
の専門求人3サイト!

職業紹介事業者 (17‐職‐001)

０
ジ
∋
フ
コ
ン
フ
ラ
ス
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

じ
よ
ぶ
コ
ン
きじ 6

■

″ ″

■■■■■■■
『

JJ

ドライバー・タクシ…

ディービーティー株式会社 く事業許可番号等 23ユ‐300970>
htp://WWW.dpt‐ inC.CO.ip

愛知県名古屋市中区栄 3321セ ントライズ栄 8F

052‐238‐ 1118

メディア事業部営業推進課 (担当 :谷口 )

ブルーカラー系のお仕事に特化 した求人サイ ト

【ジョブコンプラス:組立・加工・個包・食品加工・メンテナンス・検査など

【ジョブコンプラスD】 タクシードライバー・中型、大型トラック・配送ドライバーなど

【ジョブコンプラスS】 交通誘導・施設警備・イベント警備・常駐・巡回警備など
ジョブヨンプラス各サイ トは検索機能が充実 しています。仕事内容はもちろん、勤務地、給与な

どからも探せるため、ライフスタイルに合ったお仕事を見つけることができます。

①ご希望のエリアを選択ください。

②ご希望の職種・募集・業種・待遇などをチェックしてください。

③検索された求人情報を開覧し、気に入った求人情報にご応募ください。

▼応募方法/
1電話応募】PCの場合/電話応募ボタンに記載されている電話番号にお掛けください。

スマートフォンの場合/電話応募ボタンをクリックするだけで業がります。

IWEB応募】WEB応募ボタンをクリック。入カフォームに必要項目を入力しご応募ください。

■特 徴 的 な 取 り組 み

■応 募 ま で の 流 れ

PC・ スマー トフォン共通

■  企  業   名

■ホ ー ム ベ ー ジ

■事 業 所 所 在 地

■事 業 所 連 絡 先

■担当部署・担当者名

■サ ー ビ ス 内 容

■取 |り 扱 い 職 種

‘

―

サイト

自動車/食品/機械 /金属 E目日 組立/加工/検査

あなたの希望条件で簡単に探せます

高収入 寮あり 日払い

未経験OK 大手メーカー

検索がとつても便利 !

工場系のお仕事に

特化した求人サイト:
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ジョブコンプラス

QRコードを読み取つて

「ジョブコンプラス」で

,すぐお仕事探し !!

PCeスマホどちらも対応しています !!

裏面もご覧下さい

https://job-conjp 罐貯
ヽ

製作日 :2017年 3月 30日

ブルーカラー系のシゴト探しに強い :

工 場

ロ □

ロ

業 種

気になるキーワードで一発検索が可能 !!



サイト
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業 種 職 種
9 2 y- l\= -( tf- / #gg1-) v 2
t4 F7 v 2 / EtiE tr=-f /t-

勤務地 給与 職種

ドライバー

QRコードを読み取つて

「ジョブコンプラス D」 で

今すぐお仕事探し !!

ジョブコンプラス D

運ぶ物こ鴬轟Fも 免許 田

ヽ一一一

https : //i0tscon jp/special/driver

などからも

詳しく探せます::

PC・ スマホ
どちらも対応 !!

σ

業 種 職 種

高収入 寮あり
日払い・週払いOK

働く曜日0時間が選べる

◆気になるキーワードで一発検索が可能 !!

警備 イベント警備/常駐/巡回警備

■

QRコードを読み取つて

「ジョブコンプラス S」 で

今すぐお仕事探じ !!

ンヨブコンプラス S

}轟
■■■■

検索

ヽ

ヽ

htlps://iotsconjp/special/security

PC・スマホ
どちらも対応 !!

便利な「マイベージ」機能 お仕事紹介メール オリジナル「適性診断」協 魏

`効率よくお仕事探 しがてきる

機能が満載 !!

業界最速クラス !た った 10問 !性格や

能力、仕事に活かせる強みが分かる !1

ドライバーのお仕事に

特化した求人サイト:

◆気になるキーワードで―発検索が可能 !!

経験者はもちろん !

未経験者の方も大歓迎 !!
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サイト
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交通誘導/交通整理警備/施設警備

警備のお仕事に

特化した求人サイト:

新着求人や希望条件にあった

「お仕事情報」などをお届け !!

まずは会員登録がオススメ :こんな |メ リッHがあります !



人材のtif-t-t\>2

株式会社人材派遣北陸

◆ホームページア ドレス :

htt

「職業紹介事業者」

「受理番号 17‐職‐002」

(許可番 号 :17‐ユ ‐010022)

://www. n linzaihakenhokuriku

◆住所 : 石川県金沢市橋場町 3番 15号

北陸銀行橋場出張所 ビル 3階

◆連絡先 : 076-264-1210(電話 )

◆担当部署 担当者名 : 営業部 山田隆行

■
．
Ｌ

F・

L
■ 1

作成 2016.12

◇ 《サービス内容 。取扱職種》

事務・管理の職業、営業・販売の職業、

研究・開発の職業、医療・福祉の職業、

IT・ エンジニアの職業、製造・管理の職業

◇ 《特徴的な取組》

当社ネットワークを利用しご希望の職探しのお手伝いをします。

◇ 《利用手続き》

ご来社いただき希望職種や希望条件をお伝えください。担当者

がご相談受付から企業紹介まで一貫した就職支援を行います。

求職者のかたの料金発生はありません。まずはお電話、または

Webか らご予約ください。



′膨|:業;紹介ζIを貞″契アクを貞等ノ

職業紹介とは

厚生労働大臣の許可を受けた企業(人材派遣北陸)が 、求職の申し込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の

成立をあっ旋することをいい志す。

求職申 し込み 求人申し込み

紹 介

雇用契約

人材派遣との違い

人材派遣は雇用主が派遣会社ですが、職業紹介の場合は働く企業の直接雇用となります。

職業紹介のメリット

新聞や求人誌等で一般公開されていない企業からの求人依頼もあります。一人での活動より幅広く、より多くの情報を得るこ

とができます。また、申込み・紹介料はいっさいいただきません。

職業紹介の流れ

職彙紹介をご希望

↓ 職業経歴やご希望条件等をお伺いし、条件等にあつた企業をご紹介いたします。

企業へご紹介

↓

選考・面接

↓

内定・採用決定。入社 (直接雇用の形態は正社員の他、契約社員・パート社員等も含まれます)

■

人材派遣北陸
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職業紹介事業者（17-職-004）

（許可番号：14-ユ-150026）

ホームページアドレス　http://www.nisso.co.jp

〒

※上記以外にも各営業所・オフィスがございます。他拠点の詳細につきましては、裏面をご確認ください。

担当部署・担当者名 採用部 担当者 宇山

所在地 920-0031 石川県金沢市広岡1-1-35金沢第2ビル2階

連絡先 076-262-7746 ご応募連絡先 0120-717-450 （本誌を見たとお伝えください。土日祝受付中）

作成年月日　2015年4月3日



≪日総工産㈱拠点一覧≫

秋田オフィス 秋田県秋田市 018-834-8199 東北テクニカルセンター 宮城県黒川郡 022-348-0677
秋田営業所 秋田県大仙市 0187-63-7239 会津オフィス 福島県会津若松市 0242-37-1560
盛岡オフィス 岩手県盛岡市 019-629-2022 福島オフィス 福島県福島市 024-544-0475
北上営業所 岩手県北上市 0197-65-0007 白河営業所 福島県西白河郡 0248-21-1451
八戸オフィス 青森県八戸市 0178-72-5527 米沢オフィス 山形県米沢市 0238-37-8052
弘前オフィス 青森県弘前市 0172-31-6160 山形営業所 山形県山形市 023-615-6527
苫小牧オフィス 北海道苫小牧市 0144-77-3196 古川オフィス 宮城県大崎市 0229-91-5161
帯広オフィス 北海道帯広市 0155-28-4779 仙台オフィス 宮城県仙台市 022-262-1821
旭川オフィス 北海道旭川市 0166-29-0350 仙台営業所 宮城県黒川郡 022-348-1055
札幌営業所 北海道札幌市 011-218-0139 酒田営業所 山形県酒田市 0234-22-4368

