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株式会社　イーグルライズジャパン http://www.eaglerise.co.jp 営業（変圧器・灯具・電源の輸入卸）
※変圧器または灯具・電源の営業＊関東エリアのルート営業＊得意先の管理＊輸入元（中国）との打合せ＊通訳

（中国語）
13030-07043821 1303-620532-7 電気機械器具卸売業 110-0005

東京都台東区上野３丁目２－１　エクセレ

ントビル４階
110-0005

東京都台東区上野３丁目２－１　エク

セレントビル４階
試用期間あり ３ヶ月

200,000円～

200,000円
変圧器・灯具・電源の輸入卸業

中国変圧器メーカーの日本支社として、日本国内の大手重電

メーカーへの販売を行っています。
代表取締役 魏　欣

上野公共職業

安定所

株式会社ＨＡＭＡＹＡ
http://www.hamayaglass.c

o.jp
営業事務職／新宿区

○住宅関連資材（窓や玄関、室内建具等）の営業事務・電話応対・商品の受発注・見積作成・お問い合わせ対応

（お客様や営業担当）・職人手配・工程管理といった仕事を行います。＊最初は簡単な仕事から始め、本人の能力

を見ながら適性のある仕事にだんだんと挑戦し、スキルアップして頂く予定です。

13080-38959921 1308-100018-0 建築材料卸売業 160-0022
東京都新宿区新宿１丁目７番１号　新宿１

７１ビル８階
160-0022

東京都新宿区新宿１－７－１　新宿１

７１ビル４階

メール：基本操作　ワード・エ

クセル：入力ができるレベル
試用期間あり ６か月

169,300円～

194,300円

住宅及びビル用サッシ、住宅設備機器、内外装建材及

び建築用板ガラスを中心とした住宅関連資材の販売及

び施工。

１９１７年創業、快適な住まいづくりに貢献する住宅関連資材

の流通卸売業です。首都圏に力を集中した事業を展開していま

す。

代表取締役

社長
小池　健一

新宿公共職業

安定所

朝日管財株式会社
http://www.asahikanzai.co

.jp/

一般事務／８：２０～１７：００平日

のみ

★とてもアットホームな会社です。★やさしい先輩や上司がサポートしますので、安心してご応募ください。お互

いの経験やアイデアを集めて、より良い会社を作りましょう！【業務内容】・パソコン入力（エクセル、ワード、

アクセス）、ＯＡ事務・電話、来客応対・伝票整理、書類作成、ファイリング等

13080-39045721 1308-110676-1 警備業 169-0075
東京都新宿区高田馬場１－３１－８　高田

馬場ダイカンプラザ２階
169-0075

東京都新宿区高田馬場１－３１－８

高田馬場ダイカンプラザ２階

ワード、エクセル、アクセス、

メールの送受信などのＰＣ操作

ができればＯＫです（※エクセ

ル等で表計算ができること）。

試用期間あり ３ヶ月
180,000円～

200,000円
警備業、ビル総合管理 創業からビル管理業を主幹に展開しております。 代表取締役 井上　雅雄

新宿公共職業

安定所

伸和製薬株式会社
http://www.shinwa-

seiyaku.co.jp
営業 弊社が取扱う医薬品、化粧品、消費財等を代理店もしくはドラッグストア本部に販売する営業活動 13110-09385421 1311-617931-7 医薬品・化粧品等卸売業 116-0003 東京都荒川区南千住５丁目１７－８ 116-0003 東京都荒川区南千住５丁目１７－８

ワード・エクセル・パワーポイ

ント基本操作
試用期間あり ３か月

186,100円～

321,500円

医薬品（漢方、生薬製剤等）、健康食品、化粧品、そ

の他の販売

アットホームな雰囲気の会社です。漢方がもつ可能性を追い求

め、人々の健康な暮らしに貢献していきたいと考えています。
代表取締役 鈴木　真

足立公共職業

安定所

株式会社　倉元製作所
http://www.kuramoto.co.jp

/
営業・企画営業［法人向け］

○法人を中心とした営業業務に従事して頂きます。＊半導体関係の営業使用済み各種ウエハの加工及びパーツの受

注活動＊液晶硝子基板の営業液晶硝子基板の切断・研磨・成膜※応募ご希望の方は応募書類を、電話連絡の上履歴

書・職務経歴書・紹介状を下記所在地まで郵送願います。〒９８９－５５０８宮城県栗原市若柳武鎗字花水前１－

１株式会社倉元製作所管理部総務・管理課宛

04060-01351721 0406-500945-7 ガラス・同製品製造業 989-5508 宮城県栗原市若柳武鎗字花水前１‐１ 101-0044

東京都港区新橋３丁目１１－８　オー

イズミ新橋第２ビル　７階　【東京営

業所】

メール、エクセル、ワード、パ

ワーポイント等の基本操作
試用期間あり ３ヶ月

300,000円～

375,000円

液晶ディスプレイ用ガラス基板の加工品開発、製造

（ＳＴＮ・ＴＦＴ・カラーフィルタ・ＩＴＯ、Ｃｒ膜

付）販売。各種ウェハ再生研磨。

電子産業用特殊ガラス加工のメーカーです。ＬＣＤ（液晶表

示素子）基板の加工については、高い国内シェアを持ってい

る。平成７年１月に、東京証券取引所店頭に株式を公開してお

ります。

代表取締役

社長
宮澤　浩二

築館公共職業

安定所

株式会社ケアプラス（まごころベルサービ

ス）
http://www.care-plus.co.jp 本社営業管理部スタッフ

・当社の全国２９拠点の顧客データ（エクセル）管理及び専用のソフトを使った顧客人数の抽出、事務職員との

メール・電話対応などをお任せします。【詳細】専用ソフトを用いた、顧客の実績（売り上げ／顧客数等）及び請

求の管理／顧客データや施術師の登録作業／顧客データに関するＣＳＶのエクセル加工及び集計作業／売り上げ実

績に伴う他部署との連携（営業系のデータ作成）／療養費の申請から入金及び消込の債権管理など※毎月約６００

０レコード以上のデータを扱います。

13040-55981121 1304-620877-8 療術業 105-0014
東京都港区芝３－４０－４　三田シティプ

ラザ　２階
105-0014

東京都港区芝３－４０－４　三田シ

ティプラザ　２階
エクセル・ワード基本スキル 試用期間あり

３ヶ月～

６ヶ月

140,000円～

140,000円

医療保険によるマッサージ施術に関する請求および事

務代行、在宅療養者向け「訪問療養マッサージ」サー

ビスの提供、治療院の経営、医療保険請求システムの

販売及びコンサルティング。

当社は医療保険制度を利用した訪問療養マッサージを提供して

おります。ご高齢のご利用者様には潜在的ニーズが高く、介

護施設や病院からご利用者様をご紹介頂き、堅調に業績を上

げております

代表取締役 山下　寿朗
品川公共職業

安定所

朝日化工　株式会社
https://www.asahi-

kako.co.jp
給食用食器の提案営業／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。

23020-31799121 2302-015595-7 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－Ｍａ

ｉｌ送受信を行っていただきま

す。

試用期間あり ３ヶ月
167,000円～

248,000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

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。

23020-31800121 2302-015595-7 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
167,000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

株式会社　ギコウ www.labogiko.jp 営業／東京 歯科医院への歯科補綴物（入れ歯、銀歯、インプラント等）の営業及びそれに付随する業務 40180-08510921 4018-001527-0 医療に附帯するサービス業 816-0811 福岡県春日市春日公園７－８２ 256-0045 東京都世田谷区桜上水２－８－１０ 試用期間あり ３ヶ月
172,430円～

253,330円
歯科技工業（製造及び販売）

人に尽す・人を育てる・永く続けるの社訓の基、歯科医療の

技工部門を担い５０年を迎え、業績を伸ばしております。
代表取締役 松本　聖武

福岡南公共職

業安定所

朝陽塗装工業　株式会社 www.choyotoso.co.jp
主に塗装工事の施工管理、営業【正社

員】

業務：工事の施工管理・監督業務、営業主な顧客：ゼネコン、球場、ホテル、鉄道会社主な業務：積算・見積・職

人への指示、クライアントとの打合せ・営業等
13040-55025921 1304-248072-3 塗装工事業 140-0011

東京都品川区東大井５丁目１２番１０号

大井朝陽ビル４Ｆ
140-0011

東京都品川区東大井５丁目１２番１０

号　大井朝陽ビル４Ｆ

ＥＸＣＥＬ、ＷｏｒｄなどＰＣ

基本的操作　ＣＡＤ（必須では

ありません、使用出来れば尚

可）

試用期間あり ６ヵ月
240,000円～

400,000円

ビル・マンション・鉄道施設・橋等の塗装、改修工事

元請中心。関連下請業者２５社以上

総人数１５０人以上

創業１００年を迎えた老舗で且つ、若手中心の企業です。駅

からも至近の距離です

代表取締役

社長
加藤　憲利

品川公共職業

安定所

富士山運輸株式会社　東京営業所
http://www.fujisanunyu.co

m/
運行管理事務

大型海上コンテナ輸送の運行管理事務をお願いします。・電話対応（受注・お客様との打ち合わせ）・入力業務

（専用ソフト使用）・配車業務及び行程表の作成・ドライバーへの指示（無線、電話、メール等）・大型海上コン

テナの配送管理・納品書・請求書の作成等将来的には運行管理者として活躍できるよう、補助業務からスタートし

ていただきます。業務拡大のため、一緒に会社を大きくしてくれる事務社員を募集しています！

13040-55081421 0901-005015-7 一般貨物自動車運送業 140-0002 東京都品川区東品川５－２ 140-0002 東京都品川区東品川５－２

事務勤務経験、

パソコンを使用

した事務

ＰＣ基本操作（入力・メール

等）
試用期間あり ６か月

190,000円～

190,000円

１９７６年に国際海上コンテナによる輸送を主たる業

務として会社を発足。「海コン一筋」「世界を運ぶ」

をスローガンに国際海上コンテナ輸送のスペシャリと

して安定成長を続けている。

１９８１年入社の大ベテランも在籍し現在も第一線で活躍し

後輩の育成に力を注ぎ、海上コンテナ輸送のノウハウを確実に

受け継ぎ、日々の業務に邁進している「従業員第一」の老舗物

流企業です。

代表取締役 佐藤　奉詔
品川公共職業

安定所

トコスエンタプライズ　株式会社 https://www.tocos.co.jp
営業（リユース事業の顧客フォロー）

＊未経験者歓迎

【年間休日１２５日、福利厚生充実、新規開拓ほとんどなし】１９８６年の創業以来長年積み上げてきたお客様と

の信頼関係があり、仕事は既存のお客様からの紹介がほとんどです。社員や役員、上司に相談しやすく、課題を一

緒に考えてくれる社風で、裁量度も高いのでやりがいを持って仕事ができます。お客様から問い合わせのあった工

作機械や車輌、情報機器類等の査定や売買にあたってお客様との折衝、引き取り、情報機器類のデータ消去作業当

の業務をお願いします。先輩社員が丁寧に仕事を教えますので、未経験の方でも活躍できる環境が整っています。

13120-09530921 1312-621921-6 他に分類されない事業サービス業 130-0024
東京都墨田区菊川３－１７－２　アドン菊

川９階
130-0024

東京都墨田区菊川３－１７－２　アド

ン菊川９階
Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ入力程度 試用期間あり ３か月

205,000円～

215,000円

三幸株式会社グループ企業。中古機械（ＯＡ機器含

む）の査定・買収・販売・処分、ＩＣＴソリューショ

ン、大手企業のアウトソーシング、オフィス内装イン

テリア等様々なサービスを提供しています

社長や役員との距離が近く、相談事を一緒になって考えてくれ

るので知恵案がしやすい社風です。ボトムアップで経験次第で

任せてもらえることも多いので、やりがいを持って仕事ができ

ます。

代表取締社

長
岡部　正俊

墨田公共職業

安定所

株式会社　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） 13200-07469721 1320-619513-5 その他の道路貨物運送業 183-0034 東京都府中市住吉町５－１３－１ 196-0002 東京都昭島市拝島町３９２７番地２０ 試用期間あり ３ヶ月
180,000円～

210,000円

キユーピーグループの事業の一つである、「サラダ・

惣菜事業」に　おける物流機能会社として設立されま

した。

サラダ・惣菜等を日本全国の小売店へお届けしています。　主

力の　サラダ・惣菜等の仕分け作業では６０歳代の方も多数

活躍されてお　ります。

代表取締役 恩田　健司
府中公共職業

安定所

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

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

測定機器・計装システム機器の販売、修理、校正の営業活動のサポートを担当していただきます。主に・商品の受

発注、ＰＣへの伝票入力・お客様や仕入先様、営業社員との電話応対・来客対応・営業所の経理業務

15010-17620121 1501-000635-1 その他の機械器具卸売業 950-0912 新潟県新潟市中央区南笹口１－９－１０ 114-0013

東京都北区東田端２－５－１４　クロ

コダイル第２ビル６Ｆ　　　東京オ

フィス

エクセル、ワードの基本操作が

できること。
試用期間あり ６カ月

186,000円～

230,000円

計測機器・計装機器の販売・校正・修理および設計・

据付・調整業務

ニーズにマッチした提案とアフターサービスの提供により、

品質・技術の向上を目指す方々のお役に立ち、課題解決のベ

ストパートナーとして信頼される計測と制御の技術アドバイ

ザーを目指します。

代表取締役 関　博司
新潟公共職業

安定所

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

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。

13010-49478921 1301-686084-5 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１－８－４ 170-0013
東京都豊島区東池袋１－３６－７　当

社　池袋店
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

ビルコム　株式会社 http://www.bil.jp 営業・データベース編集担当

・各媒体社から、データベースおよび校閲紙など必要なデータの収集、リサーチ（媒体担当者との電話・メールの

コミュニケーション）例：業界新聞（４００媒体程度）・一般新聞（６００媒体程度）・業界誌（１，３００媒体

程度）・一般誌（２，２００媒体程度）・テレビ／ラジオ（５００媒体程度）こちらの業務を５～６名で担当し、

担当媒体社を持っております。・上記データのシステム上への調査票の入力・修正・チェック作業・媒体社情報の

システム登録・購読者からの問い合わせ対応やリクエストによる取材・新規掲載媒体獲得のための取材、リサーチ

活動・新規購読者獲得のための営業活動

13040-54426021 1304-614510-4 その他の専門サービス業 106-0032
東京都港区六本木６－２－３１　六本木ヒ

ルズノースタワー１１Ｆ
106-0032

東京都港区六本木６－２－３１　六本

木ヒルズノースタワー１１Ｆ
試用期間あり ３カ月間

192,600円～

266,700円

戦略ＰＲ事業　デジタルマーケティング事業　メディ

ア・データ事業

六本木ヒルズノースタワーにあるきれいなオフィスで社内は活

気に満ちた会社です。これまでの経験を活かして、挑戦したい

方にオススメの会社です。

代表取締役 太田　滋
品川公共職業

安定所

株式会社　ＳＴＥＬＬＡ－ＴＶ https://www.stella-tv.jp
テレビ番組制作アシスタント　　映像

クリエイター

番組制作にかかわるリサーチやリスト作成、データ入力、社内来客対応など、多岐にわたります。雑務と感じる作

業もありますが、映像制作に関する業務全般オールマイティーにお仕事を行ってください。※即戦力として働いて

いただける方歓迎

13040-54490921 1304-659118-0
映像・音声・文字情報制作に附帯するサー

ビス業
106-0041

東京都港区麻布台２丁目４－２　保科ビル

３階
106-0041

東京都港区麻布台２丁目４－２　保科

ビル３階

ワード、エクセル、メール等

基本的な操作
試用期間あり ２ヶ月

170,200円～

202,600円

テレビ、ラジオの番組、映画、コマーシャルフィル

ム、映像ソフト、イベントおよび広告媒体の企画・制

作、ならびに制作物および販売。

ごく単純に『オモシロイ番組』を創ることでメディア新時代を

築き上げるべく誕生したチーム＝個性のかたまり＆ここにしか

ない頭脳、それがＳＴＥＬＬＡ－ＴＶです。

代表取締役 織田　実
品川公共職業

安定所

株式会社ウェルネスサポート https://wellness-sp.co.jp/ 営業事務員

ストレスチェックサービスを中心に、働く人達の「心と体の健康を守る」支援策を提供する会社です。あなたにお

願いしたのは１）顧客へのメール案内やフォロー２）見積書や仕様書の作成３）ＨＰの更新やメンテナンス４）新

規顧客へのＤＭ作成や配信５）実績数値の管理や事務サポート事務的なサポートやメール連絡などが中心のお仕事

です。未経験の方でも入社後の指導により対応できる業務内容がほとんどです。先輩社員や頼れる上司が全力でサ

ポートしますのでご安心ください◎

13040-54736821 1304-673832-0 その他の専門サービス業 108-0075
東京都港区港南一丁目一丁目９番３６号

アレア品川１３階
108-0075

東京都港区港南２－３－１　大信秋山

ビル４階

Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ、Ｐｏｗ

ｅｒＰｏｉｎｔ使用可能な方
試用期間あり ６ヵ月

180,000円～

190,370円

メンタルヘルス対策（ＥＡＰ）事業、医療支援事業

産業保健事業、健康支援事業、福利厚生事業　採用支

援・復職支援事業、研修・人材育成事業

「ウェルネス」を「ニューノーマル」に！　やりがい・熱意に

満ちた人々、生き生きとした活力ある組織が「新常態」とな

る社会づくりを目指します。

代表取締役 伊海　崇仁
品川公共職業

安定所

フナソー株式会社 http://www.funasaw.co.jp 営業事務（受注センター内）
受注センター内にて１，電話受付業務２，パソコン入力業務３，販売管理業務受注入力出荷指示書発行納品書発行

請求書発行入金チェック管理見積書作成等
13040-54899821 1304-616882-6 洋食器・刃物・手道具・金物類製造業 106-0045 東京都港区麻布十番４－４－１ 106-0045 東京都港区麻布十番４－４－１

ワード・エクセル：正確で迅速

な入力が出来ること。　メール

作成・ＰＤＦ作成・添付等。

試用期間あり ３か月
170,000円～

200,000円

帯のこ刃（メタルバンドソー）、ＤＩＹ用品の製造

業。　　　　鉄工用、木工用、ダイヤモンドバンド

ソーから超硬バンドソーまで工業用切削バンドソー及

び機械を製造する。

帯鋸業界で屈指の経験と実績を持つ。老舗メーカーとしてのブ

ランドに安住することなく進化し続ける技術指向集団。切断用

帯鋸刃の種類と取引商社の数は業界随一を誇る。

代表取締役 舟久保　正榮
品川公共職業

安定所

有限会社　ホットプラス https://www.hot-plus.com
就職氷河期世代限定求人／交通誘導／

品川・大田・世田谷ほか

▽インフラ工事や建築現場において、安全を守るお仕事です。現場では監督や他隊員と連携を取って歩行者・作業

員・車両の安全を確保し、近隣住民との現場のパイプ役となるヤリガイのあるお仕事です。【未経験者歓迎／研修

充実で安心】▽研修後、現場に入って頂きますが、先輩隊員と本社がサポートしますので、じっくりトレーニング

を積んで頂けます。※研修代支給あり▽ご自宅から直行直帰で、自由度高く勤務して頂けます。▽勤務は自己申告

制／希望にあわせて、週１日から調整可▽入社お祝い金あり（当社規定による）

13080-38091721 1308-450523-8 警備業 164-0011
東京都中野区中央４－２－３　日興マン

ション２２４
000-0000

品川区・大田区・世田谷区・目黒区

（東京２３区）　ＪＲ山手線・京浜東

北線・りんかい線・湘南新宿ライン・

東急目黒　線・池上線・大井町線・多

摩川線・田園都市線等の各現場

試用期間あり ３ヶ月
194,400円～

226,800円

交通誘導警備業です。道路工事や建築工事を行うユー

ザー様より依頼を受け、工事現場の安全を守るお仕事

です。

創業１７年。社長と接する機会が多いので、不満や希望を言い

やすいアットホームな会社です。１０年以上在籍している隊員

さんが約８割以上と定着率良好。和気あいあいと働けます！

代表取締役 田代　篤遵
新宿公共職業

安定所

有限会社　千歳堂本舗 www.titosedou.com
【就職氷河期世代限定求人】不動産仲

介業務／永福町駅そば

◎不動産賃貸・売買の仲介業務○一般事務契約書類の作成、間取り図等の作成、メールや電話の問合せ対応など○

接客業務ご来店されたお客様対応、内見のご案内など＊未経験の方には先輩社員が親切に指導いたします。１ヶ月

あれば覚えられますよ。＊物件の案内を社有車で行うことがあります。

13080-38109921 1308-620777-3 不動産賃貸業（貸家業，貸間業を除く） 168-0064 東京都杉並区永福４－４－１ 168-0064 東京都杉並区永福４－４－１
ワード・エクセルの入力ができ

るレベル
試用期間なし

200,000円～

200,000円
不動産の賃貸、売買

創立３０年の実績と明るくお洒落なオフィスで、先輩社員が親

切に指導します。
取締役 寺島　隆治

新宿公共職業

安定所

株式会社　フロムシステムダイレクト http://www.fsd-net.com/
業務用厨房機器の【ルート営業】／東

京営業所

【生ごみ処理システムのメーカーとして、また業務用厨房機器、業務用洗剤、メンテナンス等の提案営業】＊取引

先へのルート営業です。＊既存顧客、取引先からの問合せに対して、見積、提案資料の作成、納期調整、製品の説

明、現場立ち合いを行います。（日々の社内業務、見積、資料作成にＰＣを使用します。ＰＣはキーボード入力が

できれば大丈夫です）＊入社後は自社製品理解のため、１：サービスマンと現場同行を行い、実際に触ってもらう

ことで機器の知識を習得していただき、２：営業の先輩と同行し、提案方法を学んでいただきます。

34010-23421321 3401-219585-8 他に分類されない卸売業 733-0854
広島県広島市西区山田町３２－９　ＦＳＤ

ビル
100-0004

東京都千代田区大手町１－６－１　Ｓ

ＰＡＣＥ大手町ビルディング２３５号

室　東京営業所

日々の業務報告、見積、提案資

料作成等にパソコンを利用しま

す。　基本的なキーボード入力

が必要です。

試用期間あり ３ヶ月
200,000円～

200,000円

業務用厨房器具・業務用洗剤の卸売業・厨芥処理シス

テムの販売

仲間と共に成長するを行動指針に共に助け合いながら、それぞ

れが今までの経験を活かし活躍しています。独立し開業希望の

方にも全力でサポートいたします。

代表取締役 島田　克己
広島公共職業

安定所

真崎産業株式会社 http://masakico.co.jp/ 営業及び営業事務
・得意先からの受注製品をメーカーに発注・納期管理及び出荷業務・営業担当のサポート業務・電話・メール応対

業務・データ入力等庶務業務
13010-48740421 1301-522178-7 各種商品卸売業 103-0025 東京都中央区日本橋茅場町２－７－１ 103-0025 東京都中央区日本橋茅場町２－７－１ 試用期間あり ３ケ月

250,000円～

300,000円
化学工業材料の輸出販売。理化学機器の輸入販売。

お客様１人１人と向き合い、細かな要望にお応えすることで長

年お取引先様との信頼関係を構築してまいりました。それによ

り数多くのカスタム製品を取り扱っております。

代表取締役 真崎　利秋
飯田橋公共職

業安定所

株式会社　グローバル・インフォメーショ

ン・テクノロジー
http://www.git-sysg.com 営業・人材コーディネーター／中央区

弊社は業務アプリケーション等の開発をおこなっている会社です。主な業務は・顧客折衝・面接対応裁量が大き

く、挑戦したければアイデアを出していただき、挑戦していく社内文化がございます。社内の雰囲気を少しでもわ

かっていただくためにホームページにインタビュー・オウンドメディアを作成しております。

13010-49055621 1301-650750-0 情報処理・提供サービス業 103-0007

東京都中央区日本橋浜町２－３５－４　日

本橋浜町パークビル２Ｆ［（株）エスワイシ

ステム内］

103-0007

東京都中央区日本橋浜町２－３５－４

日本橋浜町パークビル３Ｆ　［（株）

エスワイシステム内］

試用期間あり ３ヶ月
200,000円～

280,000円

．ＮＥＴやＪａｖａによる業務系／Ｗｅｂ系のシステ

ム開発を行っております。

社員１人１人の意見を尊重、信頼し、「和」を大切にしていま

す。親会社の株式会社ＳＹＳホールディングスが２０１７年６

月３０日に東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場へ上場しまし

た。

代表取締役

社長執行役

員

中平　裕貴
飯田橋公共職

業安定所

株式会社　エーフィール・ウェブサイト http://a-feel.net
事務・パソコン業務アシスタント（未

経験者）

【残業ほぼ０】２０２２年４月の残業は全社員０時間でした。【転勤なし】転勤はありません。【顧客対応ほぼな

し】営業部が顧客対応をしております。【未経験の方も安心してスタートできる環境です】＜業務内容＞パソコン

を使用しての請求書・領収書発行のお手伝い。宛名作成・簡単な経理の入力補助。ＷＥＢメンテナンス係の補助。

資格・学歴は一切必要ございません。優しい先輩がＯＪＴにて丁寧に業務をご説明いたします。

13010-49073021 1301-640780-2 情報処理・提供サービス業 102-0071
東京都千代田区富士見１－５－５　第二大

新京ビル４階
102-0071

東京都千代田区富士見１－５－５　第

二大新京ビル４階

インターネット閲覧・文字入力

ができれば問題ありません。
試用期間あり ３ヶ月

210,000円～

250,000円

情報処理サービス業並びに情報提供サービス業及びソ

フトウェアの開発・販売。インターネットウェブサイ

トの管理・運営・企画・制作及びサーバー管理・運営

明るく元気な会社です。小さな会社ですが、貴方の実力を高

く評価します。向上心があり、パソコンの知識を学習する意欲

のある方大歓迎！

代表取締役 大久保　興隆
飯田橋公共職

業安定所

株式会社　ミライスタート http://miraistart.com 営業（ＩＴ関連）

社内のウェブシステム開発、ウェブ制作の新規リード獲得や、既存顧客への深耕営業、業務委託の対応など全般対

応をお願いします。・新規リード獲得・既存顧客等の打合せ・業務委託の対応・資料作成＊飛び込み営業などはあ

りません。＊ＩＴ業界に興味のある方、今後この業界で仕事をしたい方はご応募ください。

13010-49120021 1301-659349-3 インターネット附随サービス業 104-0061
東京都中央区銀座２ー９ー１３　ＧＩＮＺ

Ａ－２　７階
104-0061

東京都中央区銀座２ー９ー１３　ＧＩ

ＮＺＡ－２　７階

エクセル、ワード、パワーポイ

ントなどドキュメントの作成
試用期間あり ３ヶ月

180,000円～

300,000円

１．美容系ポータルサイトの運営／２．海外留学支援

事業／３．システム開発／４．ＷＥＢサイト制作

代表は元大手飲食検索サイトの企画リーダー。ウェブを利用し

た広告戦略に強い会社です。技術者としても、社会人としても

人を育てる事を大切にしています。

代表取締役 関口　大
飯田橋公共職

業安定所

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

phar.co.jp
営業（課長候補）

自社研究所で開発した乳酸菌関連製品を国内の自社工場で製造し、ＮＢ品は代理店・薬局・大手百貨店等へ、ＯＥ

Ｍ製品の受注や菌末販売は食品製造会社等へチームリーダーとして営業して頂きます。具体的な業務内容としては・

既存の得意先への営業活動・新規顧客の開拓業務・３～５名のチームマネージメント業界では非常に有名な乳酸菌

メーカーですので、努力次第で直ぐに昇進昇格することが可能です。入社３年目で大都市圏の支店長職に抜擢され

た方もいますので、皆様のご応募をお待ちしております。

13030-06913521 1303-922621-2 その他の食料品製造業 111-0051
東京都台東区蔵前３丁目１－１０　蔵前セ

ントラルビル４階
111-0051

東京都台東区蔵前３丁目１－１０　蔵

前セントラルビル４階

ワード、エクセル、パワーポイ

ントの初級程度
試用期間あり ３カ月

250,000円～

300,000円

乳酸菌、有用微生物の研究開発　健康食品の開発・製

造・販売　化粧品・育毛剤の開発・販売

創業以来３０年以上にわたり乳酸菌の研究に注力し、加熱処

理乳酸菌においては業界トップに成長。大手食品メーカーに

も当社の乳酸菌が採用されています。昨今の免疫力需要も追い

風です。

代表取締役 森下　政彦
上野公共職業

安定所

オンリアライズ　株式会社 http://www.onrealize.co.jp 不動産営業

「不動産全般の営業（売買）」未経験でも先輩社員がお教えしますので、大丈夫です。不動産全般の売買・仲介の

営業を覚えて頂きます。給与＋インセンティブあり。当社は不動産全般の仕入れをメインに事業を展開していま

す。一棟マンション・商業ビル・区分マンション・戸建て・土地などを所有者様から直接仕入し、売買・仲介を

行っております。

13070-30169521 1307-635286-8 建物売買業，土地売買業 150-0013
東京都渋谷区恵比寿１－２４－１５　シエ

ルブルー恵比寿ＥＡＳＴ３階
150-0013

東京都渋谷区恵比寿１－２４－１５

シエルブルー恵比寿ＥＡＳＴ３階
試用期間あり ３か月間

230,000円～

300,000円

一棟の収益マンションの不動産売買・仲介をメインに

行っています。

創業後１１年目を迎え、安定した業績と成長を続けておりま

す。一棟マンション、及びその後の管理業務についてはお客

様からも安心信頼を頂いております。

代表取締役 高橋　靖
渋谷公共職業

安定所

医療法人社団　予防会
http://www.yoboukai-

sibuya.jp/
受付事務（クリニック）／渋谷区

●診療内容は血液検査等による検診専門のクリニックです。主な仕事は患者様のご希望する検査項目の説明と検査

結果の受け取り方法の確認をお願いします。●自費診療なので複雑な保険業務は一切ありません。●医療事務的な

資格・知識は必要なく基本から丁寧にお教え致しますので、お気軽に応募して下さい。【医療法人社団予防会渋谷

クリニック：現場見学も歓迎！】

13080-37531221 1308-616224-3 一般診療所 160-0022
東京都新宿区新宿３－２２－１１　ＲＳビ

ル９Ｆ
150-0043

東京都渋谷区道玄坂２丁目６－１５

鈴井ビル８Ｆ　医療法人社団予防会

渋谷クリニック

ＰＣ基本操作（エクセル・ワー

ド）必須
試用期間あり ３ヶ間

155,000円～

170,000円
診療所運営・クリニック運営事業

東京都新宿区にて創業６８年を迎える検査センターの関連ク

リニックです。
理事長 下村　正美

新宿公共職業

安定所



株式会社　ａｉｖ https://aiv.jp 営業
・クライアントへの新規、既存営業（ルート営業メイン）・スタッフの管理業務（ラインを使ってお仕事の案

内）・電話対応（テレアポ、受電）
13090-18835721 1309-627373-3 労働者派遣業 170-0005 東京都豊島区南大塚２－２６－７ 170-0005 東京都豊島区南大塚２－２６－７ 試用期間あり ３ヶ月

