
貴社名 住所 業種 求人職種 仕事内容 必要知識・経験・スキル 求人人数 求人条件（勤務地・給与・資格・入社希望時期等）

システム・アナライズ株式会社
東京都千代田区飯田橋1丁
目12番7号　飯田橋セン
タービル2F

ソフトウエア開発	 プログラマ（SE候補）

①プログラマ：システムエンジニアが作った設計書を基にコンピューターを動かす
「プログラム言語」を用いて、さまざまなシステムやソフトウェアを作る。テスト
や運用業務も行います。
②システムエンジニア：お客様のご要望をお伺いして仕様を決定し、設計書作成、
予算や人員、進捗管理など上流工程を行います。

必須：開発経験5年以上
（言語問わず）
歓迎：PJリーダー経験	

2名
勤務時間：9：00～18：00（休憩時間60分）
時間外労働月平均：10時間
給与：190,000～（経験や能力に応じて）

株式会社早川ダット工場 東京都日野市新町5-6-13 製造業

・設計
・製造
・事務
・工程管理

自社で設計を行い、木型・金型・樹脂型をおこし、治具製作、シェル造型、アルミ
鋳造、検査保証をして納めさせていただいております

身心共に健全の方ならどなたでも歓迎します。
経験、資格は不問です。
必要な資格は入社してから取得して頂きますので安心してください。

必須：なし
歓迎：普免

・設計：1名
・製造：1名
・事務：1名
・工程管理：1名

・勤務時間：8：00～16：30（休憩時間55分）
・時間外労働月平均5～10時間
・給与：19万以上

日本綜合警備株式会社
東京都立川市錦町１丁目８
番地３号

警備業 交通誘導警備

電気関連工事に同行し工事現場周辺を通行する、車両や歩行者、自転車の方たち
を、安全に安心してご通行頂くための案内業務を行います。 朝は早いですが、通勤
ラッシュより前なので、満員電車に悩まずに出勤できます。 集合はお客様の事業所
に出勤して頂き、各現場へは作業員さんの車両に乗り込み移動します。 現地に到着
しましたら、現場の状況により片側交互通行や通行止め時の迂回案内などを行いま
す。 一日の作業終了後は、朝の事業所に戻り作業伝票を記入し帰宅となります。
１９時にはご自宅でのんびりできますよ。 初めての方でも安心して働いていただけ
ますように、実勤務前に３日間の研修をしっかり受けていただきます。 初勤務時に
はフォローの指導員がつきますので、現場でわからないことがありましたら気軽に
質問してください。 月のシフトはご自身のライフスタイルに合わせることもできま
すので、ご相談ください。

必須：特になし
歓迎：接客・販売などの接
客スキル

【武蔵野エリア】5名 【西部エリア】5名 【八王子エリア】5名

・勤務地
【武蔵野エリア】
東京都小平市花小金井5-21-36
多摩電気工事株式会社　西部支社
（東京電力パワーグリッド株式会社　協力会社）

【西部エリア】東京都青梅市新町8-4-2
多摩電気工事株式会社　西部支社
（東京電力パワーグリッド株式会社　協力会社）

【八王子エリア】東京都日野市旭が丘3-1-10
多摩電気工事株式会社　八王子支社
（東京電力パワーグリッド株式会社　協力会社）
 
・勤務時間 ： ①08：00～17：00
           　     ②08：30～17：30

当日の作業内容によって①②のいずれかになります。

・給与：215,600円

株式会社アウトソーシングテク
ノロジー

東京都千代田区丸の内1－8
－3　丸の内トラストタ
ワー本館16・17階

エンジニアリング事
業

機械系エンジニア

～未経験歓迎 ！研修制度充実～
半導体製造装置の設定、調整をお任せ致します。
メインは成膜装置のタッチパネルを操作し、調整や設定を行っていただきます。
付随業務として装置組立もありますがメインは調整業務の為、体力的負担は少ない
です。

座学・実技を1ヵ月程研修後、韓国または台湾に90日間実務を行っていただきます。
日本語対応のみのため、語学力は不要です。
※コロナ対策万全の環境です。滞在中のホテル代や通勤費も支給させていただきま
す。

必須：高校卒業以上、心身
共に健康な方、普通自動車
免許
歓迎：30代までの方（ク
リーンルーム内の作業が中
心である程度の体力が必要
な為）

10名

・30代が中心の職場です。
・勤務地：【研修期間中】山梨→東北（宮城・東北）　【研修後】韓
国・台湾　※韓国の可能性大
・給与：300,000～320,000円
・勤務時間：8：30～17：15

ニューワンズ株式会社 東京都葛飾区細田5-23-2 介護 介護職

「真情（まごころ）デイ・サービス」での高齢者の介護業務です。
・食事、入浴、排泄等の介助やレクリエーション、見守を通して、
ご利用者に笑顔になっていただくお仕事です。多めの人員配置で、
認知症対応の「学習療法」にも力を入れて喜んで頂いています。
・定員　９名
・丁寧な指導で、初心者、ブランクのある方も安心です。
・笑顔あふれる施設の仲間になっていただきませんか？