北日本エリア拠点 住　　所 電話番号 北日本エリア拠点 住　　所 電話番号

富山営業所 〒939-8281 富山県富山市今泉西部町2-5VIPハイツ日本海1階 076-421-0850
武生オフィス 〒915-0805 福井県越前市芝原5-4-16テナント芝原2B 0778-22-2621

北陸拠点 住　　　　　所 電話番号
金沢営業所 〒920-0031 石川県金沢市広岡1-1-35金沢第2ビル2階 076-262-7746

金沢営業所 富山営業所 武生オフィス

※長野オフィス、松本オフィス、甲府オフィス、長岡オフィス、富山営業所、武生オフィス、仙台オフィス、東北テクカルセンター、秋田オフィスでは有料職業紹
介事業サービスを行っておりません

※東北テクニカルセンターでは労働者派遣事業サービスを行っておりません。

山口営業所 山口県山口市 083-972-8030 宮崎オフィス 宮崎県宮崎市 0985-27-7505
島根営業所 島根県出雲市 0853-20-1260 熊本オフィス 熊本県熊本市 096-312-3175
広島営業所 広島県広島市 082-263-6161 苅田オフィス 福岡県京都郡 093-436-6311
徳島オフィス 徳島県板野郡 088-693-3570 北九州オフィス 福岡県北九州 093-512-5601
岡山営業所 岡山県岡山市 086-221-0531 九州営業所 福岡県福岡市 092-415-5301

南日本エリア拠点 住　　所 電話番号 南日本エリア拠点 住　　所 電話番号

中部営業所 愛知県名古屋市 052-728-0513 福知山オフィス 京都府福知山市 0773-25-5351
東海営業所 静岡県浜松市 053-456-7061 姫路オフィス 兵庫県姫路市 079-287-2770
富士営業所 静岡県富士市 0545-66-1755 京都オフィス 京都府京都市 075-353-7785
長岡オフィス 新潟県長岡市 0258-21-2021 滋賀営業所 滋賀県近江八幡市 0748-31-0012
甲府オフィス 山梨県中巨摩郡 055-268-5314 大阪営業所 大阪府大阪市 06-6450-4758
松本オフィス 長野県松本市 0263-37-1199 四日市オフィス 三重県四日市市 059-350-5211
長野オフィス 長野県長野市 026-269-0230 豊橋オフィス 愛知県豊橋市 0532-57-7435

西日本エリア拠点 住　　所 電話番号
信越営業所 長野県岡谷市 0266-21-7730 豊田オフィス 愛知県豊田市 0565-36-4014

茨城営業所 茨城県土浦市 029-825-2733

西日本エリア拠点 住　　所 電話番号

茂原オフィス 千葉県茂原市 0475-20-2145 厚木営業所 神奈川県厚木市 046-220-0683
千葉営業所 千葉県千葉市 043-223-6773 藤沢営業所 神奈川県藤沢市 0466-29-2350
熊谷オフィス 埼玉県熊谷市 048-529-7781 横浜営業所 神奈川県横浜市 045-475-1549
大宮営業所 埼玉県さいたま市 048-650-1771 新宿オフィス 東京都新宿区 03-5322-7071
高崎営業所 群馬県高崎市 027-327-5625 上野オフィス 東京都台東区 03-5816-8050

宇都宮営業所 栃木県宇都宮市 028-633-0731 八王子営業所 東京都八王子市 042-620-2561

東日本エリア拠点 住　　所 電話番号 東日本エリア拠点 住　　所 電話番号

◆採用総合窓口◆
日総工産コンタクトセンター







有料職業紹介事業 17-ﾕ-010047

ホームページアドレス http://www.career-system.net

住 所 〒921-8002 石川県金沢市玉鉾3-29 ※裏面に地図があります

連絡先 フリーダイヤル 0120-505-169

担当部署 ハローワークでもらったチラシを見たとお伝えください

【 サービス内容・取扱い職種・特徴的な取り組み 】

県内トップクラスの実績！医療福祉の転職支援サイト県内トップクラスの実績！医療福祉の転職支援サイト県内トップクラスの実績！医療福祉の転職支援サイト県内トップクラスの実績！医療福祉の転職支援サイト

『『『『メディケアキャリアメディケアキャリアメディケアキャリアメディケアキャリア』』』』 http://www.medicare-c.jp

看護師
病院、クリニック、福祉施設などより多くの求人をいただいております。

2交代・3交代の求人や日勤のみのパート求人、訪問看護など、ご希望の働き方に合わせ

た求人をご提案いたします。

薬剤師
病院、調剤薬局、ドラッグストアなど、ご希望の条件にぴったりの求人をご提案します。

ブランクのある方やスキルチェンジをご検討されている方向けのセミナーも準備しており、
セミナーは全て無料で受講できます。

介護職
特養、老健、有料老人ホーム、デイサービス、小規模多機能、訪問介護など多様な施設形
態の求人をご提案しております。

未経験者、ブランクのある方はもちろん、様々なご要望にあった求人がみつかります。

コメディカル
臨床検査技師、臨床工学技士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、介護支援専

門員、社会福祉士、歯科衛生士など、求人件数の少ない職種においても実績がございま
す。

応募前に職場見学ができる！応募前に職場見学ができる！応募前に職場見学ができる！応募前に職場見学ができる！

「こんなはずではなかった」「聞いてた条件と違う」など、ミスマッチを防ぐために、事前の職場見学の実施
に取り組んでいます。ご自身が納得の職場を見つけるまで、キャリアアドバイザーがサポートいたします。

ご相談 登録
希望の
ご確認

求人の
ご提案

職場職場職場職場

見学見学見学見学
面接

ご就職

フォロー

【 ご利用手続き 】 直接ご来社いただくか、ＷＥＢサイトよりご応募ください

取扱い求人数 全ての職種 約500件 2013年11月1日現在

取扱い企業数 約 180件 2013年11月1日現在

取扱い求人の賃金額
最高額 年収 ～800万円 （管理薬剤師）

最低額 年収 192万円～ （介護職・未経験）

作成（更新日） 2013年11月5日

医療福祉専任のキャリアアドバイザーが医療福祉専任のキャリアアドバイザーが医療福祉専任のキャリアアドバイザーが医療福祉専任のキャリアアドバイザーが無料無料無料無料で就職支援を実施します。で就職支援を実施します。で就職支援を実施します。で就職支援を実施します。

