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№ 企　業　名 募　集　職　種 職   務   内   容
募集
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賃 金 就業時間 勤務場所
雇用
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備考

A-1 アースサポート株式会社 サービス提供責任者

■お客様へのホームヘルプサービス提供に加えて、ケアマネージャーとの連絡、介護計画の
作成、お客様とヘルパーのサービススケジュール調整、勉強会・研修の実施が主なお仕事に
なります。
■未経験の方でも弊社自慢の教育・サポート体制でバックアップしますので安心です！

1名
26万円

～
26万円

8:30
～

17:30

アースサポート
各施設

正社員

■簡単なPCスキル（ワード、エクセルなど）
■下記のいずれかの免許・資格所持の方
・介護職員実務者研修修了者
・介護福祉士
・ホームヘルパー1級
・介護職員基礎研修終了
■就業時間補足：シフト制/変形労働時間制（月単位）
■休日・休暇補足：シフト制（休日相談可）　月9日のお休み　2月のみ8日　特別休暇4日間あり

A-2 アースサポート株式会社 デイサービス生活相談員

■お客様へのサービス提供に加え、お客様、ご家族の日常生活や介護に関する悩み、困り事
などの相談業務、介護計画書作成、リハビリ介助や送迎業務等のお仕事をお任せします。
お客様が元気にイキイキとした生活を送れるよう支援していただくお仕事です。
■未経験の方、介護経験が無い方でも当社自慢のサポート体制でバックアップしますので安
心です！

1名
25.3万円

～
25.3万円

8:30
～

17:30

アースサポート
各施設

正社員

■簡単なPCスキル（ワード、エクセルなど）
■下記のいずれかの免許・資格所持の方
・社会福祉士
・介護支援専門員（ケアマネージャー）
・精神保健福祉士
・社会福祉主事
・介護福祉士（条件あり）
■普通自動車運転免許(AT限定可)　必須
■就業時間補足：シフト制/変形労働時間制（月単位）
■休日・休暇補足：シフト制（休日相談可）　月9日のお休み　2月のみ8日　特別休暇4日間あり
　　　　　　　　　　　※日曜は拠点により勤務可能性あり

A-3 アースサポート株式会社 デイサービスヘルパー
■デイサービスにおけるレクリエーションや機能訓練の補助、移動介助等のお仕事です。お客
様の笑顔をサポートして下さい！

1名
21.7万円

～
21.7万円

8:30
～

17:30

アースサポート
各施設

正社員

■簡単なPCスキル（ワード、エクセルなど）
■普通自動車運転免許(AT限定可)必須
■就業時間補足：シフト制/変形労働時間制（月単位）
■休日・休暇補足：シフト制（休日相談可）　月9日のお休み　2月のみ8日　特別休暇4日間あり
　　　　　　　　　　　※日曜は拠点により勤務可能性あり

A-4 アースサポート株式会社 ホームヘルパー

■お客様への生活援助、身体介護サービス等を行っていただきます。
<生活援助>　清掃、洗濯、調理など
<身体介護>　食事、入浴、外出、排泄介助など
■働きやすさを追求中！産休育休制度、電動自転車貸与、各種研修制度あり。ヘルパーの専
門技術・知識を極めたい方、サービス提供責任者を目指す方、あなたのステップアップを応援
します！未経験の方も歓迎！介護を通じて生きがい支援を行います。

1名
21.7万円

～
21.7万円

8:30
～

17:30

アースサポート
各施設

正社員

■簡単なPCスキル（ワード、エクセルなど）
■下記のいずれかの免許・資格所持で可
・社会福祉士
・介護職員初任者研修終了者
・ホームヘルパー2級
※通学中等で、資格取得見込みの方も応募可
■就業時間補足：シフト制/変形労働時間制（月単位）
■休日・休暇補足：シフト制（休日相談可）　月9日のお休み　2月のみ8日　特別休暇4日間あり

A-5 アースサポート株式会社 訪問入浴オペレーター

■3人1組で、訪問入浴車に乗ってお客様のお宅を1日6～8件ほどご訪問。お体が不自由に
なっても、お客様が安心してご入浴頂けるようサポートします。お仕事内容は、訪問入浴車の
運転、入浴備品の搬入出、簡単な入浴介助など。
■介護の資格が無い方・経験の無い方でも必ず3人体制で伺うので心配ありません。介護の
経験を積んで行きたい方も歓迎です。
■その他、簡単なPC操作を伴う業務や車両点検、スタッフのスケジュール調整や地域に向け
たPR活動などもお願いしております。
■入浴車の運転や入浴機材（ポータブル浴槽等：20～25キロ）を携行しての作業がございま
す。筋力と持久力が必要なお仕事です。

