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株式会社　ＮＥＸＴ
http://www.chiba-

next.co.jp
営業

＊中小企業の法人を中心に、パソコンなどのシステムの営業、保守　点検を行います。

また、ニーズによりＬＡＮやサーバ構築など、　ＩＴインフラの提案も行います。

ただ物を売るだけの営業ではなく、お客様企業のＩＴ環境をより　良くするために、”シ

ステムを提案する”営業職です。　　＊未経験の方でも丁寧に指導いたします。

機械器具小売業（自動

車，自転車を除く）
292-0052 千葉県木更津市祇園１－１－７ 111-0052

東京都台東区柳橋２－１－

１代地田中ビル７Ｆ

エクセル・ワード・

パワーポイント
試用期間あり ３ヶ月 216,200円～302,700円 ＯＡ機器販売

ＰＣ販売のみでなく、独自のサポートを販売。　年間休日

１２５日以上
代表取締役 佐藤　香織

木更津公共職業安

定所

株式会社　川小商店
http://www.oimoyasa

n.com

芋菓子の調理・販売（店長候補）《未経験者

歓迎》

芋菓子の調理・販売、その他店舗運営を行っていただきます。　　＊各店舗２～３名

で、グループ会社が生産・加工した材料での調理　のため作業は非常にシンプルです。

そのため、店舗経営やエリアのマネジメントが可能となっており　経営の知識等を学ぶ

ことが可能です。　＊また、対面で販売をいたしますので、お客様の笑顔に毎日出会え

ますし、私共も商品の一部としてお客様の記憶に残ることのできる誇りある仕事です。

食料・飲料卸売業 111-0043 東京都台東区駒形２丁目１－２６　川小商店ビル２階 111-0032

都内各店舗のいずれか

（東京都台東区浅草１丁目

３６－６浅草伝法院東通店

他）　※就業場所従業員数

は、浅草伝法院東通店の人

数です。

試用期間あり ３ヶ月～６ヶ月 185,000円～236,000円

甘藷（サツマイモ）及びサツマイモ加工品の卸

売。　サツマイモ菓子の製造・小売り（浅草お

いもやさん興伸）。

明治９年創業。さつま芋問屋川小商店が手掛けるさつま芋

菓子専門店「おいもやさん」は浅草・巣鴨をはじめ大丸東

京などで１１店舗に展開。さらなる店舗拡大（国内、海

外）も計画中。

代表取締役 齊藤　浩一
上野公共職業安定

所

伸和製薬株式会社
http://www.shinwa-

seiyaku.co.jp
営業

弊社が取扱う医薬品、化粧品、消費財等を代理店もしくはドラッグストア本部に販売す

る営業活動
医薬品・化粧品等卸売業 116-0003 東京都荒川区南千住５丁目１７－８ 116-0003

東京都荒川区南千住５丁目

１７－８

ワード・エクセル・

パワーポイント基本

操作

試用期間あり ３か月 186,100円～321,500円
医薬品（漢方、生薬製剤等）、健康食品、化粧

品、その他の販売

アットホームな雰囲気の会社です。漢方がもつ可能性を追

い求め、人々の健康な暮らしに貢献していきたいと考えて

います。

代表取締役 池田　勝俊
足立公共職業安定

所

株式会社セカツク
https://sekatsuku.jp

/
インサイドセールススタッフ

法人向けのコールセンター業務となります。　決まったスクリプトをベースに、アポイ

ントの打診や、資料送付の許可を取っていくお仕事です。未経験大歓迎。しっかり研修

を行った上で、丁重に指導します。また、個人宅向けの電話と違い、クレームなどはほ

とんどありませんのでご安心ください。

他に分類されない事業

サービス業
101-0036

東京都千代田区神田北乗物町１－１　イトーピア神田共

同ビル３階
101-0036

東京都千代田区神田北乗物

町１－１　イトーピア神田

共同ビル３階

試用期間あり ３か月 200,000円～500,000円

法人対法人に特化をした営業支援事業を展開し

ております。　お客様の営業課題を解決する事

業になります。

法人対法人の新規開拓のプロフェッショナルになります。

設立は浅いですが、業界経験の長いメンバー在籍してお

り、　お陰様で１年間で７０社以上の受託に繋がっており

ます。

代表取締役 若井田　徹
飯田橋公共職業安

定所

医療法人社団東京医心会　ニューハー

ト・ワタナベ国際病院
http://newheart.jp/ 経理・総務 ・入手金管理　・支払業務　・月次決算、決算業務　・書類整理　・総務系業務 病院 168-0065 東京都杉並区浜田山３－１９－１１ 168-0065

東京都杉並区浜田山３－１

９－１１

エクセル・ワード：

基礎レベル
試用期間あり ３ヵ月 220,000円～314,500円

心臓血管外科、循環器内科を中心とする高度専

門治療を行う国際病院

心臓血管外科、循環器内科を中心とした高度専門治療を行

う病院が東京、杉並の地に新規開院しました。患者さんは

もちろん、そこで働く職員全員のため、世界一の病院をつ

くりたいと思っています。

医院長 渡邊　剛
新宿公共職業安定

所

株式会社　アクト
http://www.e-

act.co.jp
グローバル研修の企画・運営・管理事務

１．顧客企業におけるグローバル研修の企画・運営・管理など　２．講師（日本人・ネ

イティブ）とのプログラム運営・管理など　３．開講予定研修の連絡・書類及びデータ

管理など　４．講師・研修に関する運営・管理など　　　・オンライン会議の設定やト

ラブル発生時の対応　　　・アンケート等の管理など　５．上記に関する費用精算・管

理など付帯業務　　　・支払明細作成など　＊上記は日本語及び英語により業務を行い

ます

その他の専門サービス業 104-0043 東京都中央区湊３－６－１ 104-0043 東京都中央区湊３－６－１

・オフィス（エクセ

ル、ワード、パワー

ポイントなど）　・

オンライン会議ツー

ルの操作（Ｔｅａｍ

ｓ、Ｚｏｏｍなど）

試用期間あり ６ヵ月 174,000円～348,000円

ビジネス英語を中心とした企業法人向けのグ

ローバル人材育成プログラム（研修）を企画・

運営。大手電機・自動車メーカーのグローバル

人材育成研修などを手掛ける。

これまでに累計３５０社を超える大手法人のグローバル人

材育成をサポートして参りました。顧客企業のグローバル

化への貢献と事業の成長を目指すため、更なるチームの拡

充を図っています。

代表取締役 関　俊一
飯田橋公共職業安

定所

株式会社　コーディネート
https://www.cordinat

e.co.jp
営業職

あなたには当社のソリューション営業部で既存顧客に対して　ソリューション営業（情

報通信分野）を担当していただきます。　日本弁理士協同組合特約店である当社は、特

許事務所を中心とした　士業のお客様が中心。　近年ＤＸの必要性が高まる中で、多く

の士業は対応が遅れています。　日々のコミュニケーションから、セキュリティやＩＴ

を活用した業務効率改善など、課題を引き出し、その解決策を提案することが　あなた

の役割。　成果に応じたインセンティブも受け取れるので、やりがいを実感しながら働

くことができます。テレワークも可能です。

他に分類されない小売業 110-0016 東京都台東区台東２－７－３　瀬戸ビル４Ｆ 110-0016
東京都台東区台東２－７－

３　瀬戸ビル４Ｆ

・簡単なＰＣ入力

・エクセルの基礎操

作　・アウトルック

によるメール送信

試用期間あり ３か月 194,000円～367,000円

特許事務所や中小中堅企業の弊社顧客に対する

ＩＴを活用した業務　改善コンサル、同対象顧

客へのサプライ、周辺機器、什器を中心とし

た、オフィスソリューション提案等。テレア

ポ・飛込みなし

東証一部上場企業のグループ会社。特許事務所に対する直

接の販売　チャネルを持ち、安定した経営基盤を確立。テ

レワークや　社内表彰など社員が働きやすい環境づくりに

も積極的。

代表取締役 西野　幸典
上野公共職業安定

所

朝日管財株式会社
http://www.asahikan

zai.co.jp/
清掃の現場・顧客管理

当社がメンテナンスを請け負っている、各現場の管理をお願いします。お取引先である

お客様からのご要望を現場に反映し、より良い環境を維持していく為に、とても大切な

役割です。　　＜具体的な仕事内容＞　・各お取引先現場の状況確認（最大１日２件程

度）　・清掃スタッフの管理（出欠、補勤スタッフ手配、採用業務など）　・見積もり

作成　・臨時清掃立ち合い（清掃作業をする場合も有）

警備業 169-0075
東京都新宿区高田馬場１－３１－８　高田馬場ダイカン

プラザ２階
169-0075

東京都新宿区高田馬場１－

３１－８　高田馬場ダイカ

ンプラザ２階

試用期間あり 試用期間３か月 177,000円～177,000円 警備業、ビル総合管理 創業からビル管理業を主幹に展開しております。 代表取締役 井上　雅雄
新宿公共職業安定

所

ＷＩＺＮＥＴＰＬＵＳ　株式会社
http://wiznetplus.co

m
一般事務および営業事務

◎一般事務および営業事務のお仕事です。　・一般事務　・電話応対　・請求書作成

・見積り作成　・入局、退局の確認　・ほか、雑務　　☆本社（府中市）での正社員求

人です。未経験の方も丁寧に指導いたしますので安心して応募できます！

電気通信・信号装置工事

業
183-0056 東京都府中市寿町１－１－１１　第２福井ビル５０３ 183-0056

東京都府中市寿町１－１－

１１　第２福井ビル５０３

ＰＣ基本操作（エク

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

平成２３年１１月、事業拡大に伴い新法人として設立。主

に携帯電話用通信基地局の施工、その他に電気工事や再エ

ネの施工管理を行っています。本社の他、大月、青森、札

幌に営業所があります。

代表取締役 小俣　達矢
府中公共職業安定

所

株式会社テレワークス
www.teleworksinc.co

m
営業／企画／トライアル併用

クラウドＰＢＸの営業・マーケティング・販売促進をお願いします。・電話、メールに

よる問い合わせ対応・顧客への訪問、提案・提案、販売促進のための企画、資料作成・

サービス向上のための企画・顧客情報のフィードバック取りまとめ・料金の回収・デモ

ンストレーション　　＊未経験の方にも丁寧に指導いたしますので安心してください。

情報処理・提供サービス

業
162-0801 東京都新宿区山吹町３５３－１　Ｙ１ビル３０１号 162-0806

＊１新宿区榎町３３－１

ザ・スクエアー８Ｆ、＊２

新宿区早稲田鶴巻町５４３

－７ＮＳビル２Ｆ、＊３新

宿区山吹町３５３－１Ｙ１

ビル３０１号、＊４文京区

パソコンの基本的な

操作　＊未経験の方

にも丁寧に指導いた

しますので安心して

下さい

試用期間あり ６ヶ月 190,482円～432,914円

国内高シェアのＩＰ電話サービス、クラウドＰ

ＢＸ、　クラウドコールセンター（日英版、自

社システム）の開発、　提供、サポート。数万

ユーザー

自社システムの開発、提供、サポート。日英語の提供。

海外、地方拠点あり。導入実績は数万件（法人・個人）、

海外向けも販売。システム拠点多数。

代表取締役 徳元　大樹
新宿公共職業安定

所

有限会社　東邦土地商会 営業

★お部屋を、ご紹介・ご案内していただきます　　・ネット・電話での問い合わせに対

応します　　・より詳しく条件を伺い、ニーズに合ったお部屋をご紹介します　　・ご

紹介したお部屋を実際に内見・ご案内します　　・ご契約に向けての確認、準備を行い

ます　　★新規物件の開拓をしていただきます　　〇現在取り扱っていない物件もご紹

介できるように、新規物件を　　　開拓していただきます　　〇現在取り扱っている物

件も、オーナー様とのこまめなやり取り　を行うことにより、空室をなくしていきます

不動産代理業・仲介業 186-0002 東京都国立市東１－６－２５ 186-0002
東京都国立市東１－６－２

５

エクセル…入力・編

集・簡単な計算式

ワード…入力・編集

※特別な技術は必要

ありません。上記操

作に問題のないこ

と。

試用期間あり ３か月 170,000円～170,000円 不動産仲介・管理業

ピタットハウスのＦＣ店です。アパート、マンションの仲

介、管理を主に開業以来業績も安定したアットホームな雰

囲気の職場です。

取締役 山内　真法
立川公共職業安定

所

株式会社　ナッパー
http://www.napper.c

o.jp/
営業事務（東京営業所）

得意先よりの受注入力、管理　　仕入先への発注入力、管理　　納品情報の管理、整

理、チェック　　返品商品の確認、返品業務　　営業担当者のアシスタント業務
衣服卸売業 541-0053

大阪府大阪市中央区本町２－５－７メットライフ本町ス

クエア５階
101-0062

東京都千代田区神田駿河台

３－４　龍名館本店ビル４

Ｆ

ワード・エクセル基

本操作
試用期間あり 有期雇用３ヶ月 160,000円～160,000円 制服、ユニフォームの企画、製造、販売 創業６０年を越えて更なる飛躍に向け営業強化中。 代表取締役社長 江口　康二

