設計に調整します。　新規営業はなく、ルート営業で、毎回合う

人は固定されています。１日１回外出をし、先方と打ち合わせを実施す

るようなイメージ。売上目標はありますがノルマはありません。　　営

業には売上利益に応じ（年俸とは別に）、インセンティブボー　ナスが

支払われます。

他に分類されない事業サービ

ス業
111-0052

東京都台東区柳橋１丁目１番

１２号　マキリバーサイドビ

ル２階

111-0052

東京都台東区柳橋１丁目１番１

２号　マキリバーサイドビル２

階

試用期間あり ６か月 230,000円～300,000円

タキテック株式会社は世界各国のメー

カーの同軸コネクター、　ケーブル、ア

ダプターや高周波部品、その他数多くの

電子部品を取り扱う商社です。

弊社の技術部門では、アンテナ・フィル

タ設計・開発に力を入れ、シミュレー

ション・設計から製造まで様々なご要望

にお応えしております。

代表取締役 田村真佐行 上野公共職業安定所

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２－１２－３

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

インフォテックス株式会社 https://www.infotex.co.jp
一般事務（総務・経理・他）【経験不

問】

総務：社会保険事務、労務管理、給与計算など　経理：各種支払、仕訳

業務など　その他、電話・来客対応など事務処理全般
ソフトウェア業 141-0022

東京都品川区東五反田５－２

６－５　　ニッセイ五反田駅

前ビル

141-0022

東京都品川区東五反田５－２６

－５　　ニッセイ五反田駅前ビ

ル

簡単なＰＣ操作（Ｅｘｃｅ

ｌ、Ｗｏｒｄなど）
試用期間あり ３ヶ月 165,000円～200,000円

独立系のソフトウエアハウスとして、各

種企業向けシステムの開発を行っていま

す。

経営理念：「お客様」「会社」「社員と

家族」への３つのＧｏｏｄ　行動基準：

「楽しく」「真面目に」「助け合い」

「向上心」　オープンで風通しの良い社

風です。

代表取締役 五十澤　孝二 品川公共職業安定所

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４－１６－１

１
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

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　＊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

社会保険労務士法人　斎藤マ

ネジメントオフィス・アン

ジェロ

http://slmo.co.jp
社会保険労務士事務所としての業務ま

たはその補助［品川区］

社会保険労務士事務所の業務　（最初はその補助としての業務）の総て

を担当していただきます。　・社会保険・労働保険の諸手続。　・顧問

先との打ち合わせ、管理　・人事・労務に関する諸手続き及びアドバイ

ス。　・その他、事務処理。　　※社会保険労務士を目指す方、社会保

険労務士の世界を経験してみたい方、歓迎。　「めざせ！社労士」や労

務に関する　著書多数の当事務所にて、　社労士の世界を経験していた

だきます。

東京都品川区 その他の専門サービス業 362-0047 埼玉県上尾市今泉１７８－１ 141-0021
東京都品川区上大崎２－１５－

１９　「東京本社」
試用期間あり ３ヶ月 210,000円～230,000円

社会保険労務士（首都圏トップクラス）

人事・労務・組織経営コンサルタント

首都圏で４５年の歴史を持ち、首都圏で

もトップクラスの事務所として活動。一

人前の社労士として独立できる力も付け

させる。

代表社員 斎藤　之幸 大宮公共職業安定所

株式会社　ベター・テック http://better-tech.co.jp 一般事務職
＊事務一般　＊給与計算　＊会計伝票処理　＊電話対応　　※簡単なお

仕事です　※残業はほぼありません
ソフトウェア業 110-0014

東京都台東区北上野１丁目７

－３諏訪ビル３Ｆ
110-0014

東京都台東区北上野１丁目７－

３諏訪ビル３Ｆ

マイクロソフトオフィス

（Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ、

ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ）

試用期間あり ３ヶ月 200,000円～220,000円

当社は、エンジニア数５０名程度です

が、ＳＩｅｒとして、お客様の持つ課題

解決を行っています。通信・金融・製造

など幅広い業種に対して、ソフトウェア

開発を中心に事業を展開しています。

外国籍エンジニアが多数在籍していま

す。オープン系開発が主なドメイン事業

です。また世界Ｎｏ１シェアのＣＲＭの

セールスフォス開発も多くあります。

代表取締役 奥玉　直宏 上野公共職業安定所

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

－１３　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　高島テクノロジー

センター
http://www.t-tech.co.jp ＣＡＤ工務事務＜未経験大歓迎＞

ＣＡＤを使用した図面修正業務や建設関係の事務業務を担当していただ

きます。　・来客、電話応対　　・書類作成　・備品管理、手配　　・

データ入力　その他上記に付随する業務　★ＣＡＤは研修がありますの

で未経験でも安心してチャレンジができます！資格取得の支援あり！

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１６－４

品川グランドセントラルタワー

７階

エクセル・ワード基本操作 試用期間あり ３ヶ月 183,000円～212,000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

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／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２－２０－１

１　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３６．０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／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３６．０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　トラストテクノロ

ジー
http://www.trust-t.com/ マーケティング

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。　　・データ収集、分析　・

市場調査、プロモーション　・マーケティング業務　・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　　＊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　開店市場 http://www.kaitenichiba.jp 【急募】営業事務＜江戸川区＞

事務所内での受注処理業務です。　　※　お客様の遊休資産（機械備

品）買取売買契約等の事務処理業務。　　　電話・メール・ＦＡＸ等の

応対・日程調整などの業務　　※　ＰＣのブラインドタッチが必須にな

ります。

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２

８－１１
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

ドクターキューブ　株式会社 http://www.doctorqube.com
営業事務（東京支社／東京都千代田

区）

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　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