1名
26.2万円

～
26.2万円

8:30
～

17:30

アースサポート
各施設

正社員

■簡単なPCスキル（ワード、エクセルなど）
■普通自動車運転免許（AT限定不可）必須
※AT対応の拠点もあり
■介護職員初任者研修以上の介護資格があれば尚可
※異業種から転職し、活躍しているスタッフも多数在籍！介護業界未経験の方を対象にした研修も充実して
おります。
■就業時間補足：シフト制/変形労働時間制（月単位）
■休日・休暇補足：シフト制（休日相談可）　月9日のお休み　2月のみ8日　特別休暇4日間あり

A-6 アースサポート株式会社 訪問入浴ヘルパー

■訪問入浴車に乗って、介護スタッフ2名、看護スタッフ1名の3人1組でお客様のお宅を訪問。
着脱介助から始まって、お客様のお体を洗って頂く等の入浴介助が主な仕事です。
■介護の資格が無い方・訪問入浴の経験の無い方でもご安心下さい。必ず3人体制で伺うの
で未経験の方でも心配ありません！
■その他、簡単なPC操作を伴う業務や訪問入浴車の安全誘導、スタッフのスケジュール調
整、地域に向けたPR活動などもお願いしております。
■入浴車の運転や入浴機材（ポータブル浴槽等：20～25キロ）を携行しての作業がございま
す。筋力と持久力が必要なお仕事です。

1名
22.9万円

～
22.9万円

8:30
～

17:30

アースサポート
各施設

正社員

■簡単なPCスキル（ワード、エクセルなど）
■介護職員初任者研修以上の介護資格があれば尚可
※異業種から転職し、活躍しているスタッフも多数在籍！介護業界未経験の方を対象にした研修も充実して
おります。
■就業時間補足：シフト制/変形労働時間制（月単位）
■休日・休暇補足：シフト制（休日相談可）　月9日のお休み　2月のみ8日　特別休暇4日間あり

A-7 アースサポート株式会社 デイサービス送迎ドライバー（パート） ■デイサービスのお客様の送迎業務です。 1名
時給制
1,300円

備考欄参照
アースサポート

各施設
パート・ア
ルバイト

■普通自動車運転免許(AT限定可)　必須
※経験不問、シニアの方等も大勢活躍中です。
※異業種から転職し、活躍しているスタッフも多数在籍！介護業界未経験の方を対象にした研修も充実して
おります。
■就業時間補足：(1)8：30～10：00(2)17：00～18：30
■休日・休暇補足：シフト制（休日相談可）　勤務日数・曜日はご相談に応じます　週2日程度
　　　　　　　　　　　※日曜は拠点により勤務可能性あり

　　　　　　　　　　　第5回ミドルコーナー『合同就職面接会』 【令和2年12月9日】 求人情報         
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A-8 アースサポート株式会社 営業（横浜）
■営業スタッフの募集です。
・自治体・ケアマネージャーへの当社のPRをし、営業所を発展させていくお仕事です。営業所と
しての仕事はもちろん、拠点管理・エリア管理といった幅広い視野のお仕事を期待しています。

1名
23.7万円

～
23.7万円

8:30
～

17:30
横浜市西区 正社員

■簡単なPCスキル（ワード、エクセルなど）
■普通自動車運転免許(AT限定可)　必須
■就業時間補足：シフト制/変形労働時間制（月単位）
■休日・休暇補足：シフト制（休日相談可）　月9日のお休み　2月のみ8日　特別休暇4日間あり

B-1 コンピュートロン株式会社 人事総務責任者及び候補者

■人事関連（勤怠管理、給与計算、社保手続、研修運営等）
■総務関連（備品管理、株主総会、取締役会運営、稟議書管理、社内行事運営、各種届出管
理など）
■採用関連（中途採用・新卒採用における計画立案、大学訪問、イベント・求人媒体選定運
営、応募対応、面接など）

