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A-1 株式会社アイビーシー 経理事務及び総務事務全般

■総務・経理全般（会計ソフト使用）
■販売管理（請求書・納品書発行など売上管理ソフト使用）
■一般事務（ExcelやWordを使用して資料作成）
■その他、庶務的な業務

1名

年俸制
282万円

～
402万円

9:15
～

18:15
新宿区 正社員

【必須】
■経理業務経験があり、簿記3級以上お持ちの方
■PCスキルのある方
　※Excel　ご自身で作表できるレベル以上
　※Word　新規に文章を作成できるレベル以上
【歓迎】
■会計ソフト入力経験のある方、尚可

■高校卒業以上

B-1 株式会社ＵＹＥＫＩ  一般事務（千代田区）

■現金管理
■電話・来客対応
■販売計画、実績表作成
■販促物作成
■書類整理、管理
■その他事務所内庶務
■営業スタッフに向けての簡単なサポート

2名
23万円

～
26万円

8:45
～

17:30
千代田区 正社員

■パソコン操作（エクセル、ワード）
■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：月に1回土曜日出社あり　・祝祭日のある週は土曜日は出勤

B-2 株式会社ＵＹＥＫＩ 企画営業（千代田区）

■ホームセンター、ドラッグストア、スーパーなどへ新商品の提案や売り方また成功例などを伝
え販売企画の提案を行います。
■販売店舗での販促活動、受注活動、商品提案、POP設置などを行っていただきます。
■新商品の企画開発として弊社全員が「こんなものがあったらいいな」をカタチに出来ることを
大切にしています。
■通販、業務用、ギフト、ノベルティ、海外などの様々なルート開拓も行っています。

1名
30万円

～
45万円

8:45
～

17:30
千代田区 正社員

■パソコン操作（エクセル、ワード）
■営業経験者優遇
■普通自動車免許(AT限定可)
■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：月に1回土曜日出社あり　・祝祭日のある週は土曜日は出勤

B-3 株式会社ＵＹＥＫＩ 一般事務（千代田区）／（パート）

■得意先からの受注・問い合わせ
■パソコンでの入力作業、見積作成
■電話、来客対応
■その他、事務所内庶務
■営業スタッフに向けての簡単なサポート

1名
時給制
1,200円

備考欄参照 千代田区
パート・ア
ルバイト

■不問
■パソコン操作（エクセル、ワード）
■高校卒業以上
■就業時間補足：9：00～18：00の間の5時間程度勤務可能な方

C-1 株式会社Opex 人事総務業務

■人事
採用管理、入退社処理、給与処理、社会保険処理、人事規程類管理、行政官庁・関係機関届
出、社労士事務所等との対応等
■総務
備品管理・発注、契約書チェック・管理、その他庶務事項等

1名
25万円

～
35万円

9:00
～

18:00
港区 正社員

■人事労務：給与処理、社会保険処理（外国人の雇用契約関係がある方尚可）
■オフィス系ソフト（ワード・エクセル・パワーポイント）中級程度
■奉行シリーズ（給与、人事）利用経験あれば尚可
■資格不問

C-2 株式会社Opex 財務経理

■経理業務
・日常の収入・支出処理（仕訳、PC入力、振込等）
・請求書作成
・月次の収支報告書作成
・年次決算業務
・月次資金繰り管理
・銀行対応

1名
30万円

～
35万円

9:00
～

18:00
港区 正社員

■財務管理経験がある方優遇
■勘定奉行の経験者優遇
■オフィス系ソフト（ワード・エクセル・パワーポイント）中級程度
■奉行シリーズ（財務経理）利用経験あれば尚可
■日商簿記2級あれば尚可

C-3 株式会社Opex 青果営業/大田区
■弊社の大田市場内青果事務所に駐在し、青果物の受発注、納品、請求、入金等の管理や
パソコンソフトへの入力、企画書作成等を行っていただきます。

2名
30万円

～
50万円

備考欄参照 大田区 正社員

■青果物を取り扱った経験尚可
■エクセル・ワード･パワーポイントを一通り扱える方
■フォークリフト運転技能者あれば尚可
■普通自動車運転免許（AT限定可）
■就業場所補足：大田市場内　当社事務所
■就業時間補足：(1)6：00～15：00(2)7：00～16：00(3)8：00～17：00または、9：00～18：00の8時間