木村実業　株式会社 WWW//kimurajitsugyo.co.jp 秘書・一般事務／中央区日本橋

・役員秘書業務　　社長のスケジュール管理・来客・電話応対　　贈答

品・年賀状・名刺管理　　・一般事務　　自社ビルテナントとの対応、

ビルメンテナンス業者対応　　社有車の管理等

東京都中央区
不動産賃貸業（貸家業，貸間

業を除く）
103-0027

東京都中央区日本橋１丁目２

１番５号
103-0027

東京都中央区日本橋１丁目２１

番５号

基本的なＰＣ操作（ワー

ド・エクセル・メールソフ

ト等）

試用期間あり ３ヶ月 137,500円～231,000円
不動産賃貸業（貸ビル）　創業設立　慶

長年間１，５９６年

日本橋及び茅場町に貸ビルを４棟所有。

日本橋の老舗企業、木村グループの中枢

として堅実経営をモットーとしています

代表取締役社長 木村　平右衛門 飯田橋公共職業安定所

エンペックス気象計株式会社 http://www.empex.co.jp 営業
家庭用温湿度計、気圧計などのルート販売　新規取引先開拓　インター

ネットショップ管理運営
他に分類されない製造業 141-0031

東京都品川区西五反田７－２

２－１７　テーオーシービル

９階

141-0031
東京都品川区西五反田７－２２

－１７　テーオーシービル９階
試用期間あり ６ヶ月 250,000円～350,000円

ファション性と実用性を兼ね備えた気象

計（温度計・湿度計・気圧計）を主力商

品に幅広く展開し、人々の快適生活、健

康生活、安心生活に貢献する世の中に存

在する意義のある会社を目指しています

中小企業ですがＥＭＰＥＸを持ち全国展

開しています。又、商品のデザイン、企

画、開発から販売に至るまで一貫して自

社で行っています。エンペックス商品は

業界で高い評価を頂いております。

代表取締役 山内　芳隆 品川公共職業安定所

株式会社Ｎо．１デジタルソ

リューション
一般事務

・企業様へのヒアリング　・求人媒体の登録　・求人票の作成　・応募

の有無を企業様へお伝え※応募者とのやり取りはありません
東京都渋谷区

インターネット附随サービス

業
151-0053

東京都渋谷区代々木１丁目１

１ー２代々木コミュニティビ

ル５Ｆ

151-0053

東京都渋谷区代々木１丁目１

１ー２代々木コミュニティビル

５Ｆ

試用期間あり ２カ月 168,000円～168,000円

弊社は、クライアント様のＷｅｂサイト

の制作から公開後の運用保守、採用支

援、ＳＥＯ支援等をワンストップで提供

しています。

「年間１２０日以上」「昇給賞与」「資

格取得支援」など株式会社Ｎｏ．１（Ｊ

ＡＳＤＡＱ上場）のグループ企業ならで

はの待遇・福利厚生も充実。

代表取締役社長 照井　知基 渋谷公共職業安定所

医療法人社団アルコ会　アル

コクリニック
http://www.arcoclinic.co.jp 企業健診の調整・案内

＊健康診断にお越しいただいている会社のご担当者様と健診日程、　健

診内容の調整や、健診のご案内などをしていただきます。　　＊基本的

には、いつも当院をご利用いただいている会社とのメール　や電話での

やり取りとなります。　　＊代表電話の応対もしていただきます。（健

診の予約・問い合わせ等）　　＊医療現場での経験や知識がなくても大

丈夫です。

東京都目黒区 一般診療所 153-0064
東京都目黒区下目黒１－８－

１
153-0064 東京都目黒区下目黒１－８－１ 試用期間あり ３か月 195,000円～218,000円

人間ドックを中心とした各種健康診断を

実施するとともに消化器内科を初め、呼

吸器、循環器、婦人科、乳腺外科と健診

後のフォローアップも万全にできる様外

来業務も充実させています。

日本庭園の緑あふれる目黒雅叙園内に建

つアルコタワーの１２階にあるクリニッ

クです。スタッフの平均年令も若く新し

い物を積極的に取入れ、より良い医療を

心がけ日々頑張っています。

理事長 相星　さおり 渋谷公共職業安定所

日本福祉経営協会 http://www.nishiki-roumu.com/
労働保険事務組合および社会保険労務

士補助の事務

１．いわゆる労働社会保険諸法令の規定による法令様式、その他公

的機関へ届書の作成及び提出代行業務　２．労働保険の年度更新業務

３．小規模事業所の給与計算（給与奉行を使用）

その他の専門サービス業 102-0074
東京都千代田区九段南３－９

－１４　第３２荒井ビル２階
102-0074

東京都千代田区九段南３－９－

１４　第３２荒井ビル２階

Ｅｘｃｅｌ・Ｗｏｒｄ基本

操作
試用期間あり ３ヶ月 150,000円～160,000円

労働社会保険諸法令（労災・雇用・厚生

年金・健康保険など）に基づく被保険者

資格の取得・喪失、保険給付に関する手

続きなどの業務、給与計算事務、労務管

理全般の相談業務を事業としています。

社会保険労務士法人を併設しております

ので社会保険労務士の業務として法規定

されているすべての業務をカバーしてい

ます。顧客担当制ですので数十件の事業

所を一人で受け持っていただきます。

理事長 三浦　将之 飯田橋公共職業安定所

一般社団法人　日本左官業組

合連合会
http://www.nissaren.or.jp 総合事務

４５都道府県の組合が所属する左官業の全国組織団体事務局です。今回

の事務職員募集は、次世代の人材育成を目的として、将来の事務局の中

核を担う人材を募集いたします。　　　　　　　　　　　【具体的に

は】事務局運営全般、内勤業務、電話応対、外部との折衝、会議・講習

会等の企画・運営、資料作成、出版業務、経理、代理店業務、雑務等、

年に数回全国出張があります。

東京都新宿区
他に分類されない非営利的団

体
162-0841 東京都新宿区払方町２５－３ 162-0841 東京都新宿区払方町２５－３

ＰＣ基本操作（ワード・エ

クセル等の入力）必須
試用期間あり ３ヶ月 250,000円～280,000円

左官業の普及と発展のために、講習会、

技能競技大会等の実施、左官業界の情報

発信、人材確保育成事業、福祉共済制度

の充実、行政官庁・関係機関との情報交

換の実施等。

左官工事の技術的進歩を図り、左官業の

社会的経済的地位の向上を期し、もって

公共の福祉を増進させることを目的と

し、戦前より活動する歴史ある建築分野

の左官職種の公益法人の業界団体。

会長 石川　隆司 新宿公共職業安定所

ニチニチ製薬株式会社　東京

営業本部
http://www.nichinichi-phar.co.jp 営業（課長候補）

自社研究所で開発した乳酸菌関連製品を国内の自社工場で製造し、　Ｎ

Ｂ品は代理店・薬局・大手百貨店等へ、ＯＥＭ製品の受注や菌末　販売

は食品製造会社等へチームリーダーとして営業して頂きます。　具体的

な業務内容としては　　・既存の得意先への営業活動　・新規顧客の開

拓業務　・３～５名のチームマネージメント　　業界では非常に有名な

乳酸菌メーカーですので、努力次第で直ぐに　昇進昇格することが可能

です。入社３年目で大都市圏の支店長職に　抜擢された方もいますの

で、皆様のご応募をお待ちしております。

その他の食料品製造業 111-0051

東京都台東区蔵前３丁目１－

１０　蔵前セントラルビル４

階

111-0051
東京都台東区蔵前３丁目１－１

０　蔵前セントラルビル４階

ワード、エクセル、パワー

ポイントの初級程度
試用期間あり ３カ月 250,000円～300,000円

乳酸菌、有用微生物の研究開発　健康食

品の開発・製造・販売　化粧品・育毛剤

の開発・販売

創業以来３０年以上にわたり乳酸菌の研

究に注力し、加熱処理乳酸菌においては

業界トップに成長。大手食品メーカーに

も当社の乳酸菌が採用されています。昨

今の免疫力需要も追い風です。

代表取締役 森下　政彦 上野公共職業安定所

イリアール株式会社 https://www.ilir.co.jp/skincare/ 通信販売に関わる事務全般

＊通販商品の在庫管理・仕入れ・出荷に関する事務全般　＊注文内容の

確認、倉庫への出荷指示　＊お客様との電話対応　＊メーカーとの入荷

に関する調整

東京都渋谷区 医薬品・化粧品小売業 150-0021
東京都渋谷区恵比寿西二丁目

２０番地１７号
150-0021

東京都渋谷区恵比寿西二丁目２

０番地１７号

パソコン操作（エクセル、

ワードなど）
試用期間あり ３ケ月 220,000円～250,000円

化粧品・日用品の通販事業。化粧品の自

社ブランド「ｉＬｉＲ」の基礎化粧品

は、口コミサイトでも高評価で直販の

他、美容室などでも販売されています。

顧客は富裕層が多い

「自由・自主・自己責任」のもと、各自

の裁量で仕事ができます。通販事業は年

末年始以外無休のため、勤務日はシフト

制。スケジュールに合った働き方も可能

です。

代表取締役 日下部　なほみ 渋谷公共職業安定所

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

フェイス・ワン　株式会社 http://www.faith-one.co.jp ＩＴサポート事務／中央区晴海

【ＩＴサポート事務】　　ＩＴサービス申込受付／ＩＴサービス設定作

業／　問い合わせ対応（社内）／月次報告書の作成／　手順書／資料作

成／情報管理（情報管理、会議参加）／　業務効率／改善活動参加（Ｒ

ＰＡ）／その他、付随業務　　※未経験者や第二新卒歓迎　配属前に基

礎研修を実施します。　配属後の業務もスキル合わせて少しずつお任せ

していくので、　未経験からでも安心してスタートできます。

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
104-0053

東京都中央区晴海１－８－１０

トリトンスクエア

・タッチタイピングができ

る方　・ＰＣ基本設定がで

きる方　・オフィスソフト

基本操作（ＷＯＲＤ／ＥＸ

ＣＥＬ）

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

ＩＴＳｔｕｄｙ株式会社 http://itstudy.co.jp/ 一般事務
　書類作成・処理、ファイリング、顧客管理、　　電話・メール応対、

来客応対など
職業・教育支援施設 110-0016

東京都台東区台東１－３３－

６　セントオフィス秋葉原１

００１

110-0016
東京都台東区台東１－３３－６

セントオフィス秋葉原１００１
試用期間あり １ヶ月 200,000円～280,000円

ＩＴ人材の教育訓練、指導及び育成事

業、ＩＴスクール運営　コンピュータシ

ステムの開発、販売、保守及び管理　情

報システムの設計

ＩＴＳｔｕｄｙから紹介するフリーラン

スのほとんどは、現場に常駐し、。コ

ミュニケーションが取りやすく、問題解

決に向かって柔軟に業務を遂行します

代表取締役 羅麗 上野公共職業安定所

株式会社レミナ　茶々坊　阿

佐ヶ谷店
【急募】販売職／墨田区

タピオカドリンクの調理、販売　接客業務　シフト作成、管理　現場ス

タッフ教育など　　将来的には適性をみてマネージャー業務に　就いて

いただく可能性があります。

東京都墨田区 その他の飲食店 108-0023
東京都杉並区阿佐谷南　３－

３８－３０　清水ビル１階
131-0032

東京都墨田区東向島５丁目３番

５号　台湾発タピオカ専門店

茶々坊　東向島店（当社運営）

試用期間あり
入社から３ヶ月

間
220,000円～220,000円 タピオカドリンクの製造および販売

社名の由来でもある、社員とお客様、関

わる人皆を笑顔に　することをモットー

とし、こだわりを持ってタピオカドリン

ク店　の運営を行なっています。

統括マネージャー 小野　雄太郎 新宿公共職業安定所

株式会社レミナ　茶々坊　阿

佐ヶ谷店
【急募】販売職／練馬区

タピオカドリンクの調理、販売　接客業務　シフト作成、管理　現場ス

タッフ教育など　　将来的には適性をみてマネージャー業務に　就いて

いただく可能性があります。

東京都練馬区 その他の飲食店 108-0023
東京都杉並区阿佐谷南　３－

３８－３０　清水ビル１階
177-0051

東京都練馬区関町北１丁目２３

番１８号　台湾発タピオカ専門

店　茶々坊　武蔵関店（当社運

営）

試用期間あり
入社から３ヶ月

間
220,000円～220,000円 タピオカドリンクの製造および販売

社名の由来でもある、社員とお客様、関

わる人皆を笑顔に　することをモットー

とし、こだわりを持ってタピオカドリン

ク店　の運営を行なっています。

統括マネージャー 小野　雄太郎 新宿公共職業安定所

株式会社レミナ　茶々坊　阿

佐ヶ谷店
【急募】販売職／杉並区

タピオカドリンクの調理、販売　接客業務　シフト作成、管理　現場ス

タッフ教育など　　将来的には適性をみてマネージャー業務に　就いて

いただく可能性があります。

東京都杉並区 その他の飲食店 108-0023
東京都杉並区阿佐谷南　３－

３８－３０　清水ビル１階
166-0004

東京都杉並区阿佐谷南３丁目３

８番３０号　台湾発タピオカ専

門店　茶々坊　阿佐ヶ谷店（当

社運営）

試用期間あり
入社から３ヶ月

間
220,000円～220,000円 タピオカドリンクの製造および販売

社名の由来でもある、社員とお客様、関

わる人皆を笑顔に　することをモットー

とし、こだわりを持ってタピオカドリン

ク店　の運営を行なっています。

統括マネージャー 小野　雄太郎 新宿公共職業安定所

株式会社　開店市場 http://www.kaitenichiba.jp 経理事務＜江戸川区＞
販売ソフト・各シートへ入力・契約書類照合との仕事です。　　来客応

対（お茶出し等）事務所内の庶務等の仕事です。
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２

８－１１
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

日本ヒーター　株式会社 https://www.nippon-heater.co.jp/
一般事務（製造業　営業事務・経理事

務・資材事務等）

・納品書・送り状等の伝票作成　・注文書をもとに製作指示書作成　・

電話応対　・仕訳業務、試算表作成　・請求書発行　・ファイリング・

各種書類の管理　・資材発注・納期管理　・他各種庶務業務

東京都大田区 その他の電気機械器具製造業 143-0003
東京都大田区京浜島２丁目１

３番１５号
143-0003

東京都大田区京浜島２丁目１３

－１５
試用期間あり ３ヶ月 140,000円～200,000円

工業用の電気ヒーター、加熱装置の設

計・製造・販売　　　　　　≪社員旅行

（会社負担）、勤続５年以上対象の海外

研修制度あり≫

各業界のメーカー各社がお客様です。加

熱のニーズの聞き取り、お客様に最適な

ヒーターを提案・製造・販売していま

す。　　　　　若い社員が多い職場で

す。

代表取締役 小柴　智延 大森公共職業安定所



株式会社　メモリアルアート

の大野屋
http://www.ohnoya.co.jp/ 墓石販売営業（反響営業）

お墓を探していらっしゃるお客様に、墓所のご案内や墓石の提案を行う

反響型営業です。　初めてのことに様々な不安を感じているお客様に対

して、　「どのエリアに建立をお考えなのか」、「どのようなお墓のデ

ザインにしたいのか」等を聴き取り、　言葉に出来ないような要望や想

いを汲み取って、”かたち”にしていく供養のお手伝いをするお仕事で

す。

東京都小平市 冠婚葬祭業 190-0012
東京都立川市曙町２－２２－

２０　立川センタービル９Ｆ
187-0041

東京都小平市美園町３－２－５

西関東支店・葬儀事業本部・

コールセンター・開発部・営業

推進室

試用期間あり ３ヵ月 195,600円～293,400円

霊園の造成企画および分譲受託、墓所造

営等の請負、諸石材の加工販売および石

材工事の請負、仏壇・仏具類の販売、生

命保険代理店業務、葬祭業及び斎場の経

営等

「こころの豊かさ、こころのやすらぎ」

を社会に提供し続ける墓石業界最大手企

業。高齢化社会を踏まえ、保険・葬祭等

の分野にも事業領域を拡大しメモリアル

トータルサービスを実現。

代表取締役 奥田　実 立川公共職業安定所

株式会社　鈴鹿　（旧）株式

会社鈴鹿電設
https://www.suzuka-group.co.jp 【神奈川または東京】総務事務

総務関係の事務業務をお願いいたします。　■受付、来客対応　■電話

応対　■オフィス管理（備品管理、衛生管理）　■本社総務業務補助

■秘書業務（横浜オフィスのみ）　　役員のスケジュール管理、出張予

約手配など　　※管理部門は（株）鈴鹿より　　（株）鈴鹿グループへ

出向になります！

神奈川県横浜市港北区 電気工事業 513-0014
三重県鈴鹿市高岡町６５４－

１
222-0033

神奈川県横浜市港北区新横浜２

丁目５－２　新横浜Ｕ・Ｕビル

５階【横浜オフィス】または

東京都中央区日本橋室町４丁目

２－１３　オバザワビル２階

【東京営業所】

Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ基本

操作
試用期間あり ３ヶ月 165,700円～307,000円

電気設備、空調給排水設備の設計・施

工・管理、土木工事、開発設計等の開発

事業。太陽光等再生エネルギー事業。

＊健康保険は三重県建設国民健康保険加

入

全社員が一丸となって業務に専念し改善

にも常に前向きに取り組んでいます。ま

た大手建設会社や官公庁からの受注も多

く業績も安定しております。２０２０年

に健康経営優良法人に認定されました。

代表取締役 瀬古　恭裕 鈴鹿公共職業安定所

株式会社渋谷西村總本店
フルーツパーラーのホール担当／町田

市

・高級フルーツを使ったフルーツパーラーのホール担当（副店長）

・お客様の案内、オーダー受け、レジなどの接客　　・店長代理とし

て、店長の補佐、アルバイトの管理など

東京都町田市 野菜・果実小売業 150-0042
東京都渋谷区宇田川町２２－

２　西村ビル
194-0013

東京都町田市原町田６－１２－

２０　町田小田急百貨店９Ｆ

「西村フルーツパーラー町田

店」

基本的なメール、エクセ

ル、ワード操作
試用期間あり ３ヶ月間 226,000円～248,500円

高級フルーツ販売・フルーツパーラー・

アクセサリー雑貨販売・製菓工場

渋谷西村は明治４３年創業の高級フルー

ツの専門店として、またフルーツパー

ラー及び洋菓子製造を営んで広くお客様

よりご愛顧をいただいております。日本

一の専門店を目指しております。

代表取締役 西村　正治 渋谷公共職業安定所

エスジー　株式会社 https://www.shiogai.com 事務（一般・経理）／足立区
・計量業務　・ＰＣ入力　・来客応対・電話応対　・その他一般事務全

般　・経理事務（諸費用の仕訳等）
東京都足立区 その他の廃棄物処理業 120-0047

東京都足立区宮城一丁目６－

１５
120-0047

東京都足立区宮城一丁目６－１

５

ＰＣの基本的な操作ができ

れば可。
試用期間あり ３ヵ月 170,000円～170,000円

主に産業廃棄物中間処理、家屋解体、金

属加工を行っております。

当社の解体は、安心・丁寧だと支持され

ております。初心者の方でも、独自の教

育研修がありますので、お客様から高く

評価して頂いております。

代表取締役 塩貝　久 足立公共職業安定所

株式会社リマト https://www.re-mat.co.jp/
資源循環の支援を行う会社での営業事

務（リサイクル事業）

当社は、産業廃棄物を排出したい事業者様へ深い専門知識と豊富な経験

に裏付けされた質の高いマネジメントノウハウをご提供し、支援させて

いただく会社です。　　詳しい業務内容　・手配業務：配車調整（事業

者様と電話やメールで調整を想定）　・事務業務：契約手配や伝票管

理、請求業務など　　※入社後は、ОＪＴ、法務研修などを通して、業

務に必要な基礎知　識を身につけていきます。業務は先輩社員がОＪＴ

で丁寧に教え　ていきますし、しっかりサポートしますので安心してく

ださい。

その他の専門サービス業 101-0021
東京都千代田区外神田３－６

－１０
101-0021

東京都千代田区外神田３－６－

１０

ＷｏｒｄやＥｘｃｅｌなど

基礎的なＰＣ操作が出来る

方

試用期間なし 180,000円～180,000円

産業廃棄物の排出・処理マネジメント支

援にともなう全国のリサイクル会社ネッ

トワークを提供や委託先監査支援、法律

相談窓口など

創業１１０年続くリサイクル企業「株式

会社リーテム」の１００％子会社です。

専門知識と豊富な経験に裏付けされた質

の高いノウハウを提供し適適正且つ透明

性のある資源循環フローを実現します。

代表取締役 中島彰良 飯田橋公共職業安定所

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

＊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４９

６５－１
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

株式会社パラリンアート https://paralymart.co.jp 障がい者アートの提案型営業

法人のお客様に対して、障がい者アートの活用方法（絵を飾る、版権利

用、イベント、コンペ企画）を提案する仕事です。　また、ＳＤＧｓ

（２０３０年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標）の高ま

りを背景に、関心の高い企業担当者様へ、自社のブランディングやプロ

モーションとしてご活用いただけるよう企画提案を行います。　なお、

企業様が採用されたアートは、利益の５０％を障がい者アーティストへ

報酬としてお支払いしており、障がい者の方の自立推進に繋がる社会貢

献性の高い営業職となります。

障害者福祉事業 105-0014
東京都港区芝３丁目４０番４

号　三田シティプラザ５階
105-0014

東京都港区芝３丁目４０番４号

三田シティプラザ５階

・エクセル初級　・パワー

ポイント初級
試用期間あり ６カ月 200,000円～260,000円

障がい者支援事業及びそのサポート並び

に企業の社会貢献活動と障がい者の取次

業。障がい者の経済的及び社会的環境向

上に関する理解促進イベント、講習会、

講演会、展示会、シンポジウム、会議等

障がい者が描くアートを事業にし、企業

ブランディングと障がい者の社会参加を

推進しています。活動は１５年目を迎

え、年間２００社以上が活用しているＳ

ＤＧｓ連動型のＰＲ事業です。

代表取締役 松永　昭弘 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ＩＴ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４－１０－１

中野セントラルパークイースト

２階

ワード・エクセル・メー

ル：入力ができるレベル
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

アスリーブレインズ株式会社 https://a3-brains.co.jp/
【就職氷河期世代限定求人】ＩＴ関連

サービス営業／中野駅

【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ＩＴ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４－１０－１

