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東京アカデミー七賢出版株式会社 出版事業
出版事業部にて、全国の書店や個人顧客からの受注対応のほか、注文データ入力、伝票

作成、在庫管理、商品発送、Ｗｅｂページの情報更新などを行います
出版業 101-0062

東京都千代田区神田駿河台２－１－

２０　御茶ノ水ユニオンビル３Ｆ
101-0062

東京都千代田区神田駿河台

２－１－２０　御茶ノ水ユ

ニオンビル３Ｆ

試用期間あり 採用の日から３カ月 187,600円～280,000円

看護学生向け求人情報誌の発行およびインターネット

看護師求人サイト・就職イベントの運営、パンフレッ

トの作成など。

公務員などの資格試験予備校を全国展開している

会社のグループに属し、社員の平均年齢も若いの

で遠慮なく意見が言える風通しの良い会社です。

代表取締役 佐川　泰宏 飯田橋公共職業安定所

コントリー株式会社 https://contry.jp/ 清掃業務の現場管理及び営業

◆当社が請け負う清掃物件の現場を巡回し、スタッフのサポート・　教育・監督を担当

していただきます。また業務管理統括として　　以下の業務を行っていただきます。

・年間・月間スケジュール管理及び業務完了報告書等の提出　・取引先・顧客との打合

せ・情報収集・提案等の営業活動　　　＊巡回地域は都内です（板橋区中心）。　＊１

不動産管理業 173-0004
東京都板橋区板橋二丁目４４番１０

号
173-0004

東京都板橋区板橋二丁目４

４番１０号

ワード・エクセル（文書

作成・データ入力等の基

本操作）

試用期間あり ３ヵ月 220,000円～350,000円
ビルメンテナンス、オフィスクリーニング、原状回復

工事、外国人材育成

東京都を中心に一都三県清掃をメインに行ってい

ます！
代表取締役 杉谷　洋二 池袋公共職業安定所

医療法人社団　すみれ会　野本歯

科歯科医院
http://nomodent5454.com 歯科受付

・歯科医院の受付・事務全般　窓口、会計、カルテ打ち出し、カルテ整理、患者対応、

物品受け渡し・引き取り、ＴＥＬ応対、入金、物品注文、ファイル、在庫管理　　・簡

単な歯科助手業務　準備、片付、消毒、掃除

東京都千代田区 歯科診療所 102-0071
東京都千代田区神田神保町２－１９

－１　リーガルタワー神保町１Ｆ
102-0071

東京都千代田区神田神保町

２－１９－１　リーガルタ

ワー神保町１Ｆ

試用期間あり ４ヶ月 170,000円～170,000円

予防に力を入れている歯科医院です。審美性や機能性

も重視し、専門医によるインプラント治療や橋正治

療・歯周病治療　小児矯正なども行っています。

高齢者にもやさしいバリアフリーのゆとりを持っ

た診療室です。また歯科先進国ヨーロッパの医療

機器と厳しい消毒滅菌基準をクリアレたシステム

を導入し、安心安全な治療を心がけています。

院長 野本　秀材 飯田橋公共職業安定所

シナジーネットワークス株式会社
http://www.synergy-

networks.co.jp
ヘルプデスク

□デスクトップ、ノートＰＣのセッティング、トラブルシュート、周辺機器の接続など

ＩＴサポート全般業務。　ＰＣの使い方説明や故障対応、環境整備、備品管理、付随事

務作業など各種資料作成（ＥＸＣＥＬ・ＷＯＲＤ）、会議室予約、電話／メール対応、

契約書のチェックなどの事務的な業務もお任せします。　経験のある方にはサーバーな

ど社内ネットワークの管理など社内ＳＥとしての業務もあります。

東京都渋谷区 ソフトウェア業 150-0044
東京都渋谷区円山町２６－７　ＴＫ

フラッツ渋谷１２０７
150-0044

東京都渋谷区円山町２６－

７　ＴＫフラッツ渋谷１２

０７

試用期間あり ６ヶ月 170,788円～471,701円
ネットワーク・システム等のインフラに関する設計・

構築・運用・保守。ＩＴ機器の販売・導入。

ＩＴに関わる中でもインフラに特化したインテグ

レーションを展開しております。創業以来黒字経

営を続けております。

代表取締役 川村　謙 渋谷公共職業安定所

株式会社ウエストネット・テクノ

ロジー
http://www.wntec.co.jp 一般事務（ＩＴ関係） ・一般事務業務　・電話対応　・請求処理　・在庫管理　・作業依頼書作成 ソフトウェア業 169-0075

東京都新宿区高田馬場２－１４－２

新陽ビル９Ｆ　９０７
169-0075

東京都新宿区高田馬場２－

１４－２　新陽ビル９Ｆ

９０７

基礎的なスキル（エクセ

ル・ワード・パワーポイ

ント）

試用期間あり ３ヶ月 190,000円～230,000円

ネットワーク構築　ソフトウェア・ハードウェアの開

発　ネットワークセキュリティコンサルタント　業務

委託　　（般１３－３０２２１１）（１３－ユ－３０

１６６５）

ネットワークソリューションに特化した技術系の

会社です。お客様に品質の高いサービスを提供し

常に新しい技術を習得できるフィールドで技術員

を育てます。

代表取締役 西　享 新宿公共職業安定所

株式会社　ＫＯＹＡＭＡ http://www.koyama-inc.jp 事務職（営業事務・庶務） システムへの打ち込み。エクセル入力。電話応対。　他、上長の仕事の助け。 その他の職別工事業 120-0044
東京都足立区千住緑町１丁目１５－

１
120-0044

東京都足立区千住緑町１丁

目１５－１

エクセルで表計算などが

できる方。
試用期間あり ３か月 177,000円～200,000円

様々なサイン（看板）のデザイン・設計・施工を行う

会社です。　ＫＯＹＡＭＡが手掛けているのは「伝わ

る」クリエイティブ。　公共施設・病院・学校等の看

板や広告塔を製作しています。

創業５８年を迎える会社ですが、社員の４０％が

平成生まれ。　皆さんの良き先輩を身近に感じる

ことができるはずです。　福利厚生も充実してい

ます。ぜひ一度会社見学にいらして下さい。

代表取締役 小山　竜司 足立公共職業安定所

株式会社　東京ディエスジャパン http://www.dsj.co.jp ルート営業（リサイクルトナー）

既存顧客へのルート営業が中心です。新規顧客開拓などの厳しいノルマはありません。

自社で製造する業界シェア１位のリサイクルトナーを中心に、　文房具・パソコン・プ

リンター・デスクにいたるまで、オフィスで使用するありとあらゆる商品の営業を行い

ます。環境にやさしいリサイクルトナーは、ＳＤＧｓの浸透と共にニーズが拡大中。売

りやすい商材なので営業未経験の方でも安心です。業務はОＪＴで丁寧にお教えいたし

ます。

書籍・文房具小売業 111-0052 東京都台東区柳橋２－１６－２０ 111-0052
東京都台東区柳橋２－１６

－２０

エクセル・ワードなどの

簡単な操作
試用期間あり ３ヶ月 220,000円～308,000円

リサイクルトナーをはじめ、環境に優しい事務用品

等、オフィスで必要なあらゆる商品を提供していま

す。その他、プリンタの修理やＯＡ機器回収、ＰＣ

データ消去等も行っています。

当社はプリンタのリサイクルトナーで、業界トッ

プクラスのシェアを誇る会社です。全国に支店を

構え、ご注文頂いた商品は基本自社便でお届けし

ており、お客様からの信頼を頂いております。

代表取締役 北條　陽子 上野公共職業安定所

新橋法務司法書士事務所
http://www.shinbashi-

js.com

司法書士補助業務・パラリーガル

（法律事務員）

・一般事務（受付対応、電話対応、ＰＣ出入力等）　・法律補助業務（依頼者との折

衝・法律文書作成補助等）　・司法書士補助業務（司法書士の指示に基づく法律事務業

務全般）

公証人役場，司法書士事務

所，土地家屋調査士事務所
105-0003

東京都港区西新橋１‐２３－３

Ｓ．Ａ．グレイスビル３階
105-0003

東京都港区西新橋１‐２３

－３　Ｓ．Ａ．グレイスビ

ル３階

マイクロソフトオフィス

の基本的操作
試用期間あり ３ヶ月 255,000円～295,000円

債務整理業務（任意整理・個人再生・破産）、訴訟業

務（本人訴　訟支援・簡裁訴訟代理）、財産管理業務

（不動産任意売却・各種　交渉実務）、登記業務など

司法書士業務全般

市民の権利擁護のため、依頼者の経済的再生のた

め、日々業務に邁進している明るく活気のある司

法書士事務所です。未経験者大歓迎です。パラ

リーガル（法律事務員）として是非活躍して下さ

代表司法書士 赤塚　陵 品川公共職業安定所

株式会社　神田万彦 一般事務
専用ソフトを使用し、売上・仕入の入力作業　受注伝票の作成　電話・来客応対　その

他
東京都大田区 農畜産物・水産物卸売業 143-0001

東京都大田区東海３丁目２－６　青

果棟Ａ１８通り
143-0001

東京都大田区東海３丁目２

－６　青果棟Ａ１８通り
ＰＣ基本入力 試用期間あり ３か月 90,000円～100,000円

青果仲卸業者です。東京都知事の許可を得て東京大田

市場内に店舗を構えております。全国各地より青果物

を買受け、専門的な立場から評価し、小売業者等々に

仕分けして、販売するものであります

創業西暦１８３６年の老舗問屋です。高級果物を

主力商品として取扱い御取引先は日本全国に及び

ます。活気あふれる大田市場内で営業しておりま

す。

代表取締役 青木　稔 大森公共職業安定所

株式会社グラシア
営業（内装工事に関わるルート営

業・管理）提案型営業

【グラシアの看板】　顧客に対してグラシアの価値を伝える営業　具体的にはリフォー

ムや原状回復工事に関する、ルート営業でグラシアの仕事に興味をお持ちのお客様から

ニーズを聞き取り、提案するのが主な業務内容です。　お客様のこうしたいという要望

に対して、様々な状況を加味して最適なプランを提案、そのプランがきちんと実行され

ているかチーム管理を行い完了するまでの一連のフローをお任せします。　仕事が滞り

なく進むよう完了させるには、コミュニケーション能力や交渉力、それと仕事を最後ま

でやり切る責任感が必要となりす。　独立したい方も歓迎です。　独立の支援を積極的

に行っております。

東京都杉並区 建築リフォーム工事業 168-0071
東京都杉並区高井戸西１－３３－２

サンシティ富士見ケ丘Ａ１
168-0071

東京都杉並区高井戸西１－

３３－２　サンシティ富士

見ケ丘Ａ１

試用期間あり ３か月 200,000円～230,000円

主に住居・店舗の内装、リフォームを行っておりま

す。　明るく、居心地のいい空間を作るお手伝いをし

ております。

３期目の若い会社なので、一緒に盛り上げて頂き

たいです。　代表はサッカー好きで、海外まで見

に行ってしまうくらいです。　仕事で成果を上げ

て、一緒に海外へ遊びに行けたら嬉しいですね。

代表取締役 池田　篤史 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
東京都新宿区 情報処理・提供サービス業 160-0023

東京都新宿区西新宿７丁目５番地５

号　プラザ西新宿５０７号室
160-0023

東京都新宿区西新宿７丁目

５番地５号　プラザ西新宿

５０７号室

入力スキル必須 試用期間あり ３ヶ月 225,000円～400,000円

情報処理・提供サービス・ＳＥ・プログラマー・オペ

レーター要員の派遣。コンピューターのソフトウェア

開発。又、関連会社から各種資料作成なども引き受け

ています。

オープン系から汎用系まで、幅広く取り扱ってい

ます。　当社では社内研修なども行い技術者のス

キルアップを考えて運営をしています。

代表取締役 増田　公世 新宿公共職業安定所

株式会社　東和ホールディングス

グループ
http://towa-hd.co.jp/group/ 一般事務

・本社管理課にてＰＣで請求書作成、発行等、営業補助業務をして　いただきます（専

用ソフト、エクセル）　・庶務業務　　※営業所との電話、メールを介して業務を進め

る

東京都八王子市

管理，補助的経済活動を行

う事業所（０６総合工事

業）

192-0904 東京都八王子市子安町一丁目９－４ 192-0904
東京都八王子市子安町一丁

目９－４

特になし　入力等は教え

ます
試用期間あり ６ヶ月 140,000円～140,000円

（株）東和ホールディングスグループを含む８社（売

上合計６５億円）を統括管理する会社です。

（株）東和コーポレーション（建設請負業、不動

産業、売上３０億円）（株）岡本組（総合建設

業、売上げ１２億円）５社のグループ会社を擁し

ます

代表取締役 藤巻　泰 八王子公共職業安定所

日進技研株式会社
http://www.nissingiken.co.j

p
技術営業

・フィルタに関する技術説明、技術資料作成　・フィルタに関する技術説明見積作成

（パソコン使用）　・検査がある場合にメーカー立会　・フィルタ納品立会（必要な場

合）　・フィルタ交換立会（必要な場合）　・その他特命事項　　＊未経験者

東京都千代田区 産業機械器具卸売業 101-0032
東京都千代田区岩本町３丁目２－２

千代田岩本ビル３Ｆ
101-0032

東京都千代田区岩本町３丁

目２－２　千代田岩本ビル

３Ｆ

Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ、

ｅ－ｍａｉｌ
試用期間あり

５ヶ月（短縮の可能性

あり）
160,000円～250,000円 ＊建設業・卸売業

特定分野における空調機器の設計・販売を全国展

開しており、安定成長をしています。社内旅行等

を通じて営業所間のコミュニケーションを図る

他、夏季休暇等複利厚生面も充実しています。

代表取締役 中嶋　貴輔 飯田橋公共職業安定所

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

ル・タスク管理　　・調整業務
東京都新宿区 ソフトウェア業 160-0023

東京都新宿区西新宿７ー５－９

ファーストリアルタワー新宿８０４
160-0023

東京都新宿区西新宿７ー５

－９　ファーストリアルタ

ワー新宿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

代表取締役社長 西　優輔 新宿公共職業安定所

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

内容入力
東京都新宿区 ソフトウェア業 160-0023

東京都新宿区西新宿７ー５－９

ファーストリアルタワー新宿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

代表取締役社長 西　優輔 新宿公共職業安定所

株式会社　Ｔａｔ http://tattokyo.com 営業及び保守メンテナンス

当社はウィンターシュタイガー社の「スキー・スノーボードのメンテナンス専用マシン

（世界シェア７０％）」の輸入総代理店です。　この度の求人は「マシン営業及び保守

メンテナンス」を担って頂く方を募集します。営業及びメンテナンス先はメーカー、ス

ポーツ店、チューニングショップ、スキー場等、主に既存顧客様です。　営業・メンテ

ナンス業務は経験者が同行して丁寧に指導しますので未経験の方も安心です。（自動

車・機械・電気関連の経験者尚可）。　業務は１年を通して計画的に取り組むことがで

きます。　機械好き、スポーツ好き、スキーやスノーボード好きの方大歓迎です。

東京都府中市 他に分類されない卸売業 183-0021
東京都府中市片町二丁目２４番地１

７　レジデンスモンティコラ１０４
183-0021

東京都府中市片町二丁目２

４番地１７　レジデンスモ

ンティコラ１０４

メール、エクセル基本操

作　（ブラインドタッチ

が出来る方尚可）

試用期間あり ３カ月 275,000円～375,000円

靴下・インソール等輸入販売。　スキースノーボード

用生産及びチューンナップマシンの輸入販売。　ス

キー等のレンタル用収納システムラックの輸入販売。

当社は会社設立は７年目ですが、ウィンタース

ポーツのチューニングマシン業界にて３０年以上

の経験を持つ、世界シェア７０％を占めるウィン

ターシュタイガー社の日本総輸入元です。

代表取締役 喜多　昭之 府中公共職業安定所

株式会社　都市建コーポレーショ

ン
toshikencorp.co.jp 営業（千代田区）

・解体工事　・リノベーション　・不動産仲介　建築受注、不動産仲介の営業です。

取引先へのルート営業中心です。
東京都千代田区 不動産代理業・仲介業 541-0046

大阪府大阪市中央区平野町４丁目６

番４号　メディアバードビルディン

グ６階

101-0041

東京都千代田区神田須田町

２丁目９番　宮川ビル５階

東京オフィス

Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ 試用期間あり ３ヶ月 250,000円～500,000円 不動産仲介業及び建設業 関西・関東地区で事業を展開。 代表取締役 福村　正幸 大阪東公共職業安定所

株式会社　松井製作所 http://www.matsui-uj.co.jp 一般事務／大田区
主にＰＣへのデータ入力、電話対応、来客対応、伝票作成他　　＊専用のシステムを使

用し、入力していただきます。　＊使用方法は指導します。
東京都大田区 自動車・同附属品製造業 103-0027

東京都中央区日本橋１－２－１９

日本橋ファーストビルディング８階
143-0004

東京都大田区昭和島２－４

－４　　羽田鉄工団地内

当社「羽田工場」

試用期間あり ２ヶ月 190,000円～210,000円
自動車部品（各種鍛造品・ユニバーサルジョイント・

プロペラシャフトＡＳＳＹ等）の製造、販売

乗用車・トラック・バス、建機など、様々な駆動

車に必要な製品を提供しているため、ドライブ、

配送、通勤に使用するバス、建設現場で使用され

る産業機械など、多くの人の生活を支えていま

代表取締役 松井　秀太 飯田橋公共職業安定所

メディカルホットライン株式会社
医療コンサルの会社で　総務業務

（キャリアアップあり）

＜総務、庶務＞　・勤怠管理、備品発注管理　・オフィス運営、管理　・書類などの作

成、ファイリング　・電話対応や来客対応、データ入力　など　＜広報＞　・各「医療

法人」、各「株式会社」の公式ＨＰの運営管理　・広告の企画提案　・ベンダー管理

など　＜社内啓蒙＞　　・健康、体調管理に関わる呼びかけ。　・研修、教育の提案

など

東京都中央区
経営コンサルタント業，純

粋持株会社
103-0028

東京都中央区八重洲１丁目３－７

八重洲ファーストフィナンシャルビ

ル１３階

103-0028

東京都中央区八重洲１丁目

３－７　八重洲ファースト

フィナンシャルビル１３階

・基本的なＯＡスキル

（Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒ

ｄ、ＰｏｗｅｒＰｏｉｎ

ｔ）

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

株式会社　創翔アソシエイツ https://www.sosho.co.jp/ 一般事務・営業事務

◆一般事務、営業サポート事務業務　◆メール対応、電話対応　◆その他、書類作成、

郵送、ファイリングなど　※少人数の会社なので庶務等幅広い業務をお願いいたしま

す。

職業紹介業 110-0005
東京都台東区上野５丁目４－４－６

０４
110-0005

東京都台東区上野５丁目４

－４－６０４

ＷｉｎｄｏｗｓＯＳ、Ｏ

ｕｔｌｏｏｋメール、Ｅ

ｘｃｅｌ、Ｗｏｒ　ｄ、

Ｐｏｗｅｒｐｏｉｎｔ

試用期間あり ６ヶ月 200,000円～200,000円

【本社】主に医療業界案件に特化した人材紹介（サー

チ型エージェント、スカウト型）１３－ユー３０６９

１９／【福祉事業部】児童福祉法に基づく児童発達支

援・放課後等デイサービス事業

【本社】医師の皆様のキャリア形成への一助とな

ること、医療機関様の発展へ貢献することを目指

し活動しています／【福祉事業部】発達に困りが

あるお子さまの成長・発達をご家族ともにサポー

代表取締役 若狭　敏晴 上野公共職業安定所

株式会社　ワイゲート 営業（１００％反響営業）／北区

＜永代供養墓・合葬墓・樹木葬・納骨堂のご案内等の営業＞　　・永代供養墓や納骨

堂・ペット供養墓の見学・購入希望の方など、　霊園に来られたお客様への詳しいご説

明・ご契約業務やＰＣへ　　顧客情報の入力業務、資料作成、メール対応、電話応対な

どを　　お願いします。　　※１００％反響営業です。こちらから飛び込みや訪問営業

を行う　　ことはありません。　※お客様のご要望を伺い、相談に乗り、お客様のニー

ズに合った　　ご提案を行う仕事です。

東京都北区 他に分類されない小売業 173-0004 東京都板橋区板橋１－５２－３ 114-0023
東京都北区滝野川５－５８

－７　当社営業所

ワード・エクセル（基本

操作：定型フォームへの

入力やメールの　送信等

に抵抗がないこと）

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

情熱的で優しい社員が多く、かつ横の繋がりを大

切にするアットホームな会社です。頑張る社員を

サポートするのが得意な方に活躍の場を提供いた

します。

代表取締役 吉田　原 池袋公共職業安定所

Ａ＆Ｉ社会保険労務士法人 http://www.sr-ai.com
社会保険労務士事務所の事務スタッ

フ

顧問先企業の社会保険、雇用保険、労働保険等に関する手続きデータの作成、行政への

提出　　給与賞与処理、年末調整　　その他庶務全般
その他の専門サービス業 170-0013

東京都豊島区東池袋１丁目４７－１

庚申ビル６０２
170-0013

東京都豊島区東池袋１丁目

４７－１　庚申ビル６０２

ＰＣ（エクセル、ワード

ｅｔｃ操作）
試用期間あり ３ヶ月 170,000円～180,000円

顧問先企業の社会保険、労働保険等の手続き代行。

顧問先企業の給与賞与計算代行など。

スタッフは全員が社労士登録。　アットホームの

雰囲気ある事務所。顧問先企業は多種多様な業

種、事業規模にわたる優良企業が多い。

代表社員 岩間　靖幸 池袋公共職業安定所

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３

８０万円　　　　　　　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

株式会社　モバイルステーション
http://www.mb-

station.co.jp

携帯電話の法人営業【トライアル併

用求人】

◎携帯電話の法人営業　　・特定企業様への法人営業活動全般を担当して頂きます。

…　基本的に飛び込み営業はありません。　　・簡単なパソコン入力　ほか　　＊携帯

電話の取扱機種は全機種です。　＊営業業務で車を運転して頂くことがあります。　＊

未経験者歓迎です。　　＊当社ホームページおよび事業所情報をご覧下さい。

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

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

株式会社　カサイ
http://www.kasai-

gomu.com
一般事務 ・伝票入力、チェック作業　・電話応対　・荷受業務 その他の機械器具卸売業 101-0043 東京都千代田区神田富山町１４－２ 101-0043