※人事総務部門の実務ならびに責任者として管理運営をお任せいたします。

1名
25万円

～
43.4万円

9:00
～

17:45
中央区 正社員

■人事、総務、採用業務何れかの経験者、および、管理職、またはリーダー経験者
■選考補足：筆記試験内容は性格診断テストです。

B-2 コンピュートロン株式会社 経営管理職

■経営管理全般
・経営戦略、事業計画の立案推進
・会社運営（管理本部、営業本部、技術本部の何れかの統括）及び経営者からの特命業務推
進

1名

年俸制
480万円

～
804万円

9:00
～

17:45
中央区 正社員

■IT業界、電気電子機械メーカー等での経営・営業・管理何れかの責任者経験5年以上
■学歴補足：大学卒業以上
■選考補足：筆記試験内容は性格診断テストです。

B-3 コンピュートロン株式会社 経理部スタッフ

■経理業務全般
・入出金業務
・会計システム入力
・月次、年次決算業務
・資産管理
・税務申告、納付手続
・法定書類の作成、提出業務

1名
20万円

～
41.3万円

9:00
～

17:45
中央区 正社員

■経理実務経験（簿記資格あれば未経験可）
■選考補足：筆記試験内容は性格診断テストです。

B-4 コンピュートロン株式会社 営業部門責任者及び候補者

■営業部門責任者及び候補者
・システム開発案件の新規開拓営業、ならびに案件受注契約管理
・既存顧客への継続営業、ならびに案件受注契約管理
・売上収支管理、要員管理、部下育成などをお任せいたします。

1名
25万円

～
43.4万円

9:00
～

17:45
中央区 正社員

■IT業界（ソフトウェア開発）の営業経験、および、管理職、またはリーダー経験者
■選考補足：筆記試験内容は性格診断テストです。

B-5 コンピュートロン株式会社 拠点責任者／立川

■システム開発の拠点責任者
・技術者（部下）のマネージメント、育成
・プロジェクトの全体管理
・取引顧客への開発案件の提案、受注・売上管理
・部門計画（事業計画）の立案、推進
※その他、拠点運営に付随する業務全般。

1名
30.5万円

～
59.1万円

9:00
～

17:45
立川市 正社員

■ソフトウェア開発におけるマネージメント（PM）経験、またはシステム営業等の管理職経験者
■選考補足：筆記試験内容は性格診断テストです。

B-6 コンピュートロン株式会社 システム営業職
■ソフトウェア開発に関わる営業全般
・システム開発案件の新規開拓営業、ならびに案件受注契約
・既存顧客への継続営業、ならびに案件受注契約

1名
20万円

～
35.7万円

9:00
～

17:45
中央区 正社員

■IT業界（ソフトウェア開発）の営業経験者
■選考補足：筆記試験内容は性格診断テストです。

B-7 コンピュートロン株式会社 システムエンジニア・プログラマー

■下記システム開発の企画・設計・開発などを担当（SE/PG）
①事務系ソリューション（販売・在庫・生産管理、医療・金融・交通系等）　②スマートフォン・タブ
レット等の各種アプリケーション開発（Android/iOS）　③自動車運転支援やカーナビ、ディスプ
レイ等の車載系システム開発　④デジタルカメラ等の画像認識、画像処理　⑤ネットワーク通
信制御　⑥各種業務端末、OA機器、半導体・液晶露光装置等精密機器等の組み込み制御
⑦AI、Iot、クラウド技術を組み合わせたソリューション開発

2名
20万円

～
35.7万円

9:00
～

17:45
中央区 正社員

■Java、C、C++、C♯、Objective-C、Pythonなど各種システム開発経験者（開発言語不問）
※スキルチェンジ希望も応相談
■選考補足：筆記試験内容は性格診断テストです。

B-8 コンピュートロン株式会社
システムエンジニア・プログラマー
（契約社員）

■下記システム開発の企画・設計・開発などを担当（SE/PG）
①事務系ソリューション（販売・在庫・生産管理、医療・金融・交通系等）　②スマートフォン・タブ
レット等の各種アプリケーション開発（Android/iOS）　③自動車運転支援やカーナビ、ディスプ
レイ等の車載系システム開発　④デジタルカメラ等の画像認識、画像処理　⑤ネットワーク通
信制御　⑥各種業務端末、OA機器、半導体・液晶露光装置等精密機器等の組み込み制御
⑦AI、Iot、クラウド技術を組み合わせたソリューション開発