中野セントラルパークイースト

２階

ワード・エクセル・メー

ル：入力ができるレベル
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

特定非営利活動法人　日本セ

ルプセンタ－
http//www.selpjapan.net 事務局職員（営業担当）

営業業務（仲立）　企業・官公庁・団体等の新規開拓、ルート営業　営

業案件の進行管理　委託先となる障害者就労支援事業所のサポート　見

積、請求、納品書等発行業務及び契約書の作成・更新　商品のバイイン

グ、出店販売、通信販売等の企画・実施　イベントの企画・運営、等

事務局業務　関係者との連絡調整、相談対応　会議資料の作成、会議運

営、議事録作成　研修会を含む事業の企画～実行、等

東京都新宿区
他に分類されない非営利的団

体
160-0022

東京都新宿区新宿１－１３－

１　大橋御苑駅ビル別館２Ｆ
160-0022

東京都新宿区新宿１－１３－１

大橋御苑駅ビル別館２Ｆ

ワード、エクセル、パワー

ポイント、インターネッ

ト、ＳＮＳ操作

試用期間あり ３か月 229,300円～292,500円

障害者が福祉施設等で製作した製品のＰ

Ｒや共同販売、障害者に適した仕事の開

拓、あっせんのための共同受注、施設職

員のための研修の企画・実施等を行う。

障害者の福祉施設等での就労をより豊か

なものとするために、１２年１１月に東

京都から認証を受けた団体。全国の福祉

施設を会員として、１３年４月から本格

稼働。

会長 高江　智和理 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 事務（現場作業員のサポート他）

パソコンデーター入力及びメールの作成からお願い致します。　　ゆく

ゆくは、下記の内容をお願いしたいと思います。　◆住宅設備の資材の

搬入とその施工に対して、お客様からの依頼に　基づき、作業員のス

ケージュールを調整、お客様の現場の状況に　あった作業員の手配をお

願い致します。　　・作業員とはメールでの連絡を行い、指示を出して

頂きます。　・その他、内部事務に関わる業務も御願い致します。

※モデル賃金をご参照下さい。　＊経験不問です。初心者の方には、丁

寧に指導致します。

その他の職別工事業 171-0051
東京都豊島区長崎１丁目２８

－２３　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

メディカルインターフェース

株式会社
http://m-interface.jp/

医療系人材コーディネーター（リー

ダー候補）

転職を考える医師と人材を求める医療機関の架け橋となる仕事です。

人材コーディネート＋医療機関（新規・既存）への人材紹介・アフター

フォロー。　当社が運営する医師転職求人サイト『Ｄｒ．Ｊｏｂｓ』な

どから、問合せいただいた求職者に対し希望に合った転職先（医療機関

ほか）を紹介するコンサルティング業務です。　医師の転職動機は、専

門医資格の取得から、新たな症例実績、手技の習得、育児と両立できる

勤務環境等、多岐に渡ります。　それぞれ異なる医師のニーズやキャリ

アビジョンを伺い、最適な環境といえる医療機関とのマッチングを行い

ます。

職業紹介業 103-0028

東京都中央区八重洲１ー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ー３－７

八重洲ファーストフィナンシャ

ルビル１３階

オフィス系ソフトの基本的

な操作ができること。
試用期間あり ３ヶ月 191,000円～214,000円

医師人材紹介事業　看護師人材紹介事業

職業紹介番号：１３－ユー３０７２４７

医療従事者の情報ニーズに応える会員制

サイトの運営。豊富な人材ネットワーク

により、適任の医師および看護師をご紹

介。地域から信頼されるクリニック作り

と信頼される医療を側面から支援。

代表取締役 高橋　大輔 飯田橋公共職業安定所

株式会社ジョイントネット

ワーク
http://www.jointnetwork.net 営業

企業とスタッフとのコミュニケーションをとりつつ円滑に業務に就　け

るようサポートし、その後のケアを行う仕事です。　【人材を必要とす

る企業にたいしての営業】　　・お客様にどんな人が欲しいかヒアリン

グ　　・候補者の日程調整　・クレーム対応　【スタッフ管理】　　・

スタッフが気持ちよく働けるよう話を聞く等のフォロー　【スタッフ面

談】　　・担当のお客様に派遣するスタッフの面接　【請求書作成】

その他付随する業務

他に分類されない事業サービ

ス業
112-0004

東京都文京区後楽二丁目１－

１１　飯田橋デルタビル９Ｆ
112-0004

東京都文京区後楽二丁目１－１

１　飯田橋デルタビル９Ｆ

ＰＣ基本操作（Ｗｏｒｄ・

Ｅｘｃｅｌ）
試用期間あり ４ヶ月 259,400円～259,400円

人材派遣、職業紹介、アウトソーシング

等を主な事業とする会社である。主な取

引先として、民間企業から公益法人など

幅広く対応している。派１３－３００２

４６　１３－ユ－３０２３７３

業界でのキャリアも今年３０年目を迎

え、堅実経営を続けている。営業担当者

が採用の面接、企業との交渉、スタッフ

のケアまで継続して行うため、企業から

もスタッフからも信頼が厚い。

代表取締役 細越　敏雄 飯田橋公共職業安定所

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　Ｔ

ｏｗｅｒ２４階

141-6024

東京都品川区大崎二丁目１番１

号ＴｈｉｎｋＰａｒｋ　Ｔｏｗ

ｅｒ２４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

株式会社　トーバン http://www.tohban.com 営業 顧客（お得意先様）へ納品。　製作について打合せ。　お見積りなど。 東京都青梅市 その他の金属製品製造業 198-0023 東京都青梅市今井３－９－８ 198-0023 東京都青梅市今井３丁目９－８ ＰＣ入力 試用期間あり ４ヶ月未満 190,000円～250,000円
（金属板金加工）　食品コンベアー、電

子機器及び金属部品等の製造。

機械を使って、品質の良い製品を納期通

りに作ると共に、機械で出来ない特殊な

製品も手がけています。若い社員が多

く、活気溢れる職場です。

代表取締役 金杉　智幸 青梅公共職業安定所

武蔵野観光開発　株式会社 受付業務及び一般事務

メイン業務：ペット霊園の受付　　　　　　　来園された方のご供養の

受付から会計までを担当　サブ業務　：園内管理　　　　　　　ペット

霊園に関わる業務処理

東京都調布市 他に分類されないサービス業 182-0017

東京都調布市深大寺元町５－

１１－３　深大寺境内　（世

界動物友の会　深大寺動物霊

園）

182-0017

東京都調布市深大寺元町５－１

１－３　　京王線調布駅から

京王バス「深大寺」バス停下車

徒歩２分

試用期間あり ３カ月 135,000円～146,000円
飲食業（日本料理）一般飲食および各種

宴会　ペット霊園の運営および管理

むさし野深大寺境内の静かな佇まいの中

で、日本料理店を営業して５０年、高い

評価を載いております。また、同境内に

てペット霊園も経営、連日都内近県から

のご参詣者が絶えません。

代表取締役社長 渡邊　智 府中公共職業安定所

株式会社　レックス・ベリー http://www.rex-very.com/ 受注業務・経理補助

弊社は、自社ブランドのこだわりアイスや食品を、卸販売をしていま

す。顧客数は、数百社になり毎日当日発送の受注をＡＭまでに処理して

います。　受注方法は、ＦＡＸ・メール・電話・ネットシステムです。

受注を受けた商品を、各営業倉庫に発送依頼をいれ、当日にヤマト便出

荷を完了してもらいます。　業務は、主にこの受注に関する処理です。

（Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ使用必須）　お客様への対応にはとても気を付

けており好感接客を重視します。　一緒に未来に向かっていける方お待

ちしています。　・その他、経理補助業務もあります。　＊日曜公休含

め月８休（シフト制）

東京都台東区 食料・飲料卸売業 110-0015
東京都台東区東上野１－１２

－５
110-0016

東京都台東区台東４－３０－８

宮地ビル本館２階　当社事務所

Ｅｘｃｅｌ関数・ＶＬＯＯ

ＫＵＰ出来たら尚よい。
試用期間あり ６ヶ月 230,000円～300,000円

自社ブランドのこだわりアイス・中華ま

んを全国に卸販売して　います。　浅草

に直営店あり（お濃茶スイーツ専門店

雷一茶　浅草本店）。

お客様への売り上げがみんなの給与にな

ります。従業員の成長なくして会社の成

長はありません。お客様の満足がなくし

て企業の満足（発展）もありません。

『笑顔のつながり』を大切にしていま

す。

代表取締役 塩谷　龍司 上野公共職業安定所

株式会社　レックス・ベリー http://www.rex-very.com/ 営業（食品　主にこだわりアイス）

弊社は、自社ブランドのこだわりアイスや食品を、卸販売をしていま

す。顧客数は、数百社になり毎日当日発送の受注をＡＭまでに処理して

います。　素材にこだわったアイスを、全国の観光地・飲食店・ホテル

等に卸売りを行うための営業です。　飛び込み営業も行いますが、軒並

みに入れる商品の営業ではなく、高付加価値商品を求めているお客様へ

の案内になるので達成率が高いです。　その他、年間３回の展示会、Ｈ

Ｐ問い合わせからの営業と様々ですが、意識を高く、意欲をもって仕事

に打ち込める方、大歓迎です。　　＊日曜公休含め月８休（シフト制）

東京都台東区 食料・飲料卸売業 110-0015
東京都台東区東上野１－１２

－５
110-0016

東京都台東区台東４－３０－８

宮地ビル本館２階　当社事務所
Ｅｘｃｅｌ 試用期間あり ６ヶ月 230,000円～300,000円

自社ブランドのこだわりアイス・中華ま

んを全国に卸販売して　います。　浅草

に直営店あり（お濃茶スイーツ専門店

雷一茶　浅草本店）。

お客様への売り上げがみんなの給与にな

ります。従業員の成長なくして会社の成

長はありません。お客様の満足がなくし

て企業の満足（発展）もありません。

『笑顔のつながり』を大切にしていま

す。

代表取締役 塩谷　龍司 上野公共職業安定所

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】一般事務スタッフ

弊社は、主に「お店」を営む企業様を中心にお手伝いしている経営コン

サルティング会社です。各分野を代表するチェーン企業様を多数輩出し

ております。今回、社内の事務をお任せできる方を募集いたします。

「お店」にご関心のある方にも最適です！例えば美容関係や外食業と

いった企業の情報収集、営業補佐業務を行います。また、電話受付、来

客応対等も明るく元気よく行っていただければと思います。　主な業務

内容：◎電話・ご来客の応対　◎社内書類作成　◎営業事務　◎営業補

佐（お店や企業の情報収集など）◎小口管理　など

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

ＰＣ基本操作（タイピン

グ、ワード文書作成、エク

セルでの表作成等）が一通

りできる方

試用期間あり ３ヶ月 180,000円～250,000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　広和　東京支店 https://www.kowacorporation.com/ 事務

