
求人番号 事業所番号 事業所名漢字 事業所ホームページ 職種 仕事内容 産業分類（名称）

事業

所郵

便番

号

事業所所在地

就業

場所

／郵

便番

号

就業場所／住所 必要な経験等 必要なＰＣスキル
試用期間

の有無

試用期

間の期

間

基本給 事業内容 会社の特長
代表者役

職
代表者名 受理安定所名

13010-42057721 1301-657132-9
株式会社　ＰＡＮＤＡＳＴ

ＵＤＩＯ．ＴＶ

https://www.pandastu

dio.tv/

スタジオ工事業務（正社

員）

自社のスタジオの工事から開始して、現在は多くの企業、大学、塾などの動画

配信スタジオの構築を手がけています。　自社で、大工、電気工事、床、壁紙

仕上げまで、すべての工程を自社で行い、照明の取付・調整、スタジオ機器の

設置、配線作業まで、スタジオ構築にかかる全ての作業を担当する業務です。

未経験であっても、スキルを身につけることができます。　丁寧にお教えしま

すのでご安心下さい。

映像・音声・文字

情報制作に附帯す

るサービス業

103-

0007

東京都中央区日本橋浜町２－

６２－６

103-

0007

東京都中央区日本橋浜町

２－６２－６

エクセル：書式設定、表作成

等　ワード：書式設定、ファ

イル挿入等

試用期間

あり
３ヶ月

182,200円～

300,000円

動画スタジオ撮影・スタジオレンタル、スタジ

オ構築、機材レンタル、機材販売、中継配信、

大型ディスプレイレンタル

株式会社キバンホールディングスの映像部門の会社。クロ

マキー合成動画を撮影するスタジオを浜町、秋葉原で運営

し生中継やスタジオ構築等、動画撮影に関わる様々な事を

しています

代表取締

役
西村　正宏 飯田橋公共職業安定所

13080-32003521 1308-628040-5 株式会社　アーバンプラン
http://www.urban-

plan.com
総務

■バックオフィス業務全般　　【具体的には】　・売上データ入力、請求書

チェック、経費精算、小口管理等　・契約書類や申請書類等の管理　・求人作

成、面接日程調整等の採用業務　・電話、メール、来客応対　・備品管理や発

注、社内環境整理　・その他庶務

他に分類されない

小売業

163-

0634

東京都新宿区西新宿１－２６

－２　野村不動産ビル３２階

163-

0532

東京都新宿区西新宿１－

２６－２　新宿野村ビル

３２階

◇Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ操作

のできる方　（入力ができれ

ば問題ありません）

試用期間

あり
３カ月

230,000円～

400,000円

オフィス・商業施設のインテリア・デザイン、

内装工事、オフィス家具の販売をトータルコー

ディネイトいたします。

大手オフィスデザイン会社での数多くの施行経験を持つメ

ンバーで創業。少数精鋭のオフィスデザイン集団です。

代表取締

役
佐々木　央 新宿公共職業安定所

13140-05996021 1314-620663-9 株式会社　ビービーシー
http://www.bbc-

net.co.jp
経理事務［未経験者可］

・現金出納、銀行業務（通帳記帳など）　・電話、メール対応　・Ｗｏｒｄ、

Ｅｘｃｅｌを使用した各種書類作成、整理、ファイリングなど

一般土木建築工事

業

191-

0012

東京都日野市日野１０２４－

３　甲州街道駅前ビル３階

191-

0012

東京都日野市日野１０２

４－３　甲州街道駅前ビ

ル３階

Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ　タッ

チタイピングが出来れば尚可

試用期間

あり
６ヶ月

181,000円～

250,000円
建設工事業

新築物件の内装及び、改修・増築に伴う建設工事を手掛

け、創業以来業績を伸ばし続けています。成長意欲が高

く、挑戦し続ける会社です。更なる成長の第一歩として、

地域貢献を目指しています。

代表取締

役
中村　吉威 八王子公共職業安定所

13010-41461321 1301-654810-4
株式会社　Ｋｉｎｇｍａｋ

ｅｒ

https://www.kingmaker

.jp/
受発注事務／営業事務

・得意先からの受注業務　・仕入先への発注業務　・在庫管理　・倉庫整理

・営業資料作成　　＊倉庫整理等、一定の体力を必要とします。　　＊将来的

に販売部のリーダー職や営業職をお任せします。

管理，補助的経済

活動を行う事業所

（５３建築材料，

鉱物・金属材

102-

0072

東京都千代田区飯田橋２丁目

９－４

102-

0072

東京都千代田区飯田橋２

丁目９－４

Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ・メー

ル

試用期間

あり

３カ月

間

220,000円～

240,000円
建設副資材の販売・リース・商品開発

販売先は全国各地にあり、事業所付近のお客様に関しては

自社便を使い配達もしております。比較的に年齢層が若

く、アイディア次第では自分が企画した商品を１から作る

ことも可能です。

代表取締

役
櫻井　秀敏 飯田橋公共職業安定所

13010-41655621 1301-579356-2 ダイナエアー株式会社 http://www.dyna-air.jp
製品開発（調湿空調機開

発）

湿度をコントロールすることで快適な空間を作り上げ、省エネにも貢献する調

湿空調システム「モイストプロセッサー」の設計開発。　早稲田大学と共同開

発中。　　リキッドデシカントは他の空調機と異なりまだまだ技術開発の可能

性があります。単に図面を作成するという作業ではなく、技術開発によってこ

れまで世の中になかった新しいモノを生み出すことができます。　※流動力

学、熱力学、伝熱工学等に関する基本的な知識がある方　※まずはご自身の能

力に合わせて業務対応いただきます　※部門強化のための増員です

電気機械器具卸売

業

101-

0054

東京都千代田区神田錦町３－

４－２　藤和神田錦町ビル

101-

0051

東京都千代田区神田神保

町１丁目３０－１３　ダ

イナエアー（株）製品開

発部

試用期間

あり
３カ月

350,000円～

500,000円

湿度のコントロールを主体とした次世代空調機

の企画・開発・販売・保守事業。その他、空調

エネルギー有効利用技術の提案、空調のエンジ

ニアリング、省エネコンサルティング等を手掛

けています。

モイストプロセッサーによる空調革命を目指している企業

です。空気環境の改善提案、省エネルギー提案の他、早稲

田大学や中部電力と協力し、新技術の開発も積極的に行っ

ています。

代表取締

役
宮内彦夫 飯田橋公共職業安定所

13040-45556721 1304-633445-3 株式会社　チームネット https://estile.jp/
総務・経理・営業サポー

ト（若年者）

◆総務庶務：備品管理、購入／執務環境整備／契約管理／情報セキュリティ対

応・管理／ネットワーク管理サポート／社内制度の整備から新規立案／電話対

応／来客対応／データ入力／書類作成／荷受け、郵便物発送等

◆経理：請求書・納品書等の作成／現金出納管理／伝票起票・データ入力・管

理／売掛・買掛管理　◆営業サポート：各種データ入力・管理／資料作成　等

※オールラウンダーとして多彩な業務に携わっていただきます。　　先輩社員

が丁寧に指導いたします。

その他の技術サー

ビス業

107-

0062

東京都港区南青山３丁目１－

７　アオヤマコンパルビル１

階

107-

0062

東京都港区南青山３丁目

１－７　アオヤマコンパ

ルビル１階

・Ｅｘｃｅｌ（ＳＵＭ・Ｉ

Ｆ・Ｖｌｏｏｋｕｐ等関数使

用）　Ｗｏｒｄ中級レベル

試用期間

あり

３ヵ月

（最長

６ヵ

月）

110,000円～

150,000円

建築設計及び個人邸・オフィス設計　家具・イ

ンテリア用品・テキスタイル製品の輸出入販売

／特注家具の企画製造販売／物流業務

様々なインテリアブランドを世界中から輸入販売し培って

きたノウハウを基に、思考を進化させオフィス・住宅設

計、建築工事、製品調達、物流までご提供

代表取締

役
友田　準 品川公共職業安定所

13160-03734121 1316-615045-0 株式会社　トーバン
http://www.tohban.co

m
営業（ルートセールス）

＊訪問先はすべて既存のお付き合いのあるお客様です。　　新規飛び込み営業

はありません。ルートセールスです。　　＊賃金は、固定給です。歩合ではあ

りません。　　＊お客様からの電話応対、お見積もり、受注、製作についての

打ち合わせ、手配、納期確認、納品、売掛金回収まで担当していただきます。

＊未経験の方も歓迎します。入社後、板金加工、図面解析などを勉強していた

だきます。マンツーマンで教育致します。

その他の金属製品

製造業

198-

0023
東京都青梅市今井３－９－８

198-

0023

東京都青梅市今井３丁目

９－８

ＰＣ入力（基本操作が出来る

方）

試用期間

あり

４ヶ月

未満

190,400円～

250,000円

（金属板金加工）　食品コンベアー、電子機器

及び金属部品等の製造。

機械を使って、品質の良い製品を納期通りに作ると共に、

機械で出来ない特殊な製品も手がけています。若い社員が

多く、活気溢れる職場です。

代表取締

役
金杉　智幸 青梅公共職業安定所

34151-00348421 3415-000014-8 三興化学工業　株式会社
www.sanko-

kagaku.co.jp
営業事務 一般事務および営業補助　来客応対、電話応対、資料作成等

その他のゴム製品

製造業

739-

0611

広島県大竹市新町２丁目１１

－４

101-

0043

東京都千代田区神田富山

町３０ー２吉田ビル３階

事務職経験をお持

ちの方
ワード、エクセルの基本操作

試用期間

あり
３ヶ月

180,000円～

233,640円

手術用手袋・放射性物質取扱い用手袋・家庭用

手袋・工業用手袋の製造及び販売

ふれあい・生命・健康を創造する企業として、人間性を尊

重し、社会・企業・社員の調和をめざしています。

代表取締

役
縄田　正一

廿日市公共職業安定所

大竹出張所

13040-45236521 1304-017144-0 株式会社　ヤナギサワ

【転勤無し】データエン

トリスタッフ／東京都港

区での募集

自社で取り扱う商品のカタログデータや付帯情報、またお取引先様向けの情報

加工、画像加工等、商品データにまつわる入力・編集作業が主たる業務内容で

す。運用ルールなどこれから固めていく必要がある部門ですので、初期メンバ

として意見など交換しながら進めていける仕事になります。

その他の機械器具

卸売業

108-

0073

東京都港区三田２－１７－２

６

108-

0073

東京都港区三田２－１７

－２６

Ｅｘｃｅｌ・Ｗｏｒｄの操作

及びパソコンからＷｅｂで情

報収集ができるレベル

試用期間

あり
３ヶ月

180,000円～

220,000円

１．日本の製造を支える測定機器の卸売　２．

商品に関する校正・修理取次

創業５２年、業界最後発ながら東日本シェアＮｏ．１。営

業所はほとんどが中途社員。製造ラインから営業へなど転

換者活躍中

代表取締

役
蕪山　敏之 品川公共職業安定所

13090-15827021 1309-302529-9 株式会社　日辰
http://www.nittatu.co.j

p

商品管理（仕入品検収・

商品出荷時の検品）

・仕入れ品を検収し倉庫内へ収納　・営業担当者の出庫業務補助並びに検品

・社内間の商品移動の準備　・倉庫内の清掃、片付け　※冷蔵庫、冷凍庫内の

作業があります。

食料・飲料卸売業
177-

0033

東京都練馬区高野台１－１８

－１５

177-

0033

東京都練馬区高野台１－

１８－１５

試用期間

あり
３か月

211,000円～

231,000円

・日本そば、うどん店専門商社

・主にそば・うどん店向け業務用食品販売商社

関東一円の、日本そば・うどん店約６５００店舗に食材・

酒類・調味料・消耗品等を販売している。事業所は台東

区・練馬区・横浜・伊勢崎・さいたま・柏に、本社を含め

７ヶ所ある。

代表取締

役社長
梅原　清幹 池袋公共職業安定所

13010-40694521 1301-613374-7
株式会社　グローバル教育

出版

雑誌の企画立案から取

材、執筆、編集

私立中学校、私立高等学校、国公立高等学校の学校紹介を掲載する受験情報誌

を発行しています。　一緒にやっていただきたい仕事内容は、どういう学校を

どのように紹介するかの企画と紹介する学校への取材、記事の執筆、最終的に

雑誌に仕上げるまでの編集です。　入社時は、主に学校への取材同行、記事執

筆と編集の練習などが主です。６か月ほどで１人で取材に行けるようになりま

すので、担当のページを持つようになり、記事の執筆もできるようになりま

す。　とにかく文章を書くこと、読むことが好きな方を募集します。経験は特

に問いませんが、経験者は尚可です。　また、受験業界の方や学校の先生の経

験がある方には、取り組みやすい仕事内容だと思います。

出版業
101-

0047

東京都千代田区内神田二丁目

５番２号　信交会ビル３階

101-

0047

東京都千代田区内神田二

丁目５番２号　信交会ビ

ル３階

タッチタイピングができれば

尚可　アドビなどできれば尚

可

試用期間

あり
６か月

180,000円～

299,000円

教育雑誌および書籍の作成編集業務。（記事作

成業務あります。）

雑誌は中学受験誌毎号２万部、高校受験誌毎号２万部発行

しています。年間１８冊の発行となります。　書籍の発行

は年５冊を目標としています。

代表取締

役社長
山本浩二 飯田橋公共職業安定所

13030-05819821 1303-008804-2 トキワ科学器械　株式会社
https://www.tokiwakk.c

om/
経理事務

・月次・年次決算対応　・経理伝票処理　・経費精算　・請求書など書類作

成、発送業務　・入金、決済管理

医療用機械器具・

医療用品製造業

110-

0005

東京都台東区上野５丁目１１

－１　トキワビル

110-

0005

東京都台東区上野５丁目

１１－１　トキワビル

・ワード、エクセルなど　・

インターネットバンキングな

どでの振込作業

試用期間

あり
３カ月

209,000円～

209,000円

基礎医学器械製造販売造販売メーカーとして実

験動物施設全体の設計及飼育関連器材の製作販

売を主たる業務として多くの実績を有し今日に

至っております。

特に当社のアルミケージは金属製器材として初の製品であ

り、お客様のニーズに合わせ独自の商品を開発し又自動飼

育装置、クリーン飼育装置の分野でもトップメーカーとし

ての地位を目指している。

代表取締

役
峯川　正行 上野公共職業安定所

13110-07499321 1311-316385-2 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

専修学校，各種学

校

116-

0002

東京都荒川区荒川３－７４－

６－３０１

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

（荒川区西日暮里２－１

９－４たちばなビル９

階）いずれかに配置

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

楽教育を提供しています。

代表取締

役
片山　孝調 足立公共職業安定所

13110-07554321 1311-622628-1 株式会社　徳昇商事 事務、配送 事務支援および電話対応　荷物配送（２３区内）　等
配達飲食サービス

業

121-

0064

東京都足立区保木間２－２６

－２

121-

0064

東京都足立区保木間２－

２６－２
ワード・エクセル基本操作

試用期間

あり
３ヶ月

200,000円～

250,000円

加工食料品、輸入品を食堂や食品店、工場へ販

売、納品しています。本社倉庫以外、東京都足

立区南花田に冷凍倉庫、戸山に第２倉庫があり

ます。

当社は一般食料品以外の韓国輸入の実績を積んできまし

た。入社時には研修プログラムで丁寧に教え、充実な試用

期間をあたえております。

代表取締

役
金　容徳 足立公共職業安定所

13140-05876521 1314-619840-8
ヒュービディックジャパン

株式会社

ヘルス・ライフスタイル

商品ＥＣサイトのお客様

サポート

ヘルスケア、ライフスタイルケアを中心とする自社商品の　アフターサービス

スタッフとして、　ＣＳ対応及び商品交換業務に当たります。　　▲お客様か

らのお問い合せ対応：電話とメール、電話の本数は　一日５～１０件程度　▲

修理・交換の依頼受付：ヒアリングした　内容をもとに返送品や交換品の送付

手配を行います。　▲報告書の作成：依頼があった場合のみ修理が完了した

ら、　資料を作成します。フォーマットも決まっているので、慣れてしまえば

簡単に作成できます。　※未経験者には基礎から丁寧に教えます。

他に分類されない

事業サービス業

192-

0906

東京都八王子市北野町５０７

－６

192-

0906

東京都八王子市北野町５

０７－６

報告書はパソコンで作成しま

すが、入力ができるスキルが

あれば問題ありません。

試用期間

あり

３ヶ月

（短縮

可）

230,000円～

300,000円

医療機器及びヘルスケア商品の輸入・販売／卸

業／通販業　第二種医療機器製造販売業・医療

機器修理業など

体温計を中心とした韓国医療機器メーカーの日本法人。こ

れまでのメイン事業は卸売業。今後は卸売業を継続しつつ

も通販業を成長させることを目指して、今年５月に倉庫兼

事務所の現在地に拡張移転

代表取締

役
申　宰昊 八王子公共職業安定所

13010-40493321 1301-653335-6 株式会社ペットネクスト
https://www.rakuten.n

e.jp/gold/petnext/

ネット通販事務全般

（ペット用品）

ネット通販（主に楽天店・Ｙａｈｏｏ！店）の　・注文受付　・社内システム

へのインプット・インプット相違チェック　・商品梱包　・出荷　・フォロー

対応（メール・郵送・電話）　・メーカーへの商品発注　・出荷データの作成

・入荷商品チェック　・郵便局・ヤマト運輸への投函　・３００ｍ離れたメー

カーからの商品引取　・他インターネットショッピングに関わる業務

他に分類されない

小売業

104-

0041

東京都中央区新富１－８－２

－３０１

104-

0041

東京都中央区新富１－８

－２－３０１

データインプットやチェック

などＰＣ作業が多くなりま

す。　各ソフトへの精通は不

要ですがＰＣ作業・タイピン

グに　慣れいてる必要はあり

ます。

試用期間

あり

３カ月

間

200,000円～

220,000円

「ナチュラルペットフードｓｈｏｐ」という店

名で楽天市場・Ｙａｈｏｏ！ショッピングに出

店して１４年目。国産・無添加・新鮮なドッグ

フードを中心に、高品質な犬用品をネットで販

売しています

当店の商品が犬を笑顔にし、それを見た飼い主が幸せにな

る。そんな笑顔の循環を目指し、他では手に入らないペッ

ト用品を少人数精鋭で発掘し、お客様にお届けしていま

す。

代表取締

役
大橋　賢 飯田橋公共職業安定所

13060-05940521 1306-614490-1
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。　　・診療報酬請求業務

・受電業務　　・カルテ管理業務　　・外来受付業務　　・訪問診療準備

・簡単な総務業務　　◆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。

一般診療所
146-

0093

東京都大田区矢口１－５－１

ＫＩＰ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



13080-31162021 1308-405059-6
明治安田保険サービス株式

会社

https://www.my-

hoken-sev.co.jp

一般事務／損害保険代理

店業

庶務（総務）・会計（経理）を中心に担当。　・庶務（総務）は、文房具の発

注・管理、電灯の交換、清掃等働く　環境整備です。　・経理は、予算・実績

管理に基づく日々の資金管理、銀行残高管理　、諸費用の精算・検証、送金

（支払）手配、支払伝票の作成・保　管、証憑の保管等です。　＊所属する部

署では、人事関係も行なっているので、将来的には、　人事管理関係の事務も

担当。あわせて、社内役員対応も行なうので、補助的に秘書的業務も行ないま

す。　＊なお、保険代理店なので、全員が保険関係の資格を取得するととも

に、定年までの間には仕事のローテーションの中で保険事務も　担当します。

他に分類されない

小売業

160-

0023

東京都新宿区西新宿１－８－

３　小田急・明治安田生命ビ

ル８階

160-

0023

東京都新宿区西新宿１－

８－３　小田急・明治安

田生命ビル８階

見て、触って、覚えていただ

ければ大丈夫ですが、そもそ

もパソコンが嫌いな方は難し

い

試用期間

あり
６ヵ月

183,000円～

183,000円
損害保険代理店業を中心とした会社です。

明治安田生命の１００％子会社で、明治安田生命グループ

の職員に対して、福利厚生制度の充実と普及を図っていく

という使命を狙っています。

代表取締

役社長
清水頭　法夫 新宿公共職業安定所

13080-31217021 1308-649859-1 株式会社イータイム https://iitime.jp

不動産売買・仲介・開

発・建築コンサルティン

グ

戸建住宅・マンションの不動産用地の仕入営業・仲介並びに販売活動。中古区

分マンションの買取やリフォーム再販売を主軸としています。　　注文住宅を

ご検討のお客様に建築業者をご紹介する打合せから引き渡しまでをサポートす

る建築コンシェルジュをしております。　　運転免許をお持ちの方は、お客様

の案内をする際に運転をする場合もございます。

建物売買業，土地

売買業

160-

0022

東京都新宿区新宿１－３－８

ＹＫＢ新宿御苑ビル４階

160-

0022

東京都新宿区新宿１－３

－８　ＹＫＢ新宿御苑ビ

ル４階

簡単なパソコン操作のみ。エ

クセルやワードで書類作成を

行いますので文字入力ができ

れば問題ありません。　メー

ルの送受信方法なども丁寧に

教えます。

試用期間

あり
３ヶ月

220,000円～

260,000円

不動産売買及び仲介、仕入営業をしておりま

す。　マイホームを検討されているお客様へコ

ンシェルジュサービスも行っております。

目標はありますがノルマ等ありません。　効率的に仕事を

進め「残業なし」を徹底。冬期・ＧＷ・夏期は毎年１０日

間前後の長期休暇。仕事と休みのメリハリをもって働けま

す

代表取締

役
円浄　智恵子 新宿公共職業安定所

13010-40202121 1301-614415-7 株式会社　道具やわくい 事務職
営業事務　営業のサポート、伝票入力、見積書作成、店舗フォローなど　　経

理事務　伝票入力、伝票記入、請求書発行、など
じゅう器小売業

101-

0031

東京都千代田区東神田１－１

７－９

101-

0031

東京都千代田区東神田１

－１７－９

ＰＣ（Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅ

ｌ）での資料作成スキル

試用期間

あり
１か月

180,000円～

200,000円
建築金物卸、小売販売

創業は平成１４年で、東神田にて商売して１８年になりま

す。専門　商材とお客様の提案型営業を武器に安定した商

売をしております。　明るく働きやすい職場環境です。

代表取締

役
湧井　雅幸 飯田橋公共職業安定所

13070-25033321 1307-662048-3 株式会社東栄工業
https://www.toei-

kogyo.co.jp/
企画・提案営業／本社

○既存顧客（大手法人）中心の企画・提案営業です。　・弊社製品：ウォー

ターベスト／オゾン発生型消臭器　木紙、木織商品／樹脂、ゴム製品　など

・納入事例：東京都庁、東京大学新大学学院、六本木ヒルズ、東京

スカイツリー、新東京国際空港、西武ドーム、ところざわサクラタウン、聖路

加病院など　　※入社後３～６ヶ月は、先輩社員と同行で営業の仕事を覚えて

頂き　ます。未経験の方でも丁寧に指導しますので、安心してご応募く　ださ

い。　※飛び込み営業等はなく、既存顧客中心の営業です。　　【男女ともに

活躍しているお仕事です】

産業機械器具卸売

業

150-

0001

東京都渋谷区神宮前２丁目２

６－６

150-

0001

東京都渋谷区神宮前２丁

目２６－６

試用期間

あり

３ヶ月

～６ヶ

月

180,000円～

230,000円

空調、衛生設備製品のメーカーです。樹脂、ゴ

ム等の化成品も扱い介護医療現場で使用される

製品を製造販売しています。他に木織、木紙、

消臭機等の製品があり、所沢市・朝霞市に工場

があります。

設立８９年の歴史ある会社です。製造販売を自社で行って

いるため時代のニーズに合わせた製品を世に出す事が出来

るという強みがあります。社員の年齢層も幅広く様々な事

を学べる会社です。

代表取締

役
鴨下　直人 渋谷公共職業安定所

13070-25148321 1307-662048-3 株式会社東栄工業
https://www.toei-

kogyo.co.jp/

企画・提案営業／所沢工

場

○既存顧客（大手法人）中心の企画・提案営業です。　・弊社製品：ウォー

ターベスト／オゾン発生型消臭器　　　　　　　木紙、木織商品／樹脂、ゴム

製品　など　・納入事例：東京都庁、東京大学新大学学院、六本木ヒルズ、東

京　　　　　　スカイツリー、新東京国際空港、西武ドーム、ところ

ざわサクラタウン、聖路加病院など　　※入社後３～６ヶ月は、先輩社員と同

行で営業の仕事を覚えて頂き　ます。未経験の方でも丁寧に指導しますので、

安心してご応募く　ださい。　※飛び込み営業等はなく、既存顧客中心の営業

です。　　【男女ともに活躍しているお仕事です】

産業機械器具卸売

業

150-

0001

東京都渋谷区神宮前２丁目２

６－６

359-

0027

埼玉県所沢市大字松郷１

５１－１

試用期間

あり

３ヶ月

～６ヶ

月

180,000円～

230,000円

空調、衛生設備製品のメーカーです。樹脂、ゴ

ム等の化成品も扱い介護医療現場で使用される

製品を製造販売しています。他に木織、木紙、

消臭機等の製品があり、所沢市・朝霞市に工場

があります。

設立８９年の歴史ある会社です。製造販売を自社で行って

いるため時代のニーズに合わせた製品を世に出す事が出来

るという強みがあります。社員の年齢層も幅広く様々な事

を学べる会社です。

代表取締

役
鴨下　直人 渋谷公共職業安定所

27010-21282221 2701-407154-2 株式会社　アムス
http://www.ams-

group.jp

事務スタッフ（健康診断

の予約受電メイン）丸の

内

人間ドック専門クリニックにて予約の電話応対をメインとした事務のお仕事で

す。保険組合様ごとの特徴やコースを理解し、　丁寧な説明をしていただき健

康診断を受診される方にとって、安心して受診いただくための窓口となりま

す。予約スケジュール管理のため、他部署との連携が重要となります。電話応

対に抵抗がなく、コミュニケーションをとる事が得意な方にオススメのお仕事

です。

他に分類されない

事業サービス業

540-

0001

大阪府大阪市中央区城見１丁

目４－７０　住友生命ＯＢＰ

プラザビル６階

100-

0005

東京都千代田区丸の内１

丁目１－１　パレスビル

４Ｆ　　アムス丸の内パ

レスビルクリニック

パソコンの基本操作
試用期間

あり
３ヶ月

160,400円～

218,000円

医療法人への新規事業の企画、立案や、事務業

務等の受託を受け、２１世紀の新たな医療のあ

り方を提案しています。

常に一歩先を行く医療サービスを提供し、進歩することを

基本テーマとし、創立以来着実に業績をのばしています。

代表取締

役
葉室　孝子 大阪東公共職業安定所

13010-39492921 1301-559824-2
株式会社　ワンズコーポ

レーション

http://www.wonds.ne.j

p
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

13040-44235521 1304-255488-7 株式会社　村上音楽事務所
http://www.mcmjp.co.j

p

役員秘書がメイン・一般

事務職／正社員

役員秘書業務がメインとなります。　具体的には、役員のスケジュール管理、

来客対応、お問い合わせ対応、文書作成、住所録管理　等、秘書業務全般とな

ります。また、チームで担っている、一般事務についても一緒に担当頂きま

す。　　マンツーマンで一つずつ教えていきますのでご安心ください。　焦ら

ずじっくり覚えていきましょう。当面はシフトによりテレワーク（在宅）勤務

があります。　（詳細は求人条件特記事項欄参照）

他に分類されない

事業サービス業

141-

0031

東京都品川区西五反田５－１

－３　　ヘリオスビル　８階

141-

0031

東京都品川区西五反田５

－１－３　　ヘリオスビ

ル　８階

ＰＣ操作（特にエクセル、

ワード）

試用期間

あり
３か月

200,000円～

250,000円

音楽関連タレント管理

ブライダル関連演出業務
平均年齢３５歳と若い社員の多い会社です。

代表取締

役
村上　吉光 品川公共職業安定所

13070-24163121 1307-360413-0
医療法人社団鶴亀会　新宿

つるかめクリニック

http://www.tsurukame

kai.jp

事務長補佐・総務・庶務

／武蔵小金井

◎事務長業務の補佐、総務・庶務を担当していただきます。　　　　＊各種資

料作成・会議開催の補佐　　　＊物品、消耗品等発注・在庫管理関連　　＊医

療機器以外の修理・修繕等の連絡、調整窓口　　＊郵便物の回収、集荷対応

＊日々の入金、両替などの外回り　　＊クリニック⇔事務所の書類等のメッセ

ンジャー　　　（多少重たい段ボール箱や什器の移動もあり）　　＊その他、

渉外係や各部署のサポートなど柔軟に対応をお願いし　　ます

一般診療所
151-

0053

東京都渋谷区代々木　２－１

１－１５　新宿東京海上日動

ビルディング３Ｆ

184-

0004

東京都小金井市本町６－

１４－２８　アクウェル

モール３階

ＭｉｃｒｏｓｏｆｔＯｆｆｉ

ｃｅ　（特にＥｘｃｅｌ表計

算できれば尚可）

試用期間

あり
３ヶ月

200,000円～

250,000円

３つのクリニックを開設しています。　幅広い

診療科を揃えた外来診療と健康診断を行ってい

ます。

複数科の外来診療と各種検診・人間ドックを行う総合クリ

ニックです。来院者も多くおり、様々な職種のスタッフが

協力し合い活躍している職場です。産休育休実績もあり長

く働ける体制を整えてます

理事長
西　元　慶

治
渋谷公共職業安定所

13080-30020021 1308-102781-0
メリードゥビューティプロ

ダクツ　株式会社

http://www.merrydo.co.