東京都千代田区神田富山町

１４－２

ワード／エクセル／イン

ターネットが使えること
試用期間あり ６ヶ月 180,000円～180,000円 研究設備機器・理化学機器等の製品販売

この業界で、昭和５０年から営業しており、今後

も発展が期待できます。
代表取締役社長 河西　誠司 飯田橋公共職業安定所

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。
東京都港区 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　高岡 http://www.e-takaoka.co.jp 営業職（幹部候補）未経験可

＊取扱商品や既存の顧客を覚える為に、配送業務を中心に手伝って頂きます。　＊一部

内勤業務として、見積作成や仕入先との商談、受注伝票作成　など、幅広い業務にも携

わり、知識を身に着けて頂きます。　※未経験でも先輩が丁寧に指導します。　※慣れ

たら、営業として担当を持ち、既存の顧客と商談をしてもらいます。

東京都大田区 各種商品卸売業 146-0083 東京都大田区千鳥２－１－１２ 146-0083
東京都大田区千鳥２－１－

１２

ワード・エクセル・メー

ル入力
試用期間あり ３ヶ月 235,000円～255,000円

弊社は、今年で創業６０年を迎えた工業化学薬品・非

鉄金属・水処理剤・表面処理機器・排水排気処理装置

等を販売している商社です。

お客様とメーカーの間に立って的確な情報や選択

されたソフト技術や、多種多様なご希望にきめ細

かく積極的にお応えして、皆様のお役に立ちたい

と念願いたしております。

代表取締役 大友　久雄 大森公共職業安定所

株式会社　渡辺製作所東京営業所 一般事務
一般事務全般　　ＰＣ操作（メールの送受信など）　営業アシスタント（伝票整理な

ど）　その他、電話・来客応対など
東京都大田区

プラスチック成形材料製造

業（廃プラスチックを含

む）

144-0047 東京都大田区萩中３丁目２８－８ 144-0047
東京都大田区萩中３丁目２

８－８
ＰＣ操作出来る方 試用期間あり １ヶ月 165,000円～180,000円 プラスチック、モデル加工、金型製造

新製品のイメージを形に。新製品同等の簡易金型

品の作製。常に技術革新に努力し、優れた製品を

提供しています。明るくアットホームな会社で

す。

取締役　所長 渡辺　寿雄 大森公共職業安定所

株式会社　フジサワ・コーポレー

ション

http://www.fujisawa-

corp.co.jp
法人営業（広告媒体企画提案）

◆当社はビルの外壁や商業施設の屋内外広告、駅構内の各種鉄道　　広告、バスやエス

カレーター等多くの人の目に触れる街を彩る　　広告媒体を手掛けています。　＊お客

様からの製作依頼→ご相談→ニーズやお悩みをヒアリング　＊プロモーション方法の提

案　＊自社工場や協力会社、デザイナーの調整や手配　＊執拗な資材や施工職人の手配

発注　＊現場管理（安全・品質・予算管理）など　※簡単なことから少しづつお任せい

たします。入社後は先輩との　　同行研修を行いますので経験や業界知識がなくても大

丈夫です。　仕事に慣れるまでは、お問い合わせのあるお客様や取引実績の　　あるお

客様の対応がほとんどなので、ご安心ください。

他に分類されない事業サー

ビス業
171-0051 東京都豊島区長崎１丁目１０番８号 171-0051

東京都豊島区長崎１丁目１

０番８号

ＥＸＣＥＬ・Ｗｏｒｄ

（基本操作）
試用期間あり 試用期間３ケ月 170,000円～200,000円

屋内外広告、看板、店舗装飾、展示会などの各種サイ

ン・ディスプレイの総合プロデュース（企画・デザイ

ン・制作・施工）及び、不動産管理業務を行っていま

す。

「彩りで社会の豊かさを作り出す」を経営理念と

し、◯自分の中に「彩」を持つ　◯顧客の「彩」

を尊重する　◯「彩」ある社会を目指す　をビ

ジョンとして、従業員一丸となっています。

代表取締役 澤田　剛治 池袋公共職業安定所

高山医院
https://www.takayamaiin.co

m/
医療事務および訪問診療補佐

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Ｌｉｎｅ　Ｇｒｏｗｔｈ
営業（高速通信サービス）＜マネー

ジャ候補＞

・当社取り扱いサービスの販売営業（高速通信サービス）　　・他社通信サービスをご

利用頂いてる方に経費削減コンサルを　　して頂きます　　・顧客フォロー　　・社員

育成　　・支店立ち上げ

インターネット附随サービ

ス業
110-0003

東京都台東区根岸２－２０－１０

シルバードビル５Ｆ
110-0003

東京都台東区根岸２－２０

－１０　シルバードビル５

Ｆ

試用期間あり ３ヶ月 304,000円～435,000円 ＊通信事業　＊コスト削減コンサル
若く勢いのある会社です。　一人一人の生産性が

高く、変化に強いのが特長です。
代表取締役 羽原　光昭 上野公共職業安定所

株式会社Ｌｉｎｅ　Ｇｒｏｗｔｈ 営業（高速通信サービス）
・当社取り扱いサービスの販売営業（高速通信サービス）　　・他社通信サービスをご

利用頂いてる方に経費削減コンサルを　　して頂きます　　・顧客フォロー

インターネット附随サービ

ス業
110-0003

東京都台東区根岸２－２０－１０

シルバードビル５Ｆ
110-0003

東京都台東区根岸２－２０

－１０　シルバードビル５

Ｆ

試用期間あり ３ヶ月 200,000円～260,000円 ＊通信事業　＊コスト削減コンサル
若く勢いのある会社です。　一人一人の生産性が

高く、変化に強いのが特長です。
代表取締役 羽原　光昭 上野公共職業安定所

桜上水薬局 調剤薬局事務
調剤薬局での医療事務のお仕事です。　　・処方せん受付、レセプトコンピューターで

の入力、レジ対応　・患者様の対応　・ＰＯＰ作成、待合室内の商品陳列
東京都世田谷区 医薬品・化粧品小売業 156-0045 東京都世田谷区桜上水２－２５－６ 156-0045

東京都世田谷区桜上水２－

２５－６
試用期間あり ６ヶ月 170,000円～200,000円 保険調剤

患者さんに愛される地域密着型薬局を目指してい

ます。
代表 荻原　章 渋谷公共職業安定所

株式会社　コーウェル www.cowell.co.jp
【業務部】購買・在庫管理・受注・

発注業務

購買在庫管理がメインです。ＬＥＤ照明及び照明器具の受注／在庫引当／出荷指示／顧

客電話／メ－ル対応／納期回答／クレ－ム対応／入金処理／請求書発行／不具合対応／

在庫管理／発注業務／納期確認／購買計画／滞留商品活用提案／システム運用管理

＊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。

他に分類されない卸売業 171-0004
東京都豊島区北大塚２－２０－４

橋義ビル６階
171-0004

東京都豊島区北大塚２－２

０－４　橋義ビル６階

ＥＸＣＥＬ（関数・簡易

マクロ）／ＷＯＲＤ
試用期間あり ３ヶ月 170,200円～244,000円 ＬＥＤ照明の販売

今、話題のエコビジネスで急成長しているべンチ

ヤー企業です。社内は明るく活発でいつも笑顔が

絶えません！一緒に会社の成長の喜びを味わいま

しょう！

代表取締役 宮本健治 池袋公共職業安定所

株式会社　ＲＥＡＬ　ＳＱＵＡＲ

Ｅ
https://realsquare.co.jp/ 不動産管理（経理中心）

１．不動産管理にかかる経理事務（請求書作成、入出金管理、マン　　　スリーレポー

ト作成のサポート）　２．建物の設備にかかる業務（工事・作業の立ち合い、工事の手

配　　　等）　３．電話対応、来客対応

不動産管理業 104-0061
東京都中央区銀座６－５－１７　銀

座みゆき館ビル７Ｆ
104-0061

東京都中央区銀座６－５－

１７　銀座みゆき館ビル７

Ｆ

ワード初級（基本的な文

書が作成できる）以上

エクセル初級（基本的な

入力ができる）以上

試用期間あり １～３か月 300,000円～400,000円
不動産に関するコンサルティング。不動産の売買・賃

貸及びその仲介。不動産の管理運営業務。

設立以来、銀座・表参道を中心に商業ビル・路面

店舗を企画・仲介し実績を築いており、仲介後も

不動産管理会社として管理業務も行っています。

代表取締役 筒井　年彦 飯田橋公共職業安定所

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

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　アイピー総研 http://ip-soken.com
防犯カメラの営業コンサルティング