当社の事業を切り開いている営業チームのサポートをして頂きます具体

的な業務は、　１．エクセルを使った売上データの入力、伝票の入力

２．見積もり項目の入力　３．お客様からの電話や訪問された際の来客

サポートを中心に、　　　当社の営業チームのサポートをして頂きま

す。　　パソコンは一人１台が支給されます。　　「仕事の内容」は

しっかり時間をかけて丁寧に説明します。

東京都江東区 その他の職別工事業 136-0082
東京都江東区新木場２丁目７

－１
136-0082

東京都江東区新木場２丁目７－

１
基本的なＰＣスキル 試用期間あり ２ヶ月 170,000円～180,000円

関東を中心に内装仕上工事業（軽量鉄

骨、ボード、クロス、床仕上、内装仕上

全般）、木工・家具工事業（造作、家

具、置床、フローリング）を行っていま

す。

創業３０年の実績と信用に加え、若い社

員の活躍も多く、会社の成長を感じられ

る、働き甲斐のある職場です。

代表取締役社長 田中　義己 木場公共職業安定所

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。　・業務上、パソコン操作は必要です。

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

エクセル、ワードなどパソ

コン基本操作
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

株式会社　銀座　プラネット

サービス
www.ginzaplanet.co.jp 営業企画

・東京都区内及び近県にある当社固定のお客様に対する　　旅行の営

業、手配、見積り、添乗等　・又、当社ホームページより問い合わせの

ある旅行の相談　　手配、見積り等　　＊入社後は、初心者の方にも安

心して仕事が出来るよう　　研修及び同行による営業活動をしておりま

す。

旅行業 104-0045
東京都中央区築地２丁目６－

７　築地二丁目ビル４階
104-0045

東京都中央区築地２丁目６－７

築地二丁目ビル４階
試用期間あり ３ヶ月 190,000円～200,000円

国内、海外旅行を取扱う旅行業社です。

東京都区内を中心に都下及び近県（神奈

川・埼玉・千葉等）のお客様のニーズに

合った旅行の相談・手配・見積り・添乗

等を行っております。

当社のお客様は、都区内外のシルバー層

を中心に、町会、後援会、各種団体等を

取扱っております。又、最近ではホーム

ページからの問い合わせも多く、ネット

のお客様の取扱いもふえております。

代表取締役 佐伯　浩三 飯田橋公共職業安定所

自由民主党東京都第十八選挙

区支部
http://www.nagashima21.net/ 秘書業務

議員の普段の活動の様子はなかなか一般の方には、見えづらい部分があ

ります。議員の考えや活動などを分かりやすく発信し、有権者と議員の

架け橋となるような宣伝広報ができる方を探しております。同時に、事

務所内の総務なども兼務していただきます。　　（広報）　・チラシ、

ポスター等の作成（印刷デザイン会社とのやり取り　中心）、ホーム

ページ等の管理・更新、写真・動画撮影など　　（総務）　・一般事

務、名簿管理、電子機器の管理など

政治団体 183-0022
東京都府中市宮西町４－１２

－１１　モア府中２階
183-0022

東京都府中市宮西町４－１２－

１１　モア府中２階

アドビ　イラスト

レーター・フォト

ショップの使用経験

がある方、ワードプ

レスやホームページ

の管理経験がある

方、写真撮影が好き

な方

ワード・エクセル・パワー

ポイントの基本的な操作が

できる方

試用期間あり ６カ月 200,000円～300,000円

自由民主党東京都第十八選挙区支部の党

勢拡大活動、　衆議院議員長島昭久の政

治活動の支援

衆議院議員をこれまで６期・１８年つと

め、　防衛副大臣、首相補佐官など数々

の要職を務めてきた　長島昭久代議士の

政治活動を支援します。

衆議院議員 長島　昭久 府中公共職業安定所

株式会社　アイナック　東京

支店
http://www.inac365.co.jp 営業部／営業アシスタント

大手企業やアニメ関連のオリジナルグッズ営業補佐　・先輩営業の商品

提案サポート　・サンプル商品のチェック　・仕入先とのやりとり

経験不問です！　一から先輩社員が業務をお教えしますのでご安心くだ

さい！　　入社後、一定の経験と適性に応じて大手企業のオリジナル

グッズやアニメグッズを扱うメーカーに関わる　商品企画、提案、生産

管理を主体となって担当頂くことも可能です。

その他のプラスチック製品製

造業
110-0016

東京都台東区台東２－３－９

８Ｆ
110-0016

東京都台東区台東２－３－９

８Ｆ

ＰＣ（ワード、エクセル、

パワーポイント）※入力程

度

試用期間あり １～３ヶ月 175,000円～200,000円
自社開発商品製造・販売／ＯＥＭ企画・

製造／ノベルティグッズ企画・製造

商品企画から生産までの工程をプランニ

ングできます。アニメ・アーティスト関

連グッズなどに携われ、手掛けた商品の

反応をＳＮＳで確認できるのでやりがい

を感じられます。未経験者も歓迎です。

代表取締役社長 長田　豊年 上野公共職業安定所



株式会社スーパー・ボイス http://super-voice.jp 店舗婦人服販売スタッフ
弊社店舗において接客販売　弊社ブランド着用販売　棚卸、商品検品、

商品出荷等の事務作業　ＳＮＳインスタグラム等発信作業等
東京都渋谷区 衣服卸売業 151-0051

東京都渋谷区千駄ヶ谷３－３

７－４
150-8509

東京都渋谷区渋谷２－２１－１

東急百貨店渋谷ヒカリエシンク

ス店３階

試用期間あり ３ヶ月 190,000円～220,000円 婦人服の企画、製造、卸及び小売販売

自社ビル４階建、明るい雰囲気の中で且

つ家庭的な会社であり、　売上業績も安

定しています。

代表取締役 田中　功 渋谷公共職業安定所

日本緑茶センター株式会社 http://www.jp-greentea.co.jp
【正社員キッチンスタッフ】新宿高島

屋内の中国茶カフェ

本格的な中国茶・台湾茶が楽しめるカフェ＆レストランにて、キッチン

全般をお任せします。　　・仕込み、調理　・接客（混雑時など）　・

季節ごとのメニュー開発や売場提案　　お店に慣れていただくため入社

２～３か月はホール業務を覚えていただきます。　麺やご飯ものが中心

です。ワンタンやスープも食材から厨房で作っています。将来的には、

メニュー開発にも携わっていただきます。３か月に１度、役員への提案

の試食会があります。

東京都渋谷区 食料・飲料卸売業 150-0031
東京都渋谷区桜丘町２４－４

東武富士ビル
151-8580

東京都渋谷区千駄ヶ谷５－２４

－２　新宿高島屋６階
試用期間あり ３ヶ月 206,000円～260,000円

世界中のハーブやティー・ソルトオイル

等基幹食品の輸出入・製造加工・卸・企

画・専門小売店・ティーカフェの経営。

「ポンパードール」ハーブティーを、世

界のお茶と共に日本へ初めて紹介し、又

「クレイジーソルト」に代表される輸入

の塩も日本へ初めて広めた会社です。

代表取締役　社長 北島　大太朗 渋谷公共職業安定所

日本緑茶センター株式会社 http://www.jp-greentea.co.jp ホールスタッフ

本格的な中国茶・台湾茶が楽しめるカフェ＆レストランにて、接客を中

心としたホールサービス全般をお任せします。　　・店内でのホール

サービス全般　　レジや接客を中心にお客様の対応をお願いします。

中国茶カフェならではの茶器を使い中国茶を提供していただきます

東京都渋谷区 食料・飲料卸売業 150-0031
東京都渋谷区桜丘町２４－４

東武富士ビル
151-8580

東京都渋谷区千駄ヶ谷５－２４

－２　新宿高島屋６階
試用期間あり ３ヶ月 176,000円～218,000円

世界中のハーブやティー・ソルトオイル

等基幹食品の輸出入・製造加工・卸・企

画・専門小売店・ティーカフェの経営。

「ポンパードール」ハーブティーを、世

界のお茶と共に日本へ初めて紹介し、又

「クレイジーソルト」に代表される輸入

の塩も日本へ初めて広めた会社です。

代表取締役　社長 北島　大太朗 渋谷公共職業安定所

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，Ｅｘｃｅ

ｌ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

株式会社　ＢＵＺＺ　ＧＯＬ

Ｆ
buzzgolf.jp 企画・広告営業（東京支社）

ゴルフ関連出版物の企画・制作・販売および営業に関わる業務全般

ＢＵＺＺ　ＧＯＬＦに関わるゴルフ関連事業スタッフを募集　します。

主な業務：広告営業、情報収集（記者会見出席など）、取材立ち合い、

誌面制作補助、ＷＥＢサイト運営、ＥＣサイト運営、ゴルフイベント運

営など　　業務内容は多岐に渡りますが、すべてがゴルフに関わる仕事

です。　　ゴルフ場への取材で車を運転していただくこともあります。

東京都千代田区 出版業 550-0014

大阪府大阪市西区北堀江２ー

４ー１１　サンライズビル８

Ｆー１

101-0051

東京都千代田区神田神保町１丁

目５２－１２　神田耀ビル２Ｆ

「株式会社　ＢＵＺＺ　ＧＯＬ

Ｆ　東京支社」

簡単なＥｘｃｅｌ・Ｗｏｒ

ｄが使える程度で問題あり

ません

試用期間あり ３ヶ月 175,500円～200,000円

ゴルフ雑誌の発刊、ゴルフ関連出版物の

企画・制作・販売および　ゴルフイベン

トの運営　ゴルフフリーマガジンの出版

社

取引先は大手ゴルフメーカーを中心に、

ゴルファーターゲット商品がある飲料

メーカーや電気機器メーカー等多数。最

近はゴルフで地方創生を目標に地方自治

体と連携した取り組みも実施している。

代表取締役 内本　理己 大阪西公共職業安定所

コスモアドバンステクノロ

ジー株式会社
https://cosmo-at.co.jp/ 総合職

既存取引先（大手エンジニアリング企業等）への深耕営業及び提案営業

・営業地域は主に東京、神奈川　・ノルマ、飛び込み営業ございません

・研修制度あり。営業経験、業界知識なくても丁寧に指導致します。

労働者派遣業 104-0061
東京都中央区銀座２丁目１６

番１１号　片帆ビル
104-0061

東京都中央区銀座２丁目１６番

１１号　片帆ビル
試用期間あり ３ヵ月 171,000円～350,000円

プラント、エンジニアリング事業、技術

者派遣、紹介業務、技術サービス業務

エンジニアリングと聞くと男性が多いと

思いますが、弊社は女性社員が多く、未

経験の方でも働きやすい職場です。

代表取締役社長 柴田　將行 飯田橋公共職業安定所

エーアイエムサービス株式会

社
コンサルティング営業／目黒区

【年間休日１２０日、有給休暇の取りやすい会社】　法人や富裕層のお

客様が多く、長いお付き合いで安定しています。　経営者向けに生命保

険と損害保険の両方の切り口で、資産運用や　会社の福利厚生、制度構

築等に関するコンサルティングが出来ます　　顧客訪問と情報収集でお

客様に寄り添い、より良い提案をする為に知識を深め、しっかりコンサ

ルするので、感謝される仕事です。　　しっかりとした研修制度、資格

取得のバックアップがあり、簡単な保険の更新からスタートして、徐々

に商品知識を深めていきます　先輩社員が丁寧に教えてくれ、解らない

ことは直ぐに聞ける環境の為、未経験でも安心して仕事が出来ます。

保険媒介代理業 153-0063
東京都目黒区目黒２－９－６

目黒ベガタワー６階
153-0063

東京都目黒区目黒２－９－６

目黒ベガタワー６階
ワード・エクセル入力程度 試用期間あり ３ヶ月 220,000円～250,000円

保険代理業として順調に業績を伸ばし続

けています。東京海上日動保険トップク

オリティ代理店。年間優績表彰２５年連

続入賞。東京中央エリアでは当社のみ、

全国でもトップ１０に入っています。

「関係する人々の永遠の幸せの追求と実

現」が経営理念。一人ひとりの想いを全

力でサポートし、お客様の人生の伴走者

として、走り続けています。マルチタス

クで、チャレンジできる職場です。

代表取締役 安藤　博章 渋谷公共職業安定所

株式会社　ジェイアールシー https://www.jrc.ne.jp 法人営業（デスクワーク）

　固定得意先への内勤法人営業。デスクワークなので通年オフィスカ

ジュアルでＯＫです。　　全国の企業・官公庁・団体など法人に対し

て、ボールペン・キーホルダー・ライター等の直輸入商品やカレン

ダー・うちわ等の季節商品、ウイルス対策用商品を電話・ＦＡＸ・ＳＮ

Ｓ・ＤＭ等を活用して、提案営業を行って頂くお仕事です。　　ひとり

で仕事が出来る様になるまでは、ＯＪＴを含めて先輩スタッフがサポー

トを行います。スキルアップのための資格取得支援制度もあります。

東京都杉並区 他に分類されない卸売業 167-0051
東京都杉並区荻窪４－３２－

２　東洋時計ビル６Ｆ
167-0051

東京都杉並区荻窪４－３２－２

東洋時計ビル６Ｆ

ワード・エクセルなどの基

本操作
試用期間あり 最大４ヶ月 230,000円～260,000円

ボールペン・ライター・キーホルダー等

ノベルティグッズの直輸入販売。　名入

れや加工も自社工場・海外協力工場で

行っています。

スタッフ一人ひとりの「こうしたい」を

実現できる個性豊かな会社作りを目指し

ています。お客様に喜んで頂ける幅広い

ジャンルの商品を製造元から直接お届け

できるように商品企画も行っています。

代表取締役 佐々木　洋子 新宿公共職業安定所

外崎会計事務所 税務会計
税理士業務　・試算表の作成　・決算書及び税務書類作成の補助業務

・その他会計事務所内での庶務全般
東京都新宿区

公認会計士事務所，税理士事

務所
160-0003

東京都新宿区四谷本塩町１２

番３号　Ａ０Ｉビル１階
160-0003

東京都新宿区四谷本塩町１２番

３号　Ａ０Ｉビル１階
試用期間あり １ヶ月間 210,000円～300,000円

税理士業務

・税務申告書の作成　・経営コンサル

ティング　　　　　　　　　・税務調査

の立会い

当事務所は、税理士・会計士・社労士な

ど資格取得の意欲のある人を応援しま

す。勤務時間の融通、試験休暇もありま

す。　　　　　プロフェッショナルに成

れるよう丁寧に指導します！

税理士 外崎　淳一 新宿公共職業安定所

株式会社　ドーワインターナ

ショナル
www.dowa-international.jp 営業・管理業務

営業・管理業務（在庫管理・ｗｅｂ管理等）　美容師さんの使用する鋏

の製造販売メーカー。　製造仕入れから販売をトータルサポートするや

りがいのあるお仕事です。

その他の機械器具卸売業 123-0864
東京都足立区鹿浜８丁目３番

６号
123-0864

東京都足立区鹿浜８丁目３番６

号

基本的なパソコン操作

（ワード・エクセル）　イ

ラストレーターや簡単や

ウェブデザインなどができ

れば尚可

試用期間あり ３か月 250,000円～350,000円

シザー・シザーケース及びウイッグを製

造並びに輸入し、理美容学校や理美容サ

ロン、個人等に広く販売している会社で

す。

美容用品の会社です。 代表取締役 山口　敦之 足立公共職業安定所

医療法人社団鶴亀会　新宿つ

るかめクリニック
http://www.tsurukamekai.jp 事務長補佐・総務・庶務／武蔵小金井

◎事務長業務の補佐、総務・庶務を担当していただきます。　　　　＊

各種資料作成・会議開催の補佐　　　＊物品、消耗品等発注・在庫管理

関連　　＊医療機器以外の修理・修繕等の連絡、調整窓口　　＊郵便物

の回収、集荷対応　　＊日々の入金、両替などの外回り　　＊クリニッ

ク⇔事務所の書類等のメッセンジャー　　　（多少重たい段ボール箱や

什器の移動もあり）　　＊その他、渉外係や各部署のサポートなど柔軟

に対応をお願いし　　ます

東京都小金井市 一般診療所 151-0053

東京都渋谷区代々木　２－１

１－１５　新宿東京海上日動

ビルディング３Ｆ

184-0004
東京都小金井市本町６－１４－

２８　アクウェルモール３階

ＭｉｃｒｏｓｏｆｔＯｆｆ

ｉｃｅ　（特にＥｘｃｅｌ

表計算できれば尚可）

試用期間あり ３ヶ月 200,000円～250,000円

３つのクリニックを開設しています。

幅広い診療科を揃えた外来診療と健康診

断を行っています。

複数科の外来診療と各種検診・人間ドッ

クを行う総合クリニックです。来院者も

多くおり、様々な職種のスタッフが協力

し合い活躍している職場です。産休育休

実績もあり長く働ける体制を整えてます

理事長 西　元　慶　治 渋谷公共職業安定所

有限会社　篠原刃型 http://www.yu-factory.com 営業事務

○簡単な経理事務　○ＣＡＤ裁断の皮革検査　○イラストレーターによ

る図形のトレース（パスをとる）　　・ワードやエクセル、メールソフ

トを使用します。　・雑貨などへの興味や関心も仕事に生かして下さ

い。　・レーザークラフトに興味関心のある方歓迎

東京都足立区
洋食器・刃物・手道具・金物

類製造業
120-0044

東京都足立区千住緑町３丁目

２番２号
120-0044

東京都足立区千住緑町３丁目２

番２号

エクセル、ワード（文書・

表作成程度）
試用期間あり ３ヵ月 170,000円～190,000円

主に、ＣＡＤによる革裁断業務。ＰＣに

よる図形談取り、修正、抜型作成。

３０年以上、靴の抜き型を製造してきま

した。新規事業として、各メディアで話

題になっている雑貨の企画・販売を行っ

ています。　各自が能力を発揮し、考え

て行動することが必要です。

代表取締役 篠原　雄二 足立公共職業安定所

有限会社シムラファクトリー 営業

賃貸マンション（アパート）の入退去に伴う原状回復工事の見積・協力

会社への発注等（現場作業は有りません。）　＊未経験者でも簡単な業

務となります。　＊最初は同行し、一から指導します。

東京都荒川区
管理，補助的経済活動を行う

事業所（０７職別工事業）
116-0003

東京都荒川区南千住５－４２

－８－２Ｆ
116-0003

東京都荒川区南千住５－４２－

８－２Ｆ

メール・エクセルの基本操

作
試用期間あり ３ヶ月 200,000円～350,000円 原状回復工事の営業 自由な社風 代表取締役 志村　宗見 足立公共職業安定所

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１

３－３

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１

３－３

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

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９８１－２

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

株式会社　菊谷生進堂 http://www.kohgen.com
お香などの薫香類の販売／中央区銀

座・台東区上野桜木

お香コンシェルジュとして店頭接客をして頂きます。　主な商品は、お

香、線香、匂い袋、練香、焼香などです。また数珠、九谷焼、高岡銅

器、輪島塗などお香以外の販売も行っております。　他には、ＳＮＳの

更新、お香講座の運営、講師として活躍して頂きます。　　弊社の創業

は１９３７年、２０２２年で８５周年を迎える会社です。名古屋に本社

を構え、東京は、銀座と上野にあります。　近い将来の店長に、会社全

体の運営の責任者として活躍して頂ける方を募集しています。

東京都中央区 他に分類されない卸売業 453-0042
愛知県名古屋市中村区大秋町

４－４７
104-0061

○東京都中央区銀座４丁目１４

－１５　香源　銀座本店　○〒

１１０－０００２　東京都台東

区上野桜木１丁目１０－１６

香源　上野桜木店

包装技能
ワード、エクセル、ＳＮＳ

などの基本操作
試用期間なし 185,000円～195,000円 お香、お線香などの卸・小売業

昭和１２年創業のお香専門店です。１０

年前からインターネットショップを開い

ています。企業理念は「お香文化を世界

に広げる。」です。近年はお香だけでな

く、お数珠や九谷焼も扱っています

代表取締役社長 菊谷　勝彦 名古屋中公共職業安定所

株式会社セルフイノベーショ

ンアカデミー
https://selfinnovation-a.com/ 営業事務

・企業の教育・研修・セミナーの事前運営アシスタントや当日の運営管

理　・クライアント様からの電話対応、メール返信　・講師のスケ

ジュール管理や資料作成アシスタント

東京都港区
経営コンサルタント業，純粋

持株会社
108-0072

東京都港区白金６丁目１６ー

２５　１０１３号
108-0073

東京都港区三田２丁目１４－５

フロイントゥ１００８号　　本

社

エクセル・ワード・パワー

ポイントの基本スキル
試用期間あり ３ヶ月 200,000円～250,000円

教育・研修・セミナー～個人の成長・革

新を支援～　コンサルテーション～組織

の成長・革新を支援～　アカデミー開催

～成果創出のためのリソース支援～

「可能性は無限　なりたい自分になる」

～ｓｅｌｆ　ｉｎｎｖａｔｉｏｎ～　個

人・組織の成長と革新をご支援いたしま

す

代表取締役 佐藤禮子 品川公共職業安定所

富士ネットワークス株式会社 http://www.fujinetworks.co.jp ユーザーサポート（未経験者可）

社内システム及びＰＣ周辺機器のユーザサポート　・問合せ対応　・マ

ニュアル作成、修正　・トラブル、障害発生時の一次切り分け　・アカ

ウント管理　・報告書の作成　　※チーム体制にてＯＪＴ研修実施　※

スキル、知識に応じて担当業務を検討

ソフトウェア業 101-0061
東京都千代田区神田三崎町３

－６－５　原島本店ビル７階
101-0061

東京都千代田区神田三崎町３－

６－５　原島本店ビル７階

ＭＯＳ（Ｅｘｃｅｌ）取得

と同等以上の知識
試用期間あり ６ケ月 182,000円～327,000円

＊システムコンサルティング　　＊ソフ

トウェア開発／運用保守　＊ネットワー

ク設計構築、運用　＊その他ＩＴ支援業

務（ヘルプデスク／ＳＥサポート等）

＊派１３－３０５６３３

Ｗｅｂ開発からインフラ環境の設計構

築・運用保守に至るまで数多くの実績が

あります。常に変化していくＩＴ技術の

習得やグローバル化していくお客様にも

対応すべく、社員教育にも力を入れてま

す

代表取締役社長 藤井　裕志 飯田橋公共職業安定所

合同会社　ブルージョンカン

パニー
https://www.bluejohn.blue 営業職 ＊電話営業：訪問営業 東京都千代田区

管理，補助的経済活動を行う

事業所（３９情報サービス

業）

101-0047
東京都千代田区内神田２丁目

３－１４　平沢ビル４階
101-0047

東京都千代田区内神田２丁目３

－１４　平沢ビル４階

ＰＣ（Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅ

ｌ）基本操作
試用期間あり ３ヶ月 200,000円～250,000円

＊営業・電話営業　＊宇宙エネルギー探

査　＊ベンチャービジネスへの投資及び

養成　＊プラットフォーム開発

＊ＮＦＴプラットフォーム　＊メタバー

ス開発事業　＊テックフロンティア事業

＊ＫＡＧＵＭＡＲＵＧＯＴＯ事業

代表社員 高谷　忠彦 飯田橋公共職業安定所

富士ネットワークス株式会社 http://www.fujinetworks.co.jp 基幹システムの運用

基幹システムの運用に伴う下記業務　・定常業務（システム稼働確認、

ＤＢ容量チェック、　　Ｊｏｂ実行確認など）　・システム改修の為の

調査、分析、報告　・機能追加開発　・利用ユーザー部門からの問合せ

対応　・ドキュメント作成、整備（設計書、仕様書、手順書、マニュア

ル）　　※チーム体制にてＯＪＴ研修実施　※スキル、知識に応じて担

当業務を検討

ソフトウェア業 101-0061
東京都千代田区神田三崎町３

－６－５　原島本店ビル７階
101-0061

東京都千代田区神田三崎町３－

６－５　原島本店ビル７階

不問だがプログラミングの

基礎知識保有者歓迎
試用期間あり ６ケ月 182,000円～377,000円

＊システムコンサルティング　　＊ソフ

トウェア開発／運用保守　＊ネットワー

ク設計構築、運用　＊その他ＩＴ支援業

務（ヘルプデスク／ＳＥサポート等）

＊派１３－３０５６３３

Ｗｅｂ開発からインフラ環境の設計構

築・運用保守に至るまで数多くの実績が

あります。常に変化していくＩＴ技術の

習得やグローバル化していくお客様にも

対応すべく、社員教育にも力を入れてま

す

代表取締役社長 藤井　裕志 飯田橋公共職業安定所

小石川循環器内科クリニック

鈴木宏昌
http://www.koishikawa-clinic.com/ 医療事務 ○外来事務　・患者様対応　・電子カルテ入力　・診療補助 東京都文京区 一般診療所 112-0002