jp
営業

当社はオーガニックの世界基準と言われるフランス・エコサートの認定を受け

た自社工場（４０００坪）を持つ化粧品製造販売業者です。美容業界、エステ

業界、アパレル業界のメーカーやあらゆる業界からの、オーガニック化粧品の

ＯＥＭの依頼に対し、企画提案し、販売をする仕事です。オーガニック化粧品

が大好きな方や興味がある方はもちろん、美容師さんも歓迎です。ヘアケア商

品も取扱っておりますので、ご自身のスキルを生かせます。

その他の化学工業
160-

0073

東京都新宿区百人町２－２３

－２４

160-

0073

東京都新宿区百人町２－

２３－２４
ワード、エクセル、メール等

試用期間

あり

３ヶ月

間

180,000円～

330,000円

オーガニックの世界基準と言われるエコサート

の認定を受けた自社工場を持つ化粧品製造販売

業者です。オーガニック化粧品等の輸入販売／

ＯＥＭ製品の受託加工、化粧品、動物用化粧品

の製造販売。

オーガニック・無添加系製品・医薬部外品をいち早く取り

入れてきたビジネス展開の実績とオーガニックの専門機関

の認証が取得できる欧米とのネットワークも活かし国内外

の企業と提携しています。

代表取締

役
津野田　正弘 新宿公共職業安定所

13110-07250121 1311-103509-1 株式会社　エンゼル
http://www.angel-

Shoes.jp/

営業事務（※未経験者

可）

◎「皮革製安全靴」を製造・販売している弊社で、　　　　「営業事務」のお

仕事です。⇒「ＰＣ基本操作」ができれば、未経験の方も歓迎します。

《お仕事の概要》　　○電話・ファックス・メール等での問い合わせ対応

○受発注業務・納品書・請求書発行・郵送業務　　○集計業務・ファイリング

などその他の付随する業務

装身具・装飾品・

ボタン・同関連品

製造業（貴金属・

宝石製を除く

123-

0841

東京都足立区西新井４丁目２

－１０

123-

0841

東京都足立区西新井４丁

目２－１０

パソコン基本操作（エクセ

ル・ワード）

試用期間

あり
３ヶ月

170,000円～

170,000円

当社は安全靴のメーカーで、栃木県の南那須工

場にて製造し、東京本社にて販売しています。

創業以来「セイフティ、タフネス＆コンフォート」を開発

コンセプトに、様々な作業に対応する安全靴を製造してい

ます。安全性能の高さと快適な履き心地で、多くの業界か

ら好評を得ています。

代表取締

役
田澤　廣美 足立公共職業安定所

27030-13015321 2703-635284-3 株式会社　ＲＩＳＥ

施工は行わない害獣・害

虫の駆除提案営業（新宿

支店）

【仕事内容】　お問い合わせがあるお客様からの自宅に訪問し状況把握・原状

回復する為に提案をして頂きます。　テレアポ・飛び込み営業などはありませ

ん。　１００％反響営業になりますので、営業未経験の方でもすぐに慣れる事

が出来ます。　成約率も非常に高く年収１，０００万円を超える可能性もあり

ます。　残業はほとんどありません。　　＊未経験者大歓迎です。

広告業
542-

0081

大阪府大阪市中央区南船場２

丁目６－２４　ＫＯＣビル４

Ｆ

160-

0023

東京都新宿区西新宿７－

７－２８　第二山本ビル

２０２　株式会社ＲＩＳ

Ｅ　新宿支店

特に必要ありませんが、簡単

なパソコン入力はあります。

試用期間

あり
３ヶ月

240,000円～

800,000円

自社でメディアを持ち、運営まで一貫して行っ

ている会社です。企業のＨＰの企画やデザイ

ン、マ－ケティングコンサルなども行い業種ご

とに経営課題を解決します。その他ブランドリ

サイクル業等。

設立して間もない企業の為、プラスになる提案など積極的

に取り入れていく会社です。グループ企業にｗｅｂ制作や

リサイクル事業なと展開しており、様々な事業や役職に取

り組むことが可能です。

代表取締

役
和田　崇宏 大阪西公共職業安定所

13010-38968821 1301-651698-8 日本ＡＭＣ株式会社
https://japanamc.co.jp

/

事務スタッフ及び事務ス

タッフ管理職候補

非営利組織（主に業界団体）の事務局運営における　事務スタッフと事務ス

タッフ管理職候補を求めています。　理事会や総会の準備、議事録作成、会員

への対応など　パソコンを使っての作業がほとんど。　来客時の対応、備品の

管理、商品発送など　庶務的な業務もお願いします。　社内禁煙、銀座のキレ

イで快適なオフィスです。　明るくコミュニケーション能力の高い方を求めて

います。　　企業理念や仕事観など詳しくはホームページをご覧ください。

ｈｔｔｐｓ：／／ｊａｐａｎａｍｃ．ｃｏ．ｊｐ／

経営コンサルタン

ト業，純粋持株会

社

104-

0061

東京都中央区銀座８－１８－

１　銀座木挽町ビル７Ｆ

104-

0061

東京都中央区銀座８－１

８－１　銀座木挽町ビル

７Ｆ

パソコンスキル（メール、エ

クセル、ワード等）中級レベ

ル

試用期間

あり

３か月

（月途

中入社

の場

合、翌

月起

算）

260,000円～

300,000円

ただいま急成長につき募集中。日本初、非営利

団体のコンサルティングと事務局運営のサポー

ト業務。専門知識とノウハウで、適法かつ効率

的な運営に貢献します。仕事を通じて社会に貢

献できます。

日本の非営利団体の健全な発展に貢献する社会的企業で

す。米国大手企業と提携し、アメリカで１３０年の歴史あ

る事業を日本に上陸させました。人間関係の良い少数精鋭

の会社です。

代表取締

役
倉林　栄一 飯田橋公共職業安定所

13030-05613021 1303-216843-7 株式会社　コスモ技研 www.cosmokk.co.jp 法人営業及び現場監督

弊社取り扱いのウイルス対策商材「無光触媒」の提案及び施工監督を担当して

もらいます。　実際には、お客様に販売する代理店の見積フォローや施工工程

の調整などをメインとしています。　※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２－１

５－２　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‐７８

３」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

13040-42851221 1304-251238-6
エンペックス気象計株式会

社

http://www.empex.co.j

p
営業

家庭用温湿度計、気圧計などのルート販売　新規取引先開拓　インターネット

ショップ管理運営

他に分類されない

製造業

141-

0031

東京都品川区西五反田７－２

２－１７　テーオーシービル

９階

141-

0031

東京都品川区西五反田７

－２２－１７　テーオー

シービル９階

試用期間

あり
３ヶ月

250,000円～

350,000円

ファション性と実用性を兼ね備えた気象計（温

度計・湿度計・気圧計）を主力商品に幅広く展

開し、人々の快適生活、健康生活、安心生活に

貢献する世の中に存在する意義のある会社を目

指しています

中小企業ですがＥＭＰＥＸを持ち全国展開しています。

又、商品のデザイン、企画、開発から販売に至るまで一貫

して自社で行っています。エンペックス商品は業界で高い

評価を頂いております。

代表取締

役
山内　芳隆 品川公共職業安定所

13060-05716621 1306-623552-6
株式会社シーディア　東京

デザインセンター

http:/www.seedea.asia

/

東京【営業】完全週休二

日制◆駅近◆ビジネスカ

ジュアル可◆

■□■営業活動■□■　～社会貢献度が高い営業活動～　・クライアント（新

規・既存）から課題や要望をヒアリング　・課題や要望に応じた社内リソース

相談　・最適なエンジニア（半導体・電気電子・機械・ソフト）のアサインを

提案　・プロジェクト開始のための諸手続きや、開始後のフォロー　　■□■

配属先情報■□■　東京デザインセンター（営業４名、採用１名、事務１名）

職種、年齢、性別問わず互いに助け合いながら業務を進めています。

その他の専門サー

ビス業

144-

0041

東京都大田区羽田空港１－１

－４　羽田イノベーションシ

ティＺｏｎｅＫ　２Ｆ

144-

0041

東京都大田区羽田空港１

－１－４　羽田イノベー

ションシティＺｏｎｅＫ

２Ｆ

基本的ＰＣスキル
試用期間

あり
６か月

182,000円～

331,000円

ＬＳＩデザイン、組込みソフトウェアデザイ

ン、システムインテグレーション、インフラプ

ロデクトデザインを主力としたエンジニアリン

グサービス及びソリューション事業

製造業各社のクライアントリレーションズパートナーを目

指して、より高付加価値な設計開発支援を提案していま

す。

代表取締

役
高松　英樹 大森公共職業安定所

13060-05730421 1306-619216-7 日本航運　株式会社 http://npkcargo.co.jp/
一般事務職／羽田空港営

業所

◇羽田空港営業所における事務作業全般　　・電話・ＦＡＸ・メール等での受

注受付　　・社内専用システムへの受注入力（パソコン入力）　　・伝票作

成、チェック　　・電話対応、その他付随する業務

一般貨物自動車運

送業

144-

0053

東京都大田区蒲田本町２－４

－２　アクシード蒲田本町６

階

144-

0041

東京都大田区羽田空港２

－６－３

パソコン入力（エクセル・

ワード）

試用期間

あり
３ヶ月

160,000円～

160,000円

一般貨物・輸出入航空貨物の配送、倉庫管理、

通関補助（貿易に伴う諸手続き）

一般貨物、航空貨物、海上貨物、輸出入貨物等すべての輸

送にお応えします。イベント対応業務・家具設置等も行っ

ています。

代表取締

役
澁澤　善文 大森公共職業安定所



13010-38296921 1301-685704-7
株式会社Ｈ＆Ｓプロモー

ション

https://www.hs-

p.co.jp/
企画営業職

観光やウォーキング、ビジネスマッチングを中心に、地域の力を活用した、商

品開発や地域振興のコンサルティング業。地域活性・健康増進など様々な情報

発信やＰＲ、商談会など、各種イベント開催をサポートするイベント等の企

画・計画・運営

他に分類されない

事業サービス業

101-

0041

東京都千代田区神田須田町１

－２４－１０　ＫＡＮＤＡＣ

ＲＯＳＳ９階

101-

0041

東京都千代田区神田須田

町１－２４－１０　ＫＡ

ＮＤＡＣＲＯＳＳ９階

ＰＣ基本以上（Ｅｘｃｅｌ、

Ｗｏｒｄ、Ｐｏｗｅｒｐｏｉ

ｎｔ）

試用期間

あり
１か月

200,000円～

230,000円

観光地を中心に地域活性化事業を展開していま

す。その土地が持つ魅力と、新しい発見を提供

しています。他にも健康支援事業やプロモー

ション事業を展開しています。

公的な仕事が多いため、季節ごとに業務の偏りはあります

が、提案書や企画書の作成などから初めてゆくゆくは現場

を直接オーガナイズして頂きたいと考えています。

代表取締

役
関　暢貴 飯田橋公共職業安定所

13010-38417021 1301-680944-6 中嶋興産株式会社
https://www.nakashim

akk.com/
調剤事務／墨田区

・調剤薬局の受付（処方箋入力・レセプト請求・レジ・銀行への入金・局内清

掃・　薬剤師補助・ＰＣ操作）

医薬品・化粧品小

売業

101-

0044

東京都千代田区鍛冶町１丁目

１０ー４

130-

0014

東京都墨田区亀沢１丁目

８ー５　花輪ビル１階

きりん薬局（当社店舗）

エクセル・ワード基本操作

文字入力程度

試用期間

あり
３ヵ月

185,000円～

230,000円
＊調剤薬局の運営　＊在宅業務

調剤薬局を３店舗運営しています。今後も増やす予定で

す。　将来を見据えた業務と店舗作りを行っています。

代表取締

役
中島　政則 飯田橋公共職業安定所

13010-38441121 1302-305824-9 太田隆　株式会社
http://www.ohtaryu.co.j

p/

一般事務・経理業務サ

ポート

＊一般事務　・電話応対、来客対応　・受発注等の営業アシスタント業務　・

書類のファイリング　・その他付随する業務　＊経理サポート　・仕訳入力
その他の化学工業

103-

0001

東京都中央区日本橋小伝馬町

１６番１号

103-

0001

東京都中央区日本橋小伝

馬町１６番１号

ＰＣ（ワード・エクセル）

エクセル関数（マクロ）、

データベースの知識尚可

試用期間

あり
３か月

200,000円～

250,000円

化粧品原料・化学工業薬品の販売、環境衛生商

品の製造

化粧品原料の販売、環境衛生商品の製造販売を行っている

会社です。クライアントは大手企業中心となります。

代表取締

役
太田　隆之 飯田橋公共職業安定所

13010-38478821 1301-652181-4 竹内総合法律事務所 秘書・事務

・電話対応，簡単な文書作成　・弁護士が作成した文書のチェック，書類管理

・依頼者や裁判所からの連絡連携業務　等　　＊試用期間終了後を目途に、以

下の業務もお願いします。　・他の秘書・事務のマネジメント　・経理

法律事務所，特許

事務所

104-

0032

東京都中央区八丁堀３丁目９

－５　ＫＳビル８階

104-

0032

東京都中央区八丁堀３丁

目９－５　ＫＳビル８階

Ｗｏｒｄ，Ｅメール、基本的

なＥｘｃｅｌ操作

試用期間

あり
６ヶ月

250,000円～

250,000円

損害保険会社、医療機関を主な依頼者とする法

律事務所。業務内容は、保険契約に関連する交

渉、訴訟および不動産の契約交渉、契約書作成

が中心となります。

弁護士、事務局が一体となって、迅速かつ質の高いサービ

スの提供を目指します。
弁護士 竹内　貴康 飯田橋公共職業安定所

13030-05584021 1303-012507-0 株式会社　タスク
http://www.task-

web.com

東京都台東区／ルート営

業

カシオのＧ－ＳＨＯＣＫ等の時計を中心に、スマートウォッチや　アクセサ

リー等の卸販売を行っています。　　＊関東地方（東京・千葉・埼玉・神奈

川・群馬等）での　　ルート営業（電車・もしくは社用車での移動となりま

す）　　＊各シーズン、時流に沿った売り場提案がメインになります。　　※

育成重視の体制により、営業未経験者大歓迎です。　　※営業目標は達成可能

な範囲で設定しますが、　　ノルマは一切ありません。

各種商品卸売業
110-

8761

東京都台東区東上野１－１－

１２

110-

0015

東京都台東区東上野１－

２－９　当社　東京営業

所

試用期間

あり
３ヶ月

181,000円～

263,200円

カシオをはじめ、様々なブランドの時計、ジュ

エリー、アイウェア、モバイル関連商品等を取

扱う専門商社です。

創業以来４６年間、連続黒字経営を続ける安定した企業で

す。　アットホームな社風で、途中入社の方も打ち解けら

れる　雰囲気作りを会社全体で行っています。

代表取締

役
五十畑　僚 上野公共職業安定所

13040-42012521 1304-022947-0 株式会社　高木ビル https://t-bldg.jp 一般事務職（虎ノ門）

自社ビル管理会社での事務職全般業務　（１）各ビル・駐車場における月次請

求業務（請求項目集計、請求書　　　　作成、書類発送、入金管理）　（２）

売上集計、伝票作成、経費支払処理等　（３）テナント対応（通知文の作成、

各資料、契約資料作成補助）　（４）各ビル常駐スタッフのシフト作成、出勤

簿管理　（５）電話対応　（６）その他事務全般

不動産賃貸業（貸

家業，貸間業を除

く）

105-

0003

東京都港区西新橋１－７－２

虎の門高木ビル９階

105-

0003

東京都港区西新橋１－７

－２　　虎の門高木ビル

９階

ワードやエクセルなどパソコ

ンの基本操作

試用期間

あり
３か月

177,000円～

212,000円
貸ビル業

都内及び近郊で、貸ビル・駐車場を経営・管理する堅実な

成長企業です。２０代から６０代まで幅広いスタッフが活

躍中です。

代表取締

役
高木　秀邦 品川公共職業安定所

13070-23873121 1307-674425-5 ホワイトカード株式会社 経理
伝票の仕分けなど税理士に渡すまでの経理業務です。　　その他総務的な仕事

もお願いします。

管理，補助的経済

活動を行う事業所

（４０インター

ネット附随サー

150-

0012

東京都渋谷区広尾１－６－１

０　Ｇｉｒａｆｆａビル２階

150-

0012

東京都渋谷区広尾１－６

－１０　Ｇｉｒａｆｆａ

ビル２階

試用期間

あり
３か月

220,000円～

400,000円

ＮＦＴ事業、ブロックチェーン事業、資金移動

事業

日本で唯一ブロックチェーンをオリジナルで作成しており

２０２３年に上場する予定です。ブロックチェーンに知識

のある方や新しいことに挑戦したいベンチャースピリッツ

のある方を歓迎します。

代表取締

役社長
坂本誉幸 渋谷公共職業安定所

13120-07215821 1312-618386-1 株式会社ウインスター 現場管理及び営業

１）現場施工管理＜現場打合せ、工程管理、材料管理＞　２）現場営業＜施工

中の現場に飛び込み営業＞　３）倉庫管理＜倉庫内の整理と現場への配送と現

場から材料回収＞　　＊社有のバンを安全運転し仕事をします。エクセルや

ワードの操作　が必須です。　　＊重量物の取り扱いがあります。

床・内装工事業
125-

0054

東京都葛飾区高砂７－１９－

２

125-

0054

東京都葛飾区高砂７－１

９－２

＊エクセル・ワード基本操作

およびメール操作必須　＊

タッチタイピングできる方

（ＪＷＣＡＤできれば尚可）

試用期間

あり

６か月

（個別

に判

断）

250,000円～

350,000円

中堅ゼネコン建設の共同住宅内の床工事。首都

圏にて年間約５０棟受注。全国Ｎｏ１シェアの

万協フロアの老舗施工店。

早朝から仕事し夜は早上がり。週休２日制を目指す。事務

ワークと現場ワークの並立。判断とアイディアを要する仕

事です。

代表取締

役社長
竹内尚彦 墨田公共職業安定所

13130-09245121 1313-423274-4 株式会社　開店市場
https://www.kaitenichi

ba.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。　　※　お客様の在庫資産（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２

８－１１

132-

0031

東京都江戸川区松島１丁

目２８－１１

エクセルシートへの入力と

メール送受信の出来る方。

試用期間

あり
３ケ月

180,000円～

200,000円

２０００年に創業した動産総合商社です。事業

拠点は札幌から福岡までの１６ケ所で全国をカ

バーし、リース満了物件や遊休資産を買取して

いるあらゆる動産を取扱う点が最大強みの会社

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います

代表取締

役社長
酒井　智浩 木場公共職業安定所

23060-04476921 2306-261119-5
三和式ベンチレ－ター　株

式会社

URLhttp://www.sanwa

venti.co.jp
ルート営業及び施工管理

＊ルート営業（代理店様）廻り　　並びに施工工程打合せ等をしていただきま

す。　　　　☆産業用・住宅用各種換気扇（電動・自然）屋上排煙装置（ハッ

チ　・モニター）、家庭用各種ベンチレーター、住宅用建材・住宅用　焼却器

の製造販売をしています。☆

一般産業用機械・

装置製造業

492-

8423

愛知県稲沢市高重中町５３番

地

121-

0064

東京都足立区保木間１丁

目２８－１４　当社　東

京営業所

試用期間

あり
３ケ月

240,000円～

300,000円

産業用・住宅用・各種換気扇、屋上換気扇（電

動自然）屋上排煙装置（ハッチ・モニター）、

家庭用各種ベンチレーター、住宅用建材・住宅

用焼却器・簡易かまど等の製造販売。

昭和３０年創業以来４０年順調に業績を伸ばし、バブルの

あおり等あまり受けない堅実な経営を誇りにしています。

若い感覚を導入し社風の刷新に力を注いでます。

代表取締

役
服部　聡始 一宮公共職業安定所

27030-12588921 2703-635284-3 株式会社　ＲＩＳＥ
メディア営業（新宿支

店）

■テレフォンアポインターがまずは各方面のお客さまとコンタクトを取り、

ニーズを探ります。　■興味を持ってくださったお客さまのもとへ営業担当者

が伺い、現状の問題点やお困り事などをヒアリング。　■その情報をもとに、

社内のシステムに受注内容を登録。外部ライターへ原稿の方向性を指示を出

し、作成を依頼します。　■最も効果的な広告を作成し、人材採用、さらに店

舗集客などの活性化を目指します。　※基本的に自社サイトは毎日更新してい

るので、１日で掲載することもあれば１カ月後に掲載することもあり、お客さ

まの希望に合わせて掲載スケジュールを決定します。

広告業
542-

0081

大阪府大阪市中央区南船場２

丁目６－２４　ＫＯＣビル４

Ｆ

160-

0023

東京都新宿区西新宿７－

７－２８　第二山本ビル

２０２　株式会社ＲＩＳ

Ｅ　新宿支店

特になし
試用期間

あり
３ヶ月

230,000円～

800,000円

自社でメディアを持ち、運営まで一貫して行っ

ている会社です。企業のＨＰの企画やデザイ

ン、マ－ケティングコンサルなども行い業種ご

とに経営課題を解決します。その他ブランドリ

サイクル業等。

設立して間もない企業の為、プラスになる提案など積極的

に取り入れていく会社です。グループ企業にｗｅｂ制作や

リサイクル事業なと展開しており、様々な事業や役職に取

り組むことが可能です。

代表取締

役
和田　崇宏 大阪西公共職業安定所

27030-12603021 2703-635284-3 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。

広告業
542-

0081

大阪府大阪市中央区南船場２

丁目６－２４　ＫＯＣビル４

Ｆ

160-

0023

東京都新宿区西新宿７－

７－２８　第二山本ビル

２０２　株式会社ＲＩＳ

Ｅ　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

27030-12632421 2703-635284-3 株式会社　ＲＩＳＥ
総合営業職（幹部候補）

／新宿支店

各企業が抱えている人材に関する問題を中心にヒアリングして、問題解決に向

けてお客様と同じ立場に立ち、ベストな対策を自社メディアや商材の中からご

提案して頂きます。　　研修専任のスタッフが丁寧に時間をかけて行いますの

で、業界や営業未経験の方でも安心して就業できます。

広告業
542-

0081

大阪府大阪市中央区南船場２

丁目６－２４　ＫＯＣビル４

Ｆ

160-

0023

東京都新宿区西新宿７－

７－２８　第二山本ビル

２０２　株式会社ＲＩＳ

Ｅ　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

27030-12722621 2703-046494-8 昭和貿易株式会社
http://www.showa-

boeki.co.jp/
営業

包装資材・機械、農業資材の提案営業。

国内外から仕入れた商品を代理店、販売店に紹介頂きます。包装資材、機械で

取り扱えないものがなく、数千以上のアイテムを組合せて提案できる営業で

す。

担当は東日本エリアを予定。東北や北陸、東海地方などへの出張もあります。

ワード、エクセル、メールも使用します。将来的には新商品の発掘や、時には

メーカーと連携した新商品の開発にも携わっていただく予定です。

各種商品卸売業
550-

0002

大阪府大阪市西区江戸堀１丁

目１８－２７

101-

0032

東京都千代田区岩本町１

丁目１０番５号　ＴＭＭ

ビル６階　　　　　昭和

貿易株式会社　東京支店

ワード、エクセル（表計

算）、メール

試用期間

あり
６ヶ月

166,270円～

239,450円

包装・産業・農業用資材および機器、青果物、

加工食品、飲料品、潤滑油、福祉機器、建築資

材、家庭用品などの輸出入ならびに、国内商

事、通信販売。

良き伝統と経営環境の変化を融和させ、時代のニーズに応

える多様化専門商社です。顧客にとって必要な機能を最大

限に担えるようチャレンジし続け、会社の明るい未来と社

員の幸せを実現します。

代表取締

役
末野　晶彦 大阪西公共職業安定所

40120-08470721 4012-100309-9
グローバルマテリアルズエ

ンジニアリング株式会社

http://www.gmec.co.jp

/
営業（東京都渋谷区）

当社はごみ処理設備や浄水施設、発電所などに納品しており、多数の環境問題

の解決に大きく貢献できる企業です。　　◎大手プラントメーカーや商社を通

じ、官公庁や大手企業に対して粉粒体のハンドリング設備の導入に向けた提案

などの活動を行って頂きます。　　＊当社製品のほとんどがオーダーメイドで

あるため、お客様のニーズに合わせた計画・提案ができる面白みに溢れた仕事

です。　　＊必要に応じて、（６ヶ月～２年程度）ＯＪＴを行ってから、営業

に出てもらいますので安心してください。

一般産業用機械・

装置製造業

811-

3134

福岡県古賀市青柳１０６７－

１

150-

0043

東京都渋谷区道玄坂１丁

目１５ー１４　ＳＴ渋谷

ビル５階　「東京オフィ

ス」

・Ｗｉｎｄｏｗｓ１０の基本

操作　・Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ

Ｅｘｃｅｌ・Ｗｏｒｄ　・電

子メールの操作

試用期間

あり
６ヶ月

210,000円～

250,000円

粉粒体の定量供給装置を始めとした、粉粒体の

ハンドリング設備の設計、開発、製造販売、工

事施工及メンテナンス管理。

粉粒体定量供給装置をメインのハンドリング設備メーカー

です。官公庁や大手プラントから厚い信頼を得ています。

２０１６年１月にグローバル展開を視野に社名を変更し、

新社屋新工場に移転拡張。

代表取締

役社長
石山　捨美 福岡東公共職業安定所

13010-37872421 1301-682792-5
司法書士　東京総合法務事

務所　西村　茂二郎

http://tokyo-

lawoffice.jp/
事務／トライアル併用

・お電話応対　・相談内容の聴き取り、情報整理、進捗に関する各種データ管

理入力、必要書類の作成　・依頼者や関係各所との連絡　・郵便物や備品管理

・会計　インターネット詐欺対策や債務整理を中心に、相続、登記など様々な

業務を取り扱っている司法書士事務所です。　代表司法書士の親しみやすい性

格もあり、所内の雰囲気も和やかで、風通しの良い事務所です。また、業務の

種類も幅広く、一般の方でも身近に感じやすいご相談も多くございます。

法律事務所，特許

事務所

104-

0061

東京都中央区銀座八丁目１０

－５　第四秀和ビル

104-

0061

東京都中央区銀座八丁目

１０－５　第四秀和ビル

ワードエクセルで簡単な入力

ができる方

試用期間

あり
３か月

190,000円～

190,000円

インターネット詐欺の返還請求や債務整理を中

心に、相続、登記な　ど様々な業務を取り扱っ

ている司法書士事務所です。

代表司法書士の親しみやすい性格もあり、所内の雰囲気も

和やかで　風通しの良い事務所です。また、業務の種類も

幅広く、一般の方で　も身近に感じやすいご相談も多くご

ざいます。

司法書士 西村　茂二郎 飯田橋公共職業安定所

13010-37896821 1301-678746-5
社会保険労務士法人　チア

レッジ

http://www.cheerage.c

o.jp/recruitment

●社労士補助／短時間正

社員／テレワーク勤務可

●社会保険・労働保険手続代行業務、給与計算代行業務等の事務作業だけでは

なく、研修やコンサルにも力を入れています。幅広いスキルを習得して成長で

きます。　●従業員の８割が未経験でスタートしています。　●傍を楽にする

「はたらく」をモットーに仕事をしています。「はたらく人を元氣にして、会

社と社会を元氣にする」という経営理念です。この経営理念を元に毎朝ユニー

クな朝礼を行っています。　●お客様の悩みを聴いてくること（あくまでも聴

く事が大事です）やクラウドシステムを活用したお客様の事務負担軽減のため

のコンサルティング等、能力に応じて、どんどん難しい仕事をお任せしていき

ます。　＃マザーズ

社会保険労務士事

務所

102-

0074

東京都千代田区九段南４丁目

７番１３号　市ヶ谷安田ビル

６階

102-

0074

東京都千代田区九段南４

丁目７番１３号　市ヶ谷

安田ビル６階

●基本的なＰＣ操作・データ

入力スキル　●Ｅｘｃｅｌ、

Ｗｏｒｄ操作スキル

試用期間

あり
３カ月

155,400円～

189,700円

３０～４０代の代表とスタッフが働く社労士法

人。事務処理ばかりでなく、定着と採用に関す

る教育研修や人材コンサルティングに強みを持

つ未来型社労士法人。介護・保育業界にお客様

が多い。

代表とマネージャーがスーパー銭湯出身で、飲食業界出身

者や営業出身者が在籍する一風変わった社労士法人です。

東京都の朝礼コンテストで準優勝したユニークな朝礼があ

る楽しい事務所です。

代表社員 三輪　康信 飯田橋公共職業安定所

13010-37940721 1301-946593-2 有限会社スムラボ https://sumurabo.com/
不動産賃貸営業・事務・

管理

不動産の賃貸仲介スタッフとして、弊社広告やネット媒体などをご覧になって

ご来店頂いたお客様からご希望の条件をお伺いしご予算、ライフスタイルを想

定ご提案しながら物件のご紹介、ご案内をしていただきます。そのほか広告の

作成や事務作業、管理業務、写真撮影等のお仕事もして頂きます。　飛び込み

営業やノルマは一切ありませんのでご安心ください！

不動産賃貸業（貸

家業，貸間業を除

く）

101-

0025

東京都千代田区神田佐久間町

１－８－４

101-

0025

東京都千代田区神田佐久

間町１－８－４

試用期間

あり
３ヵ月

230,000円～

300,000円
不動産賃貸営業・管理・事務

アットホームな雰囲気で和気あいあいとした会社です。未

経験の方もしっかりサポートします。
取締役 本庄友起 飯田橋公共職業安定所



27070-08272221 2707-403561-0 タカラ産業　株式会社
https://www.takaranet.

co.jp

ルート営業及び顧客開拓

（東京）

オリジナル製品の提案営業　　得意先との受注から納品までの折衝　　日用品

から建材部品等、あらゆる業界の樹脂製品を製造しています　　射出成型品及

び金属品の打ち合わせ

化学製品卸売業
577-

0013

大阪府東大阪市長田中２－２

－３０　　長田エミネンスビ

ル２Ｆ

110-

0015

東京都台東区東上野１丁

目１１－１　ＧＯＳＨＯ

春日通りビル８Ｆ　東京

営業所

試用期間

あり
３ヶ月

225,000円～

300,000円

プラスチック成形製品・金属製品・複合製品の

企画開発、製造、販売

デザインから始まり金型製造・成形・製品組立までの一貫

生産。　特許製品多数。中国に独資工場、ベトナムに駐在

事務所あり。　ＩＳＯ９００１・９００２、ＩＳＯＴＳ１

６９４９認証取得。

代表取締

役社長
樋爪　伸明 布施公共職業安定所

13040-40753121 1304-670273-0 株式会社ＧＲエステート
http://www.grestate.co.

jp/
事務（業務）／未経験者 ・不動産仲介業の契約に伴う書類作成　・契約立会

建物売買業，土地

売買業

141-

0022

東京都品川区東五反田１－１

６－１１　ＧＯＴＮＤＡ・Ｅ

ＡＳＴ・ＢＬＤＧ４階

141-

0022

東京都品川区東五反田１

－１６－１１　ＧＯＴＮ

ＤＡ・ＥＡＳＴ・ＢＬＤ

パソコンのエクセル、ワード

を多少使える方。

試用期間

あり

３ヶ月

※能力

に応じ

250,000円～

300,000円

投資用不動産の販売、売買仲介であり、中古ワ

ンルームマンションの仕入れ販売が主体

不動産の販売がメインであるが、やる気があれば経験者で

なくとも、安心して働けます。

代表取締

役
瀧澤　典之 品川公共職業安定所

13040-40756821 1304-670273-0 株式会社ＧＲエステート
http://www.grestate.co.

jp/
事務（営業事務）

・営業職のサポート業務　・電話の取り次ぎ　・その他営業のサポート　・営

業職に移行可（歩合あり）

建物売買業，土地

売買業

141-

0022

東京都品川区東五反田１－１

６－１１　ＧＯＴＮＤＡ・Ｅ

ＡＳＴ・ＢＬＤＧ４階

141-

0022

東京都品川区東五反田１

－１６－１１　ＧＯＴＮ

ＤＡ・ＥＡＳＴ・ＢＬＤ

Ｇ４階

パソコンのエクセル、ワード

を多少使える方。

試用期間

あり

３ヶ月

※能力

に応じ

て短縮

あり

180,000円～

300,000円

投資用不動産の販売、売買仲介であり、中古ワ

ンルームマンションの仕入れ販売が主体

不動産の販売がメインであるが、やる気があれば経験者で

なくとも、安心して働けます。

代表取締

役
瀧澤　典之 品川公共職業安定所

13040-40757221 1304-670273-0 株式会社ＧＲエステート
http://www.grestate.co.

jp/
不動産営業／未経験者 ・反響による営業　・不動産仲介業

建物売買業，土地

売買業

141-

0022

東京都品川区東五反田１－１

６－１１　ＧＯＴＮＤＡ・Ｅ

ＡＳＴ・ＢＬＤＧ４階

141-

0022

東京都品川区東五反田１

－１６－１１　ＧＯＴＮ

ＤＡ・ＥＡＳＴ・ＢＬＤ

Ｇ４階

試用期間

あり

３ヶ月

※能力

に応じ

て短縮

あり

250,000円～

500,000円

投資用不動産の販売、売買仲介であり、中古ワ

ンルームマンションの仕入れ販売が主体

不動産の販売がメインであるが、やる気があれば経験者で

なくとも、安心して働けます。

代表取締

役
瀧澤　典之 品川公共職業安定所

13070-23141421 1307-320322-7 株式会社アップタウン
http://www.uptown.co.j

p
不動産仲介営業／用賀

◎インターネットや新聞広告等からお問い合わせをいただいた　　お客様を対

象とする完全反響営業のお仕事です。　　・「住みたい街ランキング」でも常

に上位である世田谷区、　　目黒区を中心に高額物件をメインに様々な物件の

提案。　・新築、中古の戸建てからマンション、土地までを扱います。　・企

業の幹部や著名人も比較的に多いのが特徴です。　　★３ヶ月間の研修制度

（ＯＪＴ含）があるので安心★　★入社後は先輩に付いて、少しずつ学んで

いってください★

建物売買業，土地

売買業

158-

0097

東京都世田谷区用賀二丁目３

４番１３号

158-

0097

東京都世田谷区用賀二丁

目３４番１３号

・ＰＣ基本操作（データ入

力）

試用期間

あり
３ヶ月

250,000円～

270,000円

「山の手住宅街」である世田谷区・目黒区を中

心に住宅や住宅用地の販売店が仲介を行ってい

ます。店舗は、用賀駅徒歩２分に立地する世田

谷本店、自由が丘店、尾山台店の３店舗になり

ます。

お客様の属性は、富裕層を中心に各界の著名人や医師・会

社経営者などが多数いらっしゃいます。入社時から先輩社

員に同行しながら実務研修を行います。未経験者でも大丈

夫です。

代表取締

役
濱田　繁敏 渋谷公共職業安定所

13060-05426521 1306-613522-5 有限会社　七福保険事務所 金融保険の提案

火災保険・自動車保険・その他保険の満期継続業務　＊ノルマや飛び込み営業

はありません　　（追加商品のご提案等目標ありまます）　＊マイカー通勤歓

迎　※お客様への訪問時マイカー使用可能　（ガソリン代等費用全額支給／社

用車はありません）　　＊ＰＣスマホ貸付　＊入社後保険販売に伴う生損保の

資格試験に合格してもらいます。　＊未経験者には研修実施

保険媒介代理業
146-

0092

東京都大田区下丸子３－８－

１６　七福ビル４階

146-

0092

東京都大田区下丸子３－

８－１６　七福ビル４階
Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ

試用期間

あり
３ヶ月

200,000円～

350,000円

損害保険・生命保険会社の代理店を行ってい

る。

風通しの良い明るい元気な零細企業です。常に明るく、元

気よく仕事に取り組むことが当社の社風です。

代表取締

役
高辻　八十一 大森公共職業安定所

13090-14383121 1309-102810-9 日章機械　株式会社
http://www.nissho-

mc.co.jp
（急募）一般事務

営業事務課にて、販売管理事務関係を中心とした事務を担当してい　ただきま

す。　・電話応対　・納品書、請求書等帳票作成　・売掛金や買掛金の管理、

データ入力　・営業社員のサポート（商品発送、在庫確認、注文書作成　等）

・来客対応　・その他総務　ＰＣはワード、エクセルの他、販売管理専用ソフ

トを使用します。　基本は単純なデータの入力ですが、エクセルを使用した四

則計算や　簡単な関数が使用できれば望ましいです。

金属加工機械製造

業

170-

0001

東京都豊島区西巣鴨１－１４

－８

170-

0001

東京都豊島区西巣鴨１－

１４－８

ワード、エクセルその他ソフ

トを使って定型フォームへの

入力ができること

試用期間

あり
３カ月

180,000円～

200,000円

工作機械、ＣＡＤ／ＣＡＭ、関連機器等の総合

商社です。一方蓄積　されたノウハウを生かし

専用機及びＦＡ機器の開発製造も着実に実績を

伸ばしております。栃木県益子町に製造工場も

あります。

当社は社歴７０年以上ありまして、お客様は５００社以上

で光学、時計、カメラ、自動車、半導体等の分野に及び海

外にも広くユーザー様があります。

代表取締

役社長
日比　文平 池袋公共職業安定所

13120-06930121 1312-103475-1
株式会社　スミダプロダク

ツ

http://www.sumida-

v.jp

営業職（従来得意先様訪

問営業及び新規開拓含

む）要普免

お客様は企業様となります（一般消費者ではございません）。　　・化成品等

の材料卸し及び製品の販売。　　企画・構成・見積り等全てに携わって頂きま

す。　　・営業手段としては車・電車等を使用し、材料・生地等の納品業務

製品等の納品業務もございます。　　＊未経験者歓迎、丁寧に指導致します。

＊当社は長い業歴から安定取引先安定受注の営業取引です、長くお　勤め頂け

る家族的雰囲気の企業です。

化学製品卸売業
125-

0053

東京都葛飾区鎌倉２－２３－

５

125-

0053

東京都葛飾区鎌倉２－２

３－５

初級レベルのエクセル・ワー

ド操作は必須。

試用期間

あり

入社後

３ケ月

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

13010-36260521 1301-670706-9
洲際海運ジャパン　株式会

社

http://www.seaconstar.