大阪東公共職業安

定所

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

併用
営業事務、庶務事務全般・各種書類作成・管理・発注業務、備品管理・電話・来客対応

情報処理・提供サービス

業
112-0003 東京都文京区春日２丁目１０－１５　志知ビル５階Ａ号 162-0806

＊１新宿区榎町３３－１

ザ・スクエアー８Ｆ、＊２

新宿区早稲田鶴巻町５４３

－７ＮＳビル２Ｆ、＊３新

宿区山吹町３５３－１Ｙ１

ビル３０１号、＊４文京区

パソコンの基本的な

操作　＊未経験の方

にも丁寧に指導いた

しますので安心して

下さい

試用期間あり ６ヶ月 190,482円～432,914円

国内高シェアのＩＰ電話サービス、クラウドＰ

ＢＸ、クラウドコールセンター（日英版、自社

システム）の開発、提供、サポート。　数万

ユーザー

自社システムの開発、提供、サポート。日英語の提供。

海外、地方拠点あり。導入実績は数万件（法人・個人）、

海外向けも販売。システム拠点多数。

代表取締役 小川　裕司
飯田橋公共職業安

定所

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

（トライアル併用）

自社サービスのユーザーサポートをお願いします。・ＩＰ電話、コールセンターシステ

ムのサポート・製品操作説明、製品購入方法、解約方法、支払い方法の案内・メンテナ

ンスの告知、顧客対応・設備の移動の案内、調整・各部門との調整、製品開発への

フィードバック、顧客ニーズの営業フィードバック、顧客の問い合わせに応じ、顧客満

足度の向上のため、一緒に問題解決に取り組んでいただきます。

情報処理・提供サービス

業
112-0003 東京都文京区春日２丁目１０－１５　志知ビル５階Ａ号 162-0806

＊１新宿区榎町３３－１

ザ・スクエアー８Ｆ、＊２

新宿区早稲田鶴巻町５４３

－７ＮＳビル２Ｆ、＊３新

宿区山吹町３５３－１Ｙ１

ビル３０１号、＊４文京区

パソコンの基本的な

操作　＊未経験の方

にも丁寧に指導いた

しますので安心して

下さい

試用期間あり ６ヶ月 190,482円～432,914円

国内高シェアのＩＰ電話サービス、クラウドＰ

ＢＸ、クラウドコールセンター（日英版、自社

システム）の開発、提供、サポート。　数万

ユーザー

自社システムの開発、提供、サポート。日英語の提供。

海外、地方拠点あり。導入実績は数万件（法人・個人）、

海外向けも販売。システム拠点多数。

代表取締役 小川　裕司
飯田橋公共職業安

定所

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

用）

クラウドＰＢＸの営業・マーケティング・販売促進をお願いします・電話、メールによ

る問い合わせ対応・顧客への訪問、提案・提案、販売促進のための企画、資料作成・

サービス向上のための企画・顧客情報のフィードバック取りまとめ・料金の回収・デモ

ンストレーション

情報処理・提供サービス

業
112-0003 東京都文京区春日２丁目１０－１５　志知ビル５階Ａ号 162-0806

＊１新宿区榎町３３－１

ザ・スクエアー８Ｆ、＊２

新宿区早稲田鶴巻町５４３

－７ＮＳビル２Ｆ、＊３新

宿区山吹町３５３－１Ｙ１

ビル３０１号、＊４文京区

パソコンの基本的な

操作　＊未経験の方

にも丁寧に指導いた

しますので安心して

下さい

試用期間あり ６ヶ月 190,482円～432,914円

国内高シェアのＩＰ電話サービス、クラウドＰ

ＢＸ、クラウドコールセンター（日英版、自社

システム）の開発、提供、サポート。　数万

ユーザー

自社システムの開発、提供、サポート。日英語の提供。

海外、地方拠点あり。導入実績は数万件（法人・個人）、

海外向けも販売。システム拠点多数。

代表取締役 小川　裕司
飯田橋公共職業安

定所

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

／トライアル併用

経理／財務／総務全般・会計業務（会計管理、予実管理）・労務管理（採用管理、入退

社管理等）・総務事務業務（契約書管理・各種申請）＊その他、備品管理・電話対応・

来客対応などをご担当いただきます

情報処理・提供サービス

業
112-0003 東京都文京区春日２丁目１０－１５　志知ビル５階Ａ号 162-0806

＊１新宿区榎町３３－１

ザ・スクエアー８Ｆ、＊２

新宿区早稲田鶴巻町５４３

－７ＮＳビル２Ｆ、＊３新

宿区山吹町３５３－１Ｙ１

ビル３０１号、＊４文京区

パソコンの基本的な

操作　＊未経験の方

にも丁寧に指導いた

しますので安心して

下さい

試用期間あり ６ヶ月 190,482円～432,914円

国内高シェアのＩＰ電話サービス、クラウドＰ

ＢＸ、クラウドコールセンター（日英版、自社

システム）の開発、提供、サポート。　数万

ユーザー

自社システムの開発、提供、サポート。日英語の提供。

海外、地方拠点あり。導入実績は数万件（法人・個人）、

海外向けも販売。システム拠点多数。

代表取締役 小川　裕司
飯田橋公共職業安

定所

ＹＫＣ・システムコンサルティング株

式会社

http://www.ykc-

bos.co.jp/
経理事務

・入出金管理　・支払業務　・小口現金管理　・仕訳入力業務　・会社全体数値管理全

般（決算書等）　・顧問税理士対応　・来客対応

情報処理・提供サービス

業
108-0074 東京都港区高輪２－１５－１９　高輪明光ビル５Ｆ 108-0074

東京都港区高輪２－１５－

１９　高輪明光ビル５Ｆ
基本的なＰＣスキル 試用期間あり ６ケ月 200,000円～300,000円

ネットワークビジネス業界に特化したシステム

開発及びコンサルティング業。各企業様の課題

に応じて、様々な提案とサポートを行っており

ます。

会社設立より２０年で６６０社を超える納入実績。確固た

る実績とお取引先からの信頼を得ております。男女問わず

２０代～３０代のスタッフが多く活躍しております。

代表取締役 藤野　正樹
品川公共職業安定

所

株式会社　シブヤ
http://www.shibuya-

food.co.jp
一般事務

・輸入食材販促ＥＣサイト、手書きチラシ、（フォトショップ、　　イラストレーター

使用）　・受注・発注業務　・伝票起票、請求書発行等　・ＰＣ基本操作できる方（エ

クセル、ワード）　・電話応対

食料・飲料卸売業 146-0081 東京都大田区仲池上２－２６－２０ 146-0081
東京都大田区仲池上２－２

６－２０

基本操作（エクセ

ル、ワード）　フォ

トショップ・イラス

トレーター　必須

試用期間あり ３カ月 170,000円～240,000円
業務用食品材料、ワイン卸、主に都内イタリ

ア、フランスレストランへ輸入食品を納入。

都内有名イタリア・フランス料理レストランへ輪入食品、

ワイン、チーズを納入
代表取締役 升本　正

大森公共職業安定

所

株式会社　クリエイトハウジング
http://www.yes1.co.j

p/oizumi
一般営業職※未経験の方大募集

・完全週休２日制！！未経験でも固定給２７万円＋歩合給の　　高待遇です。　・飲

食・サービス業から転職してる方も成功してます。　・不動産を売りたい方、買いたい

方に、失敗しない道標をコ　ンサルティング（売買仲介）するお仕事です。練馬区を中

心に活動する１００％反響営業となり、未経験者には３か　　月間の研修期間があり、

その後も必ず上司がフォローして　いきます。　・自社分譲住宅も展開しており、土

地・戸建・マンションの仕入れ厳選もでき、他社の一般的な仲介会社より、反響も多

く、成績も皆あがり、スキルアップもします。

建物売買業，土地売買業 178-0063 東京都練馬区東大泉４－２－１２ 178-0063

東京都練馬区東大泉４－２

－１２ラ・ルネサンス・ド

三幸堂ビル西棟３階

パソコン基本操作 試用期間あり ３ヶ月 270,000円～270,000円

不動産売買仲介、賃貸仲介、不動産管理、不動

産開発分譲、新築住宅分譲、リノベーション住

宅分譲、土地建物有効活用、ＡＩＧ損害保険株

式会社代理店

練馬区東大泉と東久留米本町に拠点を置き、地域専門とし

て活動を開発。営業社員はみな将来独立をめざし、働きな

がらノウハウを取得し独立、イエステーションフォローに

なることを掲げてます。

代表取締役 長野　修
池袋公共職業安定

所

株式会社　スミダプロダクツ
http://www.sumida-

v.jp

営業職（従来得意先様訪問営業及び新規開拓

含む）要普免

お客様は企業様となります（一般消費者ではございません）。　　・化成品等の材料卸

し及び製品の販売。　　企画・構成・見積り等全てに携わって頂きます。　　・営業手

段としては車・電車等を使用し、材料・生地等の納品業務　製品等の納品業務もござい

ます。　　＊未経験者歓迎、丁寧に指導致します。　＊当社は長い業歴から安定取引先

安定受注の営業取引です、長くお　勤め頂ける家族的雰囲気の企業です。

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

－５

初級レベルのエクセ

ル・ワード操作は必

須。

試用期間あり 入社後３ケ月 178,000円～226,000円 合成樹脂材料及び製品卸業
創業６９年目が示す通り、社員の団結により堅実な業績を

誇っている。社員が皆明るく雰囲気の良い職場環境。
代表取締役 南澤　政一

墨田公共職業安定

所

株式会社　開店市場
http://www.kaitenich

iba.jp
【急募】一般事務＜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のタッチタイピングが必須になります。

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２８－１１ 132-0031
東京都江戸川区松島１丁目

２８－１１

※　Ｅｘｃｅｌ・Ｗ

ｏｒｄ、メール送受

信の基本操作が出来

る方。　　　（タッ

チタイピング可能な

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

森　武内　社会保険労務士法人
http://moritakeuchi.n

et/
社会保険労務士の助手

クライアント企業の人事系事務の代行　雇用契約書の作成、労働保険及び社会保険の各

種手続、給与計算事務、労使協定届の作成・届出。　弊社の仕事は、企業の人事・総務

部門を担う専門職です。　仕事をすることで、人事系事務のスキルアップに繋がりま

す。　もちろん、社会保険労務士を目指す方、社会保険労務士の資格を生かしたい方に

も、知識の習得や実務能力の向上に寄与できます。　　最初は上長（担当社労士）の指

示のもとで仕事をしますので、未経験者でも安心して働けます。　弊社の新規クライア

ントの受注は、全て「ご紹介のみ」に限定しておりますので、新規獲得の営業活動は一

切しておりません。

その他の専門サービス業 101-0061 東京都千代田区神田三崎町３－３－１　ＴＫｉビル４Ｆ 101-0061

東京都千代田区神田三崎町

３－３－１　ＴＫｉビル４

Ｆ

ＰＣ（エクセル・

ワード等の入力）基

本操作

試用期間あり ４か月 210,000円～280,000円 社会保険労務士事務所

社会保険の手続から労使間のトラブル解決、助成金の申

請、労務管理の相談、就業規則の作成提出等、幅広く全国

の事業主をサポートしています。

代表特定社員 森　俊介
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。

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１

４－１４　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　日本ホップス
http://www.nihon-

hotps.co.jp
営業職 主にクリニック、薬局等の内装仕上工事及び什器備品の提案営業 他に分類されない卸売業 171-0042 東京都豊島区高松１－１０－２　ＮＨ西池袋ビル 171-0042