東京都文京区小石川２－２４

－１４　１階
112-0002

東京都文京区小石川２－２４－

１４　１階

ＰＣ操作（入力ができるレ

ベル）
試用期間あり ３か月間 230,000円～270,000円

循環器を中心とした内科全般の外来クリ

ニックです。睡眠時無呼吸症候群・禁煙

外来・各種健康診断・心臓ドッグなども

行っております。

院長は大学に２５年在勤し、当院でも大

学と同レベルの診療・検査を行っており

ます。院内に薬剤師・非常勤検査技師も

おります。　職場は馴染みやすい雰囲気

です。

院長 鈴木　宏昌 飯田橋公共職業安定所

社会福祉法人　浄風園　中野

江古田病院
庶務課事務員（給与・社会保険担当）

給与計算　社会保険各種手続全般　勤怠管理　入退職に伴う諸手続全般

募集・採用の補助　電話応対　等
病院 165-0022

東京都中野区江古田４丁目１

９番９号
165-0022

東京都中野区江古田４丁目１９

番９号
試用期間あり ３ヶ月 200,170円～274,530円

医療業（病院）　内科・外科・皮膚科・

歯科・耳鼻咽喉科・循環器内科・神経内

科・消化器外科・脳神経外科・整形外

科・泌尿器科・リハビリテーション科・

糖尿病内科・消化器内科・救急科

入院基本料　１０：１　１７３床 病院長 加藤　賢一郎 新宿公共職業安定所



社会福祉法人　浄風園　中野

江古田病院
庶務課事務員（採用業務担当）

人材採用業務全般　ハローワーク・人材紹介会社との連絡・調整等　面

接対応等
病院 165-0022

東京都中野区江古田４丁目１

９番９号
165-0022

東京都中野区江古田４丁目１９

番９号
ワード、エクセル基本操作 試用期間あり ３ヶ月 200,170円～274,530円

医療業（病院）　内科・外科・皮膚科・

歯科・耳鼻咽喉科・循環器内科・神経内

科・消化器外科・脳神経外科・整形外

科・泌尿器科・リハビリテーション科・

糖尿病内科・消化器内科・救急科

入院基本料　１０：１　１７３床 病院長 加藤　賢一郎 新宿公共職業安定所

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。

東京都東久留米市 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

有限会社　アービィング 営業職

道路や民間駐車場などの道路標示（白線や点字ブロックなど）の設置業

務を行っている会社での営業職です。　　同業・ゼネコンへの得意先訪

問、現場の立会・現場調査等が主な仕事内容です。　　エリア：東京・

埼玉・千葉・神奈川　等　　◎先輩営業マンが必ず付いて丁寧に教えま

す。

東京都足立区 その他の設備工事業 121-0012

東京都足立区青井５－１１－

２７　綾瀬グランドハイツ１

０８号

121-0012

東京都足立区青井５－１１－２

７　綾瀬グランドハイツ１０８

号

書類作成などはパソコンを

使用しますので、基本的な

ワード、エクセル、メール

を使えるようお願いしま

す。

試用期間あり ３ヵ月 170,200円～300,000円

道路区画線塗装工事の請負　駐車場区画

線並びに標識ほ塗装工事の請負　交通安

全施設工事の請負

スキルアップを応援、資格取得支援が充

実しています。また退職金制度も完備。
代表取締役 永田　勝弘 足立公共職業安定所

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５Ｆ　　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

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。

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３－１

６－４７　Ｔｒｉｎｉｔｙ

Ｂｌｄｇ　２Ｆ

141-0022

東京都品川区東五反田３－１６

－４７　Ｔｒｉｎｉｔｙ　Ｂｌ

ｄｇ　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

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３－１

６－４７　Ｔｒｉｎｉｔｙ

Ｂｌｄｇ　２Ｆ

141-0022

東京都品川区東五反田３－１６

－４７　Ｔｒｉｎｉｔｙ　Ｂｌ

ｄｇ　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

日本航運　株式会社 http://npkcargo.co.jp/ 一般事務／大田営業所

◇大田営業所（海上貨物運送業）における事務業務　・電話・ＦＡＸ・

メール等での受注受付　・社内専用システムへの受注入力（パソコン入

力）　・伝票作成、チェック　・電話対応、その他付随する業務

東京都大田区 一般貨物自動車運送業 144-0053

東京都大田区蒲田本町２－４

－２　アクシード蒲田本町６

階

143-0003 東京都大田区京浜島３－３－５
＊パソコン入力（エクセ

ル・ワード）
試用期間あり ３ヶ月 160,000円～160,000円

一般貨物・輸出入航空貨物の配送、倉庫

管理、通関補助（貿易に伴う諸手続き）

一般貨物、航空貨物、海上貨物、輸出入

貨物等すべての輸送にお応えします。イ

ベント対応業務・家具設置等も行ってい

ます。

代表取締役 澁澤　善文 大森公共職業安定所

日本航運　株式会社 http://npkcargo.co.jp/ 一般事務職／羽田空港営業所

◇羽田空港営業所における事務作業全般　　・電話・ＦＡＸ・メール等

での受注受付　　・社内専用システムへの受注入力（パソコン入力）

・伝票作成、チェック　　・電話対応、その他付随する業務

東京都大田区 一般貨物自動車運送業 144-0053

東京都大田区蒲田本町２－４

－２　アクシード蒲田本町６

階

144-0041
東京都大田区羽田空港２－６－

３

パソコン入力（エクセル・

ワード）
試用期間あり ３ヶ月 160,000円～160,000円

一般貨物・輸出入航空貨物の配送、倉庫

管理、通関補助（貿易に伴う諸手続き）

一般貨物、航空貨物、海上貨物、輸出入

貨物等すべての輸送にお応えします。イ

ベント対応業務・家具設置等も行ってい

ます。

代表取締役 澁澤　善文 大森公共職業安定所

冨士製袋機工業　株式会社 fujiseitaiki.co.jp 経理事務

本社内での事務がメインの仕事です　　・仕訳、伝票起票、帳簿作成他

・現預金管理（入出金）　・製造費、一般経費の支払い業務　・売掛管

理（請求と入金）　　などの経理全般のお仕事です。　　・電話、来客

者対応（接客、案内、お茶出し等）もあります。

その他のはん用機械・同部分

品製造業
171-0022

東京都豊島区南池袋３－３－

３
171-0022 東京都豊島区南池袋３－３－３

エクセルによる簡単な表作

成。　ワードによる文書作

成。

試用期間あり 入社後３か月間 200,000円～300,000円 封筒用製袋機の製造・販売

封筒用製袋機の専門メーカーとして全国

シェアの７０％を占める堅実な会社で

す。

代表取締役 山下　勝弘 池袋公共職業安定所

株式会社　岡直三郎商店 http://www.nihonichi-shoyu.co.jp 営業
飛込み営業は一切なく、ＨＰや電話等で問い合わせのあった　お客様へ

の対応、訪問もある。又、新商品の紹介、説明。
東京都町田市 調味料製造業 194-0023

東京都町田市旭町１－２３－

２１
194-0023

東京都町田市旭町１－２３－２

１
エクセル・ワード 試用期間あり ３ヶ月 181,000円～257,000円

天明７年（１７８７）より続く醤油製造

を本業として、工場は群馬県に集約し、

本社所在地の町田では和食店「醤油料

理・天忠」を経営。貸しビル、駐車場等

の不動産賃貸業も営む。

昔ながらの木桶で仕込んだ醤油は学校給

食等だけでなく全国の有名ラーメン店で

も重宝され、地域の産物を使用した調味

料や新たな商品を積極的に開発。ＴＶ等

のマスコミにも度々登場。

代表取締役 岡　資治 町田公共職業安定所

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２４

３６
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

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２Ｆ
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　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　「ｓ

ｙｍｐｈｏｎｙ」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

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１

２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

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　エクシーズ http://www.exc.co.jp/ 設計補助業務
＊ＣＡＤによる、図面作成業務　　※使用するＣＡＤは「ＡＵＴＯＣＡ

Ｄ（未経験可）」　　※外での測量作業有り
その他の専門サービス業 111-0053

東京都台東区浅草橋２－２－

１０　カナレビル６階
111-0053

東京都台東区浅草橋２－２－１

０　カナレビル６階

ＰＣ操作（ワード・エクセ

ル　基本操作）
試用期間あり 最大６ヶ月 145,500円～150,000円

電線埋設設計、一般土木、測量業務、電

力ケーブル設計

３０～４０歳代の社員が多数在籍してお

り、明るい職場です。　私服出勤も可、

近年女性社員も増えてきております。

代表取締役 加藤　美弥子 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 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１６－４

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 167,000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

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ＯＫ。エクセル得意な方歓迎。

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/

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。

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。

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/

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。

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/

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。

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/ 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

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

Ｌエージェンシー株式会社本

店
http://l-agency.co.jp/ 住宅ローンの仲介業

「マイホームが欲しい」とお考えのお客様に対し、お申込みからご契約

に至るまでの手続き代行です。　　お客様の将来設計をサポートしなが

ら自分の未来に生かせる専門知識も学べるお仕事です。　　未経験でも

何の問題もありません！　入社後に専門的な金融関係の知識を仕事を通

じて身に着けていくことができます。　　特別感のあるこの仕事にチャ

レンジしませんか？

東京都新宿区 補助的金融業，金融附帯業 169-0075
東京都新宿区高田馬場１－２

９－２２ー２０３
169-0075

東京都新宿区高田馬場１－３３

－６　平和相互ビル３０２　当

社　高田馬場支店

試用期間あり ３か月 200,000円～200,000円 住宅ローンの仲介業

厳しい上下関係やしがらみも無く、とて

も風通しの良い職場です。　福利厚生も

充実しております。

代表取締役 荒木佑介 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

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４－２５－１

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

－３１１５０８

代表取締役 小野　健一郎 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１－３４－１

４　美容室　Ｌｉｅｎ　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

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３８－６

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

マテックス　株式会社 http://www.matex-glass.co.jp 建築用ガラス商社の営業事務／豊島区

＜建設用ガラス等の受発注業務を担当していただきます。＞　当社が扱

うのは、住宅やオフィス等で使われる窓まわりの建材。　お客様のから

の問い合わせや問い合わせ等の　事務作業をお任せします。　＜仕事内

容＞　◆専用システムを使用した受発注業務。　◆仕入れ先メーカーや

お客様からの電話対応。　◆工事現場への納入、搬入経路の調整。　◆

見積書の作成。　◆請求書の発行、送付作業。　等

東京都豊島区 建築材料卸売業 170-0012
東京都豊島区上池袋２－１４

－１１
170-0012

東京都豊島区上池袋２－１４－

１１　当社　池袋支店

パソコン（Ｗｏｒｄ、Ｅｘ

ｃｅｌ）の基本操作ができ

る方

試用期間あり ３ヶ月 210,400円～253,600円
建築用板ガラス、アルミ建材、その他建

築用資材の卸売業。

昭和３年創業。関東一円が商圏。窓は暮

らしの快適を支える社会性の高い製品。

環境配慮が求められる今、「エコ窓」の

普及促進を企業の使命とし、本業を通じ

た社会貢献に取り組みます。

代表取締役社長 松本　浩志 池袋公共職業安定所

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

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を行っていただきます　　・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

験の方にも丁寧にお教えしますので、安心してご応募いただ　けます

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ヶ月 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