受理番号 職業紹介事業者 （17－職－006）



キャリアシステム 金沢本店の地図

株式会社キャリアシステムの概要株式会社キャリアシステムの概要株式会社キャリアシステムの概要株式会社キャリアシステムの概要

会社名 株式会社キャリアシステム 関連会社 株式会社クイック株式会社クイック株式会社クイック株式会社クイック

代表者 代表取締役 中島 宣明 （ジャスダック上場 証券コード4318）

設立 平成元年（1989年）4月 株式会社ケー・シー・シー

資本金 3,000万円 株式会社アイキュー

従業員数 36名 （2013年10月現在） Quick USA,inc

事業内容 一般労働者派遣事業（般17-010017） 上海クイックマイツ有限公司

有料職業紹介事業（17-ﾕ-010047）

＜キャリアシステム拠点一覧＞

大阪本社 〒530-0018 大阪府大阪市北区小松原2—4 大阪富国生命ビル Tel. 06-6361-2001
金沢本店 〒921-8002 石川県金沢市玉鉾3-29 Tel. 076-292-0111

東京支店 〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-7 ATT新館 Tel. 03-5574-7333
名古屋支店 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2-1-1 日土地名古屋ビル Tel. 052-218-9192
仙台支店 〒983-0853 宮城県仙台市宮城野区榴岡4-1-8 パルシティ仙台 Tel. 022-292-1540
新潟支店 〒950-0943 新潟県新潟市中央区女池神明2-6-4 Tel. 025-283-8550
富山支店 〒939-8071 富山県富山市上袋716-2 Tel. 076-424-6811

福井情報センター 〒910-0842 福井県福井市開発1-120-1 ハザマビル Tel. 0776-57-0411
※ 福井情報センターにつきましては、求人閲覧・求人施設のパンフレット提供のみで職業紹介を実施しておりません。

株式会社キャリアシステムの特徴株式会社キャリアシステムの特徴株式会社キャリアシステムの特徴株式会社キャリアシステムの特徴

・・・・ 人材サービス業で人材サービス業で人材サービス業で人材サービス業で25年以上の実績年以上の実績年以上の実績年以上の実績
平成元年（1989年）の設立以来、地域密着で人材派遣、転職支援などの人材サービスを行ってきました。地域密着
ならではのキメ細かい情報収集と就職サポートで、多くの方の就職をお手伝いさせていただきました。

・・・・ 個人情報の保護に全力で取り組んでおります個人情報の保護に全力で取り組んでおります個人情報の保護に全力で取り組んでおります個人情報の保護に全力で取り組んでおります
キャリアシステムは、プライバシーマーク取得事業者です。個人情報は適切に管理され
目的外の利用はもちろん情報漏えいもありません。

※プライバシーマークは、一般財団法人日本情報経済社会推進協会が、日本工業規格
の要求する個人情報保護に関する措置を適切に運用する企業に付与する認定資格です。

・ キャリアシステムのネットワークでバックアップキャリアシステムのネットワークでバックアップキャリアシステムのネットワークでバックアップキャリアシステムのネットワークでバックアップ
北陸、信越、東北に加えて、関東、関西、東海にも拠点展開しており、幅広いエリアでの就職をバックアップします。

＜金沢本店について＞＜金沢本店について＞＜金沢本店について＞＜金沢本店について＞

若宮大橋近くの「玉鉾」交差点を、金沢西インター方面へ
曲がって左側のＫＣＣビル1Ｆにあります。
「金沢情報」「結婚賛歌」でおなじみの出版社ＫＣＣと同じビル

＜お車でご来社の方＞＜お車でご来社の方＞＜お車でご来社の方＞＜お車でご来社の方＞
駐車場完備 （来客用駐車場へ駐車ください）

＜バスでご来社の方＞＜バスでご来社の方＞＜バスでご来社の方＞＜バスでご来社の方＞
①北鉄バス 54 「上安原・倉部」行 乗車
「入江」バス停下車 徒歩10分

②北鉄バス 57「新金沢郵便局前」行 乗車
「玉鉾二丁目」バス停下車 徒歩5分

入江バス停入江バス停入江バス停入江バス停

玉鉾二丁目バス停玉鉾二丁目バス停玉鉾二丁目バス停玉鉾二丁目バス停







職業紹介事業者（１７―職―００９） 

事務系 ●一般事務 ●営業事務 ●受付事務 ●経理事務 ●コールセンタースタッフ ●翻訳 

販売系 ●アパレル販売 ●携帯販売 ●スーパーレジ業務  ●バッグやジュエリー販売 

営業系 ●企画営業 ●ラウンダー ●営業アシスタント ●ルート営業 

作成年月日2013年11月7日 

作業系 ●簡単な組立・検査 ●梱包・仕分け ●フォークリフトでの運搬 

                       有料職業紹介事業：14-ユ-010068 

金沢支店 〒920-0853 金沢市本町1-5-2  リファーレ13F 

TEL:0120-11-1069 
担当/澤井 夕喜美（さわい ゆきみ） 

           石神 己寸恵（いしがみ こずえ） 









作成年月日：2013年11月1日 

 有料職業紹介（許可番号／13-ユ-080167）   

ホームページアドレス： http://resocia.jp/ 
所在地： 〒920-0853 石川県金沢市本町2-15-1 ポルテ金沢2F 
連絡先： フリーコール 0120-25-1069（本紙を見たとお伝えださい。） 
担当部署／担当者名： 金沢支社／倉谷 

≪サービス内容≫ 
転職希望者の方（正社員のお仕事をお探しの方）を対象とし、ヒューマンリソシアに登録をいただいた方に、 
転職コンサルティングを行います。希望条件・キャリア・スキル等に合う求人の紹介から応募、面接や採用試験の調整、
年収・勤務条件の交渉までサポートいたします。 
 
※ご登録いただいた方全員にお仕事がご紹介できるということではございません。 
※登録・お仕事紹介に際して、料金は一切発生しません（すべて無料です）。 

≪特徴的な取組≫ 
◯全国27拠点のネットワークでIターン、Uターンも支援。 
◯人材派遣の実績と信頼で、各業界大手企業からベンチャー企業まで幅広く対応。 

≪利用手続き≫ 
お仕事のご紹介・ご応募には登録が必要です。 
まずはサイトにアクセスし、登録フォームよりご登録をお願いします。 
（派遣・紹介予定派遣と、転職支援サービスでは登録フォームが異なりますので 
ご注意ください。） 
 
※転職支援サービス 正社員の求人情報、登録はこちらから 
  

     http://resocia.jp/career/ 

職業紹介事業者（17-職-015） 

≪取扱い職種≫ 

営業系 法人営業（直販、代理店/販売店/開拓・管理）、リテール営業（個人向け営
業）、営業企画、海外営業／海外駐在、営業マネジャー／営業管理 など 

事務系 
 

人事・採用、労務、給与／社会保険、総務、法務、知的財産／特許、営業事務、
経理、財務、会計、購買、貿易事務、秘書、カスタマーサポート・ユーザーサ
ポート、テレマーケティング など 

技術系（ソフトウエア・ネットワーク・IT・通
信） 

オープン・Web系SE／PG、汎用系（メインフレーム）SE／PG、制御・組込み
系SE／PG、サーバ設計・構築、ネットワーク設計・構築、システム運用・保守、
ERP・SCM・CRM設計、プロジェクトマネージャー など 

技術系（電機・電子・機械・設計・その他） 電気・電子関連、自動車・機械・金型設計関連、設計関連、施工管理関連 な
ど 

技能工・運輸・設備関連（生産・製造・運輸他） 技能工・運輸・設備関連（生産・製造・運輸他） など 

その他 研究・開発系、CAD・Web・クリエイティブ系、企画・マーケティング・広報
系、販売・SV系 など 

転職支援サービス 

 
 
