
事業所名漢字
事業所ホームペー

ジ
職種 仕事内容 求人番号 事業所番号 産業分類（名称）

事業所

郵便番号
事業所所在地

就業場所

／郵便番

号

就業場所／住所 必要な経験等 必要なＰＣスキル
試用期間の有

無
試用期間の期間 基本給 事業内容 会社の特長

代表者役

職
代表者名

受理安定所

名

株式会社テレワークス
https://www.tele

worksinc.com/

カスタマーサポート／設定

出荷納品事務

自社製品の法人電話システム（クラウドＰＢＸ）、コールセンターシステムのユーザーサポート

及び導入支援。・ＩＰ電話、コールセンターシステムのサポート・製品の設定、出荷・製品操作

説明、製品購入方法、解約方法、支払い方法の案内・メンテナンスの告知、顧客対応・顧客のシ

ステム導入支援・各部門との調整、製品開発へのフィードバック、顧客ニーズの営業フィード

バック、顧客の問い合わせに応じ、顧客満足度の向上のため、一緒に問題解決。

13080-

45863721
1308-653417-5 情報処理・提供サービス業

162-

0801

東京都新宿区山吹町３５３－１

Ｙ１ビル３０１号

162-

0801

＊１新宿区山吹町３５３－１Ｙ１ビル３０

１、＊２新宿区早稲田鶴巻町５４３－７ＮＳ

ビル２Ｆ、＊３新宿区榎町３３－１ザ・スク

エアー８Ｆ、＊４文京区春日２－１０－１５

志知ビル５階Ａ号

パソコンの基本的な操作 試用期間あり ６ヶ月 190,482円～432,914円

国内高シェアのＩＰ電話サービス、クラウドＰＢＸ、クラ

ウドコールセンター（日英版、自社システム）の開発、提

供、サポート。数万ユーザー

自社システムの開発、提供、サポート。日英語の提

供。海外、地方拠点あり。導入実績は数万件（法人・

個人）、海外向けも販売。システム拠点多数。

代表取締

役
徳元大樹

新宿公共職

業安定所

株式会社テレワークス
https://www.tele

worksinc.com/

営業／企画／販売促進（Ｗ

ＥＢ／カタログ制作含）

自社製品の法人電話システム（クラウドＰＢＸ）、コールセンターシステムの営業・マーケティ

ング・販売促進、購買業務、製品企画、販売促進企画、ＷＥＢ／カタログ制作等。下記のいずれ

かの業務。・電話、メール等顧客の問い合わせ対応、顧客への訪問、提案・製品企画、販売促進

企画、顧客の声のフィードバック・購買業務、商品調達・自社や製品のＷＥＢ／カタログ制作。

企画・ネット広告出稿、効果測定

13080-

45864821
1308-653417-5 情報処理・提供サービス業

162-

0801

東京都新宿区山吹町３５３－１

Ｙ１ビル３０１号

162-

0801

＊１新宿区山吹町３５３－１Ｙ１ビル、＊２

新宿区早稲田鶴巻町５４３－７ＮＳビル２

Ｆ、＊３新宿区榎町３３－１ザ・スクエアー

８Ｆ、＊４文京区春日２－１０－１５志知ビ

ル５階Ａ号当社事務所

パソコンの基本的な操作 試用期間あり ６ヶ月 190,482円～432,914円

国内高シェアのＩＰ電話サービス、クラウドＰＢＸ、クラ

ウドコールセンター（日英版、自社システム）の開発、提

供、サポート。数万ユーザー

自社システムの開発、提供、サポート。日英語の提

供。海外、地方拠点あり。導入実績は数万件（法人・

個人）、海外向けも販売。システム拠点多数。

代表取締

役
徳元大樹

新宿公共職

業安定所

株式会社ヤマナカ
http://www.yam

anaka-ltd.co.jp
営業職

・伝動用品、油圧機器、工作機械など産業機械の部材・製品の営業を担当していただきます。・

担当は、既存顧客フォロー及び新規顧客開拓・顧客・仕入先への受発注業務・取引先への訪問・

電話・メール等による営業・パソコン操作（エクセル・ワード・アウトルックメール）を使用し

て見積書等の書類作成・パソコン定型フォームソフトによる売上・仕入入力

13120-

11451421
1312-512556-3 産業機械器具卸売業

130-

0014
東京都墨田区亀沢３ー１３－４

130-

0014
東京都墨田区亀沢３ー１３－４

パソコン操作による書類作成、受発注入

力ができること
試用期間あり ６か月間 165,600円～262,400円

機械・機器の販売（１）産業機械、運搬機械の設計・製

造・組立・（２）伝動要品・工業用機械の販売（３）工作

機械（新品・中古品）の販売

製缶工場を抱えた製造営業部門と商品営業部門の２本

柱で、技術力を備えた創造商社です。

代表取締

役
大山雅司

墨田公共職

業安定所

小川建装株式会社
http://www.ogak

en.co.jp

総合リフォーム営業（反響

営業、既存営業）≪未経験

歓迎≫

個人（戸建て・マンションの一室）向け内装・外装リフォーム等の営業を担当して頂きます。具

体的には下記業務。■メール、電話による問い合わせ対応（反響営業）■建物調査日程調整・現

地訪問（営業）■会社説明■顧客ニーズヒアリング■関連資料の提供■現地調査など■営業報告

書作成■営業チーム打ち合わせ（報連相）■提案資料、見積書作成■提案、契約締結■施工部門

への連絡■施工立ち合い■アフターフォロー（定期訪問、電話・メールフォロー）※未経験者歓

迎！！一から丁寧に指導いたします（入社後半年は先輩社員の営業同行を予定。）

13140-

08451421
1314-614086-1 建築リフォーム工事業

192-

0372

東京都八王子市下柚木２－７－

９伊藤ビル

192-

0372
東京都八王子市下柚木２－７－９伊藤ビル

・Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ、ＰｏｗｅｒＰ

ｏｉｎｔの基本作業・チャットシステム

などを使った報連相

試用期間あり 入社から３か月 230,000円～450,000円

・戸建て住宅の総合（内装、外装）リフォーム・マンショ

ンなど大型物件の改修工事（棟受け可）・建築物の調査・

診断・各種防水工事・各種シーリング工事など

創業から３０年間、自社施工を武器に地域に根差した

お客様の「笑顔（ありがとう）」を積み重ねて参りま

した。「お家の困りごとは小川建装に」と言われる会

社を目指しています。

代表取締

役
小川正博

八王子公共

職業安定所

日本会計コンサルティ

ング株式会社

http://www.j-

consul.jp/

経理事務／銀座事務所／４

０歳以下

・本社および各拠点の各種経理業務・仕訳、入力など経理事務業務・請求業務・決算のサポー

ト・給与計算・社会保険などの手続き・採用関連業務その他、経理・総務・人事の各種業務

13040-

64102821
1304-238787-5

経営コンサルタント業，純粋

持株会社

105-

7110

東京都港区東新橋１－５－２汐

留シティセンター１０階

104-

0061

東京都中央区銀座８丁目１５－２銀座ＣＯＭ

ビル７階当社銀座事務所
試用期間あり ３ヶ月 178,500円～210,000円

一般企業税務会計、病医院税務会計、社会福祉法人会計、

事業承継相続税申告

当社は医科・歯科診療所・病院・調剤薬局など医療・

福祉関連業の経営に精通し税務会計、経営コンサル

ティング社労務士業務などの統合的なマネジメント

サービスを提供しています。

代表取締

役
吉岡和守

品川公共職

業安定所

株式会社ネクサス
http://www.nexu

s-group.co.jp
一般事務

〇作業報告書の作成と送付〇年間作業計画・月間作業計画の作成とスタッフへの連絡〇専門ス

タッフの手配〇電話・ＦＡＸ・メールでの情報受付と発信〇資料作成（Ｅｘｃｅｌ・Ｗｏｒｄ使

用）＊エクセル・ワードの入力ができれば大丈夫なので、事務未経験でも安心して始められま

す。＊ワーママ多数活躍中！とにかくアットホームな会社です！＊現場のスケジュール管理が中

心の事務のお仕事です。

13060-

08676321
1306-008567-1 建物サービス業

144-

0052

東京都大田区蒲田５－８－７蒲

田Ｋ－１ビル６Ｆ

144-

0052

東京都大田区蒲田５－８－７蒲田Ｋ－１ビル

６Ｆ
試用期間あり ３ヶ月 205,000円～205,000円 ビル・マンション管理業

創業から６０年の信頼と実績をもって、堅実・安定を

最優先にした会社です。

代表取締

役
藤本克哉

大森公共職

業安定所

株式会社ＲＯＪＩ
https://roji-

art.com/
一般事務／代官山

※先輩社員がお教えしますので初めてでも大丈夫です。※男女ともに活躍できるお仕事です。・

簡単な事務作業・簡単な経理業務（税理士に渡すまでの作業）・請求書発行・簡単なホームペー

ジ更新・スタッフ勤怠管理・その他付随する業務

13070-

36406021
1307-674392-7 その他の専門サービス業

150-

0021

東京都渋谷区恵比寿西１－３３

－３光雲閣５０５

150-

0021

東京都渋谷区恵比寿西１－３３－３光雲閣５

０５
Ｅｘｃｅｌ・Ｗｏｒｄ基本操作 試用期間あり ６か月 240,000円～260,000円

映画・ＣＦ・ＴＶ・プロモーションビデオ・舞台の企画制

作・美術制作・美術デザイン・造形制作

代官山駅から徒歩２分の好立地で、映画、ＣＭの美術

デザイナーの若者が活躍するアットホームな職場で

す。

代表取締

役
杉本亮

渋谷公共職

業安定所

株式会社ファースト・

コーティング

https://first-

coating.co.jp/

【正社員】フロアコーティ

ング提案業務

住宅メーカーよりご紹介頂いたお客様に対し、フローリングへのコーティングをご提案するお仕

事です。飛び込みやノルマなどはなく、顧客満足度の高い商品となりますので提案がしやすく、

また、様々な現場へ赴きますので日々新鮮な気持ちで働けます。

13090-

22664321
1309-641676-4

管理，補助的経済活動を行う

事業所（０８設備工事業）

170-

0005

東京都豊島区南大塚３－３２－

１０

170-

0005
東京都豊島区南大塚３－３２－１０ 試用期間あり ６か月 169,600円～260,000円 住宅フローリングへのコーティングを提案する会社です

住宅メーカーからの紹介が中心となりますので、飛び

込み営業などはありません。様々な現場に赴くので常

に新鮮な気持ちで仕事ができます。

代表取締

役
森充弘

池袋公共職

業安定所

株式会社トキワシステ

ム

http://www.toki

wa-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-

13340321
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

株式会社ワイゲート
営業（１００％反響営業）

／北区

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

見学・購入希望の方など霊園に来られたお客様への詳しいご説明・ご契約業務やＰＣへの顧客情

報の入力業務、資料作成、メール対応、電話応対などをお願いします。※１００％反響営業で

す。こちらから飛び込みや訪問営業を行うことはありません。※お客様のご要望を伺い、相談に

乗り、お客様のニーズに合ったご提案を行う仕事です。景気に左右されない安定企業に長く働い

てみませんか。

13090-

22594921
1309-624339-2 他に分類されない小売業

173-

0004
東京都板橋区板橋１－５２－３

114-

0023
東京都北区滝野川５－５８－７当社営業所

ワード・エクセル（基本操作：定型

フォームへの入力やメールの送信等に抵

抗がないこと）

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

情熱的で優しい社員が多く、かつ横の繋がりを大切に

するアットホームな会社です。頑張る社員をサポート

するのが得意な方に活躍の場を提供いたします。

代表取締

役
吉田原

池袋公共職

業安定所

ダヴィンチテック株式

会社
davincitech.org/ 営業インストラクター

美容クリニックをはじめとする全国の医療機関に、当社で扱う医療用美容機器や薬剤（ヒアルロ

ン酸、ボツリヌストキシン製剤等）を紹介するお仕事です。＊学会や展示会、得意先訪問等で全

国出張があります・入社時に座学研修１週間程度受講後、営業同行。（本人能力により１ヶ月程

度あり）＊最先端の医療・美容機器を試せる機会があり、美容の知識が身に付くだけでなく、貴

方自身もキレイになれるかもしれません。

13010-

57706521
1301-657912-3 その他の機械器具卸売業

112-

0014

東京都文京区関口１丁目２１－

１９九條ビル５Ｆ

112-

0014

東京都文京区関口１丁目２１－１９九條ビル

５Ｆ
試用期間あり ３ヶ月 250,000円～350,000円

＊医薬品及び医療用機器の輸入サポート＊医療・美容に関

するマーケティング及びコンサルタト業務

女性の美を追求し実現する医療美容業界のリーディン

グカンパニーとして、最先端機器をクリニックに提供

できるよう日々精進しています。又、海外にも積極的

に事業を展開しています。

代表取締

役
金井伸雄

飯田橋公共

職業安定所

株式会社Ｃｈａｒｌｉ

ｅＴｈｒｅｅ
事務

主にエクセルを使ってデータを編集したり、印刷物に宛名を印字したりする仕事です。また、自

社アプリを使ってのデータ入力・更新作業もあり、基本的にはデスクワークです。少し大型の封

入封緘機を使った封入作業もあります。用紙と封筒をセットしてボタンを押すだけの作業です

が、ちゃんと糊付けされているかの確認作業、箱詰めもしていただきます。この作業は立ち仕事

になります。就業時間内は携帯使用禁止（指定の場所に保管）とさせていただきます。

13010-

57915321
1301-683243-1

インターネット附随サービス

業

101-

0061

東京都千代田区神田三崎町３－

３－４巴ビル６階

101-

0061

東京都千代田区神田三崎町３－３－４巴ビル

６階

エクセル、ワード特にエクセルが得意な

方だと助かります。
試用期間あり ２ヶ月 250,000円～250,000円

自社ソフト・所有データを使って、外部への情報提供をし

たり、所有データを基に依頼を受けてＤＭ作成・印刷・封

入作業をしています。

代表取締

役

阿部奈津

子

飯田橋公共

職業安定所

メディカルインター

フェース株式会社

http://m-

interface.jp/

人材コーディネーター兼営

業（医療専門人材紹介会

社）

【将来のリーダ候補の募集です】転職を考える医師と人材を求める医療機関の架け橋となる仕事

です。医師の転職をしっかりとサポートする仕事です。人材コーディネート＋医療機関（新規・

既存）への人材紹介・アフターフォロー。当社が運営する医師転職求人サイト『Ｄｒ．Ｊｏｂ

ｓ』などから、問合せいただいた求職者に対し希望に合った転職先（医療機関ほか）を紹介する

コンサルティング業務です。医師の転職動機は、専門医資格の取得から、新たな症例実績、手技

の習得、育児と両立できる勤務環境等、多岐に渡ります。それぞれ異なる医師のニーズやキャリ

アビジョンを伺い、最適な環境といえる医療機関とのマッチングを行います。

13010-

57936721
1301-657035-9 職業紹介業

103-

0028

東京都中央区八重洲１ー３－７

八重洲ファーストフィナンシャ

ルビル１３階

103-

0028

東京都中央区八重洲１ー３－７八重洲ファー

ストフィナンシャルビル１３階

オフィス系ソフトの基本的な操作ができ

ること。
試用期間あり ３ヶ月 214,000円～229,000円

医師人材紹介事業看護師人材紹介事業職業紹介番号：１３

－ユー３０７２４７

医療従事者の情報ニーズに応える会員制サイトの運

営。豊富な人材ネットワークにより、適任の医師およ

び看護師をご紹介。地域から信頼されるクリニック作

りと信頼される医療を側面から支援。

代表取締

役
高橋大輔

飯田橋公共

職業安定所

株式会社ギガ
http://www.giga

-web.jp

Ｗｅｂサイトデータ入力／

品川区

自社Ｗｅｂサイト、ＳＮＳの更新やデータ入力などのＷｅｂ管理業務。Ｗｅｂ業務の他、イベン

ト業務月１～３回あり（イベント会場での会場整備など軽作業）

13040-

62747421
1304-229380-0 映像情報制作・配給業

108-

0071

東京都港区白金台５－２２－１

１－２０９

141-

0021

東京都品川区上大崎３丁目７－４第一昭和ビ

ル５階当社東京営業所
エクセル 試用期間あり ３ケ月 210,000円～250,000円

自社オリジナル特撮ヒーロー、ヒロインの映像制作からイ

ベント運営。アイドルグループ企画、運営。企業ＰＲ映像

制作。

特撮作品の企画・映像制作から、アイドルユニットの

企画からイベント運営まで、幅広いエンターテイメン

ト事業を全て自社スタッフで運営しています。

代表取締

役
吉川徹

品川公共職

業安定所

株式会社テレワークス
https://www.tele

worksinc.com/

事務方全般（経理／財務／

総務／一般事務／営業事

務）

マネージャー及び一般事務スタッフ募集。下記のいずれかの業務・会計／財務業務（会計管理／

予実管理／資金繰）・総務事務業務（契約書管理／各種申請／各種申込）・経営企画全般（予実

／資金調達）・労務管理（採用管理／入退社管理等）又は一般事務／営業事務／庶務事務全般・

各種書類作成、管理・発注業務、備品管理・電話、来客対応等から適正、希望に応じて調整。未

経験者も可能性あります！

13080-

45157321
1308-653417-5 情報処理・提供サービス業

162-

0801

東京都新宿区山吹町３５３－１

Ｙ１ビル３０１号

162-

0801

＊１新宿区山吹町３５３－１Ｙ１ビル、＊２

新宿区早稲田鶴巻町５４３－７ＮＳビル２

Ｆ、＊３新宿区榎町３３－１ザ・スクエアー

８Ｆ、＊４文京区春日２－１０－１５志知ビ

ル５階Ａ号当社事務所

パソコンの基本的な操作 試用期間あり ６ヶ月 190,482円～432,914円

国内高シェアのＩＰ電話サービス、クラウドＰＢＸ、クラ

ウドコールセンター（日英版、自社システム）の開発、提

供、サポート。数万ユーザー

自社システムの開発、提供、サポート。日英語の提

供。海外、地方拠点あり。導入実績は数万件（法人・

個人）、海外向けも販売。システム拠点多数。

代表取締

役
徳元大樹

新宿公共職

業安定所

株式会社イノアコーポ

レーション

http://www.inoa

corp.jp
健康食品製造業務 自社工場での健康食品の受託製造です。原料からの加工・機械のオペレーター。

13170-

15641721
1317-616419-0 その他の食料品製造業

203-

0043

東京都東久留米市下里５丁目９

－１

203-

0043
東京都東久留米市下里５丁目９－１ エクセル・ワード基本操作 試用期間あり ３ヶ月 180,000円～326,000円

食品・健康食品・医薬部外品・化粧品の受託製造・販売、

粉末へのコーティング・マスキングと造粒（細粒・顆粒・

ワックス顆粒・包摂顆粒）と混合並びに高濃度エキスの吸

着粉末化を行っております

コートマイクロカプセル技術に優れ、味、刺激、臭

い、吸湿酸化、反応、退色の防止可能。各種ポリフェ

ノール粉末の無渋味化に成功。新規に医薬部外品・化

粧品の製造・販売を始めます。

代表取締

役
望月正巳

三鷹公共職

業安定所

株式会社ワールド航空

サービス

https://www.wa

stours.jp
経理

・海外・国内パッケージツアーの企画・販売を中核とする旅行会社です。・経理課に所属し、主

に入出金管理・支払業務を担当していただきます。・日比谷公園とミッドタウンと隣接するビル

内で勤務いただきます日比谷交差点に位置し、オフィス内からは皇居が一望できます。

13010-

56953621
1302-414419-4 旅行業

100-

0006

東京都千代田区有楽町１丁目５

－１日比谷マリンビル４Ｆ

100-

0006