C-4 株式会社Opex ルート営業（水産物）/港区 ■水産物の仕入れ、商品管理、大規模小売チェーン個客等へのルート営業、企画提案等 1名
35万円

～
40万円

9:00
～

18:00
港区 正社員

■水産物を取り扱った経験
■エクセル・ワード･パワーポイントを一通り扱える方
■普通自動車運転免許（AT限定可）
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D-1 株式会社グッドライフケア東京 福祉用具専門相談員＜未経験可＞

■福祉用具貸与、販売の商品の選定
■商品の納品や引き取り業務
■その他福祉用具に関する書類の作成

※月末までに、担当ご利用者の帳票を作成していただきます。

1名
25万円

～
27万円

9:00
～

18:00
中央区 正社員

■介護福祉士
■普通自動車運転免許（ＡＴ限定不可）必須
■就業時間補足：フレックスタイム制
■休日・休暇補足：月に1回程度、土曜日出勤あり。（土曜日に出勤した場合には平日に振替休日ができま
す。）

D-2 株式会社グッドライフケア東京
訪問介護スタッフ／千代田区（他2支
店）

■高齢や障害等で日常生活に支援が必要な方が、在宅で自立した生活ができるよう生活全般
の支援を行う仕事です。
■生活援助、身体介護、障害者総合支援サービス等があります。
■生活援助：洗濯、買い物、調理、掃除等の家事援助業務
■身体介護：食事、更衣、排泄、入浴、歩行介助等の身体介助業務
■障害者総合支援サービス：障害者の方の通院、通学、作業所への移動等の同行支援業務
■パソコンでのデータ入力作業等々

6名
25万円

～
30万円

備考欄参照 千代田区 正社員

■経験不問
■ホームヘルパー2級または介護職員主任者研修以上（必須）
（いずれかの免許・資格所有で可）
※将来介護福祉士、ケアマネージャーを目指す方を支援します。
■就業場所補足：当社　千代田支店（他2支店）
■就業時間補足：8：00～20：00の間の8時間／ご希望を考慮し、シフト制で対応
■休日・休暇補足：土日祝を含めたシフト制とし、休日はシフト表による。働き方は相談可能。

D-3 株式会社グッドライフケア東京 ケアマネージャー／港区

【居宅介護支援センターにおけるケアマネジメント業務全般】
■居宅介護支援センターにて、介護保険サービスを利用するご利用者様からの相談に応じ、
ご本人様の希望や心身の状態を考慮して、在宅や施設での適切なサービスが受けられるよう
に、ケアプランを立てると同時に多職種との連携を行って頂きます。
■ケアプラン作成・モニタリング業務
■記録・各業務に関する多職種との連携
■その他　関連する事務業務全般
※未経験の方には、研修があります。

1名
26万円

～
33万円

9:00
～

18:00
港区 正社員

■経験不問
■介護支援専門員（ケアマネージャー）必須
■就業場所補足：当社　港支店サテライトTOKYO　BAY芝浦
■就業時間補足：フレックスタイム制
■休日・休暇補足：土日祝を含めたシフト制とし、休日はシフト表による。

D-4 株式会社グッドライフケア東京 訪問リハビリ／港区

■ご利用者の自宅で行うリハビリサービス全般
■港区・その他近隣エリア
※ブランクのある方、訪問リハビリ未経験の方でも、初めは同行訪問しますので、ご安心下さ
い。

2名
23.4万円

～
23.4万円

備考欄参照 港区 正社員

■リハビリ業務経験者（3年以上）必須
■理学療法士・作業療法士・言語聴覚士いずれかの免許資格保有者（必須）
■就業場所補足：当社　港支店（サテライト）
■就業時間補足：8：00～20：00の間の8時間／ご希望を考慮し、シフト制で対応
■休日・休暇補足：土日祝を含めたシフト制とし、休日はシフト表による。働き方は相談可能。