東京本社 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿木村屋ビル1F   TEL：03-6846-9055 
大阪本社 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場4-4-21 りそな船場ビル4F TEL：06-6282-6100 
【拠点】 
札幌・盛岡・仙台・茨城・宇都宮・前橋・さいたま・千葉・横浜・静岡・浜松・名古屋・豊田・新潟・金沢・京都・神戸・岡山・広島・四国・北九州・福岡・熊本・鹿児島・那覇 

 一般労働者派遣（許可番号／般13-080176）   

金沢支社 

■所在地： 
〒920-0853  
石川県金沢市本町2-15-1  
ポルテ金沢2F 
 
■連絡先： 
フリーコール 0120-25-1069 
担当：倉谷 
 
■交通アクセス 
JR「金沢駅」東口より徒歩2分 



職業紹介事業者17－職－016    

企業名：株式会社モード・プランニング・ジャパン 

連絡先：フリーダイヤル 0120-997-177       （本紙を見たとお伝えください。） 

受付時間（ 10:00～19:00 ）※携帯電話からもご利用できます。 

特徴的な取り組み 

◎サービスはすべて無料 
登録から相談、入職まで費用は
一切かかりません。 

◎キャリアコンサルタントが
全面サポート 
お仕事の相談から面接対策・条
件交渉まですべてお任せください。 

◎働きながらでも 
スピード転職 
面接設定や条件交渉など、わず
らわしいことはすべてお任せくださ
い。 

サービス内容 

所在地：東京都中央区銀座6-6-5 新日本実業銀座6丁目ビル   

ホームページアドレス：http://www.kirara-support.com       

担当部署：人材サービス事業部 銀座本店 (担当：田中）        
※上記以外にも支店がございます。他支店の詳細につきましては裏面をご確認ください。 

◎キララサポートは保育園、デイサービスを 
運営する人材紹介会社です。 
◎募集要項に掲載されない情報提供（職場の
雰囲気など）で面接を有利にします！ 
◎面接対策や履歴書・職務経歴書の添削など
事前対策も安心です！ 
◎面接日の調整や勤務条件(給料/勤務時間)
の交渉もお任せください！ 
◎個人情報の取扱い管理基準を 
満たした事業者に付与されるプラ 
イバシーマークを取得済みです。 

作成年月日：2013年10月31日  

キララサポート  で検索 

（許可番号：13-ユ-304124）   

取扱職種 

利用手続き 

1）当社からのサービスの提供を希望される場合は、
当社の各オフィス又はホームページで利用登録を 
していただきます。 
2）キャリアコンサルタントが求職者様の働き方への
希望やこだわりなどをうかがいます。 
3）ご希望に合ったお仕事をお探しして、ご紹介いた
します。 
4）面接日程の調整・交渉を代行します。 
5)事前打ち合わせで面接対応など、キャリアコンサ
ルタントがしっかりアドバイスします！ 
6)就業決定 
7）就業後のアフターフォローも万全です。 

◎保育士、栄養士 
◎看護師、保健師、 助産師 
◎臨床検査技師 
  診療放射線技師 
   臨床工学技士 
◎ホームヘルパー2級 
   ホームヘルパー1級 
  介護福祉士、認定介護福祉士  
   介護支援専門員 
   社会福祉士、 社会福祉主事    
  理学療法士、作業療法士 
                 など 



【銀座本店 】 
〒104-0061  
東京中央区銀座6-6-5  
新日本実業銀座6丁目ビル 
TEL 0120-997-177 
FAX 03-6253-7233 
◎東京メトロ銀座線・日比谷線・丸の内線 銀座駅（B6出口 
より） 徒歩3分、JR山手線・京浜東北線・東京メトロ有楽町線 
有楽町駅（日比谷口より） 徒歩7分 

支店案内   キララサポートは全国7拠点、どこでもサポートします。 

【札幌支店】 
〒060-0005 
札幌市中央区北5条西2-5 
JRタワーオフィスプラザ 
さっぽろ 17階 
TEL 0120-997-177 
FAX 011-204-1001 
◎JR函館本線 札幌駅 徒歩1分 
札幌市営地下鉄南北線・東豊
線さっぽろ駅 徒歩2分 

【千葉支店】 
〒260-0028 
千葉県千葉市中央区新町 
1000番地 
センシティビルディング 19階 
TEL 0120-997-177 
FAX 043-388-0002 
◎ JR総武線千葉駅、京成
電鉄千葉線京成千葉駅、 
千葉モノレール千葉駅より
徒歩1分 

【横浜支店】  
〒220-8143 
神奈川県横浜市西区 
みなとみらい2-2-1  
横浜ランドマークタワー43F 
TEL 0120-997-177 
FAX 045-650-1156  
◎JR京浜東北線桜木町駅より
ランドマークタワー直結の動く
歩道で徒歩5分、横浜高速鉄
道みなとみらい線みなとみらい
駅より徒歩3分 

【名古屋支店 】 
〒460-0003 
愛知県名古屋市 
中区錦3-16-27 
栄パークサイドプレイス5階 
TEL 0120-997-177 
FAX 052-950-3123 
◎名古屋市営地下鉄 
東山線名城線、瀬戸線栄 
駅より徒歩1分 

【大阪支店 】  
〒530-0003  
大阪府大阪市北区堂島 
1-6-20堂島アバンザ4階 
TEL 0120-997-177 
FAX 06-6341-7244 
◎ JR京都線、神戸線、宝塚線
大阪駅より徒歩8分  
阪神鉄道、阪急電鉄、大阪市営
地下鉄梅田駅より徒歩5分 
JR東西線北新地駅西出口より 
徒歩5分、大阪市営地下鉄四つ
橋線、西梅田駅8番出口より 
徒歩2分 
 

【福岡支店】 
〒810-0001 
福岡県福岡市中央区天神 
1-4-2エルガーラ 7階 
TEL 0120-997-177 
FAX 092-717-2443 
◎福岡市地下鉄空港線 
天神駅より徒歩5分、 
福岡市地下鉄七隈線 
天神南駅より徒歩1分 
西鉄福岡天神駅より徒歩2分 

お問い合わせはフリーダイヤルで 0120-997-177（全国共通）      

企業名：株式会社モード・プランニング・ジャパン 
（許可番号：13-ユ-304124）   

職業紹介事業者17－職－016    



■■■■ 企業名企業名企業名企業名：：：：株式会社株式会社株式会社株式会社フルキャストフルキャストフルキャストフルキャスト （（（（事業事業事業事業許可番号許可番号許可番号許可番号：：：： 13131313----ユユユユ----010325010325010325010325））））

ホームページホームページホームページホームページアドレスアドレスアドレスアドレス：：：：http://www.fullcast.co.jp/fullcast/http://www.fullcast.co.jp/fullcast/http://www.fullcast.co.jp/fullcast/http://www.fullcast.co.jp/fullcast/
事業所所在地事業所所在地事業所所在地事業所所在地 ：：：： 石川県金沢市上堤町石川県金沢市上堤町石川県金沢市上堤町石川県金沢市上堤町2222----37 37 37 37 金沢三栄金沢三栄金沢三栄金沢三栄ビルビルビルビル 9F9F9F9F
事業所名称事業所名称事業所名称事業所名称 ：：：： 株式会社株式会社株式会社株式会社フルキャストフルキャストフルキャストフルキャスト 金沢営業課金沢営業課金沢営業課金沢営業課
事業所連絡先事業所連絡先事業所連絡先事業所連絡先（（（（担当部署担当部署担当部署担当部署）））） ：：：： 0120012001200120----810810810810----315315315315 （（（（コンタクトセンターコンタクトセンターコンタクトセンターコンタクトセンター））））