東京都千代田区有楽町１丁目５－１日比谷マ

リンビル４Ｆ
試用期間あり ６か月 232,000円～277,000円

＊こだわりのある高品質な海外旅行の企画・事務及び販売

＊全国に６拠点を有する旅行会社です

海外・国内旅行自社企画ツアーの営業から添乗まで、

一貫した高品質の主催ツアーを取扱う旅行会社です。

誰も知らなかった国をメジャーな観光地に育てるなど

パイオニア精神に溢れます。

代表取締

役社長
澤邉宏

飯田橋公共

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-

07914821
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

株式会社オブリガーダ

http://obrigada.c

o.jp/company.ht

ml

営業事務・営業補助

・営業事務・請求書・見積書作成・電話、来客応対・書類整理（ファイリング等）・発注書の確

認、ＦＡＸ送付・協力業者への日程調整及びＦＡＸ送付・営業社員の補助・その他ＰＣによる資

料作成・その他の営業に関わる事務・その他清掃等雑務

13030-

07917421
1303-624866-6 床・内装工事業

110-

0005

東京都台東区上野７丁目３－９

アルベルゴ上野８１５号

110-

0005

東京都台東区上野７丁目３－９アルベルゴ上

野８１５号

ＰＣ（Ｗｉｎｄｏｗｓ），Ｗｏｒｄ，Ｅ

ｘｃｅｌ、メール基本操作
試用期間あり ３ヶ月 190,000円～250,000円

一般建築及び内装工事。特に商業施設の内装工事業を主と

しています。

努力・誠実・創意工夫をモットーに常にお客様、協力

者、従業員全てが明るく楽しく笑える会社を目指して

います。

代表取締

役
牧野和明

上野公共職

業安定所

ビジュアルテクノロ

ジー株式会社

https://www.v-

t.co.jp
Ｗｅｂ広報

ホームページの更新、メルマガ配信等、弊社の広報活動全般。社内の営業部及び技術部と連携し

てＷｅｂページや印刷物などのコンテンツを作成・メルマガ配信（リスト整備）・パンフレット

制作・ホームページの更新、管理・学会等の（参加）計画、準備、出展対応・既存Ｗｅｂページ

関連は、製品情報やトピックスなどテンプレートからの作成。新規ページの追加やデザイン変更

は業者と連携して作業していただきます。

13030-

07932521
1303-615625-2

電子計算機・同附属装置製造

業

111-

0052

東京都台東区柳橋２－１－１０

第２東商センター１号館３・５

階

111-

0052

東京都台東区柳橋２－１－１０第２東商セン

ター１号館３・５階

ＭｉｃｒｏｓｏｆｔＯｆｆｉｃｅ（Ｗｏ

ｒｄ、Ｅｘｃｅｌ、ＰｏｗｅｒＰｏｉｎ

ｔ、イラストレーターの操作ができる方

試用期間あり ６ヶ月 250,000円～400,000円

◆スーパーコンピューター（高性能ＰＣサーバー）の開

発・製造・販売・レンタル◆上記に関わるエンジニアリン

グサービス

当社のお客様は、全国の公共研究機関、大手製造業研

究開発部門です。こうした盤石な顧客基盤があるのが

当社の最大の特徴。当社製品の「ＶＴ６４」ブランド

は９割以上浸透しています。

代表取締

役
鬼澤慎

上野公共職

業安定所

ビジュアルテクノロ

ジー株式会社

https://www.v-

t.co.jp
営業

全国の研究機関、企業研究開発部のお客様に対して、ＰＣサーバーシステムなどの販売をお願い

します。・サーバーシステム、ストレージシステムなどコンサルテーション・提案書などの作成

とプレゼンテーション・販売後の顧客フォロー・Ｗｅｂ問合せ、セミナー、学会からの反響営業

で新規顧客の開拓など単なるセールスというよりも、コンサルタントのようなポジションで、販

売後もお客様に寄り添っていくスタイルです。

13030-

07959321
1303-615625-2

電子計算機・同附属装置製造

業

111-

0052

東京都台東区柳橋２－１－１０

第２東商センター１号館３・５

階

111-

0052

東京都台東区柳橋２－１－１０第２東商セン

ター１号館３・５階

Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ、ＰｏｗｅｒＰｏ

ｉｎｔの操作ができる方、また、ＰＣで

の電子メール操作ができる方パーツから

のＰＣ組立てのスキル・知識あれば尚可

試用期間あり ６ヶ月 250,000円～400,000円

◆スーパーコンピューター（高性能ＰＣサーバー）の開

発・製造・販売・レンタル◆上記に関わるエンジニアリン

グサービス

当社のお客様は、全国の公共研究機関、大手製造業研

究開発部門です。こうした盤石な顧客基盤があるのが

当社の最大の特徴。当社製品の「ＶＴ６４」ブランド

は９割以上浸透しています。

代表取締

役
鬼澤慎

上野公共職

業安定所

ビジュアルテクノロ

ジー株式会社

https://www.v-

t.co.jp
営業アシスタント

営業スタッフが活躍できるよう、営業プロセスでの書類作成サポート、提案書の清書書きサポー

トなどをお願いします。＊電話対応＊営業アシスタント業務（外出中の営業に代わり、電話応対

や取り次ぎ等）＊事務作業、書類作成業務（資料の作成など）

13030-

07961021
1303-615625-2

電子計算機・同附属装置製造

業

111-

0052

東京都台東区柳橋２－１－１０

第２東商センター１号館３・５

階

111-

0052

東京都台東区柳橋２－１－１０第２東商セン

ター１号館３・５階

Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ（Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃ

ｅｌ、ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ、Ａｃｃｅ

ｓｓ）

試用期間あり ６ヶ月 200,000円～350,000円

◆スーパーコンピューター（高性能ＰＣサーバー）の開

発・製造・販売・レンタル◆上記に関わるエンジニアリン

グサービス

当社のお客様は、全国の公共研究機関、大手製造業研

究開発部門です。こうした盤石な顧客基盤があるのが

当社の最大の特徴。当社製品の「ＶＴ６４」ブランド

は９割以上浸透しています。

代表取締

役
鬼澤慎

上野公共職

業安定所

ヱスケー石鹸株式会社
http://www.skso

ap.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-

04663821
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１－１９－１

０

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

マルヰガス東京株式会

社

http://www.mar

ui-gas.com
プロパンガスの営業

ＬＰガスを使用している当社お客様に安心・安全・快適に暮らして頂けるようにライフラインと

生活を守る仕事です。具体的には・効率の良いガス機器の提案（お客様にとって必要と思われ

る）・保安・保守業務（安心・安全にガスをご使用頂くため）・メーター検針・集金業務・工事

後・機器購入後のアフターサービスお客様からの反響営業が比較的多いです。☆有資格者優遇致

13140-

08169421
1314-300908-3 燃料小売業

193-

0803

東京都八王子市楢原町５４２番

地１

193-

0803
東京都八王子市楢原町５４２番地１ エクセル・ワード・メール 試用期間あり 入社３ヶ月間 180,000円～234,000円

ＬＰガス販売事業・住宅リフォーム事業・省エネ、創エネ

推進設備販売・設備工事事業・天然水宅配事業

・様々な新しいエネルギーに取り組む、未来の明るい

会社です・社内の雰囲気は、平均４０歳で落ち着きの

中にも明るさのあるアットホームな会社です・岩谷産

業（株）グループの会社です

代表取締

役社長
滝島徳久

八王子公共

職業安定所



株式会社三和リース
https://www.san

wa-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-

11409421
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２４３

６

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 210,000円～360,000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

四国紙販売株式会社 s-kamihan.co.jp
紙卸売の営業員法人営業・

ルート営業等／東京

包装用紙・印刷用紙・情報用紙・段ボール原紙等の法人への販売や、紙・パッケージ・印刷・紙

加工・介護・防災用品などに関するソリューション営業を行っております。お客様が求めるニー

ズやシーンにお応えできるようなご提案をお願いします。●新規・既存顧客への訪問●顧客から

の問題・課題のヒアリング●顧客へ商品のご提案●売上・与信管理●顧客管理●市場調査・市場

分析●営業戦略の立案など◎紙・紙加工製品の営業経験者は優遇いたします。

38070-

02486221
3807-301399-7 他に分類されない卸売業

799-

0423

愛媛県四国中央市具定町４５４

－１

101-

0036

東京都千代田区神田北乗物町１６番地英（は

なぶさ）ビル５階
エクセル、ワードの基本的な操作 試用期間あり

６か月（経験や

スキルにより変

動あり）

240,000円～325,000円

四国紙販売は大王製紙のパートナー会社として印刷・情

報・包装用紙、段ボール原紙、防災用品等の販売や紙・不

織布の加工事業を行っておりグループ会社には製紙会社の

大栄製紙があります

創業以来、黒字の安定した企業です。高品質の紙・紙

製品等を新聞社、印刷会社等に販売し、社会に貢献す

る企業です。また紙や不織布を多用なサイズや形状に

加工する加工事業を展開しています。

代表取締

役社長
井川高幸

四国中央公

共職業安定

所

東京電子デバイス株式

会社

http://www.ted-

corp.com
営業事務

主にメ―ル及び電話でのお客様対応を行っていただきます。（得意先への訪問や来客への対応は

ありません）【具体的な業務内容】見積書作成、受注、発注の処理、納期管理業務の難易度／普

通（特殊な技能は必要ありません）＊当社はスミダ電機株式会社の専属代理店です。

13030-

07816721
1303-216104-0 他に分類されない卸売業

110-

0015

東京都台東区東上野一丁目２５

－３小松和東上野ビル７０２号

110-

0015

東京都台東区東上野一丁目２５－３小松和東

上野ビル７０２号

パソコン操作（ワード、エクセルの基本

操作が出来る事）
試用期間あり ３か月 210,000円～210,000円

スミダコーポレーション（株）東証一部（コイル専業メー

カー）の製品を国内の企業や商社等へ販売する代理店で

す。又当社は同上のグループ会社スミダ電機（株）の製品

／小型コイル販売が主です。

当社はスミダ電機（株）ＨＰに代理店と記載されてお

り、国内唯一の直系販売代理店です。他の企業の製品

は取り扱っておりません。安定した上場企業の製品

を、約７４７社（累計）に販売実績有り。

代表取締

役
松原誠

上野公共職

業安定所

大三建商株式会社
http://www.dais

an-k.com
【急募】営業

＊建設会社、建築現場へ建築資機材の販売・レンタルの営業＊新規事業や新商品開発（ものづく

り・ひとづくり・まちづくり）※エリアは都内及び近県

13030-

07868821
1303-009074-7 建築材料卸売業

110-

0012

東京都台東区竜泉１丁目３１－

４

110-

0012
東京都台東区竜泉１丁目３１－４

Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ、メールが使える

事
試用期間あり ３ヶ月 170,000円～294,000円

創業５５年。私たちは、お客様のあらゆるニーズに万全の

体制でお応えし、お客様が喜ぶ姿を何よりも大事にするを

理念に建築資材販売・レンタルを行っています。

当社は地元密着型建材問屋として５６年間、建設業界

に携わってまいりました。この間に培ったノウハウ又

は取扱建材等はお客様より高い評価を頂いておりま

代表取締

役
松下勝彦

上野公共職

業安定所

パルティール債権回収

株式会社

http://partir-

servicer.jp/
経理 経理事務・月次決算処理

13040-

60900521
1304-632256-3 補助的金融業，金融附帯業

141-

0031

東京都品川区西五反田７丁目１

７－３五反田第２ｎｏｔｅビル

３Ｆ

141-

0031

東京都品川区西五反田７丁目１７－３五反田

第２ｎｏｔｅビル３Ｆ

エクセル・ワードの基本的な操作が出来

る
試用期間あり ３ヶ月 200,000円～405,000円

法務大臣許可番号１１３番（営業許可平成２０年２月２１

日）債種回収を専門に行う企業です。特定金銭債権の買

取、債権管理、回収、管理、回収受託、不良債権処理の促

進を行っております。

Ｊトラスト株式会社（東証二部上場）グループのー角

を担う企業です。お客様の多様なニーズを的確に捉

え、健全かつ公正に良識に従った企業活動を推進して

おります。

代表取締

役
朝倉英雄

品川公共職

業安定所

株式会社昭南発條製作

所本社
営業事務 各ユーザーよりＰＣ、ＦＡＸ、ＴＥＬ、により注文が来たものを受注処理し売上をたてる。

13040-

60980021
1304-254096-2

金属線製品製造業（ねじ類を

除く）

140-

0013

東京都品川区南大井３－２０－

５－５０１

140-

0013
東京都品川区南大井３－２０－５－５０１ ＰＣが使える人 試用期間あり ３か月 168,000円～185,000円 金属製スプリング製造販売 創業７０年

代表取締

役
山田秀樹

品川公共職

業安定所

日本エムテクス株式会

社
http://nmtecs.jp 雑貨部門事務アシスタント

未来へ環境を引き継ぐべく、卵殻などの資源をアップサイクルする事業を行っています。ＯＥＭ

対応や、自社ＥＣサイト、ＳＮＳ公式アカウントの管理をしている雑貨部門のサポート業務をお

願いします。

13070-

35075721
1307-343990-3 建築材料卸売業

154-

0012

東京都世田谷区駒沢２ー１６－

１８ロックダムコート３階

154-

0012

東京都世田谷区駒沢２ー１６－１８ロックダ

ムコート３階

エクセル等を使って定形フォームへの入

力ができれば可イラストレーター、フォ

トショップなど使えれば尚可

試用期間あり ３ヶ月 200,000円～250,000円
主に「卵殻」をリコースした建材や雑貨の開発製造販売を

行っています。

弊社と関わる方々の幸福を第一とし、企業活動を通じ

て社会・環境に貢献することを経営理念に掲げ活動を

行っています。

代表取締

役
三浦征也

渋谷公共職

業安定所

ＣＯＣＯＬＯＮＥ株式

会社

http://cocolone.c

o.jp

企画営業・プロデューサー

（広告、ＷＥＢ）／トライ

アル併用

地域密着メディアＪＩＭＯＲＥ（ジモア）の企画営業、編集職広告営業から編集、企画、取材、

撮影の手配までトータルプロデュースまで行います。・広告業のプロデューサー・Ｗｅｂディレ

クション・ＳＮＳやウェブマーケティングに詳しい方優遇・広告制作、ＳＰツールの企画・制作

ディレクション・フリーマガジン／ポータルサイトの提案営業

13080-

44310021
1308-649583-7 広告制作業

169-

0075

東京都新宿区高田馬場２丁目１

４－２８青木ビル３０２号

169-

0075

東京都新宿区高田馬場２丁目１４－２８青木

ビル３０２号

エクセル初級（ＳＵＭ等の四則演算が使

えるレベル）ワード・パワーポイント基

本操作

試用期間あり ３ヶ月 170,060円～268,500円

クリエイティブエージェンシー（広告制作・編集・コミュ

ニケ－ションコンサルティング）、地域メディア（情報

誌・ＷＥＢサイト）の企画・運営、フェアトレードアパレ

ルＥＣ事業・店舗運営等

「つなぐ、むすぶ、ふかめる」を企業ミッションとし

て、クリエイティブを基盤に多彩な事業にチャレン

ジ。広告業界に留まらず、新規事業に挑戦していま

す。

代表取締

役
岡本匡弘

新宿公共職

業安定所

株式会社マエダ
https://maeda-

hagoromo.com/
外部営業（経験者尚可）

《具体的な仕事内容》・国内全域の代理店や病院への販売活動と納品・地方出張あり・販売店・

医療施設への訪問活動が中心になります。・訪問準備、引合い。受注対応のための社内業務日も

あります。・新製品開発のためなどの情報収集役も担います。・製品開発、カタログ作成等、の

関連業務も分担しています。全国の病院のレントゲン室や手術室等の医療の現場で使われるＸ線

防護用品を製造販売している会社です（国内シェア約７０％◎営業、事務、製造が、１つの建物

の中で協力しあいながら働いています。※外部営業活動自粛中

13110-

10599521
1311-619063-9 他に分類されない製造業

123-

0845

東京都足立区西新井本町５丁目

４－１２

123-

0845
東京都足立区西新井本町５丁目４－１２

ワード・エクセル・パワーポイント・

メール作成の基礎的能力が必要です。
試用期間あり ３ヶ月 200,900円～251,500円 Ｘ線防護用品販売

医療用具の中でも特殊な業種であり業績は安定してい

ます。国内メーカーの中で最も永い伝統を有し高い信

用を得ています。製品開発と品質向上を常に心掛け幅

広いシェアーを維持しています。

代表取締

役
前田幸一

足立公共職

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

13130-

13731321
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

株式会社鈴鹿（旧）株

式会社鈴鹿電設

https://www.suz

uka-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-

04178521
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２－１３オバ

ザワビル２階・３階【東京営業所】
Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ基本操作 試用期間あり ３ヶ月 165,700円～307,000円

電気設備、空調給排水設備の設計・施工・管理、土木工

事、開発設計等の開発事業。太陽光等再生エネルギー事

業。＊健康保険は三重県建設国民健康保険加入

全社員が一丸となって業務に専念し改善にも常に前向

きに取り組んでいます。また大手建設会社や官公庁か

らの受注も多く業績も安定しております。２０２０年

に健康経営優良法人に認定されました。

代表取締

役
瀬古恭裕

鈴鹿公共職

業安定所

株式会社シーディア東

京デザインセンター

http:/www.seede

a.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■ＥＸ

ＣＥＬ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-

08228521
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Ｚ

ｏｎｅＫ２Ｆ

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ＺｏｎｅＫ２Ｆ
試用期間あり ６か月 190,000円～452,000円