com

営業窓口、事務、アシス

タント／物流業

洲際海運ジャパンは船舶運航事業、船舶用船事業、船舶売買事業、船舶サービ

ス事業を行っております。主に日本の商社、物流会社、海運会社などがお客様

になっております。当社では、日本、中国、韓国、ロシア、東南アジア間の海

上輸送において、お客様の貨物を「迅速、安全、確実」をお届ける、お客様の

ニーズに合致した効率的且つ最適な輸送方法を提案し、貨物を目的地に確実に

お届けする一貫物流サービスを行っております。将来の基幹社員となる方を物

流業の営業窓口、事務、アシスタントを求めております。

他に分類されない

事業サービス業

103-

0004

東京都中央区東日本橋３丁目

１２－１２　櫻正宗東日本橋

ビル２階

103-

0004

東京都中央区東日本橋３

丁目１２－１２　櫻正宗

東日本橋ビル２階

試用期間

あり
三か月

250,000円～

450,000円

洲際海運ジャパンは洲際船務集団の日本現地法

人として船舶運航事業、船舶用船事業、船舶売

買事業、船舶サービス事業を行っております。

日本のお客様のニーズに応じ、ワンストップ船舶運営サー

ビス及び海上物流ソリューションの提供に努めています。

お互いに助け合い、相互発展を目指し、皆が主人公の等し

い集団を形成しています。

代表取締

役
王　西安 飯田橋公共職業安定所

13040-39153521 1304-667184-9 株式会社　カンテック http://kantec.net/ 営業事務

営業サポート業務全般　・お客様からの電話対応　・売上データ入力　・見積

書・請求書の発行　・顧客管理　・各種資料作成など　　　　※応募の際はハ

ローワークから「紹介状」の交付を受けて下さい

機械器具小売業

（自動車，自転車

を除く）

141-

0031

東京都品川区西五反田１－２

６－２　２階

141-

0031

東京都品川区西五反田１

丁目２７番６号　市原ビ

ル５階

Ｅｘｃｅｌ操作のできる方
試用期間

あり
３ヶ月

173,000円～

260,000円

・産業用太陽光発電施工販売　　・家庭用太陽

光発電施工販売　・エコキュート施工販売

・蓄電池システム施工販売　・空調設備施工販

売　　　　　　・リフォーム工事請負施工

創業以来地域に密着して売上を伸ばして参りました。商品

を販売するだけでなく、施工・メンテナンスまで一貫して

おこなっております。地域の皆様に信頼されるサービスを

提供しております。

代表取締

役
山本　雄ニ 品川公共職業安定所

13070-22205521 1307-349535-2 株式会社三上工業所 http://mikami-k.co.jp 事務

業務アシスタント　主な仕事内容　・受発注・納品関連手続業務　・電話・

メール対応　・ＰＣによるデータ入力・集計　・社内文書作成　　※他業種の

方でも親切に指導いたします　※エクセルが得意な方歓迎

発電用・送電用・

配電用電気機械器

具製造業

152-

0033

東京都目黒区大岡山１－３７

－８

152-

0033

東京都目黒区大岡山１－

３７－８

資料作成や顧客との連絡にパ

ソコン（メール・エクセル・

ワード）を使用

試用期間

あり
３ケ月

220,000円～

280,000円

変圧器をのぞく開閉機構の重電機器製造、修理

業。　主要製品、操作機構、制御盤

東芝浜川崎工揚の下請企業で、重電機器製造と東京電力の

変電設備の設計施工メンテナンスまで行う製造業と建設

（電気）業の２本柱を持つ会社

代表取締

役社長
守谷　公一 渋谷公共職業安定所

13090-14255821 1309-402758-6 東和パック　株式会社 https://towa-pack.co.jp

【正社員】営業（ルート

営業）／トライアル併用

求人

○菓子・食品等のパッケージフィルム包装の企画・営業　＊社用車を使用して

担当地区の固定客を訪問するルート営業。　＊訪問範囲は都内及び、東京近郊

です。　＊顧客からパッケージフィルムのデザインを受注し、協力工場に発

注し製品にします。たまに納品の場合もあります。　＊新しいパッケージフィ

ルムのデザインを提案して頂くこともあり　　ます。ご自身のアイデアが製品

になります。※営業が未経験の方でも、先輩社員が同行して丁寧にお教えいた

し　　ますので、安心してご応募下さい。

印刷業
175-

0045

東京都板橋区西台４－８－１

６

175-

0045

東京都板橋区西台４－８

－１６
ワード、エクセルの基本操作

試用期間

あり
３ヶ月

200,000円～

250,000円
透明包装資材企画製造販売

菓子食品関連の包装フィルム及びスーパー・コンビニ等に

見られる透明包装を企画し製造販売しています。

会長取締

役
杉浦　士郎 池袋公共職業安定所

13130-08659421 1313-423274-4 株式会社　開店市場
https://www.kaitenichi

ba.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。　　※　お客様の在庫資産（機械備品）を買

取し、売買契約等の　　　事務処理業務・電話・メール・ＦＡＸ等の応対・日

程調整等　　※　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２

８－１１

132-

0031

東京都江戸川区松島１丁

目２８－１１

※　Ｅｘｃｅｌ・Ｗｏｒｄ、

メール送受信の基本操作が出

来る方。　　　（タッチタイ

ピング可能な方）

試用期間

あり
３ケ月

180,000円～

200,000円

２０００年に創業した動産総合商社です。事業

拠点は札幌から福岡までの１６ケ所で全国をカ

バーし、リース満了物件や遊休資産を買取して

いるあらゆる動産を取扱う点が最大強みの会社

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います

代表取締

役社長
酒井　智浩 木場公共職業安定所

13150-07519221 1315-205665-6 株式会社　富士機工
http://www.fuji-

kiko.co.jp
事務及び広報・宣伝

広報・宣伝活動全般　・ホームページの更新　・ホームページへお客様からの

メール問い合わせの対応　・カタログの作成　・社内ショールームの整備　・

お客様の接客　・展示会等の準備　・ＤＭの発送　・事務仕事全般

その他のはん用機

械・同部分品製造

業

208-

0023

東京都武蔵村山市伊奈平２丁

目９２－３

208-

0023

東京都武蔵村山市伊奈平

２丁目９２－３　　ＪＲ

昭島駅北口から立川バ

ス・伊奈平南バス停から

エクセル・ワード・フォト

ショップが問題なく使用でき

る方

試用期間

あり
３ヶ月

176,296円～

222,790円

日本のものづくりを支える、板金加工機（金属

加工機械）の　メーカー。

当社は１９７３年の創業以来、板金加工のための金型、油

圧プレス、パンチングプレス、バリ取り機等、オリジナリ

ティ豊かな製品の開発・製造・販売までを一貫して行って

います。

代表取締

役社長
柴崎　一正 立川公共職業安定所

16010-07907421 1601-616283-6
株式会社　クア・ソリュー

ション

http://www.quasolutio

n.jp/
営業職

遊休設備の査定及び仕入れたタンク・機械の販売を担当頂きます。　主な営業

先は、飲料、食品、製薬等の製造会社です。　　お客様の事業拡大や新規事業

に貢献できる仕事です。　　　＊社用車あり

その他の専門サー

ビス業

939-

2744

富山県富山市婦中町地角５９

６

175-

0094

東京都板橋区成増２丁目

１０－３三栄ドメール３

０１号　東京オフィス

ワード　エクセル
試用期間

あり
３カ月

250,000円～

400,000円

食品機械や製薬・化学工場の遊休機械や設備を

買取販売している会社です。工場で点検修理を

して新たなお客様に販売。プラント提案にも力

を入れており、お客様に選ばれる会社を目指し

ています

取扱商品は多種多様ですので、機械やプラントの幅広い知

識・経験が身につきます。毎日、全国よりお客様が見学に

来社されており、忙しい中にも充実した毎日で、非常にや

りがいがあります。

代表取締

役
若林　樹伸 富山公共職業安定所

23020-23848521 2302-019802-1 フルエング　株式会社
https://www.furueng.c

o.jp
営業／東京都千代田区

営業　　産業用諸機械類等の販売　　工業用薬品等の販売　　仕事内容の詳細

については、面接時等で事業所担当者から説明させていただきます。また、分

からないこと、確認したいことは、面接時等でおたずねください。

分類不能の産業
460-

0008

愛知県名古屋市中区栄五丁目

２４番３３号

101-

0047

東京都千代田区内神田２

－１１－６　喜助内神田

ビル　フルエング株式会

社　東京事務所

試用期間

あり
３ヶ月

208,000円～

400,000円

産業用諸機械、設備等の販売、川崎重工業、宇

部興産機械、栗本鉄工所、ＬＩＸＩＬ、日本無

線、三国重工業、ＧＳユアサ等の代理商

エネルギー及び一般産業向けの機械、設備等を取扱う商

社。きめ細やかなサービスを提供するとともに、お客様の

ニーズにお応えすることで信頼される商社を目指していま

す。

代表取締

役
神戸　剛

名古屋中公共職業安定

所

13010-36188821 1301-678746-5
社会保険労務士法人　チア

レッジ

http://www.cheerage.c

o.jp/recruitment

●事務職（人事・総務）

／正社員

●主に社労士事務所内の人事・総務（システム管理・庶務等）　　や案件管理

等を担当していただきます。　●傍を楽にする「はたらく」をモットーに仕事

をしています。　　「はたらく人を元氣にして、会社と社会を元氣にする」と

いう経営理念です。この経営理念を元に毎朝ユニークな朝　　礼を行っていま

す。　●スタッフ同士の仲が良く、新人メンバーも不安なく仕事を　　覚えら

れます。　●人事評価制度でその人の頑張りを評価します。

社会保険労務士事

務所

102-

0074

東京都千代田区九段南４丁目

７番１３号　市ヶ谷安田ビル

６階

102-

0074

東京都千代田区九段南４

丁目７番１３号　市ヶ谷

安田ビル６階

●基本的なＰＣ操作・データ

入力スキル　●Ｅｘｃｅｌ、

Ｗｏｒｄ操作スキル

試用期間

あり
３カ月

177,700円～

216,800円

３０～４０代の代表とスタッフが働く社労士法

人。事務処理ばかりでなく、定着と採用に関す

る教育研修や人材コンサルティングに強みを持

つ未来型社労士法人。介護・保育業界にお客様

が多い。

代表とマネージャーがスーパー銭湯出身で、飲食業界出身

者や営業出身者が在籍する一風変わった社労士法人です。

東京都の朝礼コンテストで準優勝したユニークな朝礼があ

る楽しい事務所です。

代表社員 三輪　康信 飯田橋公共職業安定所

13010-36189221 1301-678746-5
社会保険労務士法人　チア

レッジ

http://www.cheerage.c

o.jp/recruitment

●事務職（人事・総務）

／短時間正社員

●主に社労士事務所内の人事・総務（システム管理・庶務等）や　　案件管理

等を担当していただきます。　●傍を楽にする「はたらく」をモットーに仕事

をしています。　　「はたらく人を元氣にして、会社と社会を元氣にする」と

いう経　　営理念です。この経営理念を元に毎朝ユニークな朝礼を行ってい

ます。　●仕事と子育ての両立に理解のある会社です。子育て中の方が多く

在籍中で、急に子供の具合が悪くなった時などの突発的な休みに　　理解があ

り、チームでサポートする体制等が整っています。　　　＃マザーズ

社会保険労務士事

務所

102-

0074

東京都千代田区九段南４丁目

７番１３号　市ヶ谷安田ビル

６階

102-

0074

東京都千代田区九段南４

丁目７番１３号　市ヶ谷

安田ビル６階

●基本的なＰＣ操作・データ

入力スキル　●Ｅｘｃｅｌ、

Ｗｏｒｄ操作スキル

試用期間

あり
３カ月

155,400円～

189,700円

３０～４０代の代表とスタッフが働く社労士法

人。事務処理ばかりでなく、定着と採用に関す

る教育研修や人材コンサルティングに強みを持

つ未来型社労士法人。介護・保育業界にお客様

が多い。

代表とマネージャーがスーパー銭湯出身で、飲食業界出身

者や営業出身者が在籍する一風変わった社労士法人です。

東京都の朝礼コンテストで準優勝したユニークな朝礼があ

る楽しい事務所です。

代表社員 三輪　康信 飯田橋公共職業安定所

13070-21817521 1307-619464-6 株式会社ジャパンヘナ
https://www.j-

henna.com/
美容材料卸の営業

トリートメント剤「ヘナ」を中心とした化粧品の営業　その他事務作業など

・取引先の美容ディーラーと一緒に同行営業　・顧客（美容院など）対応　・

セミナー開催時対応　・出張あり（全国）　・飛び込み営業はありません　・

都内近郊は公共交通機関を利用しますが、出張時の地方などでは車での移動と

なる場合があります　・男性・女性ともに歓迎します

美容業
150-

0022

東京都渋谷区恵比寿南１－２

１－１９

150-

0022

東京都渋谷区恵比寿南１

－２１－１９

ワード、エクセル。イラスト

レーター経験あれば尚可。

試用期間

あり
３ケ月

200,000円～

260,000円

美容材料の輸入製造販売卸しと美容室経営。

自社美容材料商品を国内で製造販売し、ＡＳＥ

ＡＮに海外流通。

オーガニックハーブ『ヘナ』の取扱いの老舗（日本での）

です。　美容室やディーラー様に教育等をおこないながら

商品の販売をし、　直営店の美容室も恵比寿と東京ドーム

に展開しています。

代表取締

役
海老名　秋子 渋谷公共職業安定所



13080-27445621 1308-636923-7
株式会社イケダアセットコ

ンサルティング

https://souzoku-

ikeda.com/
一般事務（正社員）

・書類ファイリング、コピー　・電話、来客対応　・お茶出し　・事務用品の

発注　・ラベル作成　・簡単なＰＣ入力　・その他事務業務全般　　＊パソコ

ンはワード、エクセル、メールは必須です。　　パワーポイントできれば尚可

公認会計士事務

所，税理士事務所

167-

0051

東京都杉並区荻窪５丁目１６

番１４号　カパラビル８階

167-

0051

東京都杉並区荻窪５丁目

１６番１４号　カパラビ

ル８階

＊パソコンはワード、エクセ

ル、メールは必須です。

パワーポイントできれば尚可

試用期間

あり
３ヶ月

200,000円～

300,000円

個人の相続対策、中小企業の事業承継対策の実

行支援コンサルティング業務を行っています。

資産家、地主や中小企業オーナーの財産を守る

為の財産コンサルティング業務を主軸としてい

ます。

普段知り合えない富裕層のお客様や弁護士、司法書士等の

専門家といった質の高い人達と働く環境が揃っています。

また資産税に特化した専門性を有しておりレベルの高い業

務に従事できます。

代表取締

役
池田　幸弘 新宿公共職業安定所

13090-13880721 1309-205880-0 トウテック　株式会社 http://www.toutec.com

営業職（スーパー・コン

ビニ・商業施設／未経験

歓迎）

◆コンビニやスーパー等の店舗や商業施設に対して、電気工事を　　実施する

ための営業をお任せします。　　・まずは、工事部にて２～３年ほど電気工事

を学んで頂き、その後　営業部へ配属となります。　・お客様は信頼を得てい

る既存顧客がメインで研修にも力を入れて　いるため、業界未経験からでもご

活躍できます！　・工事案件の見積や納期調整ほか交渉全般を行いながら、生

産性の　高い仕事を受注して、会社の売上目標に貢献していただきます。

電気工事業
173-

0034
東京都板橋区幸町３９－５

173-

0034

東京都板橋区幸町３９－

５

試用期間

あり
３か月

96,600円～109,400

円

大手コンビニやスーパーといった商業施設を中

心に、電気工事を行っています。コンビニや

スーパーにある電気・空調・冷蔵冷凍の設備の

設計・施工を行っています。

更地の計画段階から設計・施工まで一貫して行っているの

が当社の強みです。創業以来７１年かけて培った経験と実

績によりお客様から信頼をいただき、堅実な成長を続けて

います。

代表取締

役
佐藤　洋尚 池袋公共職業安定所

13190-03350421 1319-003834-9 株式会社　ハックスター
http://www.huckster.co

.jp

営業アシスタント【画像

情報あり】

＊「ハックスター」は人の気持ちを躍らせて集客への　誘導やサービスの拡販

をする看板「サイン」制作会社　です。企画からデザイン、制作、施行まで一

貫して　行っています。　電話対応、見積書制作、各種発注作業、資料作成等

の業務をお任せいたします。デザイン看板製作をバックオフィスから支えるお

仕事です。営業経験有りの方も歓迎して　います。関わった店舗がお客様で賑

わう光景を目にした　時のやりがいは何ものにも変えられません。　ルーティ

ンワークとは無縁の刺激に満ち溢れた面白さが　あります。

広告業
194-

0004

東京都町田市鶴間３－１５－

４

194-

0004

東京都町田市鶴間３－１

５－４
エクセル

試用期間

あり

３ケ月

～６ヶ

月

164,800円～

164,800円
看板、ディスプレイ企画、デザイン・製作施工

広告業。現在業務拡大で増員を考慮。詳細はホームページ

を参照ください。

代表取締

役
吉本　直之 町田公共職業安定所

22030-03596521 2203-001150-1 株式会社　Ｉ　Ｋ　Ｋ
http://www.diamond-

ikk.com

営業（ルート営業）【東

京】

当社「東京営業所」において、自社で設計された建設現場で使用される電動工

具（鉄筋カッー・パンチャー等）や小型建設機械製品（鉄筋ベンダー・コアド

リル）に関する販売業務を担当していただきます。　・基本はルート営業

（お得意先は商社、建設会社、鉄筋加工場等）　・その他、業務に付帯する雑

務　　＊社内で研修、指導します。未経験者でもできる仕事です。

その他のはん用機

械・同部分品製造

業

410-

0001

静岡県沼津市足高３９６－５

９

110-

0003

東京都台東区根岸５－１

３－１６　根岸ビル２Ｆ

東京営業所

試用期間

あり
３ヶ月

213,000円～

290,000円

電動工具（鉄筋カッター、パンチャー等）小型

建設機械（鉄筋ベンダー、コアドリル等）の製

造メーカー。　国内、海外へと販売を手掛けて

います。　　　　　　　　　　　＊

グローバルにビジネスを展開。　電動工具を設計、製造、

販売し、国内のみならず、世界数十ヶ国へ輸出も行ってい

る会社です。当社の製品は世界中でも高い評価をいただ

き、ご利用されています。

代表取締

役
八谷　剛 沼津公共職業安定所

13040-37477821 1304-650615-7
株式会社　ＮＴＳＪＡＰＡ

Ｎ
http://ntsjapan.com/ ソリューション営業

クライアントが持つ課題を解決するためのシステムの提案営業。　新規営業と

既存営業どちらもお任せする予定です。
ソフトウェア業

108-

0073

東京都港区三田２－７－２２

三田タウンハウス１Ｆ

108-

0073

東京都港区三田２－７－

２２　三田タウンハウス

１Ｆ

試用期間

あり
３ヶ月

180,000円～

300,000円

ＩＴ業　・ソフトウエア設計（開発、テスト、

評価）　・インフラ業務　・ヘルプデスク、

キッティング、その他全般。

人々や社会の為に貢献する為に８つ（新しい、情報、戦

略、感謝、信頼、支援、成功、貢献）を存在目的としてい

ます。

代表取締

役
西川　滝豊 品川公共職業安定所

13040-37664821 1304-932694-4 株式会社　エコウッド
http://www.eco-

wood.jp
営業事務

＊営業事務として電話対応、見積書の作成、顧客との納期調整、顧客へのカタ

ログ・サンプル配り　等　＊パソコンはエクセル・ワード・パワーポイント等

を使用します。

プラスチック成形

材料製造業（廃プ

ラスチックを含

む）

108-

0074

東京都港区高輪２－１４－９

三愛ビル４０６

108-

0074

東京都港区高輪２－１４

－９　三愛ビル４０６

試用期間

あり
３ヶ月

200,000円～

220,000円

木材・プラスチックス再生複合材の製造及び販

売

建築現場や工場から排出される廃木材や廃プラスチックを

微粉砕し、混練加熱し半溶解状態としたものを成形・加工

して建材等を製造販売しています。東京の商業施設・公共

施設に採用されています。

代表取締

役社長
石本　康治 品川公共職業安定所

13040-37681221 1304-932694-4 株式会社　エコウッド
http://www.eco-

wood.jp
営業 ＊法人営業　　決められた顧客への定期訪問。新規問い合わせ対応。

プラスチック成形

材料製造業（廃プ

ラスチックを含

む）

108-

0074

東京都港区高輪２－１４－９

三愛ビル４０６

108-

0074

東京都港区高輪２－１４

－９　三愛ビル４０６

試用期間

あり
３ヶ月

200,000円～

350,000円

木材・プラスチックス再生複合材の製造及び販

売

建築現場や工場から排出される廃木材や廃プラスチックを

微粉砕し、混練加熱し半溶解状態としたものを成形・加工

して建材等を製造販売しています。東京の商業施設・公共

施設に採用されています。

代表取締

役社長
石本　康治 品川公共職業安定所

13150-07349721 1315-305379-5
株式会社　久田　（チーズ

王国）

https://www.cheese-

oukoku.co.jp

チーズ販売員／（小田急

新宿店）新宿区西新宿

チーズのプロになろう！日本ではチーズのプロが足りませんチーズの真のプロ

になり、これから伸びるチーズのビジネスチャンスをつかみませんか？　○セ

ミナーコース：３～５年当社で就業していただき、社内資格制度を取得後チー

ズの知識を身に付けると、講師としてチーズセミナー開くことができます。

○独立コース：５～８年当社で就業していただき、当社のバックアップのも

と、全国の一流デパート、駅ビルに自分のお店を持つことが出来ます。　※当

社で働くことによってチーズのプロになれます。チーズプロフェッショナル技

術を身につけ将来の安定を！

その他の飲食料品

小売業

190-

0003

東京都立川市栄町４－１６－

１

160-

8001

東京都新宿区西新宿１一

１一３　　　　小田急百

貨店　新宿店Ｂ２Ｆ

試用期間

あり
３ヶ月

192,000円～

255,000円

・チーズ本来の味を求め、世界から選び抜いた

チーズを中心とした販売業務及びチーズ関連食

材の卸業務を含む（ホテル、機内食、ネット販

売等での販売を含む。）・チーズの品質と状態

管理。

世界のナチュラルチーズを直輸入し百貨店・駅ビル等で販

売。国内２３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

13150-07351421 1315-305379-5
株式会社　久田　（チーズ

王国）

https://www.cheese-

oukoku.co.jp
チーズ販売員／立川市

チーズのプロになろう！日本ではチーズのプロが足りません。チーズの真のプ

ロになり、これから伸びるチーズのビジネスチャンスをつかみませんか？　○

セミナーコース：３～５年当社で就業していただき、社内資格制度を取得後

チーズの知識を身に付けると、講師としてチーズセミナー開くことができま

す。　○独立コース：５～８年当社で就業していただき、当社のバックアップ

のもと、全国の一流デパート、駅ビルに自分の　お店を持つことが出来ます。

※当社で働くことによってチーズのプロになれます。若いうちに技術を身につ

け将来の安定を！

その他の飲食料品

小売業

190-

0003

東京都立川市栄町４－１６－

１

190-

0012

東京都立川市曙町２－５

－１　　　　伊勢丹立川

店Ｂ１　当社店舗

試用期間

あり
３ヶ月

192,000円～

255,000円

・チーズ本来の味を求め、世界から選び抜いた

チーズを中心とした販売業務及びチーズ関連食

材の卸業務を含む（ホテル、機内食、ネット販

売等での販売を含む。）・チーズの品質と状態

管理。

世界のナチュラルチーズを直輸入し百貨店・駅ビル等で販

売。国内２３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

13150-07352321 1315-305379-5
株式会社　久田　（チーズ

王国）

https://www.cheese-

oukoku.co.jp

チーズ販売員／（アトレ

吉祥寺店）武蔵野市

チーズのプロになろう！日本ではチーズのプロが足りません。チーズの真のプ

ロになり、これから伸びるチーズのビジネスチャンスをつかみませんか？　○

セミナーコース：３～５年当社で就業していただき、社内資格制度を取得後

チーズの知識を身に付けると、講師としてチーズセミナー開くことができま

す。　○独立コース：５～８年当社で就業していただき、当社のバックアップ

のもと、全国の一流デパート、駅ビルに自分のお店を持つことが出来ます。

※当社で働くことによってチーズのプロになれます。チーズプロフェッショナ

ル技術を身につけ将来の安定を！

その他の飲食料品

小売業

190-

0003

東京都立川市栄町４－１６－

１

180-

0003

東京都武蔵野市吉祥寺南

町１－１－２４

アトレ吉祥寺１Ｆ

試用期間

あり
３ヶ月

192,000円～

255,000円

・チーズ本来の味を求め、世界から選び抜いた

チーズを中心とした販売業務及びチーズ関連食

材の卸業務を含む（ホテル、機内食、ネット販

売等での販売を含む。）・チーズの品質と状態

管理。

世界のナチュラルチーズを直輸入し百貨店・駅ビル等で販

売。国内２３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

13150-07356021 1315-305379-5
株式会社　久田　（チーズ

王国）

https://www.cheese-

oukoku.co.jp

チーズ販売員／（ルミネ

荻窪店）杉並区

チーズのプロになろう！日本ではチーズのプロが足りません。チーズの真のプ

ロになり、これから伸びるチーズのビジネスチャンスをつかみませんか？　○

セミナーコース：３～５年当社で就業していただき、社内資格制度を取得後

チーズの知識を身に付けると、講師としてチーズセミナー開くことができま

す。　○独立コース：５～８年当社で就業していただき、当社のバックアップ

のもと、全国の一流デパート、駅ビルに自分の　お店を持つことが出来ます。

※当社で働くことによってチーズのプロになれます。チーズプロフェッショナ

ル技術を身につけ将来の安定を！

その他の飲食料品

小売業

190-

0003

東京都立川市栄町４－１６－

１

167-

0043

東京都杉並区上荻１－７

－１　　　　　ルミネ荻

窪店Ｂ１

試用期間

あり
３ヶ月

192,000円～

255,000円

・チーズ本来の味を求め、世界から選び抜いた

チーズを中心とした販売業務及びチーズ関連食

材の卸業務を含む（ホテル、機内食、ネット販

売等での販売を含む。）・チーズの品質と状態

管理。

世界のナチュラルチーズを直輸入し百貨店・駅ビル等で販

売。国内２３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

13150-07359221 1315-305379-5
株式会社　久田　（チーズ

王国）

https://www.cheese-

oukoku.co.jp

チーズ販売員　／（伊勢

丹新宿店）新宿区

チーズのプロになろう！日本ではチーズのプロが足りませんチーズの真のプロ

になり、これから伸びるチーズのビジネスチャンスをつかみませんか？　社内

資格制度を取得後　○セミナーコース：３～５年当社で就業していただき、

チーズの知識を身に付けると、講師としてチーズセミナーを開くことができま

す。　○独立コース：５～８年当社で就業していただき、当社のバックアップ

のもと、全国の一流デパート、駅ビルに自分のお店を持つことが出来ます。

※当社で働くことによってチーズのプロになれます。チーズプロフェッショナ

ル技術を身につけ将来の安定を！

その他の飲食料品

小売業

190-

0003

東京都立川市栄町４－１６－

１

160-

0022

東京都新宿区新宿３－１

４－１　　　　伊勢丹新

宿店Ｂ１

試用期間

あり
３ヶ月

192,000円～

255,000円

・チーズ本来の味を求め、世界から選び抜いた

チーズを中心とした販売業務及びチーズ関連食

材の卸業務を含む（ホテル、機内食、ネット販

売等での販売を含む。）・チーズの品質と状態

管理。

世界のナチュラルチーズを直輸入し百貨店・駅ビル等で販

売。国内２３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

13150-07363021 1315-305379-5
株式会社　久田　（チーズ

王国）

https://www.cheese-

oukoku.co.jp

チーズ販売員／（松屋銀

座店）中央区

チーズのプロになろう！日本ではチーズのプロが足りませんチーズの真のプロ

になり、これから伸びるチーズのビジネスチャンスをつかみませんか？　社内

研修制度を取得後　○セミナーコース：３～５年当社で就業していただき、

チーズの知識を身に付けると、講師としてチーズセミナー開くことができま

す。　○独立コース：５～８年当社で就業していただき、当社のバックアップ

のもと、全国の一流デパート、駅ビルに自分の　店を持つことが出来ます。

※当社で働くことによってチーズのプロになれます。チーズプロフェッショナ

ル技術を身につけ将来の安定を！

その他の飲食料品

小売業

190-

0003

東京都立川市栄町４－１６－

１

104-

0061

東京都中央区銀座３－６

－１　松屋銀座Ｂ１Ｆ

銀座店

試用期間

あり
３ヶ月

192,000円～

255,000円

・チーズ本来の味を求め、世界から選び抜いた

チーズを中心とした販売業務及びチーズ関連食

材の卸業務を含む（ホテル、機内食、ネット販

売等での販売を含む。）・チーズの品質と状態

管理。

世界のナチュラルチーズを直輸入し百貨店・駅ビル等で販

売。国内２３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

13150-07366221 1315-305379-5
株式会社　久田　（チーズ

王国）

https://www.cheese-

oukoku.co.jp

チーズ販売員／（東武池

袋店）豊島区池袋

チーズのプロになろう！日本ではチーズのプロが足りませんチーズの真のプロ

になり、これから伸びるチーズのビジネスチャンスをつかみませんか？　社内

資格制度を取得後　○セミナーコース：３～５年当社で就業していただき、

チーズの知識を身に付けると、講師としてチーズセミナーを開くことができま

す。　○独立コース：５～８年当社で就業していただき、当社のバックアップ

のもと、全国の一流デパート、駅ビルに自分のお店を持つことが出来ます。

※当社で働くことによってチーズのプロになれますチーズプロフェッショナル

技術を身につけ将来の安定を！

その他の飲食料品

小売業

190-

0003

東京都立川市栄町４－１６－

１

000-

0000

東京都豊島区西池袋１－

１－２５　東武百貨店池

袋店Ｂ２

試用期間

あり
３ヶ月

192,000円～

255,000円

・チーズ本来の味を求め、世界から選び抜いた

チーズを中心とした販売業務及びチーズ関連食

材の卸業務を含む（ホテル、機内食、ネット販

売等での販売を含む。）・チーズの品質と状態

管理。

世界のナチュラルチーズを直輸入し百貨店・駅ビル等で販

売。国内２３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



13150-07368421 1315-305379-5
株式会社　久田　（チーズ

王国）

https://www.cheese-

oukoku.co.jp

チーズ販売員／（西武池

袋店）豊島区南池袋

チーズのプロになろう！日本ではチーズのプロが足りませんチーズの真のプロ

になり、これから伸びるチーズのビジネスチャンスをつかみませんか？　社内

資格制度を取得後　○セミナーコース：３～５年当社で就業していただき、

チーズの知識を身に付けると、講師としてチーズセミナーを開くことができま

す。　○独立コース：５～８年当社で就業していただき、当社のバックアップ

のもと、全国の一流デパート、駅ビルに自分のお店を持つことが出来ます。

※当社で働くことによってチーズのプロになれますチーズプロフェッショナル

技術を身につけ将来の安定を！

その他の飲食料品

小売業

190-

0003

東京都立川市栄町４－１６－

１

171-

0022

東京都豊島区南池袋１－

２８－１　Ｂ１　チーズ

王国　西武池袋店

試用期間

あり
３ヶ月

192,000円～

255,000円

・チーズ本来の味を求め、世界から選び抜いた

チーズを中心とした販売業務及びチーズ関連食

材の卸業務を含む（ホテル、機内食、ネット販

売等での販売を含む。）・チーズの品質と状態

管理。

世界のナチュラルチーズを直輸入し百貨店・駅ビル等で販

売。国内２３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

13150-07369321 1315-305379-5
株式会社　久田　（チーズ

王国）

https://www.cheese-

oukoku.co.jp

チーズ販売員／（二子玉

川東急フードショー店）

世田谷区

チーズのプロになろう！日本ではチーズのプロが足りませんチーズの真のプロ

になり、これから伸びるチーズのビジネスチャンスをつかみませんか？　社内

資格制度を取得後　○セミナーコース：３～５年当社で就業していただき、

チーズの知識を身に付けると、講師としてチーズセミナーを開くことができま

す。　○独立コース：５～８年当社で就業していただき、当社のバックアップ

のもと、全国の一流デパート、駅ビルに自分のお店を持つことが出来ます。

※当社で働くことによってチーズのプロになれます。チーズプロフェッショナ

ル技術を身につけ将来の安定を！

その他の飲食料品

小売業

190-

0003

東京都立川市栄町４－１６－

１

158-

0094

東京都世田谷区玉川２丁

目２１－２　　　　東急

百貨店　二子玉川東急

フードショー

試用期間

あり
３ヶ月

192,000円～

255,000円

・チーズ本来の味を求め、世界から選び抜いた

チーズを中心とした販売業務及びチーズ関連食

材の卸業務を含む（ホテル、機内食、ネット販

売等での販売を含む。）・チーズの品質と状態

管理。

世界のナチュラルチーズを直輸入し百貨店・駅ビル等で販

売。国内２３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

27010-18885121 2701-116478-0 株式会社　西村ケミテック
http://nishimura-

ct.co.jp/
購買業務【東京支店】

購買業務補助　・受発注業務　・納期確認と進捗確認　・社内基幹業務入力

・請求処理、書類発行、ファイリング、来客対応　・エンジニアアシスタント

・その他付随業務

化学製品卸売業
543-

0033

大阪府大阪市天王寺区堂ヶ芝

１丁目５－２１

103-

0024

東京都中央区日本橋小舟

町４一９　東京支店

Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ、Ｐｏ

ｗｅｒＰｏｉｎｔ

試用期間

あり
６ケ月

200,000円～

230,000円
化学工業薬品卸売業

液晶、電子、半導体などの表面処理分野で化学工業薬品及

び装置・設備の商社として着実に成長。幅広いエレクトロ

ニクス産業の分野を主軸に、業界トップクラストップクラ

スの実績を誇っています。

代表取締

役社長
西村　修 大阪東公共職業安定所

13030-04929021 1303-621839-2 尚禾　株式会社
http://www.shokagrou

p.co.jp/

セールスマーケティン

グ・セールスプロモー

ション

＊人材派遣サービスの企画、提案　＊クライアント企業様の商品販売戦略の提

案　　実際の販売サポート　＊新規事業開拓の企画、提案、営業　　※営業、

販売の方法に関して当社研修あり　※事業内容によって就業場所変更の可能性

あり　※日本語能力Ｎ２レベル以上が必要です。　※ベテランがＯＪＴでお教

えします。　　営業エリア：１都３県（東京、千葉、埼玉、神奈川）

労働者派遣業
110-

0012

東京都台東区竜泉３丁目３１

－１３　尚禾ビル

110-

0012

東京都台東区竜泉３丁目

３１－１３　尚禾ビル

試用期間

あり
６ヶ月

208,000円～

348,000円

・人材派遣事業：派１３－３０５６４３・人材

紹介業：１３－ユ－３０６６８９・人材コー

ディネート／コンサルティング・企画・営業。

パソコン・携帯販売・サービス。

私たちはグローバル社会で活躍する総合商社です。人との

つながりを大切に、社員一人ひとりを尊重し向き合い、一

人ひとりの個性を活かし様々な分野に挑戦し、社員と共に

成長していく企業です。

代表取締

役
王　聖恩 上野公共職業安定所

13080-25940821 1308-626575-2
シャノアス社会保険労務士

法人
https://sr-ihara.com

【未経験歓迎】社労士事

務所の顧客担当・人事コ

ンサル

・労働社保手続き、給与計算、助成金申請、労務相談　・人事コンサルティン

グ（人事制度、就業規則、採用支援他）　・法改正等の情報発信と提案　・顧

客開拓の補助　　未経験者歓迎します。一つ一つ対応できる業務の範囲を広げ

ていきましょう。一から丁寧に教えますのでご安心ください。　慣れてきたら

半分は顧客担当として手続き・給与計算・労務相談などの業務を行い、半分は

代表と一緒に人事コンサルティングや顧客開拓に取り組んでいただきます。

グループリーダー候補としてしっかりと育成していきます。

社会保険労務士事

務所

169-

0075

東京都新宿区高田馬場１－６

－１６　ユニオンビル７０３

169-

0075

東京都新宿区高田馬場１

－６－１６　ユニオンビ

ル７０３

ＰＣ基本操作（ワード・エク

セル・メール）

試用期間

あり
３か月

240,000円～

300,000円

高田馬場駅近くの社労士法人。従業員１００人

未満の企業に社会保険・給与計算・就業規則作

成などの手続きと未払い残業代対策・人事制度

の構築・採用定着支援といったコンサルティン

グを実施。

「従業員１００人未満の社長・人事担当者のお悩みを解決

に導く」という理念をもとに、これまでの社労士事務所の

枠を超えたサービスの開発と積極的な提案を行っていま

す。

代表 伊原　健人 新宿公共職業安定所

13080-25946921 1308-626575-2
シャノアス社会保険労務士

法人
https://sr-ihara.com

【短時間正社員】社労士

事務所の顧客担当・人事

コンサル

短時間正社員の募集です。主な担当業務は次のとおりです。　・労働社保手続

き、給与計算、助成金申請、労務相談　・人事コンサルティング（人事制度、

就業規則、採用支援他）　・法改正等の情報発信と提案　・顧客開拓の補助

未経験者歓迎です。一つ一つ対応できる業務の範囲を広げていきましょう。一

から丁寧に教えますのでご安心ください。　慣れてきたら半分は顧客担当とし

て手続き・給与計算・労務相談などの業務を行い、半分は代表と一緒に人事コ

ンサルティングや顧客開拓に取り組んでいただきます。勤務時間の相談も可能

ですし、グループリーダー候補としてしっかりと育成もしていきます。

社会保険労務士事

務所

169-

0075

東京都新宿区高田馬場１－６

－１６　ユニオンビル７０３

169-

0075

東京都新宿区高田馬場１

－６－１６　ユニオンビ

ル７０３

ＰＣ基本操作（ワード・エク

セル・メール）

試用期間

あり
３か月

170,000円～

220,000円

高田馬場駅近くの社労士法人。従業員１００人

未満の企業に社会保険・給与計算・就業規則作

成などの手続きと未払い残業代対策・人事制度

の構築・採用定着支援といったコンサルティン

グを実施。

「従業員１００人未満の社長・人事担当者のお悩みを解決

に導く」という理念をもとに、これまでの社労士事務所の

枠を超えたサービスの開発と積極的な提案を行っていま

す。

代表 伊原　健人 新宿公共職業安定所

13150-07242021 1315-101766-2 株式会社　カンワ工業資材
http://kanwa.co.jp/inde

x.html
製造業の営業職

営業受注により樹脂材料による機構部品等の受注生産品を、自社　工場他で製

造し納入します。営業担当者の募集です。　・自社製造工場を持つ営業部での

お仕事です。　・既存担当営業の後継者目的です。　・企業顧客への定期訪問

（営業活動）、販路拡大の営業。　・製造品に対する顧客との打ち合わせ。

・新規顧客の開拓。　　ものづくり、樹脂業界未経験者の方でも一から共にお

教えします。　営業の際は、社用車（乗用車ＡＴ）を使用していただきます。

プラスチック板・

棒・管・継手・異

形押出製品製造業

190-

0013

東京都立川市富士見町７－３

１－１９

190-

0013

東京都立川市富士見町７

－３１－１９
ワード、エクセル

試用期間

あり
３ヶ月

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

た各種試作品及び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

23170-04441321 2317-615978-9 新日本工業　株式会社 shinnihon-kogyo.net 一般事務／東京

水管橋の設計・製作・施工を行っています。　　見積書・契約書など各種書類

の作成　営業用の資料作成　電話取次、来客対応　請求書などの書類整理

事務所の掃除などの庶務業務、小口精算の対応等あります。　社内システム・

フォーマットなどあり　定期的に社内の勉強会も開催しています。　　基本的

に外回りはありません。近くの郵便局へ行く程度です。

建設用・建築用金

属製品製造業（製

缶板金業を含む）

486-

0816

愛知県春日井市東野新町２丁

目２番地１

132-

0035

東京都江戸川区平井４丁

目７－１６　徳久ビル５

Ｆ　　東京営業所

試用期間

あり
６ヶ月

185,000円～

230,000円

建設業：鋼構造物・水道施設・管工事　金属加

工製作
若い力で今から発展する会社

代表取締

役
冨田　健二 春日井公共職業安定所

26030-05371021 2603-082528-3 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）
下着類製造業

612-

8437

京都府京都市伏見区深草小久

保町３４３

101-

0052

東京都千代田区神田小川

町１丁目８番３号　小川

町北ビル３０２号

初級程度
試用期間

あり
３か月

250,000円～

350,000円
婦人下着の製造・卸売業

昭和４１年創業以来業績を伸ばしてきたランジェリー、

ファンデーションメーカーです。真に良きものを愛する精

神と遊び心を大切にし、最新のトレンドやベーシックイン

ナーを提供しております。

代表取締

役
藤井　隆男 伏見公共職業安定所

27030-10788721 2703-626285-3 株式会社　リープ http://www.leap-co.net

グローバル企業を支える

人事採用メインの総合職

（東京支店）

【概要】将来の管理部門の幹部候補として、採用業務を軸足とし、建設事業部

門における業務をお任せします。　　〈基本的な業務の流れ〉　求人媒体の選

定→原稿案作成・運用→応募者対応（応募者管理、面接日程調整）→入社後の

定期的なアフターフォロー（定期面談）　　徐々に出来る業務の幅を広げてい

き、将来的には人事業務全般に携わって頂きます。

建築工事業（木造

建築工事業を除

く）

550-

0002

大阪府大阪市西区江戸堀３丁

目５－９　ＮＫビル

105-

0004

東京都港区新橋２－１３

－８　新橋東和ビル２Ｆ

株式会社リープ　東京支

店

＊パソコン基本操作（エクセ

ル・ワード）

試用期間

あり
２ヶ月

230,000円～

280,000円

建設及設備、プラント一般管工事業（般－１）

第２５５２３号　有料職業紹介　２７－ユ３０

１３０８　派－２７－３０２０４７。ソフト

ウェア開発業。

職場の雰囲気も活気にあふれ、とても働きやすい会社で

す。心機一転頑張って頂ける方、向上心の強い方など、一

緒にがんばっていきましょう。

代表取締

役
中島　圭祐 大阪西公共職業安定所

11030-09388321 1103-005364-6

社会保険労務士法人　斎藤

マネジメントオフィス・ア

ンジェロ

http://slmo.co.jp

社会保険労務士事務所と

しての業務またはその補

助［品川区］

社会保険労務士事務所の業務　（最初はその補助としての業務）の総てを担当

していただきます。　・社会保険・労働保険の諸手続。　・顧問先との打ち合

わせ、管理　・人事・労務に関する諸手続き及びアドバイス。　・その他、事

務処理。　　※社会保険労務士を目指す方、社会保険労務士の世界を経験して

みたい方、歓迎。　「めざせ！社労士」や労務に関する　著書多数の当事務所

にて、　社労士の世界を経験していただきます。

その他の専門サー

ビス業

362-

0047
埼玉県上尾市今泉１７８－１

141-

0021

東京都品川区上大崎２－

１５－１９　「東京本

社」

試用期間

あり
３ヶ月

210,000円～

230,000円

社会保険労務士（首都圏トップクラス）

人事・労務・組織経営コンサルタント

首都圏で４５年の歴史を持ち、首都圏でもトップクラスの

事務所として活動。一人前の社労士として独立できる力も

付けさせる。

代表社員 斎藤　之幸 大宮公共職業安定所

13010-33755221 1301-508912-5 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６－１