専門専門専門専門ののののオペレータオペレータオペレータオペレータがががが説明会説明会説明会説明会のののの開催日時等開催日時等開催日時等開催日時等をおをおをおをお知知知知らせしますらせしますらせしますらせします。。。。
ごごごご連絡連絡連絡連絡のののの際際際際にはにはにはには、、、、受付番号受付番号受付番号受付番号「「「「 HW0000IHW0000IHW0000IHW0000I----6666 」」」」とおとおとおとお伝伝伝伝えくださいえくださいえくださいえください。。。。

■■■■ サービスサービスサービスサービス内容内容内容内容 ・・・・ 取扱職種取扱職種取扱職種取扱職種
●●●●おおおお仕事仕事仕事仕事ののののタイプタイプタイプタイプ

①①①①スポットスポットスポットスポット（（（（短期短期短期短期のおのおのおのお仕事仕事仕事仕事））））②②②②レギュラーレギュラーレギュラーレギュラー（（（（長期長期長期長期のおのおのおのお仕事仕事仕事仕事））））

●●●●ごごごご紹介紹介紹介紹介できるできるできるできる職種職種職種職種
倉庫内倉庫内倉庫内倉庫内（（（（仕分仕分仕分仕分・・・・梱包梱包梱包梱包・・・・入出荷入出荷入出荷入出荷））））業務業務業務業務・・・・搬入出業務搬入出業務搬入出業務搬入出業務・・・・工場内工場内工場内工場内（（（（組立組立組立組立・・・・加工加工加工加工））））業務業務業務業務
検品業務検品業務検品業務検品業務・・・・引越引越引越引越・・・・移転業務移転業務移転業務移転業務・・・・清掃業務清掃業務清掃業務清掃業務・・・・レジレジレジレジ////カウンタースタッフカウンタースタッフカウンタースタッフカウンタースタッフ・・・・販売販売販売販売スタッフスタッフスタッフスタッフ
キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン////イベントイベントイベントイベント ・・・・サンプリングサンプリングサンプリングサンプリング・・・・ポスティングポスティングポスティングポスティング ・・・・ホールスタッフホールスタッフホールスタッフホールスタッフ
テレフォンオペレータテレフォンオペレータテレフォンオペレータテレフォンオペレータ ・・・・一般事務一般事務一般事務一般事務・・・・OAOAOAOA事務事務事務事務 などなどなどなど

■■■■ 特徴的特徴的特徴的特徴的なななな取組取組取組取組
●●●●登録者専用登録者専用登録者専用登録者専用サイトサイトサイトサイトでのでのでのでの求人情報検索求人情報検索求人情報検索求人情報検索

登録者専用登録者専用登録者専用登録者専用サイトサイトサイトサイト（（（（キャストポータルキャストポータルキャストポータルキャストポータル））））ではではではでは、、、、職種職種職種職種やややや場所場所場所場所、、、、日時日時日時日時などのなどのなどのなどの希望希望希望希望をををを登録登録登録登録するとするとするとすると、、、、
条件条件条件条件にににに合合合合うおうおうおうお仕事仕事仕事仕事がががが表示表示表示表示されますされますされますされます。。。。
多数多数多数多数のおのおのおのお仕事仕事仕事仕事からからからから、、、、明日明日明日明日すぐにでもすぐにでもすぐにでもすぐにでも働働働働けるおけるおけるおけるお仕事仕事仕事仕事にににに応募応募応募応募することができますすることができますすることができますすることができます。。。。

職業紹介事業者職業紹介事業者職業紹介事業者職業紹介事業者
17-職職職職-017

作成年月日：2013年11月6日

■■■■ 利用手続利用手続利用手続利用手続きききき



短期就業短期就業短期就業短期就業をごをごをごをご希望希望希望希望のののの方方方方へへへへ

すぐにすぐにすぐにすぐに仕事仕事仕事仕事
がしたいがしたいがしたいがしたい

1111

おおおお給料給料給料給料がががが
早早早早くほしいくほしいくほしいくほしい

2222

短期短期短期短期のののの
仕事仕事仕事仕事をををを希望希望希望希望

3333

そんなそんなそんなそんなアナタアナタアナタアナタににににオススメオススメオススメオススメのののの『『『『短期紹介短期紹介短期紹介短期紹介サービスサービスサービスサービス』』』』

そのそのそのその他他他他、、、、アナタアナタアナタアナタのののの条件条件条件条件にににに合合合合ったおったおったおったお仕事多数仕事多数仕事多数仕事多数！！！！ごごごご相談相談相談相談くださいくださいくださいください。。。。

職業紹介事業者職業紹介事業者職業紹介事業者職業紹介事業者



本気で
探す。

製 造
業 で

お 探
し の

ア ナ
タ へ

。応募から就業までナットクの仕事探しをお手伝いします。

作成年月日：2013年11月7日

名古屋

名鉄ニュー
グランドホテル

東海道本線

太閤通口太閤通口

太閤通口太閤通口

企業名：エヌエス・テック株式会社
所在地：〒453-0014愛知県名古屋市中村区則武1-2-1 カネジュービル3F
ホームページアドレス：http://www.nstec.co.jp

連絡先：TEL/052-451-6841　フリーダイヤル /0120-6841-77※本紙を見たとお伝えください。
担当部署・担当者名　名古屋管理事務所・橋長

（許可番号：14-ユ-300069）

鶴見

トミヤsoft
bank

駐車場

東口

り
そ
な
銀
行

京急鶴見

京浜東北線

京浜東北線鶴見駅 徒歩5分
京急本線京急鶴見駅 徒歩3分

作成年月日：2013年11月7日

企業名：エヌエス・テック株式会社
所在地：〒230-0051神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-10-1 2F
ホームページアドレス：http://www.nstec.co.jp

連絡先：TEL/045-502-1691　フリーダイヤル /0120-1691-00※本紙を見たとお伝えください。
担当部署・担当者名　鶴見事業所・森山

（許可番号：14-ユ-300069）

■サービス内容
製造業界に数多くの就業先がある当社のサービスは、採用担当者が就労
先が決まるまで諦めずに最後まで応募者をサポート致します。

諦めない！これがモットーです。

■取扱職種
主に製造業界の職種が多く、誰にでもできる簡単な軽作業の仕事から、
専門的・技術的に高度な仕事まで数多く取り扱っています。ご自分の好き
な業種からご自身の体力やスキルに合わせてお仕事を紹介いたしますので
安心してお選びください。

■特徴的な取組
お仕事のご紹介等をご希望の方は、当社各事務所でも受け付けておりま
すのでお気軽にお越しください。面接も随時行っています。

■利用手続き
上記電話番号、フリーダイヤルでご相談を受け付けており
ます。また、インターネット、スマートフォンでもお仕事を
紹介しています。

当事務所へは右記の地図を参考にお越しください。

職業紹介事業者　（１７－職－０１８）



所在地
地図

《サービス内容・取扱職種》
〇有料職業紹介事業：求人を出している企業様でのお仕事をご紹介し、直接雇用をサポートします。
〇紹介予定派遣事業：派遣先企業様での就業後(最長6ヶ月)、企業様での直接雇用の可能性があります。
〇請負事業：当社の事業所内での勤務で、ご希望にあったお仕事をご紹介します。
○各事業部紹介