（新宿区）

官公庁、法人等にセキュリティー全般を提案するお仕事です。創業４０年を迎えるに、

事業拡大にあたり新しいメンバーを募集します。第二の成長ステージで、長期にわたり

一緒に成長してもらえる人材を募集です。　　男女ともに活躍中です。アットホームな

雰囲気でみんなで協力しながら取り組みますので営業未経験も安心です。

東京都新宿区 他に分類されない小売業 530-0044
大阪府大阪市北区東天満１丁目６－

６　オーセンビル８階
160-0022

東京都新宿区新宿５丁目４

－１　新宿Ｑフラットビル

８０８号

試用期間あり ３ヶ月 280,000円～450,000円
防犯カメラ・セキュリティ機器の販売・施工・メンテ

ナンス

弊社は大阪を中心に「犯罪を未然に防ぐ」為に、

防犯カメラ・監視カメラを普及させています。取

引先も１０００社を超え、これからも増々拡大し

ていく予定です。３０～４０代の男女が活躍中で

代表取締役 平内　隆司 梅田公共職業安定所

シノハラ防災　株式会社
http://www.shinohara-

bosai.co.jp

法人営業（既存顧客中心、消火器、

火災報知機　等）

消防用設備（消火器・自動火災報知機等）の工事・定期点検・販売の営業を担当してい

ただきます。　既存のお客様が中心で、飛び込み営業はありません。　・既存メンテナ

ンス物件に対する修繕・改修等の営業　・管理会社、ビルオーナーへの各種定期点検の

営業　・ゼネコン等への消火器・避難器具の販売、改修工事の営業　・営業エリアは、

首都圏（一都三県）がメインになります。

他に分類されない小売業 101-0047 東京都千代田区内神田２－７－１０ 101-0047
東京都千代田区内神田２－

７－１０

Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌの

基本操作
試用期間あり ６ヶ月 250,000円～315,000円

消防用設備・機器および防災備蓄品等の販売、施工、

メンテナンス（定期点検）。

創業約７０年、顧客層も幅広く安定した売上があ

ります。防災のスペシャリストとして、お客様の

「安全・安心をありがとう」というお褒めの言葉

を糧とし、全社員一丸で防災事業に取り組んでい

ます

代表取締役 篠原　徹 飯田橋公共職業安定所

日本福祉経営協会
http://www.nishiki-

roumu.com/

労働保険事務組合および社会保険労

務士補助の事務

１．いわゆる労働社会保険諸法令の規定による法令様式、その他公　　的機関へ届書の

作成及び提出代行業務　２．労働保険の年度更新業務　３．小規模事業所の給与計算

（給与奉行を使用）

その他の専門サービス業 102-0074
東京都千代田区九段南３－９－１４

第３２荒井ビル２階
102-0074

東京都千代田区九段南３－

９－１４　第３２荒井ビル

２階

Ｅｘｃｅｌ・Ｗｏｒｄ基

本操作
試用期間あり ３ヶ月 150,000円～160,000円

労働社会保険諸法令（労災・雇用・厚生年金・健康保

険など）に基づく被保険者資格の取得・喪失、保険給

付に関する手続きなどの業務、給与計算事務、労務管

理全般の相談業務を事業としています。

社会保険労務士法人を併設しておりますので社会

保険労務士の業務として法規定されているすべて

の業務をカバーしています。顧客担当制ですので

数十件の事業所を一人で受け持っていただきま

理事長 三浦　将之 飯田橋公共職業安定所

株式会社　ＩＮＢＹＴＥ http://inbyte.jp
一般事務・営業サポート（自動車用

電装製品）

法人や個人顧客の電話対応　大型トラックや特殊車両などのメーカーや運用者にバック

モニターシステムような安全装置を提案、販売することを電話やメールでサポートす

る。

他に分類されない事業サー

ビス業
106-0041

東京都港区麻布台２－４－２　保科

ビル４Ｆ
106-0041

東京都港区麻布台２－４－

２　保科ビル４Ｆ

マイクロソフトウィンド

ウズ、Ｅｘｃｅｌ、ｗｏ

ｒｄ、ｐｏｗｅｒｐｏｉ

ｎｔ、Ｅメール

試用期間あり 入社後３ヶ月間 250,000円～400,000円

電子機器の企画・開発・販売、ＯＥＭ／ＯＤＭの受託

製造カーエレ業界や医療業界、その他産業ごとに特化

した機器を企画販売しています。

ドライブレコーダー等のカーエレ機器やＨＭＤを

利用した医用モニタなど、映像技術や無線技術を

中心として、それぞれの業界に特化した製品企画

を行なっています。

代表取締役 李　泰湖 品川公共職業安定所

株式会社ライフプラザＮＥＯ
http://www.lifeplazaneo.co

m

ほけんの窓口／ライフパートナー／

中目黒

店舗にご来店されるお客さまへ相談会を実施し、保険の『分からない』を解決していく

仕事です！　【オススメポイント】　◇金融機関ならではの安定基盤！コロナ禍でも

しっかりと働けます！　◇入社後３か月間の初期研修制度があるので、未経験の方でも

安心です！　　※事業所からのメッセージ欄に詳細を記載しております。　併せてご確

認ください！

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

あいおい損保渋谷ビル５階
153-0051

東京都目黒区上目黒１－２

６－１　中目黒アトラスタ

ワー　アネックス棟３階

ＰＣスキル：ワード（文

章作成）

エクセル（データ入力、

表計算など）

試用期間あり ６ヶ月 216,000円～260,000円

・生命保険募集（取扱保険会社数　２５社）　・損害

保険代理業（取扱保険会社数　１２社）　・お客様来

店型の保険販売募集乗合代理店

私達はお客様第一主義を最も大切なテーマと捉え

ております。　自らを高め人間として成長できる

企業を目指します。　●平均年齢３６．０歳　男

女比６：４

代表取締役 齋藤　正幸 渋谷公共職業安定所

株式会社ライフプラザＮＥＯ
http://www.lifeplazaneo.co

m

ほけんの窓口／ライフパートナー／

高円寺

店舗にご来店されるお客さまへ相談会を実施し、保険の『分からない』を解決していく

仕事です！　【オススメポイント】　◇金融機関ならではの安定基盤！コロナ禍でも

しっかりと働けます！　◇入社後３か月間の初期研修制度があるので、未経験の方でも

安心です！　　　※事業所からのメッセージ欄に詳細を記載しております。　併せてご

確認ください！

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

あいおい損保渋谷ビル５階
166-0002

東京都杉並区高円寺北２－

２１－１　リリーベル高円

寺スクエア２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

冨士薬品工業　株式会社 http://www.fcfuji.co.jp 一般事務・経理事務

◆本社にて一般事務・経理事務の仕事を行って頂きます。　　・受注・発注に関わる

データ入力、書類作成　・入金管理・処理　・電話対応　等　　　＊経理事務の経験や

簿記の知識がなくてもご応募できます。　　担当していただく仕事の内容は、ご本人の

経験や適性等により決定します。

その他の化学工業 176-0012
東京都練馬区豊玉北　３－１４－１

０
176-0012

東京都練馬区豊玉北　３－

１４－１０

エクセル・ワード（基本

操作）
試用期間あり ６ヶ月 150,500円～180,500円

写真製版用感光液・フィルムおよび電子工業用薬品の

製造・販売　感光性樹脂応用製品の製造及び販売

時代のニーズに応えるべく熱心な研究開発と品質

の高い製品で大手新聞社、印刷会社、家電メー

カーなどから熱い信頼を得ている。

代表取締役社長 小菅　勇治 池袋公共職業安定所

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

◆当社はオリジナルフォトレジスト製品・オフセット印刷化成品を　　製造、大手印刷

会社や大手電気メーカーへ販売しています。

・これら取引先へ定期訪問営業や新製品紹介等を行って頂きます。

・コロナ渦により取引先とは主にＷｅｂ対応を行い、必要に応じて訪問を行います（訪

問地域は都内および近隣県）。

・得意先のニーズの把握と製造部門との調整があります。

＊採用後は港区内研究所で研修（１ヶ月以内）があります。商品内容や営業方法等は、

ＯＪＴでも丁寧に指導しますので、未経験の方も心配いりません。

東京都練馬区 その他の化学工業 176-0012
東京都練馬区豊玉北　３－１４－１

０
176-0012

東京都練馬区豊玉北　３－

１４－１０

ワード・エクセル（基本

操作）
試用期間あり ６ヶ月 154,000円～189,000円

写真製版用感光液・フィルムおよび電子工業用薬品の

製造・販売　感光性樹脂応用製品の製造及び販売

時代のニーズに応えるべく熱心な研究開発と品質

の高い製品で大手新聞社、印刷会社、家電メー

カーなどから熱い信頼を得ている。

代表取締役社長 小菅　勇治 池袋公共職業安定所

小石川循環器内科クリニック　鈴

木宏昌

http://www.koishikawa-

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

東京都文京区小石川２－２４－１４

１階
112-0002

東京都文京区小石川２－２

４－１４　１階

ＰＣ操作（入力ができる

レベル）
試用期間あり ３か月間 230,000円～280,000円

循環器を中心とした内科全般の外来クリニックです。

睡眠時無呼吸症候群・禁煙外来・各種健康診断・心臓

ドッグなども行っております。

院長は大学に２５年在勤し、当院でも大学と同レ

ベルの診療・検査を行っております。院内に薬剤

師・非常勤検査技師もおります。　職場は馴染み

やすい雰囲気です。

院長 鈴木　宏昌 飯田橋公共職業安定所

平和観光開発　株式会社 https://heiwago.com
別荘管理事務／本社総務部・不動産

事業部

当社は約６０年前に栃木県那須町、福島県天栄村に大型別荘地を開発しました。　現在

はその別荘地の管理に注力しております。　おまかせしたい主な仕事内容は以下の通り

です。　・顧客管理　・管理費・水道料の請求業務、入金処理　・来客対応（お茶出

し・準備）　・決裁稟議書のシステム入力　・電話対応業務、書類ファイリング・デー

タ入力　　・その他付随業務　※Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌを主に利用

東京都台東区

管理，補助的経済活動を行

う事業所（６８不動産取引

業）

110-0016
東京都台東区台東２－７－１　安藤

ビル５階
110-0016

東京都台東区台東２－７－

１　安藤ビル５階

簡単なＰＣ入力経験があ

る方。　Ｗｏｒｄ、Ｅｘ

ｃｅｌの基本的な操作が

できる方。（文字の入力

方法がわかり、色塗り等

使用できること）

試用期間あり ３か月 220,000円～220,000円

不動産業、別荘地開発、別荘地管理、水道事業、リ

ゾート事業（ゴルフ場運営）、バケーションレンタル

事業など

昭和３７年に創立し、栃木県那須町、福島県天栄

村に別荘地を約７０００区画分譲開発、現在は別

荘地のインフラ管理を行っております。福島県で

はゴルフ場も運営しています。

代表取締役 平田　浩司 上野公共職業安定所

特定非営利活動法人　日本セルプ

センタ－
https://www.selpjapan.net/ 事務局職員（営業担当）

営業業務（仲立）　企業・官公庁・団体等の新規開拓、ルート営業　営業案件の進行管

理　委託先となる障害者就労支援事業所のサポート　見積、請求、納品書等発行業務及

び契約書の作成・更新　商品のバイイング、出店販売、通信販売等の企画・実施　イベ

ントの企画・運営、等　　事務局業務　関係者との連絡調整、相談対応　会議資料の作

成、会議運営、議事録作成　研修会を含む事業の企画～実行、等

東京都新宿区
他に分類されない非営利的

団体
160-0022

東京都新宿区新宿１－１３－１　大

橋御苑駅ビル別館２Ｆ
160-0022

東京都新宿区新宿１－１３

－１　大橋御苑駅ビル別館

２Ｆ

ワード、エクセル、パ

ワーポイント、インター

ネット、ＳＮＳ操作

試用期間あり ３か月 229,300円～292,500円

障害者が福祉施設等で製作した製品のＰＲや共同販

売、障害者に適した仕事の開拓、あっせんのための共

同受注、施設職員のための研修の企画・実施等を行

う。

障害者の福祉施設等での就労をより豊かなものと

するために、１２年１１月に東京都から認証を受

けた団体。全国の福祉施設を会員として、１３年

４月から本格稼働。

会長 高江　智和理 新宿公共職業安定所

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

株式会社サンライズインベストメ

ント
経理事務員

会計デ－タ入力　給与計算のサポートやチェック　書類等のファイリング等。　簿記３

級程度の知識をお持ちの方。　エクセル使用可能な方。　経理経験者歓迎します。　弊

社会計ソフトは弥生会計です。　オフィスは駅近なので通勤も楽　安定した仕事場で働

きたいという方　オフィスカジュアルでお仕事でき、残業もほぼありません。

他に分類されない事業サー

ビス業
179-0081

東京都練馬区北町２－２７－８　Ｊ

Ｓビル４Ｆ
179-0081

東京都練馬区北町２－２７

－８　ＪＳビル４Ｆ
エクセル等 試用期間あり ３ヶ月 250,000円～250,000円 金融業

社員数は少ないですが社内がアットホームな雰囲

気です。

代表取締役　ＣＥ

Ｏ
加藤修 池袋公共職業安定所

株式会社　ポイント https://www.point2004.jp 一般事務
＊事務所内の清掃　＊書類の整理　＊書類の作成（エクセル・ワード）　＊在庫管理

＊電話、来客対応
東京都江戸川区

土木工事業（舗装工事業を

除く）
133-0061

東京都江戸川区篠崎町１－２０－２

４
133-0061

東京都江戸川区篠崎町１丁

目２０－２４

パソコン基本操作（ワー

ド・エクセル）
試用期間あり ３ヶ月 180,000円～240,000円

重機オペレータの請負工事、重機のリース・販売、修

理。

クローラークレーンのリース・各種重機オペレー

ターの業務を中心に、これに伴う輸送・組立・解

体等も合わせて受注しています。　お客様のニー

ズに合わせて柔軟な対応をしている会社です。

代表取締役 大島　幸夫 木場公共職業安定所

株式会社　ピー・ディ・シー http://www.p-d-c.co.jp 測量事務（未経験者）

当社は、東京都や大手コンサルタンツ等から発注される空港・道路等の測量及び設計を

行っています。　測量業務を行う中で生じる、登記簿謄本取得申請書や道路使用許可申

請書などの書類作成のお仕事です。勤務は事務所内でデスクワークになります。多摩地

域内の法務局や役所へ書類提出の為、社用車（小型、ＡＴ）を運転することがありま

す。　デスクワークではｗｏｒｄ、ｅｘｃｅｌを使用しますが、初級レベルで問題無く

仕事ができます。また、同じ仕事を複数名で行っており、分からない所は周りの社員に

確認しながら進めることができます。また、多くはありませんが、電話応対がありま

す。　残業はほとんど無いお仕事で、プライベートが充実します。　ＨＰ　ＵＲＬ　ｈ

ｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｐ－ｄ－ｃ．ｃｏ．ｊｐ

東京都八王子市 土木建築サービス業 193-0835 東京都八王子市千人町２－３－１７ 193-0835
東京都八王子市千人町２－

３－１７　イトービル７階

ｗｏｒｄ、ｅｘｃｅｌ初

級
試用期間あり ３か月 180,000円～230,000円

公共事業における空港・道路・宅地造成等の土木設計

及び土木測量　＊当社は羽田・成田をはじめ、全国各

地の空港設計及び測量を主に　手がけております。

小さい会社ならではのフットワーク、品質の良さ

を評価していただいております。ＧＰＳ・ＵＡＶ

（ドローン）・地上型レーザーによる３次元測量

も行っています

代表取締役 小倉　裕 八王子公共職業安定所

株式会社　田島 www.tajima-net.co.jp/
《未経験ＯＫ　子育て中の方も活躍

中》受付・一般事務

【未経験ＯＫ】電話受付や自社顧客管理システム入力及び　書類作成など　一般事務の

お仕事です。　≪お仕事内容≫　　・電話応対、来客対応、集計業務、小口現金の出納

処理　　　経理伝票等当社プロパンガス使用のお客様に関する業務です。　　・パソコ

ンを使用する業務、書類作成をお願いします。　　　ワードやエクセルの他、専用ソフ

トを使用しています。　　・困ったことがあっても、業務分担やコミュニケーション

をとりながら仕事を進められるので、安心して働けます。　　★山中湖の保養所や人間

ドックの無料受診など福利厚生も充実

＃マザーズ

燃料小売業 190-8555 東京都立川市柴崎町６－１８－１０ 190-8555
東京都立川市柴崎町６－１

８－１０

Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ入

力程度
試用期間あり ３ヶ月間 176,000円～192,000円

住宅設備機器販売空調工事、水道工事、ガス工事等の

施工。プロパンガスの販売、供給。リフォーム施工。

システムキッチン、ガス機器の販売等です

当社は生活インフラを支える仕事ですので、社

内・社外問わず多くのスタッフが一体となって仕

事を進めています。新築物件が完成した時の達成

感は、みんなで仕事のやりがいを感じる時間で

す。

代表取締役社長 田島　裕之 立川公共職業安定所

みどり税法務研究所 https://midori-tll.jp/ 税理士補助

設立１６年目、東京都港区に事務所を構え、創業以来順調に業績を伸ばしている税理士

事務所です！近年では弊所及びクライアント様のＤＸ化に強く取り組み、ご好評を頂い

ております。きたるＲＰＡ、ＡＩ化へのプラットフォーム作りを支援しております。

税理士補助業務をしていただく方を募集しています。未経験の方でも大歓迎！判例集や

各法判例１００選、質疑応答集や各種業界誌等はデータベース化しておりますので、勉

強したい方には必見です。　完全週休２日制（土日祝）、年間休日１２６日、有給消化

率１００％としっかりワークライフバランスを保てる環境です！　税理士試験やその他

資格試験を受ける方に対して、２週間程度の資格試験休暇や論文休暇を取得できる制度

公認会計士事務所，税理士

事務所
105-0003

東京都港区西新橋１－１８－１４

第２須賀ビル７階
105-0003

東京都港区西新橋１－１８

－１４　第２須賀ビル７階
基本的なＰＣスキル 試用期間あり ３か月 230,000円～450,000円 税理士業務、経理事務 創業以来順調に業績を延ばしている 所長 伊深　信哉 品川公共職業安定所

株式会社建物保全センター http://www.thc-japan.com/ 急募／一般営業事務／中野区
主に電話対応、来客対応、資料作成、見積請求書作成、備品管理など事務員業務をお願

いします。
東京都中野区 不動産管理業 164-0012

東京都中野区本町２－１－１　ＴＡ

ＫＥ－１ビル２階
164-0012

東京都中野区本町２－１－

１　ＴＡＫＥ－１ビル２階

ワード・エクセル入力レ

ベル
試用期間あり ３カ月 190,000円～260,000円

建物管理のコンサルタント、設計業務。診断、長期修

繕計画策定業務。給排水設備の洗浄清掃業務。マン

ション、ビルの管理業務。

建物の維持管理業務について、自社併設の設備実

験タワーによって検証・研究を行いながら技術力

の向上を目指している会社です。取引先には大手

管理会社が多数あります。

代表取締役 熊谷　玲緒 新宿公共職業安定所

朝日化工　株式会社
https://www.asahi-

kako.co.jp
給食用食器の提案営業／国分寺市

弊社は大正１４年に創業、昭和２９年会社設立以来、給食用・業務用食器の専門商社と

して独自の地位を確立しています。自社ブランド製品の「キッズメイト」「あさひ」

「ＴＯＰＣＥＲＡＭチャイルド」を中心とした給食用・業務用食器類を、学校、保育

園、幼稚園、病院、老人福祉施設、産業給食、外食産業等のユーザーに向けに販売する

ため、展示会出展やユーザー訪問、提案書・見積書の作成、受注・発注業務など、積極

的に販売促進活動を行っていただきます。簡単なパソコン操作が必要になります。

東京都国分寺市 他に分類されない卸売業 462-0035 愛知県名古屋市北区大野町４－１６ 185-0032

東京都国分寺市日吉町３丁

目２３－６　朝日化工

（株）東京営業所

「Ｗｏｒｄ」「Ｅｘｃｅ

ｌ」「ＰｏｗｅｒＰｏｉ

ｎｔ」などで提案資料を

作成し、Ｅ－Ｍａｉｌ送

受信を行っていただきま

す。

試用期間あり ３ヶ月 157,000円～240,000円

学校・保育園や病院・老人保健施設などで使用する給

食用食器類の企画製造・販売と、ホテル・レストラン

などの外食産業で使用する業務用食器類の卸販売を主

な業務としています。

給食用・業務用食器を専門に取扱ってきた長年の

ノウハウを基に、常に新しい素材や提供方法を提

案し、安定した供給態勢を整えていることが、業

界の中でも評価されています。

代表取締役社長 林　育生 名古屋中公共職業安定所

株式会社　イールド http//www.yield.co.jp/ 経理
・月次報告書の作成　・請求書の作成、請求書の処理、支払業務　・小口現金管理等

・総務業務
その他の機械器具卸売業 141-0031

東京都品川区西五反田７－２２－１

７　ＴＯＣビル１０階
141-0031

東京都品川区西五反田７－

２２－１７　ＴＯＣビル１

０階

ＰＣ基本操作 試用期間あり ３ヶ月 220,000円～250,000円

精密機器輸出業、光学機器輸出業、クリーンルーム商

品の輸出　設立当初より２７年間、堅実に成長してい

る会社です。

マニラ・ホーチミンに連絡事務所を設立以来、ニ

コンの代理店として日系企業を中心に着実に成長

を続けている。一方、福利厚生面では、完全週休

２日、夏季・冬季の長期休暇が充実している。

常務取締役 寺尾洋美 品川公共職業安定所



株式会社海洋先端技術研究所 http://www.ohti.co.jp 小さな会社の経理、総務、庶務

小さな会社の総合的な管理部門の業務を担当していただきます。

１．経理（入力から決算資料作成、税務署への提出まで一連の事務）

２．総務　　（来訪者受付や顧客対応、電話取次等の日々の業務を含む）

３．生産部門の連携支援業務（成果品作成補助等）

４．その他一般事務、会計事務、営業事務等　※幹部候補として将来的には重要な仕事

を担当していただきます。

その他の技術サービス業 164-0012
東京都中野区本町２－２９－１２

ＮＦビル４階
164-0012

東京都中野区本町２－２９

－１２　ＮＦビル４階

マイクロソフトオフィス

（ワード、エクセル、パ

ワーポイント）は必須

試用期間あり ６ヶ月 230,000円～370,000円

海洋、地質、リモートセンシングに係る　データ処理

および処理ソフトウエアの開発、ならびにシステムの

開発をしています。

地球物理学的自然科学の分野で　海底地形、地質

や地球の内部の構造を解き明かす、ロマンのある

仕事をしている会社です。意欲があれば入社１年

目から学会発表等に参加できます。

代表取締役 植木　俊明 新宿公共職業安定所

株式会社　スーパーリージョナル http://www.super-r.net 営業アシスタント事務

【主な仕事内容】　・電話、メールへの対応　・見積書の作成、内容チェック　・光回

線契約の代行（取引先からシステム部への取次ぎ）　・ポケットＷｉ－Ｆｉの発注業

務、システム部への発送依頼　・請求書の発行、契約書の発送　・その他事務作業

集合住宅や寮、社宅などに特化したインターネットサービス「すーぱあねっと」やモバ

イルサービスを扱う部署にて、営業アシスタントとして活躍していただきます。

情報処理・提供サービス業 164-0012
東京都中野区本町１－３２－２

ハーモニータワー１１階
164-0012

東京都中野区本町１－３２

－２　ハーモニータワー１

１階

ビジネスメール作成がで

きる等基本的なＰＣ操作
試用期間あり ３か月 176,000円～176,000円

・集合施設向けインターネットサービスプロバイダー

事業　・サーバー、ネットワーク等情報インフラ構

築、保守事業　・情報通信分野における各種サービス

事業

日立製作所等の大手企業が株主の会社です。情報

通信分野で幅広く事業を展開。システム開発から

情報インフラ設計～構築～保守・サポート等の

様々なフィールドで活躍できます。

代表取締役 高橋　淳一 新宿公共職業安定所

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

東京都新宿区 広告制作業 169-0075
東京都新宿区高田馬場２丁目１４－

２８　　青木ビル３０２号
169-0075

東京都新宿区高田馬場２丁

目１４－２８　　青木ビル

３０２号

エクセル初級（ＳＵＭ等

の四則演算が使えるレベ

ル）　ワード・パワーポ

イント基本操作

試用期間あり ３ヶ月 170,075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

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　・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　　＊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　ステップワン
https://www.stepone-

tokyo.jp
企画・営業スタッフ

バッグの企画・営業のお仕事です。　将来的にテレビショッピングにゲストとして出演

し　商品説明なども行って頂く予定です。
身の回り品卸売業 130-0026

東京都墨田区両国３－１４－５　ス

テップワンビル２階
130-0026

東京都墨田区両国３－１４

－５　ステップワンビル２

階

基本的なパソコン操作、

ワード、エクセルなど
試用期間あり ３カ月 250,000円～350,000円

ライセンスブランドのバッグや小物を自社で商品企画

行い、海外で生産・輸入し、百貨店・問屋・通信販売

を感じて日本全国へ販売しております。

テレビ通販などでも人気ライセンスブランドバッ

グの　企画、製造、販売を行っています。
代表取締役社長 橋本　浩 墨田公共職業安定所

ホリカフーズ　株式会社
http://www.foricafoods.co.j

p
食品メーカーの営業

・自社ブランド製品（災害食レスキューフーズを中心とした）を卸問屋及びユーザーへ

の案内、紹介　・展示会等での自社ブランド製品の紹介　※社有車（ＡＴ）使用の場合

もあり　　＊「応募前職場見学」については、コロナ感染状況を見て、見学日程を検討

します。

東京都台東区 その他の食料品製造業 949-7492 新潟県魚沼市堀之内２８６番地 110-0016

東京都台東区台東２－９－

４　明治安田生命秋葉原昭

和通りビル９階　ホリカ

フーズ東京営業所

試用期間あり ３ヶ月 168,000円～248,000円
治療食品、介護食品、食品加工品、調理食品、非常食

品の製造及び販売

設立より６５年地元魚沼から高い技術と開発力で

発展。高齢化による疾病、摂食嚥下障害、災害に

よる障害など原因となる障害の研究を進め食分野

での危機管理という新しい分野を切り開いて参り

代表取締役社長 五十嵐　一也 南魚沼公共職業安定所　小出出張所

丸大水産株式会社 http://marudai-suisan.co.jp 営業（東京営業所）
＊大手スーパー等の得意先に、当社の製品（主にサバの加工品）を　中心に、エビ、カ

ニ、ウナギ等の営業をしていただきます。　　＊初心者の方も丁寧に指導いたします。
東京都中央区 農畜産物・水産物卸売業 550-0026

大阪府大阪市西区安治川１－１－１

８
104-0055

東京都中央区豊海町１０－

１５　丸大水産株式会社

東京営業所

試用期間あり ３～６ヶ月 180,000円～240,000円
水産物加工卸売業　サバ、鮭、海老などの水産物の加

工及び販売　設立以来右上がりの業績ＵＰを記録

「表彰制度」や「ありがとうカード」の導入で社

員のモチベーションや人間関係の良さに繋がって

おり、また社内イベントを通じた社員同士の交流

も活発。９５％の定着率

代表取締役社長 末廣　予信 大阪西公共職業安定所

角田電気工業　株式会社
http://www.tunodadenki.co.

jp/
法人営業（電源装置の営業）／本社

＊非常用電源装置・設備の営業・既存の取引先に訪問・商談します。飛び込み営業はあ

りません。＊取引先は国交省・東京都などの官庁、空港や鉄道、学校、電気・機械メー

カー、商社などです。　＊非常用電源は「作動しない」ことは許されません。責任は重

いですが、社会に貢献できる仕事です。＊電気の知識はいりません。研修や先輩社員に

同行するなどして　　覚えていきます。　＊営業エリアは東京・千葉・埼玉です。＊基

本的に転勤はありません。

東京都台東区 電気機械器具卸売業 110-0003 東京都台東区根岸５丁目１４－１２ 110-0003
東京都台東区根岸５丁目１

４－１２

ワード・エクセルの基本

操作。
試用期間あり ３ヶ月 200,000円～341,000円

自動車電装部の整備・電装品の販売・取付　産業用電

池、非常用電源設備の施工・販売　空調・照明設備の

設置・販売　携帯電話・スマートフォンの販売

操業８０年の伝統ある企業です。　デンソー、Ｇ

Ｓユアサの代理店としてトップクラスの業績をあ

げてます。”誠実さ”それこそが当社の社風です。

代表取締役社長 重川　孝志 上野公共職業安定所

角田電気工業　株式会社
http://www.tunodadenki.co.