D-5 株式会社グッドライフケア東京
訪問看護師／千代田区〈エキスパー
トチーム〉

配属先エリアを中心に訪問看護業務を行って頂きます。
具体的な業務は、利用者様の自宅へ訪問し、診療の補助と療養上のお世話を行います。

初めは、先輩社員との同行訪問がありますので、１つ１つ学んで頂けます。
また一人一人のスキルに合わせた訪問先を選定していますので、ご経験に不安がある方も相
談により訪問先を決定しています。
１日の訪問時間は、個別に相談した働き方により異なりますのでご相談下さい。

2名
39.2万円

～
40万円

備考欄参照 千代田区 正社員

■看護師実務経験１年以上
■就業場所補足：当社　千代田支店（サテライト）
■就業時間補足：8：00～20：00の間の8時間／ご希望を考慮し、シフト制で対応
■休日・休暇補足：土日祝を含めたシフト制とし、休日はシフト表による。働き方は相談可能。

D-6 株式会社グッドライフケア東京
訪問介護スタッフ／千代田区（パー
ト）

■高齢や障害などで、日常生活に支援が必要な方が、在宅で自立した生活ができるよう生活
全般の支援を行う仕事です。
生活援助、身体介護、障害者総合支援サービスなどがあります。
・生活援助
洗濯、買い物、調理、掃除などの家事援助
・身体介護
食事、更衣、排泄、入浴、歩行介助などの身体介助
・障害者総合支援サービス
障害者の方の通院、通学、作業所への移動などの同行支援
・ＰＣ操作

2名

時給制
1,800円

～
2,800円

備考欄参照 千代田区
パート・ア
ルバイト

■介護職員初任者研修修了者
■就業場所補足：当社　千代田支店（サテライト）
■就業時間補足：(1)7：00～14：00(2)16：00～22：00又は7：00～24：00の時間の間の5時間程度
■休日・休暇補足：応相談

D-7 株式会社グッドライフケア東京 訪問看護師／千代田区（パート）

■訪問看護師業務全般
■高齢や障害等で日常生活に支援が必要な方が、在宅で自立した生活ができるよう生活全般
の支援を行う仕事です。
※ブランクのある方、訪問看護未経験の方でも、初めは同行訪問いたしますので、ご安心くだ
さい。
※勤務時間は応相談

3名

時給制
3,500円

～
3,800円

備考欄参照 千代田区
パート・ア
ルバイト

■看護師実務経験2年以上（必須）
■就業場所補足：当社　千代田支店（サテライト）
■就業時間補足：(1)9：00～15：00(2)12：00～18：00又は8：00～20：00の間の5時間程度（希望時間に調整
可）
■休日・休暇補足：週2日～5日

E-1 新共株式会社 現場社員

・現場等での応援勤務、緊急対応等あり
・警備員の指導教育補助
・警備業法関連書類の作成、管理補助
・各現場の管理、教育及び対応
・社外対応・その他、事務作業あり

※将来的に警備部幹部候補生としての受け入れです。

1名
18万円

～
23万円

8:30
～

17:30
江東区 正社員

■不問
※普通自動車運転免許　あれば尚可（AT限定可）
※パソコン基本操作（ワード、エクセル）あれば尚可
■高校卒業以上
■就業時間補足：変形労働時間制（月単位）
■休日・休暇補足：シフト制により月1～2回程度の土曜日出勤あり
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E-2 新共株式会社 営業職

・既存取引先の取引管理
・新規取引先の開拓
・その他営業関連業務他
・管制業務補助

1名
25万円

～
33万円

8:30
～

17:30
江東区 正社員

■パソコン基本操作（ワード、エクセル）
■普通自動車運転免許　必須（AT限定可）
※交通誘導警備業務検定2級あれば尚可
■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：シフト制により月1～2回程度の土曜日出勤あり

E-3 新共株式会社 営業職（管理職候補）＜要経験＞

・既存取引先の取引管理
・新規取引先の開拓
・その他営業関連業務他
・管制業務補助

1名
27万円

～
40万円

8:30
～

17:30
江東区 正社員

■営業経験3年以上　（警備業の経験あれば尚可）
■普通自動車運転免許　必須（AT限定可）
■パソコン基本操作（エクセル、ワード）
※交通誘導警備業務検定2級あれば尚可
※警備員指導教育責任者2号あれば尚可
■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：シフト制により月1～2回程度の土曜日出勤あり