常磐鋼帯　株式会社 http://tokiwaslitter.com/ 生産管理事務

・工場生産管理事務　　受注を受け自社内ソフトを使用し作業指示書を

発行、製品の出荷　手配、請求書発行までの一連の業務を担当していた

だきます。

非鉄金属・同合金圧延業（抽

伸，押出しを含む）
135-0062

東京都江東区東雲２－１１－

２０
135-0062

東京都江東区東雲２－１１－２

０
ワード・エクセル基本操作 試用期間あり ３ヶ月 179,475円～251,958円

国内外のアルミメーカーから委託され、

デンソー・カルソニック等自動車熱交換

器用素材や車載電池素材の加工をしてい

ます。多くの特許とＩＳＯ規格、確かな

品質で顧客の信頼を集めています。

東証一部上場企業との直接取引が８５％

を占める創業６６年のアルミ加工会社で

す。政府系投資会社からの出資を受け、

盤石の体制で皆様の応募をお待ちしてい

ます。

代表取締役 　谷川　豊 木場公共職業安定所

日本綜合産業株式会社 http//www.kenki-nisso.co.jp
企画営業（土木・建設機械レンタル及

び販売）

◇お客様のニーズに応じ土木、建設機械関連商品、ハウス等のレン　タ

ル及び販売、フェンス工事等を提案する仕事です。　　・固定得意先へ

の営業が主です（地元工務店、建設会社）　・外回りの他にフロント業

務（社内にて来客対応）も行っていただ　きます。　　＊慣れるまでは

先輩社員が同行します（１年程度）　＊慣れたら新規営業も行っていた

だきます。　＊営業ノルマはありません。

東京都稲城市

その他の各種商品小売業（従

業者が常時５０人未満のも

の）

206-0802
東京都稲城市東長沼８７８－

１
206-0802

東京都稲城市東長沼８７８－１

「稲城営業所」　東京都東大和

市立野１－２－９「東大和営業

所」

簡単な入力 試用期間あり ３ヶ月 220,000円～380,000円
土木建設機械・器具・仮設資材のレンタ

ル・販売・修理。

レンタル・販売・修理を通して、顧客満

足度の向上に取り組んでいる。
代表取締役 豊福寅久 府中公共職業安定所

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３２

３－１
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３２

３－１
150-0047

東京都渋谷区神山町１１－１７

日興パレス渋谷４０２

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

株式会社フレアスタイル http://flair-style.jp/ 一般事務・経理事務

会計ソフトによる入力業務（月末～月初）　従業員の給与計算業務（１

回／月）　請求書作成（１０件以下／月）　各種保険届出業務（年数

回）　電話応対（１０件／日）　来客対応（数回／週）　ファイル作成

（１回／月）　社外行事の準備・運営（年２回程度）　総務補助（担当

者不在時など）

不動産代理業・仲介業 107-0051
東京都港区元赤坂１－１－１

８　元赤坂ＮＨビル３階
107-0051

東京都港区元赤坂１－１－１８

元赤坂ＮＨビル３階

パソコン基本操作（ワー

ド・エクセル）
試用期間あり ３か月 200,000円～200,000円

お客様一人ひとりへのきめ細かな対応と

サポートで口コミサイトランキング１位

をいただいております。賃貸、売買、資

産運用まで、お家に関する様々なご相談

にお応えしています。

少数精鋭で社員個々の実力が十分発揮で

き、年功序列に関係なく昇進やスキル

アップができます。　残業も少なくプラ

イベートも充実できます。

代表取締役 坂田　龍也 品川公共職業安定所

株式会社　テイクス WWW.ts-e.net 不動産事務／トライアル

・自社管理物件の募集管理　　　　　　　　　　　　　　　・事務、

・売買賃貸仲介の来店、紹介各に対して物件の紹介、案内　・契約のサ

ポート等の業務　・パソコンによる物件入力、物件図面、契約書等の作

成

東京都新宿区 建物売買業，土地売買業 160-0023
東京都新宿区西新宿１－１１

－１２　イクタビル５階
160-0023

東京都新宿区西新宿１－１１－

１２　イクタビル５階
試用期間あり ３ヶ月 190,000円～240,000円

不動産の売買・賃貸管理及び仲介、代

理。不動産及び資産運用に関するコンサ

ルティング業務。　不動産鑑定業。

不動産のコンサルタントとして、資産形

成の為の運用・管理で実績と顧客の信頼

を得ている。　　賃貸仲介を中心とした

店舗を新宿西口に開設し、業績と顧客の

拡大が見込まれる。

代表取締役 武政　憲一郎 新宿公共職業安定所

東亜システム　株式会社 http://www.toasystemkk.co.jp 営業事務　【東京営業所】

◆簡単な経理業務、営業サポート（見積・提案書の作成サポート）

＊未経験の方も可（未経験の方も優しくお教えします。）　　＊Ｗｏｒ

ｄ・Ｅｘｃｅｌの基本操作ができる方

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３

０ー１４　コルティーレ高田馬

場９Ｆ　　　東京営業所

Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ・Ｐ

ｏｗｅｒＰｏｉｎｔの基本

操作ができる方

試用期間あり ３ヶ月 170,000円～200,000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

エンジェルファーマシー株式

会社
調剤事務

調剤薬局の事務業務　処方せんの受付から入力、レセプト請求　薬剤師

の補佐　事務用品の手配　調剤薬局内の一般事務業務　　調剤事務の経

験が無い方でも指導しますので大丈夫です。

医薬品・化粧品小売業 104-0052
東京都中央区月島一丁目８番

１－１０４号
104-0052

東京都中央区月島一丁目８番１

－１０４号

タッチタイピング必須　ｗ

ｏｒｄ、ｅｘｃｅｌできれ

ば尚可

試用期間あり ３カ月 170,000円～250,000円

保険薬局の経営　健康、楽しみセミ

ナー、イベントの開催　来訪者への地域

情報提供、イベント開催

地域に根付いた特色のある調剤薬局を新

規開業。健康相談や人生の楽しみ支援を

実施し、孤独な高齢者移住された家族の

交流支援する。従業員とともに薬局や街

の活性化を図る。

代表取締役 小沼　真由美 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　　　＊未経験の方でも懇切丁寧に指導しますので、安心