3名
30万円

～
70万円

9:00
～

17:45
中央区 契約社員

■Java、C、C++、C♯、Objective-C、Pythonなど各種システム開発経験者（開発言語不問）
※スキルチェンジ希望も応相談
■選考補足：筆記試験内容は性格診断テストです。
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C-1 鈴茂器工株式会社 経理

■決算業務（個別・連結）
■支払業務
■開示資料作成
■税務申告書類の作成
■原価計算
■固定資産管理
■監査法人対応

1名
25万円

～

9:00
～

17:30
練馬区 正社員

■連結決算（個別・連結）/開示書類作成/法人税申告書作成何れかのご経験
■上場企業での経理経験者歓迎
■PCスキル（ワード・エクセル）基本レベル
■学歴補足：高校卒業以上
■選考補足：適性検査・一般常識、作文

C-2 鈴茂器工株式会社 提案営業

■大手回転寿司チェーン・牛丼チェーン店・大手スーパーなど企業（商品企画、購買等）へ数
百万円の米飯加工機器の提案営業。
※製品納品時はリテールサポート部隊が別にいるため、営業活動に専念することができる環
境です。

3名
26万円

～

9:00
～

17:30
練馬区 正社員

■提案営業経験2年以上
■普通自動車免許（AT限定可）
■学歴補足：高校卒業以上
■選考補足：適性検査・一般常識、作文

C-3 鈴茂器工株式会社 海外営業

寿司ロボットおよび米飯加工機械の提案営業
■海外の取引先企業や新規顧客に向けて当社製品を提案します。
■その他、販売代理店の管理や展示会でのお客様への製品説明。
■機械の基本的なメンテナンス。
※未経験の方は懇切丁寧に指導します。
※現地（アジア、欧州、米国等）への出張は、2ヶ月に1度、1～2週間位、海外出張し、営業活動
を行っていただきます。

1名
26万円

～

9:00
～

17:30
練馬区 正社員

■語学スキル：英語・中国語ビジネスレベル
■海外営業経験3年以上
■商材として機械・機器・装置系を扱っていた経験。
■普通自動車免許（AT限定可）
■学歴補足：高校卒業以上
■選考補足：適性検査・一般常識、作文

C-4 鈴茂器工株式会社 海外サービスエンジニア

■海外における現地販売店の技術的フォロー
■大型機設置据え付け、試運転
■アフターサービス
※先輩同行や年間50回ほどの技術研修を通して製品に慣れていただき1～2年で独り立ちされ
ることを期待しています。

1名
21万円

～

9:00
～

17:30
練馬区 正社員

■日常会話レベルの英語力
■機械の保守・メンテナンス業務経験
■普通自動車免許（AT限定可）
■学歴補足：高校卒業以上
■選考補足：適性検査・一般常識、作文

D-1 高松テクノサービス株式会社 営業職
■主に親会社である、高松建設が建てた建物のオーナー様を中心に、リニューアル（大規模改
修工事）、リフォーム、改修工事や修繕工事のご提案を行い、お仕事をいただきます。首都圏
の賃貸マンションが主です。駅から近い物件が多いので、電車での移動が主です。

2名
20万円

～
45万円

8:30
～

17:30
千代田区 正社員

■経験・知識・技能等 ： あれば尚可（営業経験者優遇）
■PCスキル ： PCの基本操作、Excel、Wordでの簡単な書類作成ができればＯＫ
■免許・資格 ： 不問
■就業時間補足：現在、新型コロナウィルス感染対策として、時差出勤を推奨してい ます。始業時間を7時、
7時半、10時としています。詳しくは面接時にお問い合わせください。また在宅勤務も推奨しています。併せて
お問い合わせください。
■選考補足：適性検査

D-2 高松テクノサービス株式会社 建築積算業務

■積算部において改修工事の見積・積算業務

＊高松コンストラクショングループの一員で、高松建設
　100％出資のメンテナンス、リフォーム・リノベーションの
　スペシャリスト集団です。

2名
25万円

～
50万円

8:30
～

17:30
千代田区 正社員

■経験・知識・技能等 ： あれば尚可（管理職経験ある方優遇）
■PCスキル ： PC操作（Word、Excel）
■免許・資格 ： 不問
■就業時間補足：現在、新型コロナウィルス感染対策として、時差出勤を推奨してい ます。始業時間を7時、
7時半、10時としています。詳しくは面接時にお問い合わせください。また在宅勤務も推奨しています。併せて
お問い合わせください。
■選考補足：適性検査