ＬＳＩデザイン、組込みソフトウェアデザイン、システム

インテグレーション、インフラプロデクトデザインを主力

としたエンジニアリングサービス及びソリューション事業

製造業各社のクライアントリレーションズパートナー

を目指して、より高付加価値な設計開発支援を提案し

ています。

代表取締

役
高松英樹

大森公共職

業安定所

株式会社科学装備研究

所
印刷作業のアシスタント

＊捜査の際に役立つ様々な鑑識資器材を作っている会社です。主な製品は、事件・事故現場での

指紋採取・足跡採取等に使用する資器材、標示パネル（鑑識用標示板）等です。・製作（組立、

仕上げ、検品、パッケージ作業など）・プラスチック板の加工作業（切断、折り曲げ、接着な

ど）・印刷機（オフセット印刷機）を使用する作業※入社後は、まずは組立、検品、梱包等でき

る作業から始めていただき、当社の製品を覚えていただきます。※機械を使ってのプラスチック

加工作業や印刷機（オフセット印刷機）を使用する作業は、ベテランの先輩社員から使用方法、

製作工程等、指導いたしますので安心です。

13080-

43464721
1308-203445-4

その他のはん用機械・同部分

品製造業

164-

0014
東京都中野区南台２－４７－８

164-

0014
東京都中野区南台２－４７－８

ワード・エクセルの定型フォームへの入

力程度
試用期間あり ３ヶ月 190,000円～250,000円 鑑識用資器材全般の企画・製造・販売

主な取引先が官庁（警察庁・警視庁等）のため、安定

しています。主な商品は、鑑識の方が事件・事故現場

で、指紋採取・足跡採取等に使用する資器材です。

代表取締

役
松本昭彦

新宿公共職

業安定所

株式会社Ｃｒａｎｅ＆

Ｉ

http://www.cran

e-i.co.jp
インフラエンジニア

１ヶ月間の研修後、まずは慣れるために簡単な業務からスタートして貰います。知識と経験を積

み、ゆくゆくはサーバーやネットワーク、クラウド、セキュリティに関する設計・構築・運用・

保守業務を担当し、社会の基盤を担うインフラ分野で活躍していただきます。

13080-

43677221
1308-939822-3 ソフトウェア業

162-

0826

東京都新宿区市谷船河原町９－

１ＮＢＣアネックス市谷ビル２

階

162-

0826

東京都新宿区市谷船河原町９－１ＮＢＣア

ネックス市谷ビル２階
試用期間あり ２ヶ月 197,200円～300,000円

システムエンジニアリング事業ＩＴインフラスクール事業

自社サービス開発事業

２０１４年の設立以来、「知識・経験・資格ゼロ」か

ら大勢のエンジニアを育成し、成長を続けています。

ＩＴスクールを運営する当社だからこそ、教育制度に

は自信があります。

代表取締

役
遠藤健太

新宿公共職

業安定所

株式会社ＧＬＯＲＹ
https://www.glor

yad.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-

04576221
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

ＧＲＯＬＹＢｌｄｇ．

162-

0825

東京都新宿区神楽坂２－１６ＭＳ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
ＬＥＤ照明製造業ほか（看板・サイン・ディスプレイ）関

連商品卸販売業

ＬＥＤライン照明を主に製作しているメーカーです。

その他、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ＧＬＯＲＹ
https://www.glor

yad.jp
営業企画（デザイナー）

・ＬＥＤ照明器具のデザイン・設計・営業用資料作成（設備ライン照明の配灯や、サイン・ディ

スプレイ・店舗設計業界向けのＬＥＤ照明関連制品の仕様図や、デザインｅｔｃ）・ホームペー

ジ作成維持等※未経験者歓迎

13100-

04582721
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

ＧＲＯＬＹＢｌｄｇ．

115-

0051

東京都北区浮間４－２３－２５ＧＲＯＬＹＢ

ｌｄｇ．

ｖｅｃｔｏｒｗｏｒｋｓなどのＣＡＤソ

フトやＩｌｌｕｓｔｒａｔｅｒやＰｈｏ

ｔｏｓｈｏｐなどのデザイン作業（社内

研修期間あり）

試用期間あり ３ヶ月 250,000円～500,000円
ＬＥＤ照明製造業ほか（看板・サイン・ディスプレイ）関

連商品卸販売業

ＬＥＤライン照明を主に製作しているメーカーです。

その他、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

エバタ株式会社
http://www.ebat

a.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-

10814921
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】ＣＡＤ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

株式会社ミヤナガ
http://www.miya

naga.co.jp

商品の発送業務（東京配送

センター）

○当社、東京配送センターでの商品の発送業務＊兵庫県の工場で製造された製品を入庫し、発送

指示に基づきピッキング・梱包の上、発送業者へ引き渡すお仕事です。＊その他関連する事務作

業や検品システムの操作がございます。■当社はコンクリートドリル等の穴あけ工具の製造販売

を行っています。

28200-

03051221
2820-000770-2 金属加工機械製造業

673-

0433
兵庫県三木市福井２３９３番地

140-

0012

東京都品川区勝島１丁目１－１東京ＳＲＣＡ

館６Ｆ「東京配送センター」

ＰＣの基本操作、文字入力、Ｗｏｒｄ，

Ｅｘｃｅｌの操作、社内メール対応
試用期間あり ３か月 167,000円～230,000円

コンクリートドリルビット、鋼板用ホールソー・メタル

ボーラー・コアドリルビット等、穴明け工具の製造販売Ｉ

ＳＯ９００１（品質）、１４００１（環境）の認証企業。

旺盛な開発力。最新の製造設備ライン。日本国内はも

とより、世界各国ヘの販売。■事業所画像あり◆Ｈ３

０年「地域未来牽引企業」として選定。

代表取締

役
宮永淳

西神公共職

業安定所

株式会社コーエイコン

ピューターシステム

https://www.ter

a-net.co.jp/koei/

システム営業職（東京支

店）

給食業務を行う栄養管理ソフトの企画提案を行う営業職です。自治体（学校給食・公立保育園・

公立施設等）、病院、介護施設、保育園、給食弁当会社、給食業務委託業者等、幅の広い営業先

です。商品は、自社開発のソフトウェア給食業務ソフトＥＩＢＵＮシリーズで全国１８０００名

のユーザーが利用されています。具体的なお仕事は、ソフトウェアのデモンストレーション、見

積作成、打ち合わせ業務、導入支援になります。デモンストレーションは、主にオンラインで実

施しています。自治体など大型案件は、訪問対応が多いです。デモンストレーションを行ってい

ただくにあたり、３か月間の研修でしっかり学んでいただきます。

37030-

03247121
3703-101721-5 ソフトウェア業

762-

0006

香川県坂出市旭町一丁目１－２

７

101-

0032

東京都千代田区岩本町３－４－５第１東ビル

６階

ＩＴソリュー

ション営業経験
ＥＸＣＥＬ、ＷＯＲＤの実務 試用期間あり ３か月間 260,000円～320,000円

医療関係・食育・特定保健指導・栄養管理を中心としたソ

フトウェアの企画・開発。全国の市町村、自治体、病院、

施設、学校、保育園等の公共機関への販売・保守業務を

行っています。

令和３年、東京商工リサーチの香川県優良企業に選ば

れ内外共に安定が保証された企業です。社員一人一人

を尊重し共に成長を続ける企業です。弊社ソフトウェ

アは食の安全と健康に貢献しています。

代表取締

役
尾松賞昭

坂出公共職

業安定所

株式会社ヒビキスパイ

ス
営業／東京営業所

・顧客訪問（食品メーカー、外食向け問屋等）・営業資料作成＊東日本エリア担当／月１度程度

の出張あり（１泊～２泊）＊社用車使用（遠方の場合は公共交通機関利用）

40040-

10484321
4004-615790-4 調味料製造業

808-

0021

福岡県北九州市若松区響町１丁

目４３番地

120-

0005

東京都足立区綾瀬６丁目２１－１５小倉ビル

１階「本社・東京営業所」
ワード・エクセルの基本操作 試用期間あり ３ヶ月 200,000円～380,000円 食品製造業

平成２７年４月青森新工場完成に伴い、作業環境や福

利厚生も益々充実し、大変働きやすい職場です。

代表取締

役社長
中尾洋

八幡公共職

業安定所

株式会社丸和技研
http://www.mar

uwagiken.co.jp
営業／東京営業所

＊トンネル工事・法面工事用工具を固定客及び新規顧客へ提案営業を行って頂きます＊製鉄会社

への営業高炉、原料工場向け打撃工具類（ビット、耐摩耗材等）＊非鉄精錬会社への営業打撃工

具類（耐摩耗材等）＊社用車：普通車（ＡＴ車）≪面接にはハローワークの紹介状が必要です≫

40080-

02831021
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４９６

５－１

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-

21290721
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３８－６ＭＤＢビル１

Ｆ美容室Ｌｉｅｎ大山店
試用期間あり ３ヶ月 180,000円～200,000円

美容業全般です。幅広い年代層のお客様にご来店いただい

ています。普通のサロンとは違い髪を美しくする事に力を

入れているクリニックサロンです。東京美容国民健康保険

組合加入。

スタッフ全員がとても仲の良いお店です。スタッフは

女性が多いので、結婚や出産で仕事を離れていた方も

応援します。スタッフの事を第一に考える会社です。

代表取締

役
冨野公裕

池袋公共職

業安定所

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-

21293521
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Ｌｉ

ｅｎ志村坂上店
試用期間あり ３ヶ月 180,000円～200,000円

美容業全般です。幅広い年代層のお客様にご来店いただい

ています。普通のサロンとは違い髪を美しくする事に力を

入れているクリニックサロンです。東京美容国民健康保険

組合加入。

スタッフ全員がとても仲の良いお店です。スタッフは

女性が多いので、結婚や出産で仕事を離れていた方も

応援します。スタッフの事を第一に考える会社です。

代表取締

役
冨野公裕

池袋公共職

業安定所

株式会社ｔｏｔｏｓｅ

ｎ

寿司・総菜の販売等（寿

司・総菜部）／成瀬本店

寿司・惣菜の商品加工、販売フライヤー、スチームコンベクションの操作やお弁当、総菜などの

調理加工サク取り、スライス、握りなどの業務をお任せします。

13190-

05122621
1319-004981-8 各種食料品小売業

194-

0212
東京都町田市小山町９８１－２

194-

0011

東京都町田市成瀬が丘２－２５－５ビッグ

ヨーサン成瀬本店
試用期間あり ３ヶ月 190,000円～210,000円 寿司・惣菜・調理販売

（株）ビッグヨーサン内の寿司・惣菜専門店です。創

業以来「新鮮な物をより安く」をモットーに、着実に

成長して来た企業です。売場面積当りの売上高では、

業界トップクラスです。

代表取締

役

本多みど

り

町田公共職

業安定所

株式会社ｔｏｔｏｓｅ

ｎ

寿司・総菜の販売等（寿

司・総菜部）／町田小山店

寿司・惣菜の商品加工、販売フライヤー、スチームコンベクションの操作やお弁当、総菜などの

調理加工サク取り、スライス、握りなどの業務をお任せします。

13190-

05125021
1319-004981-8 各種食料品小売業

194-

0212
東京都町田市小山町９８１－２

194-

0212

東京都町田市小山町９８１－２ビッグヨーサ

ン町田小山店
試用期間あり ３ヶ月 190,000円～210,000円 寿司・惣菜・調理販売

（株）ビッグヨーサン内の寿司・惣菜専門店です。創

業以来「新鮮な物をより安く」をモットーに、着実に

成長して来た企業です。売場面積当りの売上高では、

業界トップクラスです。

代表取締

役

本多みど

り

町田公共職

業安定所

ＷＩＺＮＥＴＰＬＵＳ

株式会社

http://wiznetplu

s.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-

08044621
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ｅｃｏｍｍｉ

ｔ

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

46020-

03816421
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

レル業界経験者

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



株式会社くるまのミツ

クニ

https://www.oto

ron.jp/
中古車販売員

・来店及び電話対応・商談（お車の提案、見積作成、契約）・納車までの対応（販売車の整備手

配、必要書類確認、納車対応など）・入庫車の点検、撮影、ルームクリーニング・陸運局へ登録

（書類提出やコース通過）・セールスフォース（管理システム）でのパソコン業務

12010-

15638921
1201-619244-7 自動車小売業

260-

0832

千葉県千葉市中央区寒川町３丁

目１０７－３

192-

0033
東京都八王子市高倉町１２－９ 試用期間あり ３カ月間 175,000円～204,000円 完全自社ローンによる中古車販売

金利無の完全自社ローンにて中古車を販売しており、

幅広いお客様より支持を頂いております。現在店舗展

開中で１３店舗目をオープンしました。

代表取締

役
吉武誠一

千葉公共職

業安定所

株式会社アイティー

ケー

https://www.i-t-

k.co.jp/
営業事務

・電話、来客対応・求人票の作成・転職希望者の受付窓口、応募受付・転職希望者の面談、企業

面接のスケジュール調整、資料準備・営業のアシスタント業務

13010-

53561921
1301-619648-7 職業紹介業

104-

0061

東京都中央区銀座５丁目１２－

５白鶴ビルディング５Ｆ

104-

0061

東京都中央区銀座５丁目１２－５白鶴ビル

ディング５Ｆ

業務ではパソコンを使用します。タッチ

タイピング、Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ等基

本的なＰＣスキルがあると望ましいで

す。

試用期間あり
１ヶ月（短縮の

場合あり）
180,440円～225,333円

転職支援サービス、ヘッドハンティングサービス、人材コ

ンサルティングサービス１３－ユー３０１９３４派１３－

３０２９４４９

外食産業特化型の総合人材コンサルティング事業を展

開しています。転職支援サービス・ヘッドハンティン

グサービス・コンサルティングサービスを中心に事業

を拡大中です。

代表取締

役
齋藤一夫

飯田橋公共

職業安定所

株式会社アイティー

ケー

https://www.i-t-

k.co.jp/
営業アシスタント

・電話、来客対応・求人票の作成・転職希望者の受付窓口、応募受付・転職希望者の面談、企業

面接のスケジュール調整、資料準備・面接同行、面接対策などのサポート・営業のアシスタント

業務

13010-

53574221
1301-619648-7 職業紹介業

104-

0061

東京都中央区銀座５丁目１２－

５白鶴ビルディング５Ｆ

104-

0061

東京都中央区銀座５丁目１２－５白鶴ビル

ディング５Ｆ

業務ではパソコンを使用します。タッチ

タイピング、Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ等基

本的なＰＣスキルがあると望ましいで

す。

試用期間あり
１ヶ月（短縮の

場合あり）
180,440円～225,333円

転職支援サービス、ヘッドハンティングサービス、人材コ

ンサルティングサービス１３－ユー３０１９３４派１３－

３０２９４４９

外食産業特化型の総合人材コンサルティング事業を展

開しています。転職支援サービス・ヘッドハンティン

グサービス・コンサルティングサービスを中心に事業

を拡大中です。

代表取締

役
齋藤一夫

飯田橋公共

職業安定所

ネオス・ジャパン株式

会社

http://www.neos

s.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-

53649321
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－

４Ｙ１０１ビル５Ｆ

101-

0041

東京都千代田区神田須田町１－４Ｙ１０１ビ

ル５Ｆ
試用期間あり ６ヶ月 204,300円～266,500円

歯科用インプラントや関連製品の国内販売をしています。

イギリス本社のインプラントメーカー「Ｎｅｏｓｓ」社の

日本での販売代理店です。

２０１６年４月より日本国内での販売を開始し、新規

顧客獲得に努めています。セミナー、学会、展示会を

通じての先生方とのコミュニケーションを重視してい

ます。

代表取締

役
吉田一郎

飯田橋公共

職業安定所

株式会社エルドランド 営業（投資用不動産）

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

件情報を取得し、物件の査定・調査・取得交渉・契約業務です。＊全国の中古マンション・ア

パート・戸建住宅、土地（アパート・戸建用地）の仕入＊収益不動産の仕入※営業エリアは、関

東１都３県を主に全国展開です。※不動産業界また営業未経験者の方も歓迎です。※事業拡大に

伴う人員募集

13010-

53761321
1301-660737-3 不動産代理業・仲介業

104-

0032

東京都中央区八丁堀２丁目２２

番８号内外ビル６階

104-

0032

東京都中央区八丁堀２丁目２２番８号内外ビ

ル６階

Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ（資料作成、編

修）
試用期間あり ３ヶ月 200,000円～300,000円

主にルート営業での情報収集活動を通じて、全国に点在す

る数億円規模の優良投資用不動産の物件情報を取得し、物

件査定・調査・取得交渉・契約業務等の一連の業務を担っ

て頂きます。

全国各地の投資用不動産を取り扱っている為、非常に

幅広いネットワークを持ち、一騎当千の若く優秀な社

員達により風通しの良いスピーディーな業務遂行が実

現されている、やりがいがある会社です

代表取締

役
渡辺泰頼

飯田橋公共

職業安定所

株式会社ヤブシタ
http://www.yabu

shita.co.jp
内勤事務

弊社は眼鏡の総合商社です。取引先はほぼ眼鏡店で、電話、ファックス、メール等でいただいた

注文を起伝したり、問い合わせに答えたりする仕事になります。＃マザーズ

13010-

54256321
1301-104249-7 他に分類されない卸売業

112-

0011

東京都文京区千石１丁目１９－

２

112-

0011
東京都文京区千石１丁目１９－２

エクセル・ワードの基礎知識があれば問

題ありません。
試用期間あり 三カ月 160,000円～210,000円

メガネフレーム・サングラスの製造・卸販売。全国の眼鏡

取扱小売店へ眼鏡に関するあらゆるアイテムを販売してい

ます。

当社は眼鏡総合商社として、莫大な情報力と確かな経

営ノウハウを誇り、自社開発商品並びに総合卸として

全国をカバーするネトワーク展開をしています。

代表取締

役社長
藪下昌宏

飯田橋公共

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-

54325221
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

菊高産業株式会社

既存顧客への訪問営業／１

年以上しっかり育成・ノル

マなし

●１年以上しっかり育成。ベテランスタッフによるサポート。●官公庁（防衛省・警察等）の制

服の附属品（ボタン・ファスナー等）卸売業のため、景気に左右されない安定経営です。●営業

ノルマはありません。既存案件の受注継続と新規案件の獲得のため、取引先を小まめに訪問し、

関係性を築くことが大事な仕事です。【主な仕事内容】・既存の取引先（商社・生地メーカー・

縫製工場）訪問が主な業務・事務処理（受注、発注、納品関連の書類作成など）・納品管理（品

質、個数チェックなど）※週２日程度、テレワークを導入しています。

13030-

07384721
1303-210644-2 衣服卸売業

111-

0051

東京都台東区蔵前２－１２－３

第１ケーエルビル３階

111-

0051

東京都台東区蔵前２－１２－３第１ケーエル

ビル３階
ワード・エクセル・メールの基本操作 試用期間あり ３ヶ月 182,000円～290,000円

官公庁関係の制服の附属の卸売です。例えば防衛省の制服

であれば上着のボタンから階級章等、ズボンであればボタ

ン及びファスナー等、特殊な物になります。他警察各県

警、ＪＲ、郵政等です。

当社は、あまり世間の景気等に左右されない比較的安

定した販売で現在に至っております。

代表取締

役
菊池武光

上野公共職

業安定所

信和興業株式会社
http://www.shin

wa-kk.jp/

電気設備の施工管理職（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、施工管理までを見ていただきます。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-