東京都豊島区高松１－１０

－２　ＮＨ西池袋ビル

基本的なＰＣスキル

（ワード・エクセ

ル）

試用期間あり ６か月 220,000円～250,000円

１．医療カルテファイリングシステムの販売

元。　２．電子カルテを中心とした医療機器の

トータル提案と販売。　３．医療施設を中心と

した内装仕上工事の提案と販売

会社設立以来医療用カルテファイリングシステムを柱に得

意先・ユーザーを増やして現在は、クリニックを中心に内

装工事、電子カルテ、医療機器等を総合提案する会社を目

指しています。

代表取締役 鶴岡　登
池袋公共職業安定

所

昭和物産　株式会社
https://showa-

bs.com
営業

主に製菓・製パン業の店舗様に対しての食材販売、商品の提案を行っています。配送は

基本的に外部委託です。　食べることに興味のある方、率先して仕事ができる方、歓迎

します！　　【主な仕事内容】　●新商品の案内　●お客様との商談　●メーカー同行

での拡売　●展示会での商品案内　●メーカー商談　●見積書作成　●メール・電話対

応　●高級食パン専門店プロデュース　など

食料・飲料卸売業 116-0001
東京都荒川区町屋１丁目３８番１６号　菱興町屋ビル３

階
116-0001

東京都荒川区町屋１丁目３

８番１６号　菱興町屋ビル

３階

試用期間あり ３か月 220,000円～300,000円

首都圏を中心とした地域で製菓・製パン・外食

産業向けに食材を販売している会社です。２０

１８年８月に株式会社トーホー（東証一部）に

グループ入りし、より組織拡大を図って参りま

す。

６００社に及ぶお取引先様と６０年来培ってきた強い信頼

関係、きめこまやかなサポート力と小回りの利く営業と物

流に加わえ、トーホーの商品調達力、情報発信力を武器に

業界発展に貢献致します。

代表取締役 中神　文明
足立公共職業安定

所

株式会社　サン電子
http://www.sundens

hi-e.co.jp
営業（電子部品の販売）

・担当地区を持ち、得意先を訪問し、電子部品等の紹介、販売、見積り提案　・既存販

路の営業並びに納品　・営業車を使用して関東圏（担当地区）を回ります。　・チーム

ワークを大事にし皆で仕事をしていきます。最初は内勤業務で事務処理、商品知識の勉

強会などで知識を覚え、慣れてきたら徐々に先輩社員と同行し覚えていただきます。

＊商品知識については、当社の勉強会あり。　＊ＯＪＴ研修あり。

電気機械器具卸売業 101-0021
東京都千代田区外神田６－１５ー９　明治安田生命末広

町ビル５Ｆ
101-0021

東京都千代田区外神田６－

１５ー９　明治安田生命末

広町ビル５Ｆ

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

会社創立以来着実に業績を伸ばし続け、安定成長を遂げて

いる。また毎年決算賞与がある会社である。（会社所有保

養所あり）（株）村田製作所の代理店（１１社ある中の１

社）

代表取締役社長 江部　哲人
飯田橋公共職業安

定所

株式会社　ジビエ gibierx.com 一般事務／港区西麻布

社内に発生する事務作業をメインに行っていただきます。　（主な担当業務）　＊事務

作業（見積作成、請求書、納品書作成）　＊電話対応　（その他補助業務）　＊受注入

力作業（受注先は全国のホテル、問屋）　＊サンプル発送作業（重量物はありません）

日本中のホテルやカフェに、ヨーロッパの美味しい高品質の冷凍パンをお届けする仕事

です。

食料・飲料卸売業 106-0031
東京都港区西麻布３丁目１－２５金谷ホテルマンション

６０５
106-0031

東京都港区西麻布３丁目１

－２５金谷ホテルマンショ

ン６０５

試用期間あり ３ヶ月 210,000円～250,000円

欧州やアジアから冷凍パンを輸入し国内のホテ

ルやカフェチェーン等に販売しています。

商品輸入国：フランス、スペイン、ドイツ、マ

レーシア　主な商品クロワッサン、デニッシュ

等

世界中から「良品」を調達するという理念に基づき輸入さ

れているパンは、お客様に高い評価を受けています。ま

た、パンの販売だけではなく、売り場デザインの提案等パ

ンを本気で考える会社です。

代表取締役 岩井　龍平
品川公共職業安定

所

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

用併用

経理／財務／総務全般・会計業務（会計管理・予実管理）・労務管理（採用管理、入退

社管理等）・総務事務業務（契約書管理、各種申請）※その他、備品管理・電話・来客

対応などをご担当いただきます

電気通信に附帯するサー

ビス業
162-0041 東京都新宿区早稲田鶴巻町５４３－７　ＮＳビル２Ｆ 162-0806

＊１新宿区榎町３３－１

ザ・スクエアー８Ｆ（当社

オフィス）＊２新宿区早稲

田鶴巻町５４３－７ＮＳビ

ル２Ｆ、＊３新宿区山吹町

３５３－１Ｙ１ビル３０１

パソコンの基本的な

操作　＊未経験の方

にも丁寧に指導いた

しますので安心して

下さい

試用期間あり ６ヶ月 190,482円～432,914円

国内高シェアのＩＰ電話サービス、クラウドＰ

ＢＸ、　クラウドコールセンター（日英版、自

社システム）の開発、　提供、サポート。数万

ユーザー

自社システムの開発、提供、サポート。日英語の提供。

海外、地方拠点あり。導入実績は数万件（法人・個人）、

海外向けも販売。システム拠点多数。

代表取締役 佐藤　浩行
新宿公共職業安定

所

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

来客対応

電気通信に附帯するサー

ビス業
162-0041 東京都新宿区早稲田鶴巻町５４３－７　ＮＳビル２Ｆ 162-0806

＊１新宿区榎町３３－１

ザ・スクエアー８Ｆ（当社

オフィス）＊２新宿区早稲

田鶴巻町５４３－７ＮＳビ

ル２Ｆ、＊３新宿区山吹町

３５３－１Ｙ１ビル３０１

パソコンの基本的な

操作　＊未経験の方

にも丁寧に指導いた

しますので安心して

下さい

試用期間あり ６ヶ月 190,482円～432,914円

国内高シェアのＩＰ電話サービス、クラウドＰ

ＢＸ、　クラウドコールセンター（日英版、自

社システム）の開発、　提供、サポート。数万

ユーザー

自社システムの開発、提供、サポート。日英語の提供。

海外、地方拠点あり。導入実績は数万件（法人・個人）、

海外向けも販売。システム拠点多数。

代表取締役 佐藤　浩行
新宿公共職業安定

所

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

併用

自社サービスのユーザーサポートをお願いします。　　・ＩＰ電話、コールセンターシ

ステムのサポート　・製品操作説明、製品購入方法、解約方法、支払い方法の案内　・

メンテナンスの告知、顧客対応・設備の移動の案内、調整　・各部門との調整、製品開

発へのフィードバック、顧客ニーズの営業フィードバック、顧客の問い合わせに応じ、

顧客満足度の向上のため、一緒に問題解決に取り組んでいただきます。

電気通信に附帯するサー

ビス業
162-0041 東京都新宿区早稲田鶴巻町５４３－７　ＮＳビル２Ｆ 162-0806

＊１新宿区榎町３３－１

ザ・スクエアー８Ｆ（当社

オフィス）＊２新宿区早稲

田鶴巻町５４３－７ＮＳビ

ル２Ｆ、＊３新宿区山吹町

３５３－１Ｙ１ビル３０１

パソコンの基本的な

操作　＊未経験の方

にも丁寧に指導いた

しますので安心して

下さい

試用期間あり ６ヶ月 190,482円～432,914円

国内高シェアのＩＰ電話サービス、クラウドＰ

ＢＸ、　クラウドコールセンター（日英版、自

社システム）の開発、　提供、サポート。数万

ユーザー

自社システムの開発、提供、サポート。日英語の提供。

海外、地方拠点あり。導入実績は数万件（法人・個人）、

海外向けも販売。システム拠点多数。

代表取締役 佐藤　浩行
新宿公共職業安定

所

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

クラウドＰＢＸの営業・マーケティング・販売促進をお願いします。　　・電話、メー

ルによる問い合わせ対応　・顧客への訪問、提案　・提案、販売促進のための企画、資

料作成　・サービス向上のための企画・顧客情報のフィードバック取りまと　め・料金

の回収・デモンストレーション

電気通信に附帯するサー

ビス業
162-0041 東京都新宿区早稲田鶴巻町５４３－７　ＮＳビル２Ｆ 162-0806

＊１新宿区榎町３３－１

ザ・スクエアー８Ｆ（当社

オフィス）＊２新宿区早稲

田鶴巻町５４３－７ＮＳビ

ル２Ｆ、＊３新宿区山吹町

３５３－１Ｙ１ビル３０１

パソコンの基本的な

操作　＊未経験の方

にも丁寧に指導いた

しますので安心して

下さい

試用期間あり ６ヶ月 190,482円～432,914円

国内高シェアのＩＰ電話サービス、クラウドＰ

ＢＸ、　クラウドコールセンター（日英版、自

社システム）の開発、　提供、サポート。数万

ユーザー

自社システムの開発、提供、サポート。日英語の提供。

海外、地方拠点あり。導入実績は数万件（法人・個人）、

海外向けも販売。システム拠点多数。

代表取締役 佐藤　浩行
新宿公共職業安定

所

株式会社テレワークス
www.teleworksinc.co

m
営業事務／庶務／トライアル雇用併用

営業事務、庶務事務全般・各種書類作成・管理・発注業務、備品管理・電話・来客対応

＊未経験の方にも丁寧に指導いたしますので、安心してください。

情報処理・提供サービス

業
162-0801 東京都新宿区山吹町３５３－１　Ｙ１ビル３０１号 162-0806

東京都新宿区榎町３３－１

ザ・スクエアー８Ｆ　当社

事業所

パソコンの基本的な

操作　＊未経験の方

にも丁寧に指導いた

しますので安心して

下さい

試用期間あり ６ヶ月 190,482円～432,914円

国内高シェアのＩＰ電話サービス、クラウドＰ

ＢＸ、　クラウドコールセンター（日英版、自

社システム）の開発、　提供、サポート。数万

ユーザー

自社システムの開発、提供、サポート。日英語の提供。

海外、地方拠点あり。導入実績は数万件（法人・個人）、

海外向けも販売。システム拠点多数。

代表取締役 徳元　大樹
新宿公共職業安定

所

株式会社テレワークス
www.teleworksinc.co

m

カスタマーサポート／事務／トライアル雇用

併用

自社サービスのユーザーサポートをお願いします。・ＩＰ電話、コールセンターシステ

ムのサポート・製品操作説明、製品購入方法、解約方法、支払い方法の案内・メンテナ

ンスの告知、顧客対応・設備の移動の案内、調整・各部門との調整、製品開発への

フィードバック、顧客ニーズの営業フィードバック、顧客の問い合わせに応じ、顧客満

足度の向上のため、一緒に問題解決に取り組んでいただきます。

情報処理・提供サービス

業
162-0801 東京都新宿区山吹町３５３－１　Ｙ１ビル３０１号 162-0806

＊１新宿区榎町３３－１

ザ・スクエアー８Ｆ、＊２

新宿区早稲田鶴巻町５４３

－７ＮＳビル２Ｆ、＊３新

宿区山吹町３５３－１Ｙ１

ビル３０１号、＊４文京区

パソコンの基本的な

操作　＊未経験の方

にも丁寧に指導いた

しますので安心して

下さい

試用期間あり ６ヶ月 190,482円～432,914円

国内高シェアのＩＰ電話サービス、クラウドＰ

ＢＸ、　クラウドコールセンター（日英版、自

社システム）の開発、　提供、サポート。数万

ユーザー

自社システムの開発、提供、サポート。日英語の提供。

海外、地方拠点あり。導入実績は数万件（法人・個人）、

海外向けも販売。システム拠点多数。

代表取締役 徳元　大樹
新宿公共職業安定

所

株式会社テレワークス
www.teleworksinc.co

m
管理部（経理／財務／総務）トライアル併用

経理財務／財務／総務全般・会計業務（会計管理・予実管理）・労務管理（採用管理、

入退社管理等）・総務事務業務（契約書管理、各種申請）※その他、備品管理・電話・

来客対応などをご担当いただきます　　＊未経験の方にも丁寧に指導いたしますので安

心して下さい。

情報処理・提供サービス

業
162-0801 東京都新宿区山吹町３５３－１　Ｙ１ビル３０１号 162-0806

＊１新宿区榎町３３－１

ザ・スクエアー８Ｆ、＊２

新宿区早稲田鶴巻町５４３

－７ＮＳビル２Ｆ、＊３新

宿区山吹町３５３－１Ｙ１

ビル３０１号、＊４文京区

パソコンの基本的な

操作　＊未経験の方

にも丁寧に指導いた

しますので安心して

下さい

試用期間あり ６ヶ月 190,482円～432,914円

国内高シェアのＩＰ電話サービス、クラウドＰ

ＢＸ、　クラウドコールセンター（日英版、自

社システム）の開発、　提供、サポート。数万

ユーザー

自社システムの開発、提供、サポート。日英語の提供。

海外、地方拠点あり。導入実績は数万件（法人・個人）、

海外向けも販売。システム拠点多数。

代表取締役 徳元　大樹
新宿公共職業安定

所

株式会社　グローバル・インフォメー

ション・テクノロジー

http://www.git-

sysg.com
ＩＴ・営業事務／中央区

業務アプリケーション等の開発をおこなっている会社です。　　主な業務は受電（１日

３件～５件程度）　・契約書作成　・社内手続き　　得られることは、８時間の事務作

業を１５分で終わらせるマクロ・ＶＢＡを作成しています。その仕組み、考え方を学べ

ます。　　　社内の雰囲気を少しでもわかっていただくためにホームページにインタ

ビュー・オウンドメディアを作成しております。

情報処理・提供サービス

業
103-0007

東京都中央区日本橋浜町２－３５－４　日本橋浜町パー

クビル２Ｆ［（株）エスワイシステム内］
103-0007

東京都中央区日本橋浜町２

－３５－４日本橋浜町パー

クビル３Ｆ　［（株）エス

ワイシステム内］入社後は

本社での研修後、スキルを

配慮の上顧客先（都内２３

試用期間あり ３ヶ月 200,000円～280,000円
．ＮＥＴやＪａｖａによる業務系／Ｗｅｂ系の

システム開発を行っております。

社員１人１人の意見を尊重、信頼し、「和」を大切にして

います。親会社の株式会社ＳＹＳホールディングスが２０

１７年６月３０日に東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場へ上

場しました。

代表取締役社長執

行役員
中平　裕貴

飯田橋公共職業安

定所

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

どちらもお任せする予定です。
ソフトウェア業 108-0073 東京都港区三田２－７－２２　三田タウンハウス１Ｆ 108-0073

東京都港区三田２－７－２

２　三田タウンハウス１Ｆ
試用期間あり ３ヶ月 180,000円～300,000円

ＩＴ業　・ソフトウエア設計（開発、テスト、

評価）　・インフラ業務　・ヘルプデスク、

キッティング、その他全般。

人々や社会の為に貢献する為に８つ（新しい、情報、戦

略、感謝、信頼、支援、成功、貢献）を存在目的としてい

ます。

代表取締役 西川　滝豊
品川公共職業安定

所

株式会社　オーマット 経理業務・総務業務・人事業務

バックオフィス業務全般及びその管理業務　　業務内容は広範に渡り、外部の専門家の

協力を得ながら業務を行　います。　・経理業務　　伝票作成、年次・月次決算、資金

繰り、支払・入金業務など　・総務業務　　システム管理、車両管理、備品管理、その

他庶務業務　・人事業務　　給与計算、社会保険手続など

産業機械器具卸売業 105-0021 東京都港区東新橋２－１１－３　第２小川ビル 105-0021
東京都港区東新橋２－１１

－３　第２小川ビル

メール、Ｅｘｃｅｌ

等一般的なスキル
試用期間あり ３ヶ月 215,035円～344,056円

機械・工具の販売。　工作機械並に附属エ具、

切削工具、省力運搬機器、測定機器、産業用設

備等の専門商社

機械、工具の専門商社として、長い歴史を持ち、提案営業

を目指す。社員が自分の力を充分に発揮できる明るい社風
代表取締役 小川真太朗

品川公共職業安定

所

株式会社ネットテックス https://net-techs.jp/ ＷＥＢデザイン会社新規開拓営業

従来のウェブサイトの提案のみならずニーズに即した新たなウェブサービスの企画立

案・実行をお客様にしていただきます。お客様とコミュニケーションを取り、お困りの

事を解決する仕事になります。　〈具体的な業務〉　・アポイントの取得（飛び込みは

ありません）　・新規のお客様にウェブサイトを中心に企画ご提案をします。　・ま

た、ともに戦略をたて活動していきます。　・お客様とのメールや電話対応を致しま

す。　・Ｗｅｂの知識は入社後で大丈夫です！　弊社を一緒に盛り上げていただきたい

と思っております。

情報処理・提供サービス

業
150-0011 東京都渋谷区東１－２６－３１　大島ビル５階 150-0011

東京都渋谷区東１－２６－

３１　大島ビル５階
ＰＣ入力程度 試用期間あり １ヶ月 190,000円～215,000円

法人のお客様へのホームページの企画、制作、

運用及び自社サイトの運営

スタートアップのベンチャー企業となります。グループ会

社からの分社独立ですので安定しながら、新たなことに

チャレンジするそんな成長が体感できる会社です。

代表取締役 戸嶋　丈晴
渋谷公共職業安定

所

株式会社　サクラハウス 経理補助業務

顧客システムにて売上・入金データ検証確認　在庫管理　水道光熱費管理　売上の入金

と返金の管理　小口現金管理　会計ソフトへの入力　　◆アパート・シェアハウスを運

営。世界１５０か国から商用、留学で訪日する方々を中心に、日本人の方にも広くご利

用いただいております。外国人社員も多く在籍するインターナショナルな環境です。

建物売買業，土地売買業 160-0023
東京都新宿区西新宿７－２－６　　　　　　　　　西新

宿ケイワンビル２階
160-0023

東京都新宿区西新宿７－２

－６　　　　　　　　　西

新宿ケイワンビル２階

エクセル（関数

等）・ワード必須

アクセス出来ればな

お可

試用期間あり ３ヵ月 190,000円～200,000円
外国人専用ゲストハウス＆アパートメントの運

営。

世界１５０か国以上からゲストを迎え続けて創業３０年。

お客さまに寄り添った親切なサービスにこだわり続けま

す。不動産業のグループ社を母体に次の時代へ向けて力強

く発展を続けています。

代表取締役 九十九　華子
新宿公共職業安定

所

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

あり：普通車（ＭＴ）　営業エリア：１都３県
産業廃棄物処理業 173-0005 東京都板橋区仲宿２７－３ 173-0005 東京都板橋区仲宿２７－３ 試用期間あり ３カ月 166,500円～205,000円 産業廃棄物収集運搬処理業

大学・研究所・大手の病院が得意先であり安定した事業を

行っている。ＩＳＯ１４００１の取得等環境問題にも積極

的に取り組んでいる。

代表取締役 高橋　俊夫
池袋公共職業安定

所

株式会社　アバンティー
http://www.avanti-

g.com
内装工事・デザイン会社の一般事務

内装工事の提案書や見積書の作成や電話応対。営業部事業のサポー　ト等　【主な仕事

内容】　・見積書作成　・お客様からの問合せメールや電話の対応　・内装デザインや

イメージの提案書作成　・イラストレーターやベクターの経験のある方は歓迎いたしま

すが、パソコンの入力ができれば未経験でも大丈夫です。

床・内装工事業 170-0005
東京都豊島区南大塚３丁目４１－８　エスポアールビル

３階
170-0005

東京都豊島区南大塚３丁目

４１－８　エスポアールビ

ル３階

基本的なパスコン操

作。ワード・エクセ

ルができる方

試用期間あり ３ヶ月 200,000円～250,000円

オフィス・店舗の設計、施工、オフィス家具の

販売、住宅リノベーションなど幅広いサービス

をお客様に提供しています。

設立から６年目でまだ若い会社ではありますが優良取引先

にも恵まれ、年商約３．５億円を達成しました。年間施工

実績数は５００件以上。一年を通して安定した仕事が入っ

てきています。

代表取締役 牧野　史朗
池袋公共職業安定

所

株式会社　アイゼン
http://www.eyezen.c

o.jp
営業（幹部候補・アイゼン東京）

・警備員の配置業務　・受注先との打ち合わせ、プランニング　　＜幹部候補生＞　※

警備業に関する資格取得の条件あり　　　　　　　【トライアル雇用併用求人】

※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。

警備業 916-0055 福井県鯖江市上鯖江１丁目１０－１２ 125-0041

東京都葛飾区東金町６丁目

６－３　「株式会社　アイ

ゼン東京」

エクセル・ワード 試用期間あり ３カ月 180,000円～250,000円 施設警備、雑踏警備、交通誘導警備、列車見張

「報恩・感謝」の精神と「時代のニーズ」に対応できる組

織作りを目指し、社会に「安心」「安全」を提供する「安

全産業」の一員として日々努力しています。２０～７０代

老若男女が活躍できます。

代表取締役 木水　博
武生公共職業安定

所

ツバメ工業　株式会社 http://www.8441.jp 営業（東京）＊

＊営業（ルート販売）　　・お客様に気に入られる自信のある方　＊関東全域（日帰り

出張のみ）　＊外国人も受入れしています（日本語の話せる方）。　＊働き方改革を見

据えた増員です。　　※一般トライアル雇用併用求人　　新型コロナウイルス感染症対

応トライアル雇用併用求人　　トライアルでの応募を希望される方は、応募要件を満た

すことが　必要ですので、相談窓口にてご確認下さい。　★トライアルで応募の方は面

接選考いたします。

紙製品製造業 769-1615
香川県観音寺市大野原町丸井８１７－７（丸井工業団地

内）
102-0072

東京都千代田区飯田橋３－

６－７　　　　　　　　ミ

ハルビル３０２

試用期間あり ６ヶ月 230,000円～300,000円

封筒製造販売業

ＩＳＯ９００１及びＩＳＯ１４００１認証事業

所

創業１１０周年を迎えた伝統ある安定した会社ですが、現

在は第三創業期として、５Ｓ、ＪＩＴ、ＩＳＯ等導入して

新生ツバメを再構築して、全社一丸となって勝ち組になっ

ています。

代表取締役社長 石川　喜平
観音寺公共職業安

定所

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

＊営業（ルート販売）の補助業務　　・お客様に気に入られる自信のある方　＊関東全

域（日帰り出張のみ）　＊外国人も受入れしています（日本語の話せる方）。　＊働き

方改革を見据えた増員です。　　※一般トライアル雇用併用求人　　新型コロナウイル

ス感染症対応トライアル併用求人　　トライアルでの応募を希望される方は、応募要件

を満たすことが　　必要ですので、相談窓口にてご確認下さい。　★トライアルでの応

募の方は面接選考いたします。

紙製品製造業 769-1615
香川県観音寺市大野原町丸井８１７－７（丸井工業団地

内）
102-0072

東京都千代田区飯田橋３－

６－７　　　　　　　　ミ

ハルビル３０２

試用期間あり ６ヶ月 180,000円～200,000円

封筒製造販売業

ＩＳＯ９００１及びＩＳＯ１４００１認証事業

所

創業１１０周年を迎えた伝統ある安定した会社ですが、現

在は第三創業期として、５Ｓ、ＪＩＴ、ＩＳＯ等導入して

新生ツバメを再構築して、全社一丸となって勝ち組になっ

ています。

代表取締役社長 石川　喜平
観音寺公共職業安

定所

キャスコ　株式会社
http://www.kascogolf

.com
営業スタッフ（東京本社）

＊当社製ゴルフ用品のルートセールス（テリトリー内の　　ゴルフ場・デパート・ゴル

フ用品店・スポーツ用品店　　が取引先になります）　　女性ゴルファーも増加する

中、将来性豊かな業種です。　　・新規開拓も含みます。　　・営業車貸与（燃料・高

速代支給）　　・携帯電話貸与　　※ゴルフに興味がある方、ゴルフ好きの方、歓迎し

ます！！　　　★　★　急　募　★　★

がん具・運動用具製造業 769-2101 香川県さぬき市志度５４１２ 160-0023

東京都新宿区西新６－１８

－１　住友不動産新宿セン

トラルパークタワー２４階

試用期間あり ３ケ月 170,000円～238,300円

ゴルフ用品製造販売業（ゴルフクラブ・ボー

ル・グローブ・バッグ・ウェア・シューズ・そ

の他用品）

「ゴルファーの夢をカタチに」をコンセプ卜に女性にも人

気のゴルフ用品を開発・販売しています。キャスコはゴル

フの楽しさをさらに広げゴルフ業界のリーディングカンパ

ニーを目指します。

代表取締役社長 阿部　二幸
さぬき公共職業安

定所

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

経理／財務／総務全般・会計業務（会計管理・予実管理）　　・労務管理（採用管理、

入退社管理等）　・総務事務業務（契約書管理、各種申請）　※その他、備品管理・電

話・来客対応などをご担当いただきます　　　　　◇トライアル雇用併用求人（Ｒ４．

１／１９）　トライアル雇用併用求人は一般トライアル及びコロナトライアルを含みま

す。

管理，補助的経済活動を

行う事業所（９２その他

の事業サービス業

901-2131 沖縄県浦添市牧港５ー６－３　南海ビル４Ｆ 901-2131

１沖縄県浦添市牧港５ー６

－３南海ビル、２新宿区榎

町３３－１、３新宿区早稲

田鶴巻町５４３－７、４新

宿区山吹町３５３－１、５

東京都文京区春日２－１０

パソコンの基本的な

操作　＊未経験の方

にも丁寧に指導いた

しますので安心して

下さい

試用期間あり ６ヶ月 173,166円～346,331円

国内高シェアのＩＰ電話サービス、クラウドＰ

ＢＸ、クラウドコールセンター（日英版、自社

システム）の開発、提案、提供、サポート、数

万ユーザー

自社システムの開発、提供、サポート。日英語の提供。海

外、地方拠点あり。導入実績は数万件（法人・個人）、海

外向けも販売。システム拠点多数。

代表取締役 磯崎　知浩
那覇公共職業安定

所



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

営業事務、庶務事務全般　　・各種書類作成、管理　・発注業務、備品管理　・電話・

来客対応　　　　　◇トライアル雇用併用求人（Ｒ４．１／１９）　トライアル雇用併

用求人は一般トライアル及びコロナトライアルを含みます。

管理，補助的経済活動を

行う事業所（９２その他

の事業サービス業

901-2131 沖縄県浦添市牧港５ー６－３　南海ビル４Ｆ 901-2131

１沖縄県浦添市牧港５ー６

－３南海ビル、２新宿区榎

町３３－１、３新宿区早稲

田鶴巻町５４３－７、４新

宿区山吹町３５３－１、５

東京都文京区春日２－１０

パソコンの基本的な

操作　＊未経験の方

にも丁寧に指導いた

しますので安心して

下さい

試用期間あり ６ヶ月 173,166円～346,331円

国内高シェアのＩＰ電話サービス、クラウドＰ

ＢＸ、クラウドコールセンター（日英版、自社

システム）の開発、提案、提供、サポート、数

万ユーザー

自社システムの開発、提供、サポート。日英語の提供。海

外、地方拠点あり。導入実績は数万件（法人・個人）、海

外向けも販売。システム拠点多数。

代表取締役 磯崎　知浩
那覇公共職業安定

所

株式会社エフォート http://effort-ic.com 営業／企画

クラウドＰＢＸの営業・マーケティング・販売促進をお願いします。　　・電話、メー

ルによる問い合わせ対応　・顧客への訪問、提案・提案、販売促進のための企画、資料

作成　・サービス向上のための企画　・顧客情報のフィードバック取りまとめ・料金の

回収・デモンストレーション　　◇トライアル雇用併用求人（Ｒ３．１０／２５）　ト

ライアル雇用併用求人は一般トライアル及びコロナトライアルを含みます。

管理，補助的経済活動を

行う事業所（９２その他

の事業サービス業

901-2131 沖縄県浦添市牧港５ー６－３　南海ビル４Ｆ 901-2131

１沖縄県浦添市牧港５ー６

－３南海ビル、２新宿区榎

町３３－１、３新宿区早稲

田鶴巻町５４３－７、４新

宿区山吹町３５３－１、５

東京都文京区春日２－１０

パソコンの基本的な

操作　＊未経験の方

にも丁寧に指導いた

しますので安心して

下さい

試用期間あり ６ヶ月 173,166円～346,331円

国内高シェアのＩＰ電話サービス、クラウドＰ

ＢＸ、クラウドコールセンター（日英版、自社

システム）の開発、提案、提供、サポート、数

万ユーザー

自社システムの開発、提供、サポート。日英語の提供。海

外、地方拠点あり。導入実績は数万件（法人・個人）、海

外向けも販売。システム拠点多数。

代表取締役 磯崎　知浩
那覇公共職業安定

所

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

自社サービスのユーザーサポートをお願いします。　　・ＩＰ電話、コールセンターシ

ステムのサポート　・製品操作説明、製品購入方法、解約方法、支払い方法の案内　・

メンテナンスの告知、顧客対応・設備の移動の案内、調整・各部門との調整、製品開発

へのフィードバック、顧客ニーズの営業フィードバック、顧客の問い合わせに応じ、顧

客満足度の向上のため、一緒に問題解決に取り組んでいただきます。　　◇トライアル

雇用併用求人（Ｒ４．１／１９）　トライアル雇用併用求人は一般トライアル及びコロ

ナトライアルを含みます。

管理，補助的経済活動を

行う事業所（９２その他

の事業サービス業

901-2131 沖縄県浦添市牧港５ー６－３　南海ビル４Ｆ 901-2131

１沖縄県浦添市牧港５ー６

－３南海ビル、２新宿区榎

町３３－１、３新宿区早稲

田鶴巻町５４３－７、４新

宿区山吹町３５３－１、５

東京都文京区春日２－１０

－１５

パソコンの基本的な

操作　＊未経験の方

にも丁寧に指導いた

しますので安心して

下さい

試用期間あり ６ヶ月 173,166円～346,331円

国内高シェアのＩＰ電話サービス、クラウドＰ

ＢＸ、クラウドコールセンター（日英版、自社

システム）の開発、提案、提供、サポート、数

万ユーザー

自社システムの開発、提供、サポート。日英語の提供。海

外、地方拠点あり。導入実績は数万件（法人・個人）、海

外向けも販売。システム拠点多数。

代表取締役 磯崎　知浩
那覇公共職業安定

所

株式会社　ワンズコーポレーション
http://www.wonds.n

e.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１３－０１１１７７

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.c

o.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
その他の化学工業 103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町１６番１号 103-0001