jp/

ルート営業（自動車電装品の営業・

配送）／本社

＊自動車電装品（カーナビ、ドライブレコーダー、バッテリー　　など）の営業・既存

の取引先への配送・商談、商品の受注・発注処理、在庫管理などを行います。　＊取引

先は自動車メーカー・ディーラー、バス会社、カー用品店などです。　＊営業エリアは

東京・千葉・埼玉です。飛び込み営業はありません。　＊勤務地は東京都台東区です。

＊転勤はほとんどありません。　　＊東京の他に、千葉県野田市と成田市に営業所があ

東京都台東区 電気機械器具卸売業 110-0003 東京都台東区根岸５丁目１４－１２ 110-0003
東京都台東区根岸５丁目１

４－１２

ワード・エクセルの基本

操作
試用期間あり ３ヶ月 200,000円～341,000円

自動車電装部の整備・電装品の販売・取付　産業用電

池、非常用電源設備の施工・販売　空調・照明設備の

設置・販売　携帯電話・スマートフォンの販売

操業８０年の伝統ある企業です。　デンソー、Ｇ

Ｓユアサの代理店としてトップクラスの業績をあ

げてます。”誠実さ”それこそが当社の社風です。

代表取締役社長 重川　孝志 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 医療事務（一般事務含む）

●クリニックの医療事務・一般事務の業務担当です。　・医療事務・電話受付・カルテ

の整理・文書、資料の作成　　・訪問診療準備等　他　　◆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応対を含め、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）

東京都大田区 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 200,000円～300,000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

一般社団法人　日本左官業組合連

合会
http://www.nissaren.or.jp 総合事務

４５都道府県の組合が所属する左官業の全国組織団体事務局です。今回の事務職員募集

は、次世代の人材育成を目的として、将来の事務局の中核を担う人材を募集いたしま

す。　　　　　　　　　　　【具体的には】

事務局運営全般、内勤業務、電話応対、外部との折衝、会議・講習会等の企画・運営、

資料作成、出版業務、経理、代理店業務、雑務等、年に数回全国出張があります。

東京都新宿区
他に分類されない非営利的

団体
162-0841 東京都新宿区払方町２５－３ 162-0841

東京都新宿区払方町２５－

３

ＰＣ基本操作（ワード・

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

左官業の普及と発展のために、講習会、技能競技大会

等の実施、左官業界の情報発信、人材確保育成事業、

福祉共済制度の充実、行政官庁・関係機関との情報交

換の実施等。

左官工事の技術的進歩を図り、左官業の社会的経

済的地位の向上を期し、もって公共の福祉を増進

させることを目的とし、戦前より活動する歴史あ

る建築分野の左官職種の公益法人の業界団体。

会長 石川　隆司 新宿公共職業安定所

株式会社　アイエヌジーコーポ

レーション
https://wing-security.work/

【事務未経験ＯＫ】総務スタッフ／

トライアル併用

給与計算や警備スタッフ採用など、事務全般をお願いします。　○警備スタッフ約２０

名の給与計算（Ｅｘｃｅｌへの数字入力）　○ＨＰ対応　　ブログへの文章入力、写真

挿入　　ＨＰ業者への依頼　○応募者対応（電話・メールでの連絡、面接スケジュール

調整）　○警備契約書の修正、顧客への送付、押印　○電話対応（１日５～１０件程

度）　※電話は少なめです　　※警備スタッフの急な欠勤発生時は、月２～３回現場業

務をお願い　　する場合があります。

東京都豊島区 警備業 171-0033
東京都豊島区高田３丁目１１－１４

高田馬場シティハイツ３０２
171-0033

東京都豊島区高田３丁目１

１－１４　高田馬場シティ

ハイツ３０２

Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ基

本操作（入力程度）
試用期間あり ３～６ヶ月 200,000円～250,000円

綜合警備業：施設警備、交通誘導警備、雑踏警備。

「誠実・育成・感謝」が会社の理念で、しっかりした

警備会社を目指して努力しております。

「お客様に喜ばれ、今までの警備よりも数段高い

評価を得る会社」が社長の思いです。育成に力を

入れ、現場で「他と違うね！」と高い評価を頂け

る強みがあります！

代表取締役 木口　幸路 池袋公共職業安定所

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、ＳＥ、ＰＧ）◎その

他印刷に関する様々な業務

普段はあまり目にとまりにくいマニュアルです

が、どの製品にも必ず必要です。当社は【わかり

やすく】をモットーにマニュアルを作成している

会社です。

代表取締役 小林　裕 池袋公共職業安定所

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

新規ビジネス事業部クラウドソリューション部として、東京にてチームで下記業務に対

応いただきます。　デジタルマーケティングを活用した自社サイトの運営業務、コーポ

レートサイトの運用、サイトコンテンツ企画・制作、ＷＥＢ・ＳＮＳ広告運用

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

東京都千代田区大手町２－

６－２　ＪＯＢ　ＨＵＢ

ＳＱＵＡＲＥ１０階

（株）ゴートップ

試用期間あり ３ヵ月 195,000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

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１－１

０４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、ｅｘｃｅｌで

きれば尚可

試用期間あり ３カ月 170,000円～250,000円
保険薬局の経営　健康、楽しみセミナー、イベントの

開催　来訪者への地域情報提供、イベント開催

地域に根付いた特色のある調剤薬局を新規開業。

健康相談や人生の楽しみ支援を実施し、孤独な高

齢者移住された家族の交流支援する。従業員とと

もに薬局や街の活性化を図る。

代表取締役 小沼　真由美 飯田橋公共職業安定所

コーリョー建販　株式会社
https://www.koryo-

kenpan.co.jp

ルート営業及び商品説明（建築資

材）

１．建材店へのルートセールス、及び建築現場への　　　商品説明　２．設計建設会社

への商品説明、技術対応　　＊エリア：主に都内
建築材料卸売業 113-0021 東京都文京区本駒込１－４－３ 113-0021

東京都文京区本駒込１－４

－３

ＰＣ入力（パソコン基

礎）Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅ

ｌ、メール

試用期間あり ３ヶ月 150,000円～250,000円 開孔補強筋等の建築資材の製造・販売
建設工事の省力化・施工性の向上に関する製品の

開発及び販売メーカーです。
代表取締役 大田　真司 飯田橋公共職業安定所

カレド　株式会社
https://karedjapan.amebao

wnd.com

営業事務（週休二日／年間休日１２

０日）

主にキャラクター雑貨、文具、バッグ等を扱う会社の営業事務です　　◎納品書・請求

書作成、受注登録業務、見積書や申込書の作成、お　客様との電話対応、納品手配など

が主な業務になります。　　◎オフィス備品の管理、資料作成、会議の運営サポート、

総務・経　理業務など、幅広い業務をお願いします。

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

内田ビル３階
111-0053

東京都台東区浅草橋４丁目

４－９　内田ビル３階

Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ、

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

株式会社ＴＭＳ http://tms-i.jp 営業

派遣会社における営業職です。　　１．新規営業　２．既存顧客営業　３．スタッフ

フォロー　　その他、各種書類作成、登録者のコーディネートなど。　最初は、簡単な

業務から覚えていただきます。　　★詳しくは弊社ホームページを是非ご覧ください。

東京都台東区
その他の生産用機械・同部

分品製造業
110-0005 東京都台東区上野３丁目１２番５号 110-0005

東京都台東区上野３丁目１

２番５号

ワード、エクセル、パ

ワーポイント
試用期間あり ３ヶ月 235,000円～335,000円

産業用ロボット周辺装置の設計・製作・メンテナンス

事業　人材派遣事業（派１３－３１４８０４）　有料

職業紹介事業（１３－ユ－３１１９７２）

設立間もない会社です。特に人材の育成に力を入

れ「未経験でもやる気があれば必ず成功できる」

を合言葉に元気で楽しい会社を目指してます。

代表取締役 古別府　千代子 上野公共職業安定所

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

・ピタットハウスＴＸ浅草店　オープンにつき人員募集！　　＊都区内を中心としてマ

ンションから戸建て物件までを買い取り、　リフォームにより高付加価値化して物件を

求めているお客様に紹　介致します。　＊買取業務は、物件の調査・査定・買い取り交

渉・買い取り事務手　続きまで。　＊再生業務は、リフォームの企画・施工業者選定・

施工管理まで　＊販売業務は、物件紹介現地案内・販売事務手続き・お引渡しまで　＊

賃貸管理は、物件紹介現地案内・賃貸事務手続き・入居時から退　去までを手がけま

す。

東京都台東区 建物売買業，土地売買業 111-0035
東京都台東区西浅草３丁目１番１０

号１階
111-0035

東京都台東区西浅草３－１

－１０　第１０５新井ビル

１階　当社浅草本店

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

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

＊都区内を中心としてマンションから戸建て物件までを買い取り、　リフォームにより

高付加価値化して物件を求めているお客様に紹　介致します。　＊買取業務は、物件の

調査・査定・買い取り交渉・買い取り事務手　続きまで。　＊再生業務は、リフォーム

の企画・施工業者選定・施工管理まで　＊販売業務は、物件紹介現地案内・販売事務手

続き・お引渡しまで　＊賃貸管理は、物件紹介現地案内・賃貸事務手続き・入居時から

退　去までを手がけます。

東京都港区 建物売買業，土地売買業 111-0035
東京都台東区西浅草３丁目１番１０

号１階
105-0023

東京都港区芝浦３－１－３

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

有限会社　福浦組 http://fukuuragumi.com/
【就職氷河期世代限定求人】一般作

業員／杉並区

○道路工事現場の一般作業員　・道具の出し入れ　・建築機材の現場内運搬　・軽い土

木作業の手伝いなどをしてもらいます。　　＊未経験者も丁寧に指導しますので、歓迎

いたします。　　＊外国人の方（日本語日常会話レベル）も日本人の方も歓迎！　　＊

現場には社有車で出向きます。

東京都杉並区
土木工事業（舗装工事業を

除く）
167-0023 東京都杉並区上井草２－３９－２ 167-0023

東京都杉並区上井草２－３

９－２
試用期間あり ３ヶ月 176,000円～300,000円

杉並区や世田谷区等で、公共事業（道路の改修工事や

下水道の改修工事等）を行っております。

社員８割が４０歳後半から５０歳前半で、キャリ

ア３０年以上のベテランを中心にやっておりま

す。

取締役 福浦　昭東 新宿公共職業安定所

日本無機化学工業　株式会社 http://www.muki.co.jp 営業（無機化学工業製品の販売）

当社は石油化学工業の発展とともに益々市場の拡大が期待できるモ　リブデン及びタン

グステン化合物の国内トップメーカーです。　　取引は大手石油化学メーカーが中心で

す。　国内外の取引先への営業、技術的打合せ、国内外からの電話、メール対応（英語

必須）。海外は主に韓国、中国、ＥＵ域内

無機化学工業製品製造業 174-0041 東京都板橋区舟渡３－１４－１ 174-0041
東京都板橋区舟渡３－１４

－１
エクセル・ワード 試用期間あり 半年 182,100円～379,788円

モリブデン・タングステン塩類では国内トップの無機

化学品メーカー。石油化学を中心とした有機合成用触

媒原料を、国内有数の化学会社に供給している。ＩＳ

Ｏ９００１取得済

モリブデン・タングステン塩類の国内トップメー

カーである。ノーワークノーペイの社風で質実剛

健をモットーとする。また、業界に先がけて完全

週休２日制を実施して、福利厚生面も充実してい

代表取締役 飯田　哲男 池袋公共職業安定所

国際芸術教育機構株式会社
http://www.tokyo-

musicac.co.jp
受付・事務／西日暮里または日暮里

東京音楽学院の学校事務業務です。　　・電話対応、接客、文書作成　　・簡単な現金

管理　・スケジュール管理　　・入会案内　等
東京都荒川区 専修学校，各種学校 116-0002

東京都荒川区荒川３－７４－６－３

０１
116-0013

東京都荒川区西日暮里４－

１－２０　ＡＣビル２階

東京音楽学院西日暮里駅前

校又は日暮里校（荒川区西

パソコン基本操作　（エ

クセル・ワード・アウト

ルック・メール）

試用期間あり ３ヶ月 200,000円～260,000円 東京音楽学院音楽教室の運営

子どもから熟年層まで幅広い方々が通っていま

す。年２回発表会を行うほか、クラシック、アン

サンブルや室内楽、ジャズ、ポピュラーミュー

ジックなど幅広いジャンルの音楽教育を提供して

代表取締役 片山　孝調 足立公共職業安定所

トコスエンタプライズ　株式会社 http://www.tocos.co.jp 営業職（顧客フォロー）

■中古動産売買に関する業務　一般動産・・・工作機械・車輛・情報機器類・その他動

産等の売買にあたって、顧客との折衝・引取作業　情報機器類・・・データ消去作業・

オークション業務等　■産業廃棄物等処理に関する業務　顧客との折衝・廃棄物引取業

務・運搬業務・搬出作業等　■レンタルに関する業務　イベント用レンタル品・・・

パーティション・机・椅子等の運営設営業務　※いずれの業務も新規開拓はほとんどあ

りません

東京都墨田区
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３－１７

－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

試用期間あり ３か月 205,000円～235,000円

・アウトソーシング・人材紹介（１３－ユー３０００

６０）・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

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。

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

カセントラル７Ｆ
104-0053

東京都中央区晴海１－８－

１０トリトンスクエア

・タッチタイピングがで

きる方　・ＰＣ基本設定

ができる方　・オフィス

ソフト基本操作（ＷＯＲ

Ｄ／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

フェイス・ワン　株式会社 http://www.faith-one.co.jp
経費・勤怠アプリサポート（法人向

け）／錦糸町

【経費精算・勤怠管理のアプリサポート業務】　経費精算・勤怠管理アプリケーション

のお客様の問い合わせ対応　（電話・メール）　　・経費勤怠アプリの操作案内（電

話・メール）　・経費勤怠アプリの質問対応　・対応履歴入力　・その他付随業務

※未経験者や第二新卒者歓迎　配属前に基礎研修を実施します。

東京都墨田区 ソフトウェア業 130-0013
東京都墨田区錦糸１－２－１　アル

カセントラル７Ｆ
130-0013

東京都墨田区錦糸１－２－

１アルカセントラル７階

・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（ＷＯＲ

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

昭和熔材　株式会社 営業兼配達

高圧ガスを中心とした物品を既存ユーザーに納品して頂きます。　また、ユーザーへの

ＰＲ・納期調整も実施　　（主な担当事務）　・運搬車両による物品の納品　・ユー

ザー対応（商品説明・納期確認）　・安全周知（点検・説明）　・パソコンはワード・

エクセルにて報告書・見積書を作成して頂きます。

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

２

Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ、

メールの基本操作及び資

料作成

試用期間あり ３ヶ月 190,000円～265,000円

高圧ガス全般・ガス関連機器・溶接材料販売。半導体

製造に係る電子材料・機器販売。研究所向け理化学機

器・設備設計販売。上記に係る配管設備工事等業務

等。

大手メーカーを取引先とし、研究所から製造ライ

ンへの商材を扱っており、次世代用最先端産業に

係わっており、順調に業績を伸ばしています。

代表取締役 佐野　友彦 立川公共職業安定所

朝日化工　株式会社
https://www.asahi-

kako.co.jp
給食用食器の営業事務／国分寺市

弊社は大正１４年に創業、昭和２９年に会社設立以来、給食用・業務用食器の専門商社

として独自の地位を確立しています。自社ブランド製品の「キッズメイト」「あさひ」

「ＴＯＰＣＥＲＡＭチャイルド」を中心とした給食用・業務用食器類を、学校、保育

園、幼稚園、病院、老人福祉施設、産業給食、外食産業等のユーザーに向けて、様々な

ルートに乗せて販売するため、日々の電話対応や、提案書・見積書の作成、受注・発注

業務を行っていただきます。簡単なパソコン操作が必要になります。

東京都国分寺市 他に分類されない卸売業 462-0035 愛知県名古屋市北区大野町４－１６ 185-0032
東京都国分寺市日吉町３丁

目２３－６　東京営業所

ノートパソコンにて、業

務システムの入出力や

メール送受信などを行っ

ていただきます。

試用期間あり ３ヶ月 155,000円～219,000円

学校・保育園や病院・老人保健施設などで使用する給

食用食器類の企画製造・販売と、ホテル・レストラン

などの外食産業で使用する業務用食器類の卸販売を主

な業務としています。

給食用・業務用食器を専門に取扱ってきた長年の

ノウハウを基に、常に新しい素材や提供方法を提

案し、安定した供給態勢を整えていることが、業

界の中でも評価されています。

代表取締役社長 林　育生 名古屋中公共職業安定所

三慶　株式会社 www.sankei-group.com 営業事務（東京都江戸川区） 新設商品部でのお客様センターの電話対応、サンプル指示、営業フォロー事務 東京都江戸川区 その他の食料品製造業 540-0001
大阪府大阪市中央区城見２－２－５

３　大阪東京海上日動ビル１２階
134-0088

東京都江戸川区西葛西６丁

目２４－８　尚伸ビル２階

東京営業所

エクセル、ワード　イラ

ストレーター経験者歓迎
試用期間あり ３ヶ月 164,000円～170,000円

食品の殺菌剤の主剤として用いられる「塩素酸化物」

の研究と開発、そして製造と販売事業

三慶グループは、食品業界であるため、不況に強

く毎年売上をアップしつづけている。
代表取締役 合田　学剛 大阪東公共職業安定所

株式会社Ｇｒａｎｄ　Ｓｅｒｖｉ

ｃｅ
一般事務（正）／東京都中野区

・電話やメールの対応　・書類などの作成、管理　・ＰＣへのデータ入力、管理　・荷

物の受取りなど
東京都中野区 家事サービス業 812-0042

福岡県福岡市博多区豊１－８－２１

第３岩吉ビル５号室
164-0001

東京都中野区中野３－１－

６Ｎ１ビル３階　　「東京

事務センター」

エクセル、ワード入力程

度
試用期間あり ２ヶ月 200,000円～200,000円

＊清掃・ハウスクリーニング。　＊太陽光、エコ

キュート、蓄電池関連事業

当社の強みは他社との差別化を図るための特殊な

技術力。　感謝の言葉を貰うことも多くそれが一

番のやりがいです。　これからの伸びる業界で一

緒に頑張りましょう。

代表取締役 山下　雄大 福岡中央公共職業安定所

日本工業出版　株式会社 https://www.nikko-pb.co.jp 広告営業（編集含む）

理工学図書・雑誌の広告営業中心に出版企画・関連セミナー企画の業務を担当していた

だきます。　・製造業メーカー等企業への訪問営業　・新規開拓営業活動も有り　　＊

活動地域は首都圏（東京都内が中心。基本電車での移動）

東京都文京区 出版業 113-8610 東京都文京区本駒込６丁目３－２６ 113-8610
東京都文京区本駒込６丁目

３－２６

パソコンスキル・・・

ワード、エクセル、メー

ル等

試用期間あり 入社から一か月 200,000円～200,000円 月刊技術誌、図書の出版

工業技術系の専門月刊雑誌（建築設備と配管工

事・配管技術・月刊自動認識・住まいと電化・ク

リーンエネルギー・計測技術・他　　全６誌なら

びに関連図書の発行する創業５０年の出版社

代表取締役 小林　大作 飯田橋公共職業安定所

株式会社　三実通商
https://www.mitsumitsusho

.jp

ルート営業（業務用鞄）／トライア

ル併用

鞄（メール用）の販売及びセキュリティー商品の販売　※既存顧客（金融機関、現送業

界、関連代理店等）への営業　　＊特殊な鞄の営業活動になります。
産業機械器具卸売業 101-0033

東京都千代田区神田岩本町４　長谷

川ビル２Ｆ
101-0033

東京都千代田区神田岩本町

４　長谷川ビル２Ｆ
試用期間あり ３ヶ月 200,000円～280,000円 警送用鞄・防犯機器の販売

現金運搬用鞄の業界では、全国の警備会社に採用

されており業界卜ップクラスです。
代表取締役 村木　稔之 飯田橋公共職業安定所

東京アサヒグローバル株式会社 一般事務員
＊電話・メール対応　＊書類作成（ＰＣスキル必要）　＊伝票処理・整理　＊郵便物・

ＦＡＸの管理　など
東京都台東区

他に分類されない事業サー

ビス業
110-0016

東京都台東区台東１－１０－９

ルート台東ビル３階
110-0016

東京都台東区台東１－１０

－９　ルート台東ビル３階

Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ・

ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ
試用期間あり １ヶ月 200,000円～220,000円