E-4 新共株式会社 営業部長
・営業部全体のマネージメント業務
・新規取引先の開拓
・その他営業関連業務他

1名
35万円

～
50万円

8:30
～

17:30
江東区 正社員

■営業管理職経験3年以上
※普通自動車運転免許　あれば尚可（AT限定可）
※警備員指導教育責任者資格あれば尚可
■大学卒業以上
■就業時間補足：変形労働時間制（年単位）
■休日・休暇補足：シフト制により月1～2回程度の土曜日出勤あり

E-5 新共株式会社
車両誘導警備＜大田区平和島＞（契
約）

■食品関連なので緊急事態にも強い安定した大型物流倉庫での車両誘導業務です。
■親切丁寧に指導致しますので未経験の方も歓迎

※直行直帰OK

3名

日給制
9,500円

～
11,000円

備考欄参照 大田区 契約社員

■不問
※交通誘導検定保持者優遇
■就業場所補足：お客様先
■就業時間補足：(1)8：00～17：00(2)8：30～17：30(3)9：00～18：00シフト制／変形労働時間制（月単位）

E-6 新共株式会社 施設警備／日勤＜丸の内＞（契約）

■新規オープン物販店舗内での保安警備です。
■店内・入口での立哨や監視業務がメインの簡単なお仕事です。

※未経験の方にも丁寧に指導いたしますので安心です。
※設備も充実、男性女性問わず活躍しています。
※直行直帰ＯＫ

5名
日給制
9,500円

備考欄参照 千代田区 契約社員

■不問
■就業場所補足：お客様先
■就業時間補足：(1)8：00～18：00(2)10：00～20：00(3)11：00～21：00には1時間分の時間外が含まれます。
シフト制／変形労働時間制（月単位）
■休日・休暇補足：シフト制

F-1 システムスクエア株式会社 東日本支社
運用ヘルプデスク(医療システム担
当)

＜病院内ＩＴ情報担当として以下の業務に従事していただきます＞
【電子カルテの運用ヘルプデスク業務】
院内職員から、使用方法等に関する問い合わせ対応
【ネットワーク環境の運用・管理・メンテナンス】
院内のインターネット接続に関する問い合わせや、機器交換等

1名
22万円

～
40万円

8:30
～

17:30
港区 正社員

■医療情報システム運用管理業務を1年以上実務経験者
※MegaOakHRのオペレーション経験がある方歓迎
※医療情報技師あれば尚可
■高校卒業以上
■就業場所補足：東日本支社または顧客先(病院)

F-2 システムスクエア株式会社 東日本支社 営業/港区芝

＜客先企業ニーズに合った技術者の提案、案件獲得業務＞
具体的には…
■既存取引先の営業折衝・新規取引先の開拓や案件獲得
　(開発、インフラ基盤構築、運用サポート他)
■営業事務処理業務　など

1名
20万円

～
40万円

9:00
～

18:00
港区 正社員

※IT業界経験　あれば尚可
※SES営業経験　あれば尚可
※人材業界営業経験　あれば尚可
※技術職から営業職へのスキルチェンジ歓迎
■高校卒業以上
■就業場所補足：東日本支社または顧客先

F-3 システムスクエア株式会社 東日本支社 営業(官公庁系)/港区芝

＜官公庁入札案件営業と管理＞
・入札資格申請取得・更新等、案件抽出・検討
・維持管理
・見積、契約、納品、請求までのフォロー
・入札業務
・案件ファイリング
＜一般営業＞
・アタックリスト作成、アポ、企画書、提案書等資料作成
※担当エリアは主に東日本エリア（出張あり）

1名
22.5万円

～
40万円

9:00
～

18:00
港区 正社員

■入札業務経験
※IT業界経験　あれば尚可
■高校卒業以上
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F-4 システムスクエア株式会社 東日本支社
Open系システム開発SE,プログラ
マー/港区芝