必須：普通自動車運転免許
歓迎：介護福祉士

1名
・勤務地：〒124-0021東京都葛飾区細田5-23-2
・給与：203,800円
・勤務時間：8時～19時の間の実働8時間



【スマイル工房 関内】
・勤務地：〒231-0015　神奈川県横浜市中区尾上町3-39　尾上町ビル6階
・給与：180,000～230,000円
・勤務時間：①09：00～16：30／②09：00～18：00

【スマイル工房 上大岡】
・勤務地：〒233-0002　神奈川県横浜市港南区上大岡西2-11-14　桜ビル
1階
・給与：180,000～230,000円
・勤務時間：①09：00～16：30／②09：00～18：00

【M工房 藤沢】
・勤務地：〒251-0024　神奈川県藤沢市鵠沼橋1-1-4　藤沢セントラルビ
ル4階
・給与：180,000～230,000円
・勤務時間：①09：00～16：30／②09：00～18：00

【オーシャン本厚木】
・勤務地：〒243-0013　神奈川県厚木市泉町5-12
・給与：180,000～230,000円
・勤務時間：①09：00～16：30／②09：00～18：00

【レインボー横須賀】
・勤務地：〒238-0007　神奈川県横須賀市若松町2丁目7　藤田ビル6階
・給与：180,000～230,000円
・勤務時間：①09：00～16：30／②09：00～18：00

つばさ真空理研株式会社
横浜市港北区篠原台町36-
34

製造業（受託成膜） 工場の運営業務
半導体製造装置の部品のメンテナンスを真空蒸着装置を使って行っている。その管
理、計画、調達等、工場の運営業務一般。

必須：製造業工場勤務経験
歓迎：半導体関連営業経験
者

1名
・勤務地：横浜市港北区篠原西町18-17　THビル
・給与：要相談
・勤務時間：9：00-18：00

株式会社　すまいる顔

＜本社＞大阪府大阪狭山市
狭山5-2258-3-101
＜支店＞東京都渋谷区桜丘
町23-17-408

提案営業 提案営業 業務用アプリ・システムの企画と開発

必須：マイクロソフト　オ
フィス
歓迎：Web、マーケティン
グ知識

2名
・勤務地：在宅勤務
・給与：基本給241,000円
・勤務時間：9：00-18：00

高千穂商事株式会社
東京都渋谷区広尾１－４－
８

化学製品卸売業
経理(管理職／一般職)
貿易(一般職)
国内購買(一般職)

●特殊ガス（環境汚染測定用標準ガス・半導体材料ガス等）の生産に関する物資及
び社内使用の購買、調達業務です。 ・高圧ガス関連の原材料及び資材、設備 ・計
画購買、コスト改善の推進 ・受発注及び入荷対応、在庫管理 ・関連する見積書、
請求書などの文書作成 ・その他資材・材料・原材料等の購買調達業務 ・付帯する
事務処理一切の業務 ＊国内調達の取引先とメール等で連絡や調整、交渉を担当して
いただきます。

●経理での日次、月次、年次業務を他の要員とともに担当して頂きます。 主担当の
業務は定期的に変更を行いながら、幅広い業務を担うことができます。 ・小口伝票
の起票及び管理業務 ・支払明細書の作成及び照合 ・各種入出金伝票の入力 ・月次
決算の照合業務 ・半期、期末決算の集計照合業務 ・各種データの取りまとめ及び
チェック業務 ・書類のファイリング及び保管 ・その他 経理全般業務

経理(管理職)➡必須：日商
簿記２級以上
経理(一般職)➡必須：日商
簿記３級以上
貿易(一般職)➡貿易の業務
経験、ビジネス常会レベル
の英語力
国内購買(一般職)➡調達、
購買業務経験

各1名(計4名)

・勤務地：東京都渋谷区広尾１丁目４番地８号

・給与：
経理(管理職)➡260,000円～315,000円
経理(一般職)➡192,000円～224,000円
貿易(一般職)・国内購買(一般職)
➡250,000円～300,000円

・勤務時間：8:30～17:30
上記に加え、貿易(一般職)・国内購買(一般職)は11:00～20:00もあり。

未来工房グループ
埼玉県さいたま市大宮区桜
木町1-11-7　東通ビル6階

障害福祉サービス 職業指導員

・利用者さんの就業（主に軽作業）に関わる業務。
・作業指導における補助や知識提供。
・利用者さんが就業するにあたっての生活支援、相談対応（※身体介助等はありま
せん）。
・出勤簿、日報記入等の事務作業。
・就業場所への送迎。
・商品や製品部材の運搬、納品。

必須：普通自動車運転免許
（AT限定可）
歓迎：福祉業界未経験、主
婦（主夫）、シニア、営業
職経験者、福祉業界経験
者、PCを抵抗なく操作でき
る方（Excel、Word）

若干名



株式会社　ワンズコピー
東京都墨田区東駒形２−８−
８

清掃業 ハウスクリーニング

主に企業様、個人宅の定期清掃を行います。床のメンテナンス、水廻り清掃、エア
コン清掃など。付随として見積書作成、作業日程調整、協力会社委託などの書式作
成、希望に応じてセミナー講師、メディア対応など行なっていただきます。初め
は、最も大切なマナー、清掃知識の研修をしっかり行います。次に現場同行と徐々
に進みます。最終的には協力会社、スタッフへの教育等出来るようになります。