40481421
1308-112940-7 その他の設備工事業

160-

0023

東京都新宿区西新宿７－５－２

０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

信和興業株式会社
http://www.shin

wa-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-

40482321
1308-112940-7 その他の設備工事業

160-

0023

東京都新宿区西新宿７－５－２

０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-

40906221
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、Ｅｘｃｅｌ、

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

半導体を製造する装置の売買を主業務とする専門商社で

す。サービス・ソリューションも同時に提供しておりま

す。アジア各国を中心としたエンドユーザー、半導体製造

メーカーと専属取引中です。

ＩＣＴを活用した場所に捉われない働き方を採用して

いる為、子育て中の方も活躍中です。各自が自分の仕

事に責任と誇りをもって取り組んでおり売り上げも順

調

代表取締

役
頼榮陸

新宿公共職

業安定所

株式会社トラストテク

ノロジー

http://www.trust

-t.com/

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-

40912721
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、Ｅｘｃｅｌ、

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

半導体を製造する装置の売買を主業務とする専門商社で

す。サービス・ソリューションも同時に提供しておりま

す。アジア各国を中心としたエンドユーザー、半導体製造

メーカーと専属取引中です。

ＩＣＴを活用した場所に捉われない働き方を採用して

いる為、子育て中の方も活躍中です。各自が自分の仕

事に責任と誇りをもって取り組んでおり売り上げも順

調

代表取締

役
頼榮陸

新宿公共職

業安定所

株式会社トラストテク

ノロジー

http://www.trust

-t.com/
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-

40915521
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－ｍａｉｌ基

本操作
試用期間あり １～３ヶ月 210,000円～210,000円

半導体を製造する装置の売買を主業務とする専門商社で

す。サービス・ソリューションも同時に提供しておりま

す。アジア各国を中心としたエンドユーザー、半導体製造

メーカーと専属取引中です。

ＩＣＴを活用した場所に捉われない働き方を採用して

いる為、子育て中の方も活躍中です。各自が自分の仕

事に責任と誇りをもって取り組んでおり売り上げも順

調

代表取締

役
頼榮陸

新宿公共職

業安定所

株式会社トラストテク

ノロジー

http://www.trust

-t.com/

海外営業（企画・マーケ

ティング）

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

外顧客へ当社取り扱いの装置を紹介してもらいますので（電話、メール）、中国語、韓国語、英

語のいずれか１か国語できる方歓迎。＊自身の語学力を生かせます。向上心のある方、粘り強い

方大歓迎

13080-

40918621
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－ｍａｉｌ基

本操作
試用期間あり １～３ヶ月 210,000円～210,000円

半導体を製造する装置の売買を主業務とする専門商社で

す。サービス・ソリューションも同時に提供しておりま

す。アジア各国を中心としたエンドユーザー、半導体製造

メーカーと専属取引中です。

ＩＣＴを活用した場所に捉われない働き方を採用して

いる為、子育て中の方も活躍中です。各自が自分の仕

事に責任と誇りをもって取り組んでおり売り上げも順

調

代表取締

役
頼榮陸

新宿公共職

業安定所

株式会社トラストテク

ノロジー

http://www.trust

-t.com/

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-

40922221
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、Ｅｘｃｅｌ、

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

半導体を製造する装置の売買を主業務とする専門商社で

す。サービス・ソリューションも同時に提供しておりま

す。アジア各国を中心としたエンドユーザー、半導体製造

メーカーと専属取引中です。

ＩＣＴを活用した場所に捉われない働き方を採用して

いる為、子育て中の方も活躍中です。各自が自分の仕

事に責任と誇りをもって取り組んでおり売り上げも順

調

代表取締

役
頼榮陸

新宿公共職

業安定所

株式会社トラストテク

ノロジー

http://www.trust

-t.com/

企画営業（企画・マーケ

ティング）／西新宿駅徒歩

５分

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

客ばかりです。・既存顧客への定期的な連絡（電話、メール）→お客様の近況の確認や保有装置

などの聞き取り・顧客リストの更新、管理＊向上心のある方、粘り強い方、お客様と会話の楽し

める方大歓迎です。

13080-

40924421
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－ｍａｉｌ基

本操作
試用期間あり １～３ヶ月 210,000円～210,000円

半導体を製造する装置の売買を主業務とする専門商社で

す。サービス・ソリューションも同時に提供しておりま

す。アジア各国を中心としたエンドユーザー、半導体製造

メーカーと専属取引中です。

ＩＣＴを活用した場所に捉われない働き方を採用して

いる為、子育て中の方も活躍中です。各自が自分の仕

事に責任と誇りをもって取り組んでおり売り上げも順

調

代表取締

役
頼榮陸

新宿公共職

業安定所

株式会社テイクス WWW.ts-e.net
ルームアドバイザー／トラ

イアル

賃貸、売買仲介業務。管理物件の募集管理業務。物件の紹介、案内、契約のサポート等の業務で

す。不動産全般の業務をして頂きます。新規事業、店舗等拡大の為、将来の幹部候補を募集しま

す。＊未経験者大歓迎！＊人と接することが好きな方歓迎！

13080-

41488721
1308-432803-6 建物売買業，土地売買業

160-

0023

東京都新宿区西新宿１－１１－

１２イクタビル５階

160-

0023

東京都新宿区西新宿１－１１－１２イクタビ

ル５階

ＰＣ基本操作（ワード・エクセル・メー

ル）
試用期間あり ３ヶ月 190,000円～340,000円

不動産の売買・賃貸管理及び仲介、代理。不動産及び資産

運用に関するコンサルティング業務。不動産鑑定業。

不動産のコンサルタントとして、資産形成の為の運

用・管理で実績と顧客の信頼を得ている。賃貸仲介を

中心とした店舗を新宿西口に開設し、業績と顧客の拡

大が見込まれる。

代表取締

役

武政憲一

郎

新宿公共職

業安定所

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-

12864121
1313-201280-1 家具製造業

133-

0044

東京都江戸川区本一色３丁目１

３－３

133-

0044
東京都江戸川区本一色３丁目１３－３ 基本的なパソコン操作ができる 試用期間あり ３ヶ月 178,300円～238,000円 木製家具の製造・卸売業。

高級木製家具のトップメーカーとして、主要百貨店・

専門店への卸。製品は、すべて自社工場に於いて一貫

生産し、多品種、高生産量を誇る。

取締役社

長
小島勝利

木場公共職

業安定所

小島工芸株式会社 営業事務／トライアル併用

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

い合わせ対応＊営業サポート業務＊ショールーム製品のレイアウト変更＊ショールームにお越し

のお客様の対応＊その他、事務作業全般＊ｅコマースの運営

13130-

12866721
1313-201280-1 家具製造業

133-

0044

東京都江戸川区本一色３丁目１

３－３

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

桑都ビル管理株式会社
http://www.soht

obuil.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-

07750121
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

西田鉄工株式会社
www.nishida.co.j

p
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-

03347121
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ＫＧスカイ
http://www.kgsk

y.co.jp
広告代理店営業

広告代理店、出版、印刷会社から編集業務・原稿作成・ＤＴＰを受注する仕事です。印刷物並び

にＷＥＢ広告、ＨＰ、動画作成など広告制作を受注します。

13010-

53110821
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

株式会社オブリガーダ

http://obrigada.c

o.jp/company.ht

ml

現場・顧客フォロー／施工

管理補助

・内装工事の営業・開拓・施工を行うお客様の対応・衣料品店やブランドショップなどの商業施

設の内装工事・内装工事の積算・内装工事の工程管理・品質管理・安全管理・その他ＰＣによる

資料作成・その他の営業に関わる事務

13030-

07307921
1303-624866-6 床・内装工事業

110-

0005

東京都台東区上野７丁目３－９

アルベルゴ上野８１５号

110-

0005

東京都台東区上野７丁目３－９アルベルゴ上

野８１５号
試用期間あり ３ヶ月 200,000円～300,000円

一般建築及び内装工事。特に商業施設の内装工事業を主と

しています。

努力・誠実・創意工夫をモットーに常にお客様、協力

者、従業員全てが明るく楽しく笑える会社を目指して

います。

代表取締

役
牧野和明

上野公共職

業安定所

医療法人社団至高会

たかせクリニック

http://www.taka

se-cl.org
医療事務（一般事務含む）

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

書、資料の作成・訪問診療準備等他◆クリニックご利用の皆様とその関係方々への対応や、当院

スタッフとの協力など電話応対を含め、接客マナーを備え業務の理解力とコミュニケーションス

キルを必要とします。※ＰＣ入力（エクセル・ワード・レセプトコンピュータ等）

13060-

07764021
1306-614490-1 一般診療所

146-

0093

東京都大田区矢口１－５－１Ｋ

ＩＰビル５Ｆ

146-

0093
東京都大田区矢口１－５－１ＫＩＰビル５Ｆ

ＰＣ入力（エクセル・ワード・レセプト

コンピュータ等）
試用期間あり ３ヶ月 210,000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

有限会社ウイングアシ

ストサービス

http://wing-

assist.co.jp
一般事務

◆当社は２４年間にわたり、キッチン・洗面・ユニットバスなど大手メーカーの住宅設備機器を

専門に取り扱っています。本社オフィスで事務の仕事をお願いします。・データ入力、各種書類

の作成・現場作業員のサポート事務・オフィス内の庶務事務＊経理事務はありません。

13090-

20053621
1309-631349-7 その他の職別工事業

171-

0051

東京都豊島区長崎１丁目２８－

２３ＭＵＳＥ西池袋７階

171-

0051

東京都豊島区長崎１丁目２８－２３ＭＵＳＥ

西池袋７階

エクセル・ワード（データ入力、文書作

成等の基本操作）
試用期間あり ２か月 180,000円～210,000円

大手住宅設備メーカーの商品の搬入業務や、それらの設置

工程の各種検査業務を請負う会社です。

タカラスタンダード様、リクシル様、パナソニック様

の協力企業で安定しています。まだまだ開発余地のあ

る業界で、益々事業拡大を図っております。

代表取締

役

阿部佳世

子

池袋公共職

業安定所

株式会社アバンティー
http://www.avan

ti-g.com

内装工事・デザイン会社の

営業

工事の打合せ等客様対応、現場の進行管理が主な業務となります。【主な仕事内容】・営業窓

口・工事の打合せ・施工管理・現場訪問・見積書の作成＊経験者優遇。＊未経験でもやる気のあ

る方、何事にも前向きで取組める方、歓迎いたします。

13090-

20065821
1309-624944-3 床・内装工事業

170-

0005

東京都豊島区南大塚３丁目４１

－８エスポアールビル３階

170-

0005

東京都豊島区南大塚３丁目４１－８エスポ

アールビル３階

基本的なパソコン操作。ワード・エクセ

ルができる方
試用期間あり ３ヶ月 250,000円～300,000円

オフィス・店舗の設計、施工、オフィス家具の販売、住宅

リノベーションなど幅広いサービスをお客様に提供してい

ます。

設立から６年目でまだ若い会社ではありますが優良取

引先にも恵まれ、年商約３．５億円を達成しました。

年間施工実績数は５００件以上。一年を通して安定し

た仕事が入ってきています。

代表取締

役
牧野史朗

池袋公共職

業安定所



国際事務機株式会社
http://www.koku

saijimuki.co.jp

ワークスタイルコンサルタ

ント

・テレワーク導入コンサルティング・働き方改革に繋がるＩＣＴ商材のご提案・オフィスのＯＡ

化、ＩＴ化の提案・システム提案及び導入構築・メンテナンス業務・テレワーク環境構築サポー

ト

13130-

12773321
1313-402437-6 産業機械器具卸売業

133-

0065

東京都江戸川区南篠崎町３丁目

２７－５ＩＢＭ三番町ビル

133-

0065

東京都江戸川区南篠崎町３丁目２７－５ＩＢ

Ｍ三番町ビル

ＷＯＲＤ、ＥＸＣＥＬの基本的な入力操

作
試用期間あり 三か月 200,000円～400,000円

ＯＡ機器、通信機器及び関連機材・消耗品の販売とアフ

ターサービス・オフィスのトータルコーディネイトを実施

するＯＡ総合商社

主に中小企業様を対象としたトータルオフィス・ソ

リューションをご提供する営業を行っております。そ

の為に現状の必要性を的確に判断し、いつも飛躍し続

ける企業を目指しております。

代表取締

役
山田太煕

木場公共職

業安定所

株式会社アヅマテクノ

ス

https://azumate

c.co.jp
ルートセールス（東京都）

製造業、大学、研究機関を主なお客様として、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、校正の営業活動を行います。担当顧客を訪

問し、お客様の課題を聞き、解決するための様々な提案を行います。キャリア社員との同行によ

る指導、社内での製品講習、仕入先での研修等を行いますので未経験の方も歓迎致します。

15010-

18590121
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

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

環境未来株式会社
http://www.kank

yomirai.co.jp
【急募】営業（東京）

■民間企業・官公庁への営業営業内容として・環境調査（大気、騒音振動、ダイオキシン、アス

ベスト等）・環境分析（水質、土壌・低質、廃棄物・ごみ質等）・衛生検査（検便、検尿、ＰＣ

Ｒ検査、食品細菌検査）等の営業になります。※お客様のニーズに合わせて、調査・分析をご提

案しています。※状況により、サンプル採取・検体回収を行う場合があります。ご応募いただけ

る方は、ハローワークの紹介状をお持ちください。

20020-

09689121
2002-105673-2 計量証明業

390-

1242
長野県松本市和田４０１０－５

110-

0016

東京都台東区台東１－１４－１１広木ビル

ディング５０１

基本的なＰＣ操作（Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅ

ｌ、ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔなど）
試用期間あり ３ヶ月 208,400円～285,050円 環境調査・分析業務

環境関係各種規制に係わる測定分析等を行う、計量証

明事業、検査機関である。今後一層の発展が期待でき

る。

代表取締

役
佐倉正晃

松本公共職

業安定所

日研理化学株式会社 営業事務

営業事務のお仕事です。主な仕事は１．ネットでの価格調査２．見積書・納品書の作成３．ネッ

トでの発注業務４．発送雑務及び簡単な経理補佐などＰＣはソフトを使用しているので入力が出

来れば問題ありません。ネットに慣れている方を歓迎します。

13010-

52933821
1301-678338-2 化学製品卸売業

112-

0003
東京都文京区春日２－１９－３

112-

0003
東京都文京区春日２－１９－３ 試用期間あり ３か月 230,000円～250,000円 理化学機器の販売 迅速な行動力・会社に活気があり、楽しい職場です。

代表取締

役
山田紫乃

飯田橋公共

職業安定所

株式会社ＧＲエステー

ト

http://www.gres

tate.co.jp/

不動産営業／幹部候補／未

経験者
・反響による営業・不動産仲介業

13040-

57759721
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

－１１ＧＯＴＮＤＡ・ＥＡＳ

Ｔ・ＢＬＤＧ４階

141-

0022

東京都品川区東五反田１－１６－１１ＧＯＴ

ＮＤＡ・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

京浜運送株式会社
http://keihin-

unso.jp/
総務経理事務

総務経理事務をお願いします。グループ企業の給与計算やその振り込み、現金管理、会社宛て請

求書に沿った支払いやその他税金関係、加入保険類の保険料の支払い、会社の資金管理をしま

す。資金繰りや月次・年度決算処理などを担当してもらいます。その他不定期で発生する社会保

険等の手続きなどの総務業務もお願いします。分からないところは丁寧に説明いたします。

13060-

07730721
1306-001268-7 一般貨物自動車運送業

143-

0003

東京都大田区京浜島３丁目５－

２

143-

0003
東京都大田区京浜島３丁目５－２ ＊エクセル＊ワード 試用期間あり ３ヶ月 250,000円～280,000円

一般貨物自動車運送業・産業廃棄物収集運搬業他冷凍倉庫

経営等。大型けん引車両による海上コンテナの輸送、建設

廃棄物の収集運搬、再生砕石等の運搬など大型車両を利用

した運送を行っています。

トラック協会で行うセーフティードライバーコンテス

トやグリーンエコプロジェクトに参加し、安全性優良

事業所（Ｇマーク）として永年認定されており、グ

リーン経営認証も取得しています。

代表取締

役社長
吉本花子

大森公共職

業安定所

株式会社コア建築審査

事務所
一般事務 ＊建築審査補助業務＊資料整理＊パソコン操作＊電話対応＊その他一般事務業務

13080-

40233621
1308-303950-4 土木建築サービス業

166-

0002

東京都杉並区高円寺北２－１－

２４

166-

0002
東京都杉並区高円寺北２－１－２４ ワード・エクセル等の基本的な操作 試用期間あり ３か月 195,000円～230,000円 主として首都近郊の住宅性能評価業務、検査業務。