230,000円～

260,000円

全年齢を対象に、一般派遣事業から正社員を目指す紹

介予定派遣まで行っています。

当社は厚生労働省から認可された一般派遣事業所です。短期

～長期のお仕事がたくさんあります。社会保険も充実し日払

いシステムを取り入れており、働く方の個々の事情によりそっ

た会社です。

代表取締役 藤田　和里
池袋公共職業

安定所

株式会社　ａｉｖ https://aiv.jp 一般事務員 ・簡単な書類作成、データー入力・電話対応（テレアポ、受電）・オフィスへの来客時受け付け対応あり 13090-18839421 1309-627373-3 労働者派遣業 170-0005 東京都豊島区南大塚２－２６－７ 170-0005 東京都豊島区南大塚２－２６－７ 簡単なパソコン操作 試用期間あり ３ヶ月
204,000円～

230,000円

全年齢を対象に、一般派遣事業から正社員を目指す紹

介予定派遣まで行っています。

当社は厚生労働省から認可された一般派遣事業所です。短期

～長期のお仕事がたくさんあります。社会保険も充実し日払

いシステムを取り入れており、働く方の個々の事情によりそっ

た会社です。

代表取締役 藤田　和里
池袋公共職業

安定所

株式会社　東京メディカルサービス 巡回健診の現場運営スタッフ

健診会場において運営及び医療職の方をまとめる役割です。人々の健康を支える社会・人に貢献できるやりがいを

感じるお仕事です！【業務内容】・顧客担当者との事前打合せ・健診会場（設営・運営）・委託検査へのオー

ダー・受診者への受付業務・誘導・計測など・健診終了後、日報作成及び健診資材準備・その他雑務

13100-04010221 1310-100541-5 医療に附帯するサービス業 114-0012 東京都北区田端新町１－１－３ 114-0013
東京都北区東田端１－６－９　当社事

務所
ワード・エクセルの基本操作 試用期間あり ６ヶ月

238,313円～

238,313円

健康診断業務代行、医療機器の賃貸・販売業を行なっ

ており、付随する資料作成等の業務を行なっていま

す。

当社では巡回健診を行っており大手から中小企業まで４００～

５００社と取引をし年間４万人以上の方にご受診頂いており

ます。人々の健康を支え社会・人に貢献できるやりがいのあ

るお仕事です。

代表取締役 楠元　克幸
王子公共職業

安定所

株式会社　ガリレオ https://www.galileo-1.co.jp 経理・総務スタッフ

〇防犯カメラを始めとするセキュリティシステムの販売、施工会社でのお仕事です。・月次、年次決算処理、資金

繰り管理、売掛金、買掛金管理、出納関連業務、請求業務、給与計算、人事労務など・入札関連業務、各種届出・

申請書作成など〇経験やスキルに合わせできる業務から少しずつ進めて行きます。〇部長１名（４０代男性）メン

バー３名（３０代～５０代女性）の合計４名の部署への配属となります。〇主となる業務は、経理業務となります

が、スキルアップしながら将来的にはチームの主力メンバーとして活躍いただくことを期待しています。

13140-07088621 1314-304488-3 電気機械器具卸売業 192-0081
東京都八王子市横山町５－１５　八王子

トーセイビル８階
192-0081

東京都八王子市横山町５－１５　八王

子トーセイビル８階
試用期間あり ３ヶ月間

190,000円～

350,000円

１）セキュリティカメラシステムの販売・施工・保守

事業　　　２）デジタルサイネージやテレビ会議シス

テム・入退室管理システムの販売・施工事業

＊セキュリティカメラシステム販売の専門社　　＊建設業認

可：電気通信工事業、電気工事業（般ー２８　第１３８　１

２６号）

代表取締役 佐藤　弘和
八王子公共職

業安定所

ラス・スーパーフライ株式会社 http://www.rassuper.com
輸入食品の提案営業（有名ホテル・レ

ストランなどが提案先）

食品販売の営業経験を活かしませんか？魅力ある食材を世界から紹介！まるごと食べられる蟹“ソフトシェルクラブ

“など、当社自慢の厳選輸入プロ食材を有名ホテル・レストラン、高級志向のスーパーマーケット、その他食品卸売

業者等の取引先に提案／営業する仕事です。主な業務は、「提案食材のプレゼンテーション」「見積作成」「提案

した食材の受注／契約業務」などです。入社当初は、先輩社員に同行して、取引先や仕事内容を覚えていただきま

すので、ご安心ください。ある程度仕事が身についたら食品卸売業者の営業スタッフと協働して、新規顧客への提

案業務もあります。また、規格書作成なども社内の専門スタッフが行うため、営業活動に専念できます。営業エリ

アは首都圏他、関東エリアが中心です。営業には社用車・電車を使用します。

14100-05455321 1410-107770-4 食料・飲料卸売業 243-0036 神奈川県厚木市長谷字柳町２６０－３５ 104-0042
東京都中央区入船３－７－１新富町

トーセイビル４Ｆ　東京支店

エクセル・ワード等（ノートパ

ソコン使用）
試用期間あり ３か月

180,000円～

240,000円

食料品輸出入商社及び卸小売業。　世界各国から健康

的な食品を輸入・輸出し、ホテルやレストラン等に提

供している会社です。　＊ハローワーク厚木庁舎内に

会社パンフ展示あり。

プロ用輸入食材を提供する会社として発展をを遂げてきた輸入

商社です。　創業から４０年以上、魅力ある食材を世界から

日本に紹介し、ホテル、レストランだけでなく様々な場所で

採用されています

代表取締役 田本　義紀
厚木公共職業

安定所

日本エヌ・シー・エイチ　株式会社 http://www.nchjapan.com 営業／東京都内／直行直帰

製造工場などの機械・設備に使用するメンテナンス剤を販売する提案営業です。ご自宅より直行直帰のスタイルで

すので出社の必要はありません。当社のメンテナンス剤を用いて、お客様のコスト削減や環境保全のお手伝いをす

るお仕事です。

13010-48062221 1301-581510-0 化学製品卸売業 101-0047
東京都千代田区内神田２－５－１　大手町

ＮＳビル２Ｆ
000-0000 東京都内

基本的なＰＣ操作　（ＷＯＲ

Ｄ・ＥＸＣＥＬ）
試用期間あり ６ヶ月間

200,000円～

200,000円

外資系化学剤メーカー（電気・電子機器洗浄剤・水処

理剤・バイオ製剤・脱脂洗浄剤・防錆剤・潤滑剤等の

製造、販売、アフターサービス）

１９１９年アメリカで誕生し現在世界６０ヶ国で１万人の営業

員が活躍する業界のリーディングカンパニーＮＣＨグループの

日本法人です。研究開発・製造・販売を一貫して自社で行って

います。

代表取締役

社長

ウオルター・

エム・レヴィ

飯田橋公共職

業安定所

公認会計士坂倉事務所　坂倉宏次
htpp://www.sakakurakaike

i.com/
事務スタッフ ・業務の進捗管理・来客対応・顧問先対応・備品管理・給与関連事務・その他事務所運営に関わる全般 13010-48692521 1301-574975-0 公認会計士事務所，税理士事務所 101-0052

東京都千代田区神田小川町２－４－１７

大宮第１ビル４階
101-0052

東京都千代田区神田小川町２－４－１

７　大宮第１ビル４階
ワード、エクセル等 試用期間あり ６か月

210,000円～

240,000円

＊会計事務所＊　会計業務、税務業務、公認会計士業

務、創業・起業支援業務、経営計画策定支援業務、経

営支援業務、コンサルティング業務、他。

お客様との信頼関係にささえられ、２代にわたり４０年以

上、会計、税務等の業務を行ってまいりました。現在、経営支

援業務にも力を入れ、中小企業を元気にするべく活動していま

す。

代表 坂倉　宏次
飯田橋公共職

業安定所

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

・人材派遣会社内での経理・総務事務のお仕事です。・専用ソフトを使用して、請求書・契約書の作成、社会保険

の手続き業務を行って頂きます。・その他、パソコンを使っての入力や計算業務を行います。・全般的にパソコン

を使っての業務となります。メールの使用、エクセルを使った資料作成等できるレベルのパソコンスキルが必要と

なります。

13040-53640121 1304-224763-1 労働者派遣業 107-0052
東京都港区赤坂８－６－２７　スカイプラ

ザ赤坂３１３号室
107-0052

東京都港区赤坂８－６－２７　スカイ

プラザ赤坂３１３号室

メールの使用、エクセルを使っ

た資料作成等できるレベルのパ

ソコンスキル

試用期間あり ３カ月
230,000円～

260,000円

家電の販売に特化した人材派遣業　派１３－０４０５

６０

大手家電メーカーの家電製品の販売に特化した派遣を行い２

５年、各家電メーカーと良好な関係を築けています。「顔が

見える派遣会社」を目指し、皆様とのつながりを大切に考

え、行動しています。

代表取締役 中山　真理
品川公共職業

安定所

医療法人社団アルコ会　アルコクリニック http://www.arcoclinic.co.jp 【急募】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 13070-29938321 1307-352536-7 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

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）

都内２３区の中古マンションの不動産仲介、買取、再販、賃貸管理など、不動産に関わる様々な事業を展開してお

ります。今回の募集職種は中古マンションの仕入れ営業。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！

13070-30065321 1307-334735-5 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１

０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

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。

13090-18577821 1309-306303-2 電気業 176-0023 東京都練馬区中村北二丁目２７－７ 176-0023 東京都練馬区中村北二丁目２７－７ 試用期間あり ３ヶ月
280,000円～

400,000円

新築やリフォーム住宅のエアコン、床暖房、電気、ガ

ス、水道工事及びメンテナンスとなります。

へーベルハウス指定工事店として４１年、東京ガスグループと

して３５年間、大きなトラブルなく安定しています。電気工事

士免許を取得し独立される方が多数います。

代表取締役 松本　勇
池袋公共職業

安定所

日正運輸　株式会社 営業事務 ・運送業務における一般事務全般・作業指示書作成・養生などトラック用具の移動（事務所内） 13130-11634421 1313-628106-7 一般貨物自動車運送業 135-8513
東京都江東区永代２丁目３７－２８　澁澤

シティプレイス永代３階
135-0063

東京都江東区有明４丁目８－６　東京

港フェリーターミナル内２階　当社

東京港営業所

ワード、エクセル程度 試用期間あり ６ヶ月
200,000円～

260,000円
一般貨物自動車運送事業（トレーラー輸送）

澁澤倉庫株式会社１００％子会社、モーダルシフトのパイオニ

アとして早くからフェリー船によるトレーラーの無人航送に特

化している。

取締役社長 石井浩昭
木場公共職業

安定所

株式会社メモリアルアートの大野屋 https://www.ohnoya.co.jp/ セレモニースタッフ／小平市

今回募集しているのは葬祭ディレクター、セレモニースタッフです。大切な人を亡くされたお客様がどのような葬

儀を望んでいらっしゃるかをお聞きし、大切な故人様との最期のお別れの時間を心をこめてお手伝いいたします。

お客様にとっては、非日常的な出来事です。不安を感じていらっしゃるお客様に寄り添い、支えながらもセレモ

ニーの準備、手配を進めていきます。【具体的には】・葬儀の打合せ、相談対応、手配、準備、通夜告別式の進

行・式場内外の設営、霊柩業務（病院やご自宅からの搬送）・アフターフォロー等

13150-09572621 1315-625031-8 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　セレ

モ（葬儀）事業本部
試用期間あり ３ヵ月

195,650円～

373,050円

霊園の造成企画および分譲受託、墓所造営等の請負、

諸石材の加工販売および石材工事の請負、仏壇・仏具

類の販売、生命保険代理店業務、葬祭業及び斎場の経

営等

「こころの豊かさ、こころのやすらぎ」を社会に提供し続け

る墓石業界最大手企業。高齢化社会を踏まえ、保険・葬祭等

の分野にも事業領域を拡大しメモリアルトータルサービスを実

現。

代表取締役 奥田　実
立川公共職業

安定所

株式会社　アムス http://www.ams-group.jp
営業職／人間ドック専門クリニック

（千代田区）

人間ドック専門クリニックの医療機関を運営する法人より、管理事務を受託している企業にて、営業職を担当いた

だきます。クライアントは健康保険組合や一般企業等団体となります。毎年、安心して組合員・社員の方々の健康

診断をお任せいただけるよう情報収集や、フォロー対応をお願いします。社内でのしっかりした情報収集や、コミ

ニュケーションも大切です。相手先の希望をつかみ、より良いご提案ができるよう、関係の構築をお願いします。

27010-25885121 2701-407154-2 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

スビルクリニック内事務所

ＰＣの基本操作 試用期間あり ３ヵ月
152,000円～

239,000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

株式会社　ホンダ http://hondatowel.com/ 営業事務
日々のお客様とのやり取りや伝票作業（納品書・請求書・配送伝票）が主な業務となりますが、事務も営業の考え

のもと、お客様とのやり取りや社内の潤滑なコミュニケーションも大事な業務になります。
13010-47901921 1301-655361-5 衣服卸売業 103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町１－３８－６ 103-0014

東京都中央区日本橋蛎殻町１－３８－

６
エクセル・ワードの基本操作 試用期間あり ６ヶ月

200,000円～

250,000円
タオル製品全般の卸売業

企業向けオリジナルタオルを中心に様々なシーンで使用される

ノベルティーを作成している会社です。お客様は無限に広がっ

ています。開拓精神に溢れる方、元気で体力自慢な方、共に

働きましょう

代表取締役 大河内　昭行
飯田橋公共職

業安定所

株式会社　プロテックス
長期で安定！ビル・マンション・商業

施設の定期清掃

施設の定期清掃をお任せしますこんな時でも長期的に安定した仕事主に床やガラスの洗浄、ワックス塗布などです

若手スタッフ活躍中！先輩はほとんどが未経験からスタートしています！丁寧にサポートするので安心してくださ

い特別な経験や資格は一切必要ありません◇未経験から手に職をつけたい方◇「掃除が得意」など理由は何でもＯ

Ｋ◎社会保険完備◎制服貸与◎交通費支給◎

13060-06989121 1306-621290-4 建物サービス業 144-0052
東京都大田区蒲田１丁目１０番６号　蒲田

山本ビル１階
144-0052

東京都大田区蒲田１丁目１０番６号

蒲田山本ビル１階

ワードやエクセルの初歩的な操

作があれば尚可
試用期間あり

約２～３か

月

240,000円～

240,000円
総合ビルメンテナンス

オフィスビルから商業施設まで幅広く業務拡大中の若い会社で

す。
代表取締役 大垣　浩幸

大森公共職業

安定所

株式会社　メディカルサロン
http://www.medical-

salon.com/

会員制クリニックにおける受付・事務

スタッフ

・受付・電話応対・パソコン入力業務（エクセル・ワード基本レベル）・会計業務・身長、体重等測定＊健康教

育、美容、アンチエイジングについて学びたい方歓迎＊看護師資格をお持ちの方、好待遇
13080-37076421 1308-439870-9 その他の専門サービス業 160-0004

東京都新宿区四谷４丁目７番地　　白川ビ

ル７Ｆ
160-0004

東京都新宿区四谷４丁目７番地　　白

川ビル７Ｆ

エクセル・ワード・アウトルッ

クの基本操作
試用期間あり ２か月間

203,000円～

203,000円

健康誌の編集、制作、インターネット上の健康情報発

信、健康サプリメントの開発、医療コンサルタント、

人材派遣、診療所のマネジメントが主な業務です。

編集制作、商品開発、卸販売、通信販売、クリニック運営サ

ポート等、幅広い業務を行っています。色々な分野の業務があ

り、働く人の意欲、人生観、技量、出世欲に応じて、配置部

門が決まります。

代表取締役

社長
風本　真吾

新宿公共職業

安定所

株式会社ズットモ http://www.zuttomo.jp コールセンター受信事務 【概要】コールセンター業務のサポート【業務内容】・電話応対・問い合わせ内容入力 13080-37169021 1308-655057-8 ソフトウェア業 169-0075
東京都新宿区高田馬場４丁目３４－１４

ＣＡＳＡ　ＫＣ　３０７
169-0075

東京都新宿区高田馬場４丁目３４－１

４　ＣＡＳＡ　ＫＣ　３０７
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。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

本人の適正に合った仕事を提案、安心して働けるように多数事

前　研修制度も用意しております。

代表取締役

社長
西　優輔

新宿公共職業

安定所

株式会社ズットモ http://www.zuttomo.jp 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 13080-37170221 1308-655057-8 ソフトウェア業 169-0075
東京都新宿区高田馬場４丁目３４－１４

ＣＡＳＡ　ＫＣ　３０７
169-0075

東京都新宿区高田馬場４丁目３４－１

４　ＣＡＳＡ　ＫＣ　３０７
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。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

本人の適正に合った仕事を提案、安心して働けるように多数事

前　研修制度も用意しております。

代表取締役

社長
西　優輔

新宿公共職業

安定所

株式会社　ＫＯＹＡＭＡ http://www.koyama-inc.jp 事務職（総務・営業事務） 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。 13110-08933221 1311-203427-6 その他の職別工事業 120-0044 東京都足立区千住緑町１丁目１５－１ 120-0044 東京都足立区千住緑町１丁目１５－１
エクセルで表計算などができる

方。
試用期間あり ３か月

177,000円～

200,000円

様々なサイン（看板）のデザイン・設計・施工を行う

会社です。　ＫＯＹＡＭＡが手掛けているのは「伝わ

る」クリエイティブ。　公共施設・病院・学校等の看

板や広告塔を製作しています。

創業５８年を迎える会社ですが、社員の４０％が平成生ま

れ。　皆さんの良き先輩を身近に感じることができるはずで

す。　福利厚生も充実しています。ぜひ一度会社見学にいらし

て下さい。

代表取締役 小山　竜司
足立公共職業

安定所

株式会社　テレビウィークリー企画 http://www.tv-w.co.jp 営業アシスタント（水道橋勤務）
・営業サポート・電話応対・ＦＡＸやメールでの受注業務及びデータ処理・文字入力・広告内容のチェック等・そ

の他業務に付帯する雑務
13150-09516921 1315-208343-0 広告業 186-0002

東京都国立市東１丁目１５番地２１　ド

マーニ　国立ビル４階
113-0033

東京都文京区本郷１－１１－６　東接

本郷ビル５Ｆ
試用期間あり ３ヶ月

160,000円～

173,600円
広告代理店

アットフォームな会社です。長い歴史と実績のある会社で大手

企業様より仕事を戴いております。また毎年安定して業績を伸

ばしております。社員の中には２０代で家を購入した人も多く

います。

代表取締役

社長
山本　孝洋

立川公共職業

安定所

株式会社　エイワンプラス
http://www.aone-

plus.com/
営業事務

１：受付および電話応対２：新築戸建て住宅において、網戸やシャッターなどの住宅付帯設備に関するお問い合わ

せの発注業務３：受発注に対する工事の完了確認ならびに顧客への請求書の発行ならびに発送業務。４：その他、

データ管理や整理に伴うパソコン入力等の事務作業。※業務上パソコン操作は必要です。

13170-12417421 1317-613563-4 建物サービス業 188-0004
東京都西東京市西原町１－２－２　ルネサ

ンスフォルム田無１Ｆ
188-0004

東京都西東京市西原町１－２－２　ル

ネサンスフォルム田無１Ｆ

エクセル　ワードの基本操作／

メール受発信操作／ＳＮＳ対応
試用期間あり ３カ月

180,000円～

180,000円

１．住宅資材の販売、２．住宅の定期点検、３．リ

フォーム、　４．地震火災損害保険等　＊営業拠点は

東京本社及び全国５箇所

大手住宅会社アーネストワンのグループ会社として、平成１８

年８月に設立しました。主にアーネストワンの補完業務を主

とした安定したやりがいのある会社です。

代表取締役 山口　弘
三鷹公共職業

安定所

東伸工業　株式会社
http://www.toshinkogyo.co

m
設計部門のアシスタント（事務） ・Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄを使用した資料・文書の作成・書類整理・ファイル管理・電話、来客対応等 13200-07237921 1320-616442-5

計量器・測定器・分析機器・試験機・測量

機械器具・理化学機械器
206-0025 東京都多摩市永山６－２０ 206-0025 東京都多摩市永山６－２０ Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ 試用期間あり ３ヶ月

160,000円～

200,000円

材料試験機器の製造、販売　国際計測器株式会社（Ｊ

ＡＳＤＡＱ上場企業）１００％出資会社

当社は耐熱腐食材料試験のメーカーであり当該分野ではク

リープ試験機、腐食試験機等で他の追随を許さぬ評価を得て

いる

代表取締役 松本　博司
府中公共職業

安定所

株式会社　エムアンドアール
https://mandr-

inc.jp/recruit/

アパレル企画営業（トライアル併用求

人）

＊大手アパレル企業向けの企画営業です。＊ジーンズカジュアル商品をベトナムの自社工場で生産します。＊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。＊未経験の方でも

先輩社員が丁寧に指導します。

26020-10878121 2602-305201-9
その他の各種商品小売業（従業者が常時５

０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（ＷＯＲＤ／

ＥＸＣＥＬ）
試用期間あり ３か月

185,000円～

320,000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商品をベトナムの自社工場

で生産、国内大手アパレル企業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

株式会社ＨＥＲ http://www.her.co.jp
営業スタッフ（東京営業所）〈正社

員〉
理化学分析等（水質・大気・騒音）の営業入札等、官公庁との折衝試料の引き取り 28100-03293921 2810-102271-1 計量証明業 675-2113

兵庫県加西市網引町２００１番地３９

加西南産業団地内
101-0052

東京都千代田区神田小川町３－２－２

天心舘ビル１０３
試用期間あり ３ヶ月間

210,000円～

350,000円

環境計量証明事業（水質分析・大気・騒音・振動測定

等）　　　　環境測定機器メンテナンス　下水道処理

施設等水処理プラントの維持管理

環境に関する調査、分析、保全と環境全般に取り組んでいる会

社です。「企業パンフレットあり」ハロ－ワーク西脇相談窓

口にお問い合わせ下さい。

代表取締役 芝本　忠雄
西脇公共職業

安定所

株式会社レナトスエナジー 一般事務・営業事務 ・エクセル、ワード等で契約書作成、安全書類作成・電話の受け答え・郵送手配業務・事務所備品管理など 13040-51959321 1304-675223-2 電気工事業 107-0062
東京都港区南青山２－２－１５ウイン青山

８１８
107-0062

東京都港区南青山２－２－１５ウイン

青山８１８

エクセル、ワード基本操作（必

須）
試用期間あり ３カ月

185,000円～

214,000円

・電気工事・土木建築工事・管工事・電気通信工事・

消防施設工事　の施工及び管理　・不動産の仲介及び

斡旋

再生可能エネルギーを中心に電気工事・土木工事に関する設計

及び工事費積算及び現場管理と不動産の仲介・斡旋を行ってお

ります。

代表取締役 橋本　亜喜子
品川公共職業

安定所

株式会社　イーエックス・こくさん wwwex-kokusan.co.jp 事務

営業事務（営業サポート、納品書の発行・購買手配など）を中心に総務、経理事務等をお願いします。総務業務

（電話応対、庶務的業務）、経理（入力中心）最初は会社に慣れていただくため、ＯＪＴ形式で仕事を任せていき

ます。習熟度に合わせ、少しずつできることを増やしていただきます。小さな会社ですので、幅広い業務をお願い

します。

13040-52016421 1304-250565-7 他に分類されない卸売業 141-0031 東京都品川区西五反田７－７－１１ 141-0031 東京都品川区西五反田７－７－１１ 試用期間あり ３ヶ月
195,000円～

250,000円

防爆附属品の販売。営業業務は長年に渡り取引を頂い

ている顧客先へのルート販売が主となります。
少人数ですが、家庭的な職場です。 代表取締役 生駒　敬子

品川公共職業

安定所

株式会社　恵興 http://www.kk-keiko.co.jp 発電設備営業

発電設備の販売及び設置工事の営業です。得意先は発電設備メーカー・ゼネコン・機械器具設置工事業者等です。

決まったお得意先及び紹介された会社ですので、新規の飛び込み営業はありません。得意先からの問い合わせに対

応して、現場調査・仕様書確認を行い見積書を作成し提出します。受注が確定したら工程確認・出来高請求等の業

務を行います。

13060-06888521 1306-614315-3 電気工事業 143-0004 東京都大田区昭和島２－４－３ 105-0011 東京都港区芝公園２－１２－１７ ワード・エクセル 試用期間あり ３ヶ月
148,000円～