必須：普通運転免許
歓迎：若干のPCスキル

1名
・給与：基本給186,560円
・勤務時間：8：00-18：00

株式会社　サザン・エージェン
シー

神奈川県川崎市川崎区渡田
1-17-3

情報システム開発 プログラマー・SE 近い将来　技術のわかる管理職
必須：C，Java，C#等開発
言語経験者

2名
・給与：基本給200,000円
・勤務時間：①9:00～18:00
                 ②10:00～15:00

株式会社ケンミン
東京都新宿区西新宿７－９
－６　寿ビル４Ｆ							

サービス業	 ＩＴエンジニア

・ヘルプデスク作業、ＰＣのセットアップ業務
・汎用系システム開発のＳＥ及びＰＧ
・サーバ系システム開発のＳＥ及びＰＧ
・ＷＥＢ系、オープン系システム開発
＊未経験者には、研修制度もあり丁寧に指導します。

必須：ﾜｰﾄﾞ・ｴｸｾﾙ基本操作
歓迎： 1名

・給与：基本給205,000円
・勤務時間：9：00～18：00

株式会社錦松梅
〒160-0004　東京都新宿四
谷3-7							

製造販売業	 販売職 接客販売、商品・売上管理。工場にて製法の見学から四谷本店での販売実習等研修
は十分時間をかけていきます。

必須：なし
歓迎：なし 2名

・給与：基本給176,000円
・勤務時間：①09：30～18:30／②11：15～20：15

株式会社トータルマネージメン
トパートナー

東京都港区東新橋1-9-1							 情報通信業
プロジェクト管理

事務所の電話機をＩＰ電話に置き換える作業
現地調査、施工会社･客先との調整、工程管理、切替に伴う調整試験

電話もしくはLAN工事経験
工程管理経験、客先等調整
業務
コミュニケーションスキル
のある方

3名
・給与：基本給200,000円～300,000円
・勤務時間：9：00～17：30

東京都葛飾区青戸1-8-2 製造業	
総務

中小企業の財務諸表が読めて人事採用育成企画ができること。全社的なデジタル化
の推進役となってもらいたい。熱心さとチャレンジ精神のある方を望みます。

1名
・給与：基本給270,000円

東京都葛飾区青戸1-8-2							 製造業	 ビル管理	 オフィス、ビルの管理業務。入居者のサポート、集会の設営、コミュニケーション
の上手な方

1名
・給与：基本給200,000円
 

アルティザン・アンド・アー
ティスト株式会社

東京都目黒区大橋2-24-3
中村ビル5Ｆ							

服飾・化粧雑貨の企
画・製造・販売	

マーケティング担当

・ＭＤ計画に沿って、製品の発売、販促及びイベント等についてのマーケティング
計画の策定
・プレスリリース、広報活動
・日本向けウェブサイトとグローバルウェブサイトコンテンツの管理
・販売イベントや販促を実施し、営業チームと調整
・ブランド戦略の立案と実施
・ＳＮＳ（インフルエンサー）を活用した、マーケティング計画の立案と実施
※ＴＯＥＩＣ８００点以上相当の英語と日本語の読み書き及び会話能力を有するこ
と。（資格は問いません）

1名
・給与：基本給250,000円〜 350,000円
・勤務時間：10:00 〜 19:00

株式会社　ホンモク
〒240-0044  神奈川県横浜
市保土ヶ谷区仏向町353番
地

ビルメンテナンス業 清掃管理
清掃管理(現場の運営とシフト管理)   １日数か所の清掃現場を巡回し、清掃員の配
置指示、清掃点検を実施します。

必須：普通自動車免許(AT
限定可)　パソコン操作
歓迎：ビルメンテナンス業
経験者

2名
・給与：基本給215,250円～278,100円
・勤務時間：8:00～17:00

株式会社第一警備
＜東京＞

〒103-0016　東京都中央区
小網町１－４　淳和ビル４
Ｆ

警備業 総務・人事（営業）

採用に関わる業務、従業員管理を主に行って頂きます。例えば
・面接会、説明会の実施運営　面接、面談の実施
・求人票、求人広告の作成
・助成金申請業務や各種保険の手続き

採用目標人数達成の営業的観点が活かせる仕事です

歓迎：自動車運転免許 1名
・給与：基本給　181,440円
・勤務時間：9時00分～18時00分

株式会社セベル・ピコ



株式会社第一警備
＜横浜＞

〒231-0028　神奈川県横浜
市中区翁町1-4-5　ヨコハ
マＮＳビル6階

警備業 一般事務職

【主な業務】
・来客対応、電話応対、事務作業及びその他雑務

※事務作業は警備員の方の給料計算等経理業務が中心になりますが、丁寧に指導し
ますので経理業務未経験の方でも安心してご応募ください。
※エクセル入力のスキルは必要です。

1名
・給与：基本給　180,270円～193,000円
・勤務時間：9時00分～18時00分

有限会社北柏交通 千葉県柏市花野井909-3 運輸業、郵便業
タクシー乗務員・介護
タクシー乗務員

タクシー及び訪問介護員
普通自動車免許取得後３年
以上

10名以上
・勤務地：千葉県柏市
・給与：個人の出来高により28万円～50万円
・入社希望時期：常時

株式会社ミネトヨー住器
東京都八王子市大楽寺町
206

建築材料卸売業 サービスエンジニア

・住宅などの建築物に使われる資材(アルミサッシ、室内建具、住器、エクステリア
等)を設置現場や顧客先へ配送する ・メーカーから納入された材料を組み立て加工
して、配送のための準備を行う
・網戸、ガラス、エクステリア等の取付工事、及びカバー工事を行う
・システムキッチン、ユニットパス、トイレ、洗面台、給湯器、エアコンなど住宅
設備の取付工事
*配送や工事を行うエリア: 主に三多摩地区
★ブログ見てください! 毎日更新しています!!
★施行例なども多数更新しています