■業務システムやｗｅｂシステムの開発・保守
※自社または顧客先にて開発・保守を担当いただきます
　(顧客様も港区周辺が多いです)
※必要に応じ社内で技術支援を受けることが可能です

1名
20万円

～
40万円

9:00
～

18:00
港区 正社員

■システム開発業務経験必須
※開発経験のある方を優遇
　(Java,C＃,VB.net,PHP,Java Scriptのいずれか)
■高校卒業以上
■就業場所補足：東日本支社または顧客先

F-5 システムスクエア株式会社 東日本支社
システム基盤構築エンジニア・運用エ
ンジニア/港区芝

■サーバ(Windows,Linux)の設計・構築～運用保守
■ネットワークの設計・構築～運用保守
※ご経験に応じて、何れかの工程に携わって頂きます。

1名
20万円

～
40万円

9:00
～

18:00
港区 正社員

■実務経験
※経験の浅い方も歓迎します
■高校卒業以上
■就業場所補足：東日本支社または顧客先

G-1 株式会社ジェイテック 総務・人事

・給与計算
・福利厚生制度整備、社内イベント企画運営
・社員の勤怠管理、入退社対応、労務管理
・社内文書作成（請求書、報告書、会議資料等）
・電話、メール、来客対応、備品管理、衛生管理

1名
20.5万円

～
30.5万円

9:00
～

17:50
中央区 正社員

■左記、総務人事業務の経験必須
■Excel、Wordの実務経験
■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：基本的には土日祝休みですが、年5回程度土曜日出勤あり。

G-2 株式会社ジェイテック 機械設計技術職

・自動車関連（自動運転技術、EV、PHEV、外装・内装、エンジン、トランスミッションなど）
・航空機関連（軽量パネルの開発、航空機用エンジン、ヘリコプターの機構設計）
・半導体製造装置、FPD製造装置の設計・開発
・家電製品（冷蔵庫、洗濯機、掃除機など）
・医療機器（医療用内視鏡関連諸器具の設計、薬剤分包機の設計）
・充電、蓄電、発電に関するシステムの設計開発（企業・エンドユーザー向け双方）
・パワーエレクトロニクスの設計開発等、いずれかの業務を担当

5名
20万円

～
40万円

9:00
～

17:50
中央区 正社員

■不問
■左記職務内容に関する経験・知識あれば尚可
■就業場所補足：本社または顧客先
■就業時間補足：変形労働時間制（年単位）
■休日・休暇補足：基本的には土日祝休みですが、年5回程度土曜日出勤あり。

G-3 株式会社ジェイテック 電気電子設計技術職

・自動運転機能を搭載した自動車の回路設計
・画像処理系RTLロジック回路設計
・半導体製造装置用回路設計
・コンバーター回路の設計開発
・電源回路の設計開発
・半導体製造装置、FPD製造装置の設計・開発
・家電製品（冷蔵庫、洗濯機、掃除機など）
・医療機器（医療用内視鏡関連諸器具の設計、薬剤分包機の設計）
・充電・蓄電・発電に関するシステムの設計開発
・パワーエレクトロニクスの設計開発等、いずれかの業務を担当

5名
20万円

～
40万円

9:00
～

17:50
中央区 正社員

■不問
■左記職務内容に関する経験・知識あれば尚可
■就業場所補足：本社または顧客先
■就業時間補足：変形労働時間制（年単位）
■休日・休暇補足：基本的には土日祝休みですが、年5回程度土曜日出勤あり。

G-4 株式会社ジェイテック ソフトウェア開発技術職

・大手保険会社Webシステム開発（PHP/ JavaScript/ MySQL）
・業務管理システム開発（PHP/ Java/ MySQL/ Oracle）
・工場向けロボット制御プログラム開発（C/ C++/ Android）
・製造機械制御プログラム開発（C/ C++）
・車載系組込開発（C/ C++）
・ハンディターミナルプログラム開発（Android/ iOS）
・自社サービスの開発（PHP/ Java/ MySQL/ Oracle/ C/ C++）
　「グルくる」、「こころチェッカー」、その他新規プロダクトなど、自社サービスの開発・運用をお
任せします。