170,000円
一般貨物輸送業　発電設備等の設置工事業

設立６１年大手企業との取引も多く安定した企業です。　伊

豆諸島・小笠原関連の貨物輸送島嶼発電所、浄水場、ビル等の

発電設備の設備工事を主な業務としています。

代表取締役 辻子　恵介
大森公共職業

安定所

ＧＭＯコマース株式会社 ソリューション営業

ＬＩＮＥ公式アカウントやＷｅｂ広告などを活用した集客支援サービスを利用して、実店舗やネットショップを展

開している企業へ、売上を伸ばすためのプロモーションを提案します。【サービスの例】ＬＩＮＥで店舗からクー

ポンなどが届く「ＬＩＮＥ公式アカウント」、Ｙａｈｏｏ！やＧｏｏｇｌｅ検索結果に表示される広告など、普段

インターネットによく触れている方なら、当たり前のように見ているインターネット上の広告が中心です。

13070-29370021 1307-637437-3 他に分類されない事業サービス業 150-0043
東京都渋谷区道玄坂１－２－３　渋谷フク

ラス１３階
150-0043

東京都渋谷区道玄坂１－２－３　渋谷

フクラス１３階
試用期間あり ３ヶ月

194,000円～

339,000円

インターネットで店舗の集客や業務効率化を支援する

自社サービスを開発・提供したり、ＬＩＮＥ公式アカ

ウントやＷＥＢ広告などの正規代理店として運用をサ

ポートしています。

当社の特徴は、従業員一人ひとりの距離が近い事。社歴に関

係なく本人のやる気に合わせて業務を任せるので個人の裁量

が大きくやりがいを感じることができます。

代表取締役

社長
山名　正人

渋谷公共職業

安定所

自由民主党東京都第十選挙区支部 議員秘書
◆豊島区、練馬区、中野区、新宿区にて、衆議院議員鈴木隼人の政治活動をサポート（運転を含む）および単独で

国民の皆様から政治に対するご意見などをうかがう活動を行っていただきます。
13090-18246821 1309-633649-5 政治団体 176-0005

東京都練馬区旭丘１－６４－１４　ジュピ

ター江古田３０１
176-0005

東京都練馬区旭丘１－６４－１４

ジュピター江古田３０１

ワード、エクセルなど（文書作

成、データ入力等の基本操作）
試用期間あり ３か月程度

250,000円～

300,000円

衆議院議員である支部長鈴木隼人とともに豊島区、練

馬区、中野区、新宿区において、国民の皆様の生のお

声をいただきながら国政に反映していくお仕事です。

体力を要しますが、国民の皆様の生のお声を伺えるため、や

りがいのあるお仕事になります。
支部長 鈴木　隼人

池袋公共職業

安定所

ヤマト通信工業株式会社 www.yamato-t.co.jp
梱包等軽作業を含む資材生産管理事務

員

資材発注等生産管理事務他に、主な作業は以下の通りです（基本作業）１．ボルト等のセット～封入２．各種部材

類（スチール製）の仕分け～封入３．封入物をチェックし、段ボール箱（小型）への詰込～梱包作業４．段ボール

箱へのラベル貼付け５．出荷準備～出荷６．その他、付随した作業もあります

13130-11332021 1313-106373-4 家具製造業 135-0024 東京都江東区清澄３ー５－２ 135-0024 東京都江東区清澄３ー５－２ 試用期間あり ３ヶ月
200,000円～

300,000円

情報通信用システムラックの設計・製造・施工、販

売。

ヤマト通信工業株式会社はＩＴ業界の基盤を支える会社で、

主要取引先はＮＴＴ各グループをはじめ情報通信関連の大手企

業です。お客様のあらゆる要望に応える商品開発に努めてお

ります。

代表取締役 渡辺　和恵
木場公共職業

安定所



川上機工　株式会社
http://www.kawakami-

kk.co.jp

営業職　自社ブランドを中心に機器販

売（中野区）

自社ブランド機器を企業や個人事業主への営業です。主に新聞業界をはじめとする紙媒体を事業としている先への

ニーズやウォンツ企画提案をする営業で機器メンテナンスサービスを提供する仕事になります。最近物流業界では

新たなシステムやニーズに対応することで新たな機器を生み出す楽しみがあります。なにより困りごとや故障時の

対応で感謝されることがとても嬉しい。また感染対策機器では感染課題を抱えている大きな市場でのニーズに対応

することで地方行政・学校・民間企業への広がりが急速に高まっており、特に消防では当社事業の取組みに対して

９３．５％の隊員からはその取組イイねと回答をいただいています。

10020-07556621 1002-060132-9 産業機械器具卸売業 370-0071 群馬県高崎市小八木町３０４－２ 165-0032 東京都中野区鷺宮５－２４－２３

簡単なレベルで操作でき、エク

セル・ワード作成が出来ると尚

良い日報や報告・スケジュール

などグループウェアを利用しま

す。販売商品に顧客管理ソフト

がありますので入社後研修を行

います。

試用期間あり
研修期間の

３カ月

200,000円～

350,000円

主に新聞等の広告チラシを扱う企業向けに特化した機

器メーカーとして、お客様への導入経験を大切にし、

そこで培った知識と経験で機器設計開発・技術・保守

の高い価値サービスを提供しています。

直近５年売上１０億円推移、自社ブランド機器は開発も進み

大手通販会社からの機器システム評価も高く導入が増加してい

る。除染機器では消防シェアが２４．２％～３５．０％まで

年々拡大している

代表取締役 吉池　睦
高崎公共職業

安定所

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

応・ＰＯＰ作成、待合室内の商品陳列
13070-29264021 1307-941397-3 医薬品・化粧品小売業 156-0045 東京都世田谷区桜上水２－２５－６ 156-0045 東京都世田谷区桜上水２－２５－６ 試用期間あり ６ヶ月

160,000円～

200,000円
保険調剤 患者さんに愛される地域密着型薬局を目指しています。 代表 荻原　章

渋谷公共職業

安定所

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。

13080-36152821 1308-100050-0 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

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。

13080-36155421 1308-100050-0 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

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。

13090-18084121 1309-630319-9 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

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。

13160-04211621 1316-613549-9 電気機械器具卸売業 198-0051 東京都青梅市友田町２－７５９－１ 198-0052
東京都青梅市友田町２－７５９－１

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

株式会社　松原 営業事務員（東京都渋谷区） 営業職のサポート在庫の管理商品の出荷指図入庫管理社内での業務 27010-25061021 2701-409369-1 衣服卸売業 541-0057
大阪府大阪市中央区北久宝寺町２－１－２

ＮＰＣビル本町２Ｆ
151-0051

東京都渋谷区千駄ケ谷３－２２－７

東京営業所

エクセル・ワード・パワーポイ

ント・メールのやり取り
試用期間あり １か月

180,000円～

200,000円

全国アパレル、生地問屋にレディース向けテキスタイ

ルの企画、販売の卸売業

堺筋に面した駅より徒歩２分のビジネス街です。少人数での

広々とした明るい職場です。
代表取締役 松原　圭一郎

大阪東公共職

業安定所

メディカルホットライン株式会社
医療コンサル会社の総務業務（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

13010-46296421 1301-651125-0 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１

３階

・基本的なＯＡスキル（Ｅｘｃ

ｅｌ、Ｗｏｒｄ、ＰｏｗｅｒＰ

ｏｉｎｔ）

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

日本企画管財　株式会社
http://www.nihon-

kikakukanzai.co.jp
マンション管理会社の経理事務・他

◆弊社で管理するマンションから徴収される管理費等の収納業務。◆各マンションの定期検査結果報告の管理。◆

マンション総合保険取次業務
13060-06705721 1306-211093-2 不動産管理業 144-0051

東京都大田区西蒲田７丁目１２－２　グラ

ンイーグル西蒲田第二ビル３Ｆ
144-0051

東京都大田区西蒲田７丁目１２－２

グランイーグル西蒲田第二ビル３Ｆ
Ｅｘｃｅｌ 試用期間あり ６ヶ月

205,000円～

210,000円

マンションビル管理業、清掃業、宅地建物取引業、警

備業、　建設業、損害保険代理店業、駐車場の管理運

営

グランイーグルマンションを中心に、管理業務を行っておりま

す。地域密着をモットーに、マンションを買って良かった、住

んでみて良かったの、言葉をいただくために頑張っている職場

です。

代表取締役 富井　泰生
大森公共職業

安定所

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。
13060-06771821 1306-623552-6 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

製造業各社のクライアントリレーションズパートナーを目指し

て、より高付加価値な設計開発支援を提案しています。
代表取締役 高松　英樹

大森公共職業

安定所

株式会社　ジェイプラスディー http://www.jplusd.co.jp/
ＯＡ操作指導・サポート・端末管理・

他（在宅勤務可）

職場内のＰＣの全般的な管理を行っていただきます。１、クライアントＰＣ、Ｗｉｎｄｏｗｓ、オフィス系ソフト

に対する問合せ対応、障害対応２、クライアントＰＣの管理３、Ｗｉｎｄｏｗｓ、Ｅｘｃｅｌ他４、電話対応他
13090-17805121 1309-634465-0 ソフトウェア業 171-0014

東京都豊島区池袋４－２５－１　紘亜ビル

４Ｆ
171-0014

東京都豊島区池袋４－２５－１　紘亜

ビル４Ｆ
試用期間あり ２ヶ月

230,000円～

400,000円

株式会社情報電子のグループ会社として、ＩＴ技術で

お客様に貢献しています。３０年以上の歴史を持つグ

ループ内の有形・無形の資産をフルに活用し、お客

様・社会と共に飛躍していきます。

・社員を育てる教育システムが充実しています。・大胆な昇給

を行います。・労働時間管理を徹底しています。　派１３－３

１１５０８

代表取締役 小野　健一郎
池袋公共職業

安定所

墨田加工　株式会社
http://www.sumida-

mfg.co.jp
営業技術＜要普免＞

・大手顧客からの受注、納品、技術的、品質的折衝を行う・受注、納品、社内へのデータ入力、出力等・１００％

受注生産の為、顧客の求める要求仕様書、図面の読み取りが必要となります。＊物作り知識、興味のある方歓迎！
13120-08659621 1312-100623-0 その他のプラスチック製品製造業 131-0041 東京都墨田区八広６丁目４１－６ 124-0011

東京都葛飾区四つ木４－３－１５　葛

飾工場
エクセル・ワード基本操作 試用期間あり ３ヶ月以内

200,000円～

300,000円

工業用プラスチック加工部品の製造販売　（航空機及

新幹線、医療機器、半導体製造装置、メカトロニクス

機器等に使用される樹脂製精密加工品です）

少量多品種の製品を扱っており、多くの一流企業を得意先に持

ち好不況に左右されない安定した企業です。福利厚生施設も

充実しており、綺麗な職場です。

代表取締役 吉岡　亨浩
墨田公共職業

安定所

大雄開発　株式会社 http://www.daiyukk.co.jp
【賃貸仲介営業】マンション・アパー

ト・事務所店舗等

【江東区がメイン！賃貸仲介業務】来店やネット反響からお客様の要望をヒアリングし、最適な賃貸物件のご提

案・内覧・契約までサポートする仕事です。■自社物件は約１００部屋。まずはお部屋を知る事からスタート。最

初は先輩社員が同行し、場所や内見ポイントなどお伝えします。■接客以外では、自社ＨＰやスーモ等ネット掲載

の為の室内写真撮影・周辺情報調査を行います。情報量が豊富だと反響率もアップ♪■空室でお困りの家主様へ、

案内状況報告や空室改善提案など定期的に行い、お困りごとを一緒に解決していきます。

13130-10990521 1313-408392-8 不動産代理業・仲介業 136-0072 東京都江東区大島２－４１－１７ 136-0072 東京都江東区大島２－４１－１７

パソコンの基本操作・メール作

成等　エクセル・ワード　入力

ができれば尚可

試用期間あり
入社後３カ

月

230,000円～

270,000円

土地建物の賃貸・売買・仲介、不動産管理、戸建・マ

ンション分譲住宅リフォーム、清掃事業までの一貫業

務等、　不動産に関するトータルサポート事業を行っ

ています。

地域密着で創業５０年を迎える不動産業者です。地元江東区

に根差した営業活動を行い、業績も安定しています。幅広い年

齢層の社員が勤務し、職場はアットホームな雰囲気です。

代表取締役 松岡　雄治
木場公共職業

安定所

有限会社　東邦土地商会 営業（店長候補）

★お部屋を、ご紹介・ご案内していただきます・ネット・電話での問い合わせに対応します・より詳しく条件を伺

い、ニーズに合ったお部屋をご紹介します・ご紹介したお部屋を実際に内見・ご案内します・ご契約に向けての確

認、準備を行います★新規物件の開拓をしていただきます〇現在取り扱っていない物件もご紹介できるように、新

規物件を開拓していただきます〇現在取り扱っている物件も、オーナー様とのこまめなやり取りを行うことによ

り、空室をなくしていきますその他不動産に関する業務

13150-09250921 1315-304857-8 不動産代理業・仲介業 186-0002 東京都国立市東１－６－２５ 186-0002 東京都国立市東１－６－２５

エクセル…入力・編集・簡単な

計算式　ワード…入力・編集

※特別な技術は必要ありませ

ん。上記操作に問題のないこ

と。

試用期間あり ３か月
200,000円～

250,000円
不動産仲介・管理業

ピタットハウスのＦＣ店です。アパート、マンションの仲介、

管理を主に開業以来業績も安定したアットホームな雰囲気の職

場です。

取締役 山内　真法
立川公共職業

安定所

有限会社　東邦土地商会 営業

★お部屋を、ご紹介・ご案内していただきます・ネット・電話での問い合わせに対応します・より詳しく条件を伺

い、ニーズに合ったお部屋をご紹介します・ご紹介したお部屋を実際に内見・ご案内します・ご契約に向けての確

認、準備を行います★新規物件の開拓をしていただきます〇現在取り扱っていない物件もご紹介できるように、新

規物件を開拓していただきます〇現在取り扱っている物件も、オーナー様とのこまめなやり取りを行うことによ

り、空室をなくしていきますその他不動産賃貸仲介業に関する業務

13150-09252021 1315-304857-8 不動産代理業・仲介業 186-0002 東京都国立市東１－６－２５ 186-0002 東京都国立市東１－６－２５

エクセル…入力・編集・簡単な

計算式　ワード…入力・編集

※特別な技術は必要ありませ

ん。上記操作に問題のないこ

と。

試用期間あり ３か月
170,000円～

170,000円
不動産仲介・管理業

ピタットハウスのＦＣ店です。アパート、マンションの仲介、

管理を主に開業以来業績も安定したアットホームな雰囲気の職

場です。

取締役 山内　真法
立川公共職業

安定所

ブッシュクラフト株式会社
https://www.bushcraft.co.j

p/
企画・営業職 企画・営業職アウトドア用品（自社ブランド）の企画から開発・設計に携わって頂きます。 13190-04305321 1319-618343-8 その他の無店舗小売業 194-0021

東京都町田市中町２－１－２　Ｔ＆Ｔビル

４Ｆ
194-0021

東京都町田市中町２－１－２　Ｔ＆Ｔ

ビル４Ｆ
試用期間あり ３ヶ月

200,000円～

250,000円
アウトドア用品の企画・製造・販売・輸出入事業

急成長している会社です　会社の成長に伴い、事業拡大に直接

携わる事ができます
代表取締役 相馬拓也

町田公共職業

安定所

リンクステックＹＧＡ株式会社
http://www.lincstech.com/

lincstechyga/index.html
メーカーへの法人営業（東京営業所）

●法人営業として下記業務を行って頂きます。・電子機器製造メーカーへの法人営業・プリント配線板の販売セー

ルス等＊法人営業の経験があれば尚可です。＊配線板未経験者は約１年間、自然豊かでのびのび暮らせる長野県の

飯田工場で研修、実習を予定します。※雇用条件等の詳細については面接時に説明させて頂きます。

20050-03238021 2005-003794-6 電子デバイス製造業 399-2102 長野県下伊那郡下條村陽皐１６０８ 104-0031
東京都中央区京橋二丁目１４番１号

兼松ビルディング本館４階
試用期間あり ３ヶ月

204,600円～

289,800円
プリント配線板製造販売

本年（令和４年）に社名を変更し、世界に誇れる配線板メー

カーであるリンクステックグループとして新たなスタートを切

りました。物作りを通して、豊かで持続可能な社会づくりに貢

献します。

代表取締役 服部　清男
飯田公共職業

安定所

株式会社　アーテム https://a-tem.jp/ 事業部（営業職）

健康保険組合、共済組合等の企業の福利厚生を担っている各種団体が得意先となります。家庭用常備薬（風邪薬・

胃腸薬・鎮痛薬・目薬等）、健康管理用品（血圧計、体温計等）、感染予防商品（アルコール消毒剤、マスク等）

の提案・販売。未経験者歓迎です。先輩社員との同行などによりゆっくりを仕事を覚えていって欲しいと考えてい

ます。

27010-24464021 2701-432655-0 医薬品・化粧品等卸売業 544-0015 大阪府大阪市生野区巽南５丁目５番１３号 136-0071
東京都江東区亀戸１丁目３８番４号

朝日生命ビル７階　東京支社

Ｅｘｃｅｌ・Ｗｏｒｄの作成・

入力などが出来れば大丈夫です
試用期間あり ３ケ月

164,500円～

200,900円
医薬品、医薬部外品の販売 健康づくりをお手伝いする会社 代表取締役 中辻　公宏

大阪東公共職

業安定所

株式会社　アイピー総研 http://ip-soken.com
防犯カメラの新規、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。

27020-29899321 2702-617496-4 他に分類されない小売業 530-0044
大阪府大阪市北区東天満１丁目６－６

オーセンビル８階
160-0022

東京都新宿区新宿５丁目４－１　新宿

Ｑフラットビル８０８号
試用期間あり ３ヶ月

280,000円～

450,000円

防犯カメラ・セキュリティ機器の販売・施工・メンテ

ナンス

弊社は大阪を中心に「犯罪を未然に防ぐ」為に、防犯カメ

ラ・監視カメラを普及させています。取引先も１０００社を

超え、これからも増々拡大していく予定です。３０～４０代の

男女が活躍中です。

代表取締役 平内　隆司
梅田公共職業

安定所

奈良県縫製協同組合 総務　兼　営業事務 外国人技能実習生・特定技能外国人受入れに関する事務手続き書類作成その他関連業務 13030-06507921 1303-626851-0 事業協同組合（他に分類されないもの） 111-0053
東京都台東区浅草橋１－２１－１　光ビル

４階
111-0053

東京都台東区浅草橋１－２１－１　光

ビル４階
エクセル・ワード 試用期間あり ３ヶ月

200,000円～

250,000円
組合員のためにする外国人技能実習生共同受入事業 中小企業等協同組合法に基づく事業組合です。 代表理事 福原　淳作

上野公共職業

安定所

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 13040-49148021 1304-670273-0 建物売買業，土地売買業 141-0022
東京都品川区東五反田１－１６－１１　Ｇ

ＯＴＮＤＡ・ＥＡＳＴ・ＢＬＤＧ４階
141-0022

東京都品川区東五反田１－１６－１１

ＧＯＴＮＤＡ・ＥＡＳＴ・ＢＬＤＧ４

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

市村金属　株式会社
http://www.ichimura-

metal.com/
【正社員】営業職

○営業技術部にて、既存の顧客との営業活動（製品の納品・発送、電話応対、見積書等作成）をお願いいたしま

す。（飛び込み営業はありません）○温度センサー…コーヒーの焙煎機やパンの焼釜、また飛行機部品や樹脂製品

の製造ライン等、広く社会で使用されています。○工業用貴金属…水分析装置や大学の研究用機械に使用されてい

ます。初めは先輩社員に同行し、ＯＪＴで以て丁寧に指導していきます。ペーパードライバーの方でも先輩の運転

に同乗するところから始め、徐々に運転に慣れていただけますので心配いりません。ワード、エクセルのほか、営

業用販売管理ソフト（顧客の購入実績データ等）を使用します。＃マザーズ

13060-06623121 1306-014611-3
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量

機械器具・理化学機械器
143-0016 東京都大田区大森北５ー１５－１１ 143-0016 東京都大田区大森北５ー１５－１１

Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ（定型

フォーマット入力程度）

※基本操作ができれば問題あり

ません。

試用期間あり ３ヶ月
170,000円～

245,000円
温度センサー・工業用貴金属製品の製造販売

ＩＳ０９００１：２０１５認定　　　　　　　　　年商３億

円

代表取締役

社長
高橋　岳之

大森公共職業

安定所

株式会社　ジェイプラスディー http://www.jplusd.co.jp/
小売業向けヘルプデスク（在宅勤務

可）

小売業向けシステムに対する問合せ対応を行っていただきます。・電話でのヘルプデスク業務（日本語）・ＰＣの

基礎知識、ネットワーク知識、サーバー知識・英語でのやりとり・ドキュメント作成・若手中心の職場です。
13090-17605721 1309-634465-0 ソフトウェア業 171-0014

東京都豊島区池袋４－２５－１　紘亜ビル

４Ｆ
171-0014

東京都豊島区池袋４－２５－１　紘亜

ビル４Ｆ
試用期間あり ２ヶ月

230,000円～

400,000円

株式会社情報電子のグループ会社として、ＩＴ技術で

お客様に貢献しています。３０年以上の歴史を持つグ

ループ内の有形・無形の資産をフルに活用し、お客

様・社会と共に飛躍していきます。

・社員を育てる教育システムが充実しています。・大胆な昇給

を行います。・労働時間管理を徹底しています。　派１３－３

１１５０８

代表取締役 小野　健一郎
池袋公共職業

安定所

株式会社　ポートリリーフ・エンジニアリン

グ
http://pre-tokyo.co.jp/ 総務経理担当

社員４０人ほどの中小企業における総務・経理業務を担当・売掛金及び買掛金、小口現金等の管理・タイムカー

ド、勤怠等の管理・オフィスの環境及び備品等の管理・福利厚生及び慶弔事等への対応・消防法、安全衛生法への

対応など＊社員からは何かと頼りにされるような存在として、庶務的な幅広い業務も担当しています。＃マザーズ

13100-03647221 1310-613663-6 産業機械器具卸売業 114-0012 東京都北区田端新町一丁目３０番３号 114-0012 東京都北区田端新町一丁目３０番３号 試用期間あり ３ヶ月
230,000円～

300,000円

大型漁船を中心とする船舶機器・部品の専門商社で、

海外売上比率は６割強となっています。工務部門の技

術力も業界有数で、船舶のメンテナンスに総合的にか

かわっている会社です。

営業部門では残業がほとんどなく、有給休暇も自由に取得でき

る雰囲気の中で、一人ひとりが力を発揮しています。船舶メン

テナンスというニッチな市場で、健全な財務内容を誇る優良

企業です。

代表取締役 千野　純二
王子公共職業

安定所

株式会社　ミネトーヨー住器
www.lixil-

madolier.jp/5000404
営業員（未経験者ＯＫ）

アルミなどの住宅用建材・住器の組み立て加工、販売を行う事業所における営業の仕事です・担当する顧客先への

訪問・打合せ（業界未経験の方の場合、約１年間の業務研修があります。この研修では当社の扱う製品や仕事の説

明を受け、まずベテラン社員との同行訪問から始めます）・見積もり作業補助＊後々に１人での営業活動に移行し

ます。＊営業エリア：主に三多摩地区＊営業先はほとんど法人になります★ブログ見てください！毎日更新してい

ます！！

13140-06571321 1314-307363-6 建築材料卸売業 193-0816 東京都八王子市大楽寺町２０６ 193-0816 東京都八王子市大楽寺町２０６ 試用期間あり １～３か月
200,000円～

240,000円

アルミ、建材、住器、エクステリア　組立て、加工、

販売、太陽光発電システム、ガラス　建築工事、建築

資材卸売

平成８年創業以来、黒字決算で成長し続けています。社員の

平均年齢は３０代半ばの職場です。社員同士の意見や情報交換

する機会が多く、社員全員で情報を共有し、業務を進めていま

す。

代表取締役 峰岸　豊和
八王子公共職

業安定所

カレド　株式会社
https://karedjapan.ameba

ownd.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。

13030-06402121 1303-622927-1 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、Ｏｕｔ

ｌｏｏｋ　必須
試用期間あり ３ヶ月

180,000円～

220,000円

雑貨品の輸入商社です。主に子供向けアニメ雑貨、幼

児向け雑貨を取り扱っています。

海外に関連工場があり仕事は安定しています。静かな環境で落

ち着いて仕事が出来ます。仕事には専門的な内容も有ります

が分からない事は指導教育致します。

代表取締役 山下　昭二
上野公共職業

安定所

株式会社エフ．エンタープライズ http://fenterprise.jp タレントマネージャー／港区 （芸能プロダクション）・タレントマネージャー 13070-27974621 1307-337657-9 他に分類されない事業サービス業 151-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷２－３４－１３　ベ

ルファイブビル３Ｆ
106-0045

東京都港区麻布十番２－３－５　４Ｆ

（株）エフ・エンタープライズ　事務

所

パソコンの基本スキル（ワー

ド・エクセル・パワーポイント

が使える）

試用期間あり ３ヶ月
200,000円～

230,000円

ＴＶ・ラジオ番組、ビデオソフトの企画制作及び販

売、タレントプロダクション、キャラクターグツズの

企画・製作・管理及び新商品の開発

ショウビジネスにおいて誕生した、最もアクティブで、最も可

能性の高い集団、それが我々、エフエンタープライスです。
代表取締役 藤井　達也

渋谷公共職業

安定所

株式会社　イナ・エステート https://iina.co.jp/
未経験者歓迎　不動産賃貸営業助手／

トライアル併用

ご来店されたお客様へ、予算、立地、希望の間取りなどをお伺いし、条件に合う物件をご紹介します。お客様が希

望する生活の実現をサポートする仕事です。・電話対応、来客対応、物件へのご案内、契約手続き・賃貸物件管理

（入金確認・修理受付対応など）★当社社員は全員業界未経験からスタートしています。新しい仕事にチャレンジ

する意欲のある方であれば丁寧に指導します。【社員の声：この仕事のやりがい】長年勤めていると、お付き合い

のあるお客様の成長を見届けることができる上京（賃貸）→就職（賃貸）→結婚（賃貸）→出産（購入）

13090-17361321 1309-426197-2 不動産代理業・仲介業 177-0042 東京都練馬区下石神井４－９－１ 167-0021
東京都杉並区井草５－３－１　（イ

ナ・エステート上井草営業所）

ワード・エクセル・メール基本

操作　（文字入力、、四則演算

程度）

試用期間あり ３ヵ月
220,000円～

320,000円

不動産総合コンサルティング会社です。相続案件から

賃貸仲介・建築工事も請け負っています。じっくり仕

事に取り組みたい方には、とても働きやすい職場で

す。

弊社は、ご契約いただいたお客様からのご紹介やリピーター様

が多く、提案力のある業務展開をしております。家庭的な雰囲

気の職場ですが、各社員のプロ意識は高いです。

代表取締役 小池　道子
池袋公共職業

安定所

エーピー・ジャパン　株式会社　東京事務所 http://www.ap-japan.jp 営業（法人向け）

◆ＬＥＤ及びＥＣＯ関連商品の企画、営業、販売です。・ＬＥＤモジュール及びデジタルサイネージ等の営業・販

売・室内壁面緑化やインテリア素材として幅広く活用できるＥＣＯ製品（ＴＥＲＲＡＭＯＳＳ）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。

13090-17480521 1309-937472-5 他に分類されない小売業 176-0012 東京都練馬区豊玉北３丁目２５－２ 176-0012 東京都練馬区豊玉北３丁目２５－２ 基本操作（エクセル・ワード） 試用期間あり ３ヶ月
165,000円～

170,000円

ＬＥＤ及びＥＣＯ製品の企画・幹旋・製造・販売及び

管理業務、不動産に関する業務、Ｍ＆Ａに関する業務

個人の能力強化を重視しております。年１～２回の会社会議で

は、部署単位で目標を明確化し、それには何が必要かを事前

に準備し発表する等実施。前向きに取り組む風土が根付いた会

社です。

代表取締役 池田東全
池袋公共職業

安定所

株式会社　アクト http://www.e-act.co.jp
法人営業及び企業向けグローバル研修

企画・運営など

企業におけるグローバル人財育成について、ビジネス英語研修を中心としたグローバル人財育成プログラムなどの

企画・提案・運営・分析。＜主要取引先＞大手電機メーカー、自動車メーカーなど※英語スキル及びグローバルビ

ジネス経験をお持ちの方、若しくはグローバルビジネスへ関心のある方を歓迎します。

13010-43353021 1301-561502-1 その他の専門サービス業 104-0043 東京都中央区湊３－６－１ 104-0043 東京都中央区湊３－６－１