必須：普通自動車免許
歓迎：建築業界関係者

2名
・勤務地：東京都八王子市
・給与：基本給200,000円～240,000円
・勤務時間：8:30～18:00

株式会社アイエヌジーコーポ
レーション

〒171-0033東京都豊島区高
田3-11-14　高田馬場シテ
イハイツ302

警備業	 警備員
建築現場や道路現場での交通誘導警備・初詣やマラソン大会等でのイベント警備・
スーパー等での駐車場警備が主な業務です。
研修もあり教育体制も整っていますので未経験でも安心して始められます。
資格取得の費用等会社でサポート致します。

必須：なし
歓迎：交通誘導2級資格者 10名

・勤務地：都内23区直行直帰
・給与：基本給178,000円～220,000円
・勤務時間：①8:00～17:00／②9:00～18:00

株式会社　ａＤｏｏｒ
東京都大田区大森西３－７
－８－３０５							

不動産賃貸業
（貸家業，貸間業を
除く）

賃貸営業
＜紹介によるお客様のお部屋探し案内＞
○お部屋探し○ご案内　○お申込手続き○お客様の管理　○電話対応○ＬＩＮＥや
メールでのお客様とのやりとりなど

必須：なし
歓迎：宅地建物取引士(旧:
宅地建物取引主任者)あれ
ば尚可
普通自動車運転免許 あれ
ば尚可 AT限定可

2名
・勤務地：東京都大田区大森西3-7-8-305
・給与：基本給195,000円～350,000円
・勤務時間：10時00分～19時00分

株式会社ライフプラザNEO
（高円寺）

＜本社＞〒150-0002　東京
都渋谷区渋谷2-14-18-5階

保険業	 ライフパートナー
（店頭営業職）

・店頭へお越しいただくお客さまへの保険相談業務
・ご契約手続きのサポート
・上記に付随する事務作業
・店頭での接客

不問となります
（入社後に資格を取得して
いただきます）

1名

・勤務地：〒166-0002　東京都杉並区高円寺北2-21-1　リリーベル高円
寺スクエア2階
・給与：基本給216,000円
・勤務時間：①11：00～20：00（土・日・祝日）／②10：00～19：00
 

株式会社ライフプラザNEO
（三軒茶屋）

＜本社＞〒150-0002　東京
都渋谷区渋谷2-14-18-5階

保険業	 ライフパートナー
（店頭営業職）

・店頭へお越しいただくお客さまへの保険相談業務
・ご契約手続きのサポート
・上記に付随する事務作業
・店頭での接客

不問となります
（入社後に資格を取得して
いただきます）

1名

・勤務地：〒154-0004　東京都世田谷区太子堂4-1-1　キャロットタワー
16階
・給与：基本給216,000円
・勤務時間：①11：00～20：00（土・日・祝日）／②10：00～19：00
 

株式会社ライフプラザNEO
（渋谷）

＜本社＞〒150-0002　東京
都渋谷区渋谷2-14-18-5階

保険業	 ライフパートナー
（店頭営業職）

・店頭へお越しいただくお客さまへの保険相談業務
・ご契約手続きのサポート
・上記に付随する事務作業
・店頭での接客

不問となります
（入社後に資格を取得して
いただきます）

4名

・勤務地：〒150-0002　東京都渋谷区渋谷2-20-11　渋谷協和ビル9階
・給与：基本給216,000円
・勤務時間：①11：00～20：00（土・日・祝日）／②10：00～19：00
 



株式会社ライフプラザNEO
（中目黒）

＜本社＞〒150-0002　東京
都渋谷区渋谷2-14-18-5階

保険業	 ライフパートナー
（店頭営業職）

・店頭へお越しいただくお客さまへの保険相談業務
・ご契約手続きのサポート
・上記に付随する事務作業
・店頭での接客

不問となります
（入社後に資格を取得して
いただきます）

1名

・勤務地：〒153-0051　東京都目黒区上目黒1-26-1中目黒アトラスタ
ワー　アネックス棟3階
・給与：基本給216,000円
・勤務時間：①11：00～20：00（土・日・祝日）／②10：00～19：00
 

株式会社　ミツバ
東京都千代田区神田和泉町
1-11

工業用ゴム製品販売 営業職
既に取引先のある法人企業に向けたルート営業、納品、発送業務、電話、FAX対応等
取引先からの様々な要望に対応いただきます

必須：普通自動車運転免許 1名
・勤務時間：9時00分～18時00分
・給与：基本給 180,000円／職務手当70,000円／合計250,000円

神奈川県横浜市鶴見区鶴見
中央5丁目4番10号　ベルス
ベイサイド3F・4F

業務請負事業 溶接

トラックや建設機械のフロントやボディのパーツ・部品製造のお仕事です。
主にスポット溶接マシンのマシンオペレーターを行います｡
機械から取り外し､溶接された製品の外観検査を行い､凹凸がある場合は板金･修正も
行います｡