５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

13010-33763221 1301-508912-5 株式会社　サン電子
http://www.sundenshi-

e.co.jp
一般事務

＊お客様の注文をパソコン入力　　　文書作成・データ入力・メール操作　等

＊仕入れ先への発注、納期打合せ　＊入荷商品の整理整頓、商品出荷業務　＊

来客時のお茶出し　＊その他の事務作業　・電話対応（営業への取次等）

※ＯＪＴ研修あり

電気機械器具卸売

業

101-

0021

東京都千代田区外神田６－１

５ー９　明治安田生命末広町

ビル５Ｆ

101-

0021

東京都千代田区外神田６

－１５ー９　明治安田生

命末広町ビル５Ｆ

パソコンの操作（ワード・エ

クセル）

試用期間

あり
３ヶ月

160,963円～

201,000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

13040-34278921 1304-626173-0
株式会社ユニヴァ・ジャパ

ン

https://www.esco-

bb.jp/index.html
法人営業

・大手有名企業への省エネ機器の提案、販売、設置。　・販売代理店の新規開

拓、既存代理店の管理及び育成。

その他の専門サー

ビス業

106-

6035

東京都港区六本木１－６－１

泉ガーデンタワー３５Ｆ

106-

6035

東京都港区六本木１－６

－１泉ガーデンタワー３

５Ｆ

試用期間

あり
３ケ月

243,038円～

324,051円

省エネルギーシステムのコンサルティング、販

売　オフィスファシリティに関するプロジェク

トマネジメント

福利厚生豊富　留学生歓迎！就労ビザ取得支援制度ありま

す！

代表取締

役社長
姥谷　芳昭 品川公共職業安定所

13040-35213121 1304-642119-6
株式会社　高島テクノロ

ジーセンター
http://www.t-tech.co.jp

ＣＡＤ工務事務＜未経験

大歓迎＞

ＣＡＤを使用した図面修正業務や建設関係の事務業務を担当していただきま

す。　・来客、電話応対　　・書類作成　・備品管理、手配　　・データ入力

その他上記に付随する業務　★ＣＡＤは研修がありますので未経験でも安心し

てチャレンジができます！資格取得の支援あり！

土木建築サービス

業

108-

0075

東京都港区港南二丁目１６－

４　品川グランドセントラル

タワー７階

108-

0075

東京都港区港南二丁目１

６－４　品川グランドセ

ントラルタワー７階

エクセル・ワード基本操作
試用期間

あり
３ヶ月

183,000円～

212,000円

建設コンサルタント業、公共及び民間発注の建

設工事に伴う調査・計画・設計・施工管理業

務。一般建設業・一級建築士事務所・一般労働

者派遣事業、有料職業紹介事業。派１４－３０

１００５

昭和４８年に橋梁専門のコンサルタントとして創業以来、

社会インフラの設計業務等で数多くの実績あり。現在は民

需の開拓にも積極的に取り組んでいます。（紹介）１４－

ユ－３００７９７

代表取締

役
遊佐　浩幸 品川公共職業安定所

13060-04847921 1306-615810-2 株式会社　ＦＳＣ http://www.e-fsc.jp/
商品企画（スマートフォ

ンのアクセサリー）

○スマートフォンのアクセサリー機器を家電量販店へ提案するお仕　事です。

○家電量販店へ定期訪問、担当者との商談（電話・メール・ＺＯＯ　Ｍなどを

使用し商品提案）　○ライバル企業や現行商品との比較資料を用いた商品提

案、見積書　や提案書など各種書類の作成　◆市場を分析し、自ら考え企画立

案した商品を売り込んで頂きます

各種商品卸売業
143-

0016

東京都大田区大森北６－２－

２９　ＦＳＣビル

143-

0016

東京都大田区大森北６－

２－２９　ＦＳＣビル
ワード・エクセル基本操作

試用期間

あり
３ヶ月

250,000円～

300,000円

海外商品の輸入および卸業務　　スマホアクセ

サリーの総合メーカー　ゲーム機用アクセサ

リーのＯＥＭ提供

中国にも支社があります。若い方も多く活躍しています。

経営数字（売上・経費・利益）をオープンにしており風通

しの良い会社です。

代表取締

役
廣山　九 大森公共職業安定所

13060-04848121 1306-615810-2 株式会社　ＦＳＣ http://www.e-fsc.jp/
営業（スマートフォンの

アクセサリー）

○スマートフォンのアクセサリー機器を家電量販店へ提案するお仕　事です。

○家電量販店へ定期訪問、担当者との商談（電話・メール・ＺＯＯ　Ｍなどを

使用し商品提案）　○ライバル企業や現行商品との比較資料を用いた商品提

案、見積書　や提案書など各種書類の作成　◆市場を分析し、自ら考え企画立

案した商品を売り込んで頂きます

各種商品卸売業
143-

0016

東京都大田区大森北６－２－

２９　ＦＳＣビル

143-

0016

東京都大田区大森北６－

２－２９　ＦＳＣビル
ワード・エクセル基本操作

試用期間

あり
３ヶ月

250,000円～

300,000円

海外商品の輸入および卸業務　　スマホアクセ

サリーの総合メーカー　ゲーム機用アクセサ

リーのＯＥＭ提供

中国にも支社があります。若い方も多く活躍しています。

経営数字（売上・経費・利益）をオープンにしており風通

しの良い会社です。

代表取締

役
廣山　九 大森公共職業安定所



13060-04854621 1306-615810-2 株式会社　ＦＳＣ http://www.e-fsc.jp/
商品企画（家庭用ゲーム

機のアクセサリー）

○家庭用ゲーム機（ＮｉｎｔｅｎｄｏＳｗｉｔｃｈ、ＰＳ５）などのアクセサ

リー機器を取引先へ提案するお仕事です。　○取引先へ定期訪問、担当者との

商談（電話・メール・ＺＯＯＭな　どを使用し商品提案）　○ライバル企業や

現行商品との比較資料を用いた商品提案、見積書　や提案書など各種書類の作

成　◆市場を分析し、自ら考え企画立案した商品を売り込んで頂きます

各種商品卸売業
143-

0016

東京都大田区大森北６－２－

２９　ＦＳＣビル

143-

0016

東京都大田区大森北６－

２－２９　ＦＳＣビル
ワード・エクセル基本操作

試用期間

あり
３ヶ月

250,000円～

300,000円

海外商品の輸入および卸業務　　スマホアクセ

サリーの総合メーカー　ゲーム機用アクセサ

リーのＯＥＭ提供

中国にも支社があります。若い方も多く活躍しています。

経営数字（売上・経費・利益）をオープンにしており風通

しの良い会社です。

代表取締

役
廣山　九 大森公共職業安定所

13080-25302421 1308-631383-1 トモラボ　株式会社 www.tomo-lab.com

【就職氷河期世代限定求

人】広告営業員（看板取

付工含む）

・店舗内・外装サイン業務（営業、現場管理）　・屋外広告メディアプランニ

ングの為の調査や資料作り　・クライアントへの提案　・屋外広告設置施工

＊営業エリアは主に東京です　＊未経験者は指導します

広告業
164-

0013

東京都中野区弥生町２－５２

－８　城西運送本社ビル２０

１

164-

0013

東京都中野区弥生町２－

５２－８　城西運送本社

ビル２０１

ワード・エクセル入力レベル
試用期間

あり
３ヶ月

188,804円～

188,804円

首都圏を中心に、主に屋外広告のメディアプラ

ンニング業務、店舗内・外装サイン業務を行っ

ております。又、広告業として、デザイン制

作、各種印刷等も手がけております。

屋外広告提出に必要なデータ量は数千件にも及びます。調

査力、企業力等クライアント様にご評価頂いております。

代表取締

役
　載本　智昭 新宿公共職業安定所

13080-25338321 1308-450285-1
株式会社　トラストテクノ

ロジー

http://www.trust-

t.com/
マーケティング

社内の営業部にて固定顧客に連絡し、販売マーケティングをしていただきま

す。　お客様は既存顧客ばかりです。　　・データ収集、分析　・市場調査、

プロモーション　・マーケティング業務　・既存顧客への定期的な連絡（電

話、メール）　　→お客様の近況の確認や保有装置などの聞き取り　　＊向上

心のある方、粘り強い方、お客様と会話の楽しめる方大歓迎です。

産業機械器具卸売

業

160-

0023

東京都新宿区西新宿６－１２

－１　パークウエスト　１３

階

160-

0023

東京都新宿区西新宿６－

１２－１　パークウエス

ト　１３階

Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ、ｅ－

ｍａｉｌ基本操作

試用期間

あり

１～

３ヶ月

210,000円～

210,000円

半導体を製造する装置の売買を主業務とする専

門商社です。サービス・ソリューションも同時

に提供しております。アジア各国を中心とした

エンドユーザー、半導体製造メーカーと専属取

引中です。

ＩＣＴを活用した場所に捉われない働き方を採用している

為、子育て中の方も活躍中です。各自が自分の仕事に責任

と誇りをもって取り組んでおり売り上げも順調

代表取締

役
頼　榮陸 新宿公共職業安定所

13080-25356921 1308-638647-8 家．ｃｏｍ株式会社
http://www.iecom-

ooizumigakuen.jp
営業職（不動産賃貸）

不動産賃貸物件の仲介・管理業です。　主に中野・新宿・渋谷・杉並・練馬区

の物件を紹介しています。

不動産賃貸業（貸

家業，貸間業を除

く）

164-

0003

東京都中野区東中野３丁目８

－２　トーシンスペースビル

アネックス５階

164-

0003

東京都中野区東中野３丁

目８－２　トーシンス

ペースビル　アネックス

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

13080-25408521 1308-428434-9 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－

１４－２　アルミットビ

ル

マイクロソフト　エクセル、

ワード、ＯＵＴＬＯＯＫ、Ｔ

ＥＡＭＳ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

13090-12458021 1309-634465-0
株式会社　ジェイプラス

ディー

http://www.jplusd.co.jp

/

ＯＡ操作・サポート・事

務・電話対応　他【未経

験】

１．パソコン操作・指導　２．Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ書類作成　３．電話サ

ポート（ＰＣについて）　４．電話応対　他
ソフトウェア業

171-

0014

東京都豊島区池袋４－２５－

１　紘亜ビル４Ｆ

171-

0014

東京都豊島区池袋４－２

５－１　紘亜ビル４Ｆ

試用期間

あり
２か月

230,000円～

400,000円

株式会社情報電子のグループ会社として、ＩＴ

技術でお客様に貢献しています。３０年以上の

歴史を持つグループ内の有形・無形の資産をフ

ルに活用し、お客様・社会と共に飛躍していき

ます。

・社員を育てる教育システムが充実しています。・大胆な

昇給を行います。・労働時間管理を徹底しています。　派

１３－３１１５０８

代表取締

役
小野　健一郎 池袋公共職業安定所

13100-02533221 1310-616821-0 株式会社Ｑｕｒｅｐａｓｓ https://qurepass.com/ 不動産賃貸営業

○お客様の物件案内　○ＰＣを使ったシステム入力　　＊お客様の物件案内、

ＰＣを使った業務がメインのお仕事です。　　　就業場所：赤羽スズラン通り

店または駒込店（応相談）

不動産代理業・仲

介業

114-

0015

東京都北区中里２－８－４バ

ウム駒込１階

115-

0045

東京都北区赤羽２－１－

１８（赤羽ススラン通り

店）

簡易なＰＣ入力
試用期間

あり
６か月

190,000円～

190,000円

・不動産売買・賃貸、メンテナンス、管理及び

これらの仲介　・不動産及び資産運用に関する

コンサルティング業

東京北区で【不動産売却に強い不動産会社第１位】【口コ

ミで人気の不動産会社第１位】【不動産会社顧客満足度第

１位】３冠達成！

代表取締

役
藤沢　茂 王子公共職業安定所

13120-06119521 1312-507702-6 株式会社　大創 営業事務／本所営業所

○玩具、アニメ、関連グッズ、ＰＣでの営業（カタログ等の紹介）国内販売、

輸出入業務　○電話、メール対応、仕入先対応　○発注書・納品書の作成商品

出荷作業、伝票発行　○商品の梱包作業１０Ｋ～１５Ｋ、商品取扱　○自販機

出荷商品キャンディー、カプセル　慣れるまで丁寧にお教えします。

他に分類されない

卸売業

130-

0011

東京都墨田区石原３丁目５－

１２

130-

0004

東京都墨田区本所二丁目

１６番３号　当社　本所

営業所

ＷＯＲＤ、ＥＸＣＥＬ　関数

が分かる程度

試用期間

なし

130,000円～

170,000円

玩具・ゲーム景品（アニメ関連グッズ）国内・

輸出入販売

玩具・ゲーム景品・国内・輸出・輸入販売　　　海外出張

（香港等）・国内出張有り。（仕入・販売）

代表取締

役
大里　晃 墨田公共職業安定所

13130-07674121 1313-201119-0 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２

３－１６

132-

0021

東京都江戸川区中央２丁

目２３－１６

エクセル、ワード、パワーポ

イント　（ＣＡＤ、イラスト

レーターあれば尚可）

試用期間

あり
３ヶ月

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

13130-07912421 1313-422939-1 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

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１－２

０－２４

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

13140-04732021 1314-307787-0 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。

建築リフォーム工

事業

192-

0914

東京都八王子市片倉町４４０

－８　川幡マンション１Ｆ

192-

0914

東京都八王子市片倉町４

４０－８　川幡マンショ

ン１Ｆ

Ｅｘｃｅｌの基本的な知識が

あれば結構です

試用期間

あり
３ヵ月

230,000円～

400,000円

・賃貸マンションの原状回復工事　・分譲マン

ションのリフォーム・リノベーション工事

創業２０年を迎え、更なる業務拡大につき人員募集しま

す。

代表取締

役
鈴木　達也 八王子公共職業安定所

13160-03032121 1316-616190-4 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

13170-07409721 1317-621204-0 株式会社Ｇｒｏｗｅｒ https://grower.co.jp
ＩＴサポート事務／経験

不問

一般事務全般（書類作成・データ入力・電話応対など）を通じて、取引先のお

客様やエンジニアのサポートをしていただきます。　　※未経験者歓迎　　教

育制度があり、一から学べます。　　資格取得支援あり

インターネット附

随サービス業

203-

0012

東京都東久留米市浅間町２－

２９－４

150-

0012

東京都渋谷区広尾１－７

－２０　ＤＯＴビル２－

４Ｆ　「当社　恵比寿営

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

22010-09453121 2201-620545-1 株式会社　マインド http://minds.jp.net/sp/
薬局事務・受付／港区赤

坂
調剤薬局受付・調剤補助

医薬品・化粧品小

売業

422-

8042

静岡県静岡市駿河区石田３丁

目－１２－３５

107-

0052

東京都港区赤坂３丁目５

番２号　サンヨー赤坂ビ

ル　１Ｆ

エクセル・ワードの基本操作

のできる事

試用期間

あり
１ヶ月

160,000円～

170,000円
浜松、磐田、静岡、豊橋に調剤薬局を展開

安定した業績のもと、店舗数は年々増えています。また、

職場内は明るく働きやすい環境です。

代表取締

役
野村　信介 静岡公共職業安定所

26020-07773521 2602-305201-9
株式会社　エムアンドアー

ル

https://mandr-

inc.jp/recruit/

一般・経理事務／販売サ

ポート（トライアル併用

求人）

大手企業のアパレル・雑貨輸出入事業に関する　一般・経理事務／販売サポー

トのお仕事です。　　・輸出入業務　　・社内総務／経理業務（買掛金／売掛

金入力／入金確認　　さらにアジアに進出している日系ＳＰＡの拡販をグルー

プ現地ＭＤと協同でワークする営業部門のためのサポート業務です。　　ス

ポーツやファッションが好きな人、また旅行好きで英語やベトナム語がうまく

なりたい人歓迎　　先輩社員が丁寧に指導します。

その他の各種商品

小売業（従業者が

常時５０人未満の

もの）

600-

8150

京都府京都市下京区上珠数屋

町３３４

150-

0021

東京都渋谷区恵比寿西１

－２０－４　ル・ソレイ

ユ５ビル８階　　株式会

社エムアンドアール　東

京営業所

基本的なＰＣ操作（ワード／

エクセル）

試用期間

あり
３か月

205,000円～

300,000円

ジーンズカジュアル製品の輸出入　賃貸施設の

運営管理

ジーンズやカジュアルウェアなどの当社商品を香港、中国

の現地法人で生産、国内大手アパレル小売に納品するまで

の工程をトータルにプロデユースしているのが私たちで

す。

代表取締

役
山根　進

京都七条公共職業安定

所

27010-17626721 2701-022969-8 パイン　株式会社 http://www.pine.co.jp
営業職（東京支店）／東

京都江東区

菓子問屋、スーパー、ＣＶＳの固定得意先への当社商品（キャンディ等）の販

売活動
パン・菓子製造業

543-

0073

大阪府大阪市天王寺区生玉寺

町１－５

136-

0071

東京都江東区亀戸１－８

－１１　二見ビル８Ｆ

東京支店

試用期間

あり
３カ月

190,000円～

270,000円
キャンディ類の製造販売

ロングセラー商品である「パインアメ」「あわだま」をは

じめとするキャンディの専業メーカーであり、事業所は工

場が滋賀、支店・営業所は全国に８ヶ所有。

代表取締

役社長
上田　真弘 大阪東公共職業安定所

27020-21181821 2702-632060-9
ドクターキューブ　株式会

社

http://www.doctorqube

.com

営業事務（東京支社／東

京都千代田区）

自社開発の医療機関向け診療予約システム“ドクターキューブ”の営業事務職で

す。　・問い合わせ医院様への資料の発送や電話対応　・発送作業やその他一

般事務に携わって頂きます。　　営業と連携を取りながら、問い合わせ案件の

初期対応、見積書の作成などの対応をして頂きます。　　＊パソコンを使いこ

なせる事が必須です。

情報処理・提供

サービス業

530-

0005

大阪府大阪市北区中之島２－

３－１８　中之島フェスティ

バルタワー１８Ｆ

100-

0011

東京都千代田区内幸町１

－１－１　帝国ホテルタ

ワー６Ｆ　東京支社

基本的なパソコン操作　必須
試用期間

あり
３ヶ月

210,000円～

300,000円

医院、歯科医院向けコンピューターシステムの

開発、販売、保守。

医療用画像システム、通信システムに関する独創技術によ

り急成長中の開発型ベンチャー企業。お客さまは医師また

は歯科医師。いっしょに会社を創っていける仲間を求めま

す。

代表取締

役
小山　恭之 梅田公共職業安定所

37040-01881521 3704-613527-0 ツバメ工業　株式会社 http://www.8441.jp 営業（東京）＊

＊営業（ルート販売）　　・お客様に気に入られる自信のある方　＊関東全域

（日帰り出張のみ）　＊外国人も受入れしています（日本語の話せる方）。

＊働き方改革を見据えた増員です。　　※一般トライアル雇用併用求人　　新

型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用併用求人　　トライアルでの応募

を希望される方は、応募要件を満たすことが　必要ですので、相談窓口にてご

確認下さい。　★トライアルで応募の方は面接選考いたします。

紙製品製造業
769-

1615

香川県観音寺市大野原町丸井

８１７－７（丸井工業団地

内）

102-

0072

東京都千代田区飯田橋３

－６－７

ミハルビル３０２

試用期間

あり
６ヶ月

230,000円～

300,000円

封筒製造販売業

ＩＳＯ９００１及びＩＳＯ１４００１認証事業

所

創業１１０周年を迎えた伝統ある安定した会社ですが、現

在は第三創業期として、５Ｓ、ＪＩＴ、ＩＳＯ等導入して

新生ツバメを再構築して、全社一丸となって勝ち組になっ

ています。

代表取締

役社長
石川　喜平 観音寺公共職業安定所

37040-01885921 3704-613527-0 ツバメ工業　株式会社 http://www.8441.jp
営業アシスタント（東

京）＊

＊営業（ルート販売）の補助業務　　・お客様に気に入られる自信のある方

＊関東全域（日帰り出張のみ）　＊外国人も受入れしています（日本語の話せ

る方）。　＊働き方改革を見据えた増員です。　　※一般トライアル雇用併用

求人　　新型コロナウイルス感染症対応トライアル併用求人　　トライアルで

の応募を希望される方は、応募要件を満たすことが　　必要ですので、相談窓

口にてご確認下さい。　★トライアルでの応募の方は面接選考いたします。

紙製品製造業
769-

1615

香川県観音寺市大野原町丸井

８１７－７（丸井工業団地

内）

102-

0072

東京都千代田区飯田橋３

－６－７

ミハルビル３０２

試用期間

あり
６ヶ月

180,000円～

200,000円

封筒製造販売業

ＩＳＯ９００１及びＩＳＯ１４００１認証事業

所

創業１１０周年を迎えた伝統ある安定した会社ですが、現

在は第三創業期として、５Ｓ、ＪＩＴ、ＩＳＯ等導入して

新生ツバメを再構築して、全社一丸となって勝ち組になっ

ています。

代表取締

役社長
石川　喜平 観音寺公共職業安定所

37050-00645521 3705-100183-4 キャスコ　株式会社
http://www.kascogolf.c

om

営業スタッフ（東京本

社）

＊当社製ゴルフ用品のルートセールス（テリトリー内の　　ゴルフ場・デパー

ト・ゴルフ用品店・スポーツ用品店　　が取引先になります）　　女性ゴル

ファーも増加する中、将来性豊かな業種です。　　・新規開拓も含みます。

・営業車貸与（燃料・高速代支給）　　・携帯電話貸与　　※ゴルフに興味が

ある方、ゴルフ好きの方、歓迎します！！　　　★　★　急　募　★　★

がん具・運動用具

製造業

769-

2101
香川県さぬき市志度５４１２

160-

0023

東京都新宿区西新６－１

８－１　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

13010-33239821 1301-653090-0 株式会社　ＯＳＭＩＣ https://osmic.jp 営業

■既存顧客及び新規顧客へのトマト販売・加工品等の販売　　・市場、仲卸、

スーパー、レストラン等への販売がメインとなります。　　・各農場から生産

状況を把握し、販売予測を立てながら業務を行います。

他に分類されない

卸売業

103-

0025

東京都中央区日本橋茅場町２

丁目９－８　茅場町第２平和

ビル６Ｆ

103-

0025

東京都中央区日本橋茅場

町２丁目９－８　茅場町

第２平和ビル６Ｆ

ワード／エクセル／パワーポ

イント基本操作

試用期間

あり
４ヵ月

172,000円～

271,000円

■農業ビジネス及び事業展開のコンサルティン

グ　■農産物販売・プロモーション　■肥料及

び培土の製造・販売。■土壌改良材の輸入、販

売及び製造

ＯＳＭＩＣトマトとは、独自開発の有機培土と最適な環境

が常に保たれたオスミックハウスにて栽培された自社ブラ

ンドのトマトです。味・甘さ・形のどれをとっても最高級

の逸品となっています。

代表取締

役社長
中川　英之 飯田橋公共職業安定所



13030-04480521 1303-616530-8 株式会社　翔洋ジャパン
http://www.shoyo-

kasei.com
営業・生産管理

・樹脂製品（玩具・遊技台・販促用ノベルティー等）の企画・製造・販売　・

人気作品のフィギュアや玩具等に関連する提案営業（アメリカのマーケットに

特化）　・当面の営業方法の流れ　アメリカで開催される展示会（ホビー関連

のショーやフェア等）の申し込み⇒中国工場とのやりとり（イベントに向けた

在庫確認や生産、納期管理等）⇒展示会の実施・来場された法人のお客様対応

（取引先の開拓営業）⇒予算・品質・スケジュール・完成イメージといった要

望のヒアリング⇒提案営業・見積もり作成⇒受注⇒生産管理⇒納品　＊英語ビ

ジネスレベル必要、アメリカ滞在歴５年以上ある方歓迎

他に分類されない

小売業

111-

0053

東京都台東区浅草橋１丁目６

－１　浅草橋ビル４Ｆ

111-

0053

東京都台東区浅草橋１丁

目６－１　浅草橋ビル４

Ｆ

試用期間

あり
３ヵ月

200,000円～

400,000円

セールスプロモーションに関する事業全般。

広告に関する業務全般。各種商品の企画開発製

造卸販売。各種商品の輸出入業務。貿易業。遊

戯機器の企画製造販売。国内外におけるＷＥＢ

事業。

中国広東省に提携工場としてプラスチック工場が有り、中

国での物作りを主軸として取扱っています。プラスチック

製品に限らず、縫製品など様々な品目を商品として作り上

げる会社です。

代表取締

役
山下　洋介 上野公共職業安定所

13120-06022421 1312-516421-2 株式会社　ラフィンベア
http://www.laughingbe

ar.jp

受注窓口業務、内勤営

業、営業事務

スカイツリーの直ぐ傍の、ティーシャツのプリント加工業です。　・メールや

電話等での受注業務。　・パソコンにて、レイアウトや見積もり等の送付。

決定した際に指示書の発行、決済確認、発送等

印刷業
131-

0033

東京都墨田区向島１－２２－

４

131-

0033

東京都墨田区向島１－２

２－４

ファイルメーカー、イラスト

レーター、フォトショップ、

エクセル等

試用期間

あり
３カ月

200,000円～

240,000円

シルクスクリーン印刷、Ｔシャツなどの衣類に

プリントする　女性の多い職場です。
現在受注が増加し、順調に伸展しています

代表取締

役
柳瀬　善彦 墨田公共職業安定所

13010-32767921 1301-567891-3 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Ｗｅｂｉｎ

ａｒを使用した会議の立案・運営　・講師のスケジュール管理、交通、宿泊等

手配、管理　・セミナー運営に必要な機材の企画、手配、管理　・セミナー運

営に関する人の手配、管理　・展示会ブースの企画・運営

他に分類されない

事業サービス業

102-

0094

東京都千代田区紀尾井町３－

１２　紀尾井町ビル１６階

102-

0094

東京都千代田区紀尾井町

３－１２　紀尾井町ビル

１６階

Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ、Ｐｏ

ｗｅｒｐｏｉｎｔ　等

試用期間

あり
６ヶ月

165,172円～

194,420円

製薬会社および医療機器メーカー主催の新薬発

表会や講演会等のコンベンションに関する企

画・制作・事務局運営等の準備業務および当日

運営業務。

私達はイベント・コンベンションをフィールドとするプロ

フェッショナル集団です。クリエイティブコミュニケー

ションをテーマに革新的なアイデア・創造的な技術・高度

な知識で、サービスを提供。

代表取締

役
金　南淑 飯田橋公共職業安定所

13010-32874021 1301-106614-3 公益財団法人　天風会
https://www.tempukai.

or.jp
総務事務

１　総務事務　２　経理事務　３　イベント対応（会場設営・運営）　４　電

話・来客対応　※３、４は職員全員で対応

他に分類されない

非営利的団体

112-

0012

東京都文京区大塚５－４０－

８　天風会館

112-

0012

東京都文京区大塚５－４

０－８　天風会館

Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ、Ｐｏ

ｗｅｒＰｏｉｎｔを用いた文

書・資料作成

試用期間

あり
６か月

230,000円～

250,000円

中村天風が創見した「心身統一法」普及のた

め、全国各地で講習会等の行事を開催していま

す。出版物等の通信販売も行っています。

勤務地は駅直結、通勤に便利です。明るく雰囲気の良い職

場です。
理事長 大久保　信彦 飯田橋公共職業安定所

13010-32976921 1301-685555-0
パブリッシングイースター

株式会社
http://p-easter.com 営業職

今回の募集でお迎えする方が担当するのは、求人広告の企画営業です。企業の

人材採用ニーズをキャッチし、求人広告メディアを活用した提案を行います。

―大まかな営業の流れ―　＊企業にアプローチ…テレアポによる新規開拓が中

心　＊人材ニーズ・予算・採用課題などのヒアリング　＊メディアの選択およ

び掲載プラン・コンセプトの提案　＊見積り～契約　＊掲載の手続き（制作の

手配含む）　＊掲載スタート　＊掲載後の反響分析～効果アップの継続提案

広告業
102-

0083

東京都千代田区麹町２丁目２

－４　麹町セントラルビル５

階

102-

0083

東京都千代田区麹町２丁

目２－４　麹町セントラ

ルビル５階

試用期間

あり
３ヶ月

250,000円～

1,600,000円
＊メディア営業　＊各種スクール運営他

グループ企業内に、出版・美容スクール事業など幅広く事

業を展開しております。希望される方には様々な役職や事

業に携わる事が可能です。

代表取締

役
豊島　健司 飯田橋公共職業安定所

27020-20099721 2702-075011-4 ジャトー　株式会社 http://www.jato.co.jp 営業職（大阪市北区）

・ホール・アリーナなどの音響・映像システムの　　新築工事に関する企画・

提案・見積・電気工事の打合せ　・上記顧客への改修工事の企画・提案・見

積・電気工事打合せ　・既存顧客（ホール・アリーナ）への保守契約推進営業

その他の専門サー

ビス業

530-

0053

大阪府大阪市北区末広町１－

２２

105-

0013

東京都港区浜松町２丁目

７番１９号ＫＤＸ浜松町

ビル７階　東京本社

試用期間

あり
３ヶ月

219,900円～

251,020円

音響、映像、情報、セキュリティーシステムの

設計、施工、メンテナンスおよび関連機器の開

発、製造、販売。

長年の経験で培われた技術とテクノロジーを結集し、ソ

リューションプロバイダーとして、ご満足いただける製

品・システムを提供できる。

代表取締

役社長
小野　謙治 梅田公共職業安定所

13070-19784721 1307-660976-4
インフィック株式会社　ラ

シクキャリア事業部渋谷
https://www.infic.net 事務員（人材サービス）

人材事業（派遣や職業紹介）における事務全般およびＳＮＳ運用。　・契約書

作成、給与・請求処理、社員データ管理。　・入退社処理。　・電話、来客対

応。　・ＳＮＳメディアの運用。テーマやコンテンツ投稿。　（ゆくゆくはＳ

ＮＳマーケティングやトラフィック分析、キャンペーンの企画立案等を覚えて

いただきます）　・ＰＣはＥｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ、派遣ソフトを主に使用。

労働者派遣業
150-

0002

東京都渋谷区渋谷１－１－１

１　青山ＳＩビル４階　渋谷

オフィス

150-

0002

東京都渋谷区渋谷１－１

－１１　青山ＳＩビル４

階　渋谷オフィス

ＰＣ操作（Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃ

ｅｌ）

試用期間

あり
３ヶ月

200,000円～

250,000円

Ｌａｓｈｉｃキャリア事業部は介護・福祉を中

心とした人材派遣や職業紹介事業を行っており

人材不足の業界活性化を目指す、高齢化社会を

支える社会献度の高い会社です。

東京を中心とした一都三県の介護・福祉系企業に信頼関係

をもとに求人ニーズを頂き、即戦力のスタッフの案内を真

摯に取り組んできた会社です。

代表取締

役
増田　正寿 渋谷公共職業安定所

13070-20000521 1307-654216-7
税理士法人ＯＣパートナー

ズ

http://www.oc-

recruit.com/
税理士補助業務

税務会計業務　起業支援　資金調達支援（融資・補助金・助成金）　リスクマ

ネジメント業務　経営コンサルティング業務等

公認会計士事務

所，税理士事務所

150-

0002

東京都渋谷区渋谷２－６－４

テイルウィンド青山３Ｆ

150-

0002

東京都渋谷区渋谷２－６

－４テイルウィンド青山

３Ｆ

試用期間

あり
３ヶ月

210,000円～

690,000円
税理士業

年齢層は２０代～５０代と幅広く、大手にはないフット

ワークの軽さと風通しの良さが自慢。業界最高水準の給

与・昇給速度・インセンティブ、有給休暇推奨制度、税理

士試験応援制度、教育制度あり

代表税理

士
呉村　哲弘 渋谷公共職業安定所

13080-24140821 1308-428994-2
株式会社　ジェイアール

シー
https://www.jrc.ne.jp

ノベルティグッズの企画

営業

　デスクワークによるノベルティグッズのリビート受注及び企画提案営業。内

勤営業なので通年オフィスカジュアルでＯＫです。　　全国の飲食店・宿泊施

設などがお客さま。これらのお客さまに対して、ボールペン・キーホルダー・

ライター等の直輸入商品やカレンダー・うちわ等の季節商品を電話・ＦＡＸ・

ＳＮＳ・ＤＭ等を活用して、宣伝・販促用にノベルティグッズとして企画提案

を行って頂くお仕事です。また昨年から衛生用品の販売も始めました。　　ひ

とりで仕事が出来る様になるまでは、ＯＪＴを含めて先輩スタッフがサポート

を行います。スキルアップのための資格取得支援制度もあります。

他に分類されない

卸売業

167-

0051

東京都杉並区荻窪４－３２－

２　東洋時計ビル６Ｆ

167-

0051

東京都杉並区荻窪４－３

２－２　東洋時計ビル６

Ｆ

ワード・エクセルなどの基本

操作

試用期間

あり

最大

３ヶ月

240,000円～

280,000円

ボールペン・ライター・キーホルダー等ノベル

ティグッズの直輸入販売。　名入れや加工も自

社工場・海外協力工場で行っています。

スタッフ一人ひとりの「こうしたい」を実現できる個性豊

かな会社作りを目指しています。お客様に喜んで頂ける幅

広いジャンルの商品を製造元から直接お届けできるように

商品企画も行っています。

代表取締

役
佐々木　洋子 新宿公共職業安定所

13010-32133421 1301-685576-4
株式会社ウィンメディック

ス
事務作業

データー入力などをメインとした、一般的事務作業　　・入力作業（スプレ・

エクセル使用）　　・資料作成（ワード・専用ソフト使用）　　・電話対応

・梱包　など…　　使用しているＰＣソフト　【スプレットシート／エクセル

／ワード】

他に分類されない

小売業

101-

0041

東京都千代田区神田須田町１

－５－１０　相鉄万世橋ビル

７０２

101-

0041

東京都千代田区神田須田

町１－５－１０　相鉄万

世橋ビル７０２

タイピングショートカット技

術

試用期間

あり

研修期

間の

３ヵ月

250,000円～

500,000円

医療ツーリズム運営、遠隔診療、先進医療提

案、医薬品卸売、登録販売者育成、ソリュー

ション事業

弊社は、向上心は高く情熱もあり、働きやすい環境下でお

互い助け合い、教えあい個々の能力を高めることのできる

会社です。

代表取締

役
白木　茂 飯田橋公共職業安定所

13040-33379621 1304-632256-3
パルティール債権回収　株

式会社

http://partir-

servicer.jp/
経理 経理事務・月次決算処理

補助的金融業，金

融附帯業

141-

0031

東京都品川区西五反田７丁目

１７－３　五反田第２ｎｏｔ

ｅビル３Ｆ

141-

0031

東京都品川区西五反田７

丁目１７－３　五反田第

２ｎｏｔｅビル３Ｆ

簿記３級程度の知

識

エクセル・ワードの基本的な

操作が出来る

試用期間

あり
３ヶ月

200,000円～

405,000円

法務大臣許可番号１１３番（営業許可平成２０

年２月２１日）　債種回収を専門に行う企業で

す。特定金銭債権の買取、債権管理、回収、管

理、回収受託、不良債権処理の促進を行ってお

ります。

Ｊトラスト株式会社（東証二部上場）グループのー角を担

う企業です。お客様の多様なニーズを的確に捉え、　健全

かつ公正に良識に従った企業活動を推進しております。

代表取締

役
朝倉　英雄 品川公共職業安定所

13140-04574021 1314-102227-3 桑都ビル管理　株式会社
http://www.sohtobuil.c

o.jp

コインランドリーの設置

営業（八王子市）

コインランドリー設置の営業をお願いします。　　主な仕事内容は、　・ビジ

ネスホテル等へのコインランドリー設置提案　・コインランドリー機械メー

カーとの交渉　・各種書類の作成、書類の整理　・月に１回程度　国内出張あ

り

建物サービス業
192-

0904

東京都八王子市子安町１－３

１－２１

192-

0904

東京都八王子市子安町１

－３１－２１

ワード・エクセル・メール送

受信

試用期間

あり
６ヵ月

250,000円～

250,000円
総合ビルメンテナンス

ビル・マンション管理、建築物内外清掃、消防設備工事点

検、不動産販売、駐車場管理等。　社員の積極性や特性を

大切にする会社です。

代表取締

役社長
関根　隆 八王子公共職業安定所

13150-06614521 1315-202023-4
株式会社　尾久自動車（尾

久自動車学校）
経理事務

経理業務　総務関係の事務補助　　＜主な業務内容＞　入出金管理、仕訳伝

票、パソコンによる仕訳入力、帳簿管理、売掛・買掛金管理、税金、年末調

整、決算関係、株主総会準備　　＊当社は日本で最も歴史のある自動車学校の

１つです。　社内は落ち着いた雰囲気で定年まで働き続ける社員が多くいま

す。　『尾久自動車学校で教習をうけてよかった』と思っていただける　よう

画一的な接客ではなく、ホスピタリティマインドをもって日々　教習生をお迎

えしています。

職業・教育支援施

設

184-

0011

東京都小金井市東町３－１７

－１９

184-

0011

東京都小金井市東町３－

１７－１９

Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ：基本

操作、入力程度

試用期間

あり
２ヶ月

210,000円～

250,000円

自動車教習事業

＊再雇用：就業規則により６５歳まで

創業以来９０有余年と都内でも最も伝統と歴史のある自動

車学校です。安全、丁寧に親切がモットーです。

代表取締

役
宮川　徳一 立川公共職業安定所

13030-04323021 1303-617714-6 株式会社　ミント 企画営業

化粧品雑貨、ＯＥＭ入浴料、オリジナル入浴料の企画営業　　海外出張あり

営業エリア：主に都内　　全国の量販店や玩具店等に並ぶ商品を手がけます。

雑貨メーカーや　多店舗展開する専門店がメインの顧客です。　　モノづくり

が好き又は興味がある方、歓迎。

医薬品・化粧品等

卸売業

110-

0016

東京都台東区台東３－７－３

和合ビル５階

110-

0016

東京都台東区台東３－７

－３　和合ビル５階

基本操作（エクセル・ワー

ド・メール）できる方

試用期間

あり

３ヶ月

～６ヶ

月

185,000円～

250,000円

・化粧品製造販売業・化粧品製造業・医薬部外

品製造販売業。既存顧客様への営業です。入浴

剤（バスボール）・ハンドクリームのＯＥＭ生

産が多く、その他、化粧品、雑貨等を取り扱っ

ております。

少人数で会社を動かしています。一連の業務を全て行うの

でとてもやりがいがあり、自分の力を存分に発揮できま

す。社内の雰囲気は和気藹々としており、のびのびと仕事

が出来る環境です。

代表取締

役
田崎　令一 上野公共職業安定所

13030-04267921 1303-615929-8
株式会社　レックス・ベ

リー

http://www.rex-

very.com/

営業（食品　主にこだわ

りアイスの卸）

弊社は、自社ブランドのこだわりアイスや食品を、卸販売をしています。顧客

数は、数百社になり毎日当日発送の受注をＡＭまでに処理しています。素材に

こだわったアイスを、全国の観光地・飲食店・ホテル等に卸売りを行うための

営業です。　飛び込み営業も行いますが、軒並みに入れる商品の営業ではな

く、高付加価値商品を求めているお客様への案内になるので成功率が高いで

す。　その他、年間３回の展示会、ＨＰ問い合わせからの営業と様々ですが、

意識を高く、意欲をもって仕事に打ち込める方、大歓迎です。　営業未経験者

も歓迎　＊日曜公休含め月８休（シフト制）

食料・飲料卸売業
110-

0015

東京都台東区東上野１－１２

－５

111-

0032

東京都台東区浅草２ー

７ー３　３階　株式会社

レックス・ベリー　営業

本部

Ｅｘｃｅｌ
試用期間

あり

６ヶ月

（習熟

度によ

り延長

の場合

あり）

230,000円～

330,000円

自社ブランドのこだわりアイス・中華まんを全

国に卸販売して　います。　浅草に直営店あり

（お濃茶スイーツ専門店　雷一茶　浅草本

店）。

お客様への売り上げがみんなの給与になります。従業員の

成長なくして会社の成長はありません。お客様の満足がな

くして企業の満足（発展）もありません。『笑顔のつなが

り』を大切にしています。

代表取締

役
塩谷　龍司 上野公共職業安定所

13070-19222921 1307-618824-5
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
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－３００４０