Ｏｆｆｉｃｅ（エクセル、パ

ワーポイント、ワード）及びオ

ンラインツールの基本操作。

エクセルは、簡単な関数を使っ

た表作成ができる方。

試用期間あり ６か月
174,000円～

348,000円

ビジネス英語を中心とした企業法人向けのグローバル

人材育成プログラム（研修）を企画・運営。大手電

機・自動車メーカーのグローバル人材育成研修などを

手掛ける。

これまでに累計３５０社を超える大手法人のグローバル人材育

成をサポートして参りました。顧客企業のグローバル化への貢

献と事業の成長を目指すため、更なるチームの拡充を図ってい

ます。

代表取締役 関　俊一
飯田橋公共職

業安定所



育栄建設　株式会社 http://www.ikuei-c.co.jp 建築現場管理アシスタント

東京２３区を中心とした公共施設やビルなどの施工管理の業務＊建築現場で働く職人さんたちを取りまとめ、スケ

ジュール通りに工事を終えられるよう管理するポジションです。＊お客様との打合せ、見積書の作成、業者の手

配、工事監督等※事務業務と現場業務両方に携わります。◎わからないことを気軽に聞ける環境です。※アシスタ

ントとしてじっくりと仕事を覚えられます。

13030-06098121 1303-614380-5 建築工事業（木造建築工事業を除く） 111-0032 東京都台東区浅草５－１４－７ 111-0032 東京都台東区浅草５－１４－７
ＰＣ（Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ）

基本操作
試用期間あり ６ヶ月

187,800円～

247,700円

建築工事業。浅草に創業して３５年の総合建設会社で

す。都内の消防署、学校、幼稚園、公共施設等各官庁

発注の公共工事をメインに幅広い案件を元請業者とし

て手掛けています。

社員全員が協力しあえる良い人間関係、一人一人の意識の向

上を目指した業務内でのセミナー参加、資格取得のバックアッ

プ体制の充実等、社員の事を大切に考え、働き易い環境を整

えています。

代表取締役 水落　清
上野公共職業

安定所

株式会社　紀文堂總本店
http://www.kibundo-

sohonten.co.jp
菓子の製造販売

＊菓子（人形焼、瓦煎餅）の製造＊店頭での販売（立ち仕事）＊レジ打ちなど※パソコン等の作業はありません。

◎これから菓子職人を目指す若者を含め、幅広い人材を求めています。
13030-06200021 1303-006340-9 菓子・パン小売業 111-0032 東京都台東区浅草１－２－２ 111-0032 東京都台東区浅草１－２－２ 試用期間あり ３ヶ月

180,000円～

220,000円
人形焼、瓦せんべいの製造販売店です。

創業以来、長い伝統の中で培った、製造・販売技術、アット

ホームな職場環境が一番の特徴です。
代表取締役 手塚　雄介

上野公共職業

安定所

株式会社　トーヨーキッチンスタイル　東京

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
13040-46577621 2301-515774-5 他に分類されない製造業 107-0062 東京都港区南青山３－１６－３ 107-0062 東京都港区南青山３－１６－３

エクセル・ワード・メール基本

操作
試用期間あり ３ヶ月

153,000円～

213,000円
システムキッチン等インテリア製品の製造販売

システムキッチン業界では独特な地位を築き、人気のブランド

です。平均年齢も若い明るい職場です。
代表取締役 渡辺　孝雄

品川公共職業

安定所

株式会社　トラストテクノロジー http://www.trust-t.com/ 海外営業（東南アジア圏）

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。・海外の既存顧客への

コンタクト（電話・メール）⇒英語、シンガポール語、マレーシア語、タイ語、フィリピン語、インド語のいずれ

か一ケ国語ができる方歓迎します。＊自身の語学力を生かせます。＊海外営業については日本語含む２ケ国語以上

可能な方（どんな国の言葉でも可）例：日本語＋中国語など★国籍に関係なく、個人として尊重する会社です。向

上心のある方、粘り強い方大歓迎です。

13080-33001121 1308-450285-1 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－ｍ

ａｉｌ基本操作
試用期間あり １～３ヶ月

210,000円～

210,000円

半導体を製造する装置の売買を主業務とする専門商社

です。サービス・ソリューションも同時に提供してお

ります。アジア各国を中心としたエンドユーザー、半

導体製造メーカーと専属取引中です。

ＩＣＴを活用した場所に捉われない働き方を採用している為、

子育て中の方も活躍中です。各自が自分の仕事に責任と誇り

をもって取り組んでおり売り上げも順調

代表取締役 頼　榮陸
新宿公共職業

安定所

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

13080-33002021 1308-450285-1 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－ｍ

ａｉｌ基本操作
試用期間あり １～３ヶ月

210,000円～

210,000円

半導体を製造する装置の売買を主業務とする専門商社

です。サービス・ソリューションも同時に提供してお

ります。アジア各国を中心としたエンドユーザー、半

導体製造メーカーと専属取引中です。

ＩＣＴを活用した場所に捉われない働き方を採用している為、

子育て中の方も活躍中です。各自が自分の仕事に責任と誇り

をもって取り組んでおり売り上げも順調

代表取締役 頼　榮陸
新宿公共職業

安定所

株式会社システム情報企画
http://www.system-

joho.co.jp/

営業／業務無線機や防犯システムを提

案：フィールドセールス

☆ノルマ無し☆業務用無線機器・監視カメラシステムなどをお客様へ提案する営業業務をお任せします。＊不況に

強い企業や学校に対し「安心」を提案！＊社内外の研修があります。１ヶ月間は研修、その後１年間は先輩がサ

ポート致しますので、未経験の方でも安心。＊業務改善や安全管理の提案としてお客様から感謝されることも多

く、また成果に応じた報奨金制度もあります。◆新宿区の求人情報サイト「新宿区しごと図鑑」にも掲載あり◆ｈ

ｔｔｐｓ：／／ｓｈｉｎｊｕｋｕ－ｓｈｉｇｏｔｏ．ｊｐ／

13080-33072421 1308-424503-0 他に分類されない卸売業 160-0021
東京都新宿区歌舞伎町二丁目４１番８号

第２下村ビル３階
160-0021

東京都新宿区歌舞伎町二丁目４１番８

号　第２下村ビル３階

エクセル・ワード・パワーポイ

ントの基本的な操作
試用期間あり ３～６ケ月

185,000円～

283,000円

卸売業。各種業務用無線機の販売／無線機のレンタル

／防犯・防災設備機器のシステム販売・施工・保守／

ＥＣサイト運営

創業以来信用第一、お客様に安全と満足、喜びを感じていた

だくため独創的な商品と付加価値の高いサービスを提供。創

立３４年、全従業員に安心と満足を実現し老舗１００年企業

を目指しております

代表取締役 山下　博之
新宿公共職業

安定所

株式会社　ジェイアールシー https://www.jrc.ne.jp 内勤営業

全国の企業・店舗などに対してボールペン・ライター・キーホルダーなどの直輸入商品を電話・ＦＡＸ・ＳＮＳな

どを活用して提案を行い、反響があったお客様に対してフォローを行う仕事です。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。またスキルアップのための資格取得支援制度もあり

ます。服装はカジュアルＯＫです。

13080-33494121 1308-428994-2 他に分類されない卸売業 167-0051
東京都杉並区荻窪４－３２－２　東洋時計

ビル６Ｆ
167-0051

東京都杉並区荻窪４－３２－２　東洋

時計ビル６Ｆ

ワード・エクセルなどの基本操

作
試用期間あり 最大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

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（在宅勤

務可）
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 13090-16470221 1309-634465-0 ソフトウェア業 171-0014

東京都豊島区池袋４－２５－１　紘亜ビル

４Ｆ
171-0014

東京都豊島区池袋４－２５－１　紘亜

ビル４Ｆ
試用期間あり ２ヶ月

230,000円～

400,000円

株式会社情報電子のグループ会社として、ＩＴ技術で

お客様に貢献しています。３０年以上の歴史を持つグ

ループ内の有形・無形の資産をフルに活用し、お客

様・社会と共に飛躍していきます。

・社員を育てる教育システムが充実しています。・大胆な昇給

を行います。・労働時間管理を徹底しています。　派１３－３

１１５０８

代表取締役 小野　健一郎
池袋公共職業

安定所

株式会社イチオリデザインラボ i-d-l.co.jp 建築営業
・フランチャイズハウスメーカーのクレバリーホームの反響営業。（ノルマ・目標なし）・経験不問。クレバリー

ホームの導入研修あり。（未経験でも心配いりません）
13090-17033121 1309-634412-5

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６－１２－４

３

エクセル・ワード（フォーマッ

トに入力する程度）　メール作

成

試用期間あり ３ヶ月
200,000円～

500,000円
戸建建築、建築設計、不動産売買・仲介

建築ではフランチャイズのクレバリーホームに加盟。営業・設

計・現場監督が安心の家造りを自信を持ってご提案できます。

また不動産営業員が在籍しており、連携して幅のある営業が可

能です。

代表取締役 小倉　裕己
池袋公共職業

安定所

株式会社　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！！

13140-06200121 1314-307363-6 建築材料卸売業 193-0816 東京都八王子市大楽寺町２０６ 193-0816 東京都八王子市大楽寺町２０６ 試用期間あり １～３か月
200,000円～

240,000円

アルミ、建材、住器、エクステリア　組立て、加工、

販売、太陽光発電システム、ガラス　建築工事、建築

資材卸売

平成８年創業以来、黒字決算で成長し続けています。社員の

平均年齢は３０代半ばの職場です。社員同士の意見や情報交換

する機会が多く、社員全員で情報を共有し、業務を進めていま

す。

代表取締役 峰岸　豊和
八王子公共職

業安定所

千代田運輸　株式会社
http://www.chiyodaunyu.c

o.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

13140-06204221 1314-200155-0 一般貨物自動車運送業 191-0003 東京都日野市日野台１丁目２１－１ 191-0003 東京都日野市日野台１丁目２１－１

Ｅｘｃｅｌ、ＰｏｗｅｒＰｏｉ

ｎｔ、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、ＩＳＯ認

証取得を通じて安全輸送・環境保全・品質向上に取り組む真

面目な会社です。

代表取締役 　水野　功
八王子公共職

業安定所

株式会社　エルヴィエント http://www.elviento.co.jp
支援員（現場および事務ほか）／トラ

イアル雇用併用

障害を持った方々に対して就労の機会の提供や、将来の自立に向けた支援を行います。その為に必要な常識、知

識、技術を指導するという仕事があります。講義・講座という形で実施する場合もありますし、日常の会話という

形で指導する場合もあります。また、日々の事務、庶務作業などもあります。施設内環境維持の為、機器設備をは

じめとする、様々なものを用いた施設内全体のシステム構築や管理、運用を行う仕事もあります。但し、これら全

てを行うわけではなく、できることを担当して頂く事になりますが、一応全ての業務を知って頂く事は必要となり

ます。

13150-08615221 1315-615671-4 情報処理・提供サービス業 207-0014
東京都東大和市南街５丁目８９－１０　Ｙ

ビル１階
207-0014

東京都東大和市南街５丁目８９－１０

Ｙビル１階　　音楽珈笛　音茶居（む

～さい）　および東大和市向原６－１

２０１－１０７　鎌田第２ビル　３階

基本的なパソコン操作や知識が

あると望ましいが、無くても可
試用期間あり ３ヶ月

200,000円～

300,000円

ＩＴ系システム開発・運用保守・コンサルティングな

ど。イベント企画などのエンターテイメント業務、及

び障害者就労支援を行っています。

一般企業を対象にサービス提供してきたノウハウを障害者の

方々に指導・支援し、就労につながるサービスを提供していま

す。

代表取締役 石田　誠
立川公共職業

安定所

ウエカツ工業　株式会社 営業（東京営業所）

○当社加工製品のルート営業活動（基本的には即在の得意先等への活動が中心となります）＊営業エリア：東京都

内及び近郊（公共交通機関を利用します）＊営業未経験の方は入社後、丁寧に指導します。※稀に社有車（ＡＴ）

を運転する場合があります。

15030-03887621 1503-500498-4 電子計算機・同附属装置製造業 943-0825 新潟県上越市東本町５丁目２－２ 101-0054
東京都千代田区神田錦町１－６　２Ｆ

東京営業所
試用期間あり ３ヶ月

200,000円～

300,000円

テープ事業部：細巾織物製品製造販売　電子事業部：

ハードディスク基板の製造　精密加工事業部：精密部

品の加工

「品質第一」と「顧客満足」を考え顧客のニーズを先取りし

期待を超えるような製品造りを目指し自社の製品を通じ社会

に貢献いたします。

代表取締役 小林　清作
上越公共職業

安定所

株式会社　しんせい
http://www.switch-

bicycle.co.jp/
営業職【東京都練馬区】

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

ア一部三県およびその近郊社用車（ＭＴ・ＡＴ車）有＊一部、自社店舗での接客対応業務もあり
15034-00787621 1503-613785-2 その他の機械器具卸売業 943-0873 新潟県上越市大字西田中２０６－１３ 176-0002

東京都練馬区桜台５ー１１－１８　欅

の音テラス１０３号
試用期間あり ３ヶ月

200,000円～

300,000円
自転車の輪入販売業

中国にある生産委託工場で当社オリジナル商品を生産し、日本

へ輸入した後、各種取引先様（量販店が主）へ販売しています
代表取締役 竹本　智之

上越公共職業

安定所　妙高

出張所

西松地所　株式会社 http://www.n-jisho.co.jp 事務的職業

学生寮の内見対応、入退寮対応、各種イベント対応、修繕立会、管理人代理業務、保守点検立会、定期清掃立会、

備品管理、チラシ作成、留学生対応、各種システムへの入力業務、請求書・契約書等書類作成業務、大学との打合

せ及び報告業務等

13040-46225421 1304-005393-3 不動産管理業 105-0001
東京都港区虎ノ門５－１２－１１　ＮＣＯ

メトロ神谷町２階
105-0001

東京都港区虎ノ門５－１２－１１　Ｎ

ＣＯメトロ神谷町２階
試用期間あり ６ヶ月間

272,500円～

320,000円

不動産売買、賃貸の斡旋、オフィスビルの賃貸・管

理、建設工事の請負、損害保険・生命保険代理店業

東証一部上場会社。西松建設株式会社の全額出資による子会

社として設立され不動産売買の斡旋、オフィスビルの賃貸・管

理、建設工事の請負、生・損保保険代理店業を行っている

代表取締役

社長
森田　潤

品川公共職業

安定所

シャノアス社会保険労務士法人 https://sr-ihara.com
【短時間正社員／未経験歓迎】社労士

事務所の顧客担当

■主な業務内容・労働社保手続き、給与計算、年末調整、助成金の申請・就業規則作成、人事労務管理に関する相

談対応やアドバイス・法改正情報などの発信や提案■未経験でも大丈夫です当社では多くが未経験からスタートし

成長し活躍しています。一から丁寧に教えますのでご安心ください。■顧問先担当者として業務をお任せします専

任担当者としてお客様のニーズを把握するために積極的にコミュニケーションをとっていただきます。経験を積み

成長されれば、人事労務のスペシャリストとして一生モノのキャリアを築くことができます！

13080-32460021 1308-626575-2 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

ＯＩ．ＣＡＰＩＴＡＬ　株式会社 http://www.orient-gr.co.jp 受付事務（正）／東京都品川区 ・電話対応、来客対応・資料作成・備品の管理・梱包と発送・事務雑務 40010-26897521 4001-133085-1 不動産賃貸業（貸家業，貸間業を除く） 812-0006

福岡県福岡市博多区上牟田１丁目１１－１

オリエントディーリングビルＮＯ．９０　６

Ｆ

140-0013

東京都品川区南大井３丁目２８番１０

号オーアイトレーディングビルＮＯ．

１４０　３Ｆ　「東京事務所」

基本的なＰＣ操作（ワード・エ

クセル）
試用期間あり ３ヶ月

200,000円～

250,000円

自社所有物件（賃貸マンションなど）の運営業務（国

内外）

東京、広島、福岡、北九州、札幌、熊本、ＮＹ・ＴＸ・Ｃ

Ｔ・ドイツにビル・マンション（主に２Ｋ１万戸１５４棟／開

発中含む）の所有。

代表取締役 山本　親幸
福岡中央公共

職業安定所

株式会社Ｇ＆Ｔ www.gat-company.com
人事総務事務（転勤無し／年間休日１

２５日）

人事・総務のサポート業務です。・応募者からのメール、電話対応（一次対応）、面接調整・データ入力・助成金

申請書や各種提出書類の作成・社内備品管理・その他、人事・総務のサポート※業界未経験の方でも入社後にしっ

かりサポート致します。

13070-26568621 1307-663043-1 情報処理・提供サービス業 151-0071
東京都渋谷区本町３－１４－３　松尾ビル

６階
151-0071

東京都渋谷区本町３－１４－３　松尾

ビル６階
Ｅｘｃｅｌ、ｗｏｒｄ　基本 試用期間あり ３ヶ月

200,000円～

300,000円
ＩＴ人材育成事業・ＳＥＳ事業・システム開発事業

お客様のために奉仕し、社員のことを大切にする理念を掲げ、

「Ｏｎｅ　ｆｏｒ　ａｌｌ、Ａｌｌ　ｆｏｒ　ｏｎｅ」のよ

うな　会社づくりを目指している集団です。

代表取締役 郭　利亜
渋谷公共職業

安定所

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

13080-32003521 1308-628040-5 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

株式会社　フューチャーコミュニケーション

ズ
www.futurecommu.co.jp/ 経理事務 ・調剤薬局の資金管理日報集計、月報集計・診療報酬請求の集計・給与計算及び支給手続き・決算業務 13090-16183421 1309-624868-7 その他の専門サービス業 174-0053

東京都板橋区清水町３４－８　板橋本町ビ

ル４階
174-0053

東京都板橋区清水町３４－８　板橋本

町ビル４階

日商簿記３級と

同等以上の知識
ワード・エクセル初級程度 試用期間あり 三か月

172,000円～

210,000円
調剤薬局経営コンサルタント業務

職員皆が、明るく楽しく元気よくを心がけながら業務に取り

組み、地域に喜ばれる薬局づくりを目指しています。
代表取締役 中野　庄意

池袋公共職業

安定所

株式会社　ビービーシー http://www.bbc-net.co.jp 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
13140-05996021 1314-620663-9 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１０２４－３　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

株式会社　Ｋｉｎｇｍａｋｅｒ 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。
13010-41461321 1301-654810-4

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

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。

13040-45556721 1304-633445-3 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・ＩＦ・

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

株式会社　トーバン http://www.tohban.com 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。

13160-03734121 1316-615045-0 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

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 34151-00348421 3415-000014-8 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

ウインズファクトリー株式会社
https://www.winsfactory.c

om/

アパレル向け革小物ＯＥＭ及び皮革卸

営業

メンズ、レディースアパレルブランドの革小物全般のＯＥＭ営業をして頂きます。多数のご依頼が有るので、既存

のお客様への営業から初めて頂きます。サンプル作成から量産品の納品まで担当して頂きます。ゆくゆくは新規の

お客様の獲得を目指していただきます。アトリエを構え、自社オリジナル製品も展開しています。自分で企画をし

た物が商品化される事も有るので、とてもやりがいが感じられます。輸入皮革の販売も有ります。革小物と革を販

売する店舗が有ります。革はイタリアから直接輸入しています。詳しくはお問い合わせ下さい。

13030-05879221 1303-619156-8
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
111-0052 東京都台東区柳橋１－３０－５ 111-0052 東京都台東区柳橋１－３０－５ ワードやエクセル等の基本操作 試用期間あり ３か月

220,000円～

250,000円
革製品の企画製造及び皮革の輸入業

革小物を中心にアパレル向けＯＥＭ営業　イタリア、イギリス

等から皮革を輸入販売　オリジナルブランドを企画製造　自社

アトリエで革小物製造

代表取締役 盛谷　剛
上野公共職業

安定所

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

株式会社　ジェイプラスディー http://www.jplusd.co.jp/
携帯キャリア向けヘルプデスク（在宅

勤務可）

・専用システムについてのヘルプデスク・各種専用システムの操作知識・電話での問合せ対応、障害対応・Ｗｏｒ

ｄ，Ｅｘｃｅｌ他
13090-15860021 1309-634465-0 ソフトウェア業 171-0014

東京都豊島区池袋４－２５－１　紘亜ビル

４Ｆ
171-0014

東京都豊島区池袋４－２５－１　紘亜

ビル４Ｆ
試用期間あり ２か月

230,000円～

400,000円

株式会社情報電子のグループ会社として、ＩＴ技術で

お客様に貢献しています。３０年以上の歴史を持つグ

ループ内の有形・無形の資産をフルに活用し、お客

様・社会と共に飛躍していきます。

・社員を育てる教育システムが充実しています。・大胆な昇給

を行います。・労働時間管理を徹底しています。　派１３－３

１１５０８

代表取締役 小野　健一郎
池袋公共職業

安定所

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。

13010-40694521 1301-613374-7 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

トキワ科学器械　株式会社
https://www.tokiwakk.com

/
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 13030-05819821 1303-008804-2 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

株式会社新成堂ホールディングス https://www.sinseido.info 一般事務

調剤薬局とお薬手帳アプリやオンライン診療・服薬指導の開発／運営会社の本部事務をご担当いただきます。少し

ずつ慣れていただき、慣れてきたらお任せ致します。【業務内容】・保健所、厚生局等への提出書類の作成サポー

ト・給与計算のサポート・月末月初の経費書類の整理・各種郵送物の整理・その他運営業務

13040-44767221 1304-666352-1 医薬品・化粧品小売業 108-0074 東京都港区高輪４ー８ー１１ 108-0074 東京都港区高輪４ー８ー１１

・ＥＸＣＥＬ（簡単な表作成、

数式入力）　・Ｗｏｒｄ（簡単

な書類作成）

試用期間あり ６ケ月
190,000円～

250,000円
調剤薬局の運営 神奈川県・埼玉県に調剤薬局を展開しています。 代表取締役 新関一成

品川公共職業

安定所

Ｋｙｏｄｏ　Ａｃｃｏｕｎｔｉｎｇ　Ｆｉｒ

ｍ　株式会社

http://www.matsubakaikei.

com/
会計業務 決算書作成給与計算毎月の試算表の作成 13040-44887121 1304-933169-2 その他の専門サービス業 106-0032

東京都港区六本木６丁目２番３１号　六本

木ヒルズノ－スタワー７階
106-0032

東京都港区六本木６丁目２番３１号

六本木ヒルズノ－スタワー７階
試用期間あり ２カ月

292,473円～

584,946円
決算書作成業務　給与計算業務

「基本に忠実にやっていこうと思っています。」とても古風に

聞こえるかもしれませんが、法律の改正やその時の技術開発に

よって仕事の幅が広ります。だからいつも基本的を大事に開発

しています。

代表取締役 松葉　孝宏
品川公共職業

安定所



テクノ防災サービス株式会社 http://www.tekuno-b.co.jp 既存取引先への提案営業 マンションやテナントビルで行う、消防設備点検・建築検査の不具合に対する修繕提案・検査提案 13070-25454621 1307-334346-0 その他の専門サービス業 156-0055 東京都世田谷区船橋６－６－１０ 157-0066
東京都世田谷区成城６－１１－９　成

城フェリス３階　当社　成城オフィス

報告書作成のための、Ｅｘｃｅ

ｌ・ｗｏｒｄの基本的スキルは

必要です

試用期間あり ６カ月
220,000円～

260,000円

消防用設備の点検、改修及び工事（建築物の消防用設

備のメンテナンス及び改修、工事が主な業務ですが、

建築物の検査、調査及びその報告）

専門的な業務ですので資格取得には全面的に協力しておりま

す。又取得後はすぐに資格手当として支給いたします。能力を

ためして下さい。必らず応援します。

代表取締役 田村　正
渋谷公共職業

安定所

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 13110-07554321 1311-622628-1 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

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。

13060-05940521 1306-614490-1 一般診療所 146-0093
東京都大田区矢口１－５－１ＫＩＰビル５

Ｆ
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

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。

13080-31162021 1308-405059-6 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

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。

13080-31217021 1308-649859-1 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

白鳥金属　株式会社 配送及び営業

＊従来の取引先に、金属材料や加工品などの配送業務を行う。（後に、営業を含めた配送が出来ればと思います）

＊２トン、３トントラック使用。配送先は都内及び近県（千葉県、群馬県等）※最初は先輩従業員が同行しますの

でご安心下さい。

13110-07408621 1311-308631-8 石油・鉱物卸売業 116-0014 東京都荒川区東日暮里　１－１３－１１ 116-0014
東京都荒川区東日暮里　１－１３－１

１
試用期間あり ３ヶ月

200,000円～

350,000円
非鉄金属卸売業

創業以来堅実経営を手がけ現在に至る。年１回の忘年会旅行

や夏季慰労会など開催し、家庭的な社内環境である。
代表取締役 白鳥　房男

足立公共職業

安定所

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
13010-40202121 1301-614415-7 じゅう器小売業 101-0031 東京都千代田区東神田１－１７－９ 101-0031 東京都千代田区東神田１－１７－９

ＰＣ（Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ）

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

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】

13070-25033321 1307-662048-3 産業機械器具卸売業 150-0001 東京都渋谷区神宮前２丁目２６－６ 150-0001 東京都渋谷区神宮前２丁目２６－６ 試用期間あり
３ヶ月～

６ヶ月

180,000円～

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

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】

13070-25148321 1307-662048-3 産業機械器具卸売業 150-0001 東京都渋谷区神宮前２丁目２６－６ 359-0027 埼玉県所沢市大字松郷１５１－１ 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

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。

27010-21282221 2701-407154-2 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

株式会社　ワンズコーポレーション http://www.wonds.ne.jp ヘルプデスク
ユーザーや社員向けのサポート業務。ＰＣのキッティング、システム運用のサポート、問い合わせ対応（電話、

メール）、入力業務、その他ＰＣに関わる業務等を行って頂きます。
13010-39492921 1301-559824-2 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

株式会社　村上音楽事務所 http://www.mcmjp.co.jp
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）

13040-44235521 1304-255488-7 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

Ｃｏｏｐｅｒａｔｉｖｅ　株式会社
https://www.cooperative.c

o.jp
営業

・アポイントが取れているお客様へのご案内（個人営業）・インターネット（Ｗｉ－Ｆｉ）のお宅への接続のご案

内や通信費節約のサポート・ポスティング業務
13060-05799321 1306-620975-2 インターネット附随サービス業 144-0051

東京都大田区西蒲田７－１２－６　蓮沼

パークハイツ４０４
144-0051

東京都大田区西蒲田７－１２－６　蓮

沼パークハイツ４０４
試用期間あり

３ヶ月～

６ヶ月

250,000円～

400,000円

テレビＣＭでおなじみの超高速インターネット回線会

社や大手ケーブルテレビ会社を取引先としておりま

す。社用車で個人宅をまわり、ケーブルテレビ、イン

ターネット接続をお客様にご案内。

都市インフラ整備の為、将来性の高い業界。反響が年々上昇

中で、営業未経験でも大丈夫。飛び込み営業ではないので未

経験者でも安心。

代表取締役 中村　真司
大森公共職業

安定所

株式会社　東京メタルリソーセス
特殊金属材料国内外仕入販売営業（海

外営業、国内営業）
特殊金属（レアメタル）リサイクル材の国内及び海外仕入販売業務 13040-43065221 1304-232753-7 非鉄金属卸売業 105-0004