3名
20万円

～
40万円

9:00
～

17:50
中央区 正社員

■不問
■左記職務内容に関する経験・知識あれば尚可
■就業場所補足：本社または顧客先
■就業時間補足：変形労働時間制（年単位）
■休日・休暇補足：基本的には土日祝休みですが、年5回程度土曜日出勤あり。

G-5 株式会社ジェイテック パソコン教室講師（パート）／松戸市

お任せするのは、Microsoft-officeを教える講師の業務です。
■仕事の特徴はパソコン初心者へMicrosoft-officeの操作が出来るように指導していきます。
■初めのうちは先輩講師のアドバイスやサポートでゼロから講師のスキルを磨いていきましょ
う。

2名

時給制
1,100円

～
2,500円

備考欄参照 松戸市
パート・ア
ルバイト

■講師未経験者歓迎
■Microsoft-office操作スキル必須
■高校卒業以上
■就業場所補足：当社　矢切事業所
■就業時間補足：(1)9：00～17：50(2)10：00～18：50左記時間内で3～4時間程度の勤務も可能です。シフト制
■休日・休暇補足：週2日以上にて相談可。基本的には土日祝休み、年に数回土曜出勤あり。
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G-6 株式会社ジェイテック
プログラミングインストラクター（パー
ト）／松戸市

お任せするのは、プログラミングを育成するインストラクター業務です。
■仕事の特徴は、未経験者へプログラミングの指導を行い、プログラマーとしてのデビュー支
援を行います。
■初めのうちは先輩講師のアドバイスやサポートでゼロから講師のスキルを磨いていきましょ
う。

2名

時給制
1,100円

～
2,500円

備考欄参照 松戸市
パート・ア
ルバイト

■インストラクター未経験者歓迎
■プログラミング経験必須（Cまたはjava）
■高校卒業以上
■就業場所補足：当社　矢切事業所
■就業時間補足：(1)9：00～17：50(2)10：00～18：50左記時間内で3～4時間程度の勤務も可能です。シフト制
■休日・休暇補足：週2日以上にて相談可。基本的には土日祝休み、年に数回土曜出勤あり。

H-1 タカイ医科工業株式会社 一般営業事務職

■医療機器商社での一般営業事務全般
■お客様（主に病院関係者）からの商品のご注文や在庫・納期のお問い合わせ等に対しての
電話対応
■パソコン使用の伝票作成、売上請求等の事務業務
■受注した手術機械等の発注業務
■営業スタッフのアシスタント業務
■その他　電話対応、来客接客対応等々
※医療医学知識や業界経験不問です。職務内容はOJTで先輩社員がしっかりと実務の指導を
致します。

1名
19.5万円

～
22万円

備考欄参照 文京区 正社員

■経験資格不問
■PCスキル（word,excel基本動作）
■短期大学卒業以上
■就業時間補足：(1)9：00～17：30(2)8：45～17：30　(2)週初め全体朝礼の為

H-2 タカイ医科工業株式会社 企画職（マーケティング）

■当社は泌尿器科の手術に使用する消耗品、機械輸入メーカーです。
■輸入メーカーのマーケティング担当として、国内市場へ普及販売をするための業務をお任せ
します。
■製品に関する英文資料の翻訳を含んだ販促資料、学会展示資料、カタログ作成、発注業務
■海外メーカーとのコレポンや交渉の輸出入業務等幅広く担当頂きます。
※厚労省先端医療認定前立腺画像診断器の取扱いあり
※上司または先輩についてOJTを行います。

2名
19.5万円

～
30万円

備考欄参照 文京区 正社員

■企画・マーケティング業務経験者（歓迎）
■英語力（TOEIC600点相当）必須
■大学卒業以上
■就業時間補足：(1)9：00～17：30(2)8：45～17：30　(2)週初め全体朝礼の為

H-3 タカイ医科工業株式会社
ルート営業職（医療機器の商社営
業）

■主に都内・近郊の病院（主に整形外科）へのルート営業職
■整形外科で必要な手術機器やインプラント等の受注・納品業務（重量物医療機器の運搬搬
入業務あり）
■その他の消耗品等の受注・納品や新規開拓にも取組んで頂きます。
※最初は先輩社員から病院の仕組みや、納品サポート等の補助業務から学んで、医療関連
知識なくとも徐々に身に付けて頂きます。