０）

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

13080-23418921 1308-441796-8 株式会社　トップ www.sp-top.com 企画営業職

映画・アニメのキャラクター、ライブ、スポーツグッズ、化粧品・アパレル

メーカーや大手優良企業のノベルティなどを制作している会社　での企画営業

のお仕事です。　　【お仕事の内容】　新規および既存取引のお客様からの制

作リクエストを、正確かつ柔軟に受け止め、お客様の良きパートナーとなって

一緒に企画立案含め対応してもらいます。

他に分類されない

製造業

160-

0022

東京都新宿区新宿１－１６－

１０コスモス御苑ヒ゛ル５Ｆ

160-

0022

東京都新宿区新宿１－１

６－１０コスモス御苑

ヒ゛ル５Ｆ

ワード、エクセル、パワーポ

イントなどの基本操作

試用期間

あり
３カ月

170,000円～

250,000円

・販売促進ツール、ノベルティ、ギフト企画制

作　・販売商品のＯＥＭ企画制作　・パッケー

ジ企画制作

お役様への企画立案、デザイン、制作から生産、検品、納

品までワンストップ対応する会社です　お取引先は一部上

場・優良企業がほとんどです。

代表取締

役
岡本　将 新宿公共職業安定所

13090-11514421 1309-414101-9 中央衣料　株式会社
営業職（既存取引先中

心）

◆当社は昭和５２年設立の企業向け作業服、事務服、作業用品等を　販売して

いる会社です。　　・既存顧客を担当するルート営業がメインです。当社商品

の紹介、　　顧客ニーズや情報の収集等を行っていただきます。　・仕事に慣

れてきましたら、顧客への商品企画や提案営業なども　　行っていただく予定

です。　　＊取引先は練馬区など都内中心ですが、地方顧客も若干あります。

※経験不問です。商品や仕事の内容は入社後丁寧に指導しますので　　未経験

の方も安心してご応募ください。

衣服卸売業
176-

0022

東京都練馬区向山　１－１５

－１１

176-

0022

東京都練馬区向山　１－

１５－１１

ワード・エクセル（簡単な文

章作成やデータ入力など基本

操作）

試用期間

あり
３か月

250,000円～

450,000円
制服やユニホーム及び作業用品の総合卸販売

当社は都内及び関東近県の会社・事業所にユニホームの

卸・販売を行っています。納入と販売も順調で業界では定

評ある会社となっております。

代表取締

役
古谷　文彦 池袋公共職業安定所



13010-31081321 1301-548016-0 株式会社　千代田
営業（仮設ハウスのレン

タル）

■建設現場等へのルートセールス　■施工管理（仮設建物施工現場に立会い、

作業員が安全かつ正確に作業するよう指示・指導します）　■見積書・請求書

等の作成　　※担当エリアは東京都・千葉県およびその近県　※顧客：大手ゼ

ネコン（清水建設株式会社等）　※ルートセールスが基本のため、いわゆる飛

び込み営業はありません

各種物品賃貸業
104-

0033

東京都中央区新川１－５－３

千代田ビル４Ｆ

104-

0033

東京都中央区新川１－５

－３　千代田ビル４Ｆ

試用期間

あり
３ヶ月

157,873円～

212,758円

建設現場等で使用する仮設建物（ユニットハウ

ス・プレハブ）のレンタル・販売ならびにそれ

に附属する仮設資材等のレンタル・販売

大手ゼネコンの清水建設（株）と３０年以上の取引実績が

あり、業績は安定しております。東京都・千葉県を中心と

した関東圏にて営業展開しており、東京都中央区に自社ビ

ルの本社があります。

代表取締

役
胡　誠司 飯田橋公共職業安定所

13080-23126621 1308-621986-4 株式会社エステートナビ
http://www.enavi-

net.jp/
不動産賃貸管理

◆賃貸の物件管理に関する業務　物件の設備に関する問い合わせ対応や退去時

の現状回復に関する対応、またそれに伴う入居者・設備会社・マンションオー

ナーとのやり取りなど、お任せする業務は多岐にわたります。

不動産賃貸業（貸

家業，貸間業を除

く）

169-

0075

東京都新宿区高田馬場３－２

－２

169-

0075

東京都新宿区高田馬場３

－２－２
文字入力ができる程度

試用期間

あり
３ヶ月

160,000円～

160,000円

不動産賃貸仲介業（マーケティング・広告掲

載・物件案内等）　　不動産管理業（家主の代

行として資産の維持・管理）

若いメンバーが意欲的に最前線で活躍し会社を大きく前進

させています。経験や知識より、柔軟な発想や意欲を重視

する事により社員も大きく成長しています。

代表取締

役
鶴巻　通雄 新宿公共職業安定所

22020-07014821 2202-618960-2 株式会社　トキワシステム
http://www.tokiwa-

system.com/
営業（東京営業所）

担当エリアの工務店様へ自社商品「制震ダンパー」販売　　・既存客へのアプ

ローチ　・新規先へのアプローチ　　※経験者優遇　　※未経験者歓迎　親

切、丁寧に指導いたします。　　工務店様と協力して、お施主様の安心・安全

な住まいづくりのお手伝いをします。

その他の機械器具

卸売業

432-

8068

静岡県浜松市西区大平台２丁

目４８番２４号ベルコリーヌ

１階

105-

0003

東京都港区西新橋１－１

７－６　高嶋ビル７階

【東京営業所】

エクセル、ワードの基本操作
試用期間

あり
６か月

210,000円～

500,000円

木造住宅の制震装置の開発・販売。「家族の生

命と財産を守る住宅」「安心して暮らせる住

宅」を次世代に残すため、技術で社会に安全・

安心を提供する制震装置のメーカーです。

『静岡県経営革新認定』業界トップクラスの販売実績の成

長企業です。代表のモットー「社会人である前に家庭人で

あれ」に則り、年間休日１２０日以上、残業はほぼ毎日ゼ

ロです。

代表取締

役
中本　智規 浜松公共職業安定所

24050-02208321 2405-003137-8 株式会社　カキトー https://www.kakito.jp/

空調・衛生設備工事の施

工管理業務（未経験者向

け）

空調・衛生設備工事の管理業務になります。　　・空調・衛生設備工事の積算

業務　・空調・衛生設備工事の入札等に関する事務　　　ＰＣ入力、契約書作

成、役所への届出　・空調・衛生設備工事の施工管理　・空調・衛生設備工事

の設計時・施工図作成　※仕事の内容の詳細については面接時に説明します。

【急募】

管工事業（さく井

工事業を除く）

511-

0068

三重県桑名市中央町二丁目３

９番地　桑名ビル

104-

0061

東京都中央区銀座７－１

２－５
ワード、エクセルの入力程度

試用期間

あり
３ヶ月

200,000円～

400,000円

空気調和・冷暖房・換気設備・給排水・衛生・

厨房設備・ソーラーシステムの技術設計・施工

管理・サービスメンテナンス・省エネルギー開

発・土木工事を手掛けている。

時代のニーズを確実にとらえ、プランニング、設計、施

工、メンテナンスまでー貫したシステムでトータルな環境

創造に取り組んでいます。

代表取締

役
伊藤　明人 桑名公共職業安定所

13100-02381221 1310-618019-5
株式会社　Ａｓｔｒｏｎｅ

ｒｇｙ　Ｊａｐａｎ
http://astronergy.co.jp/ 事務職

【太陽光関連コンサル事務対応】　各種書類作成（契約書、提案書、行政提出

書類など）　プロジェクト管理　既存取引先フォロー　金融関連書類　など

※経験・能力を考慮し応相談　　お気軽にご応募ください。

管理，補助的経済

活動を行う事業所

（３３電気業）

114-

0023

東京都北区滝野川１丁目３１

－４

105-

0011

東京都港区芝公園１丁目

１－１２

試用期間

あり
３ヶ月

230,000円～

250,000円
太陽光発電等新エネルギーに関する事業

中国に本社がある日本支社です。　太陽光発電に関する実

績を持っています。

代表取締

役
崔宰熏 王子公共職業安定所

11030-08556121 1103-109647-2 日本ユニックス　株式会社
コンピュータ　メンテナ

ンス〔江東区〕

お客様となる企業先でプリンター・複合機／ＰＣやＯＡ機器の修理や　設置・

点検を行います。仕事の難易度に応じてインセンティブが支給されるため、モ

チベーション高く技術を磨けます。仕事のポイントとして、電動自転車・三輪

バイクや軽自動車出移動、修理機材を載せてお客様への訪問になります。　独

り立ちまでは、先輩とｏｊｔ技術習得迄指導いたします。手順書もイラスト付

きで初心者でも見やすく理解できるマニュアルに沿って作業できます。。

機械修理業（電気

機械器具を除く）

330-

0855

埼玉県さいたま市大宮区上小

町５７５　ＡＲＡＩビル３Ｆ

136-

0071

東京都江東区亀戸１－８

－８

試用期間

あり
３ヶ月

73,000円～115,000

円

コンピュータサーヒ゛ス。　　（特１１－３０

０３８１）

ＯＡ機器のメンテナンス１００％の若い技術者集団の会社

です。

代表取締

役社長
後藤　徳二 大宮公共職業安定所

13040-31968321 1304-632017-8
フォレスタデント・ジャパ

ン株式会社

http://www.forestadent

.co.jp
営業職

【既存顧客中心、未経験からも始めやすいお仕事です】　歯科医院に向け歯列

矯正器材の販売、ご提案等の営業職になります。お客様は矯正歯科専門医院、

一般歯科医院、大学病院の歯科医師の方々です。営業に挑戦してみたいという

方は是非ご応募ください。　入社後はＯＪＴを通して製品知識や営業スキルを

身につけていただき、３～６ヶ月を目標に担当を持っていただく事を想定して

おります。

他に分類されない

卸売業

107-

0052

東京都港区赤坂２－１０－１

２　生駒硝子ビル２Ｆ

107-

0052

東京都港区赤坂２－１０

－１２　生駒硝子ビル２

Ｆ

試用期間

あり
３ヶ月

250,000円～

420,000円

ドイツの歯科矯正器材会社ＦＯＲＥＳＴＡＤＥ

ＮＴ社の日本総代理店。主に矯正歯科専門医や

大学歯科病院を中心に、歯列器材の輸入販売を

行っています。

ある程度の専門的な知識をおぼえて、直接歯科医院さんに

材料を紹介して販売しています。まだ若い会社ですが、安

定して販売実績を上げてきています。

代表取締

役
桑原　勉 品川公共職業安定所

13060-04389121 1306-614490-1
医療法人社団　至高会　た

かせクリニック

http://www.takase-

cl.org

【正社員】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）

一般診療所
146-

0093

東京都大田区矢口１－５－１

ＫＩＰ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

13010-29645221 1301-664005-1
医療法人社団ウェルプリベ

ンション

https://madicalcheckst

udio.jp

受付医療事務（コンシェ

ルジュ）／中央区

・クリニックの受付・接遇　・電話対応・予約管理　・会計　・電子カルテ入

力
病院

104-

0061

東京都中央区銀座１－２－４

サクセス銀座ファーストビル

２Ｆ

104-

0061

東京都中央区銀座１－２

－４　サクセス銀座

ファーストビル２Ｆ　メ

ディカルチェックスタジ

オ東京銀座クリニック

Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄの基本

操作

試用期間

あり
３ヶ月

250,000円～

280,000円

クリニック（脳神経外科、循環器内科）　脳

ドック、外来

スマート脳ドックという脳ドックサービスをメインにＣ

Ｔ、ＭＲＩを用いて未病を目指して医療を提供していま

す。

理事長 知久　正明 飯田橋公共職業安定所

13040-31288221 1304-013136-3 株式会社　ベントン benton.co.jp 印刷物の営業

都内近郊企業向けの印刷物（チラシ、カタログ、伝票）等の受発注に携わって

頂きます。　主に既存のお客様の対応業務となります。　　業界未経験の方に

は印刷知識の習得からデーターの扱いまで研修して頂きます。　自分のアイ

ディアや経験を業務に生かせる自由な職場環境です。

印刷業
105-

0004

東京都港区新橋５丁目７－２

市村ビル６階

105-

0004

東京都港区新橋５丁目７

－２　市村ビル６階

ＰＣ基本操作（Ｅｘｃｅｌ、

Ｗｏｒｄ）

試用期間

あり
３ヶ月

210,000円～

230,000円
商業印刷物の製作及ひ゛印刷全般

その人、その人の個性と能力が、発揮できる自由な職場環

境

代表取締

役社長
山田　肇 品川公共職業安定所

13040-31490621 1304-017144-0 株式会社　ヤナギサワ

【転勤無し】商社営業サ

ポート業務／東京都港区

での募集

製造系小売業（法人）のお客様からのお問合せやご注文の対応を電話・ＦＡ

Ｘ・Ｍａｉｌで行います。　お客様からの注文や仕入先への発注処理は、ほと

んどパソコン（販売管理システム）で進めていきます。　慣れていくと自分で

仕入交渉や、価格設定もできるようになってくるので自分の裁量でビジネスを

進めていける幅も増えていけます。　扱い商品は工業用のはかりですが、他業

界からの転職者もさほど苦労せず業務を覚えて頂けています。

その他の機械器具

卸売業

108-

0073

東京都港区三田２－１７－２

６

108-

0073

東京都港区三田２－１７

－２６

Ｅｘｃｅｌ・Ｗｏｒｄの操作

及びパソコンからＷｅｂで情

報収集ができるレベル

試用期間

あり
３ヶ月

180,000円～

220,000円

１．日本の製造を支える測定機器の卸売　２．

商品に関する校正・修理取次

創業５２年、業界最後発ながら東日本シェアＮｏ．１。営

業所はほとんどが中途社員。製造ラインから営業へなど転

換者活躍中

代表取締

役
蕪山　敏之 品川公共職業安定所

22020-06854221 2202-618960-2 株式会社　トキワシステム
http://www.tokiwa-

system.com/

営業アシスタント（東京

営業所）

営業スタッフのサポート業務／顧客対応　・営業スタッフのスケジュール管理

・電話対応、メール対応　・見積書や資料の作成、まとめ等　・案件の進捗管

理　・インサイドセールス　・販路開拓　＊工務店様と協力して、お施主様の

安心・安全な住まいづくりのお　手伝いをします。　＊縁の下の力持ちで、営

業を支えるやりがいのあるお仕事です！　＊コロナ感染対策実施、快適な事務

所内でのデスクワークです。　＊先輩社員が丁寧に仕事をお教えします。

その他の機械器具

卸売業

432-

8068

静岡県浜松市西区大平台２丁

目４８番２４号ベルコリーヌ

１階

105-

0003

東京都港区西新橋１丁目

１７番１６号　高嶋ビル

７階

エクセル、ワードの基本操作
試用期間

あり
６か月

210,000円～

261,000円

木造住宅の制震装置の開発・販売。「家族の生

命と財産を守る住宅」「安心して暮らせる住

宅」を次世代に残すため、技術で社会に安全・

安心を提供する制震装置のメーカーです。

『静岡県経営革新認定』業界トップクラスの販売実績の成

長企業です。代表のモットー「社会人である前に家庭人で

あれ」に則り、年間休日１２０日以上、残業はほぼ毎日ゼ

ロです。

代表取締

役
中本　智規 浜松公共職業安定所

22120-02598821 2212-103306-0 株式会社　ニイム 薬局医療事務
＊薬局医療事務業務　・処方せん受付事務　・一般販売　・パソコン入力　・

作業服は貸代します。

医薬品・化粧品小

売業

426-

0051

静岡県藤枝市大洲４丁目１－

６

140-

0011

東京都品川区東大井５丁

目１１－５

試用期間

なし

173,850円～

189,000円

処方せんによる保険調剤

＊

保険調剤を業種とする当社は堅実な経営の会社でありま

す。

代表取締

役
鈴本　康弘 焼津公共職業安定所

12080-05176721 1208-619074-3 株式会社　ビーワン
http://www.kkbeone.co

.jp
ヘルプデスク／正社員

・既存システム内にて、ヘルプデスク業務。　　・電話応対、文書管理その他

付随する業務。　　（英語力もあれば尚可）　　　※応募の際は、ハローワー

ク紹介状の交付を受けて下さい。　　　　（請負業務）

ソフトウェア業
277-

0005

千葉県柏市柏２－９－７　ア

ルシェ柏８０１

160-

0023

東京都新宿区西新宿７－

５－２５　西新宿木村屋

ビルディング１５Ｆ　コ

ムウェア株式会社　及び

都内請負先

試用期間

なし

180,000円～

430,000円

ソフトウェアの設計、開発、Ｎ／Ｗの設計、構

築、運用、保守管理、システムのコンサルティ

ング、ヘルプデスク、その他の付随する技術

ポート。

オープン系に限定せず、汎用系、ＥＲＰ系、運用、保守並

びにヘルプデスクなど幅広く対応させて頂いております。

代表取締

役
本間　淳志 松戸公共職業安定所

13080-22092621 1308-644305-3 株式会社ジンクル
【就職氷河期世代限定求

人】コールセンター業務

○無料採用支援ツールの営業【インサイドセールス】　　企業の採用担当者向

け無料登録の案内コール　　・未経験者も歓迎！！　・２ヶ月のＯＪＴ研修あ

り　・ベテランのコールスタッフの指導でセールスのコツが効率よく　　身に

つけられます　・トークスクリプト完備、成果が出しやすいサービス内容です

※ノルマなし、残業なし、インセンティブ給あり！　　未経験で平均月収４０

万円！

広告業
163-

0232

東京都新宿区西新宿２－６－

１　新宿住友ビル３２Ｆ

163-

0232

東京都新宿区西新宿２－

６－１　新宿住友ビル３

２Ｆ

文字入力が出来るレベル
試用期間

あり
２か月

250,000円～

350,000円

人材採用支援事業　人材系広告営業代行　シス

テム開発事業　インフルエンサー事業

ベストベンチャー１００に選出されているグループ会社で

中小企業のトータルサポートを目指しております。また、

未経験者でも活躍出来る研修や働きやすい環境づくりにも

力をいれています。

代表取締

役
位田　達哉 新宿公共職業安定所

13010-28752821 1301-105385-8
三和通信工業株式会社　東

京支店

https://www.santsu.co.

jp/

営業職／トライアル併用

求人

一般企業や官公庁に納入する電子電話交換機（ＰＢＸ）・ビジネスホン・ネッ

トワーク設備等の情報通信機器や防犯カメラ等のセキュリティ関連機器のコン

サルティング・提案営業を行なっていただきます。　　活動範囲は、関東圏及

びその近隣がメインとなります。　　既存商品の営業以外に新規事業開拓も推

し進めており、通信を利用した新しい商品やサービスの販売企画立案にも携

わっていただきます。

電気通信・信号装

置工事業

113-

0034

東京都文京区湯島２丁目３１

－１４　湯島ファーストジェ

ネシスビル７階

113-

0034

東京都文京区湯島２丁目

３１－１４　湯島ファー

ストジェネシスビル７階

Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ、Ｏｕ

ｔｌｏｏｋ等の基本操作

試用期間

あり
３ヶ月

180,000円～

220,000円

企業向け情報通信設備の販売、設計、施工、メ

ンテナンス　電話交換機（ＰＢＸ）や情報通信

ネットワーク設備、防犯監視カメラといったセ

キュリティ関連機器を取扱いしております。

設立昭和３２年の日立製作所特約店です。　主なお客様は

銀行、大手旅行代理店、大手警備会社、官公庁など。

代表取締

役
岸村　智志 飯田橋公共職業安定所

13010-28960721 1301-531945-0 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）Ｗ

ｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ、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

13070-17815621 1307-352536-7
医療法人社団アルコ会　ア

ルコクリニック

http://www.arcoclinic.c

o.jp

受付事務（健診セン

ター）
健診受付業務　・健診その他ご来院された方の受付・ご案内　・会計業務など 一般診療所

153-

0064

東京都目黒区下目黒１－８－

１

153-

0064

東京都目黒区下目黒１－

８－１

試用期間

あり
３か月

200,800円～

218,000円

人間ドックを中心とした各種健康診断を実施す

るとともに消化器内科を初め、呼吸器、循環

器、婦人科、乳腺外科と健診後のフォローアッ

プも万全にできる様外来業務も充実させていま

す。

日本庭園の緑あふれる目黒雅叙園内に建つアルコタワーの

１２階にあるクリニックです。スタッフの平均年令も若く

新しい物を積極的に取入れ、より良い医療を心がけ日々頑

張っています。

理事長 相星　さおり 渋谷公共職業安定所

13040-29471321 1304-677839-7 株式会社ＷｅｂＭｅｄｉａ
https://web-

media.website/
営業

ガス、電気、ワイファイなどのインフラを最適な価格でお客様に提供するテレ

マーケティングです。　初心者の方でもできるお仕事になります。

インターネット附

随サービス業

106-

0031

東京都港区西麻布１ー４ー２

０　ワルトハイム西麻布４０

２

106-

0031

東京都港区西麻布１ー

４ー２０　ワルトハイム

西麻布４０２

試用期間

あり
３ヶ月

200,000円～

600,000円
広告代理店業　営業代行業

若いメンバーで会社を盛り上げることを意識して活動して

います。

代表取締

役
谷澤尋 品川公共職業安定所

13040-29633321 1304-678898-9
溜池プロパティマネジメン

ト株式会社
不動産営業

不動産の管理業務、不動産の売買、賃貸、仲介及びテナントの募集等の営業、

また不動産経営に関するコンサルティング業務をお任せします。
不動産管理業

107-

0052

東京都港区赤坂３－５ー５ス

トロング赤坂ビル７階

107-

0052

東京都港区赤坂３－５ー

５ストロング赤坂ビル７

階

エクセル、ワード、パワーポ

イント

試用期間

あり
３ヶ月

285,000円～

407,000円

不動産の管理の受託、売買、賃借、仲介及びテ

ナントの募集。　損害保険の代理やビル及びマ

ンション運営に要する設備のリース取次。

平均年齢３０歳前後で若い人が働きやすい環境です。　社

風は和気あいあいとしたアットホームな職場です。

代表取締

役
上垣内知央 品川公共職業安定所



13070-17469521 1307-353927-9
アルティザン・アンド・

アーティスト株式会社
http://www.aaa1.co.jp マーケティング担当

＊ＭＤ計画に沿って、製品の発売、販促及びイベント等についての　マーケ

ティング計画の策定　＊プレスリリース、広報活動　＊日本向けウェブサイト

とグローバルウェブサイトコンテンツの　　管理　＊販売イベントや販促を実

施し、営業チームと調整　＊ブランド戦略の立案と実施　＊ＳＮＳ（インフル

エンサー）を活用した、マーケティング計画の　立案と実施　　※ＴＯＥＩＣ

８００点以上相当の英語と日本語の読み書き及び会話　能力を有すること。

（資格は問いません）

各種商品卸売業
153-

0044

東京都目黒区大橋２－２４－

３　中村ビル５Ｆ

153-

0044

東京都目黒区大橋２－２

４－３　中村ビル５Ｆ

試用期間

あり
３ヶ月

300,000円～

400,000円
服飾・化粧雑貨の企画・製造・販売

メイクアッフプアーテイスト・カメラマン・スタイリスト

等、プロフェッショナルのための機能性と実用性にこだ

わった商品を企画・製造してお客様に提供しています。

代表取締

役

エンリコ　ド

ムハート
渋谷公共職業安定所

13130-06683821 1313-618365-9 日新クリエート株式会社 企画営業

当社は、各種ノベルティ・オリジナルバッグ・コンサートグッズなどの幅広い

商品を企画製作しています。主な業務は、各種アイテムの企画から納品までを

担当していただきます。　　仕事の流れ　お取引のあるイベント主催者・ス

ポーツメーカーなどから、グッズの製作を依頼したいと問い合わせが入ります

ので、アイテムの詳細（予算・デザイン・個数・納期など）をヒアリングしま

す。　納期や見積価格、デザインが決まれば、提携工場でサンプルを制作し

て、お客様にチェックしていただく。サンプルに問題なければ、量産開始。工

場と連携して納品します。

他に分類されない

卸売業

135-

0041

東京都江東区冬木２２－２２

ハイマート門前仲町１０２号

135-

0041

東京都江東区冬木２２－

２２　ハイマート門前仲

町１０２号

パソコン操作（ワード／エク

セル／定型フォームへの入力

ができること）

試用期間

あり
３カ月

194,000円～

264,000円

オリジナル商品（バックを中心に記念品・各種

ノベルティ・販促品）の企画、デザインから製

造・敗売まで行なうトータル・プロデュース型

企業

各種イベント・大会・式典など、あらゆる場面に必要なア

イデアをカタチにします。小ロット・短納期に対応できる

ノウハウを積み重ね、お客様から高い評価をいただいてい

ます。

代表取締

役
西脇　章公 木場公共職業安定所

13190-02646121 1319-613332-0
医療法人社団　南東京ハー

トクリニック

http://www.myheart-

clinic.jp
医療事務 医療事務　診療所での受付業務　診察室秘書　掃除　等 一般診療所

194-

0037

東京都町田市木曽西二丁目１

８番地１２

194-

0037

東京都町田市木曽西二丁

目１８番地１２　　小田

急線町田駅からバス　木

曽南団地下車　徒歩１分

試用期間

あり

６か月

間

170,000円～

284,000円

診療所（循環器科、呼吸器科、内科）　循環器

科を中心とした内科全般のクリ二ック（有床）

です。

明るくきれいな職場です。　入職後は定期的に勉強会も設

けており（パートの方も）循環器の経験がない方も不安な

く業務に携われるよう努力しています。

院長 村上　博文 町田公共職業安定所

13010-28161721 1301-645130-5 株式会社　ジェクシード www.gexeed.co.jp/ 一般事務

■一般事務（データ入力、書類チェック、メール返信ほか）　■秘書業務（ス

ケジュール確認等）　■営業事務（契約書ファイリング、データ入力、郵送手

配等）　■総務・庶務サポート　　書類整理など簡単な仕事からスタート、知

識、スキルは入社後に身につけていただきます。

その他の専門サー

ビス業

101-

0054

東京都千代田区神田錦町３－

１７－１１　榮葉ビル９階

101-

0054

東京都千代田区神田錦町

３－１７－１１　榮葉ビ

ル９階

試用期間

あり
３か月

210,000円～

230,000円

企業の戦略立案から組織・業務プロセス改革・

システム導入・運用まで、トータルなコンサル

ティングで企業力をバックアップいたします。

様々なＥＲＰパッケージを扱っており、オラクル社のＪＤ

Ｅｄｗａｒｄｓの国内導入実績Ｎｏ１。戦略立案～リリー

スまで対応可能なノウハウを持ち、１１５社以上の支援実

績があります。

代表取締

役
新井　良 飯田橋公共職業安定所

13040-28637521 2801-021506-9
ニッポン印刷　株式会社

東京支店

http://www.nipponprin

ting.co.jp/
貿易事務

主に中国との輸出入に関わる貿易事務　輸出先に関わる書類作成や問い合わせ

対応（中国担当者は日本語堪能です。）　出荷の依頼や通関業務手続等。　通

関士の補佐的業務です。二人一組で行っていただきます。　特に、通関士など

の資格は問いません。

印刷業
142-

0051

東京都品川区平塚１－７－７

ＭＹビル３Ｆ

142-

0051

東京都品川区平塚１－７

－７　ＭＹビル３Ｆ

文字入力が出来る程度で大丈

夫です。

試用期間

あり
３ヶ月

168,000円～

190,000円

ファンシー文具の印刷及び加工。　本社　兵庫

県神戸市。中国シンセンに子会社あり。

サンリオ、ディズニーストア、ＵＳＪ、サンエックス、学

研等のファンシー文具を、製造している会社です。少人数

制なのでとても家庭的な雰囲気です。取引先も大手中心、

安心して働ける環境。

代表取締

役
森内健一郎 品川公共職業安定所

13040-28747021 1304-229865-4 株式会社　スパイス
http://www.spice-

group.jp
営業事務 請求書など書類制作、発送業務　来客・電話対応など 広告制作業

107-

0052

東京都港区赤坂２－１４－５

ＤＡＩＷＡ赤坂ビル

107-

0052

東京都港区赤坂２－１４

－５　ＤＡＩＷＡ赤坂ビ

ル

エクセル、ワード必須
試用期間

あり
３ヶ月

250,000円～

330,000円
広告制作。企業の広告を企画、制作します。

変化の激しい広告界で、有機的な事業展開、組織編成、そ

して人員配置を行ない、クライアント様の要求に高いレベ

ルでお応えする為に、進化を続けている総合広告制作会社

代表取締

役
東海林　鉄男 品川公共職業安定所

13070-17049521 1307-355841-9
社会保険労務士法人オフィ

ス小宮山
www.k-komiyama.com

社会保険労務士事務所で

の業務

＊労働保険、社会保険手続き、給与計算　　＊就業規則等作成補助や人事制度

設計　　＊企業のメンタルヘルス・ハラスメント対応　　＊モラールサーベ

イ・資料作成等　　補助からはじめて、書類作成手続きまでの事務をお任せし

ます。

その他の専門サー

ビス業

150-

0002

東京都渋谷区渋谷３－６－４

プライア渋谷１５０５

150-

0002

東京都渋谷区渋谷３－６

－４　プライア渋谷１５

０５

ＩＴスキル（Ｗｏｒｄ・Ｅｘ

ｃｅｌ中級）あれば尚可

試用期間

あり
６ヶ月

250,000円～

330,000円

企業の社会保険手続き、給与計算手続き・就業

規則等の作成業務等人事コンサルタント業務。

お客様のニーズに応えるため、専門性を深めるとともに幅

広く柔軟に対応する事務所です。３号業務（人事コンサル

タント業務）に力を入れています。企業人事部のアウト

ソーシング事業もあります。

代表 小宮山　敏恵 渋谷公共職業安定所

13070-16936921 1307-112629-5 信和産業株式会社
http://www.sws-

kk.co.jp
営業

既存顧客訪問・製造依頼を受け受注・見積など　　　【取引先】　　医療関

係・鉄道関係・自動車産業など　　【扱い商品】　　基板など　　※約２ヶ月

は先輩社員についてＯＪＴ研修あり

その他の機械器具

卸売業

150-

0002

東京都渋谷区渋谷１－８－１

第３西青山ビル６Ｆ

150-

0002

東京都渋谷区渋谷１－８

－１　第３西青山ビル６

Ｆ

エクセル・ワード・パワーポ

イント

試用期間

あり
２か月

230,000円～

280,000円

１．半導体及び電子部品の販売　２．産業用電

子機器の設計、製造、販売　３．プリント基板

の設計、製造、販売

時代の先端技術に触れながら、家族的な雰囲気で和合を旨

としている。

代表取締

役
伊東　学 渋谷公共職業安定所

13080-20579621 1308-304449-4
医療法人社団　腎と水　新

中野透析クリニック

http://www.jinkoutous

eki.net/
医療事務

医療事務業務全般　　　＊受付や電話対応　　＊入力業務　　＊レセプト業務

＊カルテ管理　　　　＊その他患者さんへのサポート等
一般診療所

164-

0012

東京都中野区本町３丁目２３

－３　新中野ＡＭＩビル１階

164-

0012

東京都中野区本町３丁目

２３－３　新中野ＡＭＩ

ビル１階

メール管理、ワード、エクセ

ル程度が最低限こなせれば十

分です

試用期間

あり
３ヶ月

175,000円～

290,000円

当院は外来専門の透析クリニックです。ベット

数は４３床で一般外来も診療しております。診

療科は、人工透析内科・外科・循環器内科・リ

ハビリテーション科です。

生活の中の多くの時間を過ごす透析室が少しでも居心地の

良いように、通院するのが楽しみになるように、積極的に

患者さんとコミュニケーションをとっています。

理事長 津田　信次 新宿公共職業安定所

13100-02156621 1310-613817-6 株式会社　ＧＬＯＲＹ http://www.gloryad.jp
営業（ＬＥＤ照明）／新

宿区

○ＬＥＤパーランプやライトパネル等の法人営業　　・サイン＆ディスプレイ

業界向け　　・店舗設計デザイン業界向け　　・照明業界向け　　＊アポイン

トをとったうえでの営業です。　＊飛び込み営業はしません。　※営業エリ

ア：主に東京都内および近郊　　＊社内研修期間あり。その後、先輩社員に同

行しながらの　　営業研修していきます。

他に分類されない

卸売業

115-

0051

東京都北区浮間４－２３－２

５　ＧＲＯＬＹ　Ｂｌｄｇ．

162-

0825

東京都新宿区神楽坂２－

１６　ＭＳビル２０２号

当社　新宿営業所　ＪＲ

飯田橋４分／南北線飯田

橋１分／大江戸線牛込神

エクセル、ワード等の基本操

作

試用期間

あり
３ヶ月

250,000円～

500,000円

広告業（看板・サイン・ディスプレイ）関連商

品卸販売業

特殊な光源を利用した特殊サイン、ディスプレイ商品の開

発、販売

代表取締

役
申東熙 王子公共職業安定所

13130-06433821 1313-618456-4 株式会社　早友
http://www.see-

soyu.co.jp/

事務＜江東区・東陽教室

＞

＊バックオフィス業務全般を行っていただきます　　・労務管理、請求事務、

データ入力、イベント管理　　教材作成、印刷など　　　＊未経験の方にも丁

寧にお教えしますので、安心してご応募いただ　けます

学習塾
136-

0071

東京都江東区亀戸２丁目４５

－２

135-

0016

東京都江東区東陽５丁目

３１ー１７　若竹ビル６

階　早友学院　東陽教室

エクセル得意な方歓迎
試用期間

あり
３ヶ月

200,000円～

400,000円
学習塾「早友学院」の運営

生徒の自立学習を教育のモットーに地域密着を基本とした

進学・学習塾

代表取締

役
高久　富司夫 木場公共職業安定所

13150-06025421 1315-203870-0 立川酸素　株式会社
工場内ガス充填業務及び

配送業務／あきる野市

アルゴンガス、窒素ガス、酸素など各種ガスをボンベに封入する仕事です。

未経験の方も研修を十分に行い、一から指導しますので安心して行えます。

＊普通自動車免許（ＡＴ限定）の方はＡＴ限定解除の支援制度あり　ます。

その他の化学工業
196-

0031

東京都昭島市福島町２－２８

－２０

197-

0802

東京都あきる野市草花下

川原５５－３　立川酸素

株式会社　秋川ガス供給

センター

Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌの入力

程度

試用期間

なし

200,000円～

300,000円

高圧ガスの製造・販売およびその機械器具の販

売

創業６０年を迎えた、平成６年にあきる野市に工場を設

立、ガスの安定供給を心掛け地域の産業に貢献すると共

に、堅実で安定した経営をしている当社です。

代表取締

役
斎藤　正史 立川公共職業安定所

13170-06324121 1317-614329-4 株式会社　多摩商工
http://www.tamasyoko

u.co.jp
リフォーム営業

○高齢者のお宅にバリアフリーリフォームの提案営業　　居宅介護支援事業所

やＨＰなどから依頼やお問合せを　いただいたお客様宅へ訪問　お客様が抱え

る悩みや疑問を相談し改善の提案　見積書の作成　受注や工事の手配などをお

願いします。

建築リフォーム工

事業

202-

0002

東京都西東京市ひばりが丘北

３－５－１９

202-

0004

東京都西東京市下保谷２

－１－５　当社　保谷営

業所「ノン・バリア多

摩」

試用期間

あり
２カ月

193,000円～

239,000円

建築工事業・土木工事業・リフォームエ事業・

高齢者・介護保険対住宅改修エ事業・一般建築

士事務所　＊グループ会社に三和エクステリア

西東京株式会社をもっています

新築・リフォーム・外構工事をはじめ、公共工事（建築・

土木工事・福祉住環境整備工事（バリアフリー工事））そ

して環境対策工事（校庭・屋上緑化まで）手掛けている

『付加価値創造企業』です

代表取締

役
鎌田　忠詞 三鷹公共職業安定所

13200-04060621 1320-615803-7
ＷＩＺＮＥＴＰＬＵＳ　株

式会社
http://wiznetplus.com 秘書／本社

◎本社での秘書業務　・スケジュール管理　・議事録作成　・電話応対　・来

客対応ほか　　☆全国出張あり

電気通信・信号装

置工事業

183-

0056

東京都府中市寿町１－１－１

１　第２福井ビル５０３

183-

0056

東京都府中市寿町１－１

－１１　第２福井ビル５

０３

ＰＣ操作（エクセル・ワード

中級程度）必須

試用期間

あり
３ヶ月

210,000円～

350,000円
電気通信建設業・施工管理。

平成２３年１１月、事業拡大に伴い新法人として設立。主

に携帯電話用通信基地局の施工、その他に電気工事や再エ

ネの施工管理を行っています。本社の他、大月、青森、札

幌に営業所があります。

代表取締

役
小俣　達矢 府中公共職業安定所

09010-08181021 0901-615458-8 株式会社　ｅ－ＦＬＥＸ
東京営業部（神田オフィ

ス　勤務）

＊主のお取引先は、ビールメーカー・飲料メーカー・食品メーカ　　　ー・段

ボールメーカーです。　　＊弊社には、主に『営業部』『デザイン部』『製造

部樹脂課』　　『製造部整版課』『品質管理部』があります。　　＊常に新商

品を扱うので、マンネリ化する事はなく、面白味のある　　仕事だと感じて頂

けると思います。　　＊売上げノルマのある営業とはイメージが違います。

印刷業
320-

0834

栃木県宇都宮市陽南１丁目２

－１５

101-

0044

東京都千代田区鍛冶町２

－７－１５　ＡＤ神田駅

東口ビル５階

エクセルの知識あれば尚良

い。

試用期間

あり
３ケ月

205,000円～

600,000円

パッケージデザインの作成及び印刷用印版の製

造販売

大手ビール・飲料メーカー・食品メーカーと直接取引を

行っている。

代表取締

役
住　雅樹 宇都宮公共職業安定所

13010-26387821 1301-535890-3
株式会社　銀座　プラネッ

トサービス
www.ginzaplanet.co.jp 営業企画

・東京都区内及び近県にある当社固定のお客様に対する　　旅行の営業、手

配、見積り、添乗等　・又、当社ホームページより問い合わせのある旅行の相

談　　手配、見積り等　　＊入社後は、初心者の方にも安心して仕事が出来る

よう　　研修及び同行による営業活動をしております。

旅行業
104-

0045

東京都中央区築地２丁目６－

７　築地二丁目ビル４階

104-

0045

東京都中央区築地２丁目

６－７　築地二丁目ビル

４階

試用期間

あり
３ヶ月

190,000円～

200,000円

国内、海外旅行を取扱う旅行業社です。東京都

区内を中心に都下及び近県（神奈川・埼玉・千

葉等）のお客様のニーズに合った旅行の相談・

手配・見積り・添乗等を行っております。

当社のお客様は、都区内外のシルバー層を中心に、町会、

後援会、各種団体等を取扱っております。又、最近では

ホームページからの問い合わせも多く、ネットのお客様の

取扱いもふえております。

代表取締

役
佐伯　浩三 飯田橋公共職業安定所

13070-16138121 1307-331545-9 医療法人社団白寿会
http://www.tamagawas

ubaru.com/

庶務・営繕（玉川すば

る）

介護老人保健施設での庶務・営繕のお仕事です。　＜庶務業務＞　運転（通所

リハビリ・病院への受診）　事務補助（電話対応）　　＜営繕業務＞　施設内

瑕疵故障の対応（車いす修理・電気交換などの幅広い対応）　　＜営繕管理業

務＞　営繕職員（パート職員管理）

一般診療所
158-

0082

東京都世田谷区等々力４－７

－１６　石井ビル１Ｆ

158-

0095

東京都世田谷区瀬田４丁

目１番１４号　「玉川す

ばる」

試用期間

あり
半年間

150,000円～

160,000円

内科・外科・在宅往診。　平成１４年３月に、

横浜市青葉区元石川町に入所者１２５名の介護

老人保健施設［青葉の丘］を開設しました。

高齢化社会に対応（在宅往診）したクリニックです。［青

葉の丘］は緑に囲まれた小高い丘にあります。リハビリを

中心に笑顔と会話を引き出しててゆけるようなお仕事して

みませんか。

理事長 和田　博美 渋谷公共職業安定所

13070-16239821 1307-620677-4 トレンドワークス株式会社
http://www.trendworks.