東京都港区新橋二丁目１６－１　ニュー新

橋ビル１１２６号室
105-0004

東京都港区新橋二丁目１６－１

ニュー新橋ビル１１２６号室
試用期間あり ３ヶ月

133,000円～

170,000円

特殊金属（レアメタル）リサイクル材の国内及び海外

仕入販売業務。

リサイクル事業を通じて、資源を有効活用し、地球環境の改

善・維持に努める。
代表取締役 半田　裕司

品川公共職業

安定所

医療法人社団鶴亀会　新宿つるかめクリニッ

ク

http://www.tsurukamekai.j

p
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

13070-24163121 1307-360413-0 一般診療所 151-0053
東京都渋谷区代々木　２－１１－１５　新

宿東京海上日動ビルディング３Ｆ
184-0004

東京都小金井市本町６－１４－２８

アクウェルモール３階

ＭｉｃｒｏｓｏｆｔＯｆｆｉｃ

ｅ　（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

日本新六洲株式会社 http://srs-jp.co.jp
【就職氷河期世代限定求人】不動産営

業／中央区銀座

○不動産営業不動産の売買業務や有効活用コンサルティング等の営業業務の他、個人や法人のお客様の不動産に関

する様々なニーズにお応えしていただきます。＊不動産のノウハウを磨き続けてきた私たちが、しっかりとバック

アップしていきますから、知識面が不安な方も問題ありません。＊私たち全力でサポートしていきますので、未経

験の方でも安心してださい。

13080-29974921 1308-654880-9 不動産代理業・仲介業 169-0073
東京都新宿区百人町１－２０－５　新六洲

第七ビル　７Ｆ
104-0061

東京都中央区銀座７－１３－２１　銀

座新六洲ビル　３Ｆ　当社　銀座事務

所

ワード・エクセルの入力ができ

るレベル
試用期間あり ３ヶ月

197,000円～

276,000円
不動産 不動産賃貸・売買業務、不動産コンサルティング 代表取締役 張涛

新宿公共職業

安定所

日本新六洲株式会社 http://srs-jp.co.jp 不動産営業／中央区銀座

○不動産営業不動産の売買業務や有効活用コンサルティング等の営業業務の他、個人や法人のお客様の不動産に関

する様々なニーズにお応えしていただきます。＊不動産のノウハウを磨き続けてきた私たちが、しっかりとバック

アップしていきますから、知識面が不安な方も問題ありません。＊私たち全力でサポートしていきますので、未経

験の方でも安心してださい。

13080-29975121 1308-654880-9 不動産代理業・仲介業 169-0073
東京都新宿区百人町１－２０－５　新六洲

第七ビル　７Ｆ
104-0061

東京都中央区銀座７－１３－２１　銀

座新六洲ビル　３Ｆ　当社　銀座事務

所

ワード・エクセルの入力ができ

るレベル
試用期間あり ３ヶ月

197,000円～

276,000円
不動産 不動産賃貸・売買業務、不動産コンサルティング 代表取締役 張涛

新宿公共職業

安定所

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。

13080-30020021 1308-102781-0 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

株式会社　ジェイプラスディー http://www.jplusd.co.jp/
ヘルプデスク／テクニカルサポート

（在宅勤務可）

ＰＣに関する問合せに対応していただきます１、Ｗｉｎｄｏｗｓ、ＰＣ基礎知識、Ｏｆｆｉｃｅソフト知識、ネッ

トワーク知識、サーバー知識２、問合せ対応、障害対応３、Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ４、電話対応他
13090-15115621 1309-634465-0 ソフトウェア業 171-0014

東京都豊島区池袋４－２５－１　紘亜ビル

４Ｆ
171-0014

東京都豊島区池袋４－２５－１　紘亜

ビル４Ｆ
試用期間あり ２ヶ月

230,000円～

400,000円

株式会社情報電子のグループ会社として、ＩＴ技術で

お客様に貢献しています。３０年以上の歴史を持つグ

ループ内の有形・無形の資産をフルに活用し、お客

様・社会と共に飛躍していきます。

・社員を育てる教育システムが充実しています。・大胆な昇給

を行います。・労働時間管理を徹底しています。　派１３－３

１１５０８

代表取締役 小野　健一郎
池袋公共職業

安定所

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

13110-07250121 1311-103509-1
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

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。

27030-13015321 2703-635284-3 広告業 542-0081
大阪府大阪市中央区南船場２丁目６－２４

ＫＯＣビル４Ｆ
160-0023

東京都新宿区西新宿７－７－２８　第

二山本ビル２０２　株式会社ＲＩＳＥ

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

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。ｈｔｔｐ

ｓ：／／ｊａｐａｎａｍｃ．ｃｏ．ｊｐ／

13010-38968821 1301-651698-8 経営コンサルタント業，純粋持株会社 104-0061
東京都中央区銀座８－１８－１　銀座木挽

町ビル７Ｆ
104-0061

東京都中央区銀座８－１８－１　銀座

木挽町ビル７Ｆ

パソコンスキル（メール、エク

セル、ワード等）中級レベル
試用期間あり

３か月（月

途中入社の

場合、翌月

起算）

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

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。
13030-05613021 1303-216843-7 産業機械器具卸売業 110-0016

東京都台東区台東２－１５－２　Ｌプレイ

ス初音４階
110-0016

東京都台東区台東２－１５－２　Ｌプ

レイス初音４階

パソコン（エクセル・ワード）

基本操作必須　＊見積書、資料

作成などあり

試用期間あり ３か月
194,560円～

238,960円

エルピーガス用ポンプコンプレッサ販売メンテナンス

ウイルス対策商材「ＳＫＹＢＥ‐７８３」の提案及び

施工

創業以来５０年間、順調に業績を伸ばしており、　特殊な仕事

の為、競争会社も少なく安定した業績を保っております。
代表取締役 吉川　昌孝

上野公共職業

安定所

株式会社シーディア　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。

13060-05716621 1306-623552-6 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

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
13060-05730421 1306-619216-7 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

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

13010-38296921 1301-685704-7 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

ＫＡＮＤＡＣＲＯＳＳ９階
101-0041

東京都千代田区神田須田町１－２４－

１０　ＫＡＮＤＡＣＲＯＳＳ９階

ＰＣ基本以上（Ｅｘｃｅｌ、Ｗ

ｏｒｄ、Ｐｏｗｅｒｐｏｉｎ

ｔ）

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

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

中嶋興産株式会社
https://www.nakashimakk.

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） 13010-38417021 1301-680944-6 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

太田隆　株式会社 http://www.ohtaryu.co.jp/ 一般事務・経理業務サポート
＊一般事務・電話応対、来客対応・受発注等の営業アシスタント業務・書類のファイリング・その他付随する業務

＊経理サポート・仕訳入力
13010-38441121 1302-305824-9 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

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
13010-38478821 1301-652181-4 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　Ｋ

Ｓ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

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

ＧーＳＨＯＣＫ）

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。

13030-05584021 1303-012507-0 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

東洋電熱　株式会社
http://www.toyodennetsu.

co.jp/
工業用ヒーターの生産技術

・工業用ヒーターとは？自動販売機のＨｏｔや電車の座席下の暖房、プラスチック成型機の原料を溶かす熱源な

ど、様々な用途に使われています。・生産技術とは？製造の司令塔として、ＥＸＰＥＲＴ－ＣＡＤ、ＡＵＴＯ－Ｃ

ＡＤを使用し、ヒーターの図面を書きます。また、品質管理も兼務するお仕事になります。【成長できる環境】・

鋳物や機械加工などの知識を深めることができます。・電気の知識も深めることができます。・少量多品種なの

で、色々なパターンの設計を経験できます。

13060-05688321 1306-204896-7 その他の電気機械器具製造業 143-0002 東京都大田区城南島２丁目３番６号 143-0002 東京都大田区城南島２丁目３番６号 試用期間あり ３ヶ月
136,000円～

201,000円

「あらゆる産業に奉仕する東洋の工業用ヒーター」を

モットーに、各種工業用電熱機器・電熱装置・プラグ

等の電熱材料を、お客様の使用目的・仕様に合わせて

設計・製作をしております。

大手機械メーカー様から信頼頂き、工業用ヒーターの専門

メーカーとして６０年以上操業しております。
代表取締役 松尾　哲哉

大森公共職業

安定所



東洋電熱　株式会社
http://www.toyodennetsu.

co.jp/
工業用ヒーターの仕上業務

・工業用ヒーターとは？自動販売機のＨｏｔや電車の座席下の暖房、プラスチック成型機の原料と溶かす熱源な

ど、様々な用途に使われています。・仕上業務とは？お客様の仕様に合わせたヒーターを作るお仕事になります。

シリアルナンバーの打刻や配線などの作業をして頂きます。【成長できる環境】・電気の知識を深めることができ

ます。・鋳造や機械加工などの知識を深めることができます。・各種溶接も覚えることができます。※先輩社員の

ほとんどが未経験からのスタートでしたが、みんな活躍しています。丁寧に指導しますのでご安心ください。

13060-05689621 1306-204896-7 その他の電気機械器具製造業 143-0002 東京都大田区城南島２丁目３番６号 143-0002 東京都大田区城南島２丁目３番６号 試用期間あり ３ヶ月間
136,000円～

201,000円

「あらゆる産業に奉仕する東洋の工業用ヒーター」を

モットーに、各種工業用電熱機器・電熱装置・プラグ

等の電熱材料を、お客様の使用目的・仕様に合わせて

設計・製作をしております。

大手機械メーカー様から信頼頂き、工業用ヒーターの専門

メーカーとして６０年以上操業しております。
代表取締役 松尾　哲哉

大森公共職業

安定所

東洋電熱　株式会社
http://www.toyodennetsu.

co.jp/
工業用ヒーターの設計

・工業用ヒーターとは？自動販売機のＨｏｔや電車の座席下の暖房、プラスチック成型機の原料を溶かす熱源な

ど、様々な用途に使われています。・設計とは？製造の司令塔として、ＥＸＰＥＲＴ－ＣＡＤやＡＵＴＯ－ＣＡＤ

を使用して図面を書きます。また、協力会社やお客様との仕様打合せも行って頂きます。【成長できる環境】・鋳

物や機械加工などの知識を深めることができます。・少量多品種なので、色々なパターンの設計を経験できま

す。・電気の知識を深めることができます。

13060-05690021 1306-204896-7 その他の電気機械器具製造業 143-0002 東京都大田区城南島２丁目３番６号 143-0002 東京都大田区城南島２丁目３番６号 試用期間あり ３ヶ月
136,000円～

201,000円

「あらゆる産業に奉仕する東洋の工業用ヒーター」を

モットーに、各種工業用電熱機器・電熱装置・プラグ

等の電熱材料を、お客様の使用目的・仕様に合わせて

設計・製作をしております。

大手機械メーカー様から信頼頂き、工業用ヒーターの専門

メーカーとして６０年以上操業しております。
代表取締役 松尾　哲哉

大森公共職業

安定所

東洋電熱　株式会社
http://www.toyodennetsu.

co.jp/
工業用ヒーターの資材担当

・工業用ヒーターとは？自動販売機のＨｏｔや電車の座席下の暖房、プラスチック成型機の原料を溶かす熱源な

ど、様々な用途に使われています。・資材とは？資材の発注や在庫管理、近隣の協力会社への納品や引き取り業

務、納期の打合せなどを行って頂きます。【成長できる環境】・電気の知識を深めることができます。・鋳物や機

械加工の知識を深めることができます。※先輩社員のほとんどが未経験からのスタートでしたが、みんな活躍して

います。丁寧に指導しますのでご安心ください。

13060-05691721 1306-204896-7 その他の電気機械器具製造業 143-0002 東京都大田区城南島２丁目３番６号 143-0002 東京都大田区城南島２丁目３番６号 試用期間あり ３ヶ月間
136,000円～

201,000円

「あらゆる産業に奉仕する東洋の工業用ヒーター」を

モットーに、各種工業用電熱機器・電熱装置・プラグ

等の電熱材料を、お客様の使用目的・仕様に合わせて

設計・製作をしております。

大手機械メーカー様から信頼頂き、工業用ヒーターの専門

メーカーとして６０年以上操業しております。
代表取締役 松尾　哲哉

大森公共職業

安定所

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。 13070-23873121 1307-674425-5
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１－６－１０　Ｇｉｒａ

ｆｆａビル２階
150-0012

東京都渋谷区広尾１－６－１０　Ｇｉ

ｒａｆｆａ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２０

２３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

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。

13120-07215821 1312-618386-1 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７－１９－２

＊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　（ＪＷＣ

ＡＤ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

株式会社　開店市場
https://www.kaitenichiba.j

p
【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。
13130-09245121 1313-423274-4 他に分類されない卸売業 132-0031 東京都江戸川区松島１丁目２８－１１ 132-0031 東京都江戸川区松島１丁目２８－１１

エクセルシートへの入力とメー

ル送受信の出来る方。
試用期間あり ３ケ月

180,000円～

200,000円

２０００年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

三和式ベンチレ－ター　株式会社
URLhttp://www.sanwavent

i.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。☆

23060-04476921 2306-261119-5 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

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

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。

27030-12588921 2703-635284-3 広告業 542-0081
大阪府大阪市中央区南船場２丁目６－２４

ＫＯＣビル４Ｆ
160-0023

東京都新宿区西新宿７－７－２８　第

二山本ビル２０２　株式会社ＲＩＳＥ

新宿支店

特になし 試用期間あり ３ヶ月
230,000円～

800,000円

自社でメディアを持ち、運営まで一貫して行っている

会社です。企業のＨＰの企画やデザイン、マ－ケティ

ングコンサルなども行い業種ごとに経営課題を解決し

ます。その他ブランドリサイクル業等。

設立して間もない企業の為、プラスになる提案など積極的に取

り入れていく会社です。グループ企業にｗｅｂ制作やリサイク

ル事業なと展開しており、様々な事業や役職に取り組むことが

可能です。

代表取締役 和田　崇宏
大阪西公共職

業安定所

株式会社　ＲＩＳＥ ＨＰ営業（幹部候補）／新宿支店

ＨＰをメインとし、Ｗｅｂ関連全般的にお客様のニーズをヒアリングし、ベストな商材やプランをお客様に提案

し、商談、打ち合わせなどを行って頂きます。業界や営業未経験がほとんどの会社ですので、マニュアルもあり、

先輩たちが一から丁寧に研修します。

27030-12603021 2703-635284-3 広告業 542-0081
大阪府大阪市中央区南船場２丁目６－２４

ＫＯＣビル４Ｆ
160-0023

東京都新宿区西新宿７－７－２８　第

二山本ビル２０２　株式会社ＲＩＳＥ

新宿支店

試用期間あり ３ヶ月
230,000円～

800,000円

自社でメディアを持ち、運営まで一貫して行っている

会社です。企業のＨＰの企画やデザイン、マ－ケティ

ングコンサルなども行い業種ごとに経営課題を解決し

ます。その他ブランドリサイクル業等。

設立して間もない企業の為、プラスになる提案など積極的に取

り入れていく会社です。グループ企業にｗｅｂ制作やリサイク

ル事業なと展開しており、様々な事業や役職に取り組むことが

可能です。

代表取締役 和田　崇宏
大阪西公共職

業安定所

株式会社　ＲＩＳＥ 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。

27030-12632421 2703-635284-3 広告業 542-0081
大阪府大阪市中央区南船場２丁目６－２４

ＫＯＣビル４Ｆ
160-0023

東京都新宿区西新宿７－７－２８　第

二山本ビル２０２　株式会社ＲＩＳＥ

新宿支店

試用期間あり ３ヶ月
230,000円～

800,000円

自社でメディアを持ち、運営まで一貫して行っている

会社です。企業のＨＰの企画やデザイン、マ－ケティ

ングコンサルなども行い業種ごとに経営課題を解決し

ます。その他ブランドリサイクル業等。

設立して間もない企業の為、プラスになる提案など積極的に取

り入れていく会社です。グループ企業にｗｅｂ制作やリサイク

ル事業なと展開しており、様々な事業や役職に取り組むことが

可能です。

代表取締役 和田　崇宏
大阪西公共職

業安定所

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。

27030-12722621 2703-046494-8 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

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。

40120-08470721 4012-100309-9 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　Ｅ

ｘｃｅｌ・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。２０

１６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

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。

13010-37872421 1301-682792-5 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

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！

13010-37940721 1301-946593-2 不動産賃貸業（貸家業，貸間業を除く） 101-0025 東京都千代田区神田佐久間町１－８－４ 101-0025
東京都千代田区神田佐久間町１－８－

４
試用期間あり ３ヵ月

230,000円～

300,000円
不動産賃貸営業・管理・事務

アットホームな雰囲気で和気あいあいとした会社です。未経験

の方もしっかりサポートします。
取締役 本庄友起

飯田橋公共職

業安定所

株式会社　バディ http://we-buddy.com 福祉用具専門相談員

住み慣れたご自宅で安全に生活を送れるよう、住環境全体の相談・アドバイス・サービスを提供致します。コア事

業は福祉用具のレンタルサービスとなり、介護ベッドや車いす、歩行器など取扱い商材の中から、ご利用者に最適

な商品の選定から納品・設置・契約・点検などひとり一人に寄り添ってフォローして行きます。また、バリアフ

リー工事や手すりの取り付け工事など、関連会社と連携し見積り・図面等の作成をサポートいたします。ご利用者

ご本人、ご家族様、担当頂くケアマネージャーなど、コミュニケーション能力や調整力が発揮できる仕事です。ま

ずは先輩スタッフに同行しながら介護保険の知識や仕組み、取扱商品など経験を積んで頂く事からスタートしま

す。

13060-05556421 1306-621210-0 老人福祉・介護事業 144-0034
東京都大田区西糀谷４－３０－８　ウイ

ナーズ蒲田南１Ｆ
144-0034

東京都大田区西糀谷４－３０－８　ウ

イナーズ蒲田南１Ｆ

簡単なエクセルが入力出来れば

可　専用ソフトへテキストの入

力が必要となります。

試用期間あり ３カ月
185,000円～

224,000円

介護保険制度に基づき在宅支援を中心とした福祉用具

レンタル・介護用品販売、手すりやバリアフリーなど

の住宅改修を行っています。

拡大する高齢者市場にて益々需要は高まる業界です。　事業成

長率２００％、平均年齢３２歳の若い力が躍動しています。

資格取得のサポートもあり、知識や技術も身につきます。

代表取締役 松本　安史
大森公共職業

安定所

有限会社エフイス https://www.f-is.jp 営業

＊既存取引先歯科医院へのルートセールス（都内及び近郊）＊歯科技工物の受注・納品＊歯科技工物の製作指示手

配＊歯科技工物新製品の紹介＊歯科技工セミナー、歯科設備機器セミナー等の企画＊ＥＣショップの紹介、その他

付随する営業業務※営業車（トヨタ：アクア）車載カメラ前後装備

13060-05573321 1306-212482-9 医療に附帯するサービス業 144-0051 東京都大田区西蒲田１－６－１５ 144-0051 東京都大田区西蒲田１－６－１５ 試用期間あり ３ヶ月
171,000円～

220,000円

歯科医院及び歯科技工所向け経営情報とコンサルテー

ション。　　　　　　　　　　　　　　　　歯科技工

所営業代行。

営業効率を高め、時代のニーズに合わせた商品や豊富な情報

を、歯科医院や歯科技工所に提案する会社
代表取締役 志田　正陽

大森公共職業

安定所

株式会社　希希 https://www.kiki-co.com 不動産営業 ・反響営業です・ノルマや飛び込み営業はございません。・契約書等の作成はフォーマットあり 13060-05590321 1306-212456-3 不動産代理業・仲介業 146-0095 東京都大田区多摩川１丁目９番１号 146-0095 東京都大田区多摩川１丁目９番１号 ＰＣ基本的操作　できれば尚可 試用期間あり
相談の上１

～３ヶ月

200,000円～

200,000円
不動産売買。主に新築戸建の販売。

小さな会社です。レクレーション年２回・月に１回飲み会あ

り。　　　　　　　　　（費用は会社負担／ともに自由参

加）

代表取締役 鹿田　政徳
大森公共職業

安定所

タカラ産業　株式会社
https://www.takaranet.co.j

p
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
27070-08272221 2707-403561-0 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、ＩＳＯＴＳ１６９４９

認証取得。

代表取締役

社長
樋爪　伸明

布施公共職業

安定所

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 13040-40753121 1304-670273-0 建物売買業，土地売買業 141-0022
東京都品川区東五反田１－１６－１１　Ｇ

ＯＴＮＤＡ・ＥＡＳＴ・ＢＬＤＧ４階
141-0022

東京都品川区東五反田１－１６－１１

ＧＯＴＮＤＡ・ＥＡＳＴ・ＢＬＤＧ４

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

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

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） 13040-40756821 1304-670273-0 建物売買業，土地売買業 141-0022
東京都品川区東五反田１－１６－１１　Ｇ

ＯＴＮＤＡ・ＥＡＳＴ・ＢＬＤＧ４階
141-0022

東京都品川区東五反田１－１６－１１

ＧＯＴＮＤＡ・ＥＡＳＴ・ＢＬＤＧ４

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

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

◎インターネットや新聞広告等からお問い合わせをいただいたお客様を対象とする完全反響営業のお仕事です。・

「住みたい街ランキング」でも常に上位である世田谷区、目黒区を中心に高額物件をメインに様々な物件の提

案。・新築、中古の戸建てからマンション、土地までを扱います。・企業の幹部や著名人も比較的に多いのが特徴

です。★３ヶ月間の研修制度（ＯＪＴ含）があるので安心★★入社後は先輩に付いて、少しずつ学んでいってくだ

さい★

13070-23141421 1307-320322-7 建物売買業，土地売買業 158-0097 東京都世田谷区用賀二丁目３４番１３号 158-0097
東京都世田谷区用賀二丁目３４番１３

号
・ＰＣ基本操作（データ入力） 試用期間あり ３ヶ月

250,000円～

270,000円

「山の手住宅街」である世田谷区・目黒区を中心に住

宅や住宅用地の販売店が仲介を行っています。店舗

は、用賀駅徒歩２分に立地する世田谷本店、自由が丘

店、尾山台店の３店舗になります。

お客様の属性は、富裕層を中心に各界の著名人や医師・会社

経営者などが多数いらっしゃいます。入社時から先輩社員に同

行しながら実務研修を行います。未経験者でも大丈夫です。

代表取締役 濱田　繁敏
渋谷公共職業

安定所

株式会社アマタツ https://ama6877.com/ 住宅設備メンテナンス・内装作業等
住宅設備（水回り系）の修理メンテナンス・取替。付帯する内装工事。内装工事の木工制作・床・パーテーション

等の設計製作等
13080-28597521 1308-939759-0 その他の設備工事業 162-0044 東京都新宿区喜久井町３４番地 162-0044 東京都新宿区喜久井町３４番地 簡単なエクセルワード程度 試用期間あり 二か月

210,000円～

252,000円
住宅設備メンテナンス・他建築工事等 メーカー委託の設備メンテナンス事業及び建築内装工事 代表取締役 天野　達郎

新宿公共職業

安定所

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

規開拓含む）要普免

お客様は企業様となります（一般消費者ではございません）。・化成品等の材料卸し及び製品の販売。企画・構

成・見積り等全てに携わって頂きます。・営業手段としては車・電車等を使用し、材料・生地等の納品業務製品等

の納品業務もございます。＊未経験者歓迎、丁寧に指導致します。＊当社は長い業歴から安定取引先安定受注の営

業取引です、長くお勤め頂ける家族的雰囲気の企業です。

13120-06930121 1312-103475-1 化学製品卸売業 125-0053 東京都葛飾区鎌倉２－２３－５ 125-0053 東京都葛飾区鎌倉２－２３－５
初級レベルのエクセル・ワード

操作は必須。
試用期間あり

入社後３ケ

月

178,000円～

226,000円
合成樹脂材料及び製品卸業

創業６９年目が示す通り、社員の団結により堅実な業績を

誇っている。社員が皆明るく雰囲気の良い職場環境。
代表取締役 南澤　政一

墨田公共職業

安定所

洲際海運ジャパン　株式会社
http://www.seaconstar.co

m

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。

13010-36260521 1301-670706-9 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１２－１

２　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

株式会社　テクスパイア
https://www.techspire.co.j

p
情報システム営業員

学校内パソコン教室を提案から始めてゼロから構築するような業務の営業（と事務支援）全般。見積書、請求書、

納品書等の制作の見習いから開始して、将来的にはシステム営業できるまでの成長を期待。入社時から成長に合わ

せて、一通り次の業務を経験していただく。１）月単位での売上と仕入れの締め作業（支援）２）顧客情報の維

持・管理３）納品すべき書籍の印刷・製本・発送４）客先（現地での）での打ち合わせ５）客先（現地での）シス

テム立ち上げ作業支援と管理６）本社来客対応

13010-36707921 1301-644398-4 その他の技術サービス業 102-0083
東京都千代田区麹町３丁目３番８号　丸増

麹町ビル６階
102-0083

東京都千代田区麹町３丁目３番８号

丸増麹町ビル６階
ワードとエクセルは必須。 試用期間あり ３ケ月

230,000円～

275,000円

厚労省傘下の全国の職業訓練大学や他施設のＩＴシス

テムを構築・サポートしています。また、民間企業の

工場自動化アプリケーションの開発を継続的に請け

負っています。

ものつくり分野の情報システム構築を得意とし、技術力と高品

質で高い評価を頂いている自負があります。安定した事業分

野を有し、新しいテーマに果敢に挑戦する企業風土です。

代表取締役 小坂　茂夫
飯田橋公共職

業安定所

株式会社　カンテック http://kantec.net/ 営業事務
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
13040-39153521 1304-667184-9 機械器具小売業（自動車，自転車を除く） 141-0031 東京都品川区西五反田１－２６－２　２階 141-0031

東京都品川区西五反田１丁目２７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

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。

13090-14255821 1309-402758-6 印刷業 175-0045 東京都板橋区西台４－８－１６ 175-0045 東京都板橋区西台４－８－１６ ワード、エクセルの基本操作 試用期間あり ３ヶ月
200,000円～

250,000円
透明包装資材企画製造販売

菓子食品関連の包装フィルム及びスーパー・コンビニ等に見ら

れる透明包装を企画し製造販売しています。
会長取締役 杉浦　士郎

池袋公共職業

安定所

株式会社　開店市場
https://www.kaitenichiba.j

p
【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。
13130-08659421 1313-423274-4 他に分類されない卸売業 132-0031 東京都江戸川区松島１丁目２８－１１ 132-0031 東京都江戸川区松島１丁目２８－１１

※　Ｅｘｃｅｌ・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

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
13150-07519221 1315-205665-6 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徒歩５分

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



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

株式会社スペースワン https://spacexone.com 販売企画、広報（台東区上野）

販売企画部において福島県産品の営業・販促企画、広報業務まで、幅広い分野のお仕事をお願いします。今後さら

なる事業拡大を見据えて、自分の手でアイデアを形にしたい方のご応募をお待ちしています。・福島県産品販路開

拓等に関する営業・通販キャンペーン等の企画、立案・新商品の発掘・取材、編集業務・メルマガ配信、ＳＮＳ等

の更新・各種マーケティング、リサーチ業務

07040-06298421 0704-107968-7 他に分類されない事業サービス業 963-8833 福島県郡山市香久池１丁目１７－３ 110-0005
東京都台東区上野１－２０－１－５Ｆ

株式会社スペースワン東京営業所

ワード、エクセル、パワーポイ

ントを使った業務経験　画像加

工の経験があったら尚可

試用期間あり ３か月
190,000円～

260,000円

ウェブサイト・グラフィックデザイン制作、通信販売

企画運営、ドローン事業、イベント企画・立案・運営

及び地域貢献・地域活性化事業。

ＷＥＢを核とした関連多角化ビジネスを展開。福島と東京に拠

点を置き、「信頼・挑戦・貢献」を理念として、価値あるサー

ビスの創出・提供に取り組んでいます。

代表取締役 小林　康宏
郡山公共職業

安定所

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

/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。

13010-36188821 1301-678746-5 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、Ｗｏ

ｒｄ操作スキル

試用期間あり ３カ月
177,700円～

216,800円

３０～４０代の代表とスタッフが働く社労士法人。事

務処理ばかりでなく、定着と採用に関する教育研修や

人材コンサルティングに強みを持つ未来型社労士法

人。介護・保育業界にお客様が多い。

代表とマネージャーがスーパー銭湯出身で、飲食業界出身者

や営業出身者が在籍する一風変わった社労士法人です。東京都

の朝礼コンテストで準優勝したユニークな朝礼がある楽しい

事務所です。

代表社員 三輪　康信
飯田橋公共職

業安定所

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

/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

13010-36189221 1301-678746-5 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、Ｗｏ