主に首都圏近郊の建築性能評価業務の仕事及び建築確

認審査業務。

代表取締

役
佐藤功

新宿公共職

業安定所

日本エム・アイ・シー

株式会社
ルート営業

当社の製品の販売営業を行っていただきます。治安に関係する官公庁仕様の製品を定期営業で紹

介していただきたいと思っています。仕事に精通してきたらお客様の新規開拓や要望による新製

品開発プロジェクトへの参加、また海外における研修も可能です。

13040-

57573121
1304-235177-5 産業機械器具卸売業

107-

0052

東京都港区赤坂７丁目１番１６

号オーク赤坂ビル１１階

107-

0052

東京都港区赤坂７丁目１番１６号オーク赤坂

ビル１１階

ワードエクセルの一般的な仕様。何らか

のシステム経験
試用期間あり ６ヶ月以内 260,000円～650,000円

治安関係の装備品、鑑識関係の開発・販売。ロボット、航

空機部品、ＣＢＲＮ、爆発物処理用品の輸入販売
主な得意先は官公庁になります。

代表取締

役
三浦和行

品川公共職

業安定所

株式会社渡辺製作所

東京営業所
一般事務

一般事務全般＊ＰＣ操作（メールの送受信など）＊営業アシスタント業務（伝票整理など）＊そ

の他、電話・来客応対など

13060-

07686821
1306-922511-1

プラスチック成形材料製造業

（廃プラスチックを含む）

144-

0047

東京都大田区萩中３丁目２８－

８

144-

0047
東京都大田区萩中３丁目２８－８ ＰＣ操作出来る方 試用期間あり １ヶ月 165,000円～180,000円 プラスチック、モデル加工、金型製造

新製品のイメージを形に。新製品同等の簡易金型品の

作製。常に技術革新に努力し、優れた製品を提供して

います。明るくアットホームな会社です。

取締役所

長
渡辺寿雄

大森公共職

業安定所

ネクステージ株式会社

http://www.c-

nextage.com/nx_

2016/

秘書

秘書のお仕事にチャレンジしませんか。弊社代表と専務のサポートをお任せいたします。これま

で行ってきた職種は関係ありません。各部署をまとめている経営幹部やリーダーのサポート業務

または部署全体のサポートをお任せします。スケジュール管理、来客・電話対応、各種書類・資

料の作成会議の議事録作成、各セクション部署の業務フォローなどスケジュール管理や書類・議

事録の作成など秘書業務からお任せします。その後は、各セクションや役員の仕事を把握した上

で、あなたの能力を最大限活かし、幹部やリーダーの仕事をサポートしてください。

13080-

39883921
1308-623145-8

経営コンサルタント業，純粋

持株会社

169-

0075

東京都新宿区高田馬場２ー１６

－１１

169-

0075
東京都新宿区高田馬場２ー１６－１１ 試用期間あり ３ヶ月間 209,100円～292,800円

通販事業、広告事業、Ｗｅｂクリエイティブ事業、ファク

タリング事業、グローバル事業、パーソナル事務事業

弊社は異業種多角化に経営している会社になります。

学歴・職歴に関係なく、あきらめずにチャレンジしつ

づける人にチャンスが届く会社を目指しています。

代表取締

役
丹野直人

新宿公共職

業安定所

株式会社オリカサ
http://torigoe-

orikasa.co.jp
経理事務

＊経理課において、仕入、支払の請求書の作成（エクセル、ワード）＊仕訳伝票の作成＊帳票出

力＊経費精算＊会計ソフトは専用ソフト（会計上手）を使用します＊一般事務のフォロー

13030-

07211021
1303-003818-0 酒小売業

111-

0054
東京都台東区鳥越２－９－１４

111-

0054
東京都台東区鳥越２－９－１４ エクセル、ワード基本操作 試用期間あり ６ヵ月 160,750円～237,000円 酒類及び清涼飲料及び食品の販売

創業以来得意先も８００社を超え業績も順調に伸びて

いる。お台場に配送センターを設立。物流コストの低

下に努力している。

代表取締

役
永井潤

上野公共職

業安定所

株式会社オビツ製作所
http://www.obit

su.co.jp

ソフビ人形ドールフィギュ

ア等の生産管理及び営業

ソフトビニール製品、ソフビ人形やオビツキューピードールフィギュア等の生産管理及び営業

（売込無し）です。お客様からのご依頼をソフビ商品化・量産するまでの一連の流れをご担当い

ただきます。

13120-

09986921
1312-501470-3 がん具・運動用具製造業

125-

0042
東京都葛飾区金町４－４－１１

125-

0042
東京都葛飾区金町４－４－１１ 試用期間あり ６か月 200,000円～250,000円

ソフトビニール玩具・フイギュア・オビツボデイプラス

チック製品・キューピー人形の製造販売

ソフ卜ビニール玩具・フイギュア業界では、オビツの

生産技術は高く評価されています。これからも、日本

のメーカーとして生き残って行ける実力があります。

代表取締

役
尾櫃充代

墨田公共職

業安定所

ＡｐｅｒａＩｎｓｔｒ

ｕｍｅｎｔｓ株式会社

https://aperainst

.co.jp
事務員

インターネットを通して、Ａｍａｚｏｎ、楽天、モノタロウで水質を測る計器などを販売してい

ます。インターネット入力でのやりとり、計器類の包装・発送作業、業務に慣れてきたら、簡単

な計器類の設定修理、電話での使用説明等をお願いします。

13200-

07697221
1320-919758-9 通信販売・訪問販売小売業

183-

0056

東京都府中市寿町２ー１０－３

宝栄府中ビル３Ｆ

183-

0056

東京都府中市寿町２ー１０－３宝栄府中ビル

３Ｆ
ＰＣ入力、Ｅｘｃｅｌ入力 試用期間あり ３ヶ月 185,000円～255,000円

インターネットを通してＡｍａｚｏｎ、楽天、モノタロウ

で水質を測る計器を販売しています。インターネット入力

での作業、発送時計測器類の包装作業、簡単な計器の設定

修理、電話での説明作業

同じＡｐｅｒａグループ会社、アメリカ、ドイツでも

大活躍しています。そのうち、生産拠点中国上海での

研修チャンスがあるかもしれません。

代表取締

役
曲衛星

府中公共職

業安定所

日本海洋掘削株式会社
http://www.jdc.c

o.jp/
事務総合職

本社において、総務・人事・経理・調達部門など管理部門の業務を行っていただきます。＜業務

内容＞総務、雇用、労務、経理・対応、資材の調達、輸出入業務等＊将来的に海外勤務の可能性

あり。海外事業所勤務の場合は、赴任前に社内研修を行います。海外勤務時の労働条件について

は、求人に関する特記事項参照。＊英語でのやり取りに抵抗がない方が望ましいです。

13030-

07150421
1303-626089-3 原油・天然ガス鉱業

111-

0052

東京都台東区柳橋１－４－５

ザ・パークレックス浅草橋（総

合受付５Ｆ）

111-

0052

東京都台東区柳橋１－４－５ザ・パークレッ

クス浅草橋（総合受付５Ｆ）
試用期間あり ６か月 159,500円～275,000円

我国唯一の海洋石油掘削専門会社として、国内外の海洋に

おいて石油店ガス井の掘削工事を実施。また、関連技術を

利用して洋上風力事業にも取り組んでいる。

我国唯一の海洋石油掘削専門会社として、国内外の海

洋において石油店ガス井の掘削工事を実施。また、関

連技術を利用して洋上風力事業にも取り組んでいる。

社長執行

役員兼管

財人代理

日置隆則
上野公共職

業安定所

株式会社アイズ
http://www.aiss

-corp.jp/
一般事務／大田区

・営業アシスタントとしての事務業務・販売管理システムを利用した事務業務（専用ソフト使用

します）・電話対応

13040-

56991821
1304-636458-2 食料・飲料卸売業

105-

0004

東京都港区新橋２ー１６ー１

ニュー新橋ビル７０３

143-

0001
東京都大田区東海３－２－１当社大田事務所

パソコン操作できる方（基本的なワー

ド・エクセル操作）
試用期間あり ３ヵ月 230,000円～250,000円 青果物および食品全般の輸出入業

輸入果物・野菜の販売をしています。主にスーパー

マーケットや市場・仲卸など。

代表取締

役社長
青山悟

品川公共職

業安定所

株式会社東京ポリエチ

レン印刷社

http://www.to-

poly.co.jp/
営業アシスタント

営業アシスタント営業部が新規案件獲得するのに対し、管理部営業アシスタントはお得意様の発

注に対し、フィルムの手配を依頼、版の手配を依頼印刷日等をスケジュール担当に確認し、お得

意様に納期回答を行うのが主な仕事。また、お客様に代わって、在庫管理を行い、追加の発注を

セールスする。

13090-

19529521
1309-204322-0 印刷関連サービス業

174-

0065

東京都板橋区若木２丁目３２－

８

174-

0065
東京都板橋区若木２丁目３２－８

専用ソフトを活用しますので、敢えてエ

クセルやワード程度で大丈夫です。
試用期間あり ３か月 180,000円～250,000円

グラビア印刷を行っている包装フィルムの製造会社で、売

上の８割を食品業界向けが占め、パック数換算で年間約１

１億食分以上を生産しています。最大の使命は「食の安

全・安心」への貢献です。

災害時は緊急物資（パン、おにぎり、水）となること

から、ＢＣＰ（事業継続計画）にも力を注ぎ、経営。

将来的にはＦＳＳＣ２２０００取得予定。２０２５

年、第二新工場も建設予定。

代表取締

役社長
千田敦

池袋公共職

業安定所

株式会社フジサワ・

コーポレーション

http://www.fujis

awa-corp.co.jp

法人営業（広告媒体企画提

案）

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

多くの人の目に触れる街を彩る広告媒体を手掛けています。＊お客様からの製作依頼→ご相談→

ニーズやお悩みをヒアリング＊プロモーション方法の提案＊自社工場や協力会社、デザイナーの

調整や手配＊執拗な資材や施工職人の手配発注＊現場管理（安全・品質・予算管理）など※簡単

なことから少しづつお任せいたします。入社後は先輩との同行研修を行いますので経験や業界知

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

客様の対応がほとんどなので、ご安心ください。

13090-

19582121
1309-100397-7

他に分類されない事業サービ

ス業

171-

0051

東京都豊島区長崎１丁目１０番

８号

171-

0051
東京都豊島区長崎１丁目１０番８号 ＥＸＣＥＬ・Ｗｏｒｄ（基本操作） 試用期間あり 試用期間３ケ月 170,000円～200,000円

屋内外広告、看板、店舗装飾、展示会などの各種サイン・

ディスプレイの総合プロデュース（企画・デザイン・制

作・施工）及び、不動産管理業務を行っています。

「彩りで社会の豊かさを作り出す」を経営理念とし、

◯自分の中に「彩」を持つ◯顧客の「彩」を尊重する

◯「彩」ある社会を目指すをビジョンとして、従業員

一丸となっています。

代表取締

役
澤田剛治

池袋公共職

業安定所

株式会社消防弘済会
http://www.kous

aikai.com
消防設備・保守点検の営業

主に既存の顧客（マンション管理組合・官公庁・保育園等）に対する営業（多摩地区が中心で

す）・消防設備の保守点検、工事等の受注、見積もり・防災用品の販売業務・現場立ち会い、手

伝い＊資格のない方は有資格者に付いて業務を覚えながら、資格取得を目指して頂きます。対象

の資格には資格手当がつきます。＊初めは、先輩社員と同行し、仕事を覚えて頂きます。当社の

社員の多くは未経験からスタートしています。知識・経験がなくても一から丁寧にお教えしま

13150-

10097721
1315-100450-4 他に分類されない小売業

190-

0021

東京都立川市羽衣町３丁目２７

－１９

190-

0021
東京都立川市羽衣町３丁目２７－１９ 基本的な入力ができること 試用期間あり ３ヶ月 130,000円～140,000円 消防用設備・消防機器の販売及び積算・施工及び保守業務

創業５０年余り、消防防火設備及び用品の販売・設

計・施工・保守業務に専心し、ユーザーの立場に立っ

た誠実な業務を行っています。

代表取締

役
川口康弘

立川公共職

業安定所

株式会社東和総合サー

ビス東京本社

http://www.to-

wa.info
空気環境測定スタッフ

○契約先ビルに定期的に訪問し全自動測定器で空気環境測定の実施〇報告書作成〇見積書作成〇

アルバイトへの教育・指導〇マニュアル作成等※無理なく段階的に少しずつ覚えていただきま

す。

13010-

51382421
1301-630843-2 建物サービス業

100-

0014

東京都千代田区永田町２丁目１

４－３東急不動産赤坂ビル１０

階

100-

0014

東京都千代田区永田町２丁目１４－３東急不

動産赤坂ビル１０階

パソコンの基本操作（エクセル・ワー

ド）ができる方
試用期間あり ３ヶ月 125,000円～125,000円 総合ビルメンテナンス業

業界では創業は比較的古く経営は安定しています。社

会保険・退職金等、職場の環境造りには特に力をいれ

ています。

専務取締

役
和田亮仁

飯田橋公共

職業安定所

株式会社グラシア

営業（内装工事に関わる

ルート営業・管理）提案型

営業

リフォームや原状回復工事に関するルート営業です。グラシアの仕事に興味をお持ちのお客様か

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

て、様々な状況を加味して最適なプランを提案、そのプランがきちんと実行されているかチーム

管理を行い完了するまでの一連のフローをお任せします。仕事が滞りなく進むよう完了させるに

は、コミュニケーション能力や交渉力、それと仕事を最後までやり切る責任感が必要となりま

す。独立したい方も歓迎です。独立の支援を積極的に行っております。

13080-

39058321
1308-651105-6 建築リフォーム工事業

168-

0071

東京都杉並区高井戸西１－３３

－２サンシティ富士見ケ丘Ａ１

168-

0071

東京都杉並区高井戸西１－３３－２サンシ

ティ富士見ケ丘Ａ１
試用期間あり ３か月 200,000円～300,000円

主に住居・店舗の内装、リフォームを行っております。明

るく、居心地のいい空間を作るお手伝いをしております。

３期目の若い会社なので、一緒に盛り上げて頂きたい

です。代表はサッカー好きで、海外まで見に行ってし

まうくらいです。仕事で成果を上げて、一緒に海外へ

遊びに行けたら嬉しいですね。

代表取締

役
池田篤史

新宿公共職

業安定所

日本リアライズ株式会

社

http://www.n-

realize.co.jp/

不動産を扱う法人営業／テ

レアポ

●お客様の希望や理想に加え、将来まで考え抜いたプランを提案していきます。●住宅ローンの

相談や保険の見直しなど幅広く提案していただきます。●業務提携している様々なリストに電話

営業をし、アポイントを取得していきます。

13080-

39198121
1308-620472-5 不動産代理業・仲介業

160-

0022

東京都新宿区新宿一丁目３６－

７号新宿内野ビル２８Ｆ

160-

0022

東京都新宿区新宿一丁目３６－７号新宿内野

ビル２８Ｆ
ＰＣ基本操作 試用期間あり ３ヶ月 220,000円～220,000円

新築戸建の販売を主軸に、お客様の状況に合った物件を紹

介しています。より多くのお客様に物件を提供する為に、

中古、投資用、マンション等の物件も扱っております。

人を育てる事に力を入れており、若年層が多く活躍し

ております。

代表取締

役社長
大橋孝行

新宿公共職

業安定所

株式会社ジェイプラス

ディー

http://www.jplus

d.co.jp/

金融系ヘルプデスク（在宅

勤務可）

ＰＣを含めた金融系システムの問い合わせ対応を行っていただきます。過去の対応記録を学習

し、業務出来ます。１．金融システムに関する問い合わせ対応２．ｏｆｉｃｅソフトに関する問

い合わせ対応３．電話応対４．集計、分析

13090-

19436121
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１３－３１１５０８

代表取締

役

小野健一

郎

池袋公共職

業安定所

株式会社ＨＡＭＡＹＡ
http://www.ham

ayaglass.co.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１７１ビル８階

160-

0022

東京都新宿区新宿１－７－１新宿１７１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
小池恒平

新宿公共職

業安定所

朝日管財株式会社
http://www.asah

ikanzai.co.jp/

一般事務／８：２０～１

７：００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.shin

wa-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６０００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.asa

hi-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」「Ｐｏｗｅ

ｒＰｏｉｎｔ」などで提案資料を作成

し、Ｅ－Ｍａｉｌ送受信を行っていただ

きます。

試用期間あり ３ヶ月 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.asa

hi-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」「ＴＯＰＣＥＲＡ

Ｍ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朝日化

工（株）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

全国家庭用品卸商業協

同組合

http://www.zenk

akyo.or.jp
貿易（輸入）一般事務

・輸入業務全般（国内外取引先、通関業者との連絡・調整等）・輸入リードタイムを考慮した受

発注管理・事務処理はＰＣ（Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ等）を使用して作成・語学（英語・中国語）

が出来れば尚可

13010-

50094621
1302-310162-3

事業協同組合（他に分類され

ないもの）

104-

8268

東京都中央区新川１－２６－１

９

104-

8268
東京都中央区新川１－２６－１９

Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ等で書類作成が普

通に使用出来る方
試用期間あり ３か月 200,000円～250,000円

リビング・キッチン・バス・収納・洗濯・清掃・園芸・行

楽用品等、家庭用品全般の共同仕入組織

全国の家庭用品を取扱う卸商社の２２社が出資する我

が国最大の共同仕入機構。年商２５０億円に達し、景

気に左右されない安定性と活気ある職場である。

理事長 岡部弘幸
飯田橋公共

職業安定所

全国家庭用品卸商業協

同組合

http://www.zenk

akyo.or.jp

管理業務全般（会計・情報

処理等、一般事務）

・経理業務（会計ソフトに仕訳を入力）・伝票入力等、データ処理業務（システム開発はありま

せん）・各種会議・研修等の準備・企画・運営業務・各種事務作業（資料作成・電話対応等）・

事務処理はＰＣ（Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ等）を使用して作成・資格（簿記３級・ＩＴパスポー

ト）を取得していたら尚可

13010-

50115421
1302-310162-3

事業協同組合（他に分類され

ないもの）

104-

8268

東京都中央区新川１－２６－１

９

104-

8268
東京都中央区新川１－２６－１９

Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ等で書類作成が普

通に使用出来る方
試用期間あり ３か月 200,000円～250,000円

リビング・キッチン・バス・収納・洗濯・清掃・園芸・行

楽用品等、家庭用品全般の共同仕入組織

全国の家庭用品を取扱う卸商社の２２社が出資する我

が国最大の共同仕入機構。年商２５０億円に達し、景

気に左右されない安定性と活気ある職場である。

理事長 岡部弘幸
飯田橋公共

職業安定所

朝陽塗装工業株式会社
www.choyotoso.c

o.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.fujis

anunyu.com/
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

株式会社ウッディ ロードサービス 故障車、事故車等の応急及び搬送
13070-

30881921
1307-320453-4 一般貨物自動車運送業

154-

0011
東京都世田谷区上馬２－４－４

158-

0097

東京都世田谷区上用賀５－３－９用賀ガーデ

ンフラッツ２０３号【事務所】

スマートフォン、タブレット端末操作経

験あれば尚可
試用期間あり ２ヶ月くらい 250,000円～500,000円 故障車、事故車の搬送。ＪＡＦと契約。 毎年黒字決算で会社は安定しています。

代表取締

役
小林攻

渋谷公共職

業安定所

トコスエンタプライズ

株式会社

https://www.toc

os.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

株式会社トクチョー
https://www.tok

ucho.co.jp/

【正社員】リサーチスタッ

フ

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

募してきた人の履歴書・職務経歴書の申告に詐称がないか弊社独自のリファレンスチェックを実

施する採用調査や、インターネット・ＳＮＳ等からの情報収集を行っていただきます。・導入研

修がありますので探求心が旺盛な方であれば未経験でも活躍していただくことができます。・ま

たご自身のキャリア、適性に応じてその他の調査業務にステップアップしていただくことも可能

13010-

49457221
1301-220827-9 その他の専門サービス業

103-

0011

東京都中央区日本橋大伝馬町１

１－８フジスタービルディング

日本橋９Ｆ

103-

0011

東京都中央区日本橋大伝馬町１１－８フジス

タービルディング日本橋９Ｆ
基本的なＰＣ操作 試用期間あり ３ヶ月 180,000円～240,000円

〈総合調査業〉企業各社からの依頼による信用調査・市場

調査・分析等の各種調査を全国ネットで展開。法律事務所

からの相談にも対応。

「誠実」「堅実」「着実」を社是とし、創業以来五十

余年に渡り総合調査業のリーディングカンパニーとし

て業界屈指の地歩を確立。

代表取締

役
荒川一枝

飯田橋公共

職業安定所

有限会社スムラボ
https://sumurab

o.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.j

p

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１１

Ｆ

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

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、ＰｏｗｅｒＰｏ

ｉｎｔ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.funa

saw.co.jp

営業事務／麻布十番駅徒歩

１分

受注センター内にて、電話受付・パソコン入力・販売管理を担当していただきます。好立地・残

業一切なしの働きやすい環境です。前任者からの引継ぎもしっかり行いますので、安心してくだ

さい。＊固定顧客からの電話による受注及び代表番号への発注問い合わせへの対応。１日概ね２

０件程度の電話を同職３名（在籍１５年の方１名・２０代２名、うち１名退職予定）の先輩社員

と対応していただきます。〈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

受注ソフトへテンキーでの入力が主で

す。ワード：一定程度の文字入力スキル

（タッチタイピングまでは要しません）

エクセル：四則演算の関数及びコピー＆

ペーストメール：ＰＤＦ作成・添付

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（東京２

３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

株式会社ルミナス luminus.jp 営業

１既存客先へ訪問し、新規開発案件の情報収集２顧客の開発依頼に基づき、見積り依頼書を作成

する（主にゴム、樹脂製品）３仕入先への発注と納期管理を行う４仕入先、客先との商談外勤あ

り※研修及び先輩社員よりＯＪＴがあります。※年２回セミナー受講（希望者）個人のスキル

アップを目的

13130-

11741321
1313-420695-5 産業機械器具卸売業

136-

0071

東京都江東区亀戸６丁目５８－

１０第二共立ビル８階

136-

0071

東京都江東区亀戸６丁目５８－１０第二共立

ビル８階

ワード、エクセル、パワーポイントの一

般的な操作が可能である事３ＤＣＡＤ

ビューワー尚可

試用期間あり ３ヶ月 190,000円～290,000円

・自動車用灯体（ヘッドランプ等）の部品開発と製造及び

輸出業務・関連部品の総合的な開発・国内産業機械の仕入

販売

北米市場を中心に年々１０％の成長を達成している若

い会社です。日本及び東南アジアでの部品開発と品質

指導、調達が主たる業務。現在、韓国でアルミダイカ

ストを開発・製造しております。

代表取締

役
江口洋

木場公共職

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２－３

５－４日本橋浜町パークビル２

Ｆ［（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ＪＡＳＤ

ＡＱ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

ＧＩＮＺＡ－２７階

104-

0061

東京都中央区銀座２ー９ー１３ＧＩＮＺＡ－

２７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.nichi

nichi-phar.co.jp
営業（課長候補）

当社は国内有数の殺菌乳酸菌メーカーですが、自社製造したオリジナル商品を大手百貨店へご案

内頂いたり、大手食品会社様とのコラボ企画を推進して頂きます。具体的な業務内容としては・

既存得意先への営業活動・展示会を通しての新規営業活動・データベースを利用しての新規営業

活動となります。また、関東近郊に営業所を新規出店中ですので、活躍次第では直ぐに支店長と

して昇進昇格できます。

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１－１

０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.onre

alize.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ＥＡＳ

Ｔ３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

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.gali

leo-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１３

８１２６号）

代表取締

役
佐藤弘和

八王子公共

職業安定所

医療法人社団藤啓会北

町診療所

https://www.kic

hijoji-kitamachi-

clinic.com/

（総合職）医療事務・およ

び医療機関運営に係る一般

事務

◆医療事務全般をご担当いただきます！・受付、医療事務、診療所の運営に係る一般事務等に従

事・レセプトコンピュター入力、電子カルテ関連業務も含む、様々な業務をお願いする予定で

す。◆未経験の方も意欲と柔軟な姿勢があればＯＫです。◆賞与あり。離職率が低く、勤続年数

の長い職員が多いです。◆吉祥寺駅から徒歩約７分創業５５年の診療所です。・急性期から慢性

期の患者様や健康診断の方が来院されます。・１日に多いと１５０名程の患者様が来院されま

13170-

12703021
1317-200946-5 一般診療所

180-

0001

東京都武蔵野市吉祥寺北町１丁

目１－３

180-

0001
東京都武蔵野市吉祥寺北町１丁目１－３

ＰＣ操作（Ｅｘｃｅｌ，ｗｏｒｄ、等）

現在出来なければご相談ください
試用期間あり ４ケ月 183,000円～255,000円

診療所運営（訪問診療含む）・通所リハビリテーション運

営

昭和４２年より開業し、現在は内視鏡検査や訪問診察

等にも力を入れております。地域の皆様と共に、医

療・福祉・保健の向上を目指します！

理事長 藤川恭浩
三鷹公共職

業安定所

日本エヌ・シー・エイ

チ株式会社

http://www.nchj

apan.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（ＷＯＲＤ・ＥＸＣＥ

Ｌ）
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.sak

akurakaikei.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２－４－１７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