D-3 高松テクノサービス株式会社 建築施工管理（内外装改修）

■リフォーム、リノベーションにおける現場管理
■マンションメンテナンス
■外壁保全改修工事の現場管理

＊高松コンストラクショングループの一員で、高松建設
　100％出資のメンテナンス、リフォーム・リノベーションの
　スペシャリスト集団です。

2名
25万円

～
60万円

8:30
～

17:30
千代田区 正社員

■経験・知識・技能等 ： 実務経験3年以上（管理職経験者優遇）
■免許・資格 ： 不問
■選考補足：適性検査

D-4 高松テクノサービス株式会社 営業職（パート)
主に親会社である、高松建設が建てた建物のオーナー様を中心に、リニューアル（大規模改修
工事）、リフォーム、改修工事や修繕工事のご提案を行い、お仕事をいただきます。首都圏の
賃貸マンションが主です。駅から近い物件が多いので、電車での移動が主です。

1名

時給制
1,100円

～
1,800円

8:30
～

17:30
千代田区

パート・ア
ルバイト

■経験・知識・技能等 ： 営業職経験あれば尚可
■PCスキル ： PCの基本操作、Excel、Wordでの簡単な書類作成ができればＯＫ
■免許・資格 ： 不問
■就業時間補足：左記の間の実働5時間以上で応相談 週4日以上、1日5時間以上から働けます。 ご家族の
事情等による遅刻・早退・欠勤、受け付けます。現在、新型コロナウィルス感染対策として、時差出勤を推奨
してい ます。始業時間を7時、7時半、10時としています。詳しくは面接時にお問い合わせください。また在宅
勤務も推奨しています。併せてお問い合わせください。
■選考補足：適性検査
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E-1 株式会社データビジネスサプライ 法人ルート営業／印刷・販促物

(1)法人ルート営業(流通加工サービス、印刷物、販売グッズ制作)
当社取引先である大手広告代理店や大手小売り企業などを担当頂きます。未経験者歓迎。コ
ンビニやエンタメ企業などの販促物（有名アニメキャラクターグッズなど）の取り扱いが多いで
す。

(2)法人ルート営業(バーコード製作・システムソリューション)
当社取引先の印刷会社、化学メーカー、製薬会社などを担当頂きます。未経験者歓迎。プリン
ター、ラベル、ソフトウェアの営業。

2名
25万円

～
40万円

備考欄参照 渋谷区 正社員

■経験不問
■MS Office（Word文書作成、Excelデータ入力）
■普通自動車運転免許（AT限定可）あれば尚可
■学歴補足：大学卒業以上
■就業時間補足：(1)9：00～18：00(2)第5土曜日：9：00～12：00(休憩なし)　(1)と(2)はシフト表で決定する。
　　　　　　　　　　　変形労働時間制（年単位）
■休日・休暇補足：原則第5土曜日のみ出勤ですが、休みになる場合あり

E-2 株式会社データビジネスサプライ
法人ルート営業／物流・通販代行
サービス

■法人ルート営業（物流・通販代行サービス）
 ・当取引先である通販企業や販売企業を担当して頂きます。
 ・物流最適化、効率化を取引先に提案し当社物流センターを活用した物流代行業務を受注す
るための営業活動です。

1名
25万円

～
40万円

備考欄参照 渋谷区 正社員

■1年以上の社会人経験（ビジネスマナー必要）
■MS Office（Word文書作成、Excelデータ入力）
■営業経験者優遇
■普通自動車運転免許（AT限定可）あれば尚可
■学歴補足：大学卒業以上
■就業時間補足：(1)9：00～18：00(2)第5土曜日：9：00～12：00(休憩なし)　(1)と(2)はシフト表で決定する。
　　　　　　　　　　　変形労働時間制（年単位）
■休日・休暇補足：原則第5土曜日のみ出勤ですが、休みになる場合あり

E-3 株式会社データビジネスサプライ
法人ルート営業／埼玉物流センター
（戸田市美女木）

■法人ルート営業（印刷・販促品制作）
 ・当取引先である広告代理店や印刷会社を担当して頂きます。
 ・印刷・販促グッズ制作、流通加工サービスを提案し、見積書作成・工程管理など営業活動を
行います。