東京都中央区日本橋小伝馬

町１６番１号

ＰＣ（ワード・エク

セル）　エクセル関

数（マクロ）、デー

タベースの知識尚可

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

品の製造

化粧品原料の販売、環境衛生商品の製造販売を行っている

会社です。クライアントは大手企業中心となります。
代表取締役 太田　隆之

飯田橋公共職業安

定所

株式会社　キースター www.keystar-ks.com ＷＥＢ担当（制作・管理）、および営業補佐
当社ホームページの管理・運営、または新規ページの制作　・新商品の掲載や、特集

ページ制作　・メルマガ配信　等

その他の各種商品小売業

（従業者が常時５０人未

満のもの）

110-0005 東京都台東区上野１－３－２　上野パストラルビル２Ｆ 110-0005

東京都台東区上野１－３－

２　上野パストラルビル２

Ｆ

ワード、エクセル、

パワーポイント、イ

ラストレーター、

フォトショプが使え

れば尚可

試用期間あり ３か月間 178,000円～243,000円

販売グッズ、ＯＥＭ商品の企画・製造・販売

雑貨類・応援グッズなどをはじめ様々なオリジ

ナル商品を　扱っています

総合商社という立場で、主に中国で製造し輸入していま

す。　広告代理店様やメーカー様を始め多くのお客様から

高い評価を　いただいております。

代表取締役 林　運明
上野公共職業安定

所

株式会社　コンクリート新聞社
https://www.beton.c

o.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。
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.nanshind

o.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。

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３０２番地 162-0041

東京都新宿区早稲田鶴巻町

５４０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。

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.j

p
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）
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３０２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。

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１

５－６　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１

０－７ヒューリック銀座三

丁目ビル９階

ＰＣ基本操作（Ｗｏ

ｒｄ、Ｅｘｃｅｌ、

メール）

試用期間あり ３ヶ月 200,000円～250,000円
基幹システム等のコンピュータシステムの企

画、開発、保守。

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。

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６０７

Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅ

ｌの基本操作
試用期間あり ３ヶ月 210,000円～400,000円

業務請負事業部・Ｍ＆Ａ事業部・福祉事業部・

飲食事業部　環境清掃事業部
多岐多様な業務に携われるやりがいのある会社です 代表取締役 尾亦　博光

上野公共職業安定

所

株式会社　ジンナイ
http://www.jinnai.co.j

p

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３－２３－１０ 114-0003

東京都北区豊島３－２３－

１０

Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒ

ｄ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

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）。
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３１５

６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.quasoluti

on.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

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

東京都板橋区成増２丁目１

０－３三栄ドメール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】
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１６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）

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

－１４　銀座昭和通りビル

Ｅｘｃｅｌ　Ｗｏｒ

ｄ　ＰｏｗｅｒＰｏ

ｉｎｔ

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　ヴェルテックスプラン
http://www.vertexpla

n.com
測量設計スタッフ（未経験）／小平市

「建設」　・土地のコンサルティング　・測量機を使っての土地の測量　・土地の形

状、現況、構造物を正確に測定　・計画基礎データの作成　・行政官庁への確認、協議

など　・住みやすさとコストを意識した造成計画の提案　※希望や適性に応じて上記い

ずれかの業務を担当していただきます。　※未経験でもかまいません。　　　丁寧に指

導致しますので心配なさらずご応募下さい。

土木建築サービス業 336-0031 埼玉県さいたま市南区鹿手袋４－１６－５ 187-0043
東京都小平市学園東町１－

７－１４
試用期間あり ３ヶ月 190,000円～228,000円 測量、土木設計、行政官庁許認可申請

設立２０年の安定した会社です。若いスタッフが活躍して

おり、業績も順調です。今いる社員の多くが未経験からの

スタートでした。丁寧に指導します。

代表取締役 村本　大輔
浦和公共職業安定

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、Ｅｘｃｅ

ｌ、ＰｏｗｅｒＰｏ

ｉｎｔ　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

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３

１０５２８

「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８－６－２

７　スカイプラザ赤坂３１

３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１３－０

４０５６０

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６－２０－１１　高木ビル３階 105-0004

東京都港区新橋６－２０－

１１　高木ビル３階

簡単なエクセル・

ワードスキル
試用期間あり ３カ月 250,000円～500,000円

高級賃貸マンション専門営業です。お客様は外

資系企業、経営者、政治家、芸能人、モデルの

方まで幅広くいます。仲介手数料が安いためど

こよりも契約がとれます。

完全週休２日・残業なし・年間休日１３５日以上・テレ

ワーク可能・副業可能！反響媒体への物件情報の入力作業

などの煩わしい仕事はすべて外注なので営業のみ特化して

頂けます。

代表取締役 昇　真一郎
品川公共職業安定

所

株式会社プライムチェンジ
http://primechange.c

o.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３－５－２

５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４－８－１６ 175-0045
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）

建築材料卸売業 194-0201 東京都町田市上小山田町２００２－４ 194-0201
東京都町田市上小山田町２

００２－４
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。

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

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。

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。３０～４

０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。

広告業 542-0081
大阪府大阪市中央区南船場２丁目６－２４　ＫＯＣビル

４Ｆ
160-0023

東京都新宿区西新宿７－７

－２８　第二山本ビル２０

２　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 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。

広告業 542-0081
大阪府大阪市中央区南船場２丁目６－２４　ＫＯＣビル

４Ｆ
160-0023

東京都新宿区西新宿７－７

－２８　第二山本ビル２０

２　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１

６－２６　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　トクチョー
https://www.tokucho

.co.jp/
【正社員】リサーチスタッフ

顧客の依頼に基づき、取材等を通して調査レポートを作成していただくお仕事です。

・求人に応募してきた人の履歴書・職務経歴書の申告に詐称がないか弊社独自のリファ

レンスチェックを実施する採用調査や、インターネット・ＳＮＳ等からの情報収集を

行っていただきます。　　・導入研修がありますので探求心が旺盛な方であれば未経験

でも活躍していただくことができます。　・またご自身のキャリア、適性に応じてその

他の調査業務にステップアップしていただくことも可能です。

その他の専門サービス業 103-0011
東京都中央区日本橋大伝馬町１１－８　　　フジスター

ビルディング日本橋９Ｆ
103-0011

東京都中央区日本橋大伝馬

町１１－８　　　フジス

タービルディング日本橋９

Ｆ

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.denkisho

in.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）　Ｏ

ｆｆｉｃｅ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．ｃｏ．

ｊｐ

食料・飲料卸売業 169-0073 東京都新宿区百人町２丁目２４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ＰＯＰ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１－１

６－２３
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。

その他のはん用機械・同

部分品製造業
410-0001 静岡県沼津市足高３９６－５９ 110-0003

東京都台東区根岸５－１３

－１６　根岸ビル２Ｆ　東

京営業所

試用期間あり ３ヶ月 213,000円～290,000円

電動工具（鉄筋カッター、パンチャー等）小型

建設機械（鉄筋ベンダー、コアドリル等）の製

造メーカー。　国内、海外へと販売を手掛けて

います。　　　　　　　　　　　＊

グローバルにビジネスを展開。　電動工具を設計、製造、

販売し、国内のみならず、世界数十ヶ国へ輸出も行ってい

る会社です。当社の製品は世界中でも高い評価をいただ

き、ご利用されています。

代表取締役 八谷　剛
沼津公共職業安定

所

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。

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.j

p

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

－１２　紀尾井町ビル１６

階

Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒ

ｄ、Ｐｏｗｅｒｐｏ

ｉｎｔ　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.co

m
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　・Ｗｏｒｄ、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

相良工事　株式会社
空調設備、水廻り設備の取付・メンテナンス

業務

法人・官公庁向けの空調設備や水廻り設備の工事・メンテナンスのお仕事です。　・企

業の工場や店舗の設備がメイン（一般家庭はほとんどなし）　・エアコンの取付工事、

修理、メンテナンス　・トイレや洗面台などの取付工事、修理、メンテナンス　　＊都

内の現場が中心。一度出社し、社用車で現場に向かいます。　＊未経験者歓迎です。先

輩社員と現場に同行し、ＯＪＴで丁寧に指　導します。　＊国家資格（冷凍空気調和機

器施工管理技士など）の取得費用もす　べて会社負担でサポートしますので、未経験者

でも生活に欠かせない分野の専門的な技術と知識を習得できます。

管工事業（さく井工事業

を除く）
160-0022 東京都新宿区新宿５丁目９－７ 160-0022

東京都新宿区新宿５丁目９

－７
試用期間あり ３か月 220,000円～380,000円

管工事業、主に冷暖房設備、機器販売、アフ

ターサービス等の業務

創業５０年を超え、技術カ・営業収益も高水準を保ってい

ます。世界トップシェアの「ダイキンエ業」株式会社の特

工店及びサービス認定店です。

代表取締役 相良　公美
新宿公共職業安定

所

昭和物産　株式会社
https://showa-

bs.com
営業事務

製菓製パン店舗様向けに、業務用の食材を販売する会社です。セールスが外出すること

が多いため、事務所にて得意先の電話対応、資料作成、メール対応、簡単な資料作成な

どを中心にしてもらうことを想定しています。　これまでは営業が全て自分で処理して

いたのですが、今回新しくセールスアシスタントのような形で、外出する営業に変わっ

て、事務所内作業をしていただく社員を置くことにしました。　イラストレーターを使

用してパンフレットの作成などのスキルが有れば、その仕事も手伝ってもらえたら有難

いです。　　【主な仕事内容】電話対応、メール対応、簡単な資料作成など

食料・飲料卸売業 116-0001
東京都荒川区町屋１丁目３８番１６号　菱興町屋ビル３

階
116-0001

東京都荒川区町屋１丁目３

８番１６号　菱興町屋ビル

３階

ＰＣ基本操作（エク

セル・ワード・パ

ワーポイント）　イ

ラストレーター出来

る方　尚可

試用期間あり ３か月 200,000円～250,000円

首都圏を中心とした地域で製菓・製パン・外食

産業向けに食材を販売している会社です。２０

１８年８月に株式会社トーホー（東証一部）に

グループ入りし、より組織拡大を図って参りま

す。

６００社に及ぶお取引先様と６０年来培ってきた強い信頼

関係、きめこまやかなサポート力と小回りの利く営業と物

流に加わえ、トーホーの商品調達力、情報発信力を武器に

業界発展に貢献致します。

代表取締役 中神　文明
足立公共職業安定

所

みすみ設計　株式会社
http://misumisekkei.