co.jp

営業アシスタント（事務

作業メイン）／渋谷区恵

比寿

職務内容　・営業担当者のサポート（事務作業メイン）　・ビジネスパート

ナー所属ＩＴエンジニアの人材確保　・取引先からの問い合わせ窓口業務

先輩社員に教えてもらいながら、仕事の進め方を覚えていきましょう。業界未

経験からでも挑戦できる仕事です。　現在弊社で働いている社員も業界未経験

の社員もいます。　丁寧にフォローいたしますので、業界知識のない方もご安

心ください。

ソフトウェア業
150-

0021

東京都渋谷区恵比寿西１－１

０－６　恵比寿ツインズ５Ｆ

150-

0021

東京都渋谷区恵比寿西１

－１０－６　恵比寿ツイ

ンズ５Ｆ

試用期間

あり
３ヶ月

140,000円～

180,000円

ソフトウェア受託開発、サーバー及びネット

ワークの構築、ＷＥＢサイト自社運営、経営コ

ンサルなど多岐に渡り行っています。　派遣事

業［派１３－３１１０６５］

ソフトウェア開発を会社のメイン業務としながら、サー

バー及びインターネット構築から、ＷＥＢサイトの自社運

営、異業種とのコラボによる新規事業参入まで、積極的に

行っている会社です。

代表取締

役社長
青木　達雄 渋谷公共職業安定所

13070-16275421 1307-620677-4 トレンドワークス株式会社
http://www.trendworks.

co.jp
法人営業／渋谷区恵比寿

仕事内容　既存人材・案件情報の調達・提案　社内営業企画及び新規ネット

ワークの開拓　エンジニアのフォロー　他付帯するＩＴソリューション営業業

務全般　　　募集対象　＊未経験の方！歓迎します。

ソフトウェア業
150-

0021

東京都渋谷区恵比寿西１－１

０－６　恵比寿ツインズ５Ｆ

150-

0021

東京都渋谷区恵比寿西１

－１０－６　恵比寿ツイ

ンズ５Ｆ

試用期間

あり
３ヶ月

140,000円～

180,000円

ソフトウェア受託開発、サーバー及びネット

ワークの構築、ＷＥＢサイト自社運営、経営コ

ンサルなど多岐に渡り行っています。　派遣事

業［派１３－３１１０６５］

ソフトウェア開発を会社のメイン業務としながら、サー

バー及びインターネット構築から、ＷＥＢサイトの自社運

営、異業種とのコラボによる新規事業参入まで、積極的に

行っている会社です。

代表取締

役社長
青木　達雄 渋谷公共職業安定所

13090-10172021 1309-615502-0 デメテル　株式会社
http//:www.demeter.co.

jp
企画営業職

通信販売業者へのルート営業　商品企画・開発　ＴＶショッピング撮影の準備

や立ち合い。　営業補佐

他に分類されない

卸売業

171-

0014

東京都豊島区池袋４－１－１

サントスビル

171-

0014

東京都豊島区池袋４－１

－１　サントスビル

ワード・エクセル・パワーポ

イント基本操作

試用期間

あり
６か月

197,800円～

453,300円

通信販売業社、テレビショッピングやインター

ネット販売業社への商品の企画や提案、海外買

付け等

設立３３年の実績。未経験者でも歓迎、フォロー体制整っ

てます。日用雑貨、アイデア商品を取扱っています。商品

開発にも携われ、ＴＶショッピングの撮影立ち会い等も行

います。伊豆に保養所あり

代表取締

役
多中　航 池袋公共職業安定所

13100-02150721 1310-617797-9 ヱスケー石鹸　株式会社
http://www.sksoap.co.j

p/

石けん、歯磨剤、化粧品

などの営業・営業企画

（メーカー）

＊既存顧客の営業活動（ルート営業）　＊新商品企画、案件進行　＊新規取引

先への商品提案　＊商品説明会による提案　＊工場研修あり　　【創業１９１

８年、１０４年の老舗メーカー】サステナブルな　　原料を使用した人と地球

にやさしい石けんの製造・販売

他に分類されない

事業サービス業

114-

0001

東京都北区東十条１－１９－

１０

114-

0001

東京都北区東十条１－１

９－１０

通常レベルのマイクロソフト

オフィス　（ワード、エクセ

ル、パワーポイント）が扱え

る方　タッチタイピング等ス

キルをお持ちの方歓迎

試用期間

あり

３カ月

※延長

あり

（最大

６ヶ

月）

212,500円～

365,000円

油脂製品および化学製品の製造販売、化粧品の

製造販売、不動産管理

創業１９１８年、石けん一筋１０４年の老舗メーカー。

環境・安心・安全をテーマに、常に技術を磨き続け、１０

０年以上　に渡り、サステナブルな石けんを製造、販売し

続けております。

代表取締

役社長
倉橋　和良 王子公共職業安定所



27070-05931821 2707-621679-6
ニチレイマグネット　株式

会社

http://www.nichilayma

gnet.co.jp/

営業アシスタント（東

京）

マグネットシートを主体とした各種マグネットの製造・販売を　している会社

です。　　・パソコンでの受発注入力業務　・営業社員のアシスタント事務

（見積書作成等）　・電話応対　・入出荷事務（伝票作成等）　・その他社内

庶務業務（来客対応など）

その他の金属製品

製造業

581-

0082

大阪府八尾市相生町４丁目７

番１号

136-

0071

東京都江東区亀戸４丁目

２０－１　東京支店

試用期間

あり
６カ月

200,000円～

215,000円

自動車の初心者マーク、ホワイトボードを世に

出したパイオニア企業であり、フレキシブルマ

グネットシートを主体とした各種マグネットの

製造、販売。

創業５２年目を迎え、安定した企業です。　新商品の開発

なども積極的に行い、店舗リフォーム、家屋のリフォー

ム、百貨店関係の模様替え工事を伴った新しい市場にも進

出しております。

代表取締

役
前橋　清 布施公共職業安定所

13010-25647921 1301-614991-0 株式会社　インフォレスタ
http://www.inforesta.c

om
営業

弊社は長年、国内外の製薬会社様のＭＲ（医療情報担当者）・研究者や医師へ

医学情報を提供している会社です。　数多くの製薬会社・公的機関から依頼を

受け、【文献複写】【キーワード検索】などの医療論文関連の情報提供を中心

にサービスを提供しています。その他にも【社内データベースに関するデータ

整理】や【論文翻訳】、最近では自社製品に関する資料作成時の【転載許諾代

行サービス】など、様々な仕事をご依頼頂いています。　お客様の殆どは一部

上場の製薬会社なので、景気に左右されない優良顧客ばかりです。営業をやれ

ばやるだけ成果の出る環境だと思います。社内は２０～３０代のスタッフ中心

で明るい職場です。お客様と話すことが好きな方、積極的に行動できる方、是

非一緒にお仕事しませんか。

情報処理・提供

サービス業

113-

0033

東京都文京区本郷１－３４－

１　シャリエ本郷２階

113-

0033

東京都文京区本郷１－３

４－１　シャリエ本郷２

階

ワード・エクセル基本操作
試用期間

あり
３ヶ月

210,000円～

210,000円

医学情報提供サービス　情報処理サービス　企

画・デザイン・出版・印刷・製本

主に法人・研究機関向けに依頼された医学薬学情報を入手

して提供する会社です。業務では海外ネットワークも活用

しています。景気に左右されにくい安定した業種です。

代表取締

役
吉田　龍馬 飯田橋公共職業安定所

13040-26030621 1304-653598-6
アークシステムテクノロ

ジーズ株式会社
http://arktec.ne.jp

営業事務／本社【正社

員】／五反田駅４分／品

川区

・営業全般の事務　・電話の取次、対応　・文書管理　・雑務　・データ入力

作業　　※入社後しっかり社内研修を行いサービス内容を覚えて頂きますので

ご安心ください。

不動産賃貸業（貸

家業，貸間業を除

く）

141-

0022

東京都品川区東五反田３－１

６－４７　Ｔｒｉｎｉｔｙ

Ｂｌｄｇ　２Ｆ

141-

0022

東京都品川区東五反田３

－１６－４７　Ｔｒｉｎ

ｉｔｙ　Ｂｌｄｇ　２Ｆ

試用期間

あり
３ヶ月

168,500円～

202,530円

不動産管理会社に対する賃貸保証　サービス業

務及び不動産管理会社　が取扱う家財保険の受

付業務

当社は全国規模で業界初の信用照会システムと賃料債務保

証を提供し、１９年にわたる実績と画期的なノウハウが認

められて一般社団全国賃貸不動産管理業協会の推奨を頂き

堅実に成長しています。

代表取締

役社長
定村　吉高 品川公共職業安定所

13040-26075021 1304-653598-6
アークシステムテクノロ

ジーズ株式会社
http://arktec.ne.jp

営業／本社【正社員】／

五反田駅４分／品川区

関東エリアの不動産業者を訪問し、入居審査と賃貸保証商品と利用促進営業。

審査・保証ではなく不動産管理周辺業務にも配慮したサービスコンテンツの営

業を行って頂きます。　　☆スマートフォンを利用し、申込から契約までス

ムーズに進められるよう、申込者・管理会社様に配慮した新たなサービスも開

始しました。　※最初にしっかり社内研修を行いサービス内容を勉強して頂き

ますので安心してください。

不動産賃貸業（貸

家業，貸間業を除

く）

141-

0022

東京都品川区東五反田３－１

６－４７　Ｔｒｉｎｉｔｙ

Ｂｌｄｇ　２Ｆ

141-

0022

東京都品川区東五反田３

－１６－４７　Ｔｒｉｎ

ｉｔｙ　Ｂｌｄｇ　２Ｆ

試用期間

あり
３ヶ月

202,530円～

283,540円

不動産管理会社に対する賃貸保証　サービス業

務及び不動産管理会社　が取扱う家財保険の受

付業務

当社は全国規模で業界初の信用照会システムと賃料債務保

証を提供し、１９年にわたる実績と画期的なノウハウが認

められて一般社団全国賃貸不動産管理業協会の推奨を頂き

堅実に成長しています。

代表取締

役社長
定村　吉高 品川公共職業安定所

13070-15607821 1307-672317-3 株式会社ブライト https://jbg.ne.jp/ 営業／渋谷区代々木
◎テレアポや訪問の営業になります。　　　厳しいノルマなどは無く、わから

ない事が　　あってもスタッフが親切・丁寧に教えます。１
分類不能の産業

151-

0053

東京都渋谷区代々木３－１－

１　ＹＫＤ代々木４階

151-

0053

東京都渋谷区代々木３－

１－１　ＹＫＤ代々木４

階

　・簡単なエクセル（データ

入力）

試用期間

あり

３ヵ月

～６ヶ

月

200,000円～

350,000円

広告代理業務・システム開発業務　営業代行

サービス・販売代理店業務

和気あいあいとした社風です。　職場は常に笑いが絶えな

い雰囲気。特に社員同士の距離が近く、何でも聞けたり、

アットホームな会社です。

代表取締

役
長谷川彦 渋谷公共職業安定所

13080-19820321 1308-657842-8 エヌフィード株式会社
https://www.nfeed.co.j

p
コールセンター事務

企業間での情報のやり取りをメール・電話で対応する、　比較的簡単な事務作

業となります。　企業間の対応となるため、基本エンドユーザ対応等はありま

せん。

インターネット附

随サービス業

164-

0011

東京都中野区中央２丁目１３

番４号

105-

0022

東京都港区海岸一丁目７

番１号　※詳細は窓口へ

お問い合わせください

タイピングスキル（学習でも

可）　ＥＸＣＥＬ（学習でも

可）

試用期間

あり
３ヶ月

250,000円～

350,000円
ＩＴコンサル事業及び開発支援等

創業間もない小さな会社ですので、社員全員で色々な事を

決めて行ける会社を目指しています。

代表取締

役
村田清隆 新宿公共職業安定所

13080-19882721 1308-113912-8
オーロラ　ジャパン株式会

社
www.aurora-japan.co.jp

オフィス用品セールス

（法人向け）

既存顧客のルート営業　取引先への商品提案やフォロー業務　入社後、先輩社

員と一緒に業務を行います　業務を覚えて頂くまで、責任を持って指導致しま

す

電気機械器具卸売

業

160-

0023

東京都新宿区西新宿８－１２

－１

160-

0023

東京都新宿区西新宿８－

１２－１

試用期間

あり
３ヶ月

230,000円～

250,000円

各種事務用電卓、ハローキティ電卓、ディズ

ニー電卓、シュレッダー、ラミネーター、オ

フィス家具、その他Ｓ０Ｈ０向け事務用品の販

売、グループ全体の従業員数が約２０００人で

す。

完全週休２日制をはじめ夏季休暇、新年休暇、有給休暇別

度も設けている等、福利厚生も充実している。台湾市場に

立脚し中国市場を開拓し世界市場に挑戦するオーロラグ

ループの日本法人。

代表取締

役社長
陳　良能 新宿公共職業安定所

13190-02530621 1319-004981-8 株式会社　ｔｏｔｏｓｅｎ
寿司・総菜の販売等（寿

司・総菜部）／成瀬本店

寿司・惣菜の商品加工、販売　フライヤー、スチームコンベクションの操作や

お弁当、　総菜などの調理加工　サク取り、スライス、握りなどの業務をお任

せします。

各種食料品小売業
194-

0212

東京都町田市小山町　９８１

－２

194-

0011

東京都町田市成瀬が丘２

－２５－５　ビッグヨー

サン　成瀬本店

試用期間

あり
３ヶ月

190,000円～

210,000円
寿司・惣菜・調理販売

（株）ビッグヨーサン内の寿司・惣菜専門店です。創業以

来「新鮮な物をより安く」をモットーに、着実に成長して

来た企業です。売場面積当りの売上高では、業界トップク

ラスです。

代表取締

役
本多　みどり 町田公共職業安定所

13190-02532121 1319-004981-8 株式会社　ｔｏｔｏｓｅｎ

寿司・総菜の販売等（寿

司・総菜部）／町田小山

店

寿司・惣菜の商品加工、販売　フライヤー、スチームコンベクションの操作や

お弁当、　総菜などの調理加工　サク取り、スライス、握りなどの業務をお任

せします。

各種食料品小売業
194-

0212

東京都町田市小山町　９８１

－２

194-

0212

東京都町田市小山町９８

１－２　ビッグヨーサン

町田小山店

試用期間

あり
３ヶ月

190,000円～

210,000円
寿司・惣菜・調理販売

（株）ビッグヨーサン内の寿司・惣菜専門店です。創業以

来「新鮮な物をより安く」をモットーに、着実に成長して

来た企業です。売場面積当りの売上高では、業界トップク

ラスです。

代表取締

役
本多　みどり 町田公共職業安定所

13080-19097421 1308-428994-2
株式会社　ジェイアール

シー
https://www.jrc.ne.jp

法人営業（デスクワー

ク）

　固定得意先への内勤法人営業。デスクワークなので通年オフィスカジュアル

でＯＫです。　　全国の企業・官公庁・団体など法人に対して、ボールペン・

キーホルダー・ライター等の直輸入商品やカレンダー・うちわ等の季節商品、

ウイルス対策用商品を電話・ＦＡＸ・ＳＮＳ・ＤＭ等を活用して、提案営業を

行って頂くお仕事です。　　ひとりで仕事が出来る様になるまでは、ＯＪＴを

含めて先輩スタッフがサポートを行います。スキルアップのための資格取得支

援制度もあります。

他に分類されない

卸売業

167-

0051

東京都杉並区荻窪４－３２－

２　東洋時計ビル６Ｆ

167-

0051

東京都杉並区荻窪４－３

２－２　東洋時計ビル６

Ｆ

ワード・エクセルなどの基本

操作

試用期間

あり

最大

３ヶ月

240,000円～

280,000円

ボールペン・ライター・キーホルダー等ノベル

ティグッズの直輸入販売。　名入れや加工も自

社工場・海外協力工場で行っています。

スタッフ一人ひとりの「こうしたい」を実現できる個性豊

かな会社作りを目指しています。お客様に喜んで頂ける幅

広いジャンルの商品を製造元から直接お届けできるように

商品企画も行っています。

代表取締

役
佐々木　洋子 新宿公共職業安定所

13130-05932521 1313-629949-4 株式会社　大三 http://daisun.jp 経理事務
＊経理業務全般　　小口現金管理、伝票起票、　　見積書・契約書の作成、会

計データの入力　　電話応対、来客応対など

不動産賃貸業（貸

家業，貸間業を除

く）

132-

0035

東京都江戸川区平井５丁目１

０－７　サンセイハイツ１Ｄ

132-

0035

東京都江戸川区平井５丁

目１０－７　サンセイハ

イツ１Ｄ

基本ＰＣスキル（ワード、エ

クセル）

試用期間

あり

試用期

間３カ

月

200,000円～

250,000円

「不動産物件の管理・不動産コンサルティン

グ」「リフォーム・リノベーション事業」「不

動産仲介業」「産業廃棄物収集運搬業」など

当社は、不動産を管理する上で重要なメンテナンスを、自

社施工するため、煩わしい業務ストレスを軽減できます。

また、その道１０年スタッフがおりますので未経験でも安

心です。

代表取締

役社長
仲村　友則 木場公共職業安定所

22021-00720021 2202-010874-2
株式会社　フクダサイン

ボード

屋外広告看板の営業・管

理（東京営業所）

当社では屋外看板、外壁サイン、道路標識サイン、野立看板、カーマーキン

グ、銘板、イベントブースデザイン、屋内サインなど幅広い看板・サインのデ

ザイン製作を行っています。　　上記広告看板等の企画・営業をお願いしま

す。　・打合せ　・訪問先は、既存のお客様、及び新規のお客様です。　　新

規は建設業など　　社有車使用（軽バン、プロボックス）　・見積書、文書な

ど作成（ＰＣ使用）　・エリアは、関東地区全域です。

他に分類されない

製造業

433-

8112

静岡県浜松市北区初生町６８

８－７

101-

0063

東京都千代田区神田淡路

町２―２３　アクセス御

茶の水３階　【株式会社

フクダサインボード　東

京営業所】

エクセル・ワードを操作でき

ること

試用期間

あり
３か月

180,000円～

250,000円

大型ネオン看板、大型電飾看板、各種屋外広告

の製作施工、イベント企画設営。

当社は誰にでもできる簡単な作業システムです。　当社

は、ショールームを設けています。時代の先駆者となるべ

くＬＥＤ看板にも力を注いでいます。

代表取締

役
福田　二三雄

浜松公共職業安定所

細江出張所

13010-24790321 1301-647468-1 株式会社　創新ラボ
https://www.soushin-

lab.co.jp

人材開発コンサルタント

／トライアル併用

人材開発に関する仕組みづくり、研修設計、研修開催を支援するコンサルティ

ングを行います。　チームで行いますので、ご自分の経験や強みを活かして活

躍してください。　未経験者には、チームメンバーがサポートします。仕事

柄、教えることが好きなスタッフが揃っていますので、サポートを受けながら

成長していくことができます。　チームワークを活かして働きたい方、人材開

発に興味がある方、探求することが好きな方に向いている仕事です。

電気通信に附帯す

るサービス業

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１

６階

パソコンの基本操作（ワー

ド・エクセル・パワーポイン

ト）

試用期間

あり

３ヶ月

～６ヶ

月

220,000円～

270,000円

ＷＥＢ制作を始め、スタートアップから大手企

業様のシステム及びアプリ開発をしています。

テクノロジーの更なる可能性を探求しＡＩ、Ｖ

Ｒ／ＡＲなど幅広い領域へと事業展開していき

ます。

創業当初からテクノロジーの可能性を探求し、新たな挑戦

を繰り返してきました。活気に満ち、コミュニケーション

に富んだ職場環境。そして、自身が成長する為のチャレン

ジできる機会があります。

代表取締

役
下山　雄大 飯田橋公共職業安定所

13080-18642521 1308-633214-1
アスリーブレインズ株式会

社
https://a3-brains.co.jp/

ＩＴ関連サービス営業／

中野駅から４分

【ＩＴ業界がはじめての方、歓迎！】　・人物重視のため、学歴、転職回数、

ブランクも不問です！　・営業の経験もＩＴ業界の経験もなかったメンバーが

多数活躍中！　　　入社後は、未経験からはじめる気持ちを知る先輩たちが

丁寧に教えていきます。　＊あなたには、企業向けにＩＴ研修サービスなどを

提案していただきます。　＊他にも、エンジニアなどのＩＴ技術者が在籍する

会社向けに、　　人材育成計画のサポートを提案することも。　＊営業全体で

売上目標の達成を目指しているので、　　個人ノルマはありません。

情報処理・提供

サービス業

164-

0001

東京都中野区中野４－１０－

１　中野セントラルパーク

イースト２階

164-

0001

東京都中野区中野４－１

０－１　中野セントラル

パークイースト２階

ワード・エクセル・メール：

入力ができるレベル

試用期間

あり
３か月

200,000円～

280,000円

教育サービス（ＩＴ研修・ＩＴ資格取得）　ソ

フトウェア設計／開発／運用業務　ネットワー

ク・サーバ設計／構築／運用業務

教育サービス（ＩＴ研修・ＩＴ資格取得）　ソフトウェア

設計／開発／運用業務　ネットワーク・サーバ設計／構築

／運用業務

代表取締

役
島本佳幸 新宿公共職業安定所

13080-19038421 1308-202135-2 株式会社　ニーディック needk.com
インテリアファブリック

の営業

営業や営業業務を担当していただきます。　仕事内容は本人の希望や能力を考

慮します。　基本的には簡単なＰＣスキルがあれば未経験の方でもご安心くだ

さい。　先輩について仕事の流れを覚えて頂きます。　　（１）新規開拓や店

舗運営補助　（２）店舗・催事売り場作りや展示会などの準備　（３）お客様

宅の空間作り　（４）出荷（配送）業務　（５）電話応対、問合せ対応

他に分類されない

卸売業

164-

0012

東京都中野区本町３－６－１

０　３６１０ビル５Ｆ

164-

0012

東京都中野区本町３－６

－１０　３６１０ビル５

Ｆ

ＰＣ基本操作（エクセル等）
試用期間

あり
３ヶ月

165,858円～

180,281円
インテリア商品の企画・製造・卸・販売

カーテン等のインテリアファブリック商品を企画から製

造、卸、販売と言う当社オリジナルを主とし、独自のカ

ラーを打出し直営店４店舗を軸として、各デパート、小売

店にて販売。

代表取締

役社長
南村　佳男 新宿公共職業安定所

13130-05780521 1313-201280-1 小島工芸　株式会社
営業事務／トライアル併

用

＊受注業務（端末入力、伝票発行など）　＊電話対応　＊納品時に必要な伝票

類の準備　＊在庫等の問い合わせ対応　＊営業サポート業務　＊ショールーム

製品のレイアウト変更　＊ショールームにお越しのお客様の対応　＊その他、

事務作業全般　＊ｅコマースの運営

家具製造業
133-

0044

東京都江戸川区本一色３丁目

１３－３

133-

0044

東京都江戸川区本一色３

丁目１３－３

基本的なパソコン操作ができ

る

試用期間

あり
３ヶ月

178,300円～

238,000円
木製家具の製造・卸売業。

高級木製家具のトップメーカーとして、主要百貨店・専門

店への卸。製品は、すべて自社工場に於いて一貫生産し、

多品種、高生産量を誇る。

取締役社

長
小島　勝利 木場公共職業安定所

13130-05782321 1313-201280-1 小島工芸　株式会社
営業（木製家具）＜トラ

イアル併用求人＞

＊安心・安全・健康・耐震にこだわった国産木製家具の製造・　　卸をしてい

るメーカーの家具専門店向けルート営業です。　＊決められたお得意先への訪

問で、飛び込みはありません。　＊平日はお得意先への自社製品提案等の商

談、土曜・日曜・　　祝日はお得意先での販売。お得意先の売場移動のお手伝

い等　＊担当エリアは関東・北関東がメイン（その他の地域もあり）　＊移動

は、公共交通機関を利用（一部レンタカーの使用あり）　＊直行・直帰が基本

で残業も少なくワークバランスもとれます。　＊月ごとの売上により別途手当

の加算があります。　＊未経験者の方でも、製品知識や営業ノウハウを身につ

ける研修を丁寧に行います。

家具製造業
133-

0044

東京都江戸川区本一色３丁目

１３－３

133-

0044

東京都江戸川区本一色３

丁目１３－３

基本的なパソコン操作ができ

る

試用期間

あり
３ヶ月

178,300円～

238,000円
木製家具の製造・卸売業。

高級木製家具のトップメーカーとして、主要百貨店・専門

店への卸。製品は、すべて自社工場に於いて一貫生産し、

多品種、高生産量を誇る。

取締役社

長
小島　勝利 木場公共職業安定所

13150-05513821 1315-625031-8
株式会社メモリアルアート

の大野屋

https://www.ohnoya.co

.jp/

墓石販売営業（反響営

業）

資料請求やコールセンターへの問合せを頂いたお墓を探していらっしゃるお客

様に、墓所のご案内や墓石の提案を行う完全反響型営業です。　初めてのこと

に様々な不安を感じているお客様に対して、　「どのエリアに建立をお考えな

のか」、「どのようなお墓のデザインにしたいのか」等を聴き取り、　言葉に

出来ないような要望や想いを汲み取って、”かたち”にしていく供養のお手伝い

をするお仕事です。

冠婚葬祭業
190-

0012

東京都立川市曙町２－２２－

２０　立川センタービル９Ｆ

187-

0041

東京都小平市美園町３－

２－５　西関東支店・葬

儀事業本部・コールセン

ター・開発部・営業推進

室

試用期間

あり
３ヵ月

195,600円～

293,400円

霊園の造成企画および分譲受託、墓所造営等の

請負、諸石材の加工販売および石材工事の請

負、仏壇・仏具類の販売、生命保険代理店業

務、葬祭業及び斎場の経営等

「こころの豊かさ、こころのやすらぎ」を社会に提供し続

ける墓石業界最大手企業。高齢化社会を踏まえ、保険・葬

祭等の分野にも事業領域を拡大しメモリアルトータルサー

ビスを実現。

代表取締

役
奥田　実 立川公共職業安定所



19010-05222221 1901-004715-1 株式会社　三和リース
https://www.sanwa-

l.co.jp

営業職［東京営業所（八

王子市）勤務］

首都圏エリアの建設関連業者・ハウスメーカー等に対して、　仮設資機材の

リースレンタル営業を行います。　　《具体的な仕事内容》　・見積書や指示

書等の書類作成　・現場の状況確認　・お客様との打ち合わせ　・仮設機材や

職人の手配　・作業状況の確認　など　　※営業車貸与あり

産業用機械器具賃

貸業

406-

0801

山梨県笛吹市御坂町成田２４

３６

192-

0915

東京都八王子市宇津貫町

９６８　　株式会社　三

和リース　東京営業所

試用期間

あり
６ヶ月

180,000円～

350,000円

建設用仮設足場資機材の総合リース・枠組足

場・クサビ式足場・次世代式足場・組立・解

体・ハウス・トイレその他備品リース・イベン

ト企画ＣＡＤシステムによる作図・強度計算・

防災

山梨県を中心に、首都圏（東京・埼玉・神奈川）長野県全

域で　事業を展開。創業以来、多様化するニーズを的確に

捉え　迅速に対応し、売上は増収基調維持。

代表取締

役
伏見　哲郎 甲府公共職業安定所

23020-15237921 2302-229617-3
株式会社　ファブリカコ

ミュニケーションズ

http://www.fabrica-

com.co.jp
法人営業

中古車販売店様に対して、自社開発の販売管理クラウドシステム　「ｓｙｍｐ

ｈｏｎｙ」の提案営業をお願いします。　　※新規開拓　ＤＭや既存顧客から

の紹介、飛込みを中心に新規顧客へ訪問。　お困りごとをヒヤリングし、課題

解決につながる提案をします。　　※既存顧客フォロー　「ｓｙｍｐｈｏｎ

ｙ」の導入サポートや操作方法のレクチャー、　広告出稿サポート、業務効率

化や売り上げ増といった　トータルコンサルティング業務を行います。

自動車小売業
460-

0003

愛知県名古屋市中区錦三丁目

５－３０　三晃錦ビル８Ｆ

000-

0000

北海道・宮城・埼玉・東

京・神奈川・愛知・大

阪・兵庫・福岡　※詳細

は「求人に関する特記事

項」欄を参照してくださ

い。

試用期間

あり
３ヶ月

203,700円～

281,600円

業務支援システムの構築・販売。インターネッ

トメディア事業。ＷＥＢマーケティング支援事

業。自動車整備・鈑金・レンタカー事業。ＳＭ

Ｓ配信ソリューション事業等。

２０２１年に株式上場し、成長中！当社では、誰にでも平

等にチャンスがあります。新しい環境で自分の可能性に

チャレンジしたい方、ぜひこの機会にご応募ください。

代表取締

役社長
谷口　政人

名古屋中公共職業安定

所

37030-01452921 3703-101721-5
株式会社　コーエイコン

ピューターシステム

https://www.tera-

net.co.jp/koei/
営業職（東京支店）

給食業務を行うためのソフトウェアーの企画提案を行う営業職です。　主に、

自治体（学校給食・公立保育園・公立施設等）、病院、介護施設、給食弁当会

社、給食業務委託業者等、幅の広い営業先です。　商品は、自社開発のソフト

ウェア給食業務ソフトＥＩＢＵＮシリーズ全国自治体への導入は１０区１２５

市２４町３村、全国で合計１６２の導入実績（現在ご利用）があります。　具

体的なお仕事は、ソフトウェアの提案、デモンストレーション、見積作成、打

ち合わせ業務、導入支援、ユーザー保守になります。　デモンストレーション

は、訪問のほかオンラインでも実施しています。自治体のほかに、病院・施設

などの給食業務でもご利用いただいていますので、そちらへのご提案業務もご

ざいます。

ソフトウェア業
762-

0006

香川県坂出市旭町一丁目１－

２７

101-

0032

東京都千代田区岩本町３

－４－５　第１東ビル

６階

ＥＸＣＥＬ、ＷＯＲＤの実務
試用期間

あり

３か月

間

220,000円～

320,000円

医療関係・食育・特定保健指導・栄養管理を中

心としたソフトウェアの企画・開発。全国の市

町村、自治体、病院、施設、学校、保育園等の

公共機関への販売・保守業務を行っています。

令和３年、東京商工リサーチの香川県優良企業に選ばれ内

外共に安定が保証された企業です。社員一人一人を尊重し

共に成長を続ける企業です。弊社ソフトウェアは食の安全

と健康に貢献しています。

代表取締

役
尾松　賞昭 坂出公共職業安定所

01010-09335421 0101-138455-7 株式会社　アミクス
https://www.amicus.co

.jp

営業員（東京支店）（東

京都中央区）

法人へオフィスのセキュリティやＯＡ機器等の導入・改善提案　　＊入社後、

取引先の大手メーカー数社の研修を受講して頂きます。　　（営業未経験の

方、歓迎します）　＊営業エリア：東京２３区内、及び近郊　＊自動車免許が

ある方は社用車使用、ない方は公共交通機関利用。　　＊男性女性ともに活躍

中

電気機械器具卸売

業

060-

0031

北海道札幌市中央区北１条東

１丁目６－５　札幌イースト

スクエア８階

104-

0032

東京都中央区八丁堀３－

１８－６　ＰＭＯ八丁堀

３－６Ｆ

試用期間

あり
６ヶ月

150,000円～

300,000円

オフィスセキュリティ対策の提案。ＯＡ機器・

情報通信設備の販売・施工・保守。セールスア

ウトソーシング事業。　派０１－３０１０５０

顧客満足をモットーに安定成長を続けています。　今まで

の業界の習慣には無いことをやりたくて立ち上げた会社。

業界に染まっていない人材を求めます。　※社員平均年齢

２５．７歳

代表取締

役
佐々木　和也 札幌公共職業安定所

13010-24578821 1301-656221-7
ネオス・ジャパン　株式会

社
http://www.neoss.co.jp 営業

歯科先進国であるスウェーデン製の歯科用インプラントを販売する会社です。

本社のネオス社は世界２７ケ国で販売展開する医療機器具専門メーカーです。

当社は設立以来５年が経過し、プレミアムインプラントとして、価格競争では

無く商品の品質で販売量を伸ばしてきました。この度、活動範囲の拡大と顧客

増のため、営業担当者を増員致します。未経験者には、社内研修を経て、社内

の経験者が顧客に同行しながら、仕事を覚えて頂きます。主に、全国の歯科医

院・歯科技工所への製品の説明と販売ですが、展示会参加や自社セミナーの開

催も行っております。また、主要な顧客と海外へ出張する場合もあります。

医薬品・化粧品等

卸売業

101-

0041

東京都千代田区神田須田町１

－４　　Ｙ１０１ビル５Ｆ

101-

0041

東京都千代田区神田須田

町１－４　　Ｙ１０１ビ

ル５Ｆ

試用期間

あり
６ヶ月

204,300円～

266,500円

歯科用インプラントや関連製品の国内販売をし

ています。イギリス本社のインプラントメー

カー「Ｎｅｏｓｓ」社の日本での販売代理店で

す。

２０１６年４月より日本国内での販売を開始し、新規顧客

獲得に努めています。セミナー、学会、展示会を通じての

先生方とのコミュニケーションを重視しています。

代表取締

役
吉田　一郎 飯田橋公共職業安定所

13130-05657021 1313-613508-1
株式会社　ティアンドケイ

若州ゴルフリンクス

https://wakasu.golftk.c

om/

ゴルフ場　キャディマス

ター室　【指定管理】

・お客様のゴルフプレーのスタート管理　　・キャディスタッフの業務シフト

管理　　・競技スコア集計作業　　・ゴルフ場全般業務サポート　等

スポーツ施設提供

業

136-

0083

東京都江東区若洲３丁目１－

２

136-

0083

東京都江東区若洲３丁目

１－２
入力程度

試用期間

あり
６ヶ月

185,500円～

185,500円
ゴルフ場　管理運営

若洲ゴルフリンクスは、東京都２３区内に位置する三方を

海に囲まれた景観優美な広大なゴルフ場です。ゴルフ場の

顔として、優雅にカッコ良く御客様をお迎えし、非日常を

おもてなしする仕事です。

副支配人 大路　直人 木場公共職業安定所

22120-02127221 2212-101236-5
エフシー中央薬理研究所

株式会社

www.fc-chuo-yakuri-

lab.co.jp

化粧品ＯＥＭ製造の営

業・企画（東京営業所）

＊化粧品・医薬部外品　ＯＥＭ製造の営業・企画業務　　　お取引先との打ち

合わせ及びプレゼンテーション　　（出張あり）　　御見積書の作成・製品の

簡易設計書の作成他　　＊原料メーカー・化粧品メーカー・化粧品ＯＥＭ製造

工場勤務の　　経験者歓迎　＊生産業務・間接部門の研修あり（２週間程度）

化粧品・歯磨・そ

の他の化粧用調整

品製造業

426-

0055

静岡県藤枝市大西町２丁目８

－６

140-

0013

東京都品川区南大井６ー

１９－６大森勧業ビル２

Ｆ

エクセル・ワード
試用期間

あり
３カ月

172,000円～

250,000円
化粧品・医薬部外品製造業

企画から研究開発、製造、品質管理、配送にいたるまで自

社で行う社内一貫体制でのものづくり

代表取締

役
朝比奈　謙太 焼津公共職業安定所

43080-01463121 4308-010279-7 西田鉄工　株式会社 www.nishida.co.jp 営業職　【関東支店】

＊主な仕事内容は、　・水門、ダム、除塵機等のインフラ設備の営業。　（官

公庁、民家企業への既存、新規営業）　　・積算業務。　　・事務作業等。

・その他、上記に付随する営業関連業務。　　※業務ではパソコン（エクセ

ル、ワードの基本操作必須）　　を使用します。

その他の金属製品

製造業

869-

0416
熊本県宇土市松山町４５４１

130-

0012

東京都墨田区太平３丁目

３番１２号　アドバンス

喜月ビル　　西田鉄工株

式会社　関東支店

エクセル、ワードの基本操作
試用期間

あり

試用期

間６ヶ

月

192,800円～

264,900円

ダム用ゲート設備・河川用水門などの設計・製

作・施工　津波・高潮などの水害から国土や人

命を守る防災設備の設計・製作・施工・メンテ

ナンス

７０年以上の歴史と業界トップクラスの実績を誇っていま

す！　津波などの水害から国土や人命を守るため、水を必

要とする地域や人々のため、仕事に誇りと責任を持ち、業

務に取り組んでいます。

代表取締

役
大渕　憲二 宇城公共職業安定所

13030-03225021 1303-013431-3 株式会社フォースター 宝石卸売販売営業
宝石を小売店、デパートに販売します。（ルートセールス）　宝石制作の企