経営コンサルタント業　旅行業　貿易業　医薬品・健

康食品の輸出入・販売
アットホームな会社です。 代表取締役 寺坂　旭 上野公共職業安定所

多田ホーム　株式会社 https://www.tadahome.net リフォーム営業

○リフォーム営業〇　　お客様のご希望を伺い、現場調査・見積書作成から完成引渡し

まで。　　一つ一つの現場を最初から最後まで係るのでお客様との信頼関係　や達成感

があります。　　　※各種資格取得援助いたします。　　※先輩社員よりサポート体制

があるので、未経験の方でも安心して働けます。

一般土木建築工事業 145-0066 東京都大田区南雪谷４丁目５番３号 145-0066
東京都大田区南雪谷４丁目

５番３号
ｗｏｒｄ、　ｅｘｃｅｌ 試用期間あり ３ヶ月 213,000円～300,000円 住宅等のリフォーム、リノベーション業

少人数の会社ですので皆で助け合いながら仕事を

しています。　又、地域密着、地元の皆様に愛さ

れる企業を目指しています。

代表取締役 多田　次子 大森公共職業安定所

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

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

東京都新宿区西新宿７－９－６　寿

ビル４Ｆ
160-0022

東京都新宿区新宿６丁目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 東京都新宿区 ソフトウェア業 160-0023
東京都新宿区西新宿７－９－６　寿

ビル４Ｆ
160-0022

東京都新宿区新宿６丁目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

アシストワーク株式会社 人材営業／新宿支店

人手不足の企業の課題を解決する人材営業＆スタッフ手配を行って頂きます。　　【具

体的には】　電話営業がメインになります。　　その他にも最適な登録スタッフとマッ

チング　登録スタッフへお仕事を紹介。依頼が多い場合は過去に登録してくれたスタッ

フへコンタクトして仕事して頂くように交渉もして頂きます。

東京都新宿区

管理，補助的経済活動を行

う事業所（０６総合工事

業）

169-0073
東京都新宿区百人町１丁目２２－２

４　　朝日ビル２階
169-0073

東京都新宿区百人町１－２

２－２４朝日ビル２階　当

社　新宿支店

試用期間あり １～６ヶ月 170,000円～200,000円
業務請負業　建設業における雑工事全般　イベント設

営・倉庫・事務所移転

当社は人材ビジネス・アウトソーシング行を営み

１都３県に進出しています。正社員の平均年齢も

３０代前半と若く勢いのある会社です。

代表取締役 鳩澤　晴輝 新宿公共職業安定所

株式会社　森鵬 一般事務
◆本社事務所での一般事務の仕事です。　　・各役所への提出書類作成　・契約書、請

求書などの書類作成　・経費精算処理　・請求処理などの経理補助業務
その他の飲食料品小売業 173-0004

東京都板橋区板橋１－１１－７－１

２０８
173-0004

東京都板橋区板橋１－１１

－７－１２０８

ワード・エクセル（基本

操作）
試用期間あり ３か月 220,000円～250,000円

内装仕上工事業の中でも、主に耐火被覆工事を行って

います。

社員同士の仲が良く、アットホームな会社です。

耐火被覆工事未経験でも丁寧に指導致します。
代表取締役 毛利　政志 池袋公共職業安定所

株式会社　トーヨーキッチンスタ

イル　東京支店

http://www.toyokitchen.co.j

p
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

株式会社　コニサー
http://www.connoisseur.co.

jp

【急募】アシスタント（事務補助）

／正社員

技術スタッフが作成する新技術登録申請書類の補助作業（アシスタント）を主に担当し

ていただきます。（※文章を書いたり書類作成・簡単な計算やネットから絵やグラフ

を探すことなどが得意な方に向いた仕事です。未経験でも指導し　ます。）　〈主な業

務〉　　・技術スタッフの指示による各種書類の作成補助　　・電話・来客対応のほか

会社運営に必要な各種雑用　　＊子育て中の方も歓迎します。　＊お子さまの急な病気

や学校行事での勤務調整にも柔軟に対応しますので、安心して勤務してください。

＃マザーズ

東京都港区 その他の専門サービス業 105-0001
東京都港区虎ノ門４－２－６　第二

扇屋ビル５Ｆ
105-0001

東京都港区虎ノ門４－２－

６　第二扇屋ビル５Ｆ
試用期間あり ３ヶ月 200,000円～300,000円

国や自治体が発注する公共工事を民間の建設会社等が

受注するためのコンサルティングや積算代行を主とし

た事業を行っています。　また、今年度から湖沼等の

水質浄化事業にも取り組んでいます。

当社は高い積算精度（品質）を誇っており、この

点にお客様の高い評価を頂いています。従来の事

業の品質を更に高める工夫や教育・研修を随時行

い、そこから次の事業展開を社員全員で検討しま

す。

代表取締役 河佐　憲明 品川公共職業安定所

アイパック　株式会社 http://www.i-pack.co.jp/ 【正社員】事務職

【お客様から頂いた注文を基に、以下の事務処理をお願いします】　　　・注文の仕分

け（取引先メーカー直送分／自社倉庫からの配送分に区分けした後、受発注処理業務）

【業務の流れ】注文→受注出荷→売上処理→納品書・請求書発行→送付（全てＰＣ（シ

ステム）で処理します）以上の受発注処理以外にも、営業スタッフをサポートする業務

（例：電話応対等）もお願いしますが、先輩社員が親切丁寧に指導致しますので、安心

してご応募ください。

東京都大田区 産業機械器具卸売業 144-0031 東京都大田区東蒲田２－２－１２ 144-0031
東京都大田区東蒲田２－２

－１２

Ｅｘｃｅｌ／Ｗｏｒｄ入

力作業
試用期間あり

３ケ月～１２ケ月　＊

特記事項参照
175,000円～235,000円 食肉関連資材及び機械の販売

食品関連の真空袋や真空包装機など、包装のあら

ゆるニーズにお応えする企業です。腰を据えて長

く働ける安定した企業です。

代表取締役 中沢　将夫 大森公共職業安定所

株式会社　インコス http://in-cos.jp/index.html
【就職氷河期世代限定求人】ヘルプ

デスク／西新宿

ヘルプデスク作業　ＰＣのセットアップ業務　　※現在２０・３０代が活躍していま

す。
東京都新宿区 情報処理・提供サービス業 160-0023

東京都新宿区西新宿７－２１－１

新宿ロイヤルビル６階
160-0023

東京都新宿区西新宿７－２

１－１　新宿ロイヤルビル

６階

Ｗｏｒｄ：入力ができる

レベル　Ｅｘｃｅｌ：Ｉ

Ｆ／ＶＬＯＯＫ関数が使

えるレベル

試用期間あり ３ヶ月 182,000円～303,400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。（特１３－３１０１２）

オープン系から汎用系まで、幅弘く取り扱ってお

ります。
代表取締役 増田　雅之 新宿公共職業安定所

株式会社　サンライト https://sunlight-j.com ＩＴ営業／押上

主な業務　・クライアントやパートナーの新規開拓（目標値あり）　・案件と技術者の

マッチング　・案件成約や請求に付随する事務処理　・パートナー企業とクライアント

管理　・技術者管理　・勉強会の企画、実施　・その他付随業務　　＊飛び込み営業は

ありません　＊慣れるまで丁寧に指導します

東京都墨田区 ソフトウェア業 130-0002 東京都墨田区業平１－１３－６ 131-0045

東京都墨田区押上１丁目１

９－１２　押上フロンティ

アビル３階　　当社オフィ

ス

ＷＯＲＤ、ＥＸＣＥＬを

使用し書類作成　電子

メールを扱えること

試用期間あり ３～６か月 170,000円～300,000円

ＩＴインフラシステム設計・構築・運用支援、　イン

ターネットシステム設計・構築、ＲＰＡ設計・保守

ＩＴサービスデスク、ヘルプデスクのアウトソーシン

グ

社員の声が社長にダイレクトに届く、風通しの良

い会社です。　社員の声を積極的に聞き、社員の

自主性を尊びます。　退職金共済も社員の声をも

とに、２０２１年より加入しました。

代表取締役 長谷川　隆一 墨田公共職業安定所

国土緑化　株式会社
http://www.kokudoryokuka.

co.jp

生花（フラワーギフト）受発注にお

ける営業事務

生花（フラワーギフト）部門における受発注業務を主に担当していただきます。　具体

的には、　・電話およびファックスでの受発注対応　・受発注内容のパソコンでのデー

タ入力　・協力生花店への電話対応　・伝票処理　等が主な業務になります。

その他の物品賃貸業 132-0021 東京都江戸川区中央２丁目１－２１ 132-0021
東京都江戸川区中央２丁目

１－２１

パソコン基本操作（ワー

ド・エクセルへの文字入

力、メールソフトの操

作）

試用期間あり ３カ月 183,000円～213,000円
観葉植物のレンタル／生花販売　『グリーンポケッ

ト』ＦＣ本部　造園・解体工事

「花と緑のトータルプランナー」として、設計か

ら施工・管理まで　緑化関連事業を運営し、総合

緑化企業として緑あふれる環境を創造していま

す。

代表取締役 堺　亜流 木場公共職業安定所

株式会社　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

株式会社　ホクエツ関東　首都圏

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

・コンクリート二次製品（道路側溝、河川護岸用ブロック、　　農業用排水路等）を製

造、販売、提案する会社での営業。　・営業先は建設会社、国、県、市町村等の自治

体、　　設計コンサルタント。・ルート営業がメインです。営業先は公共事業、民間造

成工事に関わる得意先に対し、技術提案や営業活動をしていただきます。・パソコン支

給あり。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※社内研修や先輩によるＯＪＴ

による指導を致します。・エリア拡大に伴い、募集エリアは埼玉県内、千葉県松戸市近

埼玉県さいたま市大宮区 セメント・同製品製造業 330-0801

埼玉県さいたま市大宮区土手町１丁

目３８－１　　アソルティ大宮ル・

ノード２Ｆ

330-0801

埼玉県さいたま市大宮区土

手町１丁目３８－１　　ア

ソルティ大宮ル・ノード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

島田哲宏税理士事務所 http://shimadatax.com/
税理士補助業務・経理事務／未経験

者可／正社員

・会計ソフトへの入力、給与計算、決算書作成　・各種報告書等の作成　・会計事務所

の庶務全般
東京都渋谷区

公認会計士事務所，税理士

事務所
150-0001

東京都渋谷区神宮前１－３－１２

ジブラルタ生命原宿ビル４Ｆ
150-0001

東京都渋谷区神宮前１－３

－１２　ジブラルタ生命原

宿ビル４Ｆ

ＰＣ基本操作（ワード・

エクセルを使った作表・

データ入力）

試用期間あり ３ヶ月 200,000円～255,000円

税理士業務（税務申告書の作成・税務相談・税務代

理）のほか、月次試算表の作成及び作成補助、コンサ

ルティング、経営相談等を行っております。

・通常の税理士業務のほか、講演や執筆を行って

います。　・勤務時間は相談可のため、子育て中

でも働きやすい職場です。

代表 島田　哲宏 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

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

パークウエスト　１３階
160-0023

東京都新宿区西新宿６－１

２－１　パークウエスト

１３階

ｗｏｒｄ、ｅｘｃｅｌ、

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

半導体を製造する装置の売買を主業務とする専門商社

です。サービス・ソリューションも同時に提供してお

ります。アジア各国を中心としたエンドユーザー、半

導体製造メーカーと専属取引中です。

ＩＣＴを活用した場所に捉われない働き方を採用

している為、子育て中の方も活躍中です。各自が

自分の仕事に責任と誇りをもって取り組んでおり

売り上げも順調

代表取締役 頼　榮陸 新宿公共職業安定所

株式会社システム情報企画
http://www.system-

joho.co.jp/

営業／業務無線機や防犯システムを

提案：フィールドセールス

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

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

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

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

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

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

ｏｔｏ．ｊｐ／

東京都新宿区 他に分類されない卸売業 160-0021
東京都新宿区歌舞伎町二丁目４１番

８号　第２下村ビル３階
160-0021

東京都新宿区歌舞伎町二丁

目４１番８号　第２下村ビ

ル３階

エクセル・ワード・パ

ワーポイントの基本的な

操作

試用期間あり ３～６ケ月 185,000円～283,000円

卸売業。各種業務用無線機の販売／無線機のレンタル

／防犯・防災設備機器のシステム販売・施工・保守／

ＥＣサイト運営

創業以来信用第一、お客様に安全と満足、喜びを

感じていただくため独創的な商品と付加価値の高

いサービスを提供。創立３４年、全従業員に安心

と満足を実現し老舗１００年企業を目指しており

ます

代表取締役 山下　博之 新宿公共職業安定所

日本酸水素　株式会社
一般高圧ガス・溶材等の営業／江戸

川区

工場向けの一般高圧ガス、溶材等の営業を担当します。　（主な担当業務）・対企業

（ＢｔｏＢ）の営業活動。主な活動エリアは東京都２３区東部・千葉県西部・埼玉県南

部　　　ルート営業中心であり飛び込み営業は基本的にありません。　　・定型フォー

ムのある納品書、請求書などの営業に関する簡単な書類作成（簡単なパソコン入力操作

があります）　　・商品管理　等　◆未経験や異業種からスタートした社員が多数活躍

中！業務に慣れ　　るまでは先輩社員一から教え、しっかりサポートしますので、営業

未経験の方も安心してご応募ください。既卒・学校卒業後３年以内の方の応募も大歓迎

です。

東京都江戸川区 燃料小売業 169-0074 東京都新宿区北新宿２－１２－１２ 133-0043

東京都江戸川区松本一丁目

３４番５号　日本酸水素株

式会社　江戸川営業課

簡単なパソコン入力操作

有（オフィスソフト、販

売ソフト）

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

会社
代表取締役社長 谷口　洋三 新宿公共職業安定所

日本酸水素　株式会社
一般高圧ガス・溶材等の営業／新宿

区

工場向けの一般高圧ガス、溶材等の営業を担当します。　（主な担当業務）　　・対企

業（ＢｔｏＢ）の営業活動。　　　主な活動エリアは東京２３区及び近郊　　　ルート

営業中心であり飛び込み営業は基本的にありません。　　・定型フォームのある納品

書、請求書などの営業に関する簡単な　　　書類作成（簡単なパソコン入力操作があり

ます）　　・商品管理　等　◆未経験や異業種からスタートした社員が多数活躍中！業

務に慣れ　　るまでは先輩社員一から教え、しっかりサポートしますので、営　　業未

経験の方も安心してご応募ください。既卒・学校卒業後３年以内の方の応募も大歓迎で

す。

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

２－１２

簡単なパソコン入力操作

有（オフィスソフト、販

売ソフト）

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

会社
代表取締役社長 谷口　洋三 新宿公共職業安定所

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

ＥｃｏＦｌｏｗ　Ｔｅｃｈｎｏｌ

ｏｇｙ　Ｊａｐａｎ　株式会社
https://jp.ecoflow.com/ 営業アシスタント

１．主要取引先とのコミュニケーション維持によりマスタデータ作成、提出等オンライ

ン業務を担当していただきます。　２．納品手配、社内外物流との連携をお願いしま

す。　３．イベント、展示会への参加によるお手伝いをお願いします。　４．セールス

スタッフの不在時等、セールス全般のバックアップ全般をお願いします。

ソフトウェア業 136-0076
東京都江東区南砂２－３６－１１

プライムタワー東陽町８Ｆ
136-0076

東京都江東区南砂２－３６

－１１　プライムタワー東

陽町８Ｆ

・ワード、エクセル、パ

ワーポイント
試用期間あり ３か月 216,000円～272,300円 次世代ポータブル電源の販売

上下関係がシンプルで、風通しが良い。　２０２

１年３月開設の新しいオフィス。　フリードリン

ク、フリースナック。

代表取締役 安齋　美子 木場公共職業安定所

ＫＧＫサービス株式会社 http://www.kgks.co.jp 営業・会計事務＜江東区亀戸＞

販売システムおよび会計システム入力、電話対応、その他庶務等、　営業・会計事務全

般をご担当いただきます。未経験の方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。当社は、高圧ガス工業（一部上場企業）のグループ会社です。　高圧ガ

ス、溶接器具材料、各種産業機材と総合的なサービスの　提供を通じて、お客様ととも

に地域社会に貢献する企業を　目指しています。

東京都江東区 産業機械器具卸売業 136-0071 東京都江東区亀戸６丁目６－１０ 136-0071
東京都江東区亀戸６－６－

１０

エクセル、ワードの簡単

な基本的な操作
試用期間あり ３ヶ月 180,000円～220,000円 各種高圧ガス、設備付帯工事、消耗品販売等

一部上場企業（高圧ガス工業株式会社）の系列グ

ループ会社。高圧ガス・溶接器具材料・各種産業

機材と総合的なサービスの提供を通じて、お客様

と地域社会に一層貢献する企業を目指していま

す。

代表取締役 奥村　眞治 木場公共職業安定所

千代田運輸　株式会社
http://www.chiyodaunyu.co.

jp
事務員（システム管理部門）

総務部で主に社内システムを管理するグループに勤務していただきます。　※データ入

力、資料作成　※ＩＴ関連業者と現場管理者との仲介的業務、システム開発運用補助業

務　※電話対応及び来客対応　※社内システムを含む機器管理業務他庶務的業務

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

２１－１

Ｅｘｃｅｌ、Ｐｏｗｅｒ

Ｐｏｉｎｔ、Ｗｏｒｄ

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。Ｃ

ＳＲを重視し、ＩＳＯ認証取得を通じて安全輸

送・環境保全・品質向上に取り組む真面目な会社

代表取締役 　水野　功 八王子公共職業安定所

株式会社　フレッシュデリカ

ネットワーク
営業職

＊既存顧客へのアフターフォロー　＊新規顧客への物流提案の構築（飛び込み・ノルマ

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

東京都昭島市拝島町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
東京都昭島市 その他の道路貨物運送業 183-0034 東京都府中市住吉町５－１３－１ 196-0002

東京都昭島市拝島町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　しんせい
http://www.switch-

bicycle.co.jp/
営業職【東京都練馬区】

当社取引先様量販店への自転車販売の巡回営業を主な業務としながら、販売網の拡充に

努める。　　営業は、関東エリア一部三県およびその近郊　　＊一部、自社店舗での接

客対応業務もあり

東京都練馬区 その他の機械器具卸売業 943-0873
新潟県上越市大字西田中２０６－１

３
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　玉鳳堂眼鏡店 http://www.gyokuhodo.com
店頭での販売職（メガネ、サングラ