ｒｄ操作スキル

試用期間あり ３カ月
155,400円～

189,700円

３０～４０代の代表とスタッフが働く社労士法人。事

務処理ばかりでなく、定着と採用に関する教育研修や

人材コンサルティングに強みを持つ未来型社労士法

人。介護・保育業界にお客様が多い。

代表とマネージャーがスーパー銭湯出身で、飲食業界出身者

や営業出身者が在籍する一風変わった社労士法人です。東京都

の朝礼コンテストで準優勝したユニークな朝礼がある楽しい

事務所です。

代表社員 三輪　康信
飯田橋公共職

業安定所

株式会社ジャパンヘナ 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

13070-21817521 1307-619464-6 美容業 150-0022 東京都渋谷区恵比寿南１－２１－１９ 150-0022 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、ＡＳＥＡＮ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

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
13080-27445621 1308-636923-7 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

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。

13090-13880721 1309-205880-0 電気工事業 173-0034 東京都板橋区幸町３９－５ 173-0034 東京都板橋区幸町３９－５ 試用期間あり ３か月
96,600円～109,400

円

大手コンビニやスーパーといった商業施設を中心に、

電気工事を行っています。コンビニやスーパーにある

電気・空調・冷蔵冷凍の設備の設計・施工を行ってい

ます。

更地の計画段階から設計・施工まで一貫して行っているのが当

社の強みです。創業以来７１年かけて培った経験と実績によ

りお客様から信頼をいただき、堅実な成長を続けています。

代表取締役 佐藤　洋尚
池袋公共職業

安定所

株式会社　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。

22030-03596521 2203-001150-1 その他のはん用機械・同部分品製造業 410-0001 静岡県沼津市足高３９６－５９ 110-0003
東京都台東区根岸５－１３－１６　根

岸ビル２Ｆ　東京営業所
試用期間あり ３ヶ月

213,000円～

290,000円

電動工具（鉄筋カッター、パンチャー等）小型建設機

械（鉄筋ベンダー、コアドリル等）の製造メーカー。

国内、海外へと販売を手掛けています。

＊

グローバルにビジネスを展開。　電動工具を設計、製造、販売

し、国内のみならず、世界数十ヶ国へ輸出も行っている会社で

す。当社の製品は世界中でも高い評価をいただき、ご利用さ

れています。

代表取締役 八谷　剛
沼津公共職業

安定所

税理士法人　ウィズ https://www.z-with.or.jp 税務スタッフ

開業以来、１５期連続増収、勢いのある事務所です。社名のＷＩＴＨは、お客様と共にあることを意味していま

す。顧問先の社長に寄り添い、税務・経営面から会社の発展をサポートします。●入社したらまずはデータ入力

等、専門的な知識がなくてもできる先輩スタッフのお手伝い業務から始めましょう。しっかりしたサポート体制と

充実した研修によりスキルＵＰできる環境があります。●１年ほど、基本知識をしっかり学んだら、先輩スタッフ

に同行してお客様を訪問。税務相談に応えます。●２年ほど経つと、１人でお客様の税務アドバイスができるよう

になります。

13010-35574421 1301-583972-5 公認会計士事務所，税理士事務所 103-0013
東京都中央区日本橋人形町１－２－５　Ｅ

ＲＶＩＣ人形町４階
103-0013

東京都中央区日本橋人形町１－２－５

ＥＲＶＩＣ人形町４階
ワード、エクセル 試用期間あり ６ヵ月

205,000円～

400,000円

「社員の成長と喜びを通じてお客さまに満足・感動を

していただく　事」をモットーに、中小のオーナー企

業の税理士顧問・会計サポー　ト・節税対応・ＭＡＳ

等を行っています。

「働きやすさ・働き甲斐・平均給与で地域ＮО１」の事務所

を目指　しています。スタッフが一丸となって、事務所の発展

とお客様の貢　献のために頑張っています。

代表税理士
田島年男・橋

本秀明

飯田橋公共職

業安定所

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

す。
13040-37477821 1304-650615-7 ソフトウェア業 108-0073

東京都港区三田２－７－２２　三田タウン

ハウス１Ｆ
108-0073

東京都港区三田２－７－２２　三田タ

ウンハウス１Ｆ
試用期間あり ３ヶ月

180,000円～

300,000円

ＩＴ業　・ソフトウエア設計（開発、テスト、評価）

・インフラ業務　・ヘルプデスク、キッティング、そ

の他全般。

人々や社会の為に貢献する為に８つ（新しい、情報、戦略、感

謝、信頼、支援、成功、貢献）を存在目的としています。
代表取締役 西川　滝豊

品川公共職業

安定所

株式会社　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。
13040-37664821 1304-932694-4

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４

０６
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

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。 13040-37681221 1304-932694-4
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４

０６
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

尚禾　株式会社
http://www.shokagroup.co.

jp/

セールスマーケティング・セールスプ

ロモーション

＊人材派遣サービスの企画、提案＊クライアント企業様の商品販売戦略の提案実際の販売サポート＊新規事業開拓

の企画、提案、営業※営業、販売の方法に関して当社研修あり※事業内容によって就業場所変更の可能性あり※日

本語能力Ｎ２レベル以上が必要です。※ベテランがＯＪＴでお教えします。営業エリア：１都３県（東京、千葉、

埼玉、神奈川）

13030-04929021 1303-621839-2 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

株式会社　鳥カフェ 鳥のいるカフェの店員（谷中本店）

鳥のいるカフェでの接客、店内清掃、鳥類のお世話、通販部門業務重労働ですが鳥たちの体調や様子、また全体の

業務を把握していただくため裏方のお仕事からスタートして頂きます。掃除、給餌の準備、オンラインショップの

発送業務が最初の主な業務となります。日々の鳥のお世話、給餌方法や飼育管理など専門的な知識を習得し、鳥の

プロフェッショナルとして知識・経験を養って頂きます。のちに店内での接客、レジ、喫茶業務（ドリンクのみ）

などを覚えていただき、鳥の販売から販売後のアフターフォローまでトータルサポートできるプロとして接客して頂

きます。

13030-04947821 1303-626481-4 他に分類されない小売業 110-0001 東京都台東区谷中２－３－１６　１階 110-0001 東京都台東区谷中２－３－１６　１階 試用期間あり ３～６ヶ月
220,000円～

280,000円

谷中と千駄木に「鳥のいるカフェ」と言う動物カフェ

を２件出店しています。２０～３０代の女性に人気の

お店です。

癒しを求める働く女性に支持され、売り上げも伸ばしており、

今後も３店舗目を計画中です。　お客様と近い鳥カフェであり

沢山の方が日々ご来店されます。

代表取締役 明渡　隆祐
上野公共職業

安定所

シャノアス社会保険労務士法人 https://sr-ihara.com
【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。

13080-25946921 1308-626575-2 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

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

ml
製造業の営業職

営業受注により樹脂材料による機構部品等の受注生産品を、自社工場他で製造し納入します。営業担当者の募集で

す。・自社製造工場を持つ営業部でのお仕事です。・既存担当営業の後継者目的です。・企業顧客への定期訪問

（営業活動）、販路拡大の営業。・製造品に対する顧客との打ち合わせ。・新規顧客の開拓。ものづくり、樹脂業

界未経験者の方でも一から共にお教えします。営業の際は、社用車（乗用車ＡＴ）を使用していただきます。

13150-07242021 1315-101766-2
プラスチック板・棒・管・継手・異形押出

製品製造業
190-0013 東京都立川市富士見町７－３１－１９ 190-0013 東京都立川市富士見町７－３１－１９ ワード、エクセル 試用期間あり ３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

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。

23170-04441321 2317-615978-9
建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金

業を含む）
486-0816 愛知県春日井市東野新町２丁目２番地１ 132-0035

東京都江戸川区平井４丁目７－１６

徳久ビル５Ｆ　　東京営業所
試用期間あり ６ヶ月

195,000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

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）
26030-05371021 2603-082528-3 下着類製造業 612-8437 京都府京都市伏見区深草小久保町３４３ 101-0052

東京都千代田区神田小川町１丁目８番

３号　小川町北ビル３０２号
初級程度 試用期間あり ３か月

250,000円～

350,000円
婦人下着の製造・卸売業

昭和４１年創業以来業績を伸ばしてきたランジェリー、ファン

デーションメーカーです。真に良きものを愛する精神と遊び心

を大切にし、最新のトレンドやベーシックインナーを提供して

おります。

代表取締役 藤井　隆男
伏見公共職業

安定所

株式会社　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。

27030-10788721 2703-626285-3 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　Ｎ

Ｋビル
105-0004

東京都港区新橋２－１３－８　新橋東

和ビル２Ｆ　株式会社リープ　東京支

店

＊パソコン基本操作（エクセ

ル・ワード）
試用期間あり ２ヶ月

230,000円～

280,000円

建設及設備、プラント一般管工事業（般－１）第２５

５２３号　有料職業紹介　２７－ユ３０１３０８　派

－２７－３０２０４７。ソフトウェア開発業。

職場の雰囲気も活気にあふれ、とても働きやすい会社です。

心機一転頑張って頂ける方、向上心の強い方など、一緒にがん

ばっていきましょう。

代表取締役 中島　圭祐
大阪西公共職

業安定所

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。

11030-09388321 1103-005364-6 その他の専門サービス業 362-0047 埼玉県上尾市今泉１７８－１ 141-0021
東京都品川区上大崎２－１５－１９

「東京本社」
試用期間あり ３ヶ月

210,000円～

230,000円

社会保険労務士（首都圏トップクラス）

人事・労務・組織経営コンサルタント

首都圏で４５年の歴史を持ち、首都圏でもトップクラスの事務

所として活動。一人前の社労士として独立できる力も付けさせ

る。

代表社員 斎藤　之幸
大宮公共職業

安定所

株式会社　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。

13010-33755221 1301-508912-5 電気機械器具卸売業 101-0021
東京都千代田区外神田６－１５ー９　明治

安田生命末広町ビル５Ｆ
101-0021

東京都千代田区外神田６－１５ー９

明治安田生命末広町ビル５Ｆ
試用期間あり ３ヶ月

169,098円～

205,000円
半導体及び電子部品の販売

会社創立以来着実に業績を伸ばし続け、安定成長を遂げてい

る。また毎年決算賞与がある会社である。（会社所有保養所

あり）（株）村田製作所の代理店（１１社ある中の１社）

代表取締役

社長
江部　哲人

飯田橋公共職

業安定所

株式会社　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

13010-33763221 1301-508912-5 電気機械器具卸売業 101-0021
東京都千代田区外神田６－１５ー９　明治

安田生命末広町ビル５Ｆ
101-0021

東京都千代田区外神田６－１５ー９

明治安田生命末広町ビル５Ｆ

パソコンの操作（ワード・エク

セル）
試用期間あり ３ヶ月

160,963円～

201,000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

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

（公認会計士・税理士）

クライアント様を担当し、会計・税務コンサルティングをして頂きます。・会計コンサルティング・税務相談・申

告書作成ご希望があれば経営コンサルティングなど幅広い業務を経験していただけます。将来的には会計部門の責

任者をお任せしたいと考えています。

13040-34231521 1304-644134-7 経営コンサルタント業，純粋持株会社 107-0052
東京都港区赤坂３－１０－２　赤坂コマー

スビル３階
107-0052

東京都港区赤坂３－１０－２　赤坂コ

マースビル３階
試用期間あり ３ヶ月

260,000円～

443,000円

企業経営の良き”バディー”として良質な「経営総合支

援」サービスの提供をおこなっております。会計・税

務・人事・労務・Ｍ＆Ａのプロフェッショナルが企業

社員の成長こそが会社の成長であると考えており、各人のキャ

リアパスを自由に描けることはもちろん、個人のスキルアップ

のための投資を惜しみません。

代表取締役 堀　秀行
品川公共職業

安定所

株式会社ユニヴァ・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。 13040-34278921 1304-626173-0 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３５Ｆ
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
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

バディーズ会計事務所 http://budyz.com/
会計事務所スタッフ／税理士補助（港

区）

会計事務所にて、クライアント様の税務申告書等の作成補助をして頂きます。・記帳代行・試算表作成・月次、年

次決算対応・税務申告書作成補助希望があれば、経営コンサルティングやＭ＆Ａの実務も担当していただくことが

可能です。

13040-35131621 1304-674770-0 公認会計士事務所，税理士事務所 107-0052
東京都港区赤坂３－１０－２　赤坂コマー

スビル３階
107-0052

東京都港区赤坂３－１０－２　赤坂コ

マースビル３階

パソコン操作（ワード、エクセ

ル）
試用期間あり ３ヶ月

200,000円～

295,000円

公認会計士事務所、税理士事務所（グループ内に経営

コンサルティング会社あり）

会社経営のパートナーとして、経営総合支援サービスを提供し

ています。
代表 堀　秀行

品川公共職業

安定所

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・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

13060-04847921 1306-615810-2 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　Ｆ

ＳＣ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

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・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

13060-04848121 1306-615810-2 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　Ｆ

ＳＣ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

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

13060-04854621 1306-615810-2 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　Ｆ

ＳＣ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

株式会社ネットテックス https://net-techs.jp/ ＷＥＢデザイン会社提案営業

従来のウェブサイトの提案のみならずニーズに即した新たなウェブサービスの企画立案・実行をお客様にしていただ

きます。お客様とコミュニケーションを取り、お困りの事を解決する仕事になります。〈具体的な業務〉・アポイ

ントの取得（飛び込みではありません）・新規のお客様にウェブサイトを中心に企画やご提案を致します。・チー

ムでともに戦略をたて活動していきます。・Ｗｅｂの知識は入社後に身につけていけば問題ありません。未経験歓

迎！経験者優遇♪弊社を一緒に盛り上げていただきたいと思っております。

13070-20615321 1307-669686-1 情報処理・提供サービス業 150-0011
東京都渋谷区東１－２６－３１　大島ビル

５階
150-0011

東京都渋谷区東１－２６－３１　大島

ビル５階
ＰＣ入力程度 試用期間あり １ヶ月

190,000円～

215,000円

法人のお客様へのホームページの企画、制作、運用及

び自社サイトの運営

設立３年目のベンチャー企業となります。グループ会社からの

分社独立ですので安定しながら、新たなことにチャレンジ、

成長を体感することが出来る、そんな会社です。

代表取締役 戸嶋　丈晴
渋谷公共職業

安定所



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

員（看板取付工含む）

・店舗内・外装サイン業務（営業、現場管理）・屋外広告メディアプランニングの為の調査や資料作り・クライア

ントへの提案・屋外広告設置施工＊営業エリアは主に東京です＊未経験者は指導します
13080-25302421 1308-631383-1 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２０１
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

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

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。

13080-25338321 1308-450285-1 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－ｍ

ａｉｌ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

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。 13080-25356921 1308-638647-8 不動産賃貸業（貸家業，貸間業を除く） 164-0003

東京都中野区東中野３丁目８－２　トーシ

ンスペースビル　アネックス５階
164-0003

東京都中野区東中野３丁目８－２

トーシンスペースビル　アネックス５

階

パソコン基本操作スキル 試用期間あり ３カ月間
200,000円～

200,000円

不動産賃貸物件の仲介・管理業です。主に新宿・中

野・渋谷・練馬・杉並区の物件を紹介しています。

社員は全員３０代の明るく、アットホームな雰囲気の会社で

す。入社時には研修システムもありますので、未経験の方も安

心して働けます。

代表取締役 石田　圭
新宿公共職業

安定所

株式会社　クリア http://www.clear.gr.jp/ 営業（未経験～経験浅）

＊＊＊未経験の方は、イチから丁寧に研修するので、「一生もののスキル」が身につきます！※見学歓迎求人＊＊

＊ビル・マンションの管理会社、マンションの自治会、ビルの個人オーナー等の得意先を廻り、給排水設備営繕や

内装など、その他建物の改装のためのルートセールスです。ビル全体の一括した総合メンテナンスを受注する営業

です。※営業範囲は都内主体です。※ビル・マンション等の給排水設備に対し理解がある方優遇※男女ともに歓迎

します。

13080-25397921 1308-404264-2 建物サービス業 169-0075
東京都新宿区高田馬場３－３－１　ユニオ

ン駅前ビル４階
169-0075

東京都新宿区高田馬場３－３－１　ユ

ニオン駅前ビル４階

ＰＣによる見積り業務がありま

す。（基本スキル必須）
試用期間あり ３ヶ月

170,000円～

239,500円

中高層ビル・マンション・戸建の給排水設備営繕及び

内外装リフォーム業

ビル・マンションにある内外装リフォームや設備関係等の仕事

の為、不景気にかかわらず今後共必ず必要とされる業種で

す。

代表取締役 高橋　学
新宿公共職業

安定所

株式会社　クリア http://www.clear.gr.jp/
【就職氷河期世代限定求人】給排水設

備営繕等の営業

○ビル全体総合メンテナンスのルートセールス（営業）・給排水設備営繕・内外装リフォーム○営業先・ビル・マ

ンションの管理会社、マンションの自治会・ビルの個人オーナー等※営業範囲は都内主体です。＊未経験の方は、

イチから丁寧に研修しますので「一生もののスキル」が身につきます！※ビル・マンション等の給排水設備につい

て学ぶ意欲のある方歓迎※男女ともに歓迎します。※見学歓迎求人＊現場に社有車で出向くことがあります。

13080-25402921 1308-404264-2 建物サービス業 169-0075
東京都新宿区高田馬場３－３－１　ユニオ

ン駅前ビル４階
169-0075

東京都新宿区高田馬場３－３－１　ユ

ニオン駅前ビル４階

ワード・エクセル、入力レベル

ＰＣによる見積り業務がありま

す

試用期間あり ３ヶ月
170,000円～

239,500円

中高層ビル・マンション・戸建の給排水設備営繕及び

内外装リフォーム業

ビル・マンションにある内外装リフォームや設備関係等の仕事

の為、不景気にかかわらず今後共必ず必要とされる業種で

す。

代表取締役 高橋　学
新宿公共職業

安定所

株式会社　クリア http://www.clear.gr.jp/
設備営繕技術要員（配管工・リフォー

ム工）

【見学歓迎求人】中層オフィス・マンション等の貯水槽・排水管清掃・設備営繕・改修（配管改修・内外装リ

フォーム）・清掃・点検等を行う業務です。※現場は、都内が主体です。未経験者可
13080-25411121 1308-404264-2 建物サービス業 169-0075

東京都新宿区高田馬場３－３－１　ユニオ

ン駅前ビル４階
169-0075

東京都新宿区高田馬場３－３－１　ユ

ニオン駅前ビル４階
試用期間あり ３ケ月

170,000円～

350,000円

中高層ビル・マンション・戸建の給排水設備営繕及び

内外装リフォーム業

ビル・マンションにある内外装リフォームや設備関係等の仕事

の為、不景気にかかわらず今後共必ず必要とされる業種で

す。

代表取締役 高橋　学
新宿公共職業

安定所

株式会社　クリア http://www.clear.gr.jp/ 営業（未経験・幹部候補生）

／未経験の方は、イチから丁寧に研修するので、「一生もののスキル」が身につきます！！！※見学歓迎求人＼ビ

ル・マンションの管理会社、マンションの自治会、ビルの個人オーナー等の得意先を廻り、給排水設備営繕や内装

などその他建物の改装のためのルートセールスです。ビル全体の一括した総合メンテナンスを受注する営業です。

※営業範囲は都内主体です。※ビル・マンション等の給排水設備に対し理解がある方優遇※男女ともに歓迎しま

す。※将来の幹部を目指し、それに伴う言動の出来る人（３ヶ月テスト）

13080-25421721 1308-404264-2 建物サービス業 169-0075
東京都新宿区高田馬場３－３－１　ユニオ

ン駅前ビル４階
169-0075

東京都新宿区高田馬場３－３－１　ユ

ニオン駅前ビル４階

※ＰＣによる見積り業務があり

ます。
試用期間あり ３ヶ月

165,500円～

200,000円

中高層ビル・マンション・戸建の給排水設備営繕及び

内外装リフォーム業

ビル・マンションにある内外装リフォームや設備関係等の仕事

の為、不景気にかかわらず今後共必ず必要とされる業種で

す。

代表取締役 高橋　学
新宿公共職業

安定所

株式会社　ジェイプラスディー http://www.jplusd.co.jp/ ヘルプデスク
職場のＰＣ等を中心とした問い合わせ対応を行っていただきます。・問い合わせ対応、障害対応・Ｗｉｎｄｏｗ

ｓ、ＰＣ周辺・Ｗｏｒｄ，Ｅｘｃｅｌ他・電話対応他
13090-12444521 1309-634465-0 ソフトウェア業 171-0014

東京都豊島区池袋４－２５－１　紘亜ビル

４Ｆ
171-0014

東京都豊島区池袋４－２５－１　紘亜

ビル４Ｆ
試用期間あり ２か月

230,000円～

400,000円

株式会社情報電子のグループ会社として、ＩＴ技術で

お客様に貢献しています。３０年以上の歴史を持つグ

ループ内の有形・無形の資産をフルに活用し、お客

様・社会と共に飛躍していきます。

・社員を育てる教育システムが充実しています。・大胆な昇給

を行います。・労働時間管理を徹底しています。　派１３－３

１１５０８

代表取締役 小野　健一郎
池袋公共職業

安定所

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

他【未経験】
１．パソコン操作・指導２．Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ書類作成３．電話サポート（ＰＣについて）４．電話応対他 13090-12458021 1309-634465-0 ソフトウェア業 171-0014

東京都豊島区池袋４－２５－１　紘亜ビル

４Ｆ
171-0014

東京都豊島区池袋４－２５－１　紘亜

ビル４Ｆ
試用期間あり ２か月

230,000円～

400,000円

株式会社情報電子のグループ会社として、ＩＴ技術で

お客様に貢献しています。３０年以上の歴史を持つグ

ループ内の有形・無形の資産をフルに活用し、お客

様・社会と共に飛躍していきます。

・社員を育てる教育システムが充実しています。・大胆な昇給

を行います。・労働時間管理を徹底しています。　派１３－３

１１５０８

代表取締役 小野　健一郎
池袋公共職業

安定所

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）
13100-02533221 1310-616821-0 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

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。

13120-06119521 1312-507702-6 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

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 13130-07912421 1313-422939-1 土木工事業（舗装工事業を除く） 133-0061 東京都江戸川区篠崎町１－２０－２４ 133-0061
東京都江戸川区篠崎町１丁目２０－２

４

パソコン基本操作（ワード・エ

クセル）
試用期間あり ３ヶ月

180,000円～

240,000円

重機オペレータの請負工事、重機のリース・販売、修

理。

クローラークレーンのリース・各種重機オペレーターの業務

を中心に、これに伴う輸送・組立・解体等も合わせて受注して

います。　お客様のニーズに合わせて柔軟な対応をしている会

社です。

代表取締役 大島　幸夫
木場公共職業

安定所

株式会社　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。

13140-04732021 1314-307787-0 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４４０－８　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

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
13170-07409721 1317-621204-0 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　ＤＯ

Ｔビル２－４Ｆ　「当社　恵比寿営業

所」

試用期間あり ６ヶ月
171,000円～

250,000円
ＤＸ事業、ＳＥＳ事業、教育事業、メディア事業 未経験者歓迎　教育制度があり、一から学べます。

代表取締役

社長
池田　裕貴

三鷹公共職業

安定所

株式会社　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 22010-09453121 2201-620545-1 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－１２－３

５
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

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Ｍ

Ｄ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。

26020-07773521 2602-305201-9
その他の各種商品小売業（従業者が常時５

０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商品をベトナムの自社工場

で生産、国内大手アパレル企業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

エムピーアイ株式会社 http://www.mpi-inc.jp/ 調理全般（江東区）

物流施設内の社員食堂です。＜仕事内容＞・仕込み・仕出し・お弁当販売の準備：１０食程度／日・食堂での調理

２５０～３００食／日営業時間１１：００～１４：３０・清掃ホール及び調理場・メニューの考案毎週メーティン

グします。調理・料理の提案・接客・店舗業務全般※土日は定休日なので働きやすい職場です。

27020-20948621 2702-638547-9 その他の飲食料品小売業 554-0041
大阪府大阪市此花区北港白津２丁目５－３

３
136-0075

東京都江東区新砂３丁目２番９号　Ｘ

フロンティア３階　アエルキッチン
試用期間なし

182,000円～

227,000円

京阪神にコンビニエンスストアのＦＣ店を複数店、飲

食部門では社員食堂を運営しております。

人と人との出会いを大切にし、社員同士が切磋琢磨し社員一

団となって目標に向かって進み、働く人との将来の夢を共有

し、語らい一緒になって成長する会社です。

代表取締役 井垣　守雄
梅田公共職業

安定所

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

m

営業事務（東京支社／東京都千代田

区）

自社開発の医療機関向け診療予約システム“ドクターキューブ”の営業事務職です。・問い合わせ医院様への資料の

発送や電話対応・発送作業やその他一般事務に携わって頂きます。営業と連携を取りながら、問い合わせ案件の初

期対応、見積書の作成などの対応をして頂きます。＊パソコンを使いこなせる事が必須です。

27020-21181821 2702-632060-9 情報処理・提供サービス業 530-0005
大阪府大阪市北区中之島２－３－１８　中

之島フェスティバルタワー１８Ｆ
100-0011

東京都千代田区内幸町１－１－１　帝

国ホテルタワー６Ｆ　東京支社
基本的なパソコン操作　必須 試用期間あり ３ヶ月

210,000円～

300,000円

医院、歯科医院向けコンピューターシステムの開発、

販売、保守。

医療用画像システム、通信システムに関する独創技術により急

成長中の開発型ベンチャー企業。お客さまは医師または歯科

医師。いっしょに会社を創っていける仲間を求めます。

代表取締役 小山　恭之
梅田公共職業

安定所

株式会社　リセット http://www.reset2007.com 運転業務（急募）

◎プロダクションからの委託を受けて、主にＴＶ局中継車等の運行管理、精密機械の運搬等を行います（積込み作

業はあまりありませんが、作業時は複数人で行います）・普通自動車免許のみの方は、ワンボックス車の運転にな

ります。・撮影等に関する技術補助・放送関係、未経験でも可能。・研修は１週間～１０日程度行います。・長距

離の宿泊を伴う出張もあります。・主にＴＶ局等（大阪市他）へ直行、直帰になります。【必要な資格・免許】普

通自動車免許（ＡＴ可）＊大型１種免許又は２種免許所持者大歓迎です。（特殊車両の運転もあります）

27130-04598321 2713-615216-5 その他の技術サービス業 573-1106
大阪府枚方市町楠葉１－３３－２５－２０

０
000-0000

各テレビ局・放送局等（大阪市他）

直行・直帰
試用期間あり ３ヶ月

190,000円～

190,000円

自動車運行及びその管理。　放送撮影等も関する技術

補助及び機材オペレーション業務。

設立年数は浅いですがプロタクションからの依頼で全国各地に

中継車等を輸送する会社です。
代表取締役 三角　昌也

枚方公共職業

安定所

ツバメ工業　株式会社 http://www.8441.jp 営業（東京）＊

＊営業（ルート販売）・お客様に気に入られる自信のある方＊関東全域（日帰り出張のみ）＊外国人も受入れして

います（日本語の話せる方）。＊働き方改革を見据えた増員です。※一般トライアル雇用併用求人新型コロナウイ

ルス感染症対応トライアル雇用併用求人トライアルでの応募を希望される方は、応募要件を満たすことが必要です

ので、相談窓口にてご確認下さい。★トライアルで応募の方は面接選考いたします。

37040-01881521 3704-613527-0 紙製品製造業 769-1615
香川県観音寺市大野原町丸井８１７－７

（丸井工業団地内）
102-0072

東京都千代田区飯田橋３－６－７

ミハルビル３０２
試用期間あり ６ヶ月

230,000円～

300,000円

封筒製造販売業

ＩＳＯ９００１及びＩＳＯ１４００１認証事業所

創業１１０周年を迎えた伝統ある安定した会社ですが、現在

は第三創業期として、５Ｓ、ＪＩＴ、ＩＳＯ等導入して新生ツ

バメを再構築して、全社一丸となって勝ち組になっています。

代表取締役

社長
石川　喜平

観音寺公共職

業安定所

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

＊営業（ルート販売）の補助業務・お客様に気に入られる自信のある方＊関東全域（日帰り出張のみ）＊外国人も

受入れしています（日本語の話せる方）。＊働き方改革を見据えた増員です。※一般トライアル雇用併用求人新型

コロナウイルス感染症対応トライアル併用求人トライアルでの応募を希望される方は、応募要件を満たすことが必

要ですので、相談窓口にてご確認下さい。★トライアルでの応募の方は面接選考いたします。

37040-01885921 3704-613527-0 紙製品製造業 769-1615
香川県観音寺市大野原町丸井８１７－７

（丸井工業団地内）
102-0072

東京都千代田区飯田橋３－６－７

ミハルビル３０２
試用期間あり ６ヶ月

180,000円～

200,000円

封筒製造販売業

ＩＳＯ９００１及びＩＳＯ１４００１認証事業所

創業１１０周年を迎えた伝統ある安定した会社ですが、現在

は第三創業期として、５Ｓ、ＪＩＴ、ＩＳＯ等導入して新生ツ

バメを再構築して、全社一丸となって勝ち組になっています。

代表取締役

社長
石川　喜平

観音寺公共職

業安定所

キャスコ　株式会社 http://www.kascogolf.com 営業スタッフ（東京本社）

＊当社製ゴルフ用品のルートセールス（テリトリー内のゴルフ場・デパート・ゴルフ用品店・スポーツ用品店が取

引先になります）女性ゴルファーも増加する中、将来性豊かな業種です。・新規開拓も含みます。・営業車貸与

（燃料・高速代支給）・携帯電話貸与※ゴルフに興味がある方、ゴルフ好きの方、歓迎します！！★★急募★★

37050-00645521 3705-100183-4 がん具・運動用具製造業 769-2101 香川県さぬき市志度５４１２ 160-0023

東京都新宿区西新６－１８－１　住友

不動産新宿セントラルパークタワー２

４階

試用期間あり ３ケ月
170,000円～

238,300円

ゴルフ用品製造販売業（ゴルフクラブ・ボール・グ

ローブ・バッグ・ウェア・シューズ・その他用品）

「ゴルファーの夢をカタチに」をコンセプ卜に女性にも人気の

ゴルフ用品を開発・販売しています。キャスコはゴルフの楽し

さをさらに広げゴルフ業界のリーディングカンパニーを目指し

ます。

代表取締役

社長
阿部　二幸

さぬき公共職

業安定所

株式会社　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。
13010-33239821 1301-653090-0 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