画、提案作業。
非鉄金属卸売業

110-

0005

東京都台東区上野５－２３－

８　キューアス御徒町ビル３

階

110-

0005

東京都台東区上野５－２

３－８　キューアス御徒

町ビル３階

試用期間

あり
３カ月

200,000円～

250,000円
宝石（ダイヤモンド）貴金属卸

品質重視の商品を取扱い、自分自身で考え行動が出来ま

す。　個人裁量が広くクリエイティブな能力が発揮できる

会社です。

代表取締

役
小林　登志郎 上野公共職業安定所

13030-03232921 1303-615929-8
株式会社　レックス・ベ

リー

http://www.rex-

very.com/

営業（食品　主にこだわ

りアイスの卸）＜トライ

アル併用＞

弊社は、自社ブランドのこだわりアイスや食品を、卸販売をしています。顧客

数は、数百社になり毎日当日発送の受注をＡＭまでに処理しています。素材に

こだわったアイスを、全国の観光地・飲食店・ホテル等に卸売りを行うための

営業です。　飛び込み営業も行いますが、軒並みに入れる商品の営業ではな

く、高付加価値商品を求めているお客様への案内になるので成功率が高いで

す。　その他、年間３回の展示会、ＨＰ問い合わせからの営業と様々ですが、

意識を高く、意欲をもって仕事に打ち込める方、大歓迎です。　営業未経験者

も歓迎　＊日曜公休含め月８休（シフト制）

食料・飲料卸売業
110-

0015

東京都台東区東上野１－１２

－５

111-

0032

東京都台東区浅草２ー

７ー３　３階　株式会社

レックス・ベリー　営業

本部

Ｅｘｃｅｌ
試用期間

あり
６ヶ月

230,000円～

280,000円

自社ブランドのこだわりアイス・中華まんを全

国に卸販売して　います。　浅草に直営店あり

（お濃茶スイーツ専門店　雷一茶　浅草本

店）。

お客様への売り上げがみんなの給与になります。従業員の

成長なくして会社の成長はありません。お客様の満足がな

くして企業の満足（発展）もありません。『笑顔のつなが

り』を大切にしています。

代表取締

役
塩谷　龍司 上野公共職業安定所

13040-23489221 1304-647688-1 株式会社　エイネス http://www.aness.co.jp 営業職

＜セールスソリューション＞　・営業コンサルティング　・代理店業務　・営

業代行　・電話営業代行　様々な企業の様々なサービス・製品を　お客様に代

わって営業する仕事です。　主にインフラ商材を中心に　営業代行を行い、契

約の成立までを担います。　エイネスでは電話営業を営業力の基礎と捉え、

質の高い仕事を行うための育成システムが確立しています。

情報処理・提供

サービス業

141-

0031

東京都品川区西五反田２丁目

２７－３　Ａ－ＰＬＡＣＥ西

五反田２Ｆ

141-

0031

東京都品川区西五反田２

丁目２７－３　Ａ－ＰＬ

ＡＣＥ西五反田２Ｆ

試用期間

あり

６か月

間

210,000円～

210,000円

セールスソリューション事業　通信ソリュー

ション事業　人材派遣事業（派１３ー３１３９

５７）

促進する、加速するという意味の「Ａｃｃｅｌｅｒａｔ

ｅ」、仕事の「Ｂｕｓｉｎｅｓｓ」でエイネス「Ａｎｅｓ

ｓ」。企業様の課題をサポ―トし本業に専念できる環境づ

くりを行っております

代表取締

役
坂東　義勝 品川公共職業安定所

13080-17076121 1308-432803-6 株式会社　テイクス WWW.ts-e.net 不動産事務／トライアル

・自社管理物件の募集管理　　　　　　　　　　　　　　　・事務、　・売買

賃貸仲介の来店、紹介各に対して物件の紹介、案内　・契約のサポート等の業

務　・パソコンによる物件入力、物件図面、契約書等の作成

建物売買業，土地

売買業

160-

0023

東京都新宿区西新宿１－１１

－１２　イクタビル５階

160-

0023

東京都新宿区西新宿１－

１１－１２　イクタビル

５階

試用期間

あり
３ヶ月

190,000円～

240,000円

不動産の売買・賃貸管理及び仲介、代理。不動

産及び資産運用に関するコンサルティング業

務。　不動産鑑定業。

不動産のコンサルタントとして、資産形成の為の運用・管

理で実績と顧客の信頼を得ている。　　賃貸仲介を中心と

した店舗を新宿西口に開設し、業績と顧客の拡大が見込ま

代表取締

役
武政　憲一郎 新宿公共職業安定所

13130-05323921 1313-411318-2 株式会社ニイチク
http://www.niichiku.co

m/pc/
総務事務

弊社総務部門において社会保険業務、給与計算業務、備品管理、他総務一般業

務を行っていただきます。

農畜産物・水産物

卸売業

135-

0062

東京都江東区東雲２丁目１１

－２２

135-

0062

東京都江東区東雲２丁目

１１－２２

試用期間

あり

入社日

より３

か月

230,000円～

260,000円
食肉卸及び加工 アットホームで働きやすい職場です。

代表取締

役
山田　彰男 木場公共職業安定所

24090-01851121 2409-103118-0
株式会社　鈴鹿　（旧）株

式会社鈴鹿電設

https://www.suzuka-

group.co.jp
【東京営業所】総務事務

総務関係の事務業務をお願いいたします。　■受付、来客対応　■電話応対

■オフィス管理（備品管理、衛生管理）　■本社総務業務補助　　※管理部門

は（株）鈴鹿より　　（株）鈴鹿グループへ出向になります！

電気工事業
513-

0014

三重県鈴鹿市高岡町６５４－

１

103-

0022

東京都中央区日本橋室町

４丁目２－１３　オバザ

ワビル２階・３階　【東

京営業所】

Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ基本操

作

試用期間

あり
３ヶ月

165,700円～

307,000円

電気設備、空調給排水設備の設計・施工・管

理、土木工事、開発設計等の開発事業。太陽光

等再生エネルギー事業。　＊健康保険は三重県

建設国民健康保険加入

全社員が一丸となって業務に専念し改善にも常に前向きに

取り組んでいます。また大手建設会社や官公庁からの受注

も多く業績も安定しております。２０２０年に健康経営優

良法人に認定されました。

代表取締

役
瀬古　恭裕 鈴鹿公共職業安定所

40080-01251121 4008-101353-3 株式会社　丸和技研
http://www.maruwagik

en.co.jp
営業／東京営業所

＊トンネル工事・法面工事用工具を固定客及び新規顧客へ　　提案営業を行っ

て頂きます　　＊製鉄会社への営業　　高炉、原料工場向け打撃工具類（ビッ

ト、耐摩耗材等）　　＊非鉄精錬会社への営業　　打撃工具類（耐摩耗材等）

＊社用車：普通車（ＡＴ車）　　　≪面接にはハローワークの紹介状が必要で

す≫

金属加工機械製造

業

822-

0003

福岡県直方市大字上頓野４９

６５－１

143-

0023

東京都大田区山王２－１

－８　山王アーバンライ

フ５０９　　「（株）丸

和技研　東京営業所」

試用期間

あり
６か月

237,000円～

280,000円

超硬合金およびセラミックの研削加工　都市土

木工具・建設土木工具・特殊穿孔工具の製造販

売　耐摩耗工具の製造販売

将来が期待されるハイテクの新しい会社です　素材等の研

究開発等を行っており５つの業界にまたがる商売をしてい

る安定した会社です

代表取締

役
嘉屋　文康 直方公共職業安定所

12040-01400721 1204-001032-0
ヤスダファインテ　株式会

社

http://www.yasudaft.co

.jp

営業（設備・機械）（東

京本部）

食品製造会社様の工場設備及びプラント工事の営業のお仕事です。　　・プラ

ント工事の他に、ステンレス製タンクやミキサー、　　ポンプ、タンクロー

リーの営業となります。　　＊経験は問いません。

一般産業用機械・

装置製造業

296-

0197
千葉県鴨川市北風原９３８

130-

0005

東京都墨田区東駒形４丁

目１２番１０号

ヤスダファインテ株式会

社　東京本部

試用期間

あり
３ヶ月

165,500円～

244,000円

液体食品を中心とした食品加工用機械器具製造

販売。タンク事業（牛乳・ビール等液体食品加

工用タンク）、ローリー事業（牛乳・液糖等輸

送用タンクローリー）、プラント事業（配管・

電気工事）

牛乳やビール・ジュース・ヨーグルト・ソースなどの液体

食品を作る会社様の工場設備や、液体食品を運ぶタンク

ローリーの設計・製造を行っているエンジニアリングメー

カーです。

代表取締

役社長
安田　良也 館山公共職業安定所

13010-22153621 1301-653252-0 株式会社　ＫＧスカイ http://www.kgsky.co.jp 広告代理店営業

広告代理店、出版、印刷会社から編集業務・原稿作成・ＤＴＰを受注する仕事

です。　印刷物並びにＷＥＢ広告、ＨＰ、動画作成など広告制作を受注しま

す。

印刷関連サービス

業

101-

0065

東京都千代田区西神田２－７

－４　島崎ビル６階

101-

0065

東京都千代田区西神田２

－７－４　島崎ビル６階
ＯＦＦＩＣＥが使える

試用期間

あり
３カ月

280,000円～

320,000円

印刷物のデザイン、ＤＴＰ制作、ＷＥＢ企画制

作、システム開発などにより、総合広告業を目

指しております。

当社には、顧客の要望に応えるために、どんなシステムで

も実現できるプロ集団（デザイン、プログラム、インフ

ラ）がそろっています。

代表取締

役
吉川　健 飯田橋公共職業安定所

13080-16470821 1308-450285-1
株式会社　トラストテクノ

ロジー

http://www.trust-

t.com/

総務・一般事務／未経験

者ＯＫ／西新宿駅徒歩５

分

社内の管理部門で総務事務関係の業務全般を担当して頂きます。　・書類作成

業務（通達文の作成、雇用契約書の作成他）　・備品管理（残数確認及び発

注、名刺作成）　・勤怠データ管理　　・給与計算業績　・求人、人事に関す

る業務　・各種申請書申込（社会保険手続き補助、年末調整補助）　・各種庶

務業務（書類送付・ファイリング等）　・人材管理（シフト管理、労働者名簿

更新）　　※未経験でも丁寧に指導いたします。

産業機械器具卸売

業

160-

0023

東京都新宿区西新宿６－１２

－１　パークウエスト　１３

階

160-

0023

東京都新宿区西新宿６－

１２－１　パークウエス

ト　１３階

パソコン操作（Ｗｏｒｄ、Ｅ

ｘｃｅｌ、ｅ－ｍａｉｌ基本

操作等）

試用期間

あり

１～

３ヶ月

210,000円～

210,000円

半導体を製造する装置の売買を主業務とする専

門商社です。サービス・ソリューションも同時

に提供しております。アジア各国を中心とした

エンドユーザー、半導体製造メーカーと専属取

引中です。

ＩＣＴを活用した場所に捉われない働き方を採用している

為、子育て中の方も活躍中です。各自が自分の仕事に責任

と誇りをもって取り組んでおり売り上げも順調

代表取締

役
頼　榮陸 新宿公共職業安定所

13080-16472521 1308-450285-1
株式会社　トラストテクノ

ロジー

http://www.trust-

t.com/

人事・一般事務／未経験

者ＯＫ／西新宿駅徒歩５

分

◎社内の管理部門で人事事務関係の業務全般を担当して頂きます。　・求人、

人事に関する業務　・入退社管理手続（入社前オリエンテーション、社員名簿

登録）　・資料作成　・研修に関わる業務　・社会保険関係（算定基礎届作成

補助、離職票発行手続）　・経費関連の管理業務　　・給与計算業績　　※面

接には、Ｓｋｙｐｅを使用する等ＩＣＴを活かした人事システ　ム採用　　※

未経験者歓迎！　丁寧に指導しますので安心してご応募下さい。

産業機械器具卸売

業

160-

0023

東京都新宿区西新宿６－１２

－１　パークウエスト　１３

階

160-

0023

東京都新宿区西新宿６－

１２－１　パークウエス

ト　１３階

パソコン操作（Ｗｏｒｄ、Ｅ

ｘｃｅｌ、ｅ－ｍａｉｌ基本

操作等）

試用期間

あり

１～

３ヶ月

210,000円～

210,000円

半導体を製造する装置の売買を主業務とする専

門商社です。サービス・ソリューションも同時

に提供しております。アジア各国を中心とした

エンドユーザー、半導体製造メーカーと専属取

引中です。

ＩＣＴを活用した場所に捉われない働き方を採用している

為、子育て中の方も活躍中です。各自が自分の仕事に責任

と誇りをもって取り組んでおり売り上げも順調

代表取締

役
頼　榮陸 新宿公共職業安定所



13080-16475621 1308-450285-1
株式会社　トラストテクノ

ロジー

http://www.trust-

t.com/
経理・一般事務

・採用関連の業務　・入退社管理手続き　・社会保険、雇用保険等に関する手

続き　・研修資料の作成、新人研修　・給与計算　・経費入出金管理　・ＰＣ

管理、設定業務　・案件管理　・銀行関連業務　　＊未経験者ＯＫ。エクセル

得意な方歓迎。

産業機械器具卸売

業

160-

0023

東京都新宿区西新宿６－１２

－１　パークウエスト　１３

階

160-

0023

東京都新宿区西新宿６－

１２－１　パークウエス

ト　１３階

Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ、ｅ－

ｍａｉｌ基本操作

試用期間

あり

１～

３ヶ月

210,000円～

210,000円

半導体を製造する装置の売買を主業務とする専

門商社です。サービス・ソリューションも同時

に提供しております。アジア各国を中心とした

エンドユーザー、半導体製造メーカーと専属取

引中です。

ＩＣＴを活用した場所に捉われない働き方を採用している

為、子育て中の方も活躍中です。各自が自分の仕事に責任

と誇りをもって取り組んでおり売り上げも順調

代表取締

役
頼　榮陸 新宿公共職業安定所

13080-16478021 1308-450285-1
株式会社　トラストテクノ

ロジー

http://www.trust-

t.com/

海外営業（企画・マーケ

ティング）

社内の営業部にて海外顧客に向けて半導体装置の販売業務、　市場調査をして

いただきます。　　・海外顧客へ当社取り扱いの装置を紹介してもらいますの

で　　（電話、メール）、中国語、韓国語、英語のいずれか１か国語　　でき

る方歓迎。　　＊自身の語学力を生かせます。向上心のある方、粘り強い方大

歓迎

産業機械器具卸売

業

160-

0023

東京都新宿区西新宿６－１２

－１　パークウエスト　１３

階

160-

0023

東京都新宿区西新宿６－

１２－１　パークウエス

ト　１３階

Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ、ｅ－

ｍａｉｌ基本操作

試用期間

あり

１～

３ヶ月

210,000円～

210,000円

半導体を製造する装置の売買を主業務とする専

門商社です。サービス・ソリューションも同時

に提供しております。アジア各国を中心とした

エンドユーザー、半導体製造メーカーと専属取

引中です。

ＩＣＴを活用した場所に捉われない働き方を採用している

為、子育て中の方も活躍中です。各自が自分の仕事に責任

と誇りをもって取り組んでおり売り上げも順調

代表取締

役
頼　榮陸 新宿公共職業安定所

13080-16479721 1308-450285-1
株式会社　トラストテクノ

ロジー

http://www.trust-

t.com/

財務・一般事務／未経験

者ＯＫ／西新宿駅徒歩５

分

◎社内の管理部門で財務・一般事務の業務を担当して頂きます。　・案件表記

入、案件対応　・案件に関する銀行管理　・業務管理、内部統制　・監査対

応、決算書類準備　・資料作成、研修に関わる業務　　※未経験者歓迎！丁寧

に指導しますので安心してご応募ください。　※配属となる経営戦略室は、今

後ＩＴを駆使して管理していくので、ＰＣ操作に強い方大歓迎です。

産業機械器具卸売

業

160-

0023

東京都新宿区西新宿６－１２

－１　パークウエスト　１３

階

160-

0023

東京都新宿区西新宿６－

１２－１　パークウエス

ト　１３階

パソコン操作（Ｗｏｒｄ、Ｅ

ｘｃｅｌ、ｅ－ｍａｉｌ基本

操作等）

試用期間

あり

１～

３ヶ月

210,000円～

210,000円

半導体を製造する装置の売買を主業務とする専

門商社です。サービス・ソリューションも同時

に提供しております。アジア各国を中心とした

エンドユーザー、半導体製造メーカーと専属取

引中です。

ＩＣＴを活用した場所に捉われない働き方を採用している

為、子育て中の方も活躍中です。各自が自分の仕事に責任

と誇りをもって取り組んでおり売り上げも順調

代表取締

役
頼　榮陸 新宿公共職業安定所

13080-16493021 1308-450285-1
株式会社　トラストテクノ

ロジー

http://www.trust-

t.com/

企画営業（企画・マーケ

ティング）／西新宿駅徒

歩５分

社内の営業部にて固定顧客に連絡し、販売マーケティングをしていただきま

す。　お客様は既存顧客ばかりです。　　・既存顧客への定期的な連絡（電

話、メール）　　→お客様の近況の確認や保有装置などの聞き取り　　・顧客

リストの更新、管理　　＊向上心のある方、粘り強い方、お客様と会話の楽し

める方大歓迎　です。

産業機械器具卸売

業

160-

0023

東京都新宿区西新宿６－１２

－１　パークウエスト　１３

階

160-

0023

東京都新宿区西新宿６－

１２－１　パークウエス

ト　１３階

Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ、ｅ－

ｍａｉｌ基本操作

試用期間

あり

１～

３ヶ月

210,000円～

210,000円

半導体を製造する装置の売買を主業務とする専

門商社です。サービス・ソリューションも同時

に提供しております。アジア各国を中心とした

エンドユーザー、半導体製造メーカーと専属取

引中です。

ＩＣＴを活用した場所に捉われない働き方を採用している

為、子育て中の方も活躍中です。各自が自分の仕事に責任

と誇りをもって取り組んでおり売り上げも順調

代表取締

役
頼　榮陸 新宿公共職業安定所

13090-07753621 1309-620377-1 株式会社　絆
http://lien-

beauty.com/

受付業務（美容室Ｌｉｅ

ｎ志村坂上店）トライア

ル併用

・受付対応、電話対応　　・お客様へのお茶出し　　・美容業務補佐 美容業
174-

0046

東京都板橋区蓮根２－１－３

メゾン・エヌ１階

174-

0056

東京都板橋区志村１－３

４－１４　美容室　Ｌｉ

ｅｎ　志村坂上店

試用期間

あり
３ヶ月

180,000円～

200,000円

美容業全般です。幅広い年代層のお客様にご来

店いただいています。普通のサロンとは違い髪

を美しくする事に力を入れているクリニックサ

ロンです。東京美容国民健康保険組合加入。

スタッフ全員がとても仲の良いお店です。スタッフは女性

が多いので、結婚や出産で仕事を離れていた方も応援しま

す。スタッフの事を第一に考える会社です。

代表取締

役
冨野　公裕 池袋公共職業安定所

13090-07758821 1309-620377-1 株式会社　絆
http://lien-

beauty.com/

受付業務（美容室Ｌｉｅ

ｎ大山店）トライアル併

用

・受付対応、電話対応　　・美容業務補佐 美容業
174-

0046

東京都板橋区蓮根２－１－３

メゾン・エヌ１階

173-

0014

東京都板橋区大山東町３

８－６　ＭＤＢビル１Ｆ

美容室Ｌｉｅｎ大山店

試用期間

あり
３ヶ月

180,000円～

200,000円

美容業全般です。幅広い年代層のお客様にご来

店いただいています。普通のサロンとは違い髪

を美しくする事に力を入れているクリニックサ

ロンです。東京美容国民健康保険組合加入。

スタッフ全員がとても仲の良いお店です。スタッフは女性

が多いので、結婚や出産で仕事を離れていた方も応援しま

す。スタッフの事を第一に考える会社です。

代表取締

役
冨野　公裕 池袋公共職業安定所

31030-01349521 3103-320642-4 株式会社　サンセキ
http://www.sanseki.co

m

営業（東京支社）建築工

事営業

建築石工事の営業、見積り業務、現場管理　　＊見積り等の作成にパソコン

（エクセル・ワード）を使用　　しますので簡単な打ち込みが出来る方　＊営

業車・携帯電話・パソコン貸与

他に分類されない

卸売業

689-

2293

鳥取県東伯郡北栄町東園３２

３－１

151-

0061

東京都渋谷区初台１－４

９－１　３０田中ビル９

Ｆ

見積り等の作成にパソコン

（エクセル、ワード）を使用

します。　簡単な打ち込みが

出来る方。

試用期間

あり
３ヶ月

170,000円～

270,000円

★墓石製品・原石・工芸品等の輸入及び加工

卸。建築石工事、景観土木石工事設計・施工。

建築・景観土木石材・中国製タイルの輸入卸・

納骨堂販売。

当社は生産拠点の中国等で墓石や建築製品などに加工され

た石製品を輸入し全国の石材店　ゼネコン・ハウスメー

カー等に販売する全国トップクラスの石材総合商社です

代表取締

役
熊野　俊也 倉吉公共職業安定所

13090-07702621 1309-635468-0 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日に巡回する現場は数カ所以内です。

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

４４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

13010-21198821 1301-545068-8
医療法人社団　すみれ会

野本歯科歯科医院

http://nomodent5454.c

om
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

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

13070-12332821 1307-621952-6
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。

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

１２０７

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

13110-03805021 1311-203427-6 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

13030-02860021 1303-210222-3
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２－１

６－２０

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

13080-14954321 1308-651105-6 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。

建築リフォーム工

事業

168-

0071

東京都杉並区高井戸西１－３

３－２　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

13080-14981021 1308-627668-5 プロテック株式会社 http://protec-inc.com
営業（コンピュータ業

界）

・ＩＴ人材派遣業、ＳＥＳの営業の業務　・契約書、見積り請求書など作成

・お客様との交渉

情報処理・提供

サービス業

160-

0023

東京都新宿区西新宿７丁目５

番地５号　プラザ西新宿５０

７号室

160-

0023

東京都新宿区西新宿７丁

目５番地５号　プラザ西

新宿５０７号室

入力スキル必須
試用期間

あり
３ヶ月

225,000円～

400,000円

情報処理・提供サービス・ＳＥ・プログラ

マー・オペレーター要員の派遣。コンピュー

ターのソフトウェア開発。又、関連会社から各

種資料作成なども引き受けています。

オープン系から汎用系まで、幅広く取り扱っています。

当社では社内研修なども行い技術者のスキルアップを考え

て運営をしています。

代表取締

役
増田　公世 新宿公共職業安定所

13140-02816321 1314-615913-0
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

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

13080-14781121 1308-655057-8 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
ソフトウェア業

160-

0023

東京都新宿区西新宿７ー５－

９　ファーストリアルタワー

新宿８０４

160-

0023

東京都新宿区西新宿７ー

５－９　ファーストリア

ルタワー新宿８０４

ｅｘｃｅｌ初級が使用できる
試用期間

なし

189,000円～

250,000円

企業システム設計・構築をしています。主に事

務作業が中心になります。リーダ業務、サーバ

ネットワーク運用の仕事をメインに請けていま

す。

エクセルが得意な事務員やＩＴエンジニアを中心に積極的

に採用予定、社長自ら教育サポートと人材育成を行いま

す。ＩＴコンサルタント、サーバネットワークエンジニア

を中心に構成されています。

代表取締

役社長
西　優輔 新宿公共職業安定所

13080-14782021 1308-655057-8 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
ソフトウェア業

160-

0023

東京都新宿区西新宿７ー５－

９　ファーストリアルタワー

新宿８０４

160-

0023

東京都新宿区西新宿７ー

５－９　ファーストリア

ルタワー新宿８０４

試用期間

なし

189,000円～

250,000円

企業システム設計・構築をしています。主に事

務作業が中心になります。リーダ業務、サーバ

ネットワーク運用の仕事をメインに請けていま

す。

エクセルが得意な事務員やＩＴエンジニアを中心に積極的

に採用予定、社長自ら教育サポートと人材育成を行いま

す。ＩＴコンサルタント、サーバネットワークエンジニア

を中心に構成されています。

代表取締

役社長
西　優輔 新宿公共職業安定所

27010-10934621 2701-613743-5
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。

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

13010-19709221 1301-541917-4 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。　＊使用方法は一から指導しますの

で、未経験者でも可

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す。

代表取締

役
松井　秀太 飯田橋公共職業安定所

13010-19971421 1301-651125-0
メディカルホットライン株

式会社

医療コンサルの会社で

総務業務（キャリアアッ

プあり）

＜総務、庶務＞　・勤怠管理、備品発注管理　・オフィス運営、管理　・書類

などの作成、ファイリング　・電話対応や来客対応、データ入力　など　＜広

報＞　・各「医療法人」、各「株式会社」の公式ＨＰの運営管理　・広告の企

画提案　・ベンダー管理　など　＜社内啓蒙＞　　・健康、体調管理に関わる

呼びかけ。　・研修、教育の提案　　など

経営コンサルタン

ト業，純粋持株会

社

103-

0028

東京都中央区八重洲１丁目３

－７　八重洲ファーストフィ

ナンシャルビル１３階

103-

0028

東京都中央区八重洲１丁

目３－７　八重洲ファー

ストフィナンシャルビル

１３階

・基本的なＯＡスキル（Ｅｘ

ｃｅｌ、Ｗｏｒｄ、Ｐｏｗｅ

ｒＰｏｉｎｔ）

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



13040-19627221 1304-644423-3
株式会社アイディプロパ

ティ
https://idg-p.jp/

お部屋探しアドバイザー

／営業

【具体的には】　入社後３ヶ月は研修です。　着実に賃貸営業の基礎から身に

付けていきましょう。　　＜賃貸営業業務＞　●お客様ご来店時の対応、物件

紹介　●電話、メール、ＦＡＸへの問い合わせ対応　●現地へのご案内　●契

約までの諸手続き　●契約後のフォロー　●ＨＰやＳＮＳでの情報発信　●図

面作成等　☆会社と先輩たちが新人をガッチリサポートする体制です。

不動産管理業
140-

0011

東京都品川区東大井３－２７

－４　アイディ品川２Ｆ

140-

0011

東京都品川区東大井３－

２７－４　アイディ品川

２Ｆ

試用期間

あり
３ヶ月

205,000円～

280,000円
不動産の売却、賃貸、管理、開発及び仲介

品川区・大田区を中心に、マンション・アパートの賃貸管

理を行っています。

代表取締

役
池田　昌宏 品川公共職業安定所

13070-11618921 1307-334735-5
株式会社プリンセススクゥ

エアー

http://www.princess-

square.co.jp/

マンション仕入れ営業

（法人営業）

総合不動産会社として、マンションのリノベーションや仲介、アセット・マネ

ジメント事業を手掛けています。　　会社が所有するための区分マンションの

仕入れとその運用、販売などをお任せします。　　・土地、物件情報の収集

・物件の仕入れ　・物件の運用、物件の販売　　未経験者も歓迎！上司がマン

ツーマンでサポート致します！

不動産代理業・仲

介業

151-

0053

東京都渋谷区代々木２－１０

－８　ケイアイ新宿ビル９Ｆ

151-

0053

東京都渋谷区代々木２－

１０－８　ケイアイ新宿

ビル９Ｆ

ワード、エクセルなど基本操

作ができる方

試用期間

あり

３ヶ月

と１０

日

195,000円～

255,000円

不動産売買、賃貸の仲介業、　広告やオープン

ルーム等の反響営業、賃貸管理業など

２３区内、特に中古のタワーマンションを中心に、　売

買、賃貸、管理業を行っています。

代表取締

役
出口　博俊 渋谷公共職業安定所

13090-07154321 1309-624339-2 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。

他に分類されない

小売業

173-

0004

東京都板橋区板橋１－５２－

３

114-

0023

東京都北区滝野川５－５

８－７　当社営業所

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

13090-07171921 1309-634412-5
株式会社イチオリデザイン

ラボ
i-d-l.co.jp 建築営業

・フランチャイズハウスメーカーのクレバリーホームの反響営業。　（ノル

マ・目標なし）　・経験不問。クレバリーホームの導入研修あり。（未経験で

も心配　いりません）

管理，補助的経済

活動を行う事業所

（０７職別工事

業）

178-

0061

東京都練馬区大泉学園町６－

１２－４３

178-

0061

東京都練馬区大泉学園町

６－１２－４３

エクセル・ワード（フォー

マットに入力する程度）

メール作成

試用期間

あり
３ヶ月

200,000円～

500,000円
戸建建築、建築設計、不動産売買・仲介

建築ではフランチャイズのクレバリーホームに加盟。営

業・設計・現場監督が安心の家造りを自信を持ってご提案

できます。また不動産営業員が在籍しており、連携して幅

のある営業が可能です。

代表取締

役
小倉　裕己 池袋公共職業安定所

13160-01800721 1316-613549-9
株式会社　モバイルステー

ション

http://www.mb-

station.co.jp

携帯電話の法人営業【ト

ライアル併用求人】

◎携帯電話の法人営業　　・特定企業様への法人営業活動全般を担当して頂き

ます。　　…　基本的に飛び込み営業はありません。　　・簡単なパソコン入

力　ほか　　＊携帯電話の取扱機種は全機種です。　＊営業業務で車を運転し

て頂くことがあります。　＊未経験者歓迎です。　　＊当社ホームページおよ

び事業所情報をご覧下さい。

電気機械器具卸売

業

198-

0051

東京都青梅市友田町２－７５

９－１

198-

0052

東京都青梅市友田町２－

７５９－１　本社・モバ

ワン青梅友田店

試用期間

あり

トライ

アルま

たは試

用期間

３ヶ月

185,000円～

350,000円
携帯電話の販売

地域密着型でお客様第一主義をモットーとし、多摩地域を

中心に多店舗展開をしている。また従業員のやる気に応え

る為、一部インセンティブ制や店長登用制度を採用してい

る活気のある企業です

代表取締

役
酒井　透 青梅公共職業安定所

13010-19335021 1301-567362-9 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１

４－２

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

13040-19305221 1304-653090-3 ＵＮＩＶＥＲＧＹ株式会社 univergy.com/
不動産・太陽光の仕入れ

不動産営業

太陽光等の再生可能エネルギー発電所の物件取得等の開発　地権者及び不動産

業者との交渉　土地契約及び決済業務

その他の設備工事

業

106-

0032

東京都港区六本木３丁目１６

－２６　ハリファックスビル

６階

106-

0032

東京都港区六本木３丁目

１６－２６　ハリファッ

クスビル６階

試用期間

あり
３箇月

202,500円～

283,500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

13040-19307421 1304-653090-3 ＵＮＩＶＥＲＧＹ株式会社 univergy.com/
新電力営業（電力切替の

営業）

今話題の新電力の契約に伴う営業業務をお願いします　新電力を個人、法人の

お客様に提案・新規開拓する営業です。

その他の設備工事

業

106-

0032

東京都港区六本木３丁目１６

－２６　ハリファックスビル

６階

106-

0032

東京都港区六本木３丁目

１６－２６　ハリファッ

クスビル６階

ＰＣ基本操作
試用期間

あり
３ヶ月

202,500円～

243,000円
大規模発電所の設計・構築・運営保守管理

当社は事業領域を太陽光発電所の建設、風力、地熱等エコ

な社会づくりの貢献を目指しています。　３０代中心の会

社で和気あいあいとした職場です。

代表取締

役
鍵川　健太 品川公共職業安定所

13060-02722321 1306-007220-4 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。

各種商品卸売業
146-

0083

東京都大田区千鳥２－１－１

２

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

13060-02736221 1306-922511-1
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

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

２８－８
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

13090-07004221 1309-100397-7
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