com/
測量スタッフ 役所での資料調査、現地測量、作図、境界確定。　　※現場は多摩地区が中心です。 土木建築サービス業 189-0023

東京都東村山市美住町１丁目６－３８　ミスミハウス２

階
189-0023

東京都東村山市美住町１丁

目６－３８　ミスミハウス

２階

試用期間あり ３カ月 210,000円～350,000円
宅地開発等の許可申請に伴う測量・土木設計業

務全般を行っています。

設立７年、皆が「気持ち良く働ける会社」を目指していま

す。お客様からの仕事依頼も増えてきており、そんな会社

を一緒に盛り上げてくれる方を求めています。

代表取締役 川満　博文
立川公共職業安定

所

株式会社　ＢａｒｔｈｏｌｏＪａｐａ

ｎ

http://www.barthloja

pan.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

－１６　渋谷第一ビル２Ｆ
試用期間あり ３ヶ月 180,000円～350,000円

ソフトウエア開発を中心に通信ソフト、ＷＥＢ

アプリケーション、インフラ構築、ネットワー

ク構築等の様々なＩＴ分野において、お客席の

ニーズに応えたソリューションを提供していま

す。

風通しが良く、公明正大で雰囲気もお勧めです。技術を

持った方も大歓迎ですが技術もよりも人間力を重視してい

ます。

代表取締役 杉山　良徳
町田公共職業安定

所

株式会社ヴィットリア
http://www.vittoria-

vt.com/
携帯電話、接客・販売スタッフ

携帯電話・スマートフォンをはじめとしたモバイル端末や各種サービスなどのご案内・

販売業務を中心にお任せします。　　未経験の方でも取り組みやすいように、充実した

研修とメンター制度を導入しています。入社後１カ月間は、メンターの先輩社員とシフ

トを一致させながらサポートします。　　販売業なので実績のことは意識しますが、お

客様に対し責任を持って親切親身に接客することが大切だと考えています。　　当社

は、あなたの経験や経歴より「これから」に期待する会社です。

他に分類されないサービ

ス業
216-0024 神奈川県川崎市宮前区南平台２０番３７号１０４ 220-0000

神奈川県横浜市西区、東京

都国分寺市　他　当社請負

先：携帯キャリア販売店

試用期間あり ３ヶ月 180,000円～230,000円
営業アウトソーシング　インターネットメディ

ア事業　不動産賃貸業

働き方自由、自由な雇用形態で働けます。　従業員のアイ

デアを取り入れ、様々な事業展開をしていく会社。　独立

を目指す従業員への教育支援などもしております。

代表取締役 佐藤恒
川崎北公共職業安

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１

０－７　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
不動産管理業 144-0051

東京都大田区西蒲田７丁目１２－２　グランイーグル西

蒲田第二ビル３Ｆ
144-0051

東京都大田区西蒲田７丁目

１２－２　グランイーグル

西蒲田第二ビル３Ｆ

Ｅｘｃｅｌ 試用期間あり ６ヶ月 205,000円～210,000円

マンションビル管理業、清掃業、宅地建物取引

業、警備業、　建設業、損害保険代理店業、駐

車場の管理運営

グランイーグルマンションを中心に、管理業務を行ってお

ります。地域密着をモットーに、マンションを買って良

かった、住んでみて良かったの、言葉をいただくために頑

張っている職場です。

代表取締役 富井　泰生
大森公共職業安定

所

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３

１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

株式会社　三伸 www.sansin-f.com 賃貸不動産　事務　営業　管理

具体的な仕事内容　　・来店客対応　・入居者対応（募集・入金管理・ご相談対応）

・退去者対応（退去手続き・リフォーム手配）　・契約事務（入居申込審査・契約書作

成）　・オーナー様への月次報告書類の作成・送付）　・建物管理業務のサポート　・

賃貸物件の調査・募集・ネット掲載

不動産賃貸業（貸家業，

貸間業を除く）
170-0002 東京都豊島区巣鴨１丁目１７番４号 170-0002

東京都豊島区巣鴨１丁目１

７番４号
試用期間あり ３ヶ月 193,600円～211,200円 不動産賃貸・売買の仲介　不動産管理

巣鴨地域の老舗不動産屋です。地元の方に支えられて巣鴨

で約４５年営業してきました。不動産業界が初めての方、

大歓迎です。一から教えますので安心して下さい。

代表取締役 安田　裕次郎　安田　陽一
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５０－１

ワード・エクセル初

級程度（文字・数字

入力程度）

試用期間あり ６ヵ月 175,000円～240,000円
ドラム缶の再生加工・売買・リース、その他こ

れに付帯する一切の業務。

創業以来８０余年、ドラム缶再生の独自技術を開発により

業績は堅調に推移。取引先は化学、塗料業界の大手企業で

今後とも経営の安定と発展が期待できる。

代表取締役 今井　久代
墨田公共職業安定

所

トコスエンタプライズ　株式会社
http://www.tocos.co.j

p
ＩＴ事務（法人向けヘルプデスク）

取引先のパソコンサポート業務となります。　・クライアントＰＣの初期設定業務　・

「ＰＣが起動しない」「メールが受信できない」等の　　　問い合わせに対しての電話

やリモート操作、訪問による対応　・ユーザー向け操作マニュアルの作成　を中心に業

務を徐々に覚えていって頂きます。　　※経験が浅い方でも、先輩社員がサポート致し

ます。

他に分類されない事業

サービス業
130-0024 東京都墨田区菊川３－１７－２　アドン菊川９階 130-0024

東京都墨田区菊川３丁目１

７－２　アドン菊川９階

Ｗｉｎｄｏｗｓの基

本操作及び基礎知識

エクセルやワードな

どオフィスソフトの

基本操作及び基礎知

識　ネットワークの

試用期間あり ３か月 210,000円～300,000円

・アウトソーシング・人材紹介（１３－ユー３

０００６０）・ビルメンテナンス・ＩＣＴソ

リューション・動産評価、買取、処分

三幸株式会社のグループ会社です。オフィスマネージメン

ト、人材サービス、動産の買取販売。様々なサービスを提

供します。

代表取締社長 岡部　正俊
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！

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！

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

東京都豊島区西池袋１－１

－２５　東武百貨店池袋店

Ｂ２

試用期間あり ３ヶ月 192,000円～255,000円

・チーズ本来の味を求め、世界から選び抜いた

チーズを中心とした販売業務及びチーズ関連食

材の卸業務を含む（ホテル、機内食、ネット販

売等での販売を含む。）・チーズの品質と状態

管理。

世界のナチュラルチーズを直輸入し百貨店・駅ビル等で販

売。国内２２店舗に加え、フランスのパリにチーズショッ

プを展開。チーズのプロを唯一育てられる会社。チーズ王

国の独立支援制度有。

代表取締役 久田　謙
立川公共職業安定

所

株式会社　久田　（チーズ王国）
https://www.cheese-

oukoku.co.jp
チーズ販売員／（西武池袋店）豊島区南池袋

チーズのプロになろう！日本ではチーズのプロが足りませんチーズの真のプロになり、

これから伸びるチーズのビジネスチャンスをつかみませんか？　社内資格制度を取得後

○セミナーコース：３～５年当社で就業していただき、チーズの知識を身に付けると、

講師としてチーズセミナーを開くことができます。　○独立コース：５～８年当社で就

業していただき、当社のバックアップのもと、全国の一流デパート、駅ビルに自分のお

店を持つことが出来ます。　※当社で働くことによってチーズのプロになれますチーズ

プロフェッショナル技術を身につけ将来の安定を！

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１－２

８－１　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！

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/in

dex.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Ａ

Ｔ）を使用していただきます。

プラスチック板・棒・

管・継手・異形押出製品

製造業

190-0013 東京都立川市富士見町７－３１－１９ 190-0013
東京都立川市富士見町７－

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

製造業　合成樹脂材を精密機械加工し医用、映

像、通信機器他各種部品及び溶液を真空成型し

た各種試作品、製品の多種少量製造

・より多くの情報を経験をいかし素材の特色を発揮するよ

う客先の身になって誠意努力する。・精密化のため必須の

向上、信頼性を高める技術の向上と設備の改善には不断の

努力をしている。

代表取締役 長泉　寛太
立川公共職業安定

所

株式会社　トータルマネージメント

パートナー

http://www.tmpartne

r.co.jp

ＩＣＴソリューションシステムに関する技術

営業

法人向けＩＣＴソリューションシステムの提案・企画・デモンストレーション（音響系

システム、ネットワークシステム、サーマルカメラ等）　＊提案書・企画書の作成　＊

技術営業サポート　＊各装置のシステム設定変更対応　＊デモンストレーション時の機

器設置及び動作チェック　＊技術的質問に対する対応

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
150-0002

東京都渋谷区渋谷３－２９

－２０　株式会社　協和エ

クシオ

Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒ

ｄ、ＰｏｗｅｒＰｏ

ｉｎｔが使えること

試用期間あり ３ヶ月 209,632円～335,440円

電気通信工事及び電気通信に関するコンサル

ティング　電気通信事業に関わるシステム開発

及び保守の受託　労働者派遣事業（派１２－３

００７８３）

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「ＩＣＡＲ

ＯＳ－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 物件管理

主に弊社で管理している投資用不動産のアセットマネジメント業務をワンストップで

担って頂きます。　　賃貸管理・入金管理・建物管理等、多岐に渡る業務を通じて、投

資用不動産の価値を最大限に高めます。　　※営業エリアは、関東１都３県を主に全国

展開です。　※事業拡大に伴う人員募集

不動産代理業・仲介業 104-0032 東京都中央区八丁堀２丁目２２番８号　内外ビル６階 104-0032
東京都中央区八丁堀２丁目

２２番８号　内外ビル６階

ＰＣ操作（ワード、

エクセル）
試用期間あり ３ヶ月 200,000円～300,000円

主にルート営業での情報収集活動を通じて、全

国に点在する数億円規模の優良投資用不動産の

物件情報を取得し、物件査定・調査・取得交

渉・契約業務等の一連の業務を担って頂きま

す。

全国各地の投資用不動産を取り扱っている為、非常に幅広

いネットワークを持ち、一騎当千の若く優秀な社員達によ

り風通しの良いスピーディーな業務遂行が実現されてい

る、やりがいがある会社です

代表取締役 渡辺　泰頼
飯田橋公共職業安

定所

株式会社　エルドランド 営業（投資用不動産）

＊取引先へのルート営業で情報収集業務が主体になります。　　全国に点在する優良投

資不動産の物件情報を取得し、物件　　の査定・調査・取得交渉・契約業務です。　＊

全国の中古マンション・アパート・戸建住宅、土地（ア　　パート・戸建用地）の仕入

＊収益不動産の仕入　　※営業エリアは、関東１都３県を主に全国展開です。　※不動

産業界また営業未経験者の方も歓迎です。　※事業拡大に伴う人員募集

不動産代理業・仲介業 104-0032 東京都中央区八丁堀２丁目２２番８号　内外ビル６階 104-0032
東京都中央区八丁堀２丁目

２２番８号　内外ビル６階

ＰＣ操作（ワード、

エクセル）
試用期間あり ３ヶ月 200,000円～300,000円

主にルート営業での情報収集活動を通じて、全

国に点在する数億円規模の優良投資用不動産の

物件情報を取得し、物件査定・調査・取得交

渉・契約業務等の一連の業務を担って頂きま

す。

全国各地の投資用不動産を取り扱っている為、非常に幅広

いネットワークを持ち、一騎当千の若く優秀な社員達によ

り風通しの良いスピーディーな業務遂行が実現されてい

る、やりがいがある会社です

代表取締役 渡辺　泰頼
飯田橋公共職業安

定所

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５－２

２－２　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！

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！

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Ｂ

１　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！

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！

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！

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

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、Ｗｏｒ

ｄ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

株式会社　テーオーリネンサプライ
http://www.tolinen.c

om/
経理事務

・請求書作成業務　・経費精算（小口出納）に関する業務　・月次、決算仕訳業務　・

勤怠、給与計算、労務管理、社会保険手続きなど　　　会計ソフト（ソリマチ会計王）

給与ソフト（ＰＣＡ）勤怠ソフト（アマノ）

洗濯業 102-8578
東京都千代田区紀尾井町　４―１　ホテルニューオータ

ニ内
102-8578

東京都千代田区紀尾井町

４―１　ホテルニューオー

タニ内

・ＷＯＲＤ・ＥＸＣ

ＥＬ基本操作：必須

・会計・給与・勤怠

ソフト：あれば尚可

試用期間あり ３ヶ月 114,000円～150,000円

ホテル　ニューオータニ内リネンサプライ、ク

リーニング業、その他ホテル企業等のクリーニ

ングリネンサプライ業。

ホテル　ニューオータニグループ会社。　ＴＯＣ（一部上

場）が親会社
代表取締役社長 柳沢　和彦

飯田橋公共職業安

定所

株式会社　タスクオプチカル
http://www.task-

web.com
補聴器の店頭販売（竹の塚店）

＊当社補聴器専門店の小売販売業務です。　　＊聴力検査やお客様からヒアリング等を

行い、　　お客様に最適な補聴器のご提案をします。　　＊商品知識・販売の仕方等の

研修、　　資格取得支援制度を完備しています。　　＊未経験の方も歓迎です。

その他の機械器具卸売業 110-0016 東京都台東区台東四丁目２６－９ 121-0813
東京都足立区竹の塚１－２

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

眼鏡フレーム、サングラス、シニアグラス、補

聴器の卸売商社として東京を中心に全国４つの

営業所で展開しています。　また補聴器専門の

小売店を都内に６店舗出店しています。

「企業は社員のものである」をモットーにタスクグループ

は４５周年を迎えました。取り扱い商品は幅広い年代層に

愛され、創業以来の安定的な成長路線を継続してく見込み

です。

代表取締役 五十畑　武
上野公共職業安定

所

タキテック株式会社
http://www.takitek.c

o.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１２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）

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.c

o.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５－２６－５　　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（Ｅ

ｘｃｅｌ、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

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

－１１
試用期間あり ３ヶ月 200,000円～300,000円

電気通信工事全般・電気工事全般（一般用電気

工作物・自家用電気工作物）

当社は小企業でありますが大手ー部上場の企業と取引をし

ています。施工技術を初心者にもわかりやすく指導し技能

検定及技能講習を自社にて援助し作業の活性化を計る作業

従事者を育成してます。

代表取締役 齊藤　始
府中公共職業安定

所

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。

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２－１

５－１９　「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

尚禾　株式会社
http://www.shokagro

up.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）

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３

１－１３　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１３－３０５６４３・人材

紹介業：１３－ユ－３０６６８９・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

医療法人社団　至高会　たかせクリ

ニック

http://www.takase-

cl.org
診療助手（准看護師）

●訪問診療時、医師に同行し、診療のサポートを行います。　　患者様の情報管理・診

察に関わる物品の管理　　◆クリニックご利用の皆様とその関係方々への対応や、

当院スタッフとの協力など電話対応を含めて接客マナーを備え　　業務の理解力とコ

ミュニケーションスキルを必要とします。　　※ＰＣ入力（エクセル・ワード・レセプ

トコンピュータ等）　　※自動車運転免許をお持ちの方は用務で運転して頂く場合あ

り。

一般診療所 146-0093 東京都大田区矢口１－５－１ＫＩＰビル５Ｆ 146-0093
東京都大田区矢口１－５－

１ＫＩＰビル５階

ＰＣ入力（エクセ

ル・ワード・レセプ

トコンピュータ等）

試用期間あり ３ヶ月 250,000円～350,000円 在宅療養支援診療所

当クリニックは、ご高齢で在宅や施設での診察が必要な方

を対象に患者様の元へ定期的に訪問して診察を行う在宅支

援診療所（訪問診療）です。「医療コンシェルジュ」を目

標としています。

理事長 高瀬　義昌
大森公共職業安定

所

株式会社ライフプラザＮＥＯ
http://www.lifeplazan

eo.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！

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

－１１　渋谷協和ビル９階

ＰＣスキル：ワード

（文章作成）

エクセル（データ入

力、表計算など）

試用期間あり ６ヶ月 216,000円～260,000円

・生命保険募集（取扱保険会社数　２５社）

・損害保険代理業（取扱保険会社数　１２社）

・お客様来店型の保険販売募集乗合代理店

私達はお客様第一主義を最も大切なテーマと捉えておりま

す。　自らを高め人間として成長できる企業を目指しま

す。　●平均年齢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.lifeplazan

eo.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！

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。

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　１

３階
160-0023

東京都新宿区西新宿６－１

２－１　パークウエスト

１３階

Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅ

ｌ、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/
顧客管理

社内の営業部にて半導体製造装置の固定顧客管理をして頂きます。　【主な業務】　・

既存顧客への定期連絡（電話、メール）→お客様の近況の確認等。電話の際の基本会話

についてはマニュアルがあります。　・顧客リストの更新、管理作業（ＡＣＣＥＳＳを

使用）　　※未経験でも丁寧に指導しますので安心してご応募下さい。　※業務に慣れ

次第、在宅勤務での就労も可能です。

産業機械器具卸売業 160-0023
東京都新宿区西新宿６－１２－１　パークウエスト　１

３階
160-0023

東京都新宿区西新宿６－１

２－１　パークウエスト

１３階

Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅ

ｌ、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　ユナイトボード
http://www.uniteboa

rd.com

間仕切の提案、間取りの企画及び営業販売／

トライアル併用

自社オリジナルの間仕切・建具及び空間家具の提案、　間取りのプランニング、及び営

業、販売。　　お客様の要望に合った製品のレイアウト設計や、仕様・色の提案などを

含め、総合的な空間プロデュースを行います。　お問い合わせがあったお客様への提案

が中心のお仕事です。　　　お客様に新しい住空間や職場空間をご提案させていただく

ことで、お客様の未来が拓けていくことに貢献できます。

建具製造業 132-0021 東京都江戸川区中央２丁目２３－１６ 132-0021
東京都江戸川区中央２丁目

２３－１６

エクセル、ワード、

パワーポイント

（ＣＡＤ、イラスト

レーターあれば尚

可）

試用期間あり ３カ月 220,000円～350,000円

紙構造板紙の設計、及び製造。間仕切・建具及

び空間家具の企画設計・製作、及び据付け。間

仕切・建具及び空間家具の提案、間取りのプラ

ンニング、及び販売。上記関連部品、部材の販

売

世界で初めてダンボール式建材を実用化して５０年、可動

性間仕切りを組合わせた内装空間を提案し、「居心地をし

つらえる」をミッションに、人が安心して居られる場所づ

くりを目指しています。

代表取締役 坂本　恒太
木場公共職業安定

所

株式会社　開店市場
http://www.kaitenich

iba.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２８－１１ 132-0031
東京都江戸川区松島１丁目

２８－１１

エクセルシートへの

入力とメール送受信

の出来る方。

試用期間あり ３ケ月 180,000円～200,000円

２０００年創業の中古動産総合商社です。事業

拠点は札幌から福岡までの１４ケ所で全国をカ

バー、リース満了物件や遊休資産を買い取りま

す。あらゆる動産を取り扱う点が最大の強みで

す。

「元気・笑顔」を大切にしています。社員一同、開店市場

に関わるすべての方々の満足のために、より一層の努力と

改善を続けております、だから開店市場の周りには、いつ

も笑顔があふれてます。

代表取締役社長 酒井　智浩
木場公共職業安定

所

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

【具体的な仕事内容】　賃貸マンションの居住者様が退去する際の立ち会い、部屋・設

備の点検・原状回復工事の見積作成などをお任せします。　【仕事の流れ】　・退去立

会　・クロスの傷や設備の不具合など、決められた項目を　点検・居住者様やオーナー

様が負担する原状回復工事の見積作成・工事業者やメーカーに発注・工事完了後、部屋

が原状回復されて　いるかを点検　　以上を社内の工事担当や事務担当とチームを組ん

で行って頂きま　す。　※大手マンション管理会社による研修制度が用意されているの

建築リフォーム工事業 192-0914 東京都八王子市片倉町４４０－８　川幡マンション１Ｆ 192-0914

東京都八王子市片倉町４４

０－８　川幡マンション１

Ｆ

Ｅｘｃｅｌの基本的

な知識があれば結構

です

試用期間あり ３ヵ月 230,000円～400,000円
・賃貸マンションの原状回復工事　・分譲マン

ションのリフォーム・リノベーション工事

創業２０年を迎え、更なる業務拡大につき人員募集しま

す。
代表取締役 鈴木　達也

八王子公共職業安

定所

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

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.doctorqu

be.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。

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。

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３０

１３０８　派－２７－３０２０４７。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//kimurajitsugy

o.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

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２１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 150,000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７－２２－１７　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　ＤＥＬＩもっと
http://www.delimotto

.jp

販売及び製造員（惣菜の製造販売＆雑貨の受

付（レジ含む））

・レジ周り　・弁当、惣菜の製造　・簡単な惣菜の盛り付け　・商品の陳列　・売り場

の清掃　　　　　　　【トライアル雇用併用求人】
食料・飲料卸売業 144-0052 東京都大田区蒲田３丁目２３番７号　松本ビル５Ｆ 144-0051

東京都大田区西蒲田８ー２

４ー７　　ラクラス蒲田１

階

試用期間あり 期間３ヶ月 210,000円～210,000円

Ｄｅｌｉｃａｔｅｓｓｅｎの商品開発及び製

造・販売　食品の輸出及び輸入、酒類の輸出及

び製造

個人個人の自主性を大切にし、チャレンジに対してサポー

トする　会社です。食を通して日本国内だけでなく世界に

発進し、　グローバルな展開を行っております。

代表取締役社長 橋口　亮
大森公共職業安定

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

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１１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

１１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（ＪＡＳＤＡＱ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。

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・Ｗｏｒ

ｄ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

ニチニチ製薬株式会社　東京営業本部
http://www.nichinich

i-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、ＮＢ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

－１０　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

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Ｏｆｆ

ｉｃｅ（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。

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（ＲＰＡ）／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。

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／

ＥＸＣＥＬ）

試用期間あり ６か月 187,140円～243,037円

ＩＴサービス事業全般。　ヘルプデスク・シス

テム運用管理・システム開発・デモンストレー

ション・コールセンター運用。

未経験をＩＴのスペシャリストに育てることが得意な会社

です。　今後も継続して社員を増やしていきます。
代表取締役社長 山下　光男

墨田公共職業安定

所

株式会社　経営開発協会　シミュレー

ション研究所

http://simulation-

pps.com
教育・研修運営スタッフ、営業企画

営業企画及び営業事務全般。研修備品準備・発送業務。研修講師及び顧客との打合せ、

研修日程調整、顧客へのプレゼン等、将来的には提案営業及び教育コンサルテーション

業務。その他、研修アシスタント、研修サポート業務全般、企業のリサーチ、事業分

析、研修資料作成等の業務あり。将来的には研修モデル（ゲーム）のクリエイター・研

修講師への道も。

その他の専門サービス業 102-0075
東京都千代田区三番町２４－２５　三番町ＴＹプラザ２

階
102-0075

東京都千代田区三番町２４

－２５　三番町ＴＹプラザ

２階

基本的なＰＣスキル

（Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃ

ｅｌ、Ｚｏｏｍ、Ｔ

ｅａｍｓ、Ｐｏｗｅ

ｒｐｏｉｎｔ）

試用期間なし 250,000円～350,000円 企業研修及び経営コンサルティング

創立約４０年の実績を持ち、３５０社を超える有名企業か

ら信頼を得ている。個人の資質を活かす少数精鋭企業。与

えられる職務権限は大きく、成果に応じて給与とポジショ

ンは飛躍的に上がる。

代表取締役 横山　弘実
飯田橋公共職業安

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

１００１
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。
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。
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。
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３８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.kaitenich

iba.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２８－１１ 132-0031

東京都江戸川区松島１丁目

２８－１１

エクセルシートへの

入力とメールの送受

信が出来る方

試用期間あり ３ケ月 180,000円～200,000円

２０００年創業の中古動産総合商社です。事業

拠点は札幌から福岡までの１４ケ所で全国をカ

バー、リース満了物件や遊休資産を買い取りま

す。あらゆる動産を取り扱う点が最大の強みで

す。

「元気・笑顔」を大切にしています。社員一同、開店市場

に関わるすべての方々の満足のために、より一層の努力と

改善を続けております、だから開店市場の周りには、いつ

も笑顔があふれてます。

代表取締役社長 酒井　智浩
木場公共職業安定

所

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

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１３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