してご応募くだ　さい。

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２

Ｆ

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　トーヨーキッチン

スタイル　東京支店
http://www.toyokitchen.co.jp 営業事務

・商談のサポート　・インテリア商材の店頭販売　・事務作業　　見積

書や提案書類の作成、書類の整理、顧客情報や発注・　　売上などの

データ入力、電話やメール、来館時の初期対応など

他に分類されない製造業 107-0062
東京都港区南青山３－１６－

３
107-0062 東京都港区南青山３－１６－３

エクセル・ワード・メール

基本操作
試用期間あり ３ヶ月 153,000円～213,000円

システムキッチン等インテリア製品の製

造販売

システムキッチン業界では独特な地位を

築き、人気のブランドです。平均年齢も

若い明るい職場です。

代表取締役 渡辺　孝雄 品川公共職業安定所

トモラボ　株式会社 www.tomo-lab.com
【就職氷河期世代限定求人】広告営業

員（看板取付工含む）

・店舗内・外装サイン業務（営業、現場管理）　・屋外広告メディアプ

ランニングの為の調査や資料作り　・クライアントへの提案　・屋外広

告設置施工　　＊営業エリアは主に東京です　＊未経験者は指導します

東京都中野区 広告業 164-0013

東京都中野区弥生町２－５２

－８　城西運送本社ビル２０

１

164-0013
東京都中野区弥生町２－５２－

８　城西運送本社ビル２０１

ワード・エクセル入力レベ

ル
試用期間あり ３ヶ月 188,804円～188,804円

首都圏を中心に、主に屋外広告のメディ

アプランニング業務、店舗内・外装サイ

ン業務を行っております。又、広告業と

して、デザイン制作、各種印刷等も手が

けております。

屋外広告提出に必要なデータ量は数千件

にも及びます。調査力、企業力等クライ

アント様にご評価頂いております。

代表取締役 　載本　智昭 新宿公共職業安定所

エーピー・ジャパン　株式会

社　東京事務所
http://www.ap-japan.jp 営業（法人向け）

◆ＬＥＤ及びＥＣＯ関連商品の企画、営業、販売です。　・ＬＥＤモ

ジュール及びデジタルサイネージ等の営業・販売です。　・室内壁面緑

化やインテリア素材として幅広く活用できるＥＣＯ　　製品（ＴＥＲＲ

Ａ　ＭＯＳＳ）の企画、営業、販売です。　・訪問や電話を使ったお客

様への商品紹介を行い、代理店獲得の　　ために活躍して頂きます。

・営業先の選定、管理業務、見積作成、プレゼンテーションとその　準

備等、自分の手掛けた仕事が絵に見える形でそののまま残る、　やりが

いのある仕事です。

他に分類されない小売業 176-0012
東京都練馬区豊玉北３丁目２

５－２
176-0012

東京都練馬区豊玉北３丁目２５

－２

基本操作（エクセル・ワー

ド）
試用期間あり ３ヶ月 165,000円～170,000円

ＬＥＤ及びＥＣＯ製品の企画・幹旋・製

造・販売及び管理業務、不動産に関する

業務、Ｍ＆Ａに関する業務

個人の能力強化を重視しております。年

１～２回の会社会議では、部署単位で目

標を明確化し、それには何が必要かを事

前に準備し発表する等実施。前向きに取

り組む風土が根付いた会社です。

代表取締役 池田東全 池袋公共職業安定所

日川電機　株式会社 http://www.hikawadenki.co.jp 営業アシスタント

・問い合わせへの対応　・受発注業務　・納期管理　取引先との折衝も

行います　・各種書類作成　・各種庶務業務（備品の発注や郵便物の管

理等）

産業機械器具卸売業 116-0013
東京都荒川区西日暮里６－１

５－１０
116-0013

東京都荒川区西日暮里６－１５

－１０
試用期間あり ３ヶ月 173,200円～207,900円

電子部品卸売商社・スイッチ組立販売

弊社代理店メーカー、日本ケミコン、ア

ルプス電気、ＫＯＡなど

アルプス電気・日本ケミコン。各種団体

に加入、福利厚生面充実。電子部品卸売

商社。

代表取締役 山崎　恭永 足立公共職業安定所

株式会社　オールアップ 営業

・既存顧客の対応　案件は決定しているので提案活動はなし。決まった

業務を進めていただきます。　・新規営業　当面は予定していませんが

案件が、お願いする可能性があります。　　営業経験はなくても、人と

意思疎通がとれればできます！　しっかりフォローしますので安心して

ください。

東京都足立区 広告業 120-0026
東京都足立区千住旭町１１－

７－５０２
120-0026

東京都足立区千住旭町１１－７

－５０２

基本的なＰＣ操作（Ｗｏｒ

ｄ、Ｅｘｃｅｌ）ができる

方

試用期間あり ３ヶ月 240,000円～400,000円
集客支援、コンサルティング事業　サン

プリング事業　出前事業

北千住を中心に飲食店の支援を行ってい

ます。　北千住エリア限定で提携飲食店

の出前サービスを行っています。　店舗

型企業のセールスプロモーションの代行

業務を行っています。

代表取締役 上宇宿　淳 足立公共職業安定所

株式会社ＩＣＨＩＥ　ＪＡＰ

ＡＮ
https://ichiejapan.co.jp/ 不動産営業

賃貸から売買まで経験できます　■お部屋探し～内見～ご契約　■売買

営業　■賃貸営業　　＊未経験者は先輩社員より直接フォローあり　＊

経験者は慣れてきたら自由に営業活動

その他の専門サービス業 101-0035
東京都千代田区神田紺屋町

６ー１
101-0035

東京都千代田区神田紺屋町６ー

１

簡単なＰＣ操作ができる

方。ネット検索や簡単な入

力程度

試用期間あり ２ヶ月 250,000円～250,000円
不動産仲介売買・不動産管理業　建設工

事電気工事・建設工事

交通費は全額支給。そのほか基本的な待

遇はご用意しております。　嬉しい土日

祝休みで残業もほとんどなく、ＧＷや年

末年始もお休みです。

代表取締役 窪田　鍵一 飯田橋公共職業安定所

昭和熔材　株式会社 営業兼配達

高圧ガスを中心とした物品を既存ユーザーに納品して頂きます。　ま

た、ユーザーへのＰＲ・納期調整も実施　　（主な担当事務）　・運搬

車両による物品の納品　・ユーザー対応（商品説明・納期確認）　・安

全周知（点検・説明）　・パソコンはワード・エクセルにて報告書・見

積書を作成して　　頂きます。

他に分類されない卸売業 196-0033 東京都昭島市東町５－１－２ 196-0033 東京都昭島市東町５－１－２

Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ、

メールの基本操作及び資料

作成

試用期間あり ３ヶ月 190,000円～265,000円

高圧ガス全般・ガス関連機器・溶接材料

販売。半導体製造に係る電子材料・機器

販売。研究所向け理化学機器・設備設計

販売。上記に係る配管設備工事等業務

等。

大手メーカーを取引先とし、研究所から

製造ラインへの商材を扱っており、次世

代用最先端産業に係わっており、順調に

業績を伸ばしています。

代表取締役 佐野　友彦 立川公共職業安定所

高山医院 https://www.takayamaiin.com/ 医療事務

事業拡張のため医療事務募集（事務長候補）　今回訪問診療事業を拡張

することになり医療事務を急募します。　実際に患者医師間で訪問診療

を円滑に進めるための補助作業です。　自分時間を大切にし患者に頼ら

れるやりがいのある仕事です。　＜勤務内容＞　訪問診療における医療

事務と診療補助　事前調整（事前訪問連絡、ケースワーカと連絡、訪問

患者の選定、　訪問経路の策定、訪問看護師との状況報告会議）　必要

物品（医療資器材・診察器具・電子カルテ・会計物品）の携行　診療補

助と会計請求・レセプト記載　自動車運転（運転の慣れている方）

一般診療所 181-0012
東京都三鷹市上連雀４－２－

２９
181-0012

東京都三鷹市上連雀４－２－２

９

簡単なＰＣ文字入力と表作

成（必須）
試用期間あり ３ヶ月 215,000円～260,000円

診療所業務（標榜科：内科・外科・肛門

外科・皮膚科・泌尿器科）　訪問診療・

訪問看護

一般診療所として町の保健医療に貢献し

ています。家庭の事情等で勤務時間や日

程調整が必要な場合は、可能な限り応援

できる体制を整えています。ワークライ

フバランスが取りやすい職場です。

院長 宮内　弘子 三鷹公共職業安定所

株式会社　ジェイ・サイエン

ス東日本

http://www.j-

science.jp/company/higashinihon.ht

ml

営業職

＊諸官庁・大学・民間の研究試験機関へ分析機器・環境計測器の　　営

業（ルートセールスが主です。）　　※営業担当エリアは、ほぼ関東地

方内です。　　車で営業（社有車を使用）

東京都台東区
機械器具小売業（自動車，自

転車を除く）
110-0015

東京都台東区東上野６－２ー

３　エクシードビル６０１号
110-0015

東京都台東区東上野６－２ー３

エクシードビル６０１号

一般的なＰＣスキル（エク

セル・ワード）
試用期間あり ６ヶ月 182,270円～296,720円

分析機器、環境計測器、及び理化学器械

の販売

大手企業の客先が大半、官公庁の試験場

取引大。分析機器環境計測器業界のトッ

プグループ企業です。メーカー営業がで

きる会社です。

代表取締役 森　静一 上野公共職業安定所



株式会社　サエグサ http://www.saegusa-co.com
企画開発　デザイナー＜トライアル雇

用併用＞

※自社商品（ライフスタイルグッズ、インテリア用品、レザー商材）の

企画、開発。　プロダクトデザイン、図面の設計、データ作成など。

建築建具、看板、表札などのデザイン、データ作成。　ＨＰやＳＮＳの

デザイン作成、運用など。

他に分類されない卸売業 111-0042
東京都台東区寿１丁目１８－

１３
111-0042

東京都台東区寿１丁目１８－１

３

イラストレーターやフォト

ショップが出来る方。　Ａ

Ｉでの図面作成、写真加

工、ＨＰ運営

試用期間あり ３ヶ月 224,300円～271,700円

金属製品加工、製造、販売、卸、ファッ

ション雑貨、ノベルティの　製造及び

卸、デザイン企画、イベント企画開発、

自社ブランド展開　インテリアショップ

運営。

国内外の製造現場と手を組み、インテリ

ア雑貨やライフスタイルグッズを展開、

それに伴い企業の製造もお手伝いしてお

ります。製造、企画、デザイン、販売ま

で一貫して行っております。

代表取締役社長 三枝　儀貴 上野公共職業安定所

医療法人社団　ビオセラ会

ビオセラクリニック
https://www.bio-c.jp

がん免疫療法・温熱療法等の医療支援

業務／臨床検査技師

＊臨床検査技師として全般的には医師・看護師と共に患者さんへの　直

接対応を行っていただきます。、　・さらに診察・検査・治療等の予

約・スケジュール作成等の医療活　動支援業務を行います。　　医師・

看護師・培養技師・事務職とともに、仲間として必要な業　務にも参加

して頂けます。　　　がん免疫療法では検査・治療時での通常採血並び

に成分採血機を　用いた採血業務の実施や補助。また治療補助業務も医

師・看護師と共に行います。また温熱療法では患者対応や補助並びに温

熱機械操作等も行って頂きます。

東京都新宿区 一般診療所 160-0022
東京都新宿区新宿５－６－１

２　ＭＦ新宿ビル
160-0022

東京都新宿区新宿５－６－１２

ＭＦ新宿ビル

ワード・エクセル・パワー

ポイントの基本操作は必須
試用期間なし 260,000円～310,000円

ガン治療に特化した完全予約制の医療機

関で、国内や海外からも患者が来院する

免疫細胞療法・温熱療法を中心に行うク

リニックです。

東京女子医大のガン免疫治療の関連施設

です。血液の遺伝子解析により、オー

ダーメイドの抗原を作成及び増加させ、

体内にそれを返し人間の持つ免疫機能を

活用したガン治療の研究を行っていま

す。

理事長 谷川　啓司 新宿公共職業安定所

株式会社　ダイモン ルート営業又は販売

店舗販売又は飲食店向け消耗品のルート営業をお任せします。　下記い

ずれか選択いただけます。　○店舗担当　・商品の整理や接客対応　・

商品陳列、在庫管理など　○ルート営業（足立市場、足立区内近隣商

店・スーパー）　・商品の整理や積込み作業　・商品のお届けや受注～

新商品のご案内　・見積書作成など事務業務　・翌日納品分の積込み作

業など

再生資源卸売業 120-0037
東京都足立区千住河原町２２

－９
120-0037

東京都足立区千住河原町２２－

９
試用期間あり １～３ヶ月 202,554円～202,554円

自社ブランドのエコ容器・食品包装資材

の卸売業

テイクアウト・デリバリーなど　飲食店

向けの包装資材や　消耗品を開発・販売

しています。

代表取締役 大門　慶鑑 足立公共職業安定所

株式会社　ビー・サポート https://www.bsupport-constr.net ルート営業（空調衛生設備工事）

空調衛生設備工事の案件の営業を行っていただきます。　＊訪問先は首

都圏の取引先です。　＊移動は公共交通機関を使います。　　★仕事に

慣れるまでは先輩がていねいに指導します。

東京都台東区 その他の設備工事業 110-0015
東京都台東区東上野２－２２

－１０　東上野小池ビル５階
110-0015

東京都台東区東上野２－２２－

１０　東上野小池ビル５階
タイピング程度 試用期間あり ３ヶ月 310,000円～400,000円

建設業主に空調衛生工事の請負（都内を

主としております。）　受注先は大手の

設備会社（サブコン）が主です。

得意先はほとんど大手なので、安定した

受注があります。　今後、規模を拡大し

人員も増員予定です。

代表取締役 和田　晃一 上野公共職業安定所

株式会社ヒューレット http://www.huret.co.jp/ 事務スタッフ
電話受付、書類整理、データ入力、保険取得、喪失手続き、派遣契約書

作成
東京都渋谷区 情報処理・提供サービス業 150-0044

東京都渋谷区円山町５－５渋

谷橋本ビル８階
150-0044

東京都渋谷区円山町５－５渋谷

橋本ビル８階
試用期間あり ３か月 250,000円～300,000円

人材派遣、人材紹介、コールセンター

１３－ユー３０５３５９

関東ＩＴ保険加入、昼食弁当支給、福利

厚生の充実した会社です。
代表取締役 関本　学 渋谷公共職業安定所

松の木３丁目クリニック matsunoki3-cl.jp クリニックの受付業務
＜医療事務業務＞　受付、会計、電話およびメール対応　医師事務補助

（カルテの入力作業）　クリニック整備など　　※資格なくても可
一般診療所 166-0014

東京都杉並区松ノ木３－２６

－３
166-0014

東京都杉並区松ノ木３－２６－

３
データ入力が得意な方 試用期間あり ３カ月 180,000円～200,000円

一般内科、内視鏡内科、肝臓内科のクリ

ニックです。胃カメラ、大腸カメラ、日

帰り大腸ポリープ切除術や人間ドックも

行っております。

消化器、内視鏡、肝臓の専門施設です

が、一般内科も勿論大丈夫です。胃カメ

ラ、大腸カメラを同時に行うことは勿

論、麻酔下で行うことで患者様に負担の

少ない検査・治療を心掛けております。

医師 森　俊文 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/ 基幹システムのヘルプデスク

１．海運業の基幹システムに対する問い合わせ対応　２．会計、簿記の

知識　３．電話対応　４．Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ
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４－２５－１

紘亜ビル４Ｆ
試用期間あり ２ヶ月 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

－３１１５０８

代表取締役 小野　健一郎 池袋公共職業安定所

株式会社　ロイズコーポレー

ション
http://roomland.biz/ アライアンス営業

【既存パートナー企業（個人も）のフォロー】　・新しい物件の情報提

供や施策立案など　　【ご紹介いただいた顧客の対応】　・ご紹介いた

だいた顧客への物件案内やクロージング、契約業務な　　ど　※最初は

上司が必ず同席し、わかるまで単独対応はさせません　　【新規パート

ナーの開拓営業】　・名刺交換会やビジネスマッチングなど様々な方法

で開拓します

東京都豊島区 不動産代理業・仲介業 171-0021
東京都豊島区西池袋一丁目２

１－３　リビック大野ビル
171-0021

東京都豊島区西池袋一丁目２１

－３　リビック大野ビル

Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ・検

索など、基本的なスキルで

構いません

試用期間あり ３ヶ月 239,000円～357,000円
「不動産の売買、賃貸の仲介業務」　ご

来店されたお客様への物件紹介。

お客様、企業、社員の三方良しを目指

し、お客様の満足はもちろん社員の満足

にも力を入れております。業界の経験

者、未経験者ともに１人１人の意見を取

り入れ働きやすい職場になっておりま

す。

代表取締役 中山　健次 池袋公共職業安定所

株式会社上里建設 http://kamiken.info/ 事務及び営業サポート：東京営業所 不動産営業の事務サポートです。 東京都千代田区 一般土木建築工事業 367-0044
埼玉県本庄市見福３－１４－

１４
100-0005

東京都千代田区丸の内３－４－

１　新国際ビル８３３区

（株）上里建設　東京事業所

ワード・エクセル 試用期間あり ３ヵ月 192,000円～252,000円 総合建設業　不動産業

住宅・店舗・工場等の建設業や不動産業

の会社です。上里町・本庄市・高崎市・

東京を中心に営業してます。

『既卒者応援宣言企業』

代表取締役 戸矢　大輔
熊谷公共職業安定所　本庄

出張所

株式会社　サエグサ http://www.saegusa-co.com 営業職／トライアル併用

※自社商品（ライフスタイルグッズ、インテリア用品、レザー商材）な

どの卸先、販売先の営業。　※ＯＥＭ、ＯＤＭなど受注委託先のルート

営業。　（取引先から依頼を受けて製造をハンドリング）　※新規事業

関連の情報取得のための営業　　または、上記の内容の営業補佐、アシ

スタント業務。

他に分類されない卸売業 111-0042
東京都台東区寿１丁目１８－

１３
111-0042

東京都台東区寿１丁目１８－１

３

最低限のエクセル、ワー

ド、メールの操作。　イラ

ストレーターやフォト

ショップが出来る方は優

先。

試用期間あり ３ヶ月 190,000円～210,000円

金属製品加工、製造、販売、卸、ファッ

ション雑貨、ノベルティの　製造及び

卸、デザイン企画、イベント企画開発、

自社ブランド展開　インテリアショップ

運営。

国内外の製造現場と手を組み、インテリ

ア雑貨やライフスタイルグッズを展開、

それに伴い企業の製造もお手伝いしてお

ります。製造、企画、デザイン、販売ま

で一貫して行っております。

代表取締役社長 三枝　儀貴 上野公共職業安定所

光管財　株式会社
官公庁施設やキャンプ場等の現場管理

及び営業

＊官公庁より受託した公共施設（建物・道路・公園・学校・キャン　プ

場等）の管理をして頂きます。　・見積書及び報告書の作成。　・施設

従業員の人選。　・協力会社への手配、日程調整。　・現場管理、現場

での実務作業。　　関東に限らず東北など自然豊かなアウトドア施設の

受注案件などもあり、事業拡大中です。

建物サービス業 123-0842
東京都足立区栗原３－１０－

１９－１０５
123-0842

東京都足立区栗原３－１０－１

９－１０５

基本ＰＣスキル（Ｗｏｒ

ｄ・Ｅｘｃｅｌ）
試用期間あり ３ヶ月間 150,000円～180,000円

ビルメンテナンス（建物清掃・警備受

付・害虫駆除・電気暖冷房設備運転保

守）、道路・公園等の維持管理及び清

掃、貯水槽清掃等の維持管理及び清掃

公共団体関連の建物・公園・道路・ビル

等の設備管理、清掃等を担当し、創業以

来順調に成長を続けています。成長著し

い会社が皆さんを待っています。

代表取締役 田中　光 足立公共職業安定所

株式会社Ｃｏｎｖｏｌ
コールセンタースタッフ（東京都豊島

区）

大手通信会社のカスタマーサポートです。　お客様の契約プランの見直

しのコンサルティングをする業務です。　マニュアルや教育環境が整っ

ているので未経験者大歓迎です　※状況に応じて勤務地が変わります。

（東京２３区内がメインになります）

東京都豊島区 他に分類されないサービス業 341-0038
埼玉県三郷市中央５－１８－

１０
171-0022

東京都豊島区南池袋１丁目１９

－４　幸伸ビル
試用期間なし 200,000円～350,000円 コールセンター事業

ベンチャー企業　若くて活躍　やりたい

事業を全力バックアップ
代表取締役社長 佐藤勇聖 草加公共職業安定所

日本ＡＭＣ株式会社 https://japanamc.co.jp/
事務スタッフ及び事務スタッフ管理職

候補

非営利組織（主に業界団体）の事務局運営における　事務スタッフと事

務スタッフ管理職候補を求めています。　理事会や総会の準備、議事録

作成、会員への対応など　パソコンを使っての作業がほとんど。　来客

時の対応、備品の管理、商品発送など　庶務的な業務もお願いします。

社内禁煙、銀座のキレイで快適なオフィスです。　明るくコミュニケー

ション能力の高い方を求めています。　　企業理念や仕事観など詳しく

はホームページをご覧ください。　ｈｔｔｐｓ：／／ｊａｐａｎａｍ

ｃ．ｃｏ．ｊｐ／

経営コンサルタント業，純粋

持株会社
104-0061

東京都中央区銀座８－１８－

１　銀座木挽町ビル７Ｆ
104-0061

東京都中央区銀座８－１８－１

銀座木挽町ビル７Ｆ

パソコンスキル（メール、

エクセル、ワード等）中級

レベル

試用期間あり

３か月（月途中

入社の場合、翌

月起算）

250,000円～375,000円

ただいま急成長につき募集中。日本初、

非営利団体のコンサルティングと事務局

運営のサポート業務。専門知識とノウハ

ウで、適法かつ効率的な運営に貢献しま

す。仕事を通じて社会に貢献できます。

日本の非営利団体の健全な発展に貢献す

る社会的企業です。米国大手企業と提携

し、アメリカで１３０年の歴史ある事業

を日本に上陸させました。人間関係の良

い少数精鋭の会社です。

代表取締役 倉林　栄一 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/ 営業事務

・電話、来客対応　・求人票の作成　・転職希望者の受付窓口、応募受

付　・転職希望者の面談、企業面接のスケジュール調整、資料準備　・

営業のアシスタント業務

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

日本不動産バザール株式会社 http://gyouhanbukken.com 豊島区／不動産賃貸・管理営業

・ピタットハウス要町店　オープンつき人員募集！　　＊都区内を中心

としてマンションから戸建て物件までを買い取り、　リフォームにより

高付加価値化して物件を求めているお客様に紹　介致します。　＊買取

業務は、物件の調査・査定・買い取り交渉・買い取り事務手　続きま

で。　＊再生業務は、リフォームの企画・施工業者選定・施工管理まで

＊販売業務は、物件紹介現地案内・販売事務手続き・お引渡しまで　＊

賃貸管理は、物件紹介現地案内・賃貸事務手続き・入居時から退　去ま

でを手がけます。

東京都豊島区 建物売買業，土地売買業 111-0035
東京都台東区西浅草３丁目１

番１０号１階
171-0014

東京都豊島区池袋３－３－２要

町ステーションフロントビル２

階　当社　池袋支店

ワード、エクセル等の基本

操作
試用期間あり ３ヶ月 250,000円～300,000円

都区内を中心としてマンションから戸建

まで不動産物件を仕入れてリフォームに

より高付加価値化した上で物件を求めて

いるお客様にお進めします不動産売買、

再生事業を柱として賃貸の管理も実施。

いずれの事業所も最寄り駅出口からすぐ

のビルが勤務地です。２３区内都心近郊

の物件を扱うため移動にはストレスなく

仕事に集中できます。営業店周辺の不動

産流通活性化を通じ社会貢献します。

代表取締役 高田満広 上野公共職業安定所

日本不動産バザール株式会社 http://gyouhanbukken.com 港区／不動産賃貸・管理営業

＊都区内を中心としてマンションから戸建て物件までを買い取り、　リ

フォームにより高付加価値化して物件を求めているお客様に紹　介致し

ます。　＊買取業務は、物件の調査・査定・買い取り交渉・買い取り事

務手　続きまで。　＊再生業務は、リフォームの企画・施工業者選定・

施工管理まで　＊販売業務は、物件紹介現地案内・販売事務手続き・お

引渡しまで　＊賃貸管理は、物件紹介現地案内・賃貸事務手続き・入居

時から退　去までを手がけます。

東京都港区 建物売買業，土地売買業 111-0035
東京都台東区西浅草３丁目１

番１０号１階
105-0023

東京都港区芝浦３－１－３２－

４０５　当社　田町支店

ワード、エクセル等の基本

操作
試用期間あり ３か月間 250,000円～300,000円

都区内を中心としてマンションから戸建

まで不動産物件を仕入れてリフォームに

より高付加価値化した上で物件を求めて

いるお客様にお進めします不動産売買、

再生事業を柱として賃貸の管理も実施。

いずれの事業所も最寄り駅出口からすぐ

のビルが勤務地です。２３区内都心近郊

の物件を扱うため移動にはストレスなく

仕事に集中できます。営業店周辺の不動

産流通活性化を通じ社会貢献します。

代表取締役 高田満広 上野公共職業安定所

株式会社オンコール https://www.on-call.jp 一般事務
一般事務、総務、契約先の医療機関管理　・ＰＣ入力業務　・郵便物受

発送　・電話対応　・来客対応　など
情報処理・提供サービス業 108-0073

東京都港区三田三丁目４番３

号　ＲＩＰＬ９　ＴＨＥ　Ｏ

ＦＦＩＣＥ　田町三田７０１

108-0073

東京都港区三田三丁目４番３号

ＲＩＰＬ９　ＴＨＥ　ＯＦＦＩ

ＣＥ　田町三田７０１

エクセル・ワード入力問題

ない方
試用期間あり ３ヶ月間 180,000円～250,000円

・情報収集、情報処理、情報提供サービ

ス　・企業及び医療機関の人材採用支援

サービス　・有料職業紹介事業

役職にとらわれずに誰でも自由に発見発

信ができる環境
代表取締役 上田　翔太 品川公共職業安定所

株式会社　日米アートム http://www.nichibei.gr.jp 営業職

全国の商店街からの相談や要望に対応する仕事です。　主な問い合わせ

内容はアーケードの改修・点検などですが専門知識　や資格は不要で

す。　　商店主の方々と長期的な話しを進めることで地域活性化のお役

に立　てるやりがいのある仕事です。　　●未経験の方も歓迎（はじめ

は先輩社員同行）　　※当社は全国各地で商店街アーケードのデザイ

ン・構造計算・製造　・　施工・メンテナンスを行っております。　※

商店街のアーケード工事で全国シェア６０％以上を誇る業界のト　ップ

企業です。

建築工事業（木造建築工事業

を除く）
162-0833 東京都新宿区箪笥町３５ 162-0833 東京都新宿区箪笥町３５ エクセル・ワード 試用期間あり ３ヵ月 220,000円～400,000円