1名
25万円

～
40万円

備考欄参照 戸田市 正社員

■1年以上の社会人経験（ビジネスマナー必要）
■MS Office（Word文書作成、Excelデータ入力）
■営業経験者優遇
■普通自動車運転免許（AT限定可）あれば尚可
■学歴補足：大学卒業以上
■就業時間補足：(1)9：00～18：00(2)第5土曜日：9：00～12：00(休憩なし)　(1)と(2)はシフト表で決定する。
　　　　　　　　　　　変形労働時間制（年単位）
■休日・休暇補足：原則第5土曜日のみ出勤ですが、休みになる場合あり

E-4 株式会社データビジネスサプライ
物流センター管理者候補／戸田市美
女木

■作業の指示及びスケジュールの進捗管理
■商品のピッキング梱包、セット加工、検品作業
■PCを使用した入出庫在庫管理
■上記付帯業務
＊軽作業ですが、体力を必要とする業務です。
＊未経験から始められる仕事です。
＊未経験から始めて、リーダー職へキャリアアップも可能です。

1名
26万円

～
35万円

9:00
～

18:00
戸田市 正社員

■経験不問
■基本的PCスキルのある方
■普通自動車免許（AT限定可）
■学歴補足：高校卒業以上
■休日・休暇補足：月曜～土曜日の間で1日休みあり。納期・繁忙期によって休日出勤あり（振替休日・手当
あり）

F-1 東京コンピュータサービス株式会社 採用業務担当者

■採用（新卒・中途）業務全般
■採用イベント対応
■応募者対応
■その他　付随業務全般
※経験とご希望に合わせて、担当を決定致します。

1名
20.2万円

～
30万円

9:00
～

17:45
中央区 正社員

■採用の実務経験（2年以上）
※当業界経験者尚可
■学歴補足：専門学校卒業以上
■選考補足：筆記試験（性格診断）あり

F-2 東京コンピュータサービス株式会社 社長秘書

■社長秘書業務全般
■スケジュール調整（社内外）
■国内外出張手配・調整
■会議及び会議資料の準備
■部下の指導育成
■電話対応、来客接客対応等々

1名
20.2万円

～
30万円

9:00
～

17:45
中央区 正社員

■秘書実務経験（2年以上）必須
■秘書検定2級尚可
■学歴補足：専門学校卒業以上
■選考補足：筆記試験（性格診断）あり

F-3 東京コンピュータサービス株式会社 システム営業

■システム案件の提案、売上管理（契約、検収）業務
■既存ユーザー管理、取引、交渉
■新規ユーザー対応
■技術者との提案内容の共同検討
■事業計画実現へ向けた営業戦略の立案、推進等々

2名
19万円

～
40.8万円

9:00
～

17:45
中央区 正社員

■経験資格不問
※システム見積り～契約等一通りの経験者尚可
■学歴補足：専門学校卒業以上
■選考補足：筆記試験（性格診断）あり

F-4 東京コンピュータサービス株式会社 システムエンジニア

■コンピュータソフトウェア／業務アプリケーション設計・開発
■ファームウェア／ハードウェア／電子論理回路の設計、組込制御システム開発
■サーバ構築、データベース／ネットワーク／セキュリティ設計、機器のチューニング
■その他　上記の開発に関連付帯業務を含む
※ご経験とご希望により配属プロジェクトを決定致します。

3名
19万円

～
40.8万円

9:00
～

17:45
中央区 正社員

■プログラミング、システム設計・開発等の経験者尚可
■学歴補足：専門学校卒業以上
■選考補足：筆記試験（性格診断）あり
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G-1 ニチレイマグネット株式会社 営業

■既にお取引のあるクライアント企業をはじめ、建築業界の各企業へ営業として商品のＰＲや
販売、クライアントとの関係性構築をお任せします。

※自社のマグネットを使用したオリジナル商品を中心にご提案し、更なる普及・拡大を目指して
いきましょう。
※マグネットの「自動車運転の初心者マーク」を世に出したパイオニア企業です。チャレンジ意
欲を発揮していただき新たな挑戦をしていただきます。