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

13030-04480521 1303-616530-8 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４Ｆ
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

株式会社　ラフィンベア
http://www.laughingbear.j

p
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
13120-06022421 1312-516421-2 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１－２２－４

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

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

13010-32767921 1301-567891-3 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、Ｐｏｗ

ｅｒｐｏｉｎｔ　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

公益財団法人　天風会
https://www.tempukai.or.j

p
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 13010-32874021 1301-106614-3 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５－４０－８　天風

会館

Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ、Ｐｏｗ

ｅｒＰｏｉｎｔ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

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

13010-32976921 1301-685555-0 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

ＳＯＬＲＯＳ株式会社 http://www.solros.co.jp/
提案営業（医薬品や医療機器の輸入代

行）

美容クリニックなどで使われる医薬品・医療機器などの提案営業をお任せします。医師の方々から必要なニーズを

ヒアリングし、要望に合う商品・機器を提案するお仕事です。＜クライアント＞東京を中心とした日本全国の美容

クリニックが主なお客様。基本的には既存クライアントを担当します。新規顧客は紹介が多く、飛び込み営業など

はほぼありません。＜取扱い商品＞育毛剤、ヒアルロン酸、メソカクテル（注入療法）、カニューレ、サプリメン

トなど、美容クリニックで扱う製品全般。＊ＯＪＴ教育３ヶ月間あります。

13030-04438221 1303-622714-1 他に分類されない事業サービス業 111-0042
東京都台東区寿３－１６－７　ホワイトレ

ジデンス３０４号室
111-0042

東京都台東区寿３－１６－７　ホワイ

トレジデンス３０４号室

オフィス系ソフトのスキルは必

要となります。　＊ワード・エ

クセル・パワーポイントの基本

操作。

試用期間あり ３ヵ月間
195,000円～

295,000円

医薬品・医療用機器及び化粧品の個人輸入代行　医薬

品・医療用機器、化粧品及びこれらの材料の輸入　美

容・ファッション・食に関するマーケティング・企画

開発

少数精鋭で社員の成長が会社の成長に直結するやりがいのある

仕事　社員が自由な発想で仕事でき、自分の可能性を拡げられ

る　研修やＯＪＴなど教育制度が整っており、未経験でも活躍

できる

代表取締役 石原陽次
上野公共職業

安定所

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
27020-20099721 2702-075011-4 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Ｋ

ＤＸ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



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ＳＮＳ

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、Ｗ

ｏｒｄ、派遣ソフトを主に使用。

13070-19784721 1307-660976-4 労働者派遣業 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
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、Ｅｘｃｅ

ｌ）
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

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
13070-20000521 1307-654216-7 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

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。

13080-24140821 1308-428994-2 他に分類されない卸売業 167-0051
東京都杉並区荻窪４－３２－２　東洋時計

ビル６Ｆ
167-0051

東京都杉並区荻窪４－３２－２　東洋

時計ビル６Ｆ

ワード・エクセルなどの基本操

作
試用期間あり 最大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

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】
13010-32133421 1301-685576-4 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１－５－１

０　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

グローバルサイエンス株式会社 www.globalscience.jp
営業・インストラクター（化粧品・美

容機器）／文京区

エステティックサロン、美容室などのお客様や販売代理店様へ当社開発の製品の業務用美容機器・化粧品をご紹介

するお仕事です。ルート営業及び展示会等で対応したお客様や製品のお問い合わせを頂いたお客様へ製品提案・デ

モンストレーションを行っていただきます。・エリア：主に関東エリア（社用車を使用）・入社時１０日程度の社

内研修有。製品の勉強を行います。その後先輩社員に同行して実際の仕事を覚えて頂きます。

13080-23778421 1308-630106-8 各種商品卸売業 162-0802
東京都新宿区改代町２６番地　三田村ビル

Ｂ１０１
112-0014

東京都文京区関口一丁目２１－１９九

條ビル５階　当社分室
基本操作 試用期間あり ３か月

250,000円～

450,000円

国内のエステサロンや美容クリニックに、最先端の美

容機器を製造・販売している会社です。　また、化粧

品の製造、販売もしております。

２０１５年業界内で圧倒的なシェアを誇る美容機の製造販売

に成功し急速に業績を伸ばしています。また、海外にも拠点を

設け、新たなビジネスプロジェクトも進めているグローバルな

会社です。

代表取締役 笠原裕加里
新宿公共職業

安定所

桑都ビル管理　株式会社 http://www.sohtobuil.co.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
13140-04574021 1314-102227-3 建物サービス業 192-0904 東京都八王子市子安町１－３１－２１ 192-0904 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

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。

13150-06614521 1315-202023-4 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

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。

13030-04323021 1303-617714-6 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

株式会社　マーク
企画プランナー（印刷・ホームペー

ジ・動画・展示会）

＊既存得意先への企画プランニング各法人様の情報媒体を検討し企画・デザイン制作・納品までをディレクション

していきます。＊新規得意先の開拓営業
13080-23616621 1308-430625-2 印刷業 169-0075

東京都新宿区高田馬場４－３２－１２　岡

山ビル１階
169-0075

東京都新宿区高田馬場４－３２－１２

岡山ビル１階

パソコン操作基本レベル（Ｗｏ

ｒｄ・Ｅｘｃｅｌ・ＰＰＴ）

ＭＡＣ使用できれば尚加

試用期間あり ３ケ月
200,000円～

270,000円

企画・デザイン。既存の大手得意先への企画営業。

お客様の二一ズに合った媒体を検討し企画、デザイ

ン、制作、納品までをディレクションしていきます。

アットホームな会社です。　色々な業務をディレクションして

いきますので、仕事のやりがいがあります。

代表取締役

社長
芦名　秀近

新宿公共職業

安定所

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

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）

13030-04267921 1303-615929-8 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

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。

13090-11514421 1309-414101-9 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

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

13010-31081321 1301-548016-0 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

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。
13080-23126621 1308-621986-4 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

株式会社　イナ・エステート https://iina.co.jp/ 不動産売買営業／トライアル併用求人

当社のお客様は、ご紹介とリピートの方ばかりです。なので、飛び込みやしつこい追客営業、ノルマは有りませ

ん。貴方にはご紹介の案件を担当していただきます。【社員の声：やりがいを感じたとき】私のお客様は何百万円

という仲介手数料を値切らずにお支払いただけます。感謝するのは私側なのに、そのお客様から、「君の仕事への

想いを買ったよ。長く付き合ってくれてありがとう」と言われたときは感激しました。

13090-11359921 1309-426197-2 不動産代理業・仲介業 177-0042 東京都練馬区下石神井４－９－１ 177-0042 東京都練馬区下石神井４－９－１

ワード・エクセル・メール基本

操作　（文字入力、基本的な関

数程度）

試用期間あり ３ヵ月
300,000円～

450,000円

不動産総合コンサルティング会社です。相続案件から

賃貸仲介・建築工事も請け負っています。じっくり仕

事に取り組みたい方には、とても働きやすい職場で

す。

弊社は、ご契約いただいたお客様からのご紹介やリピーター様

が多く、提案力のある業務展開をしております。家庭的な雰囲

気の職場ですが、各社員のプロ意識は高いです。

代表取締役 小池　道子
池袋公共職業

安定所

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。

22020-07014821 2202-618960-2 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１－１７－６　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

株式会社　Ａｓｔｒｏｎｅｒｇｙ　Ｊａｐａ

ｎ
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。
13100-02381221 1310-618019-5

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

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。

13040-31968321 1304-632017-8 他に分類されない卸売業 107-0052
東京都港区赤坂２－１０－１２　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２Ｆ
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ＦＯＲＥＳＴＡＤＥＮＴ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

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）

13060-04389121 1306-614490-1 一般診療所 146-0093
東京都大田区矢口１－５－１ＫＩＰビル５

Ｆ
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

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・ＦＡＸ・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。

13040-31490621 1304-017144-0 その他の機械器具卸売業 108-0073 東京都港区三田２－１７－２６ 108-0073 東京都港区三田２－１７－２６

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

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。

22020-06854221 2202-618960-2 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

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。 22120-02598821 2212-103306-0 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

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）
12080-05176721 1208-619074-3 ソフトウェア業 277-0005

千葉県柏市柏２－９－７　アルシェ柏８０

１
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

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！

13080-22092621 1308-644305-3 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３２Ｆ
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

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。

13010-28752821 1301-105385-8 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、Ｏｕｔ

ｌｏｏｋ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

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
13010-28960721 1301-531945-0 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）Ｗｏ

ｒｄ、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

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。
13040-29471321 1304-677839-7 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２０　ワルトハ

イム西麻布４０２
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

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。
13040-29633321 1304-678898-9 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

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※ＴＯＥＩＣ８００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）

13070-17469521 1307-353927-9 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２－２４－３　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

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。

13130-06683821 1313-618365-9 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

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 13190-02646121 1319-613332-0 一般診療所 194-0037 東京都町田市木曽西二丁目１８番地１２ 194-0037

東京都町田市木曽西二丁目１８番地１

２　　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

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。

13010-28161721 1301-645130-5 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３－１７－１

１　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ＪＤＥｄ

ｗａｒｄｓ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

ニッポン印刷　株式会社　東京支店
http://www.nipponprinting.

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。

13040-28637521 2801-021506-9 印刷業 142-0051
東京都品川区平塚１－７－７　ＭＹビル３

Ｆ
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



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 13040-28747021 1304-229865-4 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　ＤＡＩ

ＷＡ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です。

代表取締役 東海林　鉄男
品川公共職業

安定所

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。
13070-17049521 1307-355841-9 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１５０５

ＩＴスキル（Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃ

ｅｌ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

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
13070-16936921 1307-112629-5 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６Ｆ

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

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

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。

13100-02156621 1310-613817-6 他に分類されない卸売業 115-0051
東京都北区浮間４－２３－２５　ＧＲＯＬ

Ｙ　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

戸線牛込神楽坂７分

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

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
13130-06433821 1313-618456-4 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

株式会社　多摩商工
http://www.tamasyokou.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。

13170-06324121 1317-614329-4 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

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 13200-04060621 1320-615803-7 電気通信・信号装置工事業 183-0056
東京都府中市寿町１－１－１１　第２福井

ビル５０３
183-0056

東京都府中市寿町１－１－１１　第２

福井ビル５０３

ＰＣ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

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。

09010-08181021 0901-615458-8 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

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。

13010-26387821 1301-535890-3 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

医療法人社団白寿会
http://www.tamagawasuba

ru.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）

13070-16138121 1307-331545-9 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

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。

13070-16239821 1307-620677-4 ソフトウェア業 150-0021
東京都渋谷区恵比寿西１－１０－６　恵比

寿ツインズ５Ｆ
150-0021

東京都渋谷区恵比寿西１－１０－６

恵比寿ツインズ５Ｆ
試用期間あり ３ヶ月

140,000円～

180,000円

ソフトウェア受託開発、サーバー及びネットワークの

構築、ＷＥＢサイト自社運営、経営コンサルなど多岐

に渡り行っています。　派遣事業［派１３－３１１０

６５］

ソフトウェア開発を会社のメイン業務としながら、サーバー及

びインターネット構築から、ＷＥＢサイトの自社運営、異業種

とのコラボによる新規事業参入まで、積極的に行っている会社

です。

代表取締役

社長
青木　達雄

渋谷公共職業

安定所

トレンドワークス株式会社
http://www.trendworks.co.

jp
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。
13070-16275421 1307-620677-4 ソフトウェア業 150-0021

東京都渋谷区恵比寿西１－１０－６　恵比

寿ツインズ５Ｆ
150-0021

東京都渋谷区恵比寿西１－１０－６

恵比寿ツインズ５Ｆ
試用期間あり ３ヶ月

140,000円～

180,000円

ソフトウェア受託開発、サーバー及びネットワークの

構築、ＷＥＢサイト自社運営、経営コンサルなど多岐

に渡り行っています。　派遣事業［派１３－３１１０

６５］

ソフトウェア開発を会社のメイン業務としながら、サーバー及

びインターネット構築から、ＷＥＢサイトの自社運営、異業種

とのコラボによる新規事業参入まで、積極的に行っている会社

です。

代表取締役

社長
青木　達雄

渋谷公共職業

安定所

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

改修工事専門）

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

でを見ていただきます。また、上記と同じ流れになりますが、管理会社を客先とするルート営業もございます。経

験豊富な先輩が丁寧に指導していきます。最初は手もとに入るなど、少しずつスキルアップしていきましょう。やり

がいは、お客様が直接ユーザーとなることが多く、ご満足の声をダイレクトにいただくことができる点です。

13080-20175621 1308-112940-7 その他の設備工事業 160-0023
東京都新宿区西新宿７－５－２０　新宿旭

ビルＡ館６Ｆ
160-0023

東京都新宿区西新宿７－５－２０　新

宿旭ビルＡ館６Ｆ
試用期間あり ３ヶ月

260,000円～

480,000円

インターホン、テレビ、電話、ＬＡＮ、防災、セキュ

リティ設備などの電気設備（主に弱電）の設計及び施

工、施工管理

創業４８年、業界の中でも老舗安定企業でありながら、新し

い事業に挑戦してゆく活気のある会社です。ＵＳＥＮ導入で社

内マッサージ機や福利厚生施設も充実。研修も整備され働き

やすい職場です。

代表取締役

社長
大渕　能愛

新宿公共職業

安定所

株式会社　コージー http://www.cozy-inc.com オフィス環境整備営業

お客様のワークプレイス環境向上を提案いたします。既存顧客を中心に情報提供を行い、お客様の要望にお応え

し、図面を作成するところから、備品の剪定等お手伝いいたします。あらゆる業種の方々と付き合いができ、貴重

な人脈形成もこの仕事の醍醐味です。自社で工事職人や、ＯＡネットワーク環境の保守まで賄うことができます。

13080-20257121 1308-303153-7 産業機械器具卸売業 166-0016 東京都杉並区成田西３－１２－９ 166-0016 東京都杉並区成田西３－１２－９ 試用期間あり ３ヶ月
155,000円～

185,000円

オフィス設計、施工（イトーキ家具販売）　ＯＡ機器

販売、メンテナンス（キャノン）　ブラインドクリー

ニング・修理

オフィス、学校、病院、公共施設等を中心に快適な空間造りを

全て自社で行います。社会のニーズに対応したより良い空間

創造で、求められる会社として社会貢献致します。

代表取締役 氏橋　治信
新宿公共職業

安定所

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 13090-10172021 1309-615502-0 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

ヱスケー石鹸　株式会社 http://www.sksoap.co.jp/
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１９１８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

13100-02150721 1310-617797-9 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１－１９－１０

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、１００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

山田英和税理士事務所　　山田　英和 【正社員】税理士事務所スタッフ

＊税理士事務所の業務全般に携わっていただきます。会計入力、法人決算、税務申告、年末調整、財務コンサル

ティング他＊一般的な企業決算、税務申告はもちろんの事、財務コンサルティングや資産税の相談など幅広い経験

を積んでいくことができます

13130-06231721 1313-622978-5 公認会計士事務所，税理士事務所 133-0061
東京都江戸川区篠崎町７丁目２９－９　ラ

ポール川上ビル３０３
133-0061

東京都江戸川区篠崎町７丁目２９－９

ラポール川上ビル３０３
試用期間あり ３ヶ月

190,480円～

213,280円

税務・会計・コンサルティング業務を通じて、中小企

業のお客様の発展をサポートし、つぶれない会社作り

のお手伝いをさせて頂いております。

創業９期目の事務所で、所長を中心に、３０代のスタッフが

活躍しています。各自目標を持って業務に取り組んでおり、学

ぶ意欲のある人にとっては多くの経験ができる環境がありま

す。

代表 山田　英和
木場公共職業

安定所

株式会社　インフォレスタ http://www.inforesta.com 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。

13010-25647921 1301-614991-0 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１－３４－１　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

地域環境福祉事業協同組合 http://j-lec.org/ 経理業務全般

当組合、当組合関係会社の経理全般月次・年次決算業務・税務業務等具体的には、返金出納、売掛金・買掛金の管

理、試算表・勘定科目内訳明細書の作成財務諸表・付属明細書、キャッシュフロー表の作成、税効果における会計

業務等

13010-26058521 1301-653346-4 事業協同組合（他に分類されないもの） 104-0043 東京都中央区湊３－６－１　ａｍビル４階 104-0043
東京都中央区湊３－６－１　ａｍビル

４階

各種帳票作成のための基本的な

ＰＣスキル　（Ｗｏｒｄ・Ｅｘ

ｃｅｌメール）

試用期間あり ３か月
190,000円～

380,900円

外国人技能実習生受入れ事業、外国人社員・アルバイ

ト紹介事業、海外進出コンサルティング、共同購買・

販売事業、教育情報事業

外国人技能実習生受入事業では、東南アジアとりわけベトナム

に軸足を置き、現地の教育の向上、職業訓練の技術向上に組

合としても積極的に関与しております。

理事長 山本　雄一郎
飯田橋公共職

業安定所

アークシステムテクノロジーズ株式会社 http://arktec.ne.jp
営業事務／本社【正社員】／五反田駅

４分／品川区

・営業全般の事務・電話の取次、対応・文書管理・雑務・データ入力作業※入社後しっかり社内研修を行いサービ

ス内容を覚えて頂きますのでご安心ください。
13040-26030621 1304-653598-6 不動産賃貸業（貸家業，貸間業を除く） 141-0022

東京都品川区東五反田３－１６－４７　Ｔ

ｒｉｎｉｔｙ　Ｂｌｄｇ　２Ｆ
141-0022

東京都品川区東五反田３－１６－４７

Ｔｒｉｎｉｔｙ　Ｂｌｄｇ　２Ｆ
試用期間あり ３ヶ月

168,500円～

202,530円

不動産管理会社に対する賃貸保証　サービス業務及び

不動産管理会社　が取扱う家財保険の受付業務

当社は全国規模で業界初の信用照会システムと賃料債務保証を

提供し、１９年にわたる実績と画期的なノウハウが認められて

一般社団全国賃貸不動産管理業協会の推奨を頂き堅実に成長

しています。

代表取締役

社長
定村　吉高

品川公共職業

安定所

アークシステムテクノロジーズ株式会社 http://arktec.ne.jp
営業／本社【正社員】／五反田駅４分

／品川区

関東エリアの不動産業者を訪問し、入居審査と賃貸保証商品と利用促進営業。審査・保証ではなく不動産管理周辺

業務にも配慮したサービスコンテンツの営業を行って頂きます。☆スマートフォンを利用し、申込から契約までス

ムーズに進められるよう、申込者・管理会社様に配慮した新たなサービスも開始しました。※最初にしっかり社内

研修を行いサービス内容を勉強して頂きますので安心してください。

13040-26075021 1304-653598-6 不動産賃貸業（貸家業，貸間業を除く） 141-0022
東京都品川区東五反田３－１６－４７　Ｔ

ｒｉｎｉｔｙ　Ｂｌｄｇ　２Ｆ
141-0022

東京都品川区東五反田３－１６－４７

Ｔｒｉｎｉｔｙ　Ｂｌｄｇ　２Ｆ
試用期間あり ３ヶ月

202,530円～

283,540円

不動産管理会社に対する賃貸保証　サービス業務及び

不動産管理会社　が取扱う家財保険の受付業務

当社は全国規模で業界初の信用照会システムと賃料債務保証を

提供し、１９年にわたる実績と画期的なノウハウが認められて

一般社団全国賃貸不動産管理業協会の推奨を頂き堅実に成長

しています。

代表取締役

社長
定村　吉高

品川公共職業

安定所

株式会社ブライト 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
13070-15607821 1307-672317-3 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　ＹＫ

Ｄ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

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

税理士法人　ＴＯＫＩＺＡＷＡ＆ＰＡＲＴＮ

ＥＲＳ

https://www.tokizawa.net/

special/

税務コンサルタント（顧問先の経営改

善に深くコミット）

●税務サポートの域を超え、お客様の経営に深くコミット●定型の会計処理のサポートだけでは、お客様の経営改

善は不可能。「今、何が必要なのか」を考え、具体的な取り組みを提案→実行をサポートしてこそ、真のパート

ナーとなれます。【具体的な業務内容】＜事務所では＞・記帳代行、仕訳読込み設定、申告書作成、提案資料作成

＜お客様訪問では＞・経理データのチェック（税務監査）・顧問先の経営陣との打合せ（月平均２時間ほど）（戦

略ビジョンの共有・問題点の洗い出し、改善提案→実施）

13010-25171121 1301-638999-9 公認会計士事務所，税理士事務所 102-0083
東京都千代田区麹町３丁目５－２　ＢＵＲ

ＥＸ麹町１０階
102-0083

東京都千代田区麹町３丁目５－２　Ｂ

ＵＲＥＸ麹町１０階
基本操作 試用期間あり ６か月

230,000円～

350,000円

＊税務・財務・会計に関するコンサルティング業務

＊管理部門構築に関するコンサルティング業務　＊月

次資産相談および税務申告書の作成

税務会計の処理をするだけでなく、お客様の成長を共に考える

事務所です。様々な考え方を持った経営者と「経営」に関わ

ることができます。職員全員が目標を持ち、活き活きと仕事

をしています。

代表社員 鴇沢　裕
飯田橋公共職

業安定所

東京エレク総業　株式会社
http://www.mitsuwadenki.

co.jp/tokyoelec/

営業職【得意先へのルート営業及び配

送】／練馬

○電気工事材料（電線、照明器具等）・住宅設備機器・家庭用電気製品の販売＊営業エリア：都心及び埼玉中心部

１．５ｔトラック使用＊営業先は、お取引のある電気工事店様です。営業は商品の配送も行うため、お客様にすぐ

に顔を覚えていただけるので安心して営業活動を行えます。＊最初は先輩の同行やルート配送からスタートしま

す。＊ｅラーニングでの研修もあるので多くの商品知識を身につけていけます。もちろん、業務知識やビジネスマ

ナーも慣れるまで丁寧に教えます。※未経験者の応募歓迎です。

13100-02084621 1310-615819-5 電気機械器具卸売業 114-0003 東京都北区豊島１丁目５－１ 179-0074
東京都練馬区春日町４－３７－１０

『当社　練馬営業所』

キーボードを使用し、カナ・

ローマ字・半角全角などの文章

入力ができれば大丈夫です。

試用期間あり ２ヶ月
213,000円～

240,000円

創業１００年以上のミツワ電機グループ子会社。　電

設資材総合卸売、電気材料を電気工事店へルート販

売。　電気を通わせる材料全般を取り扱い、営業して

います。

未経験でスタートしている社員が殆どです。アットホームで上

司との距離も近く、お互いにフォローし合いながら仕事をして

います。ミツワグループとしてパナソニック製品の販売量は、

日本一です。

代表取締役 日置　茂生
王子公共職業

安定所

東京エレク総業　株式会社
http://www.mitsuwadenki.

co.jp/tokyoelec/

営業職【得意先へのルート営業及び配

送】／世田谷

○電気工事材料（電線、照明器具等）・住宅設備機器・家庭用電気製品の販売＊営業エリア：都心及び埼玉中心部

１．５ｔトラック使用＊営業先は、お取引のある電気工事店様です。営業は商品の配送も行うため、お客様にすぐ

に顔を覚えていただけるので安心して営業活動を行えます。＊最初は先輩の同行やルート配送からスタートしま

す。＊ｅラーニングでの研修もあるので多くの商品知識を身につけていけます。もちろん、業務知識やビジネスマ

ナーも慣れるまで丁寧に教えます。※未経験者の応募歓迎です。

13100-02086121 1310-615819-5 電気機械器具卸売業 114-0003 東京都北区豊島１丁目５－１ 154-0024

東京都世田谷区三軒茶屋２－４７－１

１　　　　　　　　『当社　世田谷営

業所』

キーボードを使用し、カナ・

ローマ字・半角全角などの文章

入力ができれば大丈夫です。

試用期間あり ２ヶ月
213,000円～

240,000円

創業１００年以上のミツワ電機グループ子会社。　電

設資材総合卸売、電気材料を電気工事店へルート販

売。　電気を通わせる材料全般を取り扱い、営業して

います。

未経験でスタートしている社員が殆どです。アットホームで上

司との距離も近く、お互いにフォローし合いながら仕事をして

います。ミツワグループとしてパナソニック製品の販売量は、

日本一です。

代表取締役 日置　茂生
王子公共職業

安定所

東京エレク総業　株式会社
http://www.mitsuwadenki.

co.jp/tokyoelec/

営業職【得意先へのルート営業及び配

送】／王子

○電気工事材料（電線、照明器具等）・住宅設備機器・家庭用電気製品の販売＊営業エリア都心及び埼玉中心部

１．５ｔトラック使用＊営業先は、お取引のある電気工事店様です。営業は商品の配送も行うため、お客様にすぐ

に顔を覚えていただけるので安心して営業活動を行えます。＊最初は先輩の同行やルート配送からスタートしま

す。＊ｅラーニングでの研修もあるので多くの商品知識を身につけていけます。もちろん、業務知識やビジネスマ

ナーも慣れるまで丁寧に教えます。※未経験者の応募歓迎です。

13100-02087021 1310-615819-5 電気機械器具卸売業 114-0003 東京都北区豊島１丁目５－１ 114-0003
東京都北区豊島１－５－１