医療法人社団　至高会　たかせクリ

ニック

http://www.takase-

cl.org
診療助手（救急救命士）

■訪問診療時、医師に同行し、診療のサポートを行います。　　患者様の情報管理・診

察に関わる物品の管理　　◆クリニックご利用の皆様とその関係方々への対応や、

当院スタッフとの協力など電話対応を含めて接客マナーを備え　　業務の理解力とコ

ミュニケーションスキルを必要とします。　　※ＰＣ入力（エクセル・ワード・レセプ

トコンピュータ等）　　※自動車運転免許をお持ちの方は用務で運転して頂く場合あ

り。

一般診療所 146-0093 東京都大田区矢口１－５－１ＫＩＰビル５Ｆ 146-0093
東京都大田区矢口１－５－

１ＫＩＰビル５Ｆ

ＰＣ入力（エクセ

ル・ワード・レセプ

トコンピュータ等）

試用期間あり ３ヶ月 250,000円～370,000円 在宅療養支援診療所

当クリニックは、ご高齢で在宅や施設での診察が必要な方

を対象に患者様の元へ定期的に訪問して診察を行う在宅支

援診療所（訪問診療）です。「医療コンシェルジュ」を目

標としています。

理事長 高瀬　義昌
大森公共職業安定

所

株式会社　ティアンドケイ　若州ゴル

フリンクス

https://wakasu.golftk

.com/
ゴルフ場　フロント　【指定管理】 ・ゴルフ場　受付及び精算業務　　・予約管理　等 スポーツ施設提供業 136-0083 東京都江東区若洲３丁目１－２ 136-0083

東京都江東区若洲３丁目１

－２
入力程度 試用期間あり ６ヶ月 185,500円～185,500円 ゴルフ場　管理運営

若洲ゴルフリンクスは、東京都２３区内に位置する三方を

海に囲まれた景観優美な広大なゴルフ場です。ゴルフ場の

顔として、優雅にカッコ良く御客様をお迎えし、非日常を

おもてなしする仕事です。

副支配人 大路　直人
木場公共職業安定

所

株式会社　メモリアルアートの大野屋
http://www.ohnoya.c

o.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。

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９

Ｆ
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！

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

Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅ

ｌ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

信和興業　株式会社
http://www.shinwa-

kk.jp/

電気設備改修工事の営業職（弱電設備改修工

事専門）

主にインターホン設備の改修工事について、お問い合わせ対応から現場調査、見積り作

成、提案、説明会の実施までを見ていただきます。　また、上記と同じ流れになります

が、管理会社を客先とするルート営業もございます。　　経験豊富な先輩が丁寧に指導

していきます。　　最初は手もとに入るなど、少しずつスキルアップしていきますしょ

う。ヤリガイは、お客様が直接ユーザーとなることが多く、ご満足の声をダイレクトに

いただくことができる点です。

その他の設備工事業 160-0023 東京都新宿区西新宿７－５－２０　新宿旭ビルＡ館６Ｆ 160-0023

東京都新宿区西新宿７－５

－２０　新宿旭ビルＡ館６

Ｆ

試用期間あり ３ヶ月 260,000円～480,000円

インターホン、テレビ、電話、ＬＡＮ、防災、

セキュリティ設備などの電気設備（主に弱電）

の設計及び施工、施工管理

創業４８年、業界の中でも老舗安定企業でありながら、新

しい事業に挑戦してゆく活気のある会社です。ＵＳＥＮ導

入で社内マッサージ機や福利厚生施設も充実。研修も整備

され働きやすい職場です。

代表取締役社長 大渕　能愛
新宿公共職業安定

所

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）
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

－１５

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Ｅｘｃｅ

ｌ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.maruwag

iken.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≫

金属加工機械製造業 822-0003 福岡県直方市大字上頓野４９６５－１ 143-0023

東京都大田区山王２－１－

８　山王アーバンライフ５

０９　　「（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ＳＤＧｓ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。

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。

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

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２

８－２３　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

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

Ｔｏｗｅｒ２４階
141-6024

東京都品川区大崎二丁目１

番１号ＴｈｉｎｋＰａｒｋ

Ｔｏｗｅｒ２４階

ワード、エクセル、

パワーポイントは一

通り使用出来ること

が望ましい。

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

の再生加工を事業としています。

半導体デバイスの基板となるシリコンウエハの再生加工を

行うことで、あらゆる電子機器の製造プロセスを支えてお

ります。

代表取締役社長 渡邊省吾
品川公共職業安定

所

株式会社　トーバン
http://www.tohban.c

om
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。 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

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）

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・Ｖ

ＬＯＯＫＵＰ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、ＨＰ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）

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.kowacor

poration.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。

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

株式会社　銀座　プラネットサービス
www.ginzaplanet.co.j

p
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.nagashi

ma21.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４－１

２－１１　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

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.c

o.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

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。

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

登喜和冷凍食品株式会社
http://www.tsuruhab

utae.co.jp
営業職（東京営業所）

＊営業部にて、高野豆腐及び豆腐関連素材の営業販売活動を担当し　て頂きます。　・

東京営業所は関東近郊から東日本全域を担当しております。　　（甲信越、静岡より以

東）　【主な業務】　　・顧客対応（食品問屋、小売店、食品メーカー等）　　・弊社

のお客様への対応、新規顧客開拓、事務作業等　　＊パソコン操作：必須（Ｗｏｒｄ，

Ｅｘｃｅｌ等）

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、Ｗｏｒｄ、Ｅｘ

ｃｅｌ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　ＧＯＬＦ 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　ＧＯ

ＬＦ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。

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

８Ｆ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　Ｂ

ＵＺＺ　ＧＯＬＦ　東京支

社」

簡単なＥｘｃｅｌ・

Ｗｏｒｄ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１

６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・ＳＮＳ・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。

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

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１

２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

ナカイレインターナショナル　株式会

社

http://www.nakaire.c

o.jp/allegretto
小売店販売員／渋谷区／トライアル併用

※ヴィンテージからセレクトグッズまで、ブランドバック・洋服・小物、ジュエリーな

ど、素敵でお買い得、魅力的な商品をご紹介しているお店です。　　※販売が未経験で

もオシャレ好きな方であれば楽しんで仕事ができます。実際にはほとんどのスタッフが

未経験です。　　※銀座・表参道という立地上、芸能人の方のご来店も多く、お客様と

の出会いを通し、自然とセンスもスキルも磨けます。　　※商品（ブランド）の入荷・

検品作業も丁寧に指導します。

その他の織物・衣服・身

の回り品小売業
104-0061 東京都中央区銀座２－１１－１１ 150-0001

東京都渋谷区神宮前４－９

－５　アレグレット表参道

店（当社店舗）

試用期間あり ３ヵ月 160,000円～300,000円

１．ニュープラスユーズドのブランド服・Ｂａ

ｇ他　　　トータルファッションの販売　２．

オリジナル宝石販売・製作・輸入

ヨーロッパをイメージした店内に新品・ヴィンテージを

ミックスしたセレクトショップ及びスタイルの異なるハイ

ジュエリー店の経営

代表取締役社長 中入　誠
飯田橋公共職業安

定所

医療法人社団鶴亀会　新宿つるかめク

リニック

http://www.tsuruka

mekai.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

一般診療所 151-0053
東京都渋谷区代々木　２－１１－１５　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６－１

４－２８　アクウェルモー

ル３階

Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ

Ｏｆｆｉｃｅ　（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

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。

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５－４

２－８－２Ｆ

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

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

目１３－３

基本的なパソコン操

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

高級木製家具のトップメーカーとして、主要百貨店・専門

店への卸。製品は、すべて自社工場に於いて一貫生産し、

多品種、高生産量を誇る。

取締役社長 小島　勝利
木場公共職業安定

所

小島工芸　株式会社 営業事務／トライアル併用

＊受注業務（端末入力、伝票発行など）　＊電話対応　＊納品時に必要な伝票類の準備

＊在庫等の問い合わせ対応　＊営業サポート業務　＊ショールーム製品のレイアウト変

更　＊ショールームにお越しのお客様の対応　＊その他、事務作業全般　＊ｅコマース

の運営

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

目１３－３

基本的なパソコン操

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

高級木製家具のトップメーカーとして、主要百貨店・専門

店への卸。製品は、すべて自社工場に於いて一貫生産し、

多品種、高生産量を誇る。

取締役社長 小島　勝利
木場公共職業安定

所

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。
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。
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.c

om

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。

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

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１００

８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　ｉ

ｎｎｖａｔｉｏｎ～　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

合同会社　ブルージョンカンパニー
https://www.bluejoh

n.blue
営業職 ＊電話営業：訪問営業

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・Ｅ

ｘｃｅｌ）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

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１９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１９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。
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。

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

１０８号
121-0012

東京都足立区青井５－１１

－２７　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。

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

株式会社　タスクオプチカル
http://www.task-

web.com
補聴器の店頭販売（上野店）

＊当社補聴器専門店の小売販売業務です。　　＊聴力検査やお客様からヒアリング等を

行い、　　お客様に最適な補聴器のご提案をします。　　＊商品知識・販売の仕方等の

研修、　　資格取得支援制度を完備しています。　　＊未経験の方も歓迎です。

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

－９
試用期間あり ３ヶ月 219,200円～380,000円

眼鏡フレーム、サングラス、シニアグラス、補

聴器の卸売商社として東京を中心に全国４つの

営業所で展開しています。　また補聴器専門の

小売店を都内に６店舗出店しています。

「企業は社員のものである」をモットーにタスクグループ

は４５周年を迎えました。取り扱い商品は幅広い年代層に

愛され、創業以来の安定的な成長路線を継続してく見込み

です。

代表取締役 五十畑　武
上野公共職業安定

所

アークシステムテクノロジーズ株式会

社
http://arktec.ne.jp

営業事務／本社【正社員】／五反田駅４分／

品川区

・営業全般の事務　・電話の取次、対応　・文書管理　・雑務　・データ入力作業

※入社後しっかり社内研修を行いサービス内容を覚えて頂きますのでご安心ください。

不動産賃貸業（貸家業，

貸間業を除く）
141-0022

東京都品川区東五反田３－１６－４７　Ｔｒｉｎｉｔｙ

Ｂｌｄｇ　２Ｆ
141-0022

東京都品川区東五反田３－

１６－４７　Ｔｒｉｎｉｔ

ｙ　Ｂｌｄｇ　２Ｆ

試用期間あり ３ヶ月 168,500円～202,530円

不動産管理会社に対する賃貸保証　サービス業

務及び不動産管理会社　が取扱う家財保険の受

付業務

当社は全国規模で業界初の信用照会システムと賃料債務保

証を提供し、１９年にわたる実績と画期的なノウハウが認

められて一般社団全国賃貸不動産管理業協会の推奨を頂き

堅実に成長しています。

代表取締役社長 定村　吉高
品川公共職業安定

所

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。

不動産賃貸業（貸家業，

貸間業を除く）
141-0022

東京都品川区東五反田３－１６－４７　Ｔｒｉｎｉｔｙ

Ｂｌｄｇ　２Ｆ
141-0022

東京都品川区東五反田３－

１６－４７　Ｔｒｉｎｉｔ

ｙ　Ｂｌｄｇ　２Ｆ

試用期間あり ３ヶ月 202,530円～283,540円

不動産管理会社に対する賃貸保証　サービス業

務及び不動産管理会社　が取扱う家財保険の受

付業務

当社は全国規模で業界初の信用照会システムと賃料債務保

証を提供し、１９年にわたる実績と画期的なノウハウが認

められて一般社団全国賃貸不動産管理業協会の推奨を頂き

堅実に成長しています。

代表取締役社長 定村　吉高
品川公共職業安定

所

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

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

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。
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

－２１
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

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

東京都八王子市宇津貫町９

６８　　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）

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１

９－６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　「ｓｙｍｐｈｏｎ

ｙ」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。

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。ＳＭ

Ｓ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。

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

東京都墨田区太平３丁目３

番１２号　アドバンス喜月

ビル　　西田鉄工株式会社

関東支店

エクセル、ワードの

基本操作
試用期間あり 試用期間６ヶ月 192,800円～264,900円

ダム用ゲート設備・河川用水門などの設計・製

作・施工　津波・高潮などの水害から国土や人

命を守る防災設備の設計・製作・施工・メンテ

ナンス

７０年以上の歴史と業界トップクラスの実績を誇っていま

す！　津波などの水害から国土や人命を守るため、水を必

要とする地域や人々のため、仕事に誇りと責任を持ち、業

務に取り組んでいます。

代表取締役 大渕　憲二
宇城公共職業安定

所

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。

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「ＡＵＴＯＣＡＤ（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

－１０　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　サエグサ
http://www.saegusa-

co.com

プロダクトデザイン、開発の補佐・アシスタ

ント／トラ併用

※プロダクトマネージャーのアシスタント、補佐。　※自社製品や企業案件で企画、開

発するプロダクト案件のデザイン出しや、サンプル作成の工程、クオリティの管理など

の業務。　※プロダクトチームのアシスタント。　　工場とのやりとりや、スケジュー

ル管理など。

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

－１３

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

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１４－３０

１００５

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　１

３階
160-0023

東京都新宿区西新宿６－１

２－１　パークウエスト

１３階

Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅ

ｌ、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Ｉ

ＣＴ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　１

３階
160-0023

東京都新宿区西新宿６－１

２－１　パークウエスト

１３階

パソコン操作（Ｗｏ

ｒｄ、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　１

３階
160-0023

東京都新宿区西新宿６－１

２－１　パークウエスト

１３階

パソコン操作（Ｗｏ

ｒｄ、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　１

３階
160-0023

東京都新宿区西新宿６－１

２－１　パークウエスト

１３階

パソコン操作（Ｗｏ

ｒｄ、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　１

３階
160-0023

東京都新宿区西新宿６－１

２－１　パークウエスト

１３階

Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅ

ｌ、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　１

３階
160-0023

東京都新宿区西新宿６－１

２－１　パークウエスト

１３階

Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅ

ｌ、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？

補助的金融業，金融附帯

業
169-0075 東京都新宿区高田馬場１－２９－２２ー２０３ 169-0075

東京都新宿区高田馬場１－

３３－６　平和相互ビル３

０２　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　錦松梅
http://www.kinshoba

i.co.jp/
販売（『錦松梅』の店頭販売） ○四谷本店で研修後デパートに配属。　○接客販売、商品管理、売上管理等 その他の食料品製造業 160-0004 東京都新宿区四谷三丁目七番地 160-0004

東京都新宿区四谷３ー７

＊上記は本社住所　　　勤

務先は都内及び都内近郊百

貨店（特記事項欄参照）

試用期間あり 入社後３か月 176,000円～210,000円

佃煮製造販売業　鰹節をはじめとした厳選素材

を使用しています。材料、味付け、製法は、秘

伝の創業当時のまま。伝統の味を守り続けてい

ます。

創業以来『錦松梅』（高級ふりかけ）一筋、全国有名百貨

店の銘店街に数多く出店し、多くの皆様にご愛顧いただ

き、業績も順調に推移しています。

代表取締役社長 松下　光余
新宿公共職業安定

所

株式会社　ジェイプラスディー
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（Ｐ

Ｃ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 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

－１４　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 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

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２－１

４－１１　当社　池袋支店

パソコン（Ｗｏｒ

ｄ、Ｅｘｃｅｌ）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.co

m

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

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３

１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.c

om/
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

－２０

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。

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.c

om
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
他に分類されない卸売業 689-2293 鳥取県東伯郡北栄町東園３２３－１ 190-0011

東京都立川市高松町３丁目

１４－１３　ＢＩＣＳビル

７Ｆ

見積り等の作成にパ

ソコン（エクセル、

ワード）を使用しま

す。　簡単な打ち込

みが出来る方。

試用期間あり ３ヶ月 170,000円～270,000円

★墓石製品・原石・工芸品等の輸入及び加工

卸。建築石工事、景観土木石工事設計・施工。

建築・景観土木石材・中国製タイルの輸入卸・

納骨堂販売。

当社は生産拠点の中国等で墓石や建築製品などに加工され

た石製品を輸入し全国の石材店　ゼネコン・ハウスメー

カー等に販売する全国トップクラスの石材総合商社です

代表取締役 熊野　俊也
倉吉公共職業安定

所

株式会社　サンセキ
http://www.sanseki.c

om
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
他に分類されない卸売業 689-2293 鳥取県東伯郡北栄町東園３２３－１ 150-0047

東京都渋谷区神山町１１－

１７日興パレス渋谷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１－１－１８　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

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１－１

１－１２　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



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　ｗｏｒｄ、ｅｘ

ｃｅｌ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

２Ｆ
175-0093

東京都板橋区赤塚新町２丁

目３－１　オープン赤塚ビ

ル２Ｆ

エクセル、ワード、

パワーポイントが使

えること

試用期間あり ６か月 200,000円～350,000円

◎２輪／４輪／トラック、バス／建設機械等の

マニュアル作成、教育コンテンツ、ＷＥＢ作成

◎業務アウトソーシング支援（オペレータ、Ｓ

Ｅ、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.toyokitch

en.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

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２

０１
164-0013

東京都中野区弥生町２－５

２－８　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（ＴＥＲＲＡ　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２５－２ 176-0012
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