1名
20万円

～
26万円

9:00
～

17:30
江東区 正社員

■普通自動車免許(AT限定可）
■就業時間補足：変形労働時間制（年単位）
■休日・休暇補足：土曜日（第1、2、3休み）　詳細は当社カレンダーによる

G-2 ニチレイマグネット株式会社 施工管理（見習い可）

■ハウスメーカーの営業の方とリフォームされるお客様宅を訪問し、リフォーム内容をお聞きし
ます。
・現場調査（実際に屋根に登って、屋根の採寸など）
・見積作成
・協力工事業者の手配、資材発注
・現場の監督(工程管理、協力業者への作業指示、安全指示など)
・未経験者も歓迎
・東京支店、責任者も他業界からの転職です。

※一から丁寧に教えます。

1名
22万円

～
26万円

9:00
～

17:30
江東区 正社員

■普通自動車免許(AT限定可）
■就業時間補足：変形労働時間制（年単位）
■休日・休暇補足：土曜日（第1、2、3休み）　詳細は当社カレンダーによる

G-3 ニチレイマグネット株式会社 生産管理

■マグネット製品に関わる部署間の調整や事務処理などの
　生産管理業務
■マグネットシート等の加工作業
■フォークリフトでの運搬
　（会社負担でのフォークリフト免許取得制度が有ります。）
■トラックでの配送(乗れれば尚良）

※マグネットの「自動車運転の初心者マーク」を世に出したパイオニア企業です。チャレンジ意
欲を発揮していただき新たな挑戦をしていただきます。

1名
22万円

～
26万円

9:00
～

17:30
江東区 正社員

■普通自動車免許(AT限定可）
■学歴補足：高校卒業以上
■就業時間補足：変形労働時間制（年単位）
■休日・休暇補足：土曜日（第1、2、3休み）　詳細は当社カレンダーによる

G-4 ニチレイマグネット株式会社 生産補助職

■東京支店内で断裁加工・ラミネート加工を行います。外注先への配送・引取も行います。
【一日の流れ】
〈出社・午前～〉前日からの生産計画確認　製造指示書に基づいて加工作業(断裁・梱包)
〈休憩〉(自由)
〈午後～〉引き続き製造指示書に基づいて加工作業(断裁・梱包)　出荷補助　翌日の加工作業
準備

1名
20万円

～

9:00
～

17:30
江東区 正社員

■普通自動車免許(AT限定可）必須
■学歴補足：高校卒業以上
■就業時間補足：変形労働時間制（年単位）
■休日・休暇補足：土曜日（第1、2、3休み）　詳細は当社カレンダーによる

H-1 株式会社ピクシー 総務事務（一部秘書職務）

※社内コミュニケーションが必要な業務です。
■電話対応および来客対応（給茶等）
■お取引先様への連絡
■販売イベント設営・お客様催事手伝い(社内で開催)
■伝票作成・発送など多岐にわたる事務・庶務
■役員の秘書的業務
※役員が本社にて執務しているときは突発的な対応が生じます。

1名
21万円

～
24万円

備考欄参照 港区 正社員

■PCスキル初級
　(Word,Excel入力ができればご応募可)
※社内事務経験あると尚可
※接客などの経験も活かせます。
■学歴補足：短期大学卒業以上
■就業時間補足：実働7.5時間　(1)9：00～17：30は平日　(2)9：00～15：00は第3土曜日
　　　　　　　　　　　変形労働時間制（月単位）
■選考補足：簡単なアンケート、適性検査あり

I-1 ヒューマンライフケア株式会社 人事労務担当者／一般事務
介護業務を行う本社にて介護現場のスタッフの給与、労務処理業務を行って頂きます。
スタッフ情報の管理・給与処理を中心とした業務。

1名
22.2万円

～
24.1万円

9:00
～

18:00
新宿区 正社員 ■事務実務経験必須

I-2 ヒューマンライフケア株式会社
営業スタッフ／東京都・千葉県・神奈
川県・埼玉県

■新規取引先の開拓
・地域包括や居宅への訪問等
・施設の問題や抱えている課題を抽出
・サービス向上のための提案、フォロー
・その他施設運用に関わる業務

＊勤務地は当社施設を起点に営業を行って頂きますので、HPにて所在地をご確認の上、面接
時にご相談ください。
（居住地考慮はしますが、指定はできません。）

5名
28万円

～
30万円

9:00
～

18:00
当社各施設 正社員

■経験不問
■就業時間補足：変形労働時間制（月単位）
■休日・休暇補足：シフト制（4週8休）
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I-3 ヒューマンライフケア株式会社
介護職員／東京都・千葉県・神奈川
県・埼玉県