製造分野
ファクトリー事業

技術分野
テクノ事業

研究分野
R&D事業

販売分野
CB事業

製造

組立

検査

物流

技術分析

機械設計

ｿﾌﾄ開発

生産技術

バイオ技術 遺伝子技術 海外有名ブランド

国内ブランド製品技術 臨床試験

半導体工場での仕事風景半導体工場での仕事風景 研究開発の仕事風景研究開発の仕事風景

ホームページアドレス：http://www.witc.co.jp ジャスダック上場

「職業紹介事業者」（ １７－職ー０１９ ）

企業名：株式会社ワールドインテック (事業許可番号：40-ﾕ-300024)

事業所所在地：〒920-0853 石川県金沢市本町2-15-1ポルテ金沢9F
事業所連絡先：076-223-5181 アクセス方法：JR金沢駅徒歩5分
担当部署・担当者名 金沢営業所（担当：石田）

《利用手続き》
○まずは、お気軽にご連絡を下さい。
お電話でのご応募、お問合はこちら： 076-223-5181
メールでのご応募、お問合はこちら：kanazawa@witc.co.jp

〇製造分野のお仕事をご希望の方については、ホームページからの受付も可能です。
○ ご都合のよい日程をお伺いし、面談日程を決定いたします。
○ 面接会場は、弊社事務所ないしは、出張登録会場になります。
○ ご要望をお聞かせ頂き、条件にあったお仕事をご紹介いたします。
○ 気に入ったお仕事へエントリー、採用になれば、勤務開始となります

組立 物流 機械設計 生産技術 国内ブランド製品技術 臨床試験

システム設計・開発風景システム設計・開発風景 洋服販売の風景洋服販売の風景

《特徴的な取組》
〇全国各地に就業場所あり、社員寮完全完備
〇キャリアアップにおける教育支援環境の充実
〇専任のキャリアアドバイザーが就職をしっかりサポート

www.jobpaper.netwww.jobpaper.net

《会社概要<ジャスダック上場> 2013年6月30日現在》
〇本社住所：福岡県北九州市小倉北区馬借1-3-9 クエスト第2ビル4F
〇資本金：701百万円
〇在籍数：9,373名〇拠点数：63拠点
〇海外事業拠点：台湾、上海
〇製造、技術、研究、販売の総合人材派遣・請負・紹介、コンサルティング企業 作成：2013/11/1



ワールドインテック実績・お仕事情報

あなたの希望する条件を左の
画面から入力し、気になる求人
をチェック！

そのままメール又は、電話で
ご応募・ご相談ができます。

株式会社 ワールドインテック
〒920-0853 石川県金沢市本町2-15-1ポルテ金沢9F
TEL：076-223-5181 担当：石田 URL： www.jobpaper.net

株式会社 ワールドインテック
〒920-0853 石川県金沢市本町2-15-1ポルテ金沢9F
TEL：076-223-5181 担当：石田 URL： www.jobpaper.net

お問い合わせ先

ご応募・ご相談ができます。

www.jobpaper.netwww.jobpaper.net

当社お仕事への
アクセスはこちら！

↓↓ ↓

作成：2013/11/1



企業とあなたをつなぐ架け橋になるのが当社のサービスです。
企業より求人に関わる費用を頂きますので、登録から内定まで
料金が掛かることは一切ございません。まずはお電話を！登録会随時致します。

◆サービス内容・取扱職種

◆利用手続き

登録登録 適職
サポート
適職
サポート

求人の
ご紹介
求人の
ご紹介

カウセ
リング
カウセ
リング

応募書類
作成サポート
応募書類
作成サポート 応募応募 面接面接 選考選考 内定

・入社
内定
・入社

キャリアプランナーがあなたの応募書類や面接をサポート。
・キャリアプランナーがあなたの適職や応募書類、面接をサポートしてくれます。

一般に公開されない求人情報をご紹介することが出来ます。
・市場に公開されない求人のニーズは多々あります。その求人をあなたにご紹介します。

収入 UP の可能性があります。
・あなたの市場価値を判断し、企業へご紹介させて頂きます。 

取扱職種
・製造職をはじめ、物流関係、事務職など幅広い職種を扱っています。
　詳細は裏面をご覧下さい。

キャリアプランナーがあなたの応募書類や面接をサポート。
・キャリアプランナーがあなたの適職や応募書類、面接をサポートしてくれます。

一般に公開されない求人情報をご紹介することが出来ます。
・市場に公開されない求人のニーズは多々あります。その求人をあなたにご紹介します。

収入 UP の可能性があります。
・あなたの市場価値を判断し、企業へご紹介させて頂きます。 

取扱職種
・製造職をはじめ、物流関係、事務職など幅広い職種を扱っています。
　詳細は裏面をご覧下さい。

１１

２２

３３

44

応募から入社日までしっかりサポート。
・応募から面接、内定までと就活はかなりのパワーを必要とします。
  当社はあなたに代わって細かな所まで交渉・サポートします。 
・充実のカウセリングがあるため、安心です。

応募から入社日までしっかりサポート。
・応募から面接、内定までと就活はかなりのパワーを必要とします。
  当社はあなたに代わって細かな所まで交渉・サポートします。 
・充実のカウセリングがあるため、安心です。

作成年月日：2013年11月８日

◆特徴的な取組

企業とあなたをつなぐ架け橋になるのが当社のサービスです。
企業より求人に関わる費用を頂きますので、登録から内定まで
料金が掛かることは一切ございません。まずはお電話を！登録会随時致します。

※上記以外にも各営業所がございます。他の営業所詳細につきましては裏面をご確認ください。

ホームページアドレス：http://www.toyowork.co.jp/

事業所名：郡山営業所
所在地：〒963-8001  福島県郡山市大町1-9-13  サンライズビル4F
連絡先：電話番号／024-927-5760　フリーダイヤル／0120-20-5531
担当者：渡辺
事業所名：福島事業所
所在地：〒960-8163  福島県福島市方木田字上仲田2-2  オフィス83  3Ｆ
連絡先：電話番号／024-539-5952　フリーダイヤル／0120-974-724
担当者：山田

東洋ワーク株式会社東洋ワーク株式会社企業名：企業名： （許可番号：04-ユ-010049）（許可番号：04-ユ-010049）

企業とあなたをつなぐ架け橋になるのが当社のサービスです。
企業より求人に関わる費用を頂きますので、登録から内定まで
料金が掛かることは一切ございません。まずはお電話を！登録会随時致します。

◆サービス内容・取扱職種

◆利用手続き

登録登録 適職
サポート
適職
サポート

求人の
ご紹介
求人の
ご紹介

カウセ
リング
カウセ
リング

応募書類
作成サポート
応募書類
作成サポート 応募応募 面接面接 選考選考 内定

・入社
内定
・入社

キャリアプランナーがあなたの応募書類や面接をサポート。
・キャリアプランナーがあなたの適職や応募書類、面接をサポートしてくれます。
一般に公開されない求人情報をご紹介することが出来ます。
・市場に公開されない求人のニーズは多々あります。その求人をあなたにご紹介します。
収入 UP の可能性があります。
・あなたの市場価値を判断し、企業へご紹介させて頂きます。 
取扱職種
・製造職をはじめ、物流関係、事務職など幅広い職種を扱っています。
　詳細は裏面をご覧下さい。