株式会社ＡＤＤＹＯＵ http://addyou.jp 販売／東京都渋谷区神宮前／ＫＡＮＧＯＬ

歴史的な音楽シーンから愛された　英国生まれのアパレルブランド「ＫＡＮＧＯＬ」

販売スタッフを募集します。　※店長・副店長候補募集　　【主な仕事】　販売・接

客・陳列・商品管理・ディスプレイ　など

その他の織物・衣服・身

の回り品小売業
152-0031 東京都目黒区中根１－６－６－５Ｆ 150-0001

東京都渋谷区神宮前１－１

１－６　ラフォーレ原宿

エクセル・ワード

（初級）
試用期間あり ３ヶ月 200,000円～230,000円 アパレル・雑貨販売　経理業務代行

「明るく」「元気に」「一生懸命」をモットーに販売代行

業を全国へ事業拡大中です。
代表取締役 志村　松男

渋谷公共職業安定

所

株式会社　日扇

https://www.kensetu

map.com/company/1

76799/profile.ph

施工管理（未経験者）

・換気空調設備のダクト工事の施工管理が主な仕事です。　・図面から工事の見積りを

行い、実行予算書を作成します。　・安全書類を作成して現場に提出します。　・新築

マンションや公共施設の建築現場事務所に伺い、現場監督と　職人さんの調整をしま

す。　・施工図面を確認して材料を発注したり職人さんの手配をします。　・現場全体

の流れを把握して工事が潤滑に進むように管理します。　・状況に応じて請求書を出し

ます。　・朝は現場に直行することが多いです。　　（社用車を貸与し車通勤可）

他に分類されない生活関

連サービス業
158-0082 東京都世田谷区等々力７－２－２６ 158-0082

東京都世田谷区等々力７－

２－２６
Ｅｘｃｅｌ基礎 試用期間あり ３ヶ月 250,000円～350,000円

ダクト・配管設備工事、空調設備工事、換気設

備工事、　保温断熱工事

少人数ですが、実力次第では年功序列に関係なく昇進や

スキルアップができます。　アットホームな雰囲気で、自

分のペースで仕事に取り組めます。

代表取締役 土佐　睦夫
渋谷公共職業安定

所

日川電機　株式会社
http://www.hikawade

nki.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６－１５－１０ 116-0013

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。

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

（Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃ

ｅｌ）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　ＪＡＰＡＮ
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

株式会社　サンドリア
http://solar.sandoria.l

ink

エコプランナー／太陽光システム等のご提案

／未経験可

＊一般家庭のお客様に自給自足型の太陽エネルギーシステムの提案をする仕事です。商

品は大手電機メーカー（パナソニック製）で　すのでお客様に自信を持っておすすめ出

来る商品です。　・毎朝事務所へ出社、朝礼後アポインターさんがアポを取ったお宅

へ訪問します。営業エリアは東京都内のため電車とバスでの移動　になります。営業件

数は　１日最大４件です。　　営業後は事務所へ戻り、日報作成し、ほぼ定時には事務

所を出られます。プライベートも充実出来る環境です。　※給料は成果を出せば収入も

上がる、契約件数に応じた歩合給が支　払われますのでやりがいのある仕事です

他に分類されない小売業 101-0054 東京都千代田区神田錦町２－９　大新ビル３階 101-0054
東京都千代田区神田錦町２

－９　大新ビル３階
試用期間あり １ヶ月～３ヶ月 250,000円～250,000円

太陽エネルギーシステム（オール電化・家庭用

自給自足型発電・蓄電池システム）の販売と付

随するリフォーム事業（外壁・屋根・リフォー

ム）

都内で創業１９９５年の会社です。パナソニックの一時代

理店として。信頼のある太陽光発電などのエコシステムを

提供しています。これまでに１００００件以上の一般家庭

の施工実績があります

代表取締役 豊島　昇
飯田橋公共職業安

定所

株式会社レンタルサービス ルート配送

ダスキン商品の交換・回収　ご契約いただいているダスキンのモップやマット回収、交

換に伺います。　事前にアポイントをいただいているので、不在はほぼなし。　地域密

着型ルートですので曜日ごとに１地域しか移動しないので　長距離の移動はありませ

ん。　曜日固定のルート固定、慣れれば地図もいりません。　新商品、お掃除などのご

案内も同時に行い、ご購入に繋がれば歩合に反映されます！　年収例・・・入社３年目

Ａさん３８０万円　　　　　　　入社１２年目Ｂさん４５０万円　試用期間終了後月給

２５万円保障

他に分類されない事業

サービス業
124-0014 東京都葛飾区奥戸９－１３－３ 124-0014

東京都葛飾区奥戸９－１３

－３
試用期間あり ３～６ヶ月 185,000円～225,000円

ダスキン事業取扱い加盟店（マット・モップの

レンタルから、浄水器・空気清浄機のレンタ

ル。家庭から事業所までのハウスクリーニン

グ）

２１世紀を見据え、ダスキン加盟店ながら本社直系の支店

に昇格。平成９年より新社屋にて営業中。　ＯＡ機器フル

装備、システム型の管理運営を展開中です。

代表取締役 飯田　健太
墨田公共職業安定

所

高山医院
https://www.takayam

aiin.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

－２９

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.html

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）

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６

０１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

－１３

イラストレーターや

フォトショップが出

来る方。　ＡＩ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

株式会社東栄工業
https://www.toei-

kogyo.co.jp/
開発技術部

・自社製品の量産技術提案　・増設生産ラインの構築　・生産管理　・商品開発設計

・ＣＡＤ製作　※技術未経験の方でも安心して就業していただけます。　　＊弊社製

品：ウォーターベスト／オゾン発生型消臭器　　　　　　　木紙、木織商品／樹脂、ゴ

ム製品　など　＊納入事例：東京都庁、神奈川県庁、六本木ヒルズ、恵比寿ガーデ

ンプレイス、東京スカイツリー、新東京国際空港など

産業機械器具卸売業 150-0001 東京都渋谷区神宮前２丁目２６－６ 150-0001
東京都渋谷区神宮前２丁目

２６－６
試用期間あり ３ヶ月～６ヶ月 180,000円～280,000円

空調、衛生設備製品のメーカーです。樹脂、ゴ

ム等の化成品も扱い介護医療現場で使用される

製品を製造販売しています。他に木織、木紙、

消臭機等の製品があり、所沢市・朝霞市に工場

があります。

設立８９年の歴史ある会社です。製造販売を自社で行って

いるため時代のニーズに合わせた製品を世に出す事が出来

るという強みがあります。社員の年齢層も幅広く様々な事

を学べる会社です。

代表取締役 鴨下　直人
渋谷公共職業安定

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。

一般診療所 160-0022 東京都新宿区新宿５－６－１２　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２

２－９
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.bsuppo

rt-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。

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２－２

２－１０　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.j

p/
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

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３－２

６－３

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

不動産代理業・仲介業 171-0021 東京都豊島区西池袋一丁目２１－３　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・Ｅｘｃｅ

ｌ・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。 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

－１３

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

株式会社ＵＺＥＮ
http://www.g1comme

rce.jp/
ソフトウェア開発

自社ＥＣプラットフォームの機能開発やサービス検討・導入に伴う　企画・構築～運用

まで最上流から携わります。具体的には要件定義　～開発、保守運用フェーズをあなた

のスキルや希望に応じてお任せ　します。

ソフトウェア業 108-0073 東京都港区三田２－７－１２徳文堂ビル４階 108-0073
東京都港区三田２－７－１

２徳文堂ビル４階
試用期間あり ３か月間 217,360円～462,080円

コンピューターソフトウェアの開発・販売・使

用許諾・システム設計および保守・コンピュー

ターソフトウェアの輸出入

ＥＣ市場拡大を牽引する価値の高いソリューション／サー

ビスを提供し、お客様の事業発展に貢献する。
代表取締役 スコット　キム

品川公共職業安定

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

－１９－１０５

基本ＰＣスキル（Ｗ

ｏｒｄ・Ｅｘｃｅ

ｌ）

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）

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.j

p/
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：／／ｊａｐａｎａｍｃ．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５

Ｆ
104-0061

東京都中央区銀座５丁目１

２－５　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、Ｅｘ

ｃｅｌ、Ｗｏｒｄ等

基本的なＰＣスキル

があると望ましいで

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://gyouhanbukke

n.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。

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://gyouhanbukke

n.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。

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３－１－３

２－４０５　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

ＯＦＦＩＣＥ　田町三田７０１
108-0073

東京都港区三田三丁目４番

３号　ＲＩＰＬ９　ＴＨＥ

ＯＦＦＩＣＥ　田町三田７

０１

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.g

r.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３

７－９
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

株式会社　東京技官
https://www.tokyogik

an.com

【監督候補】建築現場スタッフ・チーム制・

資格取得支援あり

・新築及び既存建物の防水、塗装、塗り床、改修工事など現場仕事が中心です。　・当

社取扱い商品独自の特許技術があり（商品：サーモブロック）　　ＯＪＴによる教育・

研修に力を入れています。（半年～１年間のマンツーマン指導）。仕事で必要な資格取

得（会社指定及び推奨　による）チャレンジには、取得費用の支援制度もあります。

・作業はベテランも所属するチームで行います。未経験者でも仕事を通して学び成長で

きる環境です。　・現在いる職人も、８割以上が中途入社者です。未経験からのスタ

ートも多く、３年もすれば、どこの現場でも通用する「多能工」　も夢ではありませ

ん。　※経験、スキル次第では、現場監督をお任せすることも可能です。

一般土木建築工事業 114-0032 東京都北区中十条１－２－２２　東京技官ビル２階 114-0032

東京都北区中十条１－２－

２２　東京技官ビル　２階

ＪＲ京浜東北線　東十条駅

から　徒歩９分

試用期間あり ３カ月 220,000円～350,000円

左官業４０年の経験と実績から、高品質の施工

実績を誇ります。　その技術を礎に、特定建設

業として、様々な事業分野に進出。　不動産事

業、人材派遣事業も立上げて顧客の信頼に応え

ます。

会社は従業員のもの。感謝の気持ちを忘れずに先見の目を

持て。　全従業員がやりがいのある職場を構築し、安全第

一に、高品質な　物づくりを目指し、後世に残る建築物の

創造に貢献します。

代表取締役 館山義隆
王子公共職業安定

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１０

２号
135-0041

東京都江東区冬木２２－２

２　ハイマート門前仲町１

０２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。

電気機械器具卸売業 198-0051 東京都青梅市友田町２－７５９－１ 198-0052

東京都青梅市友田町２－７

５９－１　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

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１９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

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

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１－４－２

８　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　Ｆｉｎｅ
インターネット通販運営業務全般／台東区上

野

・バックオフィス業務　・在庫管理、出荷納品業務　・問い合わせカスタマー対応　・

商品出品、出品データの更新など　　上記作業に慣れてきたら、セールやイベントなど

販促業務や新商品企画など売上を高める業務にも携わることが出来ます。

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　英植会　木村整形外科 医療事務兼看護助手

診察時の院長補助業務　受付での患者対応、パソコン入力、会計レセプト業務　リハビ

リ器具の装着取り外しなどの業務　　＊未経験の方でも懇切丁寧に指導しますので、

安心してご応募下さい。

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

－７

基本操作ができれば

可
試用期間あり ３か月 155,000円～155,000円 整形外科外来治療・往診・居宅介護支援事業

外来患者数１日平均１２０名、往診７名、居宅支援契約者

数５０名。
理事長 木村　英植

池袋公共職業安定

所

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 一般診療所 194-0037 東京都町田市木曽西二丁目１８番地１２ 194-0037

東京都町田市木曽西二丁目

１８番地１２　　小田急線

町田駅からバス　木曽南団

地下車　徒歩１分

試用期間あり ６か月間 170,000円～284,000円

診療所（循環器科、呼吸器科、内科）　循環器

科を中心とした内科全般のクリ二ック（有床）

です。

明るくきれいな職場です。　入職後は定期的に勉強会も設

けており（パートの方も）循環器の経験がない方も不安な

く業務に携われるよう努力しています。

院長 村上　博文
町田公共職業安定

所

ジャパンＭ＆Ａソリューション株式会

社
営業アシスタント

営業事務のお仕事です。　　【主な仕事内容】　・データ入力　・お客様からの問合せ

メールや電話の対応　・報告書などドキュメント類の作成　＊コールセンター等で電話

での説明経験ある方は歓迎いたします。　　現在従業員数２５名のアットホームな雰囲

気の職場です。　しっかりフォローしますので、安心してお仕事いただけます。　＊前

向きに業務に取り組める姿勢が求められる仕事です。

管理，補助的経済活動を

行う事業所（９０機械等

修理業）

102-0093
東京都千代田区平河町２－１６－９　永田町グラスゲー

ト４階
102-0093

東京都千代田区平河町２－

１６－９　永田町グラス

ゲート４階

・ワード、エクセ

ル、パワーポイント

の作成ができる方

・メールの作成がで

きる方

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

”相談されたら断らない”をモットーに、赤字でも小規模で

もまずはご相談を受け、最善の方法で課題解決ができるよ

うに様々な角度でご提案しています。

代表取締役 三橋　透
飯田橋公共職業安

定所

株式会社　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。

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。

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ＢＬＤ

２Ｆ
169-0074

東京都新宿区北新宿４－３

１－３　エムディエムＢＬ

Ｄ２Ｆ

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４－２

９－１２　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
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）
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３９２

７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　フレッシュデリカ　ネット

ワーク
物流管理

＊物流センターの人員・納品時間の管理　＊新規案件の項目確認及び実作業への組み込

み　＊管理部門業務
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３９２

７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

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

東京都港区北青山２丁目７

－２４　青山光影ビル１０

２号室

エクセル、ワード、

パワーポイント
試用期間あり ３ヶ月 210,000円～270,000円

菓子製造・卸売業

２Ｅ１７

１８７７年創業の飴製造メーカー。２００４年秋に大垣工

場（浅草町）が完成。景気に左右されにくく地道に実績を

伸ばしている。

代表取締役 鈴木　伝
大垣公共職業安定

所

レプラスデザイン　株式会社
http://www.replus-

d.co.jp/
営業職（現場管理者）

創業９１年の安定企業で、風通しの良い会社です。　弊社はイベント・展示会のレンタ

ル会社です。　　＊営業はイベント・展示会のお客様との打ち合わせ・推進・　　現場

設営管理を担います。　　＊現場管理は当社ブレーンの人材派遣スタッフと連携し、

現場を収めます。　　＊現場管理のスキルもつきます、やりがいのある仕事です。

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　　ｈｔ

ｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊ－ｇｅｎｕｉｎｅ．ｊｐ

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１

６－１０　（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。

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．ｏｆｉ

ｃｅ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.kokudory

okuka.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

成友興業株式会社
http://www.seiyukog

yo.co.jp
施工管理職

◎土木工事の現場監督　…　外での業務が主になります。　　・現場の指揮、監督　・

現場の写真撮影、整理　・測量　・材料や重機等の手配　・パソコンを用いて図面の作

成　等々　　【主要取引先】国土交通省、東京都各市町村、各大手建設会社、　　各大

手道路会社ほか、既存のお客様が中心となります。　　＊当社ホームページをご覧下さ

い。

土木工事業（舗装工事業

を除く）
197-0802 東京都あきる野市草花１１４１－１ 197-0802

東京都あきる野市草花１１

４１－１

ワード、エクセル基

本操作ができる方
試用期間あり ３ヶ月 200,000円～290,000円

建設事業：道路舗装などのインフラ整備工事

環境事業：建設系廃棄物の処理・再生　環境エ

ンジニアリング事業：指定調査機関・環境計量

証明

若手が成長できる会社・汚染土壌再資源化処理施設の２つ

のＮＯ．１をもつ建設会社！「ここで働きたい」と思って

入社してくれた全員を一人前のプロフェッショナルへ成長

させます！

代表取締役 細沼　順人
青梅公共職業安定

所

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

産業用フレコン・食品用包装資材・日用雑貨が主要な取扱商品です　入社後は先輩と同

行営業で得意先を引き継いでもらった後、北関東を中心に特に産業用フレコンの販売を

していただきます　社用車（軽自動車）を貸与しますので、直行直帰で得意先を回った

り新規開拓をしていただくことが多くなります

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.kawakam

i-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９３．５％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。

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

－２３

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

－１７－１１　榮葉ビル９

階

試用期間あり ３か月 210,000円～230,000円

企業の戦略立案から組織・業務プロセス改革・

システム導入・運用まで、トータルなコンサル

ティングで企業力をバックアップいたします。

様々なＥＲＰパッケージを扱っており、オラクル社のＪＤ

Ｅｄｗａｒｄｓ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.trendwor

ks.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。

ソフトウェア業 150-0021
東京都渋谷区恵比寿西１－１０－６　恵比寿ツインズ５

Ｆ
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１３－３１１０６５］

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.trendwor

ks.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Ｉ

Ｔ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。

ソフトウェア業 150-0021
東京都渋谷区恵比寿西１－１０－６　恵比寿ツインズ５

Ｆ
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１３－３１１０６５］

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、ＷＥＢ）

／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

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３

０２号
169-0075

東京都新宿区高田馬場２丁

目１４－２８　　青木ビル

３０２号

エクセル初級（ＳＵ

Ｍ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・ＷＥＢ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