■小規模多機能型居宅介護またはグループホームにおける介護業務全般
・入浴、食事、排泄介護等の身体介護
・掃除、洗濯、買い物等の日常生活の援助
・レクリエーションやイベントの企画実行
・記録業務、業務報告書の作成等
【グループホーム】
・食事の準備も利用者様と一緒に行って頂きます。
【小規模多機能型居宅介護】
・訪問介護、送迎も含みます。
・簡単な調理あり。

5名
18.9万円

～
23.4万円

備考欄参照 当社各施設 正社員

■経験不問
＊下記何れかの資格所持の方歓迎
・介護福祉士
・介護職員実務者研修修了者
・介護職員初任者研修修了者
・介護職員基礎研修修了者
■就業時間補足：(1)7：30～16：30(2)9：00～18：00(3)10：30～19：30(4)16:00～翌10:00（休憩120分）
　　　　　　　　　　　(1)～(4)シフト制　変形労働時間制（月単位）
■休日・休暇補足：シフト休(月8日～10日休み)

J-1 三鈴工機株式会社 営業職（東京事業所）

■ローラコンベヤなどの物流装置・機器を代理店（商社、機械工具商など）への販売を中心に
行う法人営業です。
但し当面の間は、
１．営業部員のサポート業務
　（見積書作成、作業指示書、納品、請求書など書類作成業務）
２．倉庫における出荷業務（代理店、顧客向けの出荷作業）
３．その他　詳細な仕事内容は面接の際に説明いたします。

※本社工場（三重県四日市市）にて業務研修を１ヶ月程度行います。

1名
23.2万円

～
31.6万円

9:00
～

17:40
大田区 正社員

■パソコン基本操作（ワード、エクセル）が出来る事
■学歴補足：大学卒業以上
■休日・休暇補足：詳細は当社カレンダーによる
（平日に祝日のある週で年間9回前後、土曜日出勤の場合有り）
■選考補足：合同面接会以降、東京支店及び本社（三重県四日市市楠町北五味塚530番地）での面接あり
（本社の場合旅費は会社負担）

J-2 三鈴工機株式会社
営業職（国際・貿易事務含む）
（東京事業所）

■国内の既存製菓メーカーをメイン顧客として製造メーカー営業の業務全般をお任せ致しま
す。
製菓機械が輸入機であるため部品等の手配、翻訳、通訳（海外機械メーカースーパーバイ
ザーのアテンド含む）
などが発生するため英語力は必須です。
又、国内工事業者等の手配を行ったり、工事立会いの為、現場業務もあります。

※本社工場（三重県四日市市）にて業務研修を１ヶ月程度行います。

1名
23.2万円

～
38.2万円

9:00
～

17:40
大田区 正社員

■営業管理職および貿易実務経験3年以上尚可
　※商社等にて産業機械等の輸入経験があれば尚可
■言語： 会話…英語力 ビジネスレベル
　※営業は、国内顧客営業業務となります。
　※TOEIC800点以上
■学歴補足：大学卒業以上
■休日・休暇補足：詳細は当社カレンダーによる
（平日に祝日のある週で年間9回前後、土曜日出勤の場合有り）
■選考補足：合同面接会以降、東京支店及び本社（三重県四日市市楠町北五味塚530番地）での面接あり
（本社の場合旅費は会社負担）
■応募書類について：◎和文と英文の履歴書、職務経歴書を提出してください。

J-3 三鈴工機株式会社 倉庫管理・作業職（東京事業所）

■弊社東京事務所デポにおいて本社工場より届いた製品（コンベア）の管理を行って頂きま
す。
具体的には、入出庫（受入・検品、事務作業含む）、梱包、出荷など一連の業務及び簡単な組
立作業もあります。
※面接の際、より詳細な説明を致します。

※本社工場（三重県四日市市）にて業務研修を１ヶ月程度行います。

1名
19万円

～
26.6万円

9:00
～

17:40
大田区 正社員

■フォークリフト運転技能者必須
■学歴補足：高校卒業以上
■休日・休暇補足：詳細は当社カレンダーによる
（平日に祝日のある週で年間9回前後、土曜日出勤の場合有り）
■選考補足：合同面接会以降、東京支店及び本社（三重県四日市市楠町北五味塚530番地）での面接あり
（本社の場合旅費は会社負担）
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