ス）［港区／目黒区］

店頭での販売職（メガネ、サングラス）　・店頭での販売業務　・パソコンを使用した

業務　・電話、メールでの対応業務　※自由が丘、麻布十番どちらかの勤務になりま

す。

東京都港区 写真機・時計・眼鏡小売業 400-0032 山梨県甲府市中央１－４－７ 106-0045

東京都港区麻布十番１－１

０－１２須田ビル１階　ま

たは　東京都目黒区自由が

丘１－６－１３ヒルズ自由

試用期間あり ３カ月 173,500円～300,000円 眼鏡・光学器・補聴器販売

創業１００年になる老舗。しっかりしたメガネ販

売と量販店にない品揃えで、お客様からの信頼が

厚い。

代表取締役 小宮山　和夫 甲府公共職業安定所

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

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

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

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

り新規開拓をしていただくことが多くなります

東京都千代田区 各種商品卸売業 561-0813 大阪府豊中市小曽根３丁目９－１４ 101-0041

東京都千代田区神田須田町

２－２３－１１　河合ビル

９階　東京営業所

試用期間あり ６か月 250,000円～280,400円

食品包装資材の販売、日用雑貨の販売、不動産管理、

ネット販売に力をいれています。新たな事業にチャレ

ンジしていく会社です。　あなたの提案をお待ちして

います。

当社は従来にないユニークな製品や事業の開発に

取組んでいます。開発営業の取り組みを重視して

います。当社独自製品のドラキュラマットは富士

工場で、風呂フタは三重工場で製造しています。

代表取締役 渡部　一二 池田公共職業安定所

株式会社フィット http://www.fit.ne.jp/ 不動産業
新規及び既存の不動産仲介業者より優良な売買不動産の情報を入手し、調査等を経て購

入する。　そして、それを加工し販売する。
建物売買業，土地売買業 103-0028

東京都中央区八重洲１丁目４－２０

東京八重洲ビル８階
103-0028

東京都中央区八重洲１丁目

４－２０　東京八重洲ビル

８階

試用期間あり ３か月 250,000円～300,000円 不動産買取り・販売
全国各地の不動産物件を金融機関等の情報により

買取り販売する会社です。
代表取締役 松本　良介 飯田橋公共職業安定所

株式会社　コスモ技研 www.cosmokk.co.jp 法人営業及び現場監督

■ウイルス対策商材「ＳＫＹＢＥ－７８３」の提案販売及び　　施工監督　■慣れてき

たらできれば新規開拓業務にも挑戦していただければと　　思います。　■営業ノルマ

はありません。

産業機械器具卸売業 110-0016
東京都台東区台東２－１５－２　Ｌ

プレイス初音４階
110-0016

東京都台東区台東２－１５

－２　Ｌプレイス初音４階

パソコン（エクセル・

ワード）基本操作必須

＊見積書、資料作成など

あり

試用期間あり ３か月 194,560円～238,960円

エルピーガス用ポンプコンプレッサ販売メンテナンス

ウイルス対策商材「ＳＫＹＢＥ‐７８３」の提案及び

施工

創業以来５０年間、順調に業績を伸ばしており、

特殊な仕事の為、競争会社も少なく安定した業績

を保っております。

代表取締役 吉川　昌孝 上野公共職業安定所



株式会社　コスモ技研 www.cosmokk.co.jp 一般事務

一般事務全般　　〇販売管理業務として、受発注業務及び見積書その他　　書類の作成

〇書類の管理（ファイリング・郵送など）　〇電話応対など　○海外の取引先からの請

求書などの文書の翻訳等があります。　　そのため英語ができれば尚可（英検２級レベ

ル）。　　＊業務に前向きに取り組む方が多い職場環境です。　　ご応募をお待ちして

おります。

東京都台東区 産業機械器具卸売業 110-0016
東京都台東区台東２－１５－２　Ｌ

プレイス初音４階
110-0016

東京都台東区台東２－１５

－２　Ｌプレイス初音４階

パソコン基本操作（エク

セル・ワード・パワーポ

イント）

試用期間あり ３か月 179,760円～272,600円

エルピーガス用ポンプコンプレッサ販売メンテナンス

ウイルス対策商材「ＳＫＹＢＥ‐７８３」の提案及び

施工

創業以来５０年間、順調に業績を伸ばしており、

特殊な仕事の為、競争会社も少なく安定した業績

を保っております。

代表取締役 吉川　昌孝 上野公共職業安定所

株式会社グッドパートナーズ
https://www.good-

partners.jp
【急募】事務職

人材派遣会社での事務職　　電話対応　請求書、契約書作成　ファイリング・各種書類

の管理　データ入力　各種庶務業務　等
東京都世田谷区 労働者派遣業 154-0024

東京都世田谷区三軒茶屋１－３７－

８　ワコーレ三軒茶屋６４ビル４階
154-0024

東京都世田谷区三軒茶屋１

－３７－８　ワコーレ三軒

茶屋６４ビル４階

Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ基

本操作
試用期間あり 試用期間３ヶ月 210,000円～250,000円 介護・医療の人材紹介（１３－ユ－３００４００）

グッドパートナーズは介護・医療の紹介・派遣会

社です。介護現場の現状を「変えたい」を企業理

念とし、コンプライアンスにも重点を置いていま

す。

代表取締役 下村　隆洋 渋谷公共職業安定所

株式会社　アヅマテクノス https://azumatec.co.jp 営業事務職（東京都）

製造業、大学、研究機関の優良得意先をお客様として、真空産業機器・光学精密測定機

器・電子計測器・分析環境測定機器・計装システム機器の販売、修理、校正の営業活動

のサポートを担当していただきます。　主に　・商品の受発注、ＰＣへの伝票入力　・

お客様や仕入先様、営業社員との電話応対　・来客対応　・営業所の経理業務

東京都北区 その他の機械器具卸売業 950-0912
新潟県新潟市中央区南笹口１－９－

１０
114-0013

東京都北区東田端２－５－

１４　クロコダイル第２ビ

ル６Ｆ　　　東京オフィス

エクセル、ワードの基本

操作ができること。
試用期間あり ６カ月 186,000円～230,000円

計測機器・計装機器の販売・校正・修理および設計・

据付・調整業務

ニーズにマッチした提案とアフターサービスの提

供により、品質・技術の向上を目指す方々のお役

に立ち、課題解決のベストパートナーとして信頼

される計測と制御の技術アドバイザーを目指しま

代表取締役 関　博司 新潟公共職業安定所

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。

東京都台東区
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

株式会社リーシングエステート 不動産仲介管理
主に不動産賃貸仲介（住居・事務所店舗等）　　　不動産売買仲介　　　不動産管理

不動産買取・再販
不動産代理業・仲介業 166-0002

東京都杉並区高円寺北２－４－７

杉原ビル１０階
166-0002

東京都杉並区高円寺北２－

４－７　杉原ビル１０階
試用期間あり ３ケ月 187,000円～370,000円 不動産の賃貸借、売買、交換の仲介・斡旋 アパマンショップＦＣ加盟 代表取締役 小松崎　彰 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（Ｔｅａ

ｍｓ、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

朝日管財株式会社
http://www.asahikanzai.co.j

p/
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

日本スキルプロバイダ株式会社 https://skillpro.jp/
営業（課長候補）／トライアル雇用

併用求人

ＢＰＯ事業部：営業職　ＢＰＯ事業の営業職（課長候補）としてご活躍頂きます。　人

材紹介会社様が運営する転職サービスにＷｅｂ登録している求職者様へ、ＴＥＬ・メー

ル・ＳＭＳ・ＬＩＮＥにてご連絡し、ご来社面談を促す営業を実施します。

東京都墨田区
他に分類されない事業サー

ビス業
130-0014

東京都墨田区亀沢２－１５－２　小

島繊維ビル３階
130-0014

東京都墨田区亀沢２－１５

－２　小島繊維ビル３階

【１】タッチタイピング

【２】Ｅｘｃｅｌ初級

【３】Ｗｏｒｄ初級

【４】ＰＰ＋初級

試用期間あり ３ヶ月 259,997円～371,378円

■美容業界の人材紹介業務　・企業の新規獲得＋採用

活動サポート・求職者の新規獲得＋転職活動サポート

■教育・研修事業　＊職業紹介事業認可　１３－ユ－

３１２４６９

■サービス品質：独占契約をいただくほど、サー

ビスに自信有■成長環境：各人の成長段階に合わ

せた、５０段階の営業コミュニケーション研修制

度有■待遇：昇給・昇格随時有、年収～１０００

代表取締役 中野　陽介 墨田公共職業安定所

株式会社　ユタニ
ルート配送及び業務管理（建築金

物）〈トライアル併用〉

【商品受発注管理・ルート配送業務】・決まったお客様からの商品の受発注管理・ルー

ト配送等が主な業務です。　・お客様は都内と近郊、長年のお付き合いのあるお客様ば

かりなので、すぐに馴染めます。＊少人数で家庭的な雰囲気の中で仕事に取り組めま

す。　＊仕事の内容は丁寧に指導します。

他に分類されない卸売業 125-0053 東京都葛飾区鎌倉３丁目２９－１１ 125-0053
東京都葛飾区鎌倉３丁目２

９－１１
試用期間あり

３ヶ月（トライアル期

間も同条件）
220,000円～280,000円 建築金物、住宅関連用品の卸売業 元気に挨拶が出来ればＯＫです。 代表取締役 油谷　徹 墨田公共職業安定所

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

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

・見積り作成　・入局、退局の確認　・ほか、雑務　　☆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！

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

２福井ビル５０３
183-0056

東京都府中市寿町１－１－

１１　第２福井ビル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

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.com 営業／企画／トライアル併用

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

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

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

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

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

１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

パソコンの基本的な操作

＊未経験の方にも丁寧に

指導いたしますので安心

して下さい

試用期間あり ６ヶ月 190,482円～432,914円

国内高シェアのＩＰ電話サービス、クラウドＰＢＸ、

クラウドコールセンター（日英版、自社システム）の

開発、　提供、サポート。数万ユーザー

自社システムの開発、提供、サポート。日英語の

提供。　海外、地方拠点あり。導入実績は数万件

（法人・個人）、　海外向けも販売。システム拠

点多数。

代表取締役 徳元　大樹 新宿公共職業安定所

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

株式会社リノテックジャパン リフォーム、改修工事全般 主に賃貸分譲のリフォームや改修工事を行っています。 東京都府中市 床・内装工事業 183-0053 東京都府中市天神町３－６－２３ 183-0053

東京都府中駅天神町３－６

－２３　京王線　府中駅か

らバス下車徒歩６分　※就

業場所は多摩エリアが中心

試用期間あり ３か月 240,000円～300,000円

主に賃貸、分譲のリフォームや改修工事、エクステリ

アなどを手掛けています。新規事業展開としては大手

ゼネコン吸音断熱材取付作業が始まります。

企業３年目で元気で賑やかなアットホームな雰囲

気の会社です。建築にまつわる色んな事を総合的

に学べます。学歴不問で好奇心旺盛な方であれば

全く問題ありません。

代表取締役 竹本　真弓 府中公共職業安定所

株式会社　ナッパー http://www.napper.co.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
東京都千代田区 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 東京都新宿区 情報処理・提供サービス業 112-0003

東京都文京区春日２丁目１０－１５

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

パソコンの基本的な操作

＊未経験の方にも丁寧に

指導いたしますので安心

して下さい

試用期間あり ６ヶ月 190,482円～432,914円

国内高シェアのＩＰ電話サービス、クラウドＰＢＸ、

クラウドコールセンター（日英版、自社システム）の

開発、提供、サポート。　数万ユーザー

自社システムの開発、提供、サポート。日英語の

提供。　海外、地方拠点あり。導入実績は数万件

（法人・個人）、　海外向けも販売。システム拠

点多数。

代表取締役 小川　裕司 飯田橋公共職業安定所

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

区・文京（トライアル併用）

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

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

ンスの告知、顧客対応・設備の移動の案内、調整・各部門との調整、製品開発への

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

東京都新宿区 情報処理・提供サービス業 112-0003
東京都文京区春日２丁目１０－１５

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

パソコンの基本的な操作

＊未経験の方にも丁寧に

指導いたしますので安心

して下さい

試用期間あり ６ヶ月 190,482円～432,914円

国内高シェアのＩＰ電話サービス、クラウドＰＢＸ、

クラウドコールセンター（日英版、自社システム）の

開発、提供、サポート。　数万ユーザー

自社システムの開発、提供、サポート。日英語の

提供。　海外、地方拠点あり。導入実績は数万件

（法人・個人）、　海外向けも販売。システム拠

点多数。

代表取締役 小川　裕司 飯田橋公共職業安定所

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

イアル併用）

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

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

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

ンストレーション

東京都新宿区 情報処理・提供サービス業 112-0003
東京都文京区春日２丁目１０－１５

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

パソコンの基本的な操作

＊未経験の方にも丁寧に

指導いたしますので安心

して下さい

試用期間あり ６ヶ月 190,482円～432,914円

国内高シェアのＩＰ電話サービス、クラウドＰＢＸ、

クラウドコールセンター（日英版、自社システム）の

開発、提供、サポート。　数万ユーザー

自社システムの開発、提供、サポート。日英語の

提供。　海外、地方拠点あり。導入実績は数万件

（法人・個人）、　海外向けも販売。システム拠

点多数。

代表取締役 小川　裕司 飯田橋公共職業安定所

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

宿・文京区／トライアル併用

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

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

来客対応などをご担当いただきます

東京都新宿区 情報処理・提供サービス業 112-0003
東京都文京区春日２丁目１０－１５

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

パソコンの基本的な操作

＊未経験の方にも丁寧に

指導いたしますので安心

して下さい

試用期間あり ６ヶ月 190,482円～432,914円

国内高シェアのＩＰ電話サービス、クラウドＰＢＸ、

クラウドコールセンター（日英版、自社システム）の

開発、提供、サポート。　数万ユーザー

自社システムの開発、提供、サポート。日英語の

提供。　海外、地方拠点あり。導入実績は数万件

（法人・個人）、　海外向けも販売。システム拠

点多数。

代表取締役 小川　裕司 飯田橋公共職業安定所

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.jp/oizu

mi
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。

東京都練馬区 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.kaitenichiba.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２８－１

１
132-0031

東京都江戸川区松島１丁目

２８－１１

※　Ｅｘｃｅｌ・Ｗｏｒ

ｄ、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

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にご満足頂く為

に、より一層の努力と改善を続けております。で

すから開店市場の周りにはいつも笑顔があふれて

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.net/ 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

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

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　Ｎ

Ｈ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。２０１８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.sundenshi-

e.co.jp
営業（電子部品の販売）

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

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

チームワークを大事にし皆で仕事をしていきます。最初は内勤　　業務で事務処理、商

品知識の勉強会などで知識を覚え、慣れてきたら徐々に先輩社員と同行し覚えていただ

きます。　　＊商品知識については、当社の勉強会あり。　＊ＯＪＴ研修あり。

電気機械器具卸売業 101-0021
東京都千代田区外神田６－１５ー９

明治安田生命末広町ビル５Ｆ
101-0021

東京都千代田区外神田６－

１５ー９　明治安田生命末

広町ビル５Ｆ

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

会社創立以来着実に業績を伸ばし続け、安定成長

を遂げている。また毎年決算賞与がある会社であ

る。（会社所有保養所あり）（株）村田製作所の

代理店（１１社ある中の１社）

代表取締役社長 江部　哲人 飯田橋公共職業安定所

株式会社　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

東京都新宿区
電気通信に附帯するサービ

ス業
162-0041

東京都新宿区早稲田鶴巻町５４３－

７　ＮＳビル２Ｆ
162-0806

＊１新宿区榎町３３－１

ザ・スクエアー８Ｆ（当社

オフィス）＊２新宿区早稲

田鶴巻町５４３－７ＮＳビ

パソコンの基本的な操作

＊未経験の方にも丁寧に

指導いたしますので安心

して下さい

試用期間あり ６ヶ月 190,482円～432,914円

国内高シェアのＩＰ電話サービス、クラウドＰＢＸ、

クラウドコールセンター（日英版、自社システム）の

開発、　提供、サポート。数万ユーザー

自社システムの開発、提供、サポート。日英語の

提供。　海外、地方拠点あり。導入実績は数万件

（法人・個人）、　海外向けも販売。システム拠

点多数。

代表取締役 佐藤　浩行 新宿公共職業安定所

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

用

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

来客対応
東京都新宿区

電気通信に附帯するサービ

ス業
162-0041

東京都新宿区早稲田鶴巻町５４３－

７　ＮＳビル２Ｆ
162-0806

＊１新宿区榎町３３－１

ザ・スクエアー８Ｆ（当社

オフィス）＊２新宿区早稲

田鶴巻町５４３－７ＮＳビ

パソコンの基本的な操作

＊未経験の方にも丁寧に

指導いたしますので安心

して下さい

試用期間あり ６ヶ月 190,482円～432,914円

国内高シェアのＩＰ電話サービス、クラウドＰＢＸ、

クラウドコールセンター（日英版、自社システム）の

開発、　提供、サポート。数万ユーザー

自社システムの開発、提供、サポート。日英語の

提供。　海外、地方拠点あり。導入実績は数万件

（法人・個人）、　海外向けも販売。システム拠

点多数。

代表取締役 佐藤　浩行 新宿公共職業安定所

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

アル雇用併用

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

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

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

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

顧客満足度の向上のため、一緒に問題解決に取り組んでいただきます。

東京都新宿区
電気通信に附帯するサービ

ス業
162-0041

東京都新宿区早稲田鶴巻町５４３－

７　ＮＳビル２Ｆ
162-0806

＊１新宿区榎町３３－１

ザ・スクエアー８Ｆ（当社

オフィス）＊２新宿区早稲

田鶴巻町５４３－７ＮＳビ

ル２Ｆ、＊３新宿区山吹町

３５３－１Ｙ１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ＰＢＸ、

クラウドコールセンター（日英版、自社システム）の

開発、　提供、サポート。数万ユーザー

自社システムの開発、提供、サポート。日英語の

提供。　海外、地方拠点あり。導入実績は数万件

（法人・個人）、　海外向けも販売。システム拠

点多数。

代表取締役 佐藤　浩行 新宿公共職業安定所

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

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

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

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

の回収・デモンストレーション

東京都新宿区
電気通信に附帯するサービ

ス業
162-0041

東京都新宿区早稲田鶴巻町５４３－

７　ＮＳビル２Ｆ
162-0806

＊１新宿区榎町３３－１

ザ・スクエアー８Ｆ（当社

オフィス）＊２新宿区早稲

田鶴巻町５４３－７ＮＳビ

パソコンの基本的な操作

＊未経験の方にも丁寧に

指導いたしますので安心

して下さい

試用期間あり ６ヶ月 190,482円～432,914円

国内高シェアのＩＰ電話サービス、クラウドＰＢＸ、

クラウドコールセンター（日英版、自社システム）の

開発、　提供、サポート。数万ユーザー

自社システムの開発、提供、サポート。日英語の

提供。　海外、地方拠点あり。導入実績は数万件

（法人・個人）、　海外向けも販売。システム拠

点多数。

代表取締役 佐藤　浩行 新宿公共職業安定所

株式会社テレワークス www.teleworksinc.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