株式会社プロフィール
http://www.profi

le-inc.com/
飲食事業／葛飾区 飲食事業（おにぎり屋）の企画、開発、販売、調理

13040-

53366321
1304-634536-0 その他の職別工事業

105-

0003

東京都港区西新橋２丁目４－９

南桜アネックス３階

124-

0013

東京都葛飾区東立石２丁目８－１１当社立石

営業所
試用期間あり ３か月 200,000円～300,000円

１、新規飲食事業おにぎり屋の企画、販売、商品開発、事

務２、内装業店舗などの工事現場施工監理業務

主の業務は店舗などの工事現場監理を行っておりま

す。新規事業も含め、人に喜んでいただけることを第

一に考え業務に取り組んでいます。

代表取締

役
海老原隆

品川公共職

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１３－０４０５６０

大手家電メーカーの家電製品の販売に特化した派遣を

行い２５年、各家電メーカーと良好な関係を築けてい

ます。「顔が見える派遣会社」を目指し、皆様とのつ

ながりを大切に考え、行動しています。

代表取締

役
中山真理

品川公共職

業安定所

医療法人社団アルコ会

アルコクリニック

http://www.arco

clinic.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.prin

cess-

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

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１０日 195,000円～255,000円

不動産売買、賃貸の仲介業、広告やオープンルーム等の反

響営業、賃貸管理業など

２３区内、特に中古のタワーマンションを中心に、売

買、賃貸、管理業を行っています。

代表取締

役
出口博俊

渋谷公共職

業安定所

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.ohn

oya.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２－２２－２

０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://hondatow

el.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

株式会社メディカルサ

ロン

http://www.med

ical-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.zutt

omo.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３

４－１４ＣＡＳＡＫＣ３０７

169-

0075

東京都新宿区高田馬場４丁目３４－１４ＣＡ

ＳＡＫＣ３０７
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す。

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.zutt

omo.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３

４－１４ＣＡＳＡＫＣ３０７

169-

0075

東京都新宿区高田馬場４丁目３４－１４ＣＡ

ＳＡＫＣ３０７
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す。

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

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５０人未満のも

の）

600-

8150

京都府京都市下京区上珠数屋町

３３４

150-

0021

東京都渋谷区恵比寿西１－２０－４ル・ソレ

イユ５ビル８階株式会社エムアンドアール東

京営業所

基本的なＰＣ操作（ＷＯＲＤ／ＥＸＣＥ

Ｌ）
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ＳＯＺＯＮＥ

ＸＴ

https://www.soz

onext.net/

カスタマーサービス【９時

～１８時勤務】

当社が運営受託している民泊等の物件における宿泊者・物件オーナーからの問い合わせ対応。

（電話・メールによる問い合わせ対応）

13030-

06684421
1303-626003-3

インターネット附随サービス

業

111-

0041

東京都台東区元浅草２－６－４

上野コアビル３階

111-

0041

東京都台東区元浅草２－６－４上野コアビル

３階

基礎的なレベル（ワード、エクセル、パ

ワーポイント）
試用期間あり ３ヶ月 150,000円～150,000円

宿泊運営代行事業主に民泊・旅館業法での許認可のもと、

物件（部屋）所有者からの委託で利用者を募集する事業

企業・個人が所有する不動産を全国現在３００戸以上

（２０２１年１０月）の運営・管理・資産価値向上の

支援をしています。

代表取締

役社長
申昌赫

上野公共職

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８

１８
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

川上機工株式会社
http://www.kaw

akami-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

有限会社エンバイロ・

テック・インターナ

ショナル

http://enviro-

tech-intl.co.jp/
データアナリスト

ガソリンスタンド等から集まるデータを管理・分析するアナリストを求めています。具体的には

お客様からのデータを、システム（英語）を利用して分析します。データに異常がみられる場合

はメール・電話でお客様へ連絡をとります。営業アシスタント業務もお手伝いいただきます。

13010-

46892621
1301-629013-2

他に分類されない事業サービ

ス業

101-

0031

東京都千代田区東神田２－８－

１５

101-

0031
東京都千代田区東神田２－８－１５ 試用期間あり ３ヶ月 190,000円～225,000円

ガソリンスタンドやビル等に埋設された地下タンクに３年

に一度の法定検査。地下タンク内面ライニング施工管理。

環境先進国（米・英など）よりグローバルな検査方法

の独占ライセンスを取る等，時代を先取りしている会

社が、新たに地下タンク内面ライニング施工管理業に

進出。

代表取締

役
山崎憲一

飯田橋公共

職業安定所

富士ネットワークス株

式会社

http://www.fujin

etworks.co.jp

ユーザーサポート（未経験

者可）

社内システム及びＰＣ周辺機器のユーザサポート・問合せ対応・マニュアル作成、修正・トラブ

ル、障害発生時の一次切り分け・アカウント管理・報告書の作成※チーム体制にてＯＪＴ研修実

施※スキル、知識に応じて担当業務を検討

13010-

46901721
1301-623600-7 ソフトウェア業

101-

0061

東京都千代田区神田三崎町３丁

目６－５原島本店ビル７階

101-

0061

東京都千代田区神田三崎町３丁目６－５原島

本店ビル７階

ＭＯＳ（Ｅｘｃｅｌ）取得と同等以上の

知識
試用期間あり ６ケ月 182,000円～327,000円

＊システムコンサルティング＊ソフトウェア開発／運用保

守＊ネットワーク設計構築、運用＊その他ＩＴ支援業務

（ヘルプデスク／ＳＥサポート等）＊派１３－３０５６３

３

Ｗｅｂ開発からインフラ環境の設計構築・運用保守に

至るまで数多くの実績があります。常に変化していく

ＩＴ技術の習得やグローバル化していくお客様にも対

応すべく、社員教育にも力を入れてます

代表取締

役社長
藤井裕志

飯田橋公共

職業安定所

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

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３０

２

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

２－１－２ＮＰＣ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Ｈ

Ｐ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１３階

・基本的なＯＡスキル（Ｅｘｃｅｌ、Ｗ

ｏｒｄ、ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ）
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.niho

n-

kikakukanzai.co.j

p

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.seede

a.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■ＥＸ

ＣＥＬ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Ｚ

ｏｎｅＫ２Ｆ

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ＺｏｎｅＫ２Ｆ
試用期間あり ６か月 190,000円～452,000円

ＬＳＩデザイン、組込みソフトウェアデザイン、システム

インテグレーション、インフラプロデクトデザインを主力

としたエンジニアリングサービス及びソリューション事業

製造業各社のクライアントリレーションズパートナー

を目指して、より高付加価値な設計開発支援を提案し

ています。

代表取締

役
高松英樹

大森公共職

業安定所

医療法人オリンピア会

オリンピア眼科病院
医師事務作業補助者

医師の診察補助ＰＣ入力作業他、多岐にわたる業務をお任せします。※基本的なＰＣスキルがあ

れば未経験ＯＫ

13070-

28789021
1307-305932-1 病院

150-

0001

東京都渋谷区神宮前２－１８－

１２

150-

0001
東京都渋谷区神宮前２－１８－１２ ＰＣ基本操作 試用期間あり ３ヶ月 140,000円～160,000円 眼科病院６階建４０床

白内障、緑内障、斜視等の手術に加え、甲状腺眼症に

対する眼窩減圧術等も対応しており、全国から患者様

が来院されます。

理事長 井上吐州
渋谷公共職

業安定所

墨田加工株式会社
http://www.sumi

da-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

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.bus

hcraft.co.jp/
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２－１－２Ｔ

＆Ｔビル４Ｆ

194-

0021
東京都町田市中町２－１－２Ｔ＆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.lincs

tech.com/lincste

chyga/index.htm

l

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１６

０８

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

株式会社ディモラス
飲食店「モスバーガー」の

運営スタッフ（烏山店）

ホール（接客）とキッチン（調理）、発注など店舗運営全般■ホールの仕事・レジでの接客・商

品の提供・ドリンクの製造■キッチンの仕事・ハンバーガーなどの製造・洗い場・野菜などの仕

込み■管理の仕事・食材の発注や在庫管理・売上管理・採用管理やスタッフの教育

22031-

01746521
2203-618497-8 その他の飲食店

412-

0042
静岡県御殿場市萩原６３５

157-

0062

東京都世田谷区南烏山６－２２－１８ベルカ

ント南烏山１階モスバーガー烏山店

ワード、エクセル、パワーポイントの一

般的な操作ができること
試用期間あり ３ヶ月 190,000円～250,000円

ハンバーガーチェーン「モスバーガー」のフランチャイズ

展開。モスバーガー烏山店・モスバーガー谷保駅前店の２

店舗を運営。

「パートナー・お客様から感謝される仕事をしよう」

「パートナーが心身ともに幸せになること」を目標に

楽しく働ける職場を目指しています。

代表取締

役
土屋慶城

沼津公共職

業安定所御

殿場出張所

株式会社ディモラス

飲食店「モスバーガー」の

店舗スタッフ（谷保駅前

店）

ホール（接客）とキッチン（調理）、発注など店舗運営全般■ホールの仕事・レジでの接客・商

品の提供・ドリンクの製造■キッチンの仕事・ハンバーガーなどの製造・洗い場・野菜などの仕

込み■管理の仕事・食材の発注や在庫管理・売上管理・採用管理やスタッフの教育

22031-

01747421
2203-618497-8 その他の飲食店

412-

0042
静岡県御殿場市萩原６３５

186-

0003

東京都国立市富士見台１－１７－１５モス

バーガー谷保駅前店

ワード、エクセル、パワーポイントの一

般的な操作ができること
試用期間あり ３ヶ月 190,000円～250,000円

ハンバーガーチェーン「モスバーガー」のフランチャイズ

展開。モスバーガー烏山店・モスバーガー谷保駅前店の２

店舗を運営。

「パートナー・お客様から感謝される仕事をしよう」

「パートナーが心身ともに幸せになること」を目標に

楽しく働ける職場を目指しています。

代表取締

役
土屋慶城

沼津公共職

業安定所御

殿場出張所

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、健康機器などヘルスケア商品の販売

企業で社員の福利厚生を担っている部隊「健康保険組

合」「共済組合」「人事部」「総務部」と仕事をして

おり、企業で働いている従業員の健康づくりをサポー

トしております。

代表取締

役
中辻公宏

大阪東公共

職業安定所

奈良県縫製協同組合 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請求書作成業務
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 試用期間なし 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監理団

体許可：許１７０８００１４８７
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.gres

tate.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

－１１ＧＯＴＮＤＡ・ＥＡＳ

Ｔ・ＢＬＤＧ４階

141-

0022

東京都品川区東五反田１－１６－１１ＧＯＴ

ＮＤＡ・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～350,000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

株式会社ミネトーヨー

住器

www.lixil-

madolier.jp/5000

404

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://karedjap

an.amebaownd.c

om

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、Ｏｕｔｌｏｏｋ

必須
試用期間あり ３ヶ月 180,000円～220,000円

雑貨品の輸入商社です。主に子供向けアニメ雑貨、幼児向

け雑貨を取り扱っています。

海外に関連工場があり仕事は安定しています。静かな

環境で落ち着いて仕事が出来ます。仕事には専門的な

内容も有りますが分からない事は指導教育致します。

代表取締

役
山下昭二

上野公共職

業安定所

株式会社エフ．エン

タープライズ

http://fenterpris

e.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２－３－５４Ｆ（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

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（Ｔ

ＥＲＲＡＭＯＳＳ）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

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

株式会社高島テクノロ

ジーセンター

http://www.t-

tech.co.jp

アシスタントスタッフ＜未

経験大歓迎＞

建築現場での施工管理業務のアシスタントをお任せします。・書類作成・工事写真撮影・スケ

ジュール調整・業者手配その他上記に付随する業務★業界未経験大歓迎！充実した教育体制あ

り！★資格取得の支援あり。未経験でもキャリアアップ可能！

13040-

46556821
1304-642119-6 土木建築サービス業

108-

0075

東京都港区港南二丁目１６－４

品川グランドセントラルタワー

７階

108-

0075

東京都港区港南二丁目１６－４品川グランド

セントラルタワー７階
試用期間あり ３カ月 183,000円～250,000円

建設コンサルタント業、公共及び民間発注の建設工事に伴

う調査・計画・設計・施工管理業務。一般建設業・一級建

築士事務所・一般労働者派遣事業、有料職業紹介事業。派

１４－３０１００５

昭和４８年に橋梁専門のコンサルタントとして創業以

来、社会インフラの設計業務等で数多くの実績あり。

現在は民需の開拓にも積極的に取り組んでいます。

（紹介）１４－ユ－３００７９７

代表取締

役
遊佐浩幸

品川公共職

業安定所

株式会社トーヨー

キッチンスタイル

東京ショールーム

http://www.toyo

kitchen.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/
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－ｍａｉｌ基

本操作
試用期間あり １～３ヶ月 210,000円～210,000円

半導体を製造する装置の売買を主業務とする専門商社で

す。サービス・ソリューションも同時に提供しておりま

す。アジア各国を中心としたエンドユーザー、半導体製造

メーカーと専属取引中です。

ＩＣＴを活用した場所に捉われない働き方を採用して

いる為、子育て中の方も活躍中です。各自が自分の仕

事に責任と誇りをもって取り組んでおり売り上げも順

調

代表取締

役
頼榮陸

新宿公共職

業安定所

株式会社システム情報

企画

http://www.syst

em-joho.co.jp/

営業／業務無線機や防犯シ

ステムを提案：フィールド

セールス

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

します。＊不況に強い企業や学校に対し「安心」を提案！＊社内外の研修があります。１ヶ月間

は研修、その後１年間は先輩がサポート致しますので、未経験の方でも安心。＊業務改善や安全

管理の提案としてお客様から感謝されることも多く、また成果に応じた報奨金制度もあります。

◆新宿区の求人情報サイト「新宿区しごと図鑑」にも掲載あり◆ｈｔｔｐｓ：／／ｓｈｉｎｊｕ

ｋｕ－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４

１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.jplus

d.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．Ｗｏ

ｒｄ、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１３－３１１５０８

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６－１

２－４３

178-

0061
東京都練馬区大泉学園町６－１２－４３

エクセル・ワード（フォーマットに入力

する程度）メール作成
試用期間あり ３ヶ月 200,000円～500,000円 戸建建築、建築設計、不動産売買・仲介

建築ではフランチャイズのクレバリーホームに加盟。

営業・設計・現場監督が安心の家造りを自信を持って

ご提案できます。また不動産営業員が在籍しており、

連携して幅のある営業が可能です。

代表取締

役
小倉裕己

池袋公共職

業安定所

株式会社ミネトーヨー

住器

www.lixil-

madolier.jp/5000

404

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.chiy

odaunyu.co.jp

事務員（システム管理部

門）

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

成※ＩＴ関連業者と現場管理者との仲介的業務、システム開発運用補助業務※電話対応及び来客

対応※社内システムを含む機器管理業務他庶務的業務

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、ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ、Ｗ

ｏｒｄ等、ＰＣの一般的な操作
試用期間あり ３ヶ月 136,500円～175,000円 一般貨物運送事業各種自動車回送請負業倉庫業引越業

創立６６周年を迎えました。主な取引先は日野自動車

等の大企業で経営基盤は安定しています。ＣＳＲを重

視し、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

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１－６２Ｆ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

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５－１２－１

１ＮＣＯメトロ神谷町２階

105-

0001

東京都港区虎ノ門５－１２－１１ＮＣＯ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

ＯＩ．ＣＡＰＩＴＡＬ

株式会社

http://www.orie

nt-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．９０６Ｆ

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．１４０３Ｆ

「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・Ｔ

Ｘ・ＣＴ・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１２５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、「Ｏｎｅｆｏｒａｌｌ、Ａｌｌｆｏｒｏｎ