建築事業　公共用歩廊（アーケード）の

改修に伴う設計や施工を行います。

全国有名商店街に設置されたアーケード

の大部分は当社施工によります。東京都

土木建築健康保険組合の保養所がありま

す。

代表取締役 金子武弘 新宿公共職業安定所

カピタ　株式会社 kapita.co.jp 営業アシスタント
お客様から見積依頼のメールが来た時の見積作成　営業アシスタント業

務　送り状作成　サンプル送付など　電話応対などです
印刷業 179-0075

東京都練馬区高松６丁目３７

－９
179-0075

東京都練馬区高松６丁目３７－

９
試用期間あり １か月間 180,000円～220,000円

練馬区でデジタル印刷機を使ってステッ

カーを製造しています。デジタル印刷機

１２台加工機２４台を延べ床面積６１０

平方メートルの工場に設置しています。

ＩＴ機器を使った新しい印刷会社です。

最新鋭のレーザープリンター、インク

ジェットプリンターを使って製造しま

す。東京の立地を活かして製造のほとん

どが即日、翌日に出荷されるため幅広い

お客様に支持されています。

代表取締役 柳森　寛剛 池袋公共職業安定所

日新クリエート株式会社 企画営業

当社は、各種ノベルティ・オリジナルバッグ・コンサートグッズなどの

幅広い商品を企画製作しています。主な業務は、各種アイテムの企画か

ら納品までを担当していただきます。　　仕事の流れ　お取引のあるイ

ベント主催者・スポーツメーカーなどから、グッズの製作を依頼したい

と問い合わせが入りますので、アイテムの詳細（予算・デザイン・個

数・納期など）をヒアリングします。　納期や見積価格、デザインが決

まれば、提携工場でサンプルを制作して、お客様にチェックしていただ

く。サンプルに問題なければ、量産開始。工場と連携して納品します。

他に分類されない卸売業 135-0041
東京都江東区冬木２２－２２

ハイマート門前仲町１０２号
135-0041

東京都江東区冬木２２－２２

ハイマート門前仲町１０２号

パソコン操作（ワード／エ

クセル／定型フォームへの

入力ができること）

試用期間あり ３カ月 194,000円～264,000円

オリジナル商品（バックを中心に記念

品・各種ノベルティ・販促品）の企画、

デザインから製造・敗売まで行なうトー

タル・プロデュース型企業

各種イベント・大会・式典など、あらゆ

る場面に必要なアイデアをカタチにしま

す。小ロット・短納期に対応できるノウ

ハウを積み重ね、お客様から高い評価を

いただいています。

代表取締役 西脇　章公 木場公共職業安定所

株式会社　モバイルステー

ション
http://www.mb-station.co.jp

携帯電話の法人営業【トライアル併用

求人】

◎携帯電話の法人営業　　・特定企業様への法人営業活動全般を担当し

て頂きます。　　…　基本的に飛び込み営業はありません。　　・簡単

なパソコン入力　ほか　　＊携帯電話の取扱機種は全機種です。　＊営

業業務で車を運転して頂くことがあります。　＊未経験者歓迎です。

＊当社ホームページおよび事業所情報をご覧下さい。

東京都青梅市 電気機械器具卸売業 198-0051
東京都青梅市友田町２－７５

９－１
198-0052

東京都青梅市友田町２－７５９

－１　本社・モバワン青梅友田

店

試用期間あり

トライアルまた

は試用期間３ヶ

月

185,000円～350,000円 携帯電話の販売

地域密着型でお客様第一主義をモットー

とし、多摩地域を中心に多店舗展開をし

ている。また従業員のやる気に応える

為、一部インセンティブ制や店長登用制

度を採用している活気のある企業です

代表取締役 酒井　透 青梅公共職業安定所

ジャトー　株式会社 http://www.jato.co.jp 営業職（東京都港区）

提案商材は、音響設備、映像設備、サイネージ設備、監視カメラ設備、

会議システムなど　営業担当市場は、スポーツ設備市場、エンターテイ

メント市場、　公共施設、民間企業など

東京都港区 その他の専門サービス業 530-0053
大阪府大阪市北区末広町１－

２２
105-0013

東京都港区浜松町２丁目７番１

９号ＫＤＸ浜松町ビル７階
試用期間あり ３ヶ月 208,000円～293,000円

音響、映像、情報、セキュリティーシス

テムの設計、施工、メンテナンスおよび

関連機器の開発、製造、販売。

長年の経験で培われた技術とテクノロ

ジーを結集し、ソリューションプロバイ

ダーとして、ご満足いただける製品・シ

ステムを提供できる。

代表取締役社長 小野　謙治 梅田公共職業安定所

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

ンスを重視する社内風土です。

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

株式会社韓流村 https://kollabo.co.jp/ 経理／港区
・試算表管理　・金銭出納業務　・売掛、買掛管理　・決算業務　・経

理業務全般　※上記業務をご経験・スキルに合わせてお任せ致します
専門料理店 108-0073

東京都港区三田１－４－２８

三田国際ビル２４階
108-0073

東京都港区三田１－４－２８

三田国際ビル２４階
エクセル・ワード入力程度 試用期間なし 216,000円～320,000円 飲食店経営

本格焼肉・韓国料理など１５の有名店と

コラボし、全国に店舗を展開している飲

食チェーン。

代表取締役社長 任　和彬 品川公共職業安定所



株式会社Ｅｎｅｒｇｙ　Ｆｉ

ｎｅ

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 ３ヶ月 220,000円～230,000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　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１

８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２－１

６－９　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ＺｏｎｅＫ　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　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ＢＬＤ２

Ｆ

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

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。　問屋や食品関連の会社で

の営業経験者優先
各種商品卸売業 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

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　テレビウィーク

リー企画
http://www.tv-w.co.jp 営業アシスタント（水道橋勤務）

・営業サポート　・電話応対　・ＦＡＸやメールでの受注業務及びデー

タ処理　・文字入力　・広告内容のチェック等　・その他業務に付帯す

る雑務

東京都文京区 広告業 186-0002

東京都国立市東１丁目１５番

地２１　ドマーニ　国立ビル

４階

113-0033
東京都文京区本郷１－１１－６

東接本郷ビル５Ｆ
試用期間あり ３ヶ月 160,000円～173,600円 広告代理店

アットフォームな会社です。長い歴史と

実績のある会社で大手企業様より仕事を

戴いております。また毎年安定して業績

を伸ばしております。社員の中には２０

代で家を購入した人も多くいます。

代表取締役社長 山本　孝洋 立川公共職業安定所

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３９２７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７－２

４　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。２０

０４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８－１０－７

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－ｇ

ｅｎｕｉｎｅ．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２－２６－７ 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

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４－２５－１

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

－３１１５０８

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

－２１
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

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

－１４
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

川上機工　株式会社 http://www.kawakami-kk.co.jp
営業職　自社ブランドを中心に機器販

売（中野区）

自社ブランド機器を企業や個人事業主への営業です。主に新聞業界をは

じめとする紙媒体を事業としている先へのニーズやウォンツ企画提案を

する営業で機器メンテナンスサービスを提供する仕事になります。最近

物流業界では新たなシステムやニーズに対応することで新たな機器を生

み出す楽しみがあります。なにより困りごとや故障時の対応で感謝され

ることがとても嬉しい。また感染対策機器では感染課題を抱えている大

きな市場でのニーズに対応することで地方行政・学校・民間企業への広

がりが急速に高まっており、特に消防では当社事業の取組みに対して９

３．５％の隊員からはその取組イイねと回答をいただいています。

東京都中野区 産業機械器具卸売業 370-0071
群馬県高崎市小八木町３０４

－２
165-0032

東京都中野区鷺宮５－２４－２

３

簡単なレベルで操作でき、

エクセル・ワード作成が出

来ると尚良い日報や報告・

スケジュールなどグループ

ウェアを利用します。販売

商品に顧客管理ソフトがあ

りますので入社後研修を行

います。

試用期間あり
研修期間の３カ

月
200,000円～350,000円

主に新聞等の広告チラシを扱う企業向け

に特化した機器メーカーとして、お客様

への導入経験を大切にし、そこで培った

知識と経験で機器設計開発・技術・保守

の高い価値サービスを提供しています。

直近５年売上１０億円推移、自社ブラン

ド機器は開発も進み大手通販会社からの

機器システム評価も高く導入が増加して

いる。除染機器では消防シェアが２４．

２％～３５．０％まで年々拡大している

代表取締役 吉池　睦 高崎公共職業安定所

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３－１

７－１１　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ＪＤＥｄｗａｒｄｓ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１－１

０－６　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１３－３１１

０６５］

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１－１

０－６　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１３－３１１

０６５］

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

・ＳＮＳ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３０

２号

169-0075
東京都新宿区高田馬場２丁目１

４－２８　　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

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、２

４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　ＴＯＫＩＺＡＷ

Ａ＆ＰＡＲＴＮＥＲＳ
https://www.tokizawa.net/special/

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

戸松冶金株式会社　東京支店 営業アシスタント（事務職）

＊伝票作成　＊貿易業務　＊英語による貿易に関する書類作成（高校英

語レベル）　＊電話対応　等　　　※仕事内容や貿易の専門用語は丁寧

に教えますので安心してご応募下さい。　※本人のやる気次第でスキル

アップできます。　　希望があれば、営業職の道もあります。

東京都中央区 非鉄金属卸売業 104-0061

東京都中央区銀座２丁目１４

－１４　パレステュディオ銀

座２丁目７０３号

104-0061

東京都中央区銀座２丁目１４－

１４　パレステュディオ銀座２

丁目７０３号

メール、エクセル、ワード 試用期間あり ６ヶ月 160,000円～260,000円
東京支店：レアメタルの輸入販売、シリ

カ原料、非鉄金属原料の輸入販売

社是「和敬」経営理念、素材の再生と供

給を通じて循環型社会つくりに貢献す

る。「三方よし」の実現を図る。

代表取締役 戸松　利徳 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
https://souzoku-ikeda.com/ 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１４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。　　営業

と言っても新規の営業ノルマは御座いません。　仕事が足りない時に取

引先の業者様に声掛をけて頂く程度です。

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

－２３　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

無し

＜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！＞　ＷＥ

Ｂ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

ＳＨＩＭＡＤＡ　ＢＬＤＧ

３Ｆ

124-0012

東京都葛飾区立石７－３－１

ＳＨＩＭＡＤＡ　ＢＬＤＧ　３

Ｆ

メール返信などの基本的な

ＰＣスキルがあれば大丈夫

です。

試用期間あり ２か月 300,000円～400,000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１９０％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

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５０

０４－１００
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

ＡＫ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ＯＥ

Ｍ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

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

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

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１－１１－２

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

有限会社スムラボ https://sumurabo.com/ 不動産賃貸営業・事務・管理

不動産の賃貸仲介スタッフとして、弊社広告やネット媒体などをご覧に

なってご来店頂いたお客様からご希望の条件をお伺いしご予算、ライフ

スタイルを想定ご提案しながら物件のご紹介、ご案内をしていただきま

す。そのほか広告の作成や事務作業、管理業務、写真撮影等のお仕事も

して頂きます。　飛び込み営業やノルマは一切ありませんのでご安心く

ださい！

不動産賃貸業（貸家業，貸間

業を除く）
101-0025

東京都千代田区神田佐久間町

１－８－４
101-0025

東京都千代田区神田佐久間町１

－８－４
試用期間あり ３ヵ月 230,000円～300,000円 不動産賃貸営業・管理・事務

アットホームな雰囲気で和気あいあいと

した会社です。未経験の方もしっかりサ

ポートします。

取締役 本庄友起 飯田橋公共職業安定所

株式会社アッサアブロイジャ

パン

https://www.assaabloyopeningsolut

ions.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１－１６－５

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

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１－３

２－１４
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５０

７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

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

m

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

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８－２

６　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

長澤電設株式会社 https://nagaden.jbplt.jp/
商業施設の電気工事スタッフ／資格取

得支援／家族手当支給

当社は大手電気設備会社から直接仕事を請ける会社です。工事建設現場

の電気配線工事作業をお任せします。主な現場は、新築や改修に伴う商

業施設やオフィスビルです。　＞＞具体的な仕事内容としては　・屋内

外電気設備の施工　・変電設備の配線　・コンセントや照明器具の取り

付け

東京都足立区 電気工事業 121-0814
東京都足立区六月２丁目１３

－２
121-0814

東京都足立区六月２丁目１３－

２
試用期間なし 251,900円～412,200円

【電気工事業全般】当社は大手電気設備

会社からの直接仕事を請けています。主

な現場は、丸ノ内・日本橋・銀座・豊洲

など都内の商業施設やオフィスビルの新

築・改修工事が中心です。

少数精鋭の会社ですが、全員が現場の職

長任される程の腕を持つベテラン集団で

す。また代表は職人の世界では珍しい

「褒めて伸ばすタイプ」。滅多に怒りま

せんので、確実に成長できる環境です。

代表取締役 長澤利郎 足立公共職業安定所

アイアンストライカーズ社会

保険労務士法人
https://iron-strikers.or.jp/ 社会保険労務士アシスタント

労働保険や社会保険の申請手続、給与計算、就業規則作成、助成金申請

など。　まずは、労働保険や社会保険の申請手続、給与計算等のアシス

タント業務からお任せします。１～２年目はフォローを受けながら業務

を学び、３年目からは顧客企業の窓口も担当して頂きます。

東京都府中市 社会保険労務士事務所 183-0055

東京都府中市府中町１－１２

－７　府中センタービル５階

５０１号室

183-0055

東京都府中市府中町１－１２－

７　府中センタービル５階５０

１号室

Ｗｏｒｄ（書式設定、印刷

設定、段落やインデントの

設定）　Ｅｘｃｅｌ（複数

の関数やシートを横断した

利用、グラフの作成）　Ｃ

ＳＶファイルの作成及びイ

ンポート

試用期間あり ３か月 200,000円～240,000円

社会保険・労働保険手続、就業規則作

成、労務・年金相談を主とし　た社労士

事務所です。

ペーパーレスで地球にやさしく、クラウ

ドで安心データ保管など時　代にマッチ

したスマートな労務管理をご提案するこ

とをモットーと　しています。

代表社員 浜本　絵美 府中公共職業安定所

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１５２

０－５
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　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１－１

６－１３
150-0022

東京都渋谷区恵比寿南１－１６

－１３Ｐｌａｎｅｘ　Ｗａｔｔ

４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：／／ｓｈｉ

ｎｊｕｋｕ－ｓｈｉｇｏｔｏ．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４

１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２

７－７
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１－１３－４

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２０

６
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２

１－１
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。ＣＳＲ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２０

６－１３
176-0002

東京都練馬区桜台５ー１１－１

８　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　ゴートップ https://www.gotop.co.jp/ マーケティング職

新規ビジネス事業部クラウドソリューション部として、東京にてチーム

で下記業務に対応いただきます。　デジタルマーケティングを活用した

自社サイトの運営業務、コーポレートサイトの運用、サイトコンテンツ

企画・制作、ＷＥＢ・ＳＮＳ広告運用

東京都千代田区 印刷業 515-0053 三重県松阪市広陽町４１－１ 100-8228

東京都千代田区大手町２－６－

２　ＪＯＢ　ＨＵＢ　ＳＱＵＡ

ＲＥ１０階　（株）ゴートップ

試用期間あり ３ヵ月 270,000円～300,000円

三重県松阪市に本社があり、印刷物の企

画製作及びその製造販売、情報関連媒体

（映像ソフト、ウェブ）の企画製作及

び、その製造販売を行っております。

総合情報製作会社としてパナソニックグ

ループを中心に印刷物から映像ソフトま

でメディアミックスでさまざまな媒体へ

の広告制作を業としております。

代表取締役社長 青山　光洋 松阪公共職業安定所

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８０４

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８

０４

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。Ｉ

Ｔ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