株式会社　シーエスアイ
コンクリート構造物調査助手【トライアル雇

用併用求人】

○コンクリート構造物の点検・調査・診断およびコンサルティング　業務の補助から始

めます。　・調査は原則２名１組で行い、未経験でも心配無用。一から丁寧に　指導し

ます。　・社有車：普通乗用車（ＡＴ）　※老朽化した施設（上下水道）の調査など地

方自治体等の顧客から　も高い評価・信頼を得ております。　※インフラ構造物維持管

理業界で先行き有望です。

土木建築サービス業 114-0003 東京都北区豊島２丁目２－１１　豊川興業ビル１階 114-0003
東京都北区豊島２丁目２－

１１　豊川興業ビル１階

ワード・エクセル程

度
試用期間あり ３ヵ月 210,000円～250,000円

コンクリート構造物の点検、劣化、耐震調査診

断およびコンサルテ　ィング業務を幅広く展開

しており、現在は上水、下水インフラ諸施　設

の調査診断業務を主なターゲットとして進めて

います。

当社は少人数、ガラス張り健全経営方針により事業を推進

している　良心的な公共施設の調査診断会社として地方自

治体等の顧客から高　い評価を得ております。

代表取締役 二木　徹
王子公共職業安定

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

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（Ｅｘｃｅｌ、Ｗ

ｏｒｄ、Ｐｏｗｅｒ

Ｐｏｉｎｔ）

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

ティングを行っております。

地域医療の充実を目指し、地域の医療機関、病院、介護施

設と連携をはかり、２４時間３６５日対応のクリニックを

目指したコンサルティングを行います。

代表取締役 高橋　大輔
飯田橋公共職業安

定所

税理士法人　ＴＯＫＩＺＡＷＡ＆ＰＡ

ＲＴＮＥＲＳ

https://www.tokizaw

a.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１

０階

基本操作ができるス

キルを求めます。
試用期間あり ６か月 230,000円～280,000円

＊税務・財務・会計に関するコンサルティング

業務　＊管理部門構築に関するコンサルティン

グ業務　＊月次資産相談および税務申告書の作

成

税務会計の処理をするだけでなく、お客様の成長を共に考

える事務所です。様々な考え方を持った経営者と「経営」

に関わることができます。職員全員が目標を持ち、活き活

きと仕事をしています。

代表社員 鴇沢　裕
飯田橋公共職業安

定所

株式会社イケダアセットコンサルティ

ング

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

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１

６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して頂く程度です。　　※モデル賃金をご参照下さい。

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２

８－２３　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！＞　ＷＥＢマーケティン

グで集客したお客様の対応、既存顧客への対応になります。内装工事やオフィス家具販

売のお問い合わせが主となります。当面は営業スタッフに同行し研修して頂きます。

※完全週休二日制で残業はほとんどありませんのでプライベートも　　大切にできま

す。　※男女ともに活躍中です！

他に分類されない小売業 124-0012
東京都葛飾区立石７－３－１　ＳＨＩＭＡＤＡ　ＢＬＤ

Ｇ　３Ｆ
124-0012

東京都葛飾区立石７－３－

１　ＳＨＩＭＡＤＡ　ＢＬ

ＤＧ　３Ｆ

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。

電子応用装置製造業 879-1314 大分県杵築市山香町南畑５００４－１００ 141-0031

東京都品川区西五反田５丁

目２－２３　「株式会社

ケイティーエス　東京支

店」

エクセル・ワード・

パワーポイント
試用期間あり ３ヶ月間 177,000円～242,000円

ホテルペイテレビシステムの開発製造販売、そ

の他電子応用機器の開発製造販売　精密機器装

置の製造。

大分県別府市に地場ベンチャー企業として、昭和５４年設

立。ホテル・病院向け端末システムの開発・販売を全国展

開、業界トップシェア。自社工場を持ち、開発・製造・販

売の一貫体制を確立。

代表取締役社長 水呉　公明
別府公共職業安定

所

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

ＰＣ使用　＊販売関係の発注等の入力（顧客毎の入力画面が異なります）　＊経理・請

求書等の作成・入力・売上管理　＊月次資料作成・伝票起票や照合　＊電話対応・お茶

出し

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Ｏ

ＥＭ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

医療法人財団東友会　友愛クリニック
http://www.toyukai-

kenshin.com
巡回健康診断業務

巡回健康診断業務全般　＊健診の実施計画作成（クライアント対応）　＊健診実施

・事前作業：機材準備、配置　　・実施作業：受診者の受付、誘導案内、簡易検査の実

施　　・事後作業：機材撤収　＊健診結果の提出、フォロー（クライアント対応）

（宿泊を伴う出張も年５回程あり）

一般診療所 151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷１－４６－９　オーティビル１階 130-0021
東京都墨田区緑１－１－４

１Ｆ

ＭＳＯｆｆｉｃｅ

（Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏ

ｒｄ）

試用期間あり ３か月 150,000円～220,000円
巡回での健康診断を企業、学校等に出向き行っ

ている医療機関です。

当会では、生活習慣病検診、一般定期健康診断、特殊健康

診断、特定健康診断等、あらゆる健康診断に対応してお

り、お客様・受診者様の立場に立って健康診断を実施させ

ていただいております。

理事長 城下　尚
渋谷公共職業安定

所

医療法人財団東友会　友愛クリニック
http://www.toyukai-

kenshin.com
巡回健康診断業務（検査技師）

巡回健康診断業務全般　＊健診実施　　・事前作業：機材準備、配置　　・実施作業：

採血、血圧、心電図等の検査実施　　・事後作業：機材撤収　　（宿泊を伴う出張も年

５回程あり）

一般診療所 151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷１－４６－９　オーティビル１階 130-0021
東京都墨田区緑１－１－４

１Ｆ

ＭＳＯｆｆｉｃｅ

（Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏ

ｒｄ）

試用期間あり ３か月 150,000円～240,000円
巡回での健康診断を企業、学校等に出向き行っ

ている医療機関です。

当会では、生活習慣病検診、一般定期健康診断、特殊健康

診断、特定健康診断等、あらゆる健康診断に対応してお

り、お客様・受診者様の立場に立って健康診断を実施させ

ていただいております。

理事長 城下　尚
渋谷公共職業安定

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.teraokak

e.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」

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 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。

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.co

m/
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.assaabl

oyopeningsolutions.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

ニッケン株式会社
http://www.nikken-

tokyo.co.jp/

内装建材・水処理機器の営業／土日祝休／未

経験者歓迎

内装建材もしくは水処理機器の卸・販売の営業です。　既存・新規の取引先への営業

や、社内での簡単な事務処理が業務です。
他に分類されない小売業 169-0075 東京都新宿区高田馬場１－３２－１４ 169-0075

東京都新宿区高田馬場１－

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

明るく元気でアットホームな会社です。有志で社員旅行や

バーベキューなども行いました。コロナ対策実施していま

す。

代表取締役 日下部佳男
新宿公共職業安定

所

株式会社　ケンミン http://kenmin-inc.jp ヘルプデスク／東新宿 ・ヘルプデスク作業　・ＰＣのセットアップ業務　　＊研修制度あり　＊未経験可 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１

７－１４　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。

他に分類されない小売業 169-0075 東京都新宿区高田馬場１－３２－１４ 169-0075
東京都新宿区高田馬場１－

３２－１４

ワード・エクセル入

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

明るく元気でアットホームな会社です。有志で社員旅行や

バーベキューなども行いました。コロナ対策実施していま

す。

代表取締役 日下部佳男
新宿公共職業安定

所

プロテック株式会社
http://protec-

inc.com
営業（コンピュータ業界）

・ＩＴ人材派遣業、ＳＥＳの営業の業務　・契約書、見積り請求書など作成　・お客様

との交渉

情報処理・提供サービス

業
160-0023

東京都新宿区西新宿７丁目５番地５号　プラザ西新宿５

０７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

株式会社　若天
http://www.super-

onnetsu.co.jp

温熱機器で全身を温めて施術するセラピスト

事務ワーク有

○自社オリジナルのスーパー温熱でお客様の全身を温める施術を行い、リフレッシュし

ていただくセラピストのお仕事です。ハンディ温熱　器を使うので、力を使うマッサー

ジ等と違い体への負担が少ないのも特徴です。　○施術技術を習得してセラピストとし

てのキャリアを積めます。　○リピーターも多く、お客様と深く関わることができま

す。　○温熱施術の他自社オリジナルの健康機器、ミネラルウオーター、　健康食品等

も取り扱っています。お客様個々のお悩み、健康維持、　促進について様々なご案内が

他に分類されない小売業 101-0062
東京都千代田区神田駿河台２丁目９－１８　萬水ビル５

階
101-0062

東京都千代田区神田駿河台

２丁目９－１８　萬水ビル

５階

・ワード、エクセル

・パワーポイント

※初めてでも指導し

ます

試用期間あり ６ヶ月 190,476円～228,571円

○健康・美容関連商材の研究開発、委託製造、

販売○飲料水の販売、輸出入○温熱施術サロン

の運営○医療機器、健康機器の企画、販売○温

熱サロン加盟店の運営○健康に関する情報提供

サービス

当社のスーパー温熱施術事業は、平成１５年からスタート

しており全国の加盟店も持つ本部機能も有しています。サ

プリメントはオリジナル商品で、高い評価をユーザーから

頂いてます。

代表取締役 樺沢暢之
飯田橋公共職業安

定所

カレド　株式会社
https://karedjapan.a

mebaownd.com
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。

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、Ｗｏｒ

ｄ、Ｏｕｔｌｏｏｋ

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
法律事務所，特許事務所 105-0001 東京都港区虎ノ門三丁目８－２６　巴町アネックス４階 105-0001

東京都港区虎ノ門三丁目８

－２６　巴町アネックス４

階

ＰＣ操作（ワード、

エクセル）に関する

基本的な知識

試用期間あり ３ヶ月 210,000円～230,000円
一般民事事件を中心とする弁護士業務や法律業

務を幅広く扱っております。

当事務所は平成２５年に設立されました。小規模ですが、

虎ノ門のオフィスで弁護士、事務員が和気あいあいと仕事

をしております。

代表弁護士 渡部　孝至
品川公共職業安定

所

株式会社　アイエンジニアリングス

タッフ　東京支店

http://www.ie-

staff.co.jp
営業事務（東京支店）／正社員

お仕事を探す人、人材を求める企業との橋渡しをする仕事です。　・請求書、労務管

理、メール、電話、来客対応　・求職者の募集、選考、面接、提案の補助（営業の補

助）　・スタッフの管理、フォロー　・見積書、資料作成など　　＊未経験でもチャレ

ンジする意欲がある方歓迎します　＊男女問わず活躍している職場です

労働者派遣業 105-0003 東京都港区西新橋１丁目１０－１　正直屋ビル８階 105-0003
東京都港区西新橋１丁目１

０－１　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 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１

７－１４　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 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１

７－１４　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

エバタ　株式会社
http://www.ebata.co.

jp
製品の開発職・技術職

・アイデアを提案（企画）　・製品開発の設計から製品評価　・開発製品の技術サポー

ト（資料作成）　　※慣れるまで丁寧にお教えします。

その他のプラスチック製

品製造業
125-0041 東京都葛飾区東金町１丁目３８－２ 125-0041

東京都葛飾区東金町１丁目

３８－２

【必須】ｏｆｆｉｃ

ｅ（ワード・エクセ

ル）　【歓迎】ＣＡ

Ｄ経験

試用期間あり ３ヶ月 230,000円～300,000円
プラスチック製品製造・販売　コンクリート二

次製品製造・販売

一部上場企業　太平洋セメント（株）の子会社である

（株）デイ・シイより１００％出資を受けています。再生

プラスチックを原料とし、雨水貯留浸透製品、下水道管路

製品等を製造販売しています。

代表取締役社長 来栖　雅宏
墨田公共職業安定

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。

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１－１

２－７　府中センタービル

５階５０１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、

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.j

p/
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。

建築材料卸売業 321-0111 栃木県宇都宮市川田町１５２０－５ 101-0025

東京都千代田区神田佐久間

町２丁目７番地　第６東ビ

ル　３Ｆ　　株式会社

オーリス　東京支店

ワード・エクセル基

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

土木・建築資材（道路用・コンクリート用砕

石）の製造、販売。　宮崎日南幻の地鶏焼き

「じとっこ」「鳥正」の居酒屋経営。　ガソリ

ンスタンド経営。損害保険・生命保険の代理

店。

本社：宇都宮市。栃木県・茨城県・東京都に４支店３工

場。　３工場はＪＩＳ認証取得工場。堅実な経営と安定し

た実績。　全国有数の砕石メーカー。地域未来牽引企業に

選定されています。

代表取締役社長 青木　栄久
宇都宮公共職業安

定所



株式会社　ホクエツ関東　首都圏事業

所

http://www.kanto.hs

net.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

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２

Ｆ

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。

職業紹介業 150-0022 東京都渋谷区恵比寿南１－１６－１３ 150-0022

東京都渋谷区恵比寿南１－

１６－１３Ｐｌａｎｅｘ

Ｗａｔｔ４階

Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅ

ｌ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　１

３階
160-0023

東京都新宿区西新宿６－１

２－１　パークウエスト

１３階

ｗｏｒｄ、ｅｘｃｅ

ｌ、ｅ－ｍａｉｌ基

本操作

試用期間あり １～３ヶ月 210,000円～210,000円

半導体を製造する装置の売買を主業務とする専

門商社です。サービス・ソリューションも同時

に提供しております。アジア各国を中心とした

エンドユーザー、半導体製造メーカーと専属取

引中です。

ＩＣＴを活用した場所に捉われない働き方を採用している

為、子育て中の方も活躍中です。各自が自分の仕事に責任

と誇りをもって取り組んでおり売り上げも順調

代表取締役 頼　榮陸
新宿公共職業安定

所

株式会社システム情報企画
http://www.system-

joho.co.jp/

営業／業務無線機や防犯システムを提案：

フィールドセールス

☆ノルマ無し☆業務用無線機器・監視カメラシステムなどをお客様　へ提案する営業業

務をお任せします。　＊不況に強い企業や学校に対し「安心」を提案！　＊社内外の研

修があります。　　１ヶ月間は研修、その後１年間は先輩がサポート致しますので、

未経験の方でも安心。　＊業務改善や安全管理の提案としてお客様から感謝されること

も多　く、また成果に応じた報奨金制度もあります。　　◆新宿区の求人情報サイト

「新宿区しごと図鑑」にも掲載あり◆　ｈｔｔｐｓ：／／ｓｈｉｎｊｕｋｕ－ｓｈｉｇ

ｏｔｏ．ｊｐ／

他に分類されない卸売業 160-0021
東京都新宿区歌舞伎町二丁目４１番８号　第２下村ビル

３階
160-0021

東京都新宿区歌舞伎町二丁

目４１番８号　第２下村ビ

ル３階

エクセル・ワード・

パワーポイントの基

本的な操作

試用期間あり ３～６ケ月 185,000円～283,000円

卸売業。各種業務用無線機の販売／無線機のレ

ンタル／防犯・防災設備機器のシステム販売・

施工・保守／ＥＣサイト運営

創業以来信用第一、お客様に安全と満足、喜びを感じてい

ただくため独創的な商品と付加価値の高いサービスを提

供。創立３４年、全従業員に安心と満足を実現し老舗１０

０年企業を目指しております

代表取締役 山下　博之
新宿公共職業安定

所

東京住宅設備販売　株式会社 http://to-ju.com/ 営業

旭化成ホームズ（株）様の指定工事店（歴４１年）となっております。　ホームズ様及

び旭化成リフォーム（株）様へのエネファーム、床暖房の提案をして頂きます。　　東

京ガスグループ（歴３５年）でありますが、電気エアコン、エコキュートの提案もお願

いします。　　＊入社後、ＯＪＴを通じて営業について一から指導いたしま　　す。ま

た、社外の営業社員セミナーへの参加も実施します　　ので、未経験の方も是非ご応募

ください。

電気業 176-0023 東京都練馬区中村北二丁目２７－７ 176-0023
東京都練馬区中村北二丁目

２７－７
試用期間あり ３ヶ月 280,000円～400,000円

新築やリフォーム住宅のエアコン、床暖房、電

気、ガス、水道工事及びメンテナンスとなりま

す。

へーベルハウス指定工事店として４１年、東京ガスグルー

プとして３５年間、大きなトラブルなく安定しています。

電気工事士免許を取得し独立される方が多数います。

代表取締役 松本　勇
池袋公共職業安定

所

株式会社イチオリデザインラボ i-d-l.co.jp 建築営業

・フランチャイズハウスメーカーのクレバリーホームの反響営業。　（ノルマ・目標な

し）　・経験不問。クレバリーホームの導入研修あり。（未経験でも心配　いりませ

ん）

管理，補助的経済活動を

行う事業所（０７職別工

事業）

178-0061 東京都練馬区大泉学園町６－１２－４３ 178-0061
東京都練馬区大泉学園町６

－１２－４３

エクセル・ワード

（フォーマットに入

力する程度）　メー

ル作成

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

建築ではフランチャイズのクレバリーホームに加盟。営

業・設計・現場監督が安心の家造りを自信を持ってご提案

できます。また不動産営業員が在籍しており、連携して幅

のある営業が可能です。

代表取締役 小倉　裕己
池袋公共職業安定

所

株式会社ＡｌｂａＬｉｎｋ
https://albalink.co.jp

/
住宅リフォーム営業

・担当業務：リフォームを検討されているお客様に対して、プラン　を提案するお仕事

です。　　・営業スタイル：インターネット経由でお問い合わせ頂いたお客様　　に対

してのみ提案をするため、飛び込みやテレアポでの営業活動　は一切ありません。

・トップクラスのインセンティブ：昨年度の部門平均年収は７５０　万円です。成果に

応じてしっかりと評価される環境です。　　・ワークライフバランス：休日出勤も基本

ないため、しっかりと　週休２日取得可能です。

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２０６ 193-0816
東京都八王子市大楽寺町２

０６
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.chiyodau

nyu.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

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

２１－１

Ｅｘｃｅｌ、Ｐｏｗ

ｅｒＰｏｉｎｔ、Ｗ

ｏｒｄ等、ＰＣ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、Ｉ

ＳＯ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

その他の機械器具卸売業 943-0873 新潟県上越市大字西田中２０６－１３ 176-0002

東京都練馬区桜台５ー１１

－１８　欅の音テラス１０

３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.c

o.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

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

ＳＱＵＡＲＥ１０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.j

p
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
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８０４

ｅｘｃｅｌ初級が使

用できる
試用期間なし 189,000円～250,000円

企業システム設計・構築をしています。主に事

務作業が中心になります。リーダ業務、サーバ

ネットワーク運用の仕事をメインに請けていま

す。

エクセルが得意な事務員やＩＴエンジニアを中心に積極的

に採用予定、社長自ら教育サポートと人材育成を行いま

す。ＩＴコンサルタント、サーバネットワークエンジニア

を中心に構成されています。

代表取締役社長 西　優輔
新宿公共職業安定

所

株式会社ズットモ
http://www.zuttomo.j

p
コールセンター受信事務

【概要】　コールセンター業務のサポート　【業務内容】　・電話応対　・問い合わせ

内容入力
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８０４

試用期間なし 189,000円～250,000円

企業システム設計・構築をしています。主に事

務作業が中心になります。リーダ業務、サーバ

ネットワーク運用の仕事をメインに請けていま

す。

エクセルが得意な事務員やＩＴエンジニアを中心に積極的

に採用予定、社長自ら教育サポートと人材育成を行いま

す。ＩＴコンサルタント、サーバネットワークエンジニア

を中心に構成されています。

代表取締役社長 西　優輔
新宿公共職業安定

所