１０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

13090-07013521 1309-634465-0
株式会社　ジェイプラス

ディー

http://www.jplusd.co.jp

/

基幹システムのヘルプデ

スク

１．海運業の基幹システムに対する問い合わせ対応　２．会計、簿記の知識

３．電話対応　４．Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ
ソフトウェア業

171-

0014

東京都豊島区池袋４－２５－

１　紘亜ビル４Ｆ

171-

0014

東京都豊島区池袋４－２

５－１　紘亜ビル４Ｆ

試用期間

あり
２ヶ月

230,000円～

400,000円

株式会社情報電子のグループ会社として、ＩＴ

技術でお客様に貢献しています。３０年以上の

歴史を持つグループ内の有形・無形の資産をフ

ルに活用し、お客様・社会と共に飛躍していき

ます。

・社員を育てる教育システムが充実しています。・大胆な

昇給を行います。・労働時間管理を徹底しています。　派

１３－３１１５０８

代表取締

役
小野　健一郎 池袋公共職業安定所

13170-04466421 1317-620822-3 高山医院
https://www.takayamai

in.com/

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

13030-02664421 1303-621550-4
株式会社Ｌｉｎｅ　Ｇｒｏ

ｗｔｈ

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２－２

０－１０　シルバードビ

ル５Ｆ

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

13030-02665321 1303-621550-4
株式会社Ｌｉｎｅ　Ｇｒｏ

ｗｔｈ

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２－２

０－１０　シルバードビ

ル５Ｆ

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

13090-06944721 1309-618142-5 株式会社　コーウェル www.cowell.co.jp

【業務部スタッフ】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－

２０－４　橋義ビル６階

ＥＸＣＥＬ／ＷＯＲＤ（基本

操作ができれば可）

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

13010-18679321 1301-655566-5
株式会社　ＲＥＡＬ　ＳＱ

ＵＡＲＥ

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６－５－１

７　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７Ｆ

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

27020-12313121 2702-617496-4 株式会社　アイピー総研 http://ip-soken.com

防犯カメラの新規、既存

顧客への提案営業（新宿

区）

官公庁、法人等にセキュリティー全般を提案するお仕事です。創業４０年を迎

えるに、事業拡大にあたり新しいメンバーを募集します。第二の成長ステージ

で、長期にわたり一緒に成長してもらえる人材を募集です。　　男女ともに活

躍中です。アットホームな雰囲気でみんなで協力しながら取り組みますので営

業未経験も安心です。

他に分類されない

小売業

530-

0044

大阪府大阪市北区東天満１丁

目６－６　オーセンビル８階

160-

0022

東京都新宿区新宿５丁目

４－１　新宿Ｑフラット

ビル８０８号

試用期間

あり
３ヶ月

280,000円～

450,000円

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。３０～４

０代の男女が活躍中です。

代表取締

役
平内　隆司 梅田公共職業安定所

13040-18433221 1304-626835-1 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、ｗｏｒｄ、

ｐｏｗｅｒｐｏｉｎｔ、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

13060-02548921 1306-623552-6
株式会社シーディア　東京

デザインセンター

http:/www.seedea.asia

/

【未経験歓迎】設計サ

ポート業務

■産業機械装置設計サポート　■客先納入装置の不具合対応　■客先への仕様

説明資料の作成　■ＥＸＣＥＬで資料作成　■客先対応　　未経験の方でも

チャレンジ歓迎！　人物重視の選考になります。

その他の専門サー

ビス業

144-

0041

東京都大田区羽田空港１－１

－４　羽田イノベーションシ

ティＺｏｎｅＫ　２Ｆ

144-

0041

東京都大田区羽田空港１

－１－４　羽田イノベー

ションシティＺｏｎｅＫ

２Ｆ

試用期間

あり
６か月

190,000円～

452,000円

ＬＳＩデザイン、組込みソフトウェアデザイ

ン、システムインテグレーション、インフラプ

ロデクトデザインを主力としたエンジニアリン

グサービス及びソリューション事業

製造業各社のクライアントリレーションズパートナーを目

指して、より高付加価値な設計開発支援を提案していま

す。

代表取締

役
高松　英樹 大森公共職業安定所

13090-06627921 1309-427218-1 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　３－１

４－１０

176-

0012

東京都練馬区豊玉北　３

－１４－１０

エクセル・ワード（基本操

作）

試用期間

あり
６ヶ月

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



13090-06631521 1309-427218-1 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。

その他の化学工業
176-

0012

東京都練馬区豊玉北　３－１

４－１０

176-

0012

東京都練馬区豊玉北　３

－１４－１０

ワード・エクセル（基本操

作）

試用期間

あり
６ヶ月

154,000円～

189,000円

写真製版用感光液・フィルムおよび電子工業用

薬品の製造・販売　感光性樹脂応用製品の製造

及び販売

時代のニーズに応えるべく熱心な研究開発と品質の高い製

品で大手新聞社、印刷会社、家電メーカーなどから熱い信

頼を得ている。

代表取締

役社長
小菅　勇治 池袋公共職業安定所

13040-18166821 1304-251316-8 株式会社日建企画
http://www.n-

kikaku.co.jp
建築積算事務 工事費の算定をします。建築を学んでいない方でも、作業が可能です。

土木建築サービス

業

140-

0001

東京都品川区北品川１－３－

５　吉川ビル３Ｆ

140-

0001

東京都品川区北品川１－

３－５　吉川ビル３Ｆ

試用期間

あり
１ヶ月

220,000円～

240,000円
専門サービス業（建築積算） 残業時間は殆どありません。

代表取締

役
松下　葉子 品川公共職業安定所

13080-13120321 1308-441110-9
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

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１－１

３－１　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、Ｓ

ＮＳ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

13090-06458121 1309-306303-2
東京住宅設備販売　株式会

社
http://to-ju.com/ 営業

旭化成ホームズ（株）様の指定工事店（歴４１年）となっております。　ホー

ムズ様及び旭化成リフォーム（株）様へのエネファーム、床暖房の提案をして

頂きます。　　東京ガスグループ（歴３５年）でありますが、電気エアコン、

エコキュートの提案もお願いします。　　＊入社後、ＯＪＴを通じて営業につ

いて一から指導いたしま　　す。また、社外の営業社員セミナーへの参加も実

施します　　ので、未経験の方も是非ご応募ください。

電気業
176-

0023

東京都練馬区中村北二丁目２

７－７

176-

0023

東京都練馬区中村北二丁

目２７－７

試用期間

あり
３ヶ月

280,000円～

400,000円

新築やリフォーム住宅のエアコン、床暖房、電

気、ガス、水道工事及びメンテナンスとなりま

す。

へーベルハウス指定工事店として４１年、東京ガスグルー

プとして３５年間、大きなトラブルなく安定しています。

電気工事士免許を取得し独立される方が多数います。

代表取締

役
松本　勇 池袋公共職業安定所

13080-12884421 1308-438512-5 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。
不動産管理業

164-

0012

東京都中野区本町２－１－１

ＴＡＫＥ－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

23020-10623021 2302-015595-7 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。

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」「Ｅｘｃｅｌ」

「ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ」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

13080-12240021 1308-433856-3
株式会社海洋先端技術研究

所
http://www.ohti.co.jp 小さな会社の総務、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．人事・

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）　２．生

産部門の連携支援業務（成果品作成補助等）　３．その他一般事務、会計事

務、採用事務、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２－２

９－１２　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

13080-12439321 1308-649583-7
ＣＯＣＯＬＯＮＥ　株式会

社
http://cocolone.co.jp

企画営業・プロデュー

サー（広告、ＷＥＢ）／

トライアル併用

地域密着メディア　ＪＩＭＯＲＥ（ジモア）の企画営業、編集職　広告営業か

ら編集、企画、取材、撮影の手配までトータルプロデュースまで行います。

・広告業のプロデューサー　　・Ｗｅｂディレクション　・ＳＮＳやウェブ

マーケティングに詳しい方優遇　・広告制作、ＳＰツールの企画・制作ディレ

クション　・フリーマガジン／ポータルサイトの提案営業

広告制作業
169-

0075

東京都新宿区高田馬場２丁目

１４－２８　　青木ビル３０

２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

13090-06124621 1309-937472-5
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２

５－２

176-

0012

東京都練馬区豊玉北３丁

目２５－２

基本操作（エクセル・ワー

ド）

試用期間

あり
３ヶ月

165,000円～

170,000円

ＬＥＤ及びＥＣＯ製品の企画・幹旋・製造・販

売及び管理業務、不動産に関する業務、Ｍ＆Ａ

に関する業務

個人の能力強化を重視しております。年１～２回の会社会

議では、部署単位で目標を明確化し、それには何が必要か

を事前に準備し発表する等実施。前向きに取り組む風土が

根付いた会社です。

代表取締

役
池田東全 池袋公共職業安定所

27030-05427321 2703-637882-0 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。

農畜産物・水産物

卸売業

550-

0026

大阪府大阪市西区安治川１－

１－１８

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Ｕ

Ｐ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

13030-02067321 1303-000248-1 角田電気工業　株式会社
http://www.tunodaden

ki.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。

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

１４－１２

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、ＧＳ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

13030-02070721 1303-000248-1 角田電気工業　株式会社
http://www.tunodaden

ki.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ります。

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

１４－１２
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、ＧＳ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

13040-15594421 1304-644423-3
株式会社アイディプロパ

ティ
https://idg-p.jp/

【不動産賃貸管理・建物

管理・営業事務】

会社と先輩たちが新人を優しくサポートする体制です。　未経験からスタート

した先輩も多く難しく考える必要はありません。　　【具体的には】担当する

のはお預かりしている管理物件のみ。　　　　　　　　まずは先輩に同行しな

がら基本業務からスタート。　賃貸管理業務　●家賃集金管理　●空室の募集

●入居者対応　●更新手続　　　●退去管理　●修繕対応　●営業事務業務

建物管理業務　●清掃や点検の実施　●事故や故障の対応　●設備修繕や工事

改修の管理　●業者見積もり・工程管理

不動産管理業
140-

0011

東京都品川区東大井３－２７

－４　アイディ品川２Ｆ

140-

0011

東京都品川区東大井３－

２７－４　アイディ品川

２Ｆ

・基本的なＰＣスキル　　…

タイピング、エクセル

試用期間

あり
３ヶ月

205,000円～

280,000円
不動産の売却、賃貸、管理、開発及び仲介

品川区・大田区を中心に、マンション・アパートの賃貸管

理を行っています。

代表取締

役
池田　昌宏 品川公共職業安定所

13040-15914221 1304-637864-1 オーマイグラス　株式会社 www.ohmyglasses.jp/
メガネの接客販売／渋谷

区

オーマイグラスの各店舗にてお客様の最適な眼鏡選びのサポートをお任せしま

す。具体的には、お客さまの商品選びのサポート、視力検査メガネやサングラ

スのフィッティング、店頭商品管理、在庫管理、店内レイアウト、ＳＮＳ投稿

など

通信販売・訪問販

売小売業

105-

0014

東京都港区芝三丁目１７番１

５－３０７号

150-

0041

東京都渋谷区神南１丁目

２０ー１０神南興業ビル

４階

試用期間

あり

入社後

半年間

188,630円～

196,830円

インターネットや店舗において、眼鏡を販売。

また、プライベートブランド商品の開発・販売

も行っている。

インターネットでの眼鏡販売、店舗での眼鏡販売を主力事

業とし、　本格的なオムニチャネルを実現。　また、日本

製の眼鏡の海外での販売も進展中。

代表取締

役ＣＥ０
清川　忠康 品川公共職業安定所

13070-08392721 1307-629736-4 株式会社コア www.core-jp.com

法人担当コンサルタント

（コンサルティング営業

職）

■求人企業に対して、求人獲得の為の営業、人材の提案、組織改革のコンサル

ティング提案を実施します。　■取引先は食品や消費財など身近な製品を扱う

メーカー、商社等。　■企業からヒアリングし、求人に合致する人材を想像。

魅力、遣り甲斐等を含めキャリアアドバイザーに伝え、採用毎にプロジェクト

を結成し、求職者様を企業様に紹介。入社まで一連の流れを担当。　■経験を

積んだ上で、将来、キャリアアドバイザーやマネージャー、幹部としても活躍

できます。　■人の役に立ちたい、その為に学びたい、伝えたい方に絶好の環

境です。一生もののビジネススキルを獲得できる機会があります。課題を抱え

る顧客と向き合い、量ではなく質を重視した提案にこだわります。顧客から

パートナーとして頼られる関係になるのも魅力。

職業紹介業
150-

0022

東京都渋谷区恵比寿南１－１

６－１３

150-

0022

東京都渋谷区恵比寿南１

－１６－１３Ｐｌａｎｅ

ｘ　Ｗａｔｔ４階

Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌの基本

操作

試用期間

あり
３ヶ月

240,000円～

450,000円

食品を含む消費財及びその素材原料メーカー、

農業関連に特化した人材紹介会社です。ただ仕

事を紹介するのではなく、働くとは何かを伝え

ていくコンサルティング集団です。１３－ユー

３０４８４４

単なる求人紹介にとどまらない、「働き方の価値を提案す

る」ことをコンサルティングポリシーにしています。某大

手転職サイトの「転職エージェント年間ランキング」にて

顧客満足度第１位受賞。

代表取締

役
秋元　利浩 渋谷公共職業安定所

13090-05792521 1309-630319-9
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。

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

１１－１４　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

13090-05804721 1309-614927-6 株式会社　シエロ http://cielo-corp.jp 法人営業

営業　・自動車や建設機械などの技術資料および教育資料を扱う営業です　・

既存の得意先への営業活動になります。　・営業エリア：関東エリアの得意先

＊未経験の方でも懇切丁寧に指導しますので、安心してご応募くだ　さい。

その他の専門サー

ビス業

175-

0093

東京都板橋区赤塚新町２丁目

３－１　オープン赤塚ビル２

Ｆ

175-

0093

東京都板橋区赤塚新町２

丁目３－１　オープン赤

塚ビル２Ｆ

エクセル、ワード、パワーポ

イントが使えること

試用期間

あり
６か月

200,000円～

350,000円

◎２輪／４輪／トラック、バス／建設機械等の

マニュアル作成、教育コンテンツ、ＷＥＢ作成

◎業務アウトソーシング支援（オペレータ、Ｓ

Ｅ、ＰＧ）◎その他印刷に関する様々な業務

普段はあまり目にとまりにくいマニュアルですが、どの製

品にも必ず必要です。当社は【わかりやすく】をモットー

にマニュアルを作成している会社です。

代表取締

役
小林　裕 池袋公共職業安定所



24040-01243821 2404-000066-7 株式会社　ゴートップ
https://www.gotop.co.j

p/
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、ＷＥ

Ｂ・ＳＮＳ広告運用

印刷業
515-

0053
三重県松阪市広陽町４１－１

100-

8228

東京都千代田区大手町２

－６－２　ＪＯＢ　ＨＵ

Ｂ　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

13010-13781021 1301-673099-4
エンジェルファーマシー株

式会社
調剤事務

調剤薬局の事務業務　処方せんの受付から入力、レセプト請求　薬剤師の補佐

事務用品の手配　調剤薬局内の一般事務業務　　調剤事務の経験が無い方でも

指導しますので大丈夫です。

医薬品・化粧品小

売業

104-

0052

東京都中央区月島一丁目８番

１－１０４号

104-

0052

東京都中央区月島一丁目

８番１－１０４号

タッチタイピング必須　ｗｏ

ｒｄ、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

代表取締

役
小沼　真由美 飯田橋公共職業安定所

13030-01978521 1303-622927-1 カレド　株式会社
https://karedjapan.ame

baownd.com

営業事務（週休二日／年

間休日１２０日）

主にキャラクター雑貨、文具、バッグ等を扱う会社の営業事務です　　◎納品

書・請求書作成、受注登録業務、見積書や申込書の作成、お　客様との電話対

応、納品手配などが主な業務になります。　　◎オフィス備品の管理、資料作

成、会議の運営サポート、総務・経　理業務など、幅広い業務をお願いしま

す。

他に分類されない

卸売業

111-

0053

東京都台東区浅草橋４丁目４

－９　内田ビル３階

111-

0053

東京都台東区浅草橋４丁

目４－９　内田ビル３階

Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ、Ｏｕ

ｔｌｏｏｋ　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

13030-02031221 1303-625522-0 株式会社ＴＭＳ http://tms-i.jp 営業

派遣会社における営業職です。　　１．新規営業　２．既存顧客営業　３．ス

タッフフォロー　　その他、各種書類作成、登録者のコーディネートなど。

最初は、簡単な業務から覚えていただきます。　　★詳しくは弊社ホームペー

ジを是非ご覧ください。

その他の生産用機

械・同部分品製造

業

110-

0005

東京都台東区上野３丁目１２

番５号

110-

0005

東京都台東区上野３丁目

１２番５号

ワード、エクセル、パワーポ

イント

試用期間

あり
３ヶ月

235,000円～

335,000円

産業用ロボット周辺装置の設計・製作・メンテ

ナンス事業　人材派遣事業（派１３－３１４８

０４）　有料職業紹介事業（１３－ユ－３１１

９７２）

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

13030-02040521 1303-625153-7
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。

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

13030-02042321 1303-625153-7
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。

建物売買業，土地

売買業

111-

0035

東京都台東区西浅草３丁目１

番１０号１階

105-

0023

東京都港区芝浦３－１－

３２－４０５　当社　田

町支店

ワード、エクセル等の基本操

作

試用期間

あり

３か月

間

250,000円～

300,000円

都区内を中心としてマンションから戸建まで不

動産物件を仕入れてリフォームにより高付加価

値化した上で物件を求めているお客様にお進め

します不動産売買、再生事業を柱として賃貸の

管理も実施。

いずれの事業所も最寄り駅出口からすぐのビルが勤務地で

す。２３区内都心近郊の物件を扱うため移動にはストレス

なく仕事に集中できます。営業店周辺の不動産流通活性化

を通じ社会貢献します。

代表取締

役
高田満広 上野公共職業安定所

13080-11519621 1308-649255-1 有限会社　福浦組
http://fukuuragumi.co

m/

【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。

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－

３９－２

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

13090-05655321 1309-200055-2
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３－１

４－１
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。ＩＳＯ９００１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る。

代表取締

役
飯田　哲男 池袋公共職業安定所

13120-02600821 1312-621921-6
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

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３－１

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

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３

０００６０）・ビルメンテナンス・ＩＣＴソ

リューション・動産評価、買取、処分

三幸株式会社のグループ会社です。オフィスマネージメン

ト、人材サービス、動産の買取販売。様々なサービスを提

供します。

代表取締

社長
岡部　正俊 墨田公共職業安定所

23020-09154021 2302-015595-7 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。

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

27010-08008021 2701-422944-2 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

その他の食料品製

造業

540-

0001

大阪府大阪市中央区城見２－

２－５３　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

40010-09151821 4001-642262-8
株式会社Ｇｒａｎｄ　Ｓｅ

ｒｖｉｃｅ

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
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

13010-13377321 1301-530869-2 株式会社　三実通商
https://www.mitsumits

usho.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

13060-02050021 1306-208108-3 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

13080-10707221 1308-648302-2 株式会社　ケンミン http://kenmin-inc.jp

【就職氷河期世代限定求

人】ヘルプデスク／東新

宿

・ヘルプデスク作業　・ＰＣのセットアップ業務　　＊研修制度あり ソフトウェア業
160-

0023

東京都新宿区西新宿７－９－

６　寿ビル４Ｆ

160-

0022

東京都新宿区新宿６丁目

１７－１４　当社事務所
ワード・エクセル入力レベル

試用期間

あり
３ヶ月

205,000円～

300,000円

情報処理・提供サービス・ＳＥ・プログラ

マー・オペレーター要員の派遣。コンピュー

ターのソフトウェア開発。又、関連会社から各

種資料作成なども引き受けています。

オープン系から汎用系まで、幅広く取り扱っています。当

社では社内研修なども行い技術者のスキルアップを考えて

運営をしています。

代表取締

役
増田　公世 新宿公共職業安定所

13080-10709421 1308-648302-2 株式会社　ケンミン http://kenmin-inc.jp ヘルプデスク／東新宿
・ヘルプデスク作業　・ＰＣのセットアップ業務　　＊研修制度あり　＊未経

験可
ソフトウェア業

160-

0023

東京都新宿区西新宿７－９－

６　寿ビル４Ｆ

160-

0022

東京都新宿区新宿６丁目

１７－１４　当社事務所
ワード・エクセル入力レベル

試用期間

あり
３ヶ月

205,000円～

300,000円

情報処理・提供サービス・ＳＥ・プログラ

マー・オペレーター要員の派遣。コンピュー

ターのソフトウェア開発。又、関連会社から各

種資料作成なども引き受けています。

オープン系から汎用系まで、幅広く取り扱っています。当

社では社内研修なども行い技術者のスキルアップを考えて

運営をしています。

代表取締

役
増田　公世 新宿公共職業安定所

13080-11283721 1308-635097-0 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。

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２

２－２４　　朝日ビル２階

169-

0073

東京都新宿区百人町１－

２２－２４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

13090-05490721 1309-634740-0 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－

７－１２０８

173-

0004

東京都板橋区板橋１－１

１－７－１２０８

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

06080-00447821 0608-000011-4 佐藤繊維　株式会社
http://www.satoseni.co

m

ニットプランナー（企画

営業）

弊社のニット製品企画・営業業務です。　　・山形本社のニット工場（自動編

機１２０台、縫製８０人）を運営　　するための、東京を中心とした客先（＝

アパレルブランド等）　　へのニット製品ＯＥＭ企画提案・営業事務。　・客

先と打ち合わせ／商談、仕様書作成、工場と仕様打ち合わせと　　依頼、サン

プル検品と納品、量産の受注、工場へ量産依頼、納品　　前の抜き取り検品、

売上伝票。　　全般的に山形本社のニット工場の現場管理者と連携して、工場

を　　運営する業務です。　・自社ブランド及び他社とのコラボの企画生産も

あり。

ニット生地製造業
991-

0053

山形県寒河江市元町１丁目１

９－１

150-

0011

東京都渋谷区東２丁目１

－１１　ＴＤＳビル

・初歩的なＰＣ操作とエクセ

ル　・イラストレータースキ

ル歓迎

試用期間

あり
３ヵ月

176,325円～

224,414円

梳毛紡績（ニット用原糸製造）及びニット製品

製造業

原毛仕入、糸づくり、ニット製造、自社オリジナルブラン

ド販売、　セレクトショップギアまで一貫生産体制。海外

及び有名百貨店、　ＴＶ通販等で信頼される製品の製造・

販売を行っています。

代表取締

役
佐藤　正樹 寒河江公共職業安定所

13040-12477421 2301-515774-5

株式会社　トーヨーキッチ

ンスタイル　東京ショー

ルーム

http://www.toyokitchen

.co.jp
営業事務

・商談のサポート　・インテリア商材の店頭販売　・事務作業　　見積書や提

案書類の作成、書類の整理、顧客情報や発注・　　売上などのデータ入力、電

話やメール、来館時の初期対応など

他に分類されない

製造業

107-

0062

東京都港区南青山３－１６－

３

107-

0062

東京都港区南青山３－１

６－３

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



13040-13001621 1304-648916-4 株式会社　コニサー
http://www.connoisseu

r.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

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

13060-01902821 1306-614669-6 株式会社　日高商事
http://www.hidaka-

shoji.co.jp
構内作業および配達

＊銅・真ちゅう・アルミなどの非鉄金属材料を、用途や仕様に応じ　た設備で

の切断加工と包装業務。　＊東京・神奈川方面への配達（３ｔ車）　　※切断

加工業務と配達作業は定期的に交代するシステムを採用して　　います。

石油・鉱物卸売業
146-

0082

東京都大田区池上２丁目５番

１６号

144-

0056

東京都大田区西六郷３－

２６－５　「本社流通セ

ンター」

試用期間

あり
３ヶ月

200,000円～

230,000円

非鉄金属販売と切断加工品　☆ＩＳＯ　９００

１　１４００１　認証取得

上場会社とも取引きさせていただいており、安定した売上

げがありますので安心して仕事に取り組んでいただけま

す。残業がほぼ無く、有給休暇も取りやすい環境です。

代表取締

役
日高　大一郎 大森公共職業安定所

13080-10562821 1308-434988-5 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。

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－

２１－１　新宿ロイヤル

ビル６階

Ｗｏｒｄ：入力ができるレベ

ル　Ｅｘｃｅｌ：ＩＦ／ＶＬ

ＯＯＫ関数が使えるレベル

ＶＢＡ、マクロが使えると尚

可

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１３－３１０１

２）

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

13120-02394221 1312-618468-4 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

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

１９－１２　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

13130-03152421 1313-207980-0 国土緑化　株式会社
http://www.kokudoryok

uka.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

13140-01705321 1314-307363-6
株式会社　ミネトーヨー住

器

www.lixil-

madolier.jp/5000404
営業員（未経験者ＯＫ）

アルミなどの住宅用建材・住器の組み立て加工、販売を行う事業所における営

業の仕事です　・担当する顧客先への訪問・打合せ（業界未経験の方の場合、

約１　年間の業務研修があります。この研修では当社の扱う製品や仕事　の説

明を受け、まずベテラン社員との同行　訪問から始めます）　・見積もり作業

補助　＊後々に１人での営業活動に移行します。　＊営業エリア：主に三多摩

地区　＊営業先はほとんど法人になります　★ブログ見てください！　毎日更

新しています！！

建築材料卸売業
193-

0816

東京都八王子市大楽寺町２０

６

193-

0816

東京都八王子市大楽寺町

２０６

試用期間

あり

１～３

か月

200,000円～

240,000円

アルミ、建材、住器、エクステリア　組立て、

加工、販売、太陽光発電システム、ガラス　建

築工事、建築資材卸売

平成８年創業以来、黒字決算で成長し続けています。社員

の平均年齢は３０代半ばの職場です。社員同士の意見や情

報交換する機会が多く、社員全員で情報を共有し、業務を

進めています。

代表取締

役
峰岸　豊和 八王子公共職業安定所

46020-00956521 4602-613549-8 株式会社　ｅｃｏｍｍｉｔ
http://ecommit-

kandk.com/

【東京第１事業所】構内

作業

【仕事内容】　構内にてリユース品の選別や商品出荷作業をチームの一員とし

て　行っていただきます。　・衣類、雑貨、廃棄品の選別作業　・家電の選

別、クリーニング　・コンテナ積込作業　　　　　　　・ネット販売のサポー

ト　※多くの商品の中からお宝を発見し、ネットで販売できた時　などにやり

がいを感じている方が多いです。　※チームで業務を進めているため、チーム

内での信頼関係が強く、　働きやすい職場です。※体力に自信がある方は大歓

迎！　【歓迎】　・チームワークを大事にして頂ける方　・リユース・アパレ

ル業界経験者

再生資源卸売業
895-

0052

鹿児島県薩摩川内市神田町２

－３０

190-

1232

東京都西多摩郡瑞穂町長

岡２丁目３－７　　『株

式会社ｅｃｏｍｍｉｔ

東京事業所』

試用期間

あり
３ヶ月

120,000円～

120,000円

古着、家具、雑貨、農機具、建材などの中古品

を、国内・海外でまだ必要とする人たちに販売

していくことで、物の循環を産み出し、無駄な

ごみを減らし環境改善に貢献する会社です。

当社は、大切に使った様々なモノを、循環させることで新

たな価値を生むことを仕事にしています。大量生産・大量

消費の時代から、モノの価値を再編集し新たな循環の仕組

みを作っていきましょう。

代表取締

役
川野　輝之 川内公共職業安定所

11030-03233221 1103-109357-3
株式会社　ホクエツ関東

首都圏営業所

http://www.kanto.hsne

t.jp/
法人ルート営業

・コンクリート二次製品（道路側溝、河川護岸用ブロック、　　農業用排水路

等）を製造、販売、提案する会社での営業。　・営業先は建設会社、国、県、

市町村等の自治体、　　設計コンサルタント。　・ルート営業がメインです。

営業先は公共事業、民間造成工事に関わる得意先に対し、　　技術提案や営業

活動をしていただきます。　　・パソコン支給あり。

※社内研修や先輩によるＯＪＴによる指導を致します。　　・エリア拡大に伴

い、募集エリアは埼玉県内、千葉県松戸市近辺、　東京都内の各エリアとなり

ます。

セメント・同製品

製造業

330-

0801

埼玉県さいたま市大宮区土手

町１丁目３８－１　　アソル

ティ大宮ル・ノード２Ｆ

330-

0801

埼玉県さいたま市大宮区

土手町１丁目３８－１

アソルティ大宮ル・ノー

ド２Ｆ

エクセル、ワード等の基本知

識

試用期間

あり
６ヶ月

210,000円～

334,400円

道路側溝、河川護岸ブロック、下水道用ボック

スカルバート、農業用排水路等のコンクリート

二次製品の製造・販売及び環境に配慮した景観

商品の製造販売

ホクエツグループはインフラ整備を支える仕事を生業に、

常に業界トップクラスの販売高・利益を上げている優良企

業。東日本を中心に５０箇所を超える事業所を有し、地域

密着型の事業を展開

代表取締

役
上石　健太郎 大宮公共職業安定所

13070-07210821 1307-640049-3 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

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

13080-09004821 1308-450285-1
株式会社　トラストテクノ

ロジー

http://www.trust-

t.com/
物流事務・貿易事務

当社で取り扱う半導体装置の運搬に係る業者の手配・アレンジ、輸出入に関す

る業務を行っていただきます。　【主な業務内容】　・輸送に係る業者への見

積りを依頼、内容確認　・複数業者からの見積もりをまとめ、アレンジ　・業

者への発注業務　・海外案件が多いので、輸出入業者の手配

産業機械器具卸売

業

160-

0023

東京都新宿区西新宿６－１２

－１　パークウエスト　１３

階

160-

0023

東京都新宿区西新宿６－

１２－１　パークウエス

ト　１３階

ｗｏｒｄ、ｅｘｃｅｌ、ｅ－

ｍａｉｌ基本操作

試用期間

あり

１～

３ヶ月

210,000円～

210,000円

半導体を製造する装置の売買を主業務とする専

門商社です。サービス・ソリューションも同時

に提供しております。アジア各国を中心とした

エンドユーザー、半導体製造メーカーと専属取

引中です。

ＩＣＴを活用した場所に捉われない働き方を採用している

為、子育て中の方も活躍中です。各自が自分の仕事に責任

と誇りをもって取り組んでおり売り上げも順調

代表取締

役
頼　榮陸 新宿公共職業安定所

13080-09020821 1308-442833-7
医療法人社団　ビオセラ会

ビオセラクリニック
https://www.bio-c.jp

がん免疫療法・温熱療法

等の医療支援業務／臨床

検査技師

＊臨床検査技師として全般的には医師・看護師と共に患者さんへの　直接対応

を行っていただきます。、　・さらに診察・検査・治療等の予約・スケジュー

ル作成等の医療活　動支援業務を行います。　　医師・看護師・培養技師・事

務職とともに、仲間として必要な業　務にも参加して頂けます。　　　がん免

疫療法では検査・治療時での通常採血並びに成分採血機を　用いた採血業務の

実施や補助。また治療補助業務も医師・看護師と共に行います。また温熱療法

では患者対応や補助並びに温熱機械操作等も行って頂きます。

一般診療所
160-

0022

東京都新宿区新宿５－６－１

２　ＭＦ新宿ビル

160-

0022

東京都新宿区新宿５－６

－１２　ＭＦ新宿ビル

ワード・エクセル・パワーポ

イントの基本操作は必須

試用期間

なし

260,000円～

310,000円

ガン治療に特化した完全予約制の医療機関で、

国内や海外からも患者が来院する免疫細胞療

法・温熱療法を中心に行うクリニックです。

東京女子医大のガン免疫治療の関連施設です。血液の遺伝

子解析により、オーダーメイドの抗原を作成及び増加さ

せ、体内にそれを返し人間の持つ免疫機能を活用したガン

治療の研究を行っています。

理事長 谷川　啓司 新宿公共職業安定所

13080-09099421 1308-424503-0 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－ｓｈｉｇｏｔｏ．ｊｐ／

他に分類されない

卸売業

160-

0021

東京都新宿区歌舞伎町二丁目

４１番８号　第２下村ビル３

階

160-

0021

東京都新宿区歌舞伎町二

丁目４１番８号　第２下

村ビル３階

エクセル・ワード・パワーポ

イントの基本的な操作

試用期間

あり

３～６

ケ月

185,000円～

283,000円

卸売業。各種業務用無線機の販売／無線機のレ

ンタル／防犯・防災設備機器のシステム販売・

施工・保守／ＥＣサイト運営

創業以来信用第一、お客様に安全と満足、喜びを感じてい

ただくため独創的な商品と付加価値の高いサービスを提

供。創立３４年、全従業員に安心と満足を実現し老舗１０

０年企業を目指しております

代表取締

役
山下　博之 新宿公共職業安定所

13080-09278021 1308-100050-0 日本酸水素　株式会社
https://www.noh-

x.com/

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。

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・伊藤忠工業ガスのグループ会社

代表取締

役社長
谷口　洋三 新宿公共職業安定所

13080-09288821 1308-100050-0 日本酸水素　株式会社
https://www.noh-

x.com/

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。

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－

１２－１２

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・伊藤忠工業ガスのグループ会社

代表取締

役社長
谷口　洋三 新宿公共職業安定所

13090-04617821 1309-634465-0
株式会社　ジェイプラス

ディー

http://www.jplusd.co.jp

/
金融系ヘルプデスク

ＰＣを含めた金融系システムの問い合わせ対応を行っていただきます。過去の

対応記録を学習し、業務出来ます。　　１．金融システムに関する問い合わせ

対応　２．ｏｆｉｃｅソフトに関する問い合わせ対応　３．電話応対　４．集

計、分析

ソフトウェア業
171-

0014

東京都豊島区池袋４－２５－

１　紘亜ビル４Ｆ

171-

0014

東京都豊島区池袋４－２

５－１　紘亜ビル４Ｆ

試用期間

あり
２か月

230,000円～

400,000円

株式会社情報電子のグループ会社として、ＩＴ

技術でお客様に貢献しています。３０年以上の

歴史を持つグループ内の有形・無形の資産をフ

ルに活用し、お客様・社会と共に飛躍していき

ます。

・社員を育てる教育システムが充実しています。・大胆な

昇給を行います。・労働時間管理を徹底しています。　派

１３－３１１５０８

代表取締

役
小野　健一郎 池袋公共職業安定所

13130-02713421 1313-632187-7

ＥｃｏＦｌｏｗ　Ｔｅｃｈ

ｎｏｌｏｇｙ　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２－３

６－１１　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。　２０２１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



13130-02985621 1313-100731-9 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。

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

13140-01612721 1314-200155-0 千代田運輸　株式会社
http://www.chiyodauny

u.co.jp

事務員（システム管理部

門）

総務部で主に社内システムを管理するグループに勤務していただきます。　※

データ入力、資料作成　※ＩＴ関連業者と現場管理者との仲介的業務、システ

ム開発運用補助業務　※電話対応及び来客対応　※社内システムを含む機器管

理業務他庶務的業務

一般貨物自動車運

送業

191-

0003

東京都日野市日野台１丁目２

１－１

191-

0003

東京都日野市日野台１丁

目２１－１

Ｅｘｃｅｌ、ＰｏｗｅｒＰｏ

ｉｎｔ、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。ＣＳＲを重視し、Ｉ

ＳＯ認証取得を通じて安全輸送・環境保全・品質向上に取

り組む真面目な会社です。

代表取締

役
　水野　功 八王子公共職業安定所

13200-02092021 1320-619513-5
株式会社　フレッシュデリ

カ　ネットワーク
営業職

＊既存顧客へのアフターフォロー　＊新規顧客への物流提案の構築（飛び込

み・ノルマはありません）

その他の道路貨物

運送業

183-

0034

東京都府中市住吉町５－１３

－１

196-

0002

東京都昭島市拝島町３９

２７番地２０

試用期間

あり
３ヶ月

180,000円～

210,000円

キユーピーグループの事業の一つである、「サ

ラダ・惣菜事業」に　おける物流機能会社とし

て設立されました。

サラダ・惣菜等を日本全国の小売店へお届けしています。

主力の　サラダ・惣菜等の仕分け作業では６０歳代の方も

多数活躍されてお　ります。

代表取締

役
恩田　健司 府中公共職業安定所

13200-02094821 1320-619513-5
株式会社　フレッシュデリ

カ　ネットワーク
物流管理

＊物流センターの人員・納品時間の管理　＊新規案件の項目確認及び実作業へ

の組み込み　＊管理部門業務

その他の道路貨物

運送業

183-

0034

東京都府中市住吉町５－１３

－１

196-

0002

東京都昭島市拝島町３９

２７番地２０

試用期間

あり
３ヶ月

180,000円～

210,000円

キユーピーグループの事業の一つである、「サ

ラダ・惣菜事業」に　おける物流機能会社とし

て設立されました。

サラダ・惣菜等を日本全国の小売店へお届けしています。

主力の　サラダ・惣菜等の仕分け作業では６０歳代の方も

多数活躍されてお　ります。

代表取締

役
恩田　健司 府中公共職業安定所

19010-02384821 1901-001630-5 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。

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－

１０－１２須田ビル１階

または　東京都目黒区自

由が丘１－６－１３ヒル

ズ自由が丘１階

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

27100-01729521 2710-407206-1
株式会社　三和コーポレー

ション
www.sanwaweb.co.jp 法人営業（東京営業所）

産業用フレコン・食品用包装資材・日用雑貨が主要な取扱商品です　入社後は

先輩と同行営業で得意先を引き継いでもらった後、北関東を中心に特に産業用

フレコンの販売をしていただきます　社用車（軽自動車）を貸与しますので、

直行直帰で得意先を回ったり新規開拓をしていただくことが多くなります

各種商品卸売業
561-

0813

大阪府豊中市小曽根３丁目９

－１４

101-

0041

東京都千代田区神田須田

町２－２３－１１　河合

ビル９階　東京営業所

試用期間

あり
６か月

200,000円～

250,000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

13040-09415521 1304-243881-2
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２－１５－１

９　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５

Ｆ

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