＊未経験の方にも丁寧に指導いたしますので、安心してください。
東京都新宿区 情報処理・提供サービス業 162-0801

東京都新宿区山吹町３５３－１　Ｙ

１ビル３０１号
162-0806

東京都新宿区榎町３３－１

ザ・スクエアー８Ｆ　当社

事業所

パソコンの基本的な操作

＊未経験の方にも丁寧に

指導いたしますので安心

して下さい

試用期間あり ６ヶ月 190,482円～432,914円

国内高シェアのＩＰ電話サービス、クラウドＰＢＸ、

クラウドコールセンター（日英版、自社システム）の

開発、　提供、サポート。数万ユーザー

自社システムの開発、提供、サポート。日英語の

提供。　海外、地方拠点あり。導入実績は数万件

（法人・個人）、　海外向けも販売。システム拠

点多数。

代表取締役 徳元　大樹 新宿公共職業安定所

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

アル雇用併用

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

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

ンスの告知、顧客対応・設備の移動の案内、調整・各部門との調整、製品開発への

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

足度の向上のため、一緒に問題解決に取り組んでいただきます。

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

１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ＰＢＸ、

クラウドコールセンター（日英版、自社システム）の

開発、　提供、サポート。数万ユーザー

自社システムの開発、提供、サポート。日英語の

提供。　海外、地方拠点あり。導入実績は数万件

（法人・個人）、　海外向けも販売。システム拠

点多数。

代表取締役 徳元　大樹 新宿公共職業安定所

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

アル併用

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

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

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

心して下さい。

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

１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

パソコンの基本的な操作

＊未経験の方にも丁寧に

指導いたしますので安心

して下さい

試用期間あり ６ヶ月 190,482円～432,914円

国内高シェアのＩＰ電話サービス、クラウドＰＢＸ、

クラウドコールセンター（日英版、自社システム）の

開発、　提供、サポート。数万ユーザー

自社システムの開発、提供、サポート。日英語の

提供。　海外、地方拠点あり。導入実績は数万件

（法人・個人）、　海外向けも販売。システム拠

点多数。

代表取締役 徳元　大樹 新宿公共職業安定所

株式会社　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。

東京都中央区 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２０１７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　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　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。

東京都新宿区 建物売買業，土地売買業 160-0023
東京都新宿区西新宿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　アイゼン http://www.eyezen.co.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。

東京都葛飾区 警備業 916-0055
福井県鯖江市上鯖江１丁目１０－１

２
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

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。

東京都千代田区 紙製品製造業 769-1615
香川県観音寺市大野原町丸井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

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

東京都新宿区 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

沖縄県浦添市

管理，補助的経済活動を行

う事業所（９２その他の事

業サービス業

901-2131
沖縄県浦添市牧港５ー６－３　南海

ビル４Ｆ
901-2131

１沖縄県浦添市牧港５ー６

－３南海ビル、２新宿区榎

町３３－１、３新宿区早稲

田鶴巻町５４３－７、４新

パソコンの基本的な操作

＊未経験の方にも丁寧に

指導いたしますので安心

して下さい

試用期間あり ６ヶ月 173,166円～346,331円

国内高シェアのＩＰ電話サービス、クラウドＰＢＸ、

クラウドコールセンター（日英版、自社システム）の

開発、提案、提供、サポート、数万ユーザー

自社システムの開発、提供、サポート。日英語の

提供。海外、地方拠点あり。導入実績は数万件

（法人・個人）、海外向けも販売。システム拠点

多数。

代表取締役 磯崎　知浩 那覇公共職業安定所

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

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

来客対応　　　　　◇トライアル雇用併用求人（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。

沖縄県浦添市

管理，補助的経済活動を行

う事業所（９２その他の事

業サービス業

901-2131
沖縄県浦添市牧港５ー６－３　南海

ビル４Ｆ
901-2131

１沖縄県浦添市牧港５ー６

－３南海ビル、２新宿区榎

町３３－１、３新宿区早稲

田鶴巻町５４３－７、４新

宿区山吹町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ＰＢＸ、

クラウドコールセンター（日英版、自社システム）の

開発、提案、提供、サポート、数万ユーザー

自社システムの開発、提供、サポート。日英語の

提供。海外、地方拠点あり。導入実績は数万件

（法人・個人）、海外向けも販売。システム拠点

多数。

代表取締役 磯崎　知浩 那覇公共職業安定所

株式会社エフォート http://effort-ic.com 営業／企画

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

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

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

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

沖縄県浦添市

管理，補助的経済活動を行

う事業所（９２その他の事

業サービス業

901-2131
沖縄県浦添市牧港５ー６－３　南海

ビル４Ｆ
901-2131

１沖縄県浦添市牧港５ー６

－３南海ビル、２新宿区榎

町３３－１、３新宿区早稲

田鶴巻町５４３－７、４新

宿区山吹町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ＰＢＸ、

クラウドコールセンター（日英版、自社システム）の

開発、提案、提供、サポート、数万ユーザー

自社システムの開発、提供、サポート。日英語の

提供。海外、地方拠点あり。導入実績は数万件

（法人・個人）、海外向けも販売。システム拠点

多数。

代表取締役 磯崎　知浩 那覇公共職業安定所

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

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

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

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

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

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

雇用併用求人（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。

沖縄県浦添市

管理，補助的経済活動を行

う事業所（９２その他の事

業サービス業

901-2131
沖縄県浦添市牧港５ー６－３　南海

ビル４Ｆ
901-2131

１沖縄県浦添市牧港５ー６

－３南海ビル、２新宿区榎

町３３－１、３新宿区早稲

田鶴巻町５４３－７、４新

宿区山吹町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ＰＢＸ、

クラウドコールセンター（日英版、自社システム）の

開発、提案、提供、サポート、数万ユーザー

自社システムの開発、提供、サポート。日英語の

提供。海外、地方拠点あり。導入実績は数万件

（法人・個人）、海外向けも販売。システム拠点

多数。

代表取締役 磯崎　知浩 那覇公共職業安定所

株式会社　ワンズコーポレーショ

ン
http://www.wonds.ne.jp ヘルプデスク

ユーザーや社員向けのサポート業務。　ＰＣのキッティング、システム運用のサポー

ト、問い合わせ対応（電話、メール）、入力業務、その他ＰＣに関わる業務等を行って

頂きます。

ソフトウェア業 103-0001
東京都中央区日本橋小伝馬町７－２

古賀オールビル２階
103-0001

東京都中央区日本橋小伝馬

町７－２　古賀オールビル

２階

試用期間あり ３ヶ月 170,126円～202,531円

コンピュータソフトウェア開発、システムコンサル

ティング、アウトソーシング事業、ＩＴ機器販売　派

１３－０１１１７７

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.co.jp/ 一般事務・経理業務サポート
○一般事務　・電話応対、来客対応　・受発注等の営業アシスタント業務　・書類の

ファイリング　・その他付随する業務　○経理サポート　・仕訳入力
東京都中央区 その他の化学工業 103-0001

東京都中央区日本橋小伝馬町１６番

１号
103-0001

東京都中央区日本橋小伝馬

町１６番１号

ＰＣ（ワード・エクセ

ル）　エクセル関数（マ

クロ）、データベースの

知識尚可

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

造

化粧品原料の販売、環境衛生商品の製造販売を

行っている会社です。クライアントは大手企業中

心となります。

代表取締役 太田　隆之 飯田橋公共職業安定所

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

◎インターネットショップ店舗運営アシスタントを募集です。　◎伝票発行・受注・発

注・電話対応・メール対応・商品登録などの一連業務をサポートしていただきます。

＊皆で協力しながら行いますので初心者の方でも大歓迎致します。　＊ただし、ホーム

ページ作成経験などの基礎知識が必要となります。　＊ネットショップやＳＮＳなど

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

ＥＢショップで様々な商品を販売しております。

代表取締役 佐々木　一雄 新宿公共職業安定所

家．ｃｏｍ株式会社
http://www.iecom-

ooizumigakuen.jp
営業職（不動産賃貸）

不動産賃貸物件の仲介・管理業です。　主に中野・新宿・渋谷・杉並・練馬区の物件を

紹介しています。
東京都中野区

不動産賃貸業（貸家業，貸

間業を除く）
164-0003

東京都中野区東中野３丁目８－２

トーシンスペースビル　アネックス

５階

164-0003

東京都中野区東中野３丁目

８－２　トーシンスペース

ビル　アネックス５階

パソコン基本操作スキル 試用期間あり ３カ月間 200,000円～200,000円
不動産賃貸物件の仲介・管理業です。主に新宿・中

野・渋谷・練馬・杉並区の物件を紹介しています。

社員は全員３０代の明るく、アットホームな雰囲

気の会社です。入社時には研修システムもありま

すので、未経験の方も安心して働けます。

代表取締役 石田　圭 新宿公共職業安定所

株式会社　エレーヌ http://www.elene.co.jp 営業・企画
＊得意先のフォロー営業（ルートセールス）　　＊商品や他社の情報収集・提供　　＊

新商品企画等の営業企画業務（市場動向による提案企画など）
東京都千代田区 下着類製造業 612-8437

京都府京都市伏見区深草小久保町３

４３
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

代表取締役 藤井　隆男 伏見公共職業安定所

株式会社　クレアス 営業アシスタント

営業アシスタント業務　・取引先を回っての工事等の調整　・代理店との連絡調整　等

当面のうちはサポートをしていただき、慣れてきたら　さらに深く業務に関わっていた

だく場合もあります。

東京都中央区 その他の機械器具卸売業 103-0026
東京都中央区日本橋兜町１５－６

製粉会館ビル２Ｆ
103-0026

東京都中央区日本橋兜町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　ジンナイ http://www.jinnai.co.jp
営業職（特殊アパレル）【トライア

ル雇用併用】

（１）販売代理店及び専門商社への訪問営業　　　　要望ヒアリング、商品企画ヒアリ

ング、商品提案、需要予測　　（２）既存販売代理店からの引合いセールス活動　　＊

以上を通じ社内各部署と連携し、より良い技術や商品を提案に繋　げていく活動を日々

行っています。　　＊商品知識等研修・ＯＪＴを通じ育成致しますので未経験の方でも

大丈夫です。

外衣・シャツ製造業（和式

を除く）
114-0003 東京都北区豊島３－２３－１０ 114-0003

東京都北区豊島３－２３－

１０

Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄの

入力出来る方を希望。
試用期間あり ６ヶ月 180,000円～240,000円

特殊アパレルメーカー。高機能素材を使用し、自然環

境に適応するアパレルの製造販売を行う。レインウェ

ア、防寒服などのアウトドアウェア、身体の安全と快

適さを実現する商品群。

自社ブランドとしては、官公庁や民間企業へのユ

ニフォーム用途に特化。　伝統となっている高い

品質を守りながら新たなニーズに合わせて、ファ

ション・スポーツ業界や医療資材へも進出中。

代表取締役 杉本　英介 王子公共職業安定所

木村塗装 一般建築塗装

おもに塗装工事をメインに仕事をしています。住宅、アパート、マンション等の新築塗

装工事、塗り替え工事です。架設足場の組立て（クサビ足場）から自社施工しておりま

すので、最初から最後まで責任感をもって仕事ができます。　＊未経験の方には、先輩

社員が丁寧に指導いたします。

塗装工事業 205-0023 東京都羽村市神明台４－２－１１ 205-0023
東京都羽村市神明台４－２

－１１
試用期間あり １か月 220,000円～450,000円

おもに、一般住宅、アパート、マンションなどの塗り

替え工事、リフォームをしています。

塗装工事と足場工事（クサビ足場）をメインに仕

事をしている会社です。
代表 木村三成 青梅公共職業安定所

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

遊休設備の査定及び仕入れたタンク・機械の販売を担当頂きます。　主な営業先は、飲

料、食品、製薬等の製造会社です。　　お客様の事業拡大や新規事業に貢献できる仕事

です。　　　＊社用車あり

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

東京都板橋区成増２丁目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】
東京都江東区 計量証明業 675-2113

兵庫県加西市網引町２００１番地３

９　　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

東京都中央区
その他のプラスチック製品

製造業
323-0807 栃木県小山市城東２－３２－１７ 104-0061

東京都中央区銀座８－１４

－１４　銀座昭和通りビル

Ｅｘｃｅｌ　Ｗｏｒｄ

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

使用済みペットボトルを再びペットボトルにリサ

イクルする技術を確立した会社。ペットボトルの

リサイクルでは、独自の高度な技術を有し、大手

飲料メーカー、繊維メーカーと取引多数。

代表取締役 古澤　栄一 小山公共職業安定所

株式会社　国際開発ジャーナル社 https://www.idj.co.jp 企画・営業
刊行物である月刊「国際開発ジャーナル」、年刊「国際協力キャリ　アガイド」などの

広告営業、販売促進、国際協力関連のイベントや　セミナーの企画・実施など
出版業 113-0034

東京都文京区湯島２丁目２－６　フ

ジヤミウラビル８階
113-0034

東京都文京区湯島２丁目２

－６　フジヤミウラビル８

階

Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ、

ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ

メール処理が多いので円

滑に作業ができる　操作

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３１０５２８

「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

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１３－０４０５

６０

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.co.jp/co

mpany
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）

東京都町田市 建築材料卸売業 194-0201
東京都町田市上小山田町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（東京支店）

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・加工・販売を行っております。　主なお願い

したい業務内容は固定ルートの営業（納品・引取）です。　得意先への納品・引取が一

日午後一回あります。　（注文が多ければ数回になることもあります。）　他には地方

の得意先への出荷準備や軽作業、　営業としての簡単な事務作業になります。　仕事は

出来ることからゆっくり覚えて貰えたらと思います。

東京都台東区
繊維品卸売業（衣服，身の

回り品を除く）
543-0001

大阪府大阪市天王寺区上本町８丁目

３－４
111-0055

東京都台東区三筋１丁目２

－５　ＩＡビル１階　東京

支店

既存の文書データに入力

する程度のエクセル・

ワードなどのパソコン知

識があれば助かります。

出来ることからお願いし

ますので仕事に慣れてき

たら簡単なことはお教え

試用期間あり ３ケ月間 220,000円～260,000円

大阪本社と東京支店を拠点とし、全国に販路を持つ繊

維資材全般・特殊品を扱う卸会社です。アパレル・手

芸品・工業用を大手商社から小売店まで企画・生産・

加工・販売しております。

長く勤めて貰える様に、気持ち良く働ける職場を

目指しています。仕事は、簡単な事からゆっくり

覚えて頂きます。

代表取締役 堀内　孝真 大阪東公共職業安定所

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

官公庁、法人等にセキュリティー全般を提案するお仕事です。創業４０年を迎えるに、

事業拡大にあたり新しいメンバーを募集します。第二の成長ステージで、長期にわたり

一緒に成長してもらえる人材を募集です。　　男女ともに活躍中です。アットホームな

雰囲気でみんなで協力しながら取り組みますので営業未経験も安心です。

東京都新宿区 他に分類されない小売業 530-0044
大阪府大阪市北区東天満１丁目６－

６　オーセンビル８階
160-0022

東京都新宿区新宿５丁目４

－１　新宿Ｑフラットビル

８０８号

試用期間あり ３ヶ月 280,000円～450,000円
防犯カメラ・セキュリティ機器の販売・施工・メンテ

ナンス

弊社は大阪を中心に「犯罪を未然に防ぐ」為に、

防犯カメラ・監視カメラを普及させています。取

引先も１０００社を超え、これからも増々拡大し

ていく予定です。３０～４０代の男女が活躍中で

す。

代表取締役 平内　隆司 梅田公共職業安定所

株式会社　ＲＩＳＥ メディア営業（新宿支店）

■テレフォンアポインターがまずは各方面のお客さまとコンタクトを取り、ニーズを探

ります。　■興味を持ってくださったお客さまのもとへ営業担当者が伺い、現状の問題

点やお困り事などをヒアリング。　■その情報をもとに、社内のシステムに受注内容を

登録。外部ライターへ原稿の方向性を指示を出し、作成を依頼します。　■最も効果的

な広告を作成し、人材採用、さらに店舗集客などの活性化を目指します。　※基本的に

自社サイトは毎日更新しているので、１日で掲載することもあれば１カ月後に掲載する

こともあり、お客さまの希望に合わせて掲載スケジュールを決定します。

東京都新宿区 広告業 542-0081
大阪府大阪市中央区南船場２丁目６

－２４　ＫＯＣビル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 ＨＰ営業（幹部候補）／新宿支店

ＨＰをメインとし、Ｗｅｂ関連全般的にお客様のニーズをヒアリングし、ベストな商材

やプランをお客様に提案し、商談、打ち合わせなどを行って頂きます。　　業界や営業

未経験がほとんどの会社ですので、マニュアルもあり、先輩たちが一から丁寧に研修し

ます。

東京都新宿区 広告業 542-0081
大阪府大阪市中央区南船場２丁目６

－２４　ＫＯＣビル４Ｆ
160-0023

東京都新宿区西新宿７－７

－２８　第二山本ビル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

代表取締役 和田　崇宏 大阪西公共職業安定所

株式会社　ＲＩＳＥ 広告営業／新宿支店

１各方面のお客さまとコンタクトを取り、アポイントを取得。　２興味を持って下さっ

たお客さまの元へ営業担当者が伺い、打ち合わせ。　　３その情報を元に、ライターへ

原稿の方向性を指示し作成を依頼します。　４最も効果的な原稿を作成し、お客様に納

品します。請求書を発行し、無事掲載！掲載後のお客さまフォローも担います。　原稿

の入稿、掲載後の検証まで一貫して手がけております。一人で担当するのは１カ月の間

で約２０社、多くて３０社ほど。その内７～１０社の契約が取れるようになることを目

標に行動していきます。

東京都新宿区 広告業 542-0081
大阪府大阪市中央区南船場２丁目６

－２４　ＫＯＣビル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　電気書院
http://www.denkishoin.co.j

p/
企画・編集職

電験・電気工事士試験対策などの書籍、および自社発行の月刊誌『電気計算』の編集を

担当してもらいます。　著者への執筆依頼から編集作業、印刷所への出稿まで一貫して

お任せします。　【仕事の流れ】　先輩編集者のサポートをする事から始め、最終的に

は一人で編集工程の最初から最後までを担当してもらいます。　１冊を一人で担当する

ので自分でスケジュールを確認し、コントロールしながら業務に励んでください。　ま

た最近は、働く環境の改善に力を入れて取り組んでおり、編集の世界に飛び込んで活躍

したい方には最適の環境です。

出版業 101-0051
東京都千代田区神田神保町１－３

ミヤタビル２Ｆ
101-0051

東京都千代田区神田神保町

１－３　ミヤタビル２Ｆ

Ａｄｏｂｅソフト（あれ

ば尚可）　Ｏｆｆｉｃｅ

ソフト（あれば尚可）

試用期間あり ３ヶ月～６ヶ月 210,000円～350,000円

出版社です。　電気主任技術者（電験）や電気工事士

などの国家試験対策書籍をメイン商材に多く取り扱っ

ております。

本の街、神保町に本社を構える老舗の出版社で

す。
代表取締役 田中聡 飯田橋公共職業安定所

株式会社　Ｉ　Ｋ　Ｋ
http://www.diamond-

ikk.com
営業（ルート営業）【東京】

当社「東京営業所」において、自社で設計された建設現場で使用される電動工具（鉄筋

カッー・パンチャー等）や小型建設機械製品（鉄筋ベンダー・コアドリル）に関する販

売業務を担当していただきます。　・基本はルート営業　（お得意先は商社、建設会

社、鉄筋加工場等）　・その他、業務に付帯する雑務　　＊社内で研修、指導します。

未経験者でもできる仕事です。

東京都台東区
その他のはん用機械・同部

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

東京都台東区根岸５－１３

－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。

東京都中央区 不動産代理業・仲介業 103-0014
東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目３