キャリアプランナーがあなたの応募書類や面接をサポート。
・キャリアプランナーがあなたの適職や応募書類、面接をサポートしてくれます。
一般に公開されない求人情報をご紹介することが出来ます。
・市場に公開されない求人のニーズは多々あります。その求人をあなたにご紹介します。
収入 UP の可能性があります。
・あなたの市場価値を判断し、企業へご紹介させて頂きます。 
取扱職種
・製造職をはじめ、物流関係、事務職など幅広い職種を扱っています。
　詳細は裏面をご覧下さい。

１１
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44

応募から入社日までしっかりサポート。
・応募から面接、内定までと就活はかなりのパワーを必要とします。
  当社はあなたに代わって細かな所まで交渉・サポートします。 
・充実のカウセリングがあるため、安心です。

応募から入社日までしっかりサポート。
・応募から面接、内定までと就活はかなりのパワーを必要とします。
  当社はあなたに代わって細かな所まで交渉・サポートします。 
・充実のカウセリングがあるため、安心です。

作成年月日：2013年11月８日

◆特徴的な取組

企業とあなたをつなぐ架け橋になるのが当社のサービスです。
企業より求人に関わる費用を頂きますので、登録から内定まで
料金が掛かることは一切ございません。まずはお電話を！登録会随時致します。

職業紹介事業者　０７‐職‐０４０職業紹介事業者　０７‐職‐０４０

企業とあなたをつなぐ架け橋になるのが当社のサービスです。
企業より求人に関わる費用を頂きますので、登録から内定まで
料金が掛かることは一切ございません。まずはお電話を！登録会随時致します。

登録登録 適職
サポート
適職
サポート

求人の
ご紹介
求人の
ご紹介

カウセ
リング
カウセ
リング

応募書類
作成サポート
応募書類
作成サポート 応募応募 面接面接 選考選考 内定

・入社
内定
・入社

キャリアプランナーがあなたの応募書類や面接をサポート。
・キャリアプランナーがあなたの適職や応募書類、面接をサポートしてくれます。
一般に公開されない求人情報をご紹介することが出来ます。
・市場に公開されない求人のニーズは多々あります。その求人をあなたにご紹介します。
収入 UP の可能性があります。
・あなたの市場価値を判断し、企業へご紹介させて頂きます。 
取扱職種
・製造職をはじめ、物流関係、事務職など幅広い職種を扱っています。
　詳細は裏面をご覧下さい。

キャリアプランナーがあなたの応募書類や面接をサポート。
・キャリアプランナーがあなたの適職や応募書類、面接をサポートしてくれます。
一般に公開されない求人情報をご紹介することが出来ます。
・市場に公開されない求人のニーズは多々あります。その求人をあなたにご紹介します。
収入 UP の可能性があります。
・あなたの市場価値を判断し、企業へご紹介させて頂きます。 
取扱職種
・製造職をはじめ、物流関係、事務職など幅広い職種を扱っています。
　詳細は裏面をご覧下さい。

１１
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44

応募から入社日までしっかりサポート。
・応募から面接、内定までと就活はかなりのパワーを必要とします。
  当社はあなたに代わって細かな所まで交渉・サポートします。 
・充実のカウセリングがあるため、安心です。

応募から入社日までしっかりサポート。
・応募から面接、内定までと就活はかなりのパワーを必要とします。
  当社はあなたに代わって細かな所まで交渉・サポートします。 
・充実のカウセリングがあるため、安心です。

作成年月日：2013年11月８日

◆特徴的な取組

企業とあなたをつなぐ架け橋になるのが当社のサービスです。
企業より求人に関わる費用を頂きますので、登録から内定まで
料金が掛かることは一切ございません。まずはお電話を！登録会随時致します。

◆利用手続き

※上記以外にも各営業所がございます。他の営業所詳細につきましては裏面をご確認ください。

ホームページアドレス：http://www.toyowork.co.jp/
所在地：〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町1-7-18  白蜂広瀬通ビル5F
連絡先：電話番号／☎ 022-225-5052　フリーダイヤル／0120-104-458
担当部署： アウトソーシング事業部　担当  青津（あおつ）

事業所名：大崎営業所
所在地：〒989-6117  宮城県大崎市古川旭2-1-2  宮城ビル1F
連絡先：電話番号／☎ 0229-24-8068　フリーダイヤル／0800-100-4089
担当者：鈴木
事業所名：仙南事業所
所在地：〒989-1622 宮城県柴田郡柴田町西船迫1-1-8  ベルハウス柴田2Ｆ
連絡先：電話番号／☎ 0224-54-4625　フリーダイヤル／0120-538-918
担当者：工藤

東洋ワーク株式会社東洋ワーク株式会社企業名：企業名： （許可番号：04- ユ -010049）（許可番号：04- ユ -010049）

◆サービス内容・取扱職種

職業紹介事業者　０４‐職‐００２７職業紹介事業者　０４‐職‐００２７

東洋ワーク株式会社東洋ワーク株式会社企業名：企業名：

※上記以外にも各営業所がございます。他の営業所詳細につきましては裏面をご確認ください。

ホームページアドレス：http://www.toyowork.co.jp/
所在地：〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町1-7-18  白蜂広瀬通ビル5F
電話番号：☎ 022-225-5052
フリーダイヤル：0120-104-458
担当部署： アウトソーシング事業部　担当  青津

（許可番号：04- ユ -010049）（許可番号：04- ユ -010049）

職業紹介事業者職業紹介事業者

東洋ワーク株式会社東洋ワーク株式会社企業名：企業名：

※上記以外にも各営業所がございます。他の営業所詳細につきましては裏面をご確認ください。

ホームページアドレス：http://www.toyowork.co.jp/
所在地：〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町1-7-18  白蜂広瀬通ビル5F
電話番号：☎ 022-225-5052
フリーダイヤル：0120-104-458
担当部署： アウトソーシング事業部　担当  青津

（許可番号：04- ユ -010049）（許可番号：04- ユ -010049）

職業紹介事業者　３２‐職‐１７職業紹介事業者　３２‐職‐１７

東洋ワーク株式会社東洋ワーク株式会社企業名：企業名：

※上記以外にも各営業所がございます。他の営業所詳細につきましては裏面をご確認ください。

ホームページアドレス：http://www.toyowork.co.jp/
所在地：〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町1-7-18  白蜂広瀬通ビル5F
電話番号：☎ 022-225-5052
フリーダイヤル：0120-104-458
担当部署： アウトソーシング事業部　担当  青津

（許可番号：04- ユ -010049）（許可番号：04- ユ -010049）

職業紹介事業者　０９‐職‐００２３職業紹介事業者　０９‐職‐００２３

東洋ワーク株式会社東洋ワーク株式会社企業名：企業名：

※上記以外にも各営業所がございます。他の営業所詳細につきましては裏面をご確認ください。

ホームページアドレス：http://www.toyowork.co.jp/
所在地：〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町1-7-18  白蜂広瀬通ビル5F
電話番号：☎ 022-225-5052
フリーダイヤル：0120-104-458
担当部署： アウトソーシング事業部　担当  青津

（許可番号：04- ユ -010049）（許可番号：04- ユ -010049）

職業紹介事業者　３７‐職‐４２職業紹介事業者　３７‐職‐４２

東洋ワーク株式会社東洋ワーク株式会社企業名：企業名：

※上記以外にも各営業所がございます。他の営業所詳細につきましては裏面をご確認ください。

ホームページアドレス：http://www.toyowork.co.jp/
所在地：〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町1-7-18  白蜂広瀬通ビル5F
電話番号：☎ 022-225-5052
フリーダイヤル：0120-104-458
担当部署： アウトソーシング事業部　担当  青津