必須：なし
歓迎：なし

6名
・勤務地：神奈川県横浜市中区豊浦町2-3
・勤務時間：9時00分～18時00分
・給与：基本給  144,000円／職務手当76,000円／合計222,000円

神奈川県横浜市鶴見区鶴見
中央5丁目4番10号　ベルス
ベイサイド3F・4F

業務請負事業
フォークリフト

トラックや建設機械のフロントやボディのパーツ・部品の運搬するお仕事です。
倉庫より部品・パーツをピッキングし、フォークリフトを使用して運搬いたしま
す。
入社後、当社の資格取得支援制度を利用して、資格を取得していただくことも可能
です☆

必須：なし
歓迎：フォークリフト

6名
・勤務地：神奈川県横浜市中区豊浦町2-3
・勤務時間：8：10～17：15
・給与：基本給  144,000円／職務手当76,000円／合計222,000円

神奈川県横浜市鶴見区鶴見
中央5丁目4番10号　ベルス
ベイサイド3F・4F

業務請負事業 プレス

トラックや建設機械のフロントやボディのパーツ・部品製造のお仕事です。
プレス機械に部材をセットし､プレスが終わったら取り外して外観をチェックし､グ
ラインダーでのバリ取りを行います｡まずはオペレーター補助からスタートし､簡単
な作業からお任せいたします｡

必須：なし
歓迎：クレーン・玉掛・FL

3名
・勤務地：神奈川県横浜市金沢区幸浦1-10
・勤務時間：20：10～翌05:15
・給与：基本給  144,000円／職務手当76,000円／合計222,000円

神奈川県横浜市鶴見区鶴見
中央5丁目4番10号　ベルス
ベイサイド3F・4F

業務請負事業 仕上げ

トラックや建設機械のフロントやボディのパーツ・部品の表面を外観検査を行い、
凹凸がある箇所を研磨、仕上げを行うお仕事です。
教育体制が整っていますので、未経験の方からでもスグに仕事を覚えることができ
ます。

必須：なし
歓迎：なし

2名
・勤務地：神奈川県横浜市金沢区幸浦1-10
・勤務時間：8：10～17：15
・給与：基本給  144,000円／職務手当76,000円／合計222,000円

株式会社アイエヌジーコーポ
レーション

〒171-0033東京都豊島区高
田3-11-14　高田馬場シテ
イハイツ302

警備業
警備員

建築現場や道路現場での交通誘導警備・初詣やマラソン大会等でのイベント警備・
スーパー等での駐車場警備が主な業務です。
研修もあり教育体制も整っていますので未経験でも安心して始められます。
資格取得の費用等会社でサポート致します。

必須：なし
歓迎：交通誘導2級資格者

10名
・勤務地：現場は都内23区　直行直帰
・勤務時間：8：00～17：00
・給与：基本給  178,000～220,000円

株式会社クロサワエンジニアリ
ング



株式会社ASFON TRUST NETWORK
神奈川県横浜市港北区新横
浜2-11-5　川浅ビル6階

サービス業
オペレーター

◎私たちは民間介護施設紹介センター「みんかい」のコールセンターからスタート
しました。その経験を活かし、現在は業務請負などで他社様の受電・架電代行を行
うなど、業務拡大中です！
 一緒に頑張ってくれる方を大募集しています◎

■業務内容
・お客様（事業所、パートナー企業）からの入電対応（一次ヒアリング、相談員と
の面談予約）
・入電、架電対応
・PCデータ入力、メール対応
・営業アシスタント
・他社様の架電・受電代行

■求める人物像
・従業員の殆どが女性です。人をサポートする事が好きな方や、積極的にコミュニ
ケーションが取れる方大歓迎！

■アピールポイント
・未経験からスタート多数！研修制度で着実に成長できます！
・特別休暇多数！

必須：タッチタイピング
歓迎：コールセンター、営
業事務

2名

・勤務時間：①　9：00～18：00
                 ②　10：00～19：00
 
※①及び②のシフトを順番に担当して頂きます。
　　一ヶ月単位の変形労働時間制です。
・給与：基本給 223,000円／固定残業代 24,424円／合計 247,434円

〒170-0013　東京都豊島区
東池袋３－９－１２　ニッ
トービル６Ｆ							

IT通信	 ＳＥサポート／事務

当社のクライアント様のもとに常駐して
さまざまな事務業務をお任せします。
（事務業務からＳＥサポート業務等）
＜具体的には…＞
◆各種データ入力・議事録作成
◆会議の調整業務
◆各プロジェクトの進捗管理
◆Ｅｘｃｅｌでの資料作成、管理
◆システムエンジニアの各種サポート業務
◆テスター・ヘルプデスク など
 
 