『当社　王子営業所』

キーボードを使用し、カナ・

ローマ字・半角全角などの文章

入力ができれば大丈夫です。

試用期間あり ２ヶ月
213,000円～

240,000円

創業１００年以上のミツワ電機グループ子会社。　電

設資材総合卸売、電気材料を電気工事店へルート販

売。　電気を通わせる材料全般を取り扱い、営業して

います。

未経験でスタートしている社員が殆どです。アットホームで上

司との距離も近く、お互いにフォローし合いながら仕事をして

います。ミツワグループとしてパナソニック製品の販売量は、

日本一です。

代表取締役 日置　茂生
王子公共職業

安定所

株式会社　アイティリンク http://www.it-link.jp
ルート営業（中古ＯＡ機器の仕入れ業

務）※未経験者可

◎弊社・既存のお客様から「中古ＯＡ機器」を仕入れるお仕事です⇒先輩社員が丁寧に指導しますので「未経験の

方」歓迎します⇒「男女」ともに歓迎します。⇒「飛び込み訪問」「ノルマ」等はありません。⇒「マイカー通

勤」可能⇒「法人営業経験者」優遇⇒「完全週休２日制（年間休日１２０日）」の会社です。《お仕事の詳細》○

お客様対応⇒「ＯＡ機器」を処分したいお客様（一般事業所）に対し「電話」「メール」「訪問」による買い取り

価格の交渉等○「見積書」「社内指示書」「請求書」等の作成⇒求人票裏面の「求人に関する特記事項」欄に続

く。

13110-04894021 1311-613546-6 電気機械器具卸売業 121-0062 東京都足立区南花畑４丁目３０－４ 121-0062 東京都足立区南花畑４丁目３０－４
ワード・エクセル・メールの基

本操作
試用期間あり ３ヶ月

199,000円～

216,000円

中古ＯＡ機器類の購入・販売、データ消去サービス、

レンタルサービス
一緒に会社を創っていくという意欲のある方を募集します。 代表取締役 島　隆行

足立公共職業

安定所

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 13130-05932521 1313-629949-4 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１０－７　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

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。

22021-00720021 2202-010874-2 他に分類されない製造業 433-8105 静岡県浜松市北区三方原町９３０－１ 101-0063

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



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。

13010-24790321 1301-647468-1 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１６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、ＶＲ／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

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

13080-19038421 1308-202135-2 他に分類されない卸売業 164-0012
東京都中野区本町３－６－１０　３６１０

ビル５Ｆ
164-0012

東京都中野区本町３－６－１０　３６

１０ビル５Ｆ
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

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

13130-05780521 1313-201280-1 家具製造業 133-0044 東京都江戸川区本一色３丁目１３－３ 133-0044 東京都江戸川区本一色３丁目１３－３ 基本的なパソコン操作ができる 試用期間あり ３ヶ月
178,300円～

238,000円
木製家具の製造・卸売業。

高級木製家具のトップメーカーとして、主要百貨店・専門店へ

の卸。製品は、すべて自社工場に於いて一貫生産し、多品種、

高生産量を誇る。

取締役社長 小島　勝利
木場公共職業

安定所

小島工芸　株式会社
営業（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。

13130-05782321 1313-201280-1 家具製造業 133-0044 東京都江戸川区本一色３丁目１３－３ 133-0044 東京都江戸川区本一色３丁目１３－３ 基本的なパソコン操作ができる 試用期間あり ３ヶ月
178,300円～

238,000円
木製家具の製造・卸売業。

高級木製家具のトップメーカーとして、主要百貨店・専門店へ

の卸。製品は、すべて自社工場に於いて一貫生産し、多品種、

高生産量を誇る。

取締役社長 小島　勝利
木場公共職業

安定所

株式会社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。

13150-05513821 1315-625031-8 冠婚葬祭業 190-0012
東京都立川市曙町２－２２－２０　立川セ

ンタービル９Ｆ
187-0041

東京都小平市美園町３－２－５　西関

東支店・葬儀事業本部・コールセン

ター・開発部・営業推進室

試用期間あり ３ヵ月
195,600円～

293,400円

霊園の造成企画および分譲受託、墓所造営等の請負、

諸石材の加工販売および石材工事の請負、仏壇・仏具

類の販売、生命保険代理店業務、葬祭業及び斎場の経

営等

「こころの豊かさ、こころのやすらぎ」を社会に提供し続け

る墓石業界最大手企業。高齢化社会を踏まえ、保険・葬祭等

の分野にも事業領域を拡大しメモリアルトータルサービスを実

現。

代表取締役 奥田　実
立川公共職業

安定所

株式会社　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

19010-05222221 1901-004715-1 産業用機械器具賃貸業 406-0801 山梨県笛吹市御坂町成田２４３６ 192-0915
東京都八王子市宇津貫町９６８　　株

式会社　三和リース　東京営業所
試用期間あり ６ヶ月

180,000円～

350,000円

建設用仮設足場資機材の総合リース・枠組足場・クサ

ビ式足場・次世代式足場・組立・解体・ハウス・トイ

レその他備品リース・イベント企画ＣＡＤシステムに

よる作図・強度計算・防災

山梨県を中心に、首都圏（東京・埼玉・神奈川）長野県全域

で　事業を展開。創業以来、多様化するニーズを的確に捉え

迅速に対応し、売上は増収基調維持。

代表取締役 伏見　哲郎
甲府公共職業

安定所

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「ｓｙｍｐｈｏｎｙ」の提案営業をお願いしま

す。※新規開拓ＤＭや既存顧客からの紹介、飛込みを中心に新規顧客へ訪問。お困りごとをヒヤリングし、課題解

決につながる提案をします。※既存顧客フォロー「ｓｙｍｐｈｏｎｙ」の導入サポートや操作方法のレクチャー、

広告出稿サポート、業務効率化や売り上げ増といったトータルコンサルティング業務を行います。

23020-15237921 2302-229617-3 自動車小売業 460-0003
愛知県名古屋市中区錦三丁目５－３０　三

晃錦ビル８Ｆ
000-0000

北海道・宮城・埼玉・東京・神奈川・

愛知・大阪・兵庫・福岡　※詳細は

「求人に関する特記事項」欄を参照し

てください。

試用期間あり ３ヶ月
203,700円～

281,600円

業務支援システムの構築・販売。インターネットメ

ディア事業。ＷＥＢマーケティング支援事業。自動車

整備・鈑金・レンタカー事業。ＳＭＳ配信ソリュー

ション事業等。

２０２１年に株式上場し、成長中！当社では、誰にでも平等

にチャンスがあります。新しい環境で自分の可能性にチャレ

ンジしたい方、ぜひこの機会にご応募ください。

代表取締役

社長
谷口　政人

名古屋中公共

職業安定所

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

01010-09335421 0101-138455-7 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　Ｐ

ＭＯ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

ネオス・ジャパン　株式会社 http://www.neoss.co.jp 営業

スウェーデン製の歯科用インプラントを中心に販売する会社です。日本国内企業が出資した企業で、外資系ではあ

りません。この度、新規製品の上市に伴い、人員補強の為、性別にかかわらず若干名の募集を行います。高品質の

インプラントとその関連製品を扱い、主な顧客は歯科医院です。歯科業界未経験の方には、社内研修を行った後に

営業活動に携わっていただきますが、飛び込み営業は致しておりません。また、展示会や学会での製品展示、自社

セミナーの開催も行っています。少人数な会社の為、販売企画などにも参画していただきます。語学堪能な方に

は、希望によって海外出張にも同行していただく場合があります。

13010-24578821 1301-656221-7 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　　Ｙ１

０１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「Ｎｅｏｓ

ｓ」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

東洋ロープ　株式会社 http://www.toyo-rope.co.jp 営業

＊商社・工場・倉庫などへ梱包資材・物流機器を営業・販売します＊ルート訪問・ルート営業になります＊営業と

しての経験がなくてもＯＪＴによる実践訓練や、先輩と同行などして取引先や商品知識を習得してもらいます。※営

業経験は問いません。※外回りには１人１台、車を貸与します。

13030-03404821 1303-003070-5 他に分類されない卸売業 110-0016 東京都台東区台東２－１０－３ 110-0016 東京都台東区台東２－１０－３
Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ、Ｐｏｗ

ｅｒｐｏｉｎｔ
試用期間あり ３ヶ月

70,000円～80,000

円
包装資材・建築資材・物流資材の加工・卸売販売

創業以来７０年以上に亘り、景気にも左右されず、安定的に順

調に業績を伸ばし、創業６０年の節目の年に新社屋ビル、配送

センターを設立。今後は貿易にも注力の予定。

代表取締役 癸生川　康弘
上野公共職業

安定所

有限会社モーターハウスアサノ
http://www.kawasaki-

plaza.net/tokyoedogawa/

ショールーム／営業スタッフ／カワサ

キプラザ東京江戸川

＊オートバイの販売、カワサキプラザアパレルの販売、登録業務、部品の発注等システム入力など、パソコン業務

も行っていただきます＊複数の研修があり、未経験の方にも丁寧に指導いたしますので、安心してご応募ください

＊当社はカワサキオートバイの専門店です業務拡大のための募集です

13130-05557321 1313-207889-6 自動車小売業 132-0024 東京都江戸川区一之江３丁目２４－３ 132-0024 東京都江戸川区一之江３丁目２４－３ 試用期間あり ３ヶ月
100,000円～

125,000円
カワサキオートバイの販売及び修理業務

創業から約９０年、２０１８年１２月にカワサキオートバイ

専門店「カワサキプラザ東京江戸川」としてリニューアルオー

プンしました。環七通り沿いで営業しています。

代表取締役 浅野　公一郎
木場公共職業

安定所

エフシー中央薬理研究所　株式会社
www.fc-chuo-yakuri-

lab.co.jp

化粧品ＯＥＭ製造の営業・企画（東京

営業所）

＊化粧品・医薬部外品ＯＥＭ製造の営業・企画業務お取引先との打ち合わせ及びプレゼンテーション（出張あり）

御見積書の作成・製品の簡易設計書の作成他＊原料メーカー・化粧品メーカー・化粧品ＯＥＭ製造工場勤務の経験

者歓迎＊生産業務・間接部門の研修あり（２週間程度）

22120-02127221 2212-101236-5
化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造

業
426-0055 静岡県藤枝市大西町２丁目８－６ 140-0013

東京都品川区南大井６ー１９－６大森

勧業ビル２Ｆ
エクセル・ワード 試用期間あり ３カ月

172,000円～

250,000円
化粧品・医薬部外品製造業

企画から研究開発、製造、品質管理、配送にいたるまで自社

で行う社内一貫体制でのものづくり
代表取締役 朝比奈　謙太

焼津公共職業

安定所

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。

43080-01463121 4308-010279-7 その他の金属製品製造業 869-0416 熊本県宇土市松山町４５４１ 130-0012

東京都墨田区太平３丁目３番１２号

アドバンス喜月ビル　　西田鉄工株式

会社　関東支店

エクセル、ワードの基本操作 試用期間あり
試用期間

６ヶ月

192,800円～

264,900円

ダム用ゲート設備・河川用水門などの設計・製作・施

工　津波・高潮などの水害から国土や人命を守る防災

設備の設計・製作・施工・メンテナンス

７０年以上の歴史と業界トップクラスの実績を誇っています！

津波などの水害から国土や人命を守るため、水を必要とする地

域や人々のため、仕事に誇りと責任を持ち、業務に取り組んで

います。

代表取締役 大渕　憲二
宇城公共職業

安定所

株式会社　四つ葉ふどうさん
https://yotuba4-

fudosan.com
営業（不動産売買仲介）

・来客されたお客様（売買）の物件探し、営業案内・売買物件の現地にて販売営業（オープンハウス等）・売主お

よび買主への営業・売却物件の募集チラシ配布（ポスティング）・各契約書の作成と契約締結・ＰＣを使用した書

類作成およびメール作成＊実際の営業開始時は先輩と同行してＯＪＴで指導いたします。＊営業範囲は都内がメイ

ンですが時々近県もあります。

13030-03181221 1303-624406-0 不動産代理業・仲介業 110-0003
東京都台東区根岸１丁目６－９　野村ビル

２Ｆ
110-0003

東京都台東区根岸１丁目６－９　野村

ビル２Ｆ
試用期間あり ６ヶ月

175,000円～

202,000円

不動産業（売買・賃貸仲介・入居者管理）を主に家主

様、賃借人等の募集やリフォーム関係、保険関係、保

証会社等、不動産に付随する全般を行っております。

賃貸は地元密着、売買は関東全般に、お客様に「ありがと

う」と言われるよう、お客様第一主義の不動産取引を目指して

活動しています。スピード・正確さ・明るさ・清潔さをモッ

トーとしています。

代表取締役 鈴木　紀久雄
上野公共職業

安定所

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。 13030-03225021 1303-013431-3 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５－２３－８

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

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）

13030-03232921 1303-615929-8 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

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。

13040-23489221 1304-647688-1 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－ＰＬＡＣＥ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３１３９５７）

促進する、加速するという意味の「Ａｃｃｅｌｅｒａｔｅ」、

仕事の「Ｂｕｓｉｎｅｓｓ」でエイネス「Ａｎｅｓｓ」。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

エバタ　株式会社 http://www.ebata.co.jp 製品の開発職・技術職
・アイデアを提案（企画）・製品開発の設計から製品評価・開発製品の技術サポート（資料作成）・技術営業支援

※慣れるまで丁寧にお教えします。
13120-04325921 1312-202016-4 その他のプラスチック製品製造業 125-0041 東京都葛飾区東金町１丁目３８－２ 125-0041 東京都葛飾区東金町１丁目３８－２

【必須】ｏｆｆｉｃｅ（ワー

ド・エクセル）　【歓迎】ＣＡ

Ｄ経験

試用期間あり ３ヶ月
230,000円～

300,000円

プラスチック製品製造・販売　コンクリート二次製品

製造・販売

一部上場企業　太平洋セメント（株）の子会社である（株）

デイ・シイより１００％出資を受けています。再生プラスチッ

クを原料とし、雨水貯留浸透製品、下水道管路製品等を製造

販売しています。

代表取締役

社長
来栖　雅宏

墨田公共職業

安定所

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！
24090-01851121 2409-103118-0 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２－１

３　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

株式会社　丸和技研
http://www.maruwagiken.c

o.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≫

40080-01251121 4008-101353-3 金属加工機械製造業 822-0003 福岡県直方市大字上頓野４９６５－１ 143-0023

東京都大田区山王２－１－８　山王

アーバンライフ５０９　　「（株）丸

和技研　東京営業所」

試用期間あり ６か月
237,000円～

280,000円

超硬合金およびセラミックの研削加工　都市土木工

具・建設土木工具・特殊穿孔工具の製造販売　耐摩耗

工具の製造販売

将来が期待されるハイテクの新しい会社です　素材等の研究

開発等を行っており５つの業界にまたがる商売をしている安定

した会社です

代表取締役 嘉屋　文康
直方公共職業

安定所

株式会社　ｅｃｏｍｍｉｔ
http://ecommit-

kandk.com/

【東京第１事業所】ネット販売スタッ

フ

◎「ヤフオク／メルカリで販売をしたことがある！」そんな経験がある方は大歓迎です！商品をヤフオク／メルカ

リ等で販売するお仕事です。出品前のチェック作業⇒写真撮影⇒出品⇒梱包⇒発送が大まかな業務の流れです。＊

写真撮影やタイトル等のコツはしっかりお教えしますので、未経験でも安心して取り組んで頂けます。【歓迎】・

ネット販売経験者・リユース・アパレル業界経験者

46020-01718121 4602-613549-8 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』

【歓迎】　・

ネット販売経験

者　・リユー

ス・アパレル業

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

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。
12040-01400721 1204-001032-0 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

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、Ｈ

Ｐ、動画作成など広告制作を受注します。
13010-22153621 1301-653252-0 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

株式会社　９１９ＪＡＰＡＮ　ＭＥＡＬ 店舗業務全般（店長候補）

店舗運営業務全般。・開店から閉店までの清掃、接客、調理、売上管理など。・発注、在庫管理。・店舗の年間、

月間予算の管理。・スタッフの育成、シフト管理。・新メニュー開発、提案。・「デカ盛り９１９チャンネル」の

ユーチューブ撮影。上記は例となりますが、今後フランチャイズ展開、のれん分けによる社員の独立などで多店舗

展開を進めていきたいと思っております。創業期のため、一緒に何でもやって店、会社を育ててくれる人材を求め

ています。現時点で飲食店は未経験でも、調理経験がなくても構いません！

13040-22341221 1304-677272-0 専門料理店 105-0004
東京都港区新橋５丁目３４番６号　イーグル

ビル１階
105-0004

東京都港区新橋５丁目３４番６号

イーグルビル１階

エクセルがある程度使える方の

方が良いです。　パソコン使え

ない方は覚えていただきます。

試用期間あり ２ヶ月
230,000円～

270,000円

飲食店の経営、飲食店のコンサルタント業務。２０２

２年からフランチャイズ事業を開始。

大食いタレントさん等が多く利用される店、ハンバーグ＆カ

レー９１９を運営してます。「デカ盛り９１９ちゃんねる」と

いう大食いの方のチャレンジ風景の舞台裏を撮影、配信してま

す

代表取締役

社長
本郷　庄一

品川公共職業

安定所

東洋リントフリー　株式会社 http://www.lintfree.co.jp/ 総務業務

＜総務業務全般と一部ＩＳＯ業務＞現在２名で行っている総務業務の一部を貴方の経験・習熟度に応じて分担して

いただきます。責任感を持って取り組んでいただきますが一人ぼっちにはしないのでご安心ください。また、総務

課はＩＳＯ事務局も兼任しています。まずは書類作成・運用管理などのサポート業務をお願いします。＊＊＊「何

事にも積極的に、明るく仕事がしたい！」って思っている事のほうが必要なスキルです＊＊＊

13080-16449421 1308-203287-5 衣服卸売業 168-0063 東京都杉並区和泉３丁目６０－１４ 168-0063 東京都杉並区和泉３丁目６０－１４
ＥＸＣＥＬ・ＷＯＲＤの一般的

技量（基本的レベル）
試用期間あり ３か月

206,900円～

240,900円

防塵服（クリーンルーム用ウェア・高機能ユニフォー

ム）の製造・販売

国内初の防塵服の製造販売専業メーカとして１９７０年創業。

永年にわたり大手メーカー様とお取引させていただいており

ます。企業の信用性を大切に『真面目なものづくり』に取り

組んでいます。

代表取締役

社長
小笠原　康夫

新宿公共職業

安定所

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

宿駅徒歩５分

社内の管理部門で総務事務関係の業務全般を担当して頂きます。・書類作成業務（通達文の作成、雇用契約書の作

成他）・備品管理（残数確認及び発注、名刺作成）・勤怠データ管理・給与計算業績・求人、人事に関する業務・

各種申請書申込（社会保険手続き補助、年末調整補助）・各種庶務業務（書類送付・ファイリング等）・人材管理

（シフト管理、労働者名簿更新）※未経験でも丁寧に指導いたします。

13080-16470821 1308-450285-1 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、Ｅｘ

ｃｅｌ、ｅ－ｍａｉｌ基本操作

等）

試用期間あり １～３ヶ月
210,000円～

210,000円

半導体を製造する装置の売買を主業務とする専門商社

です。サービス・ソリューションも同時に提供してお

ります。アジア各国を中心としたエンドユーザー、半

導体製造メーカーと専属取引中です。

ＩＣＴを活用した場所に捉われない働き方を採用している為、

子育て中の方も活躍中です。各自が自分の仕事に責任と誇り

をもって取り組んでおり売り上げも順調

代表取締役 頼　榮陸
新宿公共職業

安定所

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

宿駅徒歩５分

◎社内の管理部門で人事事務関係の業務全般を担当して頂きます。・求人、人事に関する業務・入退社管理手続

（入社前オリエンテーション、社員名簿登録）・資料作成・研修に関わる業務・社会保険関係（算定基礎届作成補

助、離職票発行手続）・経費関連の管理業務・給与計算業績※面接には、Ｓｋｙｐｅを使用する等ＩＣＴを活かし

た人事システム採用※未経験者歓迎！丁寧に指導しますので安心してご応募下さい。

13080-16472521 1308-450285-1 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、Ｅｘ

ｃｅｌ、ｅ－ｍａｉｌ基本操作

等）

試用期間あり １～３ヶ月
210,000円～

210,000円

半導体を製造する装置の売買を主業務とする専門商社

です。サービス・ソリューションも同時に提供してお

ります。アジア各国を中心としたエンドユーザー、半

導体製造メーカーと専属取引中です。

ＩＣＴを活用した場所に捉われない働き方を採用している為、

子育て中の方も活躍中です。各自が自分の仕事に責任と誇り

をもって取り組んでおり売り上げも順調

代表取締役 頼　榮陸
新宿公共職業

安定所

株式会社　トラストテクノロジー http://www.trust-t.com/ 経理・一般事務
・採用関連の業務・入退社管理手続き・社会保険、雇用保険等に関する手続き・研修資料の作成、新人研修・給与

計算・経費入出金管理・ＰＣ管理、設定業務・案件管理・銀行関連業務＊未経験者ＯＫ。エクセル得意な方歓迎。
13080-16475621 1308-450285-1 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－ｍ

ａｉｌ基本操作
試用期間あり １～３ヶ月

210,000円～

210,000円

半導体を製造する装置の売買を主業務とする専門商社

です。サービス・ソリューションも同時に提供してお

ります。アジア各国を中心としたエンドユーザー、半

導体製造メーカーと専属取引中です。

ＩＣＴを活用した場所に捉われない働き方を採用している為、

子育て中の方も活躍中です。各自が自分の仕事に責任と誇り

をもって取り組んでおり売り上げも順調

代表取締役 頼　榮陸
新宿公共職業

安定所

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

社内の営業部にて海外顧客に向けて半導体装置の販売業務、市場調査をしていただきます。・海外顧客へ当社取り

扱いの装置を紹介してもらいますので（電話、メール）、中国語、韓国語、英語のいずれか１か国語できる方歓

迎。＊自身の語学力を生かせます。向上心のある方、粘り強い方大歓迎

13080-16478021 1308-450285-1 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－ｍ

ａｉｌ基本操作
試用期間あり １～３ヶ月

210,000円～

210,000円

半導体を製造する装置の売買を主業務とする専門商社

です。サービス・ソリューションも同時に提供してお

ります。アジア各国を中心としたエンドユーザー、半

導体製造メーカーと専属取引中です。

ＩＣＴを活用した場所に捉われない働き方を採用している為、

子育て中の方も活躍中です。各自が自分の仕事に責任と誇り

をもって取り組んでおり売り上げも順調

代表取締役 頼　榮陸
新宿公共職業

安定所

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

13080-16479721 1308-450285-1 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、Ｅｘ

ｃｅｌ、ｅ－ｍａｉｌ基本操作

等）

試用期間あり １～３ヶ月
210,000円～

210,000円

半導体を製造する装置の売買を主業務とする専門商社

です。サービス・ソリューションも同時に提供してお

ります。アジア各国を中心としたエンドユーザー、半

導体製造メーカーと専属取引中です。

ＩＣＴを活用した場所に捉われない働き方を採用している為、

子育て中の方も活躍中です。各自が自分の仕事に責任と誇り

をもって取り組んでおり売り上げも順調

代表取締役 頼　榮陸
新宿公共職業

安定所



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

西新宿駅徒歩５分

社内の営業部にて固定顧客に連絡し、販売マーケティングをしていただきます。お客様は既存顧客ばかりです。・

既存顧客への定期的な連絡（電話、メール）→お客様の近況の確認や保有装置などの聞き取り・顧客リストの更

新、管理＊向上心のある方、粘り強い方、お客様と会話の楽しめる方大歓迎です。

13080-16493021 1308-450285-1 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－ｍ

ａｉｌ基本操作
試用期間あり １～３ヶ月

210,000円～

210,000円

半導体を製造する装置の売買を主業務とする専門商社

です。サービス・ソリューションも同時に提供してお

ります。アジア各国を中心としたエンドユーザー、半

導体製造メーカーと専属取引中です。

ＩＣＴを活用した場所に捉われない働き方を採用している為、

子育て中の方も活躍中です。各自が自分の仕事に責任と誇り

をもって取り組んでおり売り上げも順調

代表取締役 頼　榮陸
新宿公共職業

安定所

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

店）トライアル併用
・受付対応、電話対応・お客様へのお茶出し・美容業務補佐 13090-07753621 1309-620377-1 美容業 174-0046

東京都板橋区蓮根２－１－３　メゾン・エ

ヌ１階
174-0056

東京都板橋区志村１－３４－１４　美

容室　Ｌｉｅｎ　志村坂上店
試用期間あり ３ヶ月

180,000円～

200,000円

美容業全般です。幅広い年代層のお客様にご来店いた

だいています。普通のサロンとは違い髪を美しくする

事に力を入れているクリニックサロンです。東京美容

スタッフ全員がとても仲の良いお店です。スタッフは女性が

多いので、結婚や出産で仕事を離れていた方も応援します。ス

タッフの事を第一に考える会社です。

代表取締役 冨野　公裕
池袋公共職業

安定所

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

ライアル併用
・受付対応、電話対応・美容業務補佐 13090-07758821 1309-620377-1 美容業 174-0046

東京都板橋区蓮根２－１－３　メゾン・エ

ヌ１階
173-0014

東京都板橋区大山東町３８－６　ＭＤ

Ｂビル１Ｆ　　　　　　　　美容室Ｌ

ｉｅｎ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

スタッフ全員がとても仲の良いお店です。スタッフは女性が

多いので、結婚や出産で仕事を離れていた方も応援します。ス

タッフの事を第一に考える会社です。

代表取締役 冨野　公裕
池袋公共職業

安定所

株式会社　ジェイプラスディー http://www.jplusd.co.jp/ ヘルプデスク・インストラクター
・ＯＡ指導（Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ、ＰＣ基礎（ハード・ソフト）他）・問い合わせ対応・サーバ、ネットワーク

知識
13090-08438521 1309-634465-0 ソフトウェア業 171-0014

東京都豊島区池袋４－２５－１　紘亜ビル

４Ｆ
171-0014

東京都豊島区池袋４－２５－１　紘亜

ビル４Ｆ
試用期間あり ２ヶ月

230,000円～

400,000円

株式会社情報電子のグループ会社として、ＩＴ技術で

お客様に貢献しています。３０年以上の歴史を持つグ

ループ内の有形・無形の資産をフルに活用し、お客

様・社会と共に飛躍していきます。

・社員を育てる教育システムが充実しています。・大胆な昇給

を行います。・労働時間管理を徹底しています。　派１３－３

１１５０８

代表取締役 小野　健一郎
池袋公共職業

安定所

新日本工業　株式会社 shinnihon-kogyo.net 営業（東京）
水道関連の水管橋を製作、施工する会社です。役所・水道設計コンサルタント・商社・建設会社への営業活動を行

います。＊自主応募の場合、紹介状は不要です。
23170-02874821 2317-615978-9

建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金

業を含む）
486-0816 愛知県春日井市東野新町２丁目２番地１ 132-0035

東京都江戸川区平井４丁目７－１６

徳久ビル５Ｆ　　東京営業所
試用期間あり ６ヶ月

220,000円～

450,000円
建設業：鋼構造物・水道施設・管工事　金属加工製作 若い力で今から発展する会社 代表取締役 冨田　健二

春日井公共職

業安定所

株式会社　サンセキ http://www.sanseki.com 営業（東京支社）建築工事営業
建築石工事の営業、見積り業務、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
31030-01349521 3103-320642-4 他に分類されない卸売業 689-2293 鳥取県東伯郡北栄町東園３２３－１ 151-0061

東京都渋谷区初台１－４９－１　３０

田中ビル９Ｆ

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

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。
13010-13781021 1301-673099-4 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１－１０

４号

タッチタイピング必須　ｗｏｒ

ｄ、ｅｘｃｅｌできれば尚可
試用期間あり ３カ月

170,000円～

250,000円

保険薬局の経営　健康、楽しみセミナー、イベントの

開催　来訪者への地域情報提供、イベント開催

地域に根付いた特色のある調剤薬局を新規開業。健康相談や

人生の楽しみ支援を実施し、孤独な高齢者移住された家族の

交流支援する。従業員とともに薬局や街の活性化を図る。

代表取締役 小沼　真由美
飯田橋公共職

業安定所