ｅ」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Ｋｉｎｇｍａ

ｋｅｒ

https://www.kin

gmaker.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・Ｖｌｏｏ

ｋｕｐ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.tohb

an.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

代表取締

役
縄田正一

廿日市公共

職業安定所

株式会社ヤナギサワ

【転勤無し】データエント

リスタッフ／東京都港区で

の募集

自社で取り扱う商品のカタログデータや付帯情報、またお取引先様向けの情報加工、画像加工

等、商品データにまつわる入力・編集作業が主たる業務内容です。運用ルールなどこれから固め

ていく必要がある部門ですので、初期メンバとして意見など交換しながら進めていける仕事にな

13040-

45236521
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

株式会社日辰
http://www.nitta

tu.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

トキワ科学器械株式会

社

https://www.toki

wakk.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.taka

se-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１－５－１Ｋ

ＩＰビル５Ｆ

146-

0093
東京都大田区矢口１－５－１ＫＩＰビル５Ｆ

ＰＣ入力（エクセル・ワード・レセプト

コンピュータ等）
試用期間あり ３ヶ月 200,000円～300,000円 在宅療養支援診療所

当クリニックは、ご高齢で在宅や施設での診察が必要

な方を対象に患者様の元へ定期的に訪問して診察を行

う在宅支援診療所（訪問診療）です。「医療コンシェ

ルジュ」を目標としています。

理事長 高瀬義昌
大森公共職

業安定所

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１－３－８Ｙ

ＫＢ新宿御苑ビル４階

160-

0022

東京都新宿区新宿１－３－８ＹＫＢ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

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

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

株式会社クラスト
https://www.cla

st.co.jp
企画営業（府中支店）

資産運用の手段として賃貸マンション事業をご提案する仕事です。主に土地活用をお考えのお客

様、遊休地をお持ちのお客様に賃貸マンションの建設を提案し、受注活動を行なって頂きます。

また、受注後には、お客様と関連部署とのパイプ役を担って頂きます。

22020-

09134521
2202-926799-0 一般土木建築工事業

430-

0907

静岡県浜松市中区高林４－７－

１５

183-

0032

東京都府中市本宿町２―１６―９【府中支

店】
試用期間あり ３ケ月 192,000円～220,000円

賃貸共同住宅および専用住宅の企画・設計・施工管理を行

う総合建築業です。

土地活用をお考えのお客様に、４５年以上にわたり貨

貸マンション経営をお勧めし、約３万戸の実積。首都

圏・近畿圏と業容を拡大し、今後も更なる営業基盤の

拡大を図って参ります。

代表取締

役社長
仁地一哲

浜松公共職

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.won

ds.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１３－０１１

１７７

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.mcm

jp.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



医療法人社団鶴亀会

新宿つるかめクリニッ

ク

http://www.tsur

ukamekai.jp

事務長補佐・総務・庶務／

武蔵小金井

◎事務長業務の補佐、総務・庶務を担当していただきます。＊各種資料作成・会議開催の補佐＊

物品、消耗品等発注・在庫管理関連＊医療機器以外の修理・修繕等の連絡、調整窓口＊郵便物の

回収、集荷対応＊日々の入金、両替などの外回り＊クリニック⇔事務所の書類等のメッセン

ジャー（多少重たい段ボール箱や什器の移動もあり）＊その他、渉外係や各部署のサポートなど

柔軟に対応をお願いします

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

ＭｉｃｒｏｓｏｆｔＯｆｆｉｃｅ（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

メリードゥビューティ

プロダクツ株式会社

http://www.merr

ydo.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（４０

００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

株式会社エンゼル
http://www.ange

l-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６－２４ＫＯＣ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ｗｅ

ｂ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

株式会社シーディア東

京デザインセンター

http:/www.seede

a.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Ｚ

ｏｎｅＫ２Ｆ

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ＺｏｎｅＫ２Ｆ
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－

２４－１０ＫＡＮＤＡＣＲＯＳ

Ｓ９階

101-

0041

東京都千代田区神田須田町１－２４－１０Ｋ

ＡＮＤＡＣＲＯＳＳ９階

ＰＣ基本以上（Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ、

Ｐｏｗｅｒｐｏｉｎｔ）
試用期間あり １か月 200,000円～230,000円

観光地を中心に地域活性化事業を展開しています。その土

地が持つ魅力と、新しい発見を提供しています。他にも健

康支援事業やプロモーション事業を展開しています。

公的な仕事が多いため、季節ごとに業務の偏りはあり

ますが、提案書や企画書の作成などから初めてゆくゆ

くは現場を直接オーガナイズして頂きたいと考えてい

代表取締

役
関暢貴

飯田橋公共

職業安定所

太田隆株式会社
http://www.ohta

ryu.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１

６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

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－

５ＫＳビル８階

104-

0032

東京都中央区八丁堀３丁目９－５ＫＳビル８

階

Ｗｏｒｄ，Ｅメール、基本的なＥｘｃｅ

ｌ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１－１－１

２

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

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

Ｇｉｒａｆｆａビル２階

150-

0012

東京都渋谷区広尾１－６－１０Ｇｉｒａｆｆ

ａビル２階
試用期間あり ３か月 220,000円～400,000円 ＮＦＴ事業、ブロックチェーン事業、資金移動事業

日本で唯一ブロックチェーンをオリジナルで作成して

おり２０２３年に上場する予定です。ブロックチェー

ンに知識のある方や新しいことに挑戦したいベン

チャースピリッツのある方を歓迎します。

代表取締

役社長
坂本誉幸

渋谷公共職

業安定所

株式会社開店市場
https://www.kait

enichiba.jp

【急募】営業事務＜江戸川

区＞

事務所内での受注処理業務です。※お客様の在庫資産（機械備品）買取売買契約等の事務処理業

務。電話・メール・ＦＡＸ等の応対・日程調整などの業務※ＰＣのタッチタイピングが必須にな

ります。

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.

sanwaventi.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・簡易かまど等の製造販

売。

昭和３０年創業以来４０年順調に業績を伸ばし、バブ

ルのあおり等あまり受けない堅実な経営を誇りにして

います。若い感覚を導入し社風の刷新に力を注いでま

す。

代表取締

役
服部聡始

一宮公共職

業安定所

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

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６－２４ＫＯＣ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ｗｅ

ｂ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６－２４ＫＯＣ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ｗｅ

ｂ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.sho

wa-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ＴＭ

Ｍ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.gme

c.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１４ＳＴ渋

谷ビル５階「東京オフィス」

・Ｗｉｎｄｏｗｓ１０の基本操作・Ｍｉ

ｃｒｏｓｏｆｔＥｘｃｅｌ・Ｗｏｒｄ・

電子メールの操作

試用期間あり ６ヶ月 210,000円～250,000円

粉粒体の定量供給装置を始めとした、粉粒体のハンドリン

グ設備の設計、開発、製造販売、工事施工及メンテナンス

管理。

粉粒体定量供給装置をメインのハンドリング設備メー

カーです。官公庁や大手プラントから厚い信頼を得て

います。２０１６年１月にグローバル展開を視野に社

名を変更し、新社屋新工場に移転拡張。

代表取締

役社長
石山捨美

福岡東公共

職業安定所

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

社会保険労務士法人

チアレッジ

http://www.chee

rage.co.jp/recruit

ment

●社労士補助／短時間正社

員／テレワーク勤務可

●社会保険・労働保険手続代行業務、給与計算代行業務等の事務作業だけではなく、研修やコン

サルにも力を入れています。幅広いスキルを習得して成長できます。●従業員の８割が未経験で

スタートしています。●傍を楽にする「はたらく」をモットーに仕事をしています。「はたらく

人を元氣にして、会社と社会を元氣にする」という経営理念です。この経営理念を元に毎朝ユ

ニークな朝礼を行っています。●お客様の悩みを聴いてくること（あくまでも聴く事が大事で

す）やクラウドシステムを活用したお客様の事務負担軽減のためのコンサルティング等、能力に

応じて、どんどん難しい仕事をお任せしていきます。＃マザーズ

13010-

37896821
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、Ｗｏｒｄ操作スキル
試用期間あり ３カ月 155,400円～189,700円

３０～４０代の代表とスタッフが働く社労士法人。事務処

理ばかりでなく、定着と採用に関する教育研修や人材コン

サルティングに強みを持つ未来型社労士法人。介護・保育

業界にお客様が多い。

代表とマネージャーがスーパー銭湯出身で、飲食業界

出身者や営業出身者が在籍する一風変わった社労士法

人です。東京都の朝礼コンテストで準優勝したユニー

クな朝礼がある楽しい事務所です。

代表社員 三輪康信
飯田橋公共

職業安定所

有限会社スムラボ
https://sumurab

o.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

タカラ産業株式会社
https://www.tak

aranet.co.jp

ルート営業及び顧客開拓

（東京）

オリジナル製品の提案営業得意先との受注から納品までの折衝日用品から建材部品等、あらゆる

業界の樹脂製品を製造しています射出成型品及び金属品の打ち合わせ

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１１－１ＧＯＳＨ

Ｏ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、ＩＳ

ＯＴＳ１６９４９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.gres

tate.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

－１１ＧＯＴＮＤＡ・ＥＡＳ

Ｔ・ＢＬＤＧ４階

141-

0022

東京都品川区東五反田１－１６－１１ＧＯＴ

ＮＤＡ・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.upto

wn.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

有限会社七福保険事務

所
金融保険の提案

火災保険・自動車保険・その他保険の満期継続業務＊ノルマや飛び込み営業はありません（追加

商品のご提案等目標ありまます）＊マイカー通勤歓迎※お客様への訪問時マイカー使用可能（ガ

ソリン代等費用全額支給／社用車はありません）＊ＰＣスマホ貸付＊入社後保険販売に伴う生損

保の資格試験に合格してもらいます。＊未経験者には研修実施

13060-

05426521
1306-613522-5 保険媒介代理業

146-

0092

東京都大田区下丸子３－８－１

６七福ビル４階

146-

0092

東京都大田区下丸子３－８－１６七福ビル４

階
Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ 試用期間あり ３ヶ月 200,000円～350,000円 損害保険・生命保険会社の代理店を行っている。

風通しの良い明るい元気な零細企業です。常に明る

く、元気よく仕事に取り組むことが当社の社風です。

代表取締

役

高辻八十

一

大森公共職

業安定所

株式会社スミダプロダ

クツ

http://www.sumi

da-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



株式会社駿河屋
https://www.sur

ugaya-life.jp

総合事務職（総合建設・不

動産）

総務、営業、人事、経理の事務サポート業務等お願いします。・メール、電話・来店者へのお茶

出し・お客様の相談予約の受付、資料の発送・データ入力・書類の作成と管理・消耗費（備品

類）の発注と管理慣れてきたら簡単な経理や営業のサポート（書類の作成、既存のお客様とのス

ケジュール調整）もお願いします。その他付随する業務

13120-

06993221
1312-516328-3 その他の職別工事業

131-

0033

東京都墨田区向島１－２２－１

４

131-

0033
東京都墨田区向島１－２２－１４ ワード、エクセルの入力、表計算等 試用期間なし 185,000円～200,000円

総合建設物・営繕・改修・一般リフォーム・不動産業一級

建築士事務所創業：西暦１６５７年

自然素材住宅の新築・リフォームの設計施工管理業務

です。人間性を大切にしています。不動産取引は２０

１５年から行っています。

代表取締

役
一桝靖人

墨田公共職

業安定所

洲際海運ジャパン株式

会社

http://www.seac

onstar.com

営業窓口、事務、アシスタ

ント／物流業

洲際海運ジャパンは船舶運航事業、船舶用船事業、船舶売買事業、船舶サービス事業を行ってお

ります。主に日本の商社、物流会社、海運会社などがお客様になっております。当社では、日

本、中国、韓国、ロシア、東南アジア間の海上輸送において、お客様の貨物を「迅速、安全、確

実」をお届ける、お客様のニーズに合致した効率的且つ最適な輸送方法を提案し、貨物を目的地

に確実にお届けする一貫物流サービスを行っております。将来の基幹社員となる方を物流業の営

業窓口、事務、アシスタントを求めております。

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１

２－１２櫻正宗東日本橋ビル２

階

103-

0004

東京都中央区東日本橋３丁目１２－１２櫻正

宗東日本橋ビル２階
試用期間あり 三か月 250,000円～450,000円

洲際海運ジャパンは洲際船務集団の日本現地法人として船

舶運航事業、船舶用船事業、船舶売買事業、船舶サービス

事業を行っております。

日本のお客様のニーズに応じ、ワンストップ船舶運営

サービス及び海上物流ソリューションの提供に努めて

います。お互いに助け合い、相互発展を目指し、皆が

主人公の等しい集団を形成しています。

代表取締

役
王西安

飯田橋公共

職業安定所

株式会社テクスパイア
https://www.tec

hspire.co.jp
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.ne

t/
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

－２２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

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.kait

enichiba.jp

【急募】一般事務＜江戸川

区＞

事務所内での受注処理業務です。※お客様の在庫資産（機械備品）を買取し、売買契約等の事務

処理業務・電話・メール・ＦＡＸ等の応対・日程調整等※ＰＣのタッチタイピングが必須になり

ます。

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９２－３ＪＲ

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.fur

ueng.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２

４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、Ｇ

Ｓ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://spacexon

e.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

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.chee

rage.co.jp/recruit

ment

●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、Ｗｏｒｄ操作スキル
試用期間あり ３カ月 177,700円～216,800円

３０～４０代の代表とスタッフが働く社労士法人。事務処

理ばかりでなく、定着と採用に関する教育研修や人材コン

サルティングに強みを持つ未来型社労士法人。介護・保育

業界にお客様が多い。

代表とマネージャーがスーパー銭湯出身で、飲食業界

出身者や営業出身者が在籍する一風変わった社労士法

人です。東京都の朝礼コンテストで準優勝したユニー

クな朝礼がある楽しい事務所です。

代表社員 三輪康信
飯田橋公共

職業安定所

社会保険労務士法人

チアレッジ

http://www.chee

rage.co.jp/recruit

ment

●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、Ｗｏｒｄ操作スキル
試用期間あり ３カ月 155,400円～189,700円

３０～４０代の代表とスタッフが働く社労士法人。事務処

理ばかりでなく、定着と採用に関する教育研修や人材コン

サルティングに強みを持つ未来型社労士法人。介護・保育

業界にお客様が多い。

代表とマネージャーがスーパー銭湯出身で、飲食業界

出身者や営業出身者が在籍する一風変わった社労士法

人です。東京都の朝礼コンテストで準優勝したユニー

クな朝礼がある楽しい事務所です。

代表社員 三輪康信
飯田橋公共

職業安定所

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～300,000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.tout