－５　共同ビル１階
103-0014

東京都中央区日本橋蛎殻町

一丁目３－５　共同ビル１

階

試用期間あり ６ヶ月 200,000円～300,000円

首都圏を中心に新築マンション・分譲事業、中古マン

ション・賃貸不動産の仲介業務を行っています。２０

０９年の営業開始から順調に利益を伸ばしています。

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

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

事務サポート

主に製薬会社が行う医療従事者向けの主催講演会、学会の共催セミナー、展示会等の企

画、運営、又は、関連する資材等の企画制作等の事務サポート。　　【コーディネー

ターが行う下記業務の事務サポート】　・集合又はＷｅｂｉｎａｒを使用した会議の立

案・運営　・講師のスケジュール管理、交通、宿泊等手配、管理　・セミナー運営に必

他に分類されない事業サー

ビス業
102-0094

東京都千代田区紀尾井町３－１２

紀尾井町ビル１６階
102-0094

東京都千代田区紀尾井町３

－１２　紀尾井町ビル１６

階

Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ、

Ｐｏｗｅｒｐｏｉｎｔ

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

代表取締役 金　南淑 飯田橋公共職業安定所

日本アルミット　株式会社 http://www.almit.co.jp 貿易事務／本社中野区

エレクトロニククス用高性能はんだの輸出業務が中心となります。　　受発注業務、納

期管理・調整、ブッキング、輸出書類作成、出荷指示、業者への手配依頼、顧客への輸

出通知、請求書チェック、入金確認、原産地証明申請、クーリエでの書類・サンプル発

送、顧客、業者及び社内コレポン等。

非鉄金属第２次製錬・精製

業（非鉄金属合金製造業を

含む）

164-8666
東京都中野区弥生町２－１４－２

アルミットビル
164-8666

東京都中野区弥生町２－１

４－２　アルミットビル

マイクロソフト　エクセ

ル、ワード、ＯＵＴＬＯ

ＯＫ、ＴＥＡＭＳなど

試用期間あり 原則として３か月 185,000円～250,000円 エレクトロニクス用高性能ハンダの製造販売。

大はスぺースシャトルから小は携帯電話まで、あ

らゆるハイテク分野でアルミッ卜高性能ハンダが

採用されている。第３１回毎日技術賞等数々の大

賞を受賞。

代表取締役 澤村　専 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。２０１８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　ＢａｒｔｈｏｌｏＪａ

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

・取引先の新規開拓　・エンジニア採用基準のすり合わせ　・エンジニアの紹介・面談

設定（内定～参画までの手続き）　・エンジニアへの企業紹介　・面談対策のフォロー

・参画後のサポート　・契約管理等

インターネット附随サービ

ス業
194-0022

東京都町田市森野１－１１－１６

渋谷第一ビル２Ｆ
194-0022

東京都町田市森野１－１１

－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。

神奈川県横浜市西区
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

日本企画管財　株式会社
http://www.nihon-

kikakukanzai.co.jp
マンション管理会社の経理事務・他

◆弊社で管理するマンションから徴収される管理費等の収納業務。　◆各マンションの

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

東京都大田区西蒲田７丁目１２－２

グランイーグル西蒲田第二ビル３Ｆ
144-0051

東京都大田区西蒲田７丁目

１２－２　グランイーグル

西蒲田第二ビル３Ｆ

Ｅｘｃｅｌ 試用期間あり ６ヶ月 205,000円～210,000円

マンションビル管理業、清掃業、宅地建物取引業、警

備業、　建設業、損害保険代理店業、駐車場の管理運

営

グランイーグルマンションを中心に、管理業務を

行っております。地域密着をモットーに、マン

ションを買って良かった、住んでみて良かった

の、言葉をいただくために頑張っている職場で

代表取締役 富井　泰生 大森公共職業安定所

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.jp 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。

東京都墨田区
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

基礎知識

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３０００

６０）・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

トコスエンタプライズ　株式会社 http://www.tocos.co.jp 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。

東京都墨田区
他に分類されない事業サー

ビス業
130-0025

東京都墨田区菊川３－１７－２　ア

ドン菊川１０階
130-0025

東京都墨田区菊川３丁目１

７－２　アドン菊川１０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

基礎知識

試用期間あり ４か月 210,000円～300,001円

・アウトソーシング・人材紹介（１３－ユー３０００

６１）・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／（東武池袋店）豊島

区池袋

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

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

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

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

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

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

プロフェッショナル技術を身につけ将来の安定を！

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

東京都豊島区西池袋１－１

－２５　東武百貨店池袋店

Ｂ２

試用期間あり ３ヶ月 192,000円～255,000円

・チーズ本来の味を求め、世界から選び抜いたチーズ

を中心とした販売業務及びチーズ関連食材の卸業務を

含む（ホテル、機内食、ネット販売等での販売を含

む。）・チーズの品質と状態管理。

世界のナチュラルチーズを直輸入し百貨店・駅ビ

ル等で販売。国内２２店舗に加え、フランスのパ

リにチーズショップを展開。チーズのプロを唯一

育てられる会社。チーズ王国の独立支援制度有。

代表取締役 久田　謙 立川公共職業安定所

株式会社　久田　（チーズ王国）
https://www.cheese-

oukoku.co.jp

チーズ販売員／（西武池袋店）豊島

区南池袋

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

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

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

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

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

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

プロフェッショナル技術を身につけ将来の安定を！

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

東京都豊島区南池袋１－２

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！

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

東京都世田谷区玉川２丁目

２１－２　　　　東急百貨

店　二子玉川東急フード

ショー

試用期間あり ３ヶ月 192,000円～255,000円

・チーズ本来の味を求め、世界から選び抜いたチーズ

を中心とした販売業務及びチーズ関連食材の卸業務を

含む（ホテル、機内食、ネット販売等での販売を含

む。）・チーズの品質と状態管理。

世界のナチュラルチーズを直輸入し百貨店・駅ビ

ル等で販売。国内２２店舗に加え、フランスのパ

リにチーズショップを展開。チーズのプロを唯一

育てられる会社。チーズ王国の独立支援制度有。

代表取締役 久田　謙 立川公共職業安定所

株式会社　カンワ工業資材
http://kanwa.co.jp/index.ht

ml
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７－３１－１

９
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

有限会社　竹橋経営コンサルティ

ング
https://ai-shikin.com 会計事務　他

・弊社が開発した「資金繰りソフトウェア」を使用した業務　・顧客の資金繰りコンサ

ルテイング　・顧客の問合せ対応　・エクセルを使った会計関連の業務　・その他

経営コンサルタント業，純

粋持株会社
101-0054

東京都千代田区神田錦町２丁目５

第一大隆ビル３階
101-0054

東京都千代田区神田錦町２

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

資金繰りに特化した中小企業向けのコンサルティング

会社です。弊社が開発した「ＩＣＡＲＯＳ－Ｖ（特許

取得済）」は、資金繰り実績や予想などを算出し、企

業の未来の姿を明らかにします。

「ＩＣＡＲＯＳ－Ｖ」を用いた資金繰り改善コン

サルティングや、金融機関への導入コンサルティ

ングを行っています。専門知識が生かせると共

に、個人の裁量が大きいためやりがいがありま

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

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

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・

試用期間あり ３ヶ月 250,000円～300,000円
松下エステート株式会社の運営　（不動産賃貸・売

買・管理・仲介・損害保険・資産運用相談）

個人経営ですので家族的雰囲気で気楽に仕事がで

きると思います。　時間の融通もききますので家

庭に無理のない勤務もできると思います。

代表取締役 松下　健一郎 木場公共職業安定所

株式会社　久田　（チーズ王国）
https://www.cheese-

oukoku.co.jp

チーズ販売員／（小田急新宿店）新

宿区西新宿

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

これから伸びるチーズのビジネスチャンスをつかみませんか？　○セミナーコース：３

～５年当社で就業していただき、社内資格制度を取得後チーズの知識を身に付けると、

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

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

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

プロフェッショナル技術を身につけ将来の安定を！

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

東京都新宿区西新宿１一１

一３　　　　小田急百貨店

新宿店Ｂ２Ｆ

試用期間あり ３ヶ月 192,000円～255,000円

・チーズ本来の味を求め、世界から選び抜いたチーズ

を中心とした販売業務及びチーズ関連食材の卸業務を

含む（ホテル、機内食、ネット販売等での販売を含

む。）・チーズの品質と状態管理。

世界のナチュラルチーズを直輸入し百貨店・駅ビ

ル等で販売。国内２２店舗に加え、フランスのパ

リにチーズショップを展開。チーズのプロを唯一

育てられる会社。チーズ王国の独立支援制度有。

代表取締役 久田　謙 立川公共職業安定所

株式会社　久田　（チーズ王国）
https://www.cheese-

oukoku.co.jp
チーズ販売員／立川市

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

り、これから伸びるチーズのビジネスチャンスをつかみませんか？　○セミナーコー

ス：３～５年当社で就業していただき、社内資格制度を取得後チーズの知識を身に付け

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

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

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

す。若いうちに技術を身につけ将来の安定を！

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

東京都立川市曙町２－５－

１　　　　伊勢丹立川店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！

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

東京都武蔵野市吉祥寺南町

１－１－２４　　　　アト

レ吉祥寺１Ｆ

試用期間あり ３ヶ月 192,000円～255,000円

・チーズ本来の味を求め、世界から選び抜いたチーズ

を中心とした販売業務及びチーズ関連食材の卸業務を

含む（ホテル、機内食、ネット販売等での販売を含

む。）・チーズの品質と状態管理。

世界のナチュラルチーズを直輸入し百貨店・駅ビ

ル等で販売。国内２２店舗に加え、フランスのパ

リにチーズショップを展開。チーズのプロを唯一

育てられる会社。チーズ王国の独立支援制度有。

代表取締役 久田　謙 立川公共職業安定所

株式会社　久田　（チーズ王国）
https://www.cheese-

oukoku.co.jp

チーズ販売員／（ルミネ荻窪店）杉

並区

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

り、これから伸びるチーズのビジネスチャンスをつかみませんか？　○セミナーコー

ス：３～５年当社で就業していただき、社内資格制度を取得後チーズの知識を身に付け

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

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

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

す。チーズプロフェッショナル技術を身につけ将来の安定を！

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

東京都杉並区上荻１－７－

１　　　　　ルミネ荻窪店

Ｂ１

試用期間あり ３ヶ月 192,000円～255,000円

・チーズ本来の味を求め、世界から選び抜いたチーズ

を中心とした販売業務及びチーズ関連食材の卸業務を

含む（ホテル、機内食、ネット販売等での販売を含

む。）・チーズの品質と状態管理。

世界のナチュラルチーズを直輸入し百貨店・駅ビ

ル等で販売。国内２２店舗に加え、フランスのパ

リにチーズショップを展開。チーズのプロを唯一

育てられる会社。チーズ王国の独立支援制度有。

代表取締役 久田　謙 立川公共職業安定所

株式会社　久田　（チーズ王国）
https://www.cheese-

oukoku.co.jp

チーズ販売員　／（伊勢丹新宿店）

新宿区

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

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

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

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

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

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

ズプロフェッショナル技術を身につけ将来の安定を！

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

東京都新宿区新宿３－１４

－１　　　　伊勢丹新宿店

Ｂ１

試用期間あり ３ヶ月 192,000円～255,000円

・チーズ本来の味を求め、世界から選び抜いたチーズ

を中心とした販売業務及びチーズ関連食材の卸業務を

含む（ホテル、機内食、ネット販売等での販売を含

む。）・チーズの品質と状態管理。

世界のナチュラルチーズを直輸入し百貨店・駅ビ

ル等で販売。国内２２店舗に加え、フランスのパ

リにチーズショップを展開。チーズのプロを唯一

育てられる会社。チーズ王国の独立支援制度有。

代表取締役 久田　謙 立川公共職業安定所

株式会社　テーオーリネンサプラ

イ
http://www.tolinen.com/ 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・ＥＸＣＥＬ

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

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

業　（新規営業ナシ）

自社取扱いの電子部品（主に海外からの輸入品）を取引先に提案　する仕事です。取引

先は大手メーカーです。　設計部署の方々などと打ち合わせをして、新製品の開発に寄

与できるように新しい部品などを提案したり、お客様の求める仕様に合う部品を用意で

きないか海外メーカーや自社の設計に調整します。　新規営業はなく、ルート営業で、

毎回合う人は固定されています。１日１回外出をし、先方と打ち合わせを実施するよう

なイメージ。売上目標はありますがノルマはありません。　　営業には売上利益に応じ

（年俸とは別に）、インセンティブボーナスが支払われます。

他に分類されない事業サー

ビス業
111-0052

東京都台東区柳橋１丁目１番１２号

マキリバーサイドビル２階
111-0052

東京都台東区柳橋１丁目１

番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）

※週２日程度、テレワークを導入しています。

衣服卸売業 111-0051
東京都台東区蔵前２－１２－３　第

１ケーエルビル３階
111-0051

東京都台東区蔵前２－１２

－３　第１ケーエルビル３

階

ワード、エクセル、メー

ルの基本操作
試用期間あり ３ヶ月 182,000円～290,000円

官公庁関係の制服の附属の卸売です。例えば防衛省の

制服であれば上着のボタンから階級章等、ズボンであ

ればボタン及びファスナー等、特殊な物になります。

他警察各県警、ＪＲ、郵政等です。

当社は、あまり世間の景気等に左右されない比較

的安定した販売で現在に至っております。
代表取締役 菊池　武光 上野公共職業安定所

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

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

独立系のソフトウエアハウスとして、各種企業向けシ

ステムの開発を行っています。

経営理念：「お客様」「会社」「社員と家族」へ

の３つのＧｏｏｄ　行動基準：「楽しく」「真面

目に」「助け合い」「向上心」　オープンで風通

しの良い社風です。

代表取締役 五十澤　孝二 品川公共職業安定所

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

－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

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。

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

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

株式会社ライフプラザＮＥＯ
http://www.lifeplazaneo.co

m

ほけんの窓口／ライフパートナー／

渋谷

店舗にご来店されるお客さまへ相談会を実施し、保険の『わからない』を解決していく

仕事です！　【オススメポイント】　◇金融機関ならではの安定基盤！コロナ禍でも

しっかり働けます！　◇入社後約３ヶ月間の初期研修制度があるので、未経験の方でも

安心です！　　※事業所からのメッセージ欄に詳細を記載しております。併せてご確認

ください！

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

あいおい損保渋谷ビル５階
150-0002

東京都渋谷区渋谷２－２０

－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.lifeplazaneo.co

m

ほけんの窓口／ライフパートナー／

三軒茶屋

店舗にご来店されるお客さまへ相談会を実施し、保険の『わからない』を解決していく

仕事です！　【オススメポイント】　◇金融機関ならではの安定基盤！コロナ禍でも

しっかり働けます！　◇入社後３ヶ月間の初期研修制度があるので、未経験の方でも安

心　です！　　※事業所からのメッセージ欄に詳細を記載しております。併せてご確認

ください！

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

あいおい損保渋谷ビル５階
154-0004

東京都世田谷区太子堂４－

１－１　キャロットタワー

１６階

ＰＣスキル：ワード（文

章作成）

エクセル（データ入力、

表計算など）

試用期間あり ６ヶ月 216,000円～260,000円

・生命保険募集（取扱保険会社数　２５社）　・損害

保険代理業（取扱保険会社数　１２社）　・お客様来

店型の保険販売募集乗合代理店

私達はお客様第一主義を最も大切なテーマと捉え

ております。　自らを高め人間として成長できる

企業を目指します。　●平均年齢３６．０歳　男

女比６：４

代表取締役 齋藤　正幸 渋谷公共職業安定所

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

社内の営業部にて固定顧客に連絡し、販売マーケティングをしていただきます。　お客

様は既存顧客ばかりです。　　・データ収集、分析　・市場調査、プロモーション　・

マーケティング業務　・既存顧客への定期的な連絡（電話、メール）　　→お客様の近

況の確認や保有装置などの聞き取り　　＊向上心のある方、粘り強い方、お客様と会話

の楽しめる方大歓迎です。

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

パークウエスト　１３階
160-0023

東京都新宿区西新宿６－１

２－１　パークウエスト

１３階

Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ、

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

半導体を製造する装置の売買を主業務とする専門商社

です。サービス・ソリューションも同時に提供してお

ります。アジア各国を中心としたエンドユーザー、半

導体製造メーカーと専属取引中です。

ＩＣＴを活用した場所に捉われない働き方を採用

している為、子育て中の方も活躍中です。各自が

自分の仕事に責任と誇りをもって取り組んでおり

売り上げも順調

代表取締役 頼　榮陸 新宿公共職業安定所

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

業販売／トライアル併用

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

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

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

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

ことで、お客様の未来が拓けていくことに貢献できます。

建具製造業 132-0021
東京都江戸川区中央２丁目２３－１

６
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　（ＣＡ

Ｄ、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.kaitenichiba.jp 【急募】営業事務＜江戸川区＞

事務所内での受注処理業務です。　　※　お客様の遊休資産（機械備品）買取売買契約

等の事務処理業務。　　　電話・メール・ＦＡＸ等の応対・日程調整などの業務　　※

ＰＣのブラインドタッチが必須になります。

他に分類されない卸売業 132-0031
東京都江戸川区松島１丁目２８－１

１
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にご満足頂く為

に、より一層の努力と改善を続けております。で

すから開店市場の周りにはいつも笑顔があふれて

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

で、　全くの異業種からでも転職可能です。

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

川幡マンション１Ｆ
192-0914

東京都八王子市片倉町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

東京都渋谷区
インターネット附随サービ

ス業
203-0012

東京都東久留米市浅間町２－２９－

４
150-0012

東京都渋谷区広尾１－７－

２０　ＤＯＴビル２－４Ｆ

「当社　恵比寿営業所」

試用期間あり ６ヶ月 171,000円～250,000円 ＤＸ事業、ＳＥＳ事業、教育事業、メディア事業
未経験者歓迎　教育制度があり、一から学べま

す。
代表取締役社長 池田　裕貴 三鷹公共職業安定所

ドクターキューブ　株式会社
http://www.doctorqube.co

m

営業事務（東京支社／東京都千代田

区）

自社開発の医療機関向け診療予約システム“ドクターキューブ”の営業事務職です。　・

問い合わせ医院様への資料の発送や電話対応　・発送作業やその他一般事務　　に携

わって頂きます。　　営業と連携を取りながら、問い合わせ案件の初期対応、見積書の

作成などの対応をして頂きます。　　＊パソコンを使いこなせる事が必須です。

東京都千代田区 情報処理・提供サービス業 530-0005

大阪府大阪市北区中之島２－３－１

８　中之島フェスティバルタワー１

８Ｆ

100-0011

東京都千代田区内幸町１－

１－１　帝国ホテルタワー

６Ｆ　東京支社

基本的なパソコン操作

必須
試用期間あり ３ヶ月 210,000円～300,000円

医院、歯科医院向けコンピューターシステムの開発、

販売、保守。

医療用画像システム、通信システムに関する独創

技術により急成長中の開発型ベンチャー企業。お

客さまは医師または歯科医師。いっしょに会社を

創っていける仲間を求めます。

代表取締役 小山　恭之 梅田公共職業安定所

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

インの総合職（東京支店）

【概要】将来の管理部門の幹部候補として、採用業務を軸足とし、建設事業部門におけ

る業務をお任せします。　　〈基本的な業務の流れ〉　求人媒体の選定→原稿案作成・

運用→応募者対応（応募者管理、面接日程調整）→入社後の定期的なアフターフォロー

（定期面談）　　徐々に出来る業務の幅を広げていき、将来的には人事業務全般に携

わって頂きます。

東京都港区
建築工事業（木造建築工事

業を除く）
550-0002

大阪府大阪市西区江戸堀３丁目５－

９　ＮＫビル
105-0004

東京都港区新橋２－１３－

８　新橋東和ビル２Ｆ　株

式会社リープ　東京支店

＊パソコン基本操作（エ

クセル・ワード）
試用期間あり ２ヶ月 230,000円～280,000円

建設及設備、プラント一般管工事業（般－１）第２５

５２３号　有料職業紹介　２７－ユ３０１３０８　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