1名
22.5万円

～
25万円

備考欄参照 文京区 正社員

■営業経験者（業界不問）必須
■PCスキル（word,excel基本動作）
■普通自動車免許（AT限定可）必須
■大学卒業以上
■就業時間補足：(1)9：00～17：30(2)8：45～17：30　(2)週初め全体朝礼の為

H-4 タカイ医科工業株式会社 MR営業職（自社商品プロモーション）

■泌尿器科の手術に使用する消耗品や機械（自社ブランド）のメーカー営業です（MRの国家資
格不要）
■担当地域の病院をルート営業での訪問
■泌尿器科の専門ドクターへ自社製品のプロモーション活動やドクターから意見やニーズに対
して医療情報を提供
■製品を売り込むだけではなく、医療機器のスペシャリストとして活躍して頂きます。
※入社後に医療知識、商品知識の研修後、OJTを行います。
※配属後、原則転勤はありません。

1名
22.5万円

～
25万円

備考欄参照 文京区 正社員

■PCスキル（word,excel基本操作）
■普通自動車免許（AT限定可）必須
■大学卒業以上
■就業時間補足：(1)9：00～17：30(2)8：45～17：30　(2)週初め全体朝礼の為

I-1 株式会社田村米菓 経理・総務業務（マネージャー候補）

■経理事務（スマイル会計）全般
＊決算業務（月次・年次）
＊日常伝票仕分け・月次報告書作成
＊支払い事務（PC振込）・資金繰り
＊給与・勤怠処理

1名
24.2万円

～
30.1万円

9:00
～

17:45
品川区 正社員

■経理実務経験
■PC（Word・Excel必須）
■普通自動車運転免許（AT限定可）あれば尚可
■就業時間補足：月の労働時間172時間で調整します　変形労働時間制（年単位）
■休日・休暇補足：会社カレンダーにより月1～2回土曜日出勤あり

I-2 株式会社田村米菓 企画営業

■カタログ通販に向けた食品全般の企画提案
■商品の仕入先開拓・仕入先管理

＊「銀座花のれん」ブランドでおなじみの商品や食品全般を取扱っています
＊業務については丁寧に指導致します
＊食品法規のスキルが身に付きます

1名
20.5万円

～
30万円

9:00
～

17:45
品川区 正社員

■営業経験（卸売業の営業経験あれば尚可）
■普通自動車運転免許（AT限定可）
■就業時間補足：月の労働時間172時間で調整します　変形労働時間制（年単位）
■休日・休暇補足：会社カレンダーにより月1～2回土曜日出勤あり

J-1 株式会社ニッチュー 総務経理事務

■仕訳入力（勘定奉行）　■入出金管理、支払い業務
■月次、年次決算処理補助
■総務業務補助　■庶務、雑務　■来客対応　■その他付随する一切の業務
　※使用ソフト(勘定奉行・販売管理他)

1名
22万円

～
30万円

備考欄参照 台東区 正社員

■職務内容経験者（優遇）
■簿記3級以上（尚可）
■パソコンスキル（Word、Excel基本操作）
■高専卒業以上
■就業時間補足：(1)9：00～17：30(2)9：00～16：00　(2)は、土曜日勤務　変形労働時間制（年単位）
■休日・休暇補足：土曜日（第2、4、5休日）
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J-2 株式会社ニッチュー 提案営業
■自社製品である表面処理機械（ブラストマシン）の営業

＊オーダーメイドの機械が多い為、要望される仕様に沿った提案型の営業対応となります。
1名

23万円
～

35万円
備考欄参照 台東区 正社員

■提案型の営業経験
■普通自動車免許（AT限定可）【必須】
■PCスキル（Word、Excel、メール他基本操作）
■高校卒業以上
■就業時間補足：(1)9：00～17：30(2)9：00～16：00　(2)は、土曜日勤務　変形労働時間制（年単位）
■休日・休暇補足：土曜日（第2、4、5休日）