ec.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ＩＫＫ
http://www.dia

mond-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２

Ｆ東京営業所
試用期間あり ３ヶ月 213,000円～290,000円

電動工具（鉄筋カッター、パンチャー等）小型建設機械

（鉄筋ベンダー、コアドリル等）の製造メーカー。国内、

海外へと販売を手掛けています。＊

グローバルにビジネスを展開。電動工具を設計、製

造、販売し、国内のみならず、世界数十ヶ国へ輸出も

行っている会社です。当社の製品は世界中でも高い評

価をいただき、ご利用されています。

代表取締

役
八谷剛

沼津公共職

業安定所

株式会社エコウッド
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４０６

108-

0074
東京都港区高輪２－１４－９三愛ビル４０６ 試用期間あり ３ヶ月 200,000円～220,000円 木材・プラスチックス再生複合材の製造及び販売

建築現場や工場から排出される廃木材や廃プラスチッ

クを微粉砕し、混練加熱し半溶解状態としたものを成

形・加工して建材等を製造販売しています。東京の商

業施設・公共施設に採用されています。

代表取締

役社長
石本康治

品川公共職

業安定所

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４０６

108-

0074
東京都港区高輪２－１４－９三愛ビル４０６ 試用期間あり ３ヶ月 200,000円～350,000円 木材・プラスチックス再生複合材の製造及び販売

建築現場や工場から排出される廃木材や廃プラスチッ

クを微粉砕し、混練加熱し半溶解状態としたものを成

形・加工して建材等を製造販売しています。東京の商

業施設・公共施設に採用されています。

代表取締

役社長
石本康治

品川公共職

業安定所

株式会社久田

（チーズ王国）

https://www.che

ese-oukoku.co.jp

チーズ販売員／（小田急新

宿店）新宿区西新宿

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

伸びるチーズのビジネスチャンスをつかみませんか？○セミナーコース：３～５年当社で就業し

ていただき、社内資格制度を取得後チーズの知識を身に付けると、講師としてチーズセミナー開

くことができます。○独立コース：５～８年当社で就業していただき、当社のバックアップのも

と、全国の一流デパート、駅ビルに自分のお店を持つことが出来ます。※当社で働くことによっ

てチーズのプロになれます。チーズプロフェッショナル技術を身につけ将来の安定を！

13150-

07349721
1315-305379-5 その他の飲食料品小売業

190-

0003
東京都立川市栄町４－１６－１

160-

8001

東京都新宿区西新宿１一１一３小田急百貨店

新宿店Ｂ２Ｆ
試用期間あり ３ヶ月 192,000円～255,000円

・チーズ本来の味を求め、世界から選び抜いたチーズを中

心とした販売業務及びチーズ関連食材の卸業務を含む（ホ

テル、機内食、ネット販売等での販売を含む。）・チーズ

の品質と状態管理。

世界のナチュラルチーズを直輸入し百貨店・駅ビル等

で販売。国内２３店舗に加え、フランスのパリにチー

ズショップを展開。チーズのプロを唯一育てられる会

社。チーズ王国の独立支援制度有。

代表取締

役
久田謙

立川公共職

業安定所

株式会社久田

（チーズ王国）

https://www.che

ese-oukoku.co.jp
チーズ販売員／立川市

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

ら伸びるチーズのビジネスチャンスをつかみませんか？○セミナーコース：３～５年当社で就業

していただき、社内資格制度を取得後チーズの知識を身に付けると、講師としてチーズセミナー

開くことができます。○独立コース：５～８年当社で就業していただき、当社のバックアップの

もと、全国の一流デパート、駅ビルに自分のお店を持つことが出来ます。※当社で働くことに

よってチーズのプロになれます。若いうちに技術を身につけ将来の安定を！

13150-

07351421
1315-305379-5 その他の飲食料品小売業

190-

0003
東京都立川市栄町４－１６－１

190-

0012

東京都立川市曙町２－５－１伊勢丹立川店Ｂ

１当社店舗
試用期間あり ３ヶ月 192,000円～255,000円

・チーズ本来の味を求め、世界から選び抜いたチーズを中

心とした販売業務及びチーズ関連食材の卸業務を含む（ホ

テル、機内食、ネット販売等での販売を含む。）・チーズ

の品質と状態管理。

世界のナチュラルチーズを直輸入し百貨店・駅ビル等

で販売。国内２３店舗に加え、フランスのパリにチー

ズショップを展開。チーズのプロを唯一育てられる会

社。チーズ王国の独立支援制度有。

代表取締

役
久田謙

立川公共職

業安定所

株式会社久田

（チーズ王国）

https://www.che

ese-oukoku.co.jp

チーズ販売員／（アトレ吉

祥寺店）武蔵野市

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

ら伸びるチーズのビジネスチャンスをつかみませんか？○セミナーコース：３～５年当社で就業

していただき、社内資格制度を取得後チーズの知識を身に付けると、講師としてチーズセミナー

開くことができます。○独立コース：５～８年当社で就業していただき、当社のバックアップの

もと、全国の一流デパート、駅ビルに自分のお店を持つことが出来ます。※当社で働くことに

よってチーズのプロになれます。チーズプロフェッショナル技術を身につけ将来の安定を！

13150-

07352321
1315-305379-5 その他の飲食料品小売業

190-

0003
東京都立川市栄町４－１６－１

180-

0003

東京都武蔵野市吉祥寺南町１－１－２４アト

レ吉祥寺１Ｆ
試用期間あり ３ヶ月 192,000円～255,000円

・チーズ本来の味を求め、世界から選び抜いたチーズを中

心とした販売業務及びチーズ関連食材の卸業務を含む（ホ

テル、機内食、ネット販売等での販売を含む。）・チーズ

の品質と状態管理。

世界のナチュラルチーズを直輸入し百貨店・駅ビル等

で販売。国内２３店舗に加え、フランスのパリにチー

ズショップを展開。チーズのプロを唯一育てられる会

社。チーズ王国の独立支援制度有。

代表取締

役
久田謙

立川公共職

業安定所

株式会社久田

（チーズ王国）

https://www.che

ese-oukoku.co.jp

チーズ販売員／（ルミネ荻

窪店）杉並区

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

ら伸びるチーズのビジネスチャンスをつかみませんか？○セミナーコース：３～５年当社で就業

していただき、社内資格制度を取得後チーズの知識を身に付けると、講師としてチーズセミナー

開くことができます。○独立コース：５～８年当社で就業していただき、当社のバックアップの

もと、全国の一流デパート、駅ビルに自分のお店を持つことが出来ます。※当社で働くことに

よってチーズのプロになれます。チーズプロフェッショナル技術を身につけ将来の安定を！

13150-

07356021
1315-305379-5 その他の飲食料品小売業

190-

0003
東京都立川市栄町４－１６－１

167-

0043

東京都杉並区上荻１－７－１ルミネ荻窪店Ｂ

１
試用期間あり ３ヶ月 192,000円～255,000円

・チーズ本来の味を求め、世界から選び抜いたチーズを中

心とした販売業務及びチーズ関連食材の卸業務を含む（ホ

テル、機内食、ネット販売等での販売を含む。）・チーズ

の品質と状態管理。

世界のナチュラルチーズを直輸入し百貨店・駅ビル等

で販売。国内２３店舗に加え、フランスのパリにチー

ズショップを展開。チーズのプロを唯一育てられる会

社。チーズ王国の独立支援制度有。

代表取締

役
久田謙

立川公共職

業安定所

株式会社久田

（チーズ王国）

https://www.che

ese-oukoku.co.jp

チーズ販売員／（伊勢丹新

宿店）新宿区

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

伸びるチーズのビジネスチャンスをつかみませんか？社内資格制度を取得後○セミナーコース：

３～５年当社で就業していただき、チーズの知識を身に付けると、講師としてチーズセミナーを

開くことができます。○独立コース：５～８年当社で就業していただき、当社のバックアップの

もと、全国の一流デパート、駅ビルに自分のお店を持つことが出来ます。※当社で働くことに

よってチーズのプロになれます。チーズプロフェッショナル技術を身につけ将来の安定を！

13150-

07359221
1315-305379-5 その他の飲食料品小売業

190-

0003
東京都立川市栄町４－１６－１

160-

0022

東京都新宿区新宿３－１４－１伊勢丹新宿店

Ｂ１
試用期間あり ３ヶ月 192,000円～255,000円

・チーズ本来の味を求め、世界から選び抜いたチーズを中

心とした販売業務及びチーズ関連食材の卸業務を含む（ホ

テル、機内食、ネット販売等での販売を含む。）・チーズ

の品質と状態管理。

世界のナチュラルチーズを直輸入し百貨店・駅ビル等

で販売。国内２３店舗に加え、フランスのパリにチー

ズショップを展開。チーズのプロを唯一育てられる会

社。チーズ王国の独立支援制度有。

代表取締

役
久田謙

立川公共職

業安定所



株式会社久田

（チーズ王国）

https://www.che

ese-oukoku.co.jp

チーズ販売員／（松屋銀座

店）中央区

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

伸びるチーズのビジネスチャンスをつかみませんか？社内研修制度を取得後○セミナーコース：

３～５年当社で就業していただき、チーズの知識を身に付けると、講師としてチーズセミナー開

くことができます。○独立コース：５～８年当社で就業していただき、当社のバックアップのも

と、全国の一流デパート、駅ビルに自分の店を持つことが出来ます。※当社で働くことによって

チーズのプロになれます。チーズプロフェッショナル技術を身につけ将来の安定を！

13150-

07363021
1315-305379-5 その他の飲食料品小売業

190-

0003
東京都立川市栄町４－１６－１

104-

0061

東京都中央区銀座３－６－１松屋銀座Ｂ１Ｆ

銀座店
試用期間あり ３ヶ月 192,000円～255,000円

・チーズ本来の味を求め、世界から選び抜いたチーズを中

心とした販売業務及びチーズ関連食材の卸業務を含む（ホ

テル、機内食、ネット販売等での販売を含む。）・チーズ

の品質と状態管理。

世界のナチュラルチーズを直輸入し百貨店・駅ビル等

で販売。国内２３店舗に加え、フランスのパリにチー

ズショップを展開。チーズのプロを唯一育てられる会

社。チーズ王国の独立支援制度有。

代表取締

役
久田謙

立川公共職

業安定所

株式会社久田

（チーズ王国）

https://www.che

ese-oukoku.co.jp

チーズ販売員／（東武池袋

店）豊島区池袋

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

伸びるチーズのビジネスチャンスをつかみませんか？社内資格制度を取得後○セミナーコース：

３～５年当社で就業していただき、チーズの知識を身に付けると、講師としてチーズセミナーを

開くことができます。○独立コース：５～８年当社で就業していただき、当社のバックアップの

もと、全国の一流デパート、駅ビルに自分のお店を持つことが出来ます。※当社で働くことに

よってチーズのプロになれますチーズプロフェッショナル技術を身につけ将来の安定を！

13150-

07366221
1315-305379-5 その他の飲食料品小売業

190-

0003
東京都立川市栄町４－１６－１

000-

0000

東京都豊島区西池袋１－１－２５東武百貨店

池袋店Ｂ２
試用期間あり ３ヶ月 192,000円～255,000円

・チーズ本来の味を求め、世界から選び抜いたチーズを中

心とした販売業務及びチーズ関連食材の卸業務を含む（ホ

テル、機内食、ネット販売等での販売を含む。）・チーズ

の品質と状態管理。

世界のナチュラルチーズを直輸入し百貨店・駅ビル等

で販売。国内２３店舗に加え、フランスのパリにチー

ズショップを展開。チーズのプロを唯一育てられる会

社。チーズ王国の独立支援制度有。

代表取締

役
久田謙

立川公共職

業安定所

株式会社久田

（チーズ王国）

https://www.che

ese-oukoku.co.jp

チーズ販売員／（西武池袋

店）豊島区南池袋

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

伸びるチーズのビジネスチャンスをつかみませんか？社内資格制度を取得後○セミナーコース：

３～５年当社で就業していただき、チーズの知識を身に付けると、講師としてチーズセミナーを

開くことができます。○独立コース：５～８年当社で就業していただき、当社のバックアップの

もと、全国の一流デパート、駅ビルに自分のお店を持つことが出来ます。※当社で働くことに

よってチーズのプロになれますチーズプロフェッショナル技術を身につけ将来の安定を！

13150-

07368421
1315-305379-5 その他の飲食料品小売業

190-

0003
東京都立川市栄町４－１６－１

171-

0022

東京都豊島区南池袋１－２８－１Ｂ１チーズ

王国西武池袋店
試用期間あり ３ヶ月 192,000円～255,000円

・チーズ本来の味を求め、世界から選び抜いたチーズを中

心とした販売業務及びチーズ関連食材の卸業務を含む（ホ

テル、機内食、ネット販売等での販売を含む。）・チーズ

の品質と状態管理。

世界のナチュラルチーズを直輸入し百貨店・駅ビル等

で販売。国内２３店舗に加え、フランスのパリにチー

ズショップを展開。チーズのプロを唯一育てられる会

社。チーズ王国の独立支援制度有。

代表取締

役
久田謙

立川公共職

業安定所

株式会社久田

（チーズ王国）

https://www.che

ese-oukoku.co.jp

チーズ販売員／（二子玉川

東急フードショー店）世田

谷区

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

伸びるチーズのビジネスチャンスをつかみませんか？社内資格制度を取得後○セミナーコース：

３～５年当社で就業していただき、チーズの知識を身に付けると、講師としてチーズセミナーを

開くことができます。○独立コース：５～８年当社で就業していただき、当社のバックアップの

もと、全国の一流デパート、駅ビルに自分のお店を持つことが出来ます。※当社で働くことに

よってチーズのプロになれます。チーズプロフェッショナル技術を身につけ将来の安定を！

13150-

07369321
1315-305379-5 その他の飲食料品小売業

190-

0003
東京都立川市栄町４－１６－１

158-

0094

東京都世田谷区玉川２丁目２１－２東急百貨

店二子玉川東急フードショー
試用期間あり ３ヶ月 192,000円～255,000円

・チーズ本来の味を求め、世界から選び抜いたチーズを中

心とした販売業務及びチーズ関連食材の卸業務を含む（ホ

テル、機内食、ネット販売等での販売を含む。）・チーズ

の品質と状態管理。

世界のナチュラルチーズを直輸入し百貨店・駅ビル等

で販売。国内２３店舗に加え、フランスのパリにチー

ズショップを展開。チーズのプロを唯一育てられる会

社。チーズ王国の独立支援制度有。

代表取締

役
久田謙

立川公共職

業安定所

尚禾株式会社
http://www.shok

agroup.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：１

３－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

シャノアス社会保険

労務士法人

https://sr-

ihara.com

【未経験歓迎】社労士事務

所の顧客担当・人事コンサ

ル

・労働社保手続き、給与計算、助成金申請、労務相談・人事コンサルティング（人事制度、就業

規則、採用支援他）・法改正等の情報発信と提案・顧客開拓の補助未経験者歓迎します。一つ一

つ対応できる業務の範囲を広げていきましょう。一から丁寧に教えますのでご安心ください。慣

れてきたら半分は顧客担当として手続き・給与計算・労務相談などの業務を行い、半分は代表と

一緒に人事コンサルティングや顧客開拓に取り組んでいただきます。グループリーダー候補とし

てしっかりと育成していきます。

13080-

25940821
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 240,000円～300,000円

高田馬場駅近くの社労士法人。従業員１００人未満の企業

に社会保険・給与計算・就業規則作成などの手続きと未払

い残業代対策・人事制度の構築・採用定着支援といったコ

ンサルティングを実施。

「従業員１００人未満の社長・人事担当者のお悩みを

解決に導く」という理念をもとに、これまでの社労士

事務所の枠を超えたサービスの開発と積極的な提案を

行っています。

代表 伊原健人
新宿公共職

業安定所

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。＃マザーズ

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.html
製造業の営業職

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

業担当者の募集です。・自社製造工場を持つ営業部でのお仕事です。・既存担当営業の後継者目

的です。・企業顧客への定期訪問（営業活動）、販路拡大の営業。・製造品に対する顧客との打

ち合わせ。・新規顧客の開拓。ものづくり、樹脂業界未経験者の方でも一から共にお教えしま

す。営業の際は、社用車（乗用車ＡＴ）を使用していただきます。

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

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。＊ご応募される方は、ハローワークから「紹介状」の交付を受けてください。

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

Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ（簡単な入力程

度）
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.elen

e.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

５－９ＮＫビル

105-

0004

東京都港区新橋２－１３－８新橋東和ビル２

Ｆ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２５５２

３号有料職業紹介２７－ユ３０１３０８派－２７－３０２

０４７。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.sun

denshi-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６－１

５ー９明治安田生命末広町ビル

５Ｆ

101-

0021

東京都千代田区外神田６－１５ー９明治安田

生命末広町ビル５Ｆ
試用期間あり ３ヶ月 169,098円～205,000円 半導体及び電子部品の販売

会社創立以来着実に業績を伸ばし続け、安定成長を遂

げている。また毎年決算賞与がある会社である。（会

社所有保養所あり）（株）村田製作所の代理店（１１

社ある中の１社）

代表取締

役社長
江部哲人

飯田橋公共

職業安定所

株式会社サン電子
http://www.sun

denshi-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６－１

５ー９明治安田生命末広町ビル

５Ｆ

101-

0021

東京都千代田区外神田６－１５ー９明治安田

生命末広町ビル５Ｆ
パソコンの操作（ワード・エクセル） 試用期間あり ３ヶ月 160,963円～201,000円 半導体及び電子部品の販売

会社創立以来着実に業績を伸ばし続け、安定成長を遂

げている。また毎年決算賞与がある会社である。（会

社所有保養所あり）（株）村田製作所の代理店（１１

社ある中の１社）

代表取締

役社長
江部哲人

飯田橋公共

職業安定所

株式会社ユニヴァ・

ジャパン

https://www.esc

o-

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ト

福利厚生豊富留学生歓迎！就労ビザ取得支援制度あり

ます！

代表取締

役社長
姥谷芳昭

品川公共職

業安定所

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６－２－２

９ＦＳＣビル

143-

0016
東京都大田区大森北６－２－２９ＦＳＣ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６－２－２

９ＦＳＣビル

143-

0016
東京都大田区大森北６－２－２９ＦＳＣ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６－２－２

９ＦＳＣビル

143-

0016
東京都大田区大森北６－２－２９ＦＳＣ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

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、各種印刷等も手がけておりま

す。

屋外広告提出に必要なデータ量は数千件にも及びま

す。調査力、企業力等クライアント様にご評価頂いて

おります。

代表取締

役
載本智昭

新宿公共職

業安定所

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－ｍａｉｌ基

本操作
試用期間あり １～３ヶ月 210,000円～210,000円

半導体を製造する装置の売買を主業務とする専門商社で

す。サービス・ソリューションも同時に提供しておりま

す。アジア各国を中心としたエンドユーザー、半導体製造

メーカーと専属取引中です。

ＩＣＴを活用した場所に捉われない働き方を採用して

いる為、子育て中の方も活躍中です。各自が自分の仕

事に責任と誇りをもって取り組んでおり売り上げも順

調

代表取締

役
頼榮陸

新宿公共職

業安定所

家．ｃｏｍ株式会社

http://www.ieco

m-

ooizumigakuen.j

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Ｑｕｒｅｐａ

ｓｓ

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

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５－１

２

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

株式会社ユナイトボー

ド

http://www.unit

eboard.com

間仕切の提案、間取りの企

画及び営業販売／トライア

ル併用

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

お客様の要望に合った製品のレイアウト設計や、仕様・色の提案などを含め、総合的な空間プロ

デュースを行います。お問い合わせがあったお客様への提案が中心のお仕事です。お客様に新し

い住空間や職場空間をご提案させていただくことで、お客様の未来が拓けていくことに貢献でき

ます。

13130-

07674121
1313-201119-0 建具製造業

132-

0021

東京都江戸川区中央２丁目２３

－１６

132-

0021
東京都江戸川区中央２丁目２３－１６

エクセル、ワード、パワーポイント（Ｃ

ＡＤ、イラストレーターあれば尚可）
試用期間あり ３ヶ月 220,000円～350,000円

紙構造板紙の設計、及び製造。間仕切・建具及び空間家具

の企画設計・製作、及び据付け。間仕切・建具及び空間家

具の提案、間取りのプランニング、及び販売。上記関連部

品、部材の販売

世界で初めてダンボール式建材を実用化して５０年、

可動性間仕切りを組合わせた内装空間を提案し、「居

心地をしつらえる」をミッションに、人が安心して居

られる場所づくりを目指しています。

代表取締

役
坂本恒太

木場公共職

業安定所



株式会社ポイント
https://www.poi

nt2004.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２０－２４ パソコン基本操作（ワード・エクセル） 試用期間あり ３ヶ月 180,000円～240,000円 重機オペレータの請負工事、重機のリース・販売、修理。

クローラークレーンのリース・各種重機オペレーター

の業務を中心に、これに伴う輸送・組立・解体等も合

わせて受注しています。お客様のニーズに合わせて柔

軟な対応をしている会社です。

代表取締

役
大島幸夫

木場公共職

業安定所

株式会社エムアンド

アール

https://mandr-

inc.jp/recruit/

一般・経理事務／販売サ

ポート（トライアル併用求

人）

大手企業のアパレル・雑貨輸出入事業に関する一般・経理事務／販売サポートのお仕事です。・

輸出入業務・社内総務／経理業務（買掛金／売掛金入力／入金確認さらにアジアに進出している

日系ＳＰＡの拡販をグループ現地ＭＤと協同でワークする営業部門のためのサポート業務です。

スポーツやファッションが好きな人、また旅行好きで英語やベトナム語がうまくなりたい人歓迎

先輩社員が丁寧に指導します。

26020-

07773521
2602-305201-9

その他の各種商品小売業（従

業者が常時５０人未満のも

の）

600-

8150

京都府京都市下京区上珠数屋町

３３４

150-

0021

東京都渋谷区恵比寿西１－２０－４ル・ソレ

イユ５ビル８階株式会社エムアンドアール東

京営業所

基本的なＰＣ操作（ワード／エクセル） 試用期間あり ３か月 205,000円～300,000円 ジーンズカジュアル製品の輸出入賃貸施設の運営管理

ジーンズやカジュアルウェアなどの商品をベトナムの

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

ドクターキューブ

株式会社

http://www.doct

orqube.com

営業事務（東京支社／東京

都千代田区）

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

院様への資料の発送や電話対応・発送作業やその他一般事務に携わって頂きます。営業と連携を

取りながら、問い合わせ案件の初期対応、見積書の作成などの対応をして頂きます。＊パソコン

を使いこなせる事が必須です。

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

日本メッシュ工業

株式会社

http://www.niho

n-mesh.co.jp/
営業スタッフ（東京）

創業１００年の歴史をもつ老舗製造メーカーです。大手得意先のニーズを満たす製品を自社で製

造し販売致します。また、中小企業、商社等に自社製品のＰＲ営業を行っていただきます。Ｂｔ

ｏＢのルート営業です。・製品知識は、入社後丁寧に指導いたします。（社内研修）・関東を中

心に他府県含め社用車にて単独で営業活動を行っていただきます。

27080-

08178821
2708-406047-1 その他の金属製品製造業

591-

8032

大阪府堺市北区百舌鳥梅町３丁

２５番地４

130-

0012

東京都墨田区太平２‐５‐８ｋ．Ｔ．ビル

ディング７階
基本操作 試用期間あり ３ヶ月 170,000円～180,000円

工業用特殊金網の製造販売及びこれに関連ある附帯機器、

環境機器の設計製作。訪問看護ステーション、居宅介護、

美容室の運営。Ｚ０１

長年の実績に培われた高品質の工業用特殊金網から環

境機器の専門メーカーです。在宅事業についてもアッ

トホームな職場で、多職種のスタッフも在籍している

ので相談・連携がスムーズです。

代表取締

役
後藤英一

堺公共職業

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８

１７－７（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８

１７－７（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.kasc

ogolf.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２４階
試用期間あり ３ケ月 170,000円～238,300円

ゴルフ用品製造販売業（ゴルフクラブ・ボール・グロー

ブ・バッグ・ウェア・シューズ・その他用品）

「ゴルファーの夢をカタチに」をコンセプ卜に女性に

も人気のゴルフ用品を開発・販売しています。キャス

コはゴルフの楽しさをさらに広げゴルフ業界のリー

ディングカンパニーを目指します。

代表取締

役社長
阿部二幸

さぬき公共

職業安定所