必須：PC基本操作、Excel
業務使用経験	 3名

・勤務時間：9時 00分 〜 18時 00分
・給与：基本給  210000～円

〒170-0013　東京都豊島区
東池袋３－９－１２　ニッ
トービル６Ｆ							

IT通信	 インフラエンジニア

当社のクライアント様のもとに常駐して
要件定義・設計〜テスト・運用にいたるまで
幅広いフェーズに関わることが可能。大小様々な案件がある中から
成長できる案件を一緒に考えてアサインします。
＜案件一例＞
◆ＶＭｗａｒｅ〜Ｗｉｎｄｏｗｓ・Ｌｉｎｕｘ
・ネットワークを含めたインフラの設計・構築・
運用・監視・テスト（障害対応含む）
◆ミドルウェア設計・設定（Ａｐａｃｈｅ Ｔｏｍｃａｔ）
◆ＡＷＳ・ａｚｕｒｅ等のクラウドへの移行
◆ＰＭ・ＰＭＯ・ＰＬ等のプロジェクトマネジメント業務
※現在はリモート案件も多数ございます。

必須：インフラエンジニア
としての実務経験がある方
＜歓迎スキル＞ＩＴインフ
ラの設計、構築、
運用保守経験。ＡＷＳによ
る環境設計・構築経験。

3名

・勤務時間：専門業務型裁量労働制
（※出退勤時刻は自由であり、１日８時間勤務したものとみなす。
労働基準監督署に専門型裁量労働制に関する決議書届け出済み。）
・給与：基本給  280,000円～

〒170-0013　東京都豊島区
東池袋３－９－１２　ニッ
トービル６Ｆ							

IT通信	 開発エンジニア

当社のクライアント様のもとに常駐して
要件定義・設計〜テスト・運用にいたるまで
幅広いフェーズに関わることが可能。大小様々な案件がある中から
成長できる案件を一緒に考えてアサインします。
＜案件一例＞
◆レストランや美容院などの予約サイトの設計・開発
◆某動画配信システムのお客様向けカスタマイズ案件
◆ミドルウェアに対する設計・開発
◆携帯電話基地局建設・運用・検証業務自動化システム設計・開発
※現在はリモート案件も多数ございます。
						

必須：開発エンジニアとし
ての実務経験がある方
歓迎：ＪＡＶＡ、Ｃ♯、．
ＮＥＴ、ＰＨＰ、Ｐｙｔｈ
ｏｎ、
ＣＯＢＯＬ等、経験を活か
した案件にアサインを行い
ます！

3名

・勤務時間：専門業務型裁量労働制
（※出退勤時刻は自由であり、１日８時間勤務したものとみなす。
労働基準監督署に専門型裁量労働制に関する決議書届け出済み。）
・給与：基本給  280000円～

株式会社グローバルシンキング



日本スキルプロバイダ株式会社
東京都墨田区亀沢２－１５
－２　小島繊維ビル３階

教育業＋人材紹介業 営業（課長候補）

ＢＰＯ事業部：営業職　ＢＰＯ事業の営業職（課長候補）としてご活躍頂きます。
人材紹介会社様が運営する転職サービスにＷｅｂ登録している求職者様へ、ＴＥ
Ｌ・メール・ＳＭＳ・ＬＩＮＥにてご連絡し、ご来社面談を促す営業を実施しま
す。

【１】タッチタイピング
【２】Ｅｘｃｅｌ初級
【３】Ｗｏｒｄ初級
【４】ＰＰ＋初級

4名
・勤務時間：9:00 ～ 18:00
・給与：260,000円～500,000円

エクトミシステム株式会社
【本社】愛知県名古屋市中
区栄1丁目16番15号 伏見DO
ビル4F

通信・情報 開発エンジニア

上流工程や、設計・製造からテスト・運⽤保守まで、レベルや希望に合わせた開発
業務をお任せします。
チームで配属し、上流⼯程から手がけている業務が多く、どんなレベルからのス
タートにも応えることが可能です！
【プロジェクト例】
・弊社Java/Python開発チーム　・社内ポータルサイトユーザ支援　・PJ管理業務
/PMサポートチーム
上記は、業務の⼀例になります。レベルやご希望に併せた業務を相談ながら決定し
ていきます。

必須：なし
歓迎：IT業界での実務経験
をお持ちの方（言語や年
数、キャリアブランク問わ
ず）

複数

・勤務先：東京都内、栃木県内の各プロジェクト先　※希望勤務地を考
慮して決定します。
・勤務時間：9：00～18：00
・給与：255,000円～
※経験、スキル、前職給与を考慮して、給与額を決定します。

エクトミシステム株式会社
【本社】愛知県名古屋市中
区栄1丁目16番15号 伏見DO
ビル4F

通信・情報 インフラエンジニア

上流工程や、設計・構築からテスト・運用フェーズまで、
レベルや希望に合わせたインフラ業務（サーバ・ネットワーク等）をお任せしま
す！
【プロジェクト例】
・AWSの設計／構築　・ネットワーク設計／構築／運用／保守　・メールパッケージ
ソフト導入支援業務
上記は、業務の一例になります。レベルやご希望に併せた業務を相談ながら決定し
ていきます。

必須：なし
歓迎：IT業界での実務経験
をお持ちの方（言語や年
数、キャリアブランク問わ
ず）

複数

・勤務先：東京都内、神奈川県内の各プロジェクト先　※希望勤務地を
考慮して決定します。
・勤務時間：9：00～18：00
・給与：255,000円～
※経験、スキル、前職給与を考慮して、給与額を決定します。