J-3 株式会社ニッチュー 工場生産職（我孫子市）
■機械組立、据付、メンテナンスサービス、電気技術
　※外出時（出張等）に社用車を利用することがあります。

2名
18万円

～
備考欄参照 我孫子市 正社員

■不問
■普通自動車免許（AT限定可）【必須】
■専修学校、高専卒業以上
■就業場所補足：我孫子工場
■就業時間補足：(1)8：00～16：55(2)8：00～16：00　(2)は、土曜日勤務　変形労働時間制（年単位）
■休日・休暇補足：土曜日（第2、4、5休日）

J-4 株式会社ニッチュー 産業機械のメンテナンスサービス

■設置した機械のメンテナンスサービス
　・機械修理
　・定期点検
　・据付等

　※外出時（出張等）に社用車を利用することがあります。

1名
20万円

～
32万円

備考欄参照 我孫子市 正社員

■経験不問
【優遇】ガス溶断、玉掛け、アーク溶接、床上クレーン、電気工事士の経験
■普通自動車免許（AT限定可）【必須】
※出張可能な方
■高校卒業以上
■就業場所補足：我孫子工場
■就業時間補足：(1)8：00～16：55(2)8：00～16：00　(2)は、土曜日勤務　変形労働時間制（年単位）
■休日・休暇補足：土曜日（第2、4、5休日）

J-5 株式会社ニッチュー 工場技術職（我孫子市）
■表面処理機械及び関連する搬送装置
■構成部品の設計、技術開発

2名
20万円

～
備考欄参照 我孫子市 正社員

■不問
■普通自動車免許（AT限定可）【必須】
■4年制大学卒以上（理系専攻）
■就業場所補足：我孫子工場
■就業時間補足：(1)8：00～16：55(2)8：00～16：00　(2)は、土曜日勤務　変形労働時間制（年単位）
■休日・休暇補足：土曜日（第2、4、5休日）

J-6 株式会社ニッチュー 設計/我孫子 ■ブラスト機械、及び、関連する搬送装置、構成部品等の設計を行っていただきます。 1名
20万円

～
33万円

備考欄参照 我孫子市 正社員

■CADによる機械設計とその強度計算書作成経験
■台車・ローダー・コンベアなど製品搬送装置の設計と組立経験があると尚可
■工業高専卒業以上（機械およびその関連学校）
■就業場所補足：我孫子工場
■就業時間補足：(1)8：00～16：55(2)8：00～16：00　(2)は、土曜日勤務　変形労働時間制（年単位）
■休日・休暇補足：土曜日（第2、4、5休日）

J-7 株式会社ニッチュー 機械設計（リーダ候補）/我孫子 ■ブラスト機械、及び、関連する搬送装置、構成部品等の設計を行っていただきます。 1名
31万円

～
42万円

備考欄参照 我孫子市 正社員

■CADによる機械設計、強度計算、設計チームのリーダー、工程管理経験
■AutoCAD使用経験あると尚可
■工業高専卒業以上（機械およびその関連学校）
■就業場所補足：我孫子工場
■就業時間補足：(1)8：00～16：55(2)8：00～16：00　(2)は、土曜日勤務　変形労働時間制（年単位）
■休日・休暇補足：土曜日（第2、4、5休日）

J-8 株式会社ニッチュー 機械設計（見積／概念設計）/我孫子

■お客様の要求目的、コスト、サイズ、機能などを満たす設計とし、機構・機能・処理能力・付
帯設備などの要求仕様をまとめ、見積図面、仕様書の作成を行う。
＊作図は2D・CAD（AutoCAD）・仕様書は　Wordにて作成します。

※外出時（出張等）に社用車を利用することがあります。

1名
20万円

～
25万円

備考欄参照 我孫子市 正社員

■機械工学基礎知識
■2D・CAD操作
■PCスキル（Word、Excel、メール他基本操作）
■普通自動車免許（AT限定可）
■工業高専卒業以上
■就業場所補足：我孫子工場
■就業時間補足：(1)8：00～16：55(2)8：00～16：00　(2)は、土曜日勤務　変形労働時間制（年単位）
■休日・休暇補足：土曜日（第2、4、5休日）
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