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求人番号

ブランド直営ショップ
販売員 幕張　他千葉県内６店舗 ３９歳以下 7 月給 165,680～174,400 13040-16698462

ブランド直営ショップ
販売員 北千住　他都内７店舗 ３９歳以下 9 月給 165,680～174,400 13040-16786962

ブランド直営ショップ
販売員 原宿　他都内１２店舗 ３９歳以下 15 月給 165,680～174,400 13040-16847662

2 有限会社　伊藤設備 千葉県習志野市東習志野5-31-3 一般事務

事業所所在地に同じ

京成線　八千代台駅・実籾駅
徒歩１２～15分

不問 1 月給 165,000～195,000 12090-23649161

墓石企画提案販売

千葉県千葉市中央区弁天4-9-1（東関
東支店）

千葉都市モノレール　作草部駅
徒歩3分

40歳以下 1 月給 214,250～372,500 13080-98469661

墓石資材置場の管理・運用

千葉県白井市折立557-2
（千葉資材センター）

北総線　西白井駅
徒歩40分

40歳以下 1 月給 191,750～350,000 13080-98467061

葬祭スタッフ
（葬儀企画提案）

千葉県千葉市中央区弁天4-9-1
（千葉営業所）

千葉都市モノレール　作草部駅
徒歩3分

40歳以下 2 月給 214,250～372,500 13080-98468361

工場内軽作業

事業所所在地に同じ

ＪＲ線　新習志野駅
徒歩15分

不問 2 月給 160,000～221,000 12090-23277061

成型オペレーター

事業所所在地に同じ

ＪＲ線　新習志野駅
徒歩15分

不問 1 月給 178,450～238,450 12090-23280461

5 　株式会社　ティーエスケー 千葉県船橋市高瀬町31-3 営業職

・事業所所在地に同じ（本社）
ＪＲ線　南船橋駅

徒歩12分
・東京本社（東京都台東区小島2-13-3

ティエスケービル）
・神奈川支店（神奈川県川崎市幸区幸

町4-46　アーク2ビル）

不問 3 月給 205,227～237,500 12090-23892061

6 　株式会社　公友住機 千葉県柏市加賀3-2-1 ガス器具取付工事

千葉県柏市逆井1182-1
（逆井事務所）

東武アーバンクライン線　逆井駅
徒歩15分

３９歳以下 3 月給 183,000～250,000 12080-19527661

7 　株式会社　清水メガネ 千葉県柏市柏2-8-20
メガネ・コンタクト・補聴器

の販売
柏市内3店舗及び我孫子市内1店舗の

いずれか
３９歳以下 3 月給 230,000～500,000 120080-19123061

1

4

東京都港区六本木一丁目9-10

3

賃　　金　（円）

アディダスジャパン　株式会社　

東京都新宿区西新宿1-25-1
新宿センタービル　38Ｆ

株式会社　メモリアルアートの
大野屋

千葉県習志野市茜浜3丁目4-5　株式会社　ダックス
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8
太陽建機レンタル　株式会社

　市川支店
千葉県市川市二俣651-1 企画営業

事業所所在地に同じ

ＪＲ総武線　西船橋駅
徒歩15分

３９歳以下 2 月給 234,400～364,000 12020-9783861

9
ヤブモト工業　株式会社

　東京支店
東京都墨田区緑4-24-7 ルート営業

事業所所在地に同じ

ＪＲ総武線　錦糸町駅
徒歩5分

34歳以下 1 月給 210,000～300,000 13120-20061361

10 　株式会社　デビカ　東京支店 東京都墨田区業平4-1-9 文房具の営業職

　　　　事業所所在地に同じ

京成線・都営浅草線・地下鉄半蔵門線
押上駅
　　　　　　　　徒歩3分

40歳以下 1 月給 196,000～280,000 13120-20065461

11 　株式会社　ファイブアカデミー
東京都江東区富岡2丁目1-9
ＨＦ門前仲町ビルディング　８Ｆ

発達支援教室の教室
管理運営スタッフ

東京都・千葉・埼玉・神奈川県内の各
店舗から選択

３９歳以下 1 月給 190,000～230,000 13130.-31026461

12
　株式会社　サービスエンジニアリン

グ
　東京都江東区北砂3丁目1-15
　丸ビル北砂1階

機械修理・整備

事業所所在地に同じ

都営新宿線　西大島駅
徒歩10分

３９歳以下 3 月給 192,000～362,000 13130-32403161

営業事務

事業所所在地に同じ

都営新宿線　船堀駅
徒歩2分

３９歳以下 1 月給 190,000～190,000 13130-32602461

教育企画営業

事業所所在地に同じ

都営新宿線　船堀駅
徒歩2分

３９歳以下 1 月給 210,000～400,000 13130-32604861

マーケティング職

事業所所在地に同じ

都営新宿線　船堀駅
徒歩2分

３９歳以下 1 月給 190,000～250,000 13130-32608361

14
　株式会社　サカイ引越センター

新小岩支社
東京都江戸川区松本1丁目19-13

引越作業及び
ドライバー職

事業所所在地に同じ

ＪＲ総武線　新小岩駅
徒歩20分

３９歳以下 3 月給 240,000～440,000 13130-31595161

常駐セキュリティスタッフ

東京都江東区木場1-5-25

東京メトロ線　木場駅
徒歩3分

１８歳～
３９歳

1 月給 189,352～205,500 13010-27722062

常駐セキュリティスタッフ

東京都江東区豊洲6-2-3

ゆりかもめ線　新豊洲駅
徒歩3分

１８歳～
３９歳

1 月給 189,352～205,500 13010-27735762

東京都墨田区菊川3-17-3

　株式会社　シンプルプラン

賃　　金　（円）

13

セコムジャスティック　株式会社15

野田喜産業　株式会社

東京都文京区目白台2-7-8
セコム目白台ビル

16

　東京都江戸川区船堀3-5-24
朝日信用金庫船堀センタービル603

月給 230,000～230,000 13120-20314761制作管理業務 34歳以下 1

千葉県船橋市豊富町622-2

新京成線　三咲駅からバス
　さざめざくバス停　徒歩5分