エクトミシステム株式会社
【本社】愛知県名古屋市中
区栄1丁目16番15号 伏見DO
ビル4F

通信・情報
大手携帯キャリアでの
携帯基地局業務

私たちの生活に欠かせない、携帯基地局に関するお仕事をお任せ致します。携帯
キャリア／通信業界での経験が活かせるお仕事です！

【プロジェクト例】
・電波測定/エリア品質業務　・大手携帯キャリア 保守/建設業務　・エリア品質業
務
・置局業務　・C-RAN設計業務
上記は、業務の⼀例になります。レベルやご希望に併せた業務を相談ながら決定し
ていきます。

必須：なし
歓迎：携帯キャリア／通信
業界での実務経験をお持ち
の方（言語や年数、キャリ
アブランク問わず）

複数

・勤務先：東京都内、神奈川県内の各プロジェクト先　※希望勤務地を
考慮して決定します。
・勤務時間：9：00～18：00
・給与：230,000円 ～
※経験、スキル、前職給与を考慮して、給与額を決定します。

SATO社会保険労務士法人				
【本社】北海道札幌市東区
北5条東8-1-33							

専門サービス	 社会保険事務

大手企業のお客様向けに社会保険・労働保険に関する事務手続全般の代行を行うお
仕事です。
事務手続のみならず、お手続きに付随する様々なお問い合わせへの対応や、クライ
アント企業とのミーティング、法改正情報の提供やご提案など、スキルに応じて幅
広くお任せしていきます。
社労士事務所での実務経験をお持ちの方、企業人事で社会保険事務のご経験をお持
ちの方のご応募をお待ちしています。

必須：社会保険事務実務経
験、PCスキル
歓迎：ビジネス英語

2名

・勤務先：東京都豊島区南大塚3-32-1大塚S&Sビル
・勤務時間：9：00-18：00
・給与： 230,000円～
・賞与：就業規則等に規定されている賞与はありませんが、決算手当と
して決算月にその年度の業績に応じて決算手当が支給されています（支
給日時点で在籍1年以上の方が対象）。直近7-8年は毎年支給されていま
す。
・正社員・契約社員については、（株）SATO-GROUPと雇用契約を結び、
出向の形でSATO社会保険労務士法人で勤務していただきます。



株式会社IBJ
【本社】東京都新宿区西新
宿1-23-7 　新宿ファース
トウエスト 12F

IT/サービス 婚活カウンセラー

◆会員様と結婚までの目標設定面談
◆お見合いの日程調整
◆交際状況のヒアリングとサポート
◆プロポーズの作戦会議
◆成婚後の面談
◆指輪・式場などのご紹介

必須：PCスキル（メール作
成程度）
歓迎：接客・販売・営業の
ご経験者

1名

・勤務地：
＜横浜店＞神奈川県横浜市西区北幸１丁目６−１横浜ファーストビル10F
＜東京店＞東京都中央区八重洲１丁目５−１７香川ビルディング 2F
＜有楽町店＞東京都千代田区有楽町２丁目１０−１東京交通会館 6F
＜銀座店＞東京都中央区銀座６丁目７−１５第2岩月ビル 6F
＜新宿店＞東京都新宿区西新宿１丁目１３−１２ 西新宿昭和ビル 11階
※転居を伴わない異動が発生します
・勤務時間：9:45～18:45
・給与：合計251,376円 （基本給188,030円＋定期的な手当43,346円）
・四半期に1度、成果に応じたインセンティブを支給します。

株式会社中村屋
神奈川県相模原市南区相模
大野3-19-11　日広第2ビル
501

建設業 大工

木造の戸建て、アパート、幼稚園、老人ホームなどの施工

女性の方も活躍している職場です。
体力は後からついてくるので心配ありません。

特になし 10名
・勤務時間：8:00～17:00
・給与：250,000円

株式会社スーパーレックス
神奈川県相模原市中央区清
新8-20-52

物流業	 人事スタッフ

あなたにお任せしたい仕事は、本社の管理本部にて人事に関する業務です。新卒の
採用活動、社員の教育研修、人事制度の整備サポートなど幅広いお仕事をお任せし
ます。新卒の採用活動は、媒体選定から学校訪問、合同説明会、面接の調整などの
企画から実施までチームで対応します。社員の教育研修は、新入社員や全国にある
センターで働く社員に対する効果的な実施方法や研修テーマを検討し運営します。
人事制度の整備は、会社規程や人事制度を整備する際に資料等を作成して協議材料
の準備などをします。実務はOJTで覚えていけますので、経験に不安のある方でもご
安心下さい。次世代の人事スタッフとして活躍できるようサポートいたします。

必須：普通自動車免許
歓迎：基本的なPCスキル
（Excel,Word,PowerPoint
）	

1名

・勤務時間：9：00～18：00
※１カ月単位の変形労働時間制度あり
・給与：234,000円

株式会社ケーエスピー
東京都千代田区九段北1-2-
3　フナトビル3F

卸売業
一般事務

・電話応対、来客対応
・受発注業務
・発注書、納品書整理
・売上管理ソフト(PCA)データ入力
・Office(Excel、Word、PowerPoint)
での各種資料作成

必須：基本的なＰＣスキル
（Ｗｏｒｄ，Ｅｘｃｅｌ，
ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ）

1名

■給与
基本給：175,120円～
その他手当：皆勤手当／子女教育手当／出産祝い金（一時金）
合計：235,429円～

■勤務時間
9:00～18:00

エンペックス気象計株式会社
東京都品川区西五反田７丁
目２２番１７号　テーオー
シービル

卸売販売 営業全般
家庭用温湿度計、気圧計などのルート販売
新規取引先開拓
インターネットショップ管理運営

必須：高等学校卒業以上
歓迎：Excel 1名

・給与：190,000円～（経験や能力により応相談）
・勤務時間： 9：00～17：30
※フレックスタイム・リモートワークあり



日本特種ボディー株式会社
埼玉県越谷市小曽川568番
地1

自動車小売業 事務
・主に補助金や助成金の申請および管理、確認業務
・事務全般

■必須
エクセル、ワード
■歓迎
・補助金の申請業務等、経
験者募集
・社労士事務所での勤務経
験の方優遇
・税理士事務所での勤務の
方優遇
・普通自動車運転免許

1名
・勤務時間：9：00～18:00
・給与：238,000円～303,000円

日本特種ボディー株式会社
埼玉県越谷市小曽川568番
地1

自動車小売業 キャンピングカー製作

トラックをベースにキャンピングカーを製作します。家具の組付け、冷蔵庫や電子
レンジ、電装設備配線等を組付け、1台のキャンピングカーを作り上げていきます。

※キャンピングカー製作経験者は優遇（賃金面等）いたします。何か1つでも経験が
あれば大歓迎です。

■必須
・普通自動車免許

■歓迎
・自動車関連、もしくは電
気工事、溶接のいずれか

5名
・勤務時間：9：00～18:00
・給与：192,000円～303,000円

日本特種ボディー株式会社
埼玉県越谷市小曽川568番
地1

自動車小売業 工程管理

本事業所において工程の管理
・受注してから納車までのスケジュール管理
・工場内のスケジュール管理
・外注業者のスケジュール管理

■必須
・エクセル、ワード

■歓迎
・工程管理等
・普通自動車免許
・準中型自動車免許

1名
・勤務時間：9：00～18:00
・給与：238,000円～303,000円

株式会社リキフーヅ 東京都葛飾区青戸8-7-16 食肉卸業 営業事務

・受発注業務
・学校給食発注業務（規格サイズを学校側へ日々確認）
・伝票作成（納品書・請求書）
・書類作成（ワード・エクセル・パワーポイント）
・来客対応（お茶出し等）
・ＥＣサイト商品の梱包・発送
・工場直売会の運営業務

・必須：ワード・エクセル
・歓迎：パワーポイント 2名

・勤務時間：8:00～17:00
・給与：190,000円～　※経験や能力により応相談
（基本給：150,000円／定期的な手当：30,000円／その他手当：10,000
円）

ダイバージェンス株式会社
東京都中央区佃１丁目５番
７号

情報サービス業 システムエンジニア ソフトウェアの設計、開発 特になし 3名

・勤務先：東京都港区海岸3丁目１３－１２　コンフォリア芝浦１００６
・勤務時間：①9:00～18：00        ②10:00～19:00
・給与
合計金額：300,775円
（基本給：227,000円／固定残業手当：260,775円／住宅手当：30,000円
／昼食手当：10,000円）
 

株式会社フロンティアポート
神奈川県横浜市港北区新横
浜1-17-12　インテリック
ス新横浜ビル8Ｆ

ソフトウェア業 システムエンジニア

お客様とのヒアリングから開発、その後の保守・運用まで。
最新技術など幅広い開発実績があるので、様々な知識を身につけることが出来ま
す。
「開発事例」
・体験型アミューズメントパークのPOSシステム
・基幹システム
・ARシステムなど

特になし 2名
・勤務時間：9:00～17:30　※勤務先により変動あり
・給与：基本給185,000円～　※経験や能力による



株式会社GREW 東京都台東区台東2-30-11 事務 事務

主に中国語圏のお客様への不動産売買・賃貸に関連する一般事務関係
仕事内容は、電話の受付、HP物件情報登録、図面作成、入金確認、請求書作成など
簡単な事務処理、パソコン操作能力が必要です。
新規契約、解約、契約更新の手続き
賃貸契約書・重要事項説明書・管理業務を行っていただきます。
不動産管理委託契約書、その他管理に係る書類作成
 

1名
・勤務時間：10:00～19:00
・給与：基本給 220,000 円

株式会社トータツ
東京都中野区東中野1-58-
16-203

不動産業 営業及び経理 不動産販売・賃貸・仲介の営業と経理 宅地建物取引士 1名
・勤務時間：9:00～18:00
・給与：基本給 180,000円

株式会社朝日カルチャーセン
ター

東京都新宿区西新宿2-6-1
新宿住友ビル10F

教育 事務

給与計算、勤怠実績のとりまとめ、社会保険・税金関連手続き、福利厚生管理、人
事システムのデータメンテナンス業務などの人事業務や、備品・消耗品管理、郵便
管理、来客対応などの総務業務、教室での月次決算事務など、幅広い仕事をお任せ
します。
「中途入社した方」ならではのご意見・提案にも期待しています。

・必須：大卒以上
・歓迎：総務労務／給与業
務経験

1名

・勤務時間：10:00～18:00
・給与：基本給：218,000円～
※基本給は新卒の額。経験年数などに応じて個別決定。家族手当、役職
手当有