（許可番号：04- ユ -010049）（許可番号：04- ユ -010049）

職業紹介事業者　１７‐職‐０２１職業紹介事業者　１７‐職‐０２１

東洋ワーク株式会社東洋ワーク株式会社企業名：企業名：

※上記以外にも各営業所がございます。他の営業所詳細につきましては裏面をご確認ください。

ホームページアドレス：http://www.toyowork.co.jp/
所在地：〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町1-7-18  白蜂広瀬通ビル5F
電話番号：☎ 022-225-5052
フリーダイヤル：0120-104-458
担当部署： アウトソーシング事業部　担当  青津

（許可番号：04- ユ -010049）（許可番号：04- ユ -010049）

職業紹介事業者　３０‐職‐４１職業紹介事業者　３０‐職‐４１

東洋ワーク株式会社東洋ワーク株式会社企業名：企業名：

※上記以外にも各営業所がございます。他の営業所詳細につきましては裏面をご確認ください。

ホームページアドレス：http://www.toyowork.co.jp/
所在地：〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町1-7-18  白蜂広瀬通ビル5F
電話番号：☎ 022-225-5052
フリーダイヤル：0120-104-458
担当部署： アウトソーシング事業部　担当  青津

（許可番号：04- ユ -010049）（許可番号：04- ユ -010049）

職業紹介事業者　１９‐職‐００１９職業紹介事業者　１９‐職‐００１９

東洋ワーク株式会社東洋ワーク株式会社企業名：企業名：

※上記以外にも各営業所がございます。他の営業所詳細につきましては裏面をご確認ください。

ホームページアドレス：http://www.toyowork.co.jp/
所在地：〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町1-7-18  白蜂広瀬通ビル5F
電話番号：☎ 022-225-5052
フリーダイヤル：0120-104-458
担当部署： アウトソーシング事業部　担当  青津

（許可番号：04- ユ -010049）（許可番号：04- ユ -010049）

職業紹介事業者　２０‐職‐１０２７職業紹介事業者　２０‐職‐１０２７

東洋ワーク株式会社東洋ワーク株式会社企業名：企業名：

※上記以外にも各営業所がございます。他の営業所詳細につきましては裏面をご確認ください。

ホームページアドレス：http://www.toyowork.co.jp/
所在地：〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町1-7-18  白蜂広瀬通ビル5F
電話番号：☎ 022-225-5052
フリーダイヤル：0120-104-458
担当部署： アウトソーシング事業部　担当  青津

（許可番号：04- ユ -010049）（許可番号：04- ユ -010049）

職業紹介事業者　０８‐職‐３７職業紹介事業者　０８‐職‐３７

東洋ワーク株式会社東洋ワーク株式会社企業名：企業名：

※上記以外にも各営業所がございます。他の営業所詳細につきましては裏面をご確認ください。

ホームページアドレス：http://www.toyowork.co.jp/
所在地：〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町1-7-18  白蜂広瀬通ビル5F
電話番号：☎ 022-225-5052
フリーダイヤル：0120-104-458
担当部署： アウトソーシング事業部　担当  青津

（許可番号：04- ユ -010049）（許可番号：04- ユ -010049）

職業紹介事業者　１１‐職‐０５２職業紹介事業者　１１‐職‐０５２

東洋ワーク株式会社東洋ワーク株式会社企業名：企業名：

※上記以外にも各営業所がございます。他の営業所詳細につきましては裏面をご確認ください。

ホームページアドレス：http://www.toyowork.co.jp/
所在地：〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町1-7-18  白蜂広瀬通ビル5F
電話番号：☎ 022-225-5052
フリーダイヤル：0120-104-458
担当部署： アウトソーシング事業部　担当  青津

（許可番号：04- ユ -010049）（許可番号：04- ユ -010049）

職業紹介事業者　３８‐職‐２２職業紹介事業者　３８‐職‐２２

東洋ワーク株式会社東洋ワーク株式会社企業名：企業名：

※上記以外にも各営業所がございます。他の営業所詳細につきましては裏面をご確認ください。

ホームページアドレス：http://www.toyowork.co.jp/
所在地：〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町1-7-18  白蜂広瀬通ビル5F
電話番号：☎ 022-225-5052
フリーダイヤル：0120-104-458
担当部署： アウトソーシング事業部　担当  青津

（許可番号：04- ユ -010049）（許可番号：04- ユ -010049）

職業紹介事業者　４５‐職‐００１７職業紹介事業者　４５‐職‐００１７

東洋ワーク株式会社東洋ワーク株式会社企業名：企業名：

※上記以外にも各営業所がございます。他の営業所詳細につきましては裏面をご確認ください。

ホームページアドレス：http://www.toyowork.co.jp/
所在地：〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町1-7-18  白蜂広瀬通ビル5F
電話番号：☎ 022-225-5052
フリーダイヤル：0120-104-458
担当部署： アウトソーシング事業部　担当  青津

（許可番号：04- ユ -010049）（許可番号：04- ユ -010049）

職業紹介事業者　４７‐職‐２４職業紹介事業者　４７‐職‐２４

東洋ワーク株式会社東洋ワーク株式会社企業名：企業名：

※上記以外にも各営業所がございます。他の営業所詳細につきましては裏面をご確認ください。

ホームページアドレス：http://www.toyowork.co.jp/
所在地：〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町1-7-18  白蜂広瀬通ビル5F
電話番号：☎ 022-225-5052
フリーダイヤル：0120-104-458
担当部署： アウトソーシング事業部　担当  青津

（許可番号：04- ユ -010049）（許可番号：04- ユ -010049）

職業紹介事業者　４２‐職‐２2職業紹介事業者　４２‐職‐２2

東洋ワーク株式会社東洋ワーク株式会社企業名：企業名：

※上記以外にも各営業所がございます。他の営業所詳細につきましては裏面をご確認ください。

ホームページアドレス：http://www.toyowork.co.jp/
所在地：〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町1-7-18  白蜂広瀬通ビル5F
電話番号：☎ 022-225-5052
フリーダイヤル：0120-104-458
担当部署： アウトソーシング事業部　担当  青津

（許可番号：04- ユ -010049）（許可番号：04- ユ -010049）

職業紹介事業者　１３‐職‐０８９職業紹介事業者　１３‐職‐０８９

東洋ワーク株式会社東洋ワーク株式会社企業名：企業名：

※上記以外にも各営業所がございます。他の営業所詳細につきましては裏面をご確認ください。

ホームページアドレス：http://www.toyowork.co.jp/
所在地：〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町1-7-18  白蜂広瀬通ビル5F
電話番号：☎ 022-225-5052
フリーダイヤル：0120-104-458
担当部署： アウトソーシング事業部　担当  青津

（許可番号：04- ユ -010049）（許可番号：04- ユ -010049）

職業紹介事業者　３９‐職‐２０職業紹介事業者　３９‐職‐２０

東洋ワーク株式会社東洋ワーク株式会社企業名：企業名：

※上記以外にも各営業所がございます。他の営業所詳細につきましては裏面をご確認ください。

ホームページアドレス：http://www.toyowork.co.jp/
所在地：〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町1-7-18  白蜂広瀬通ビル5F
電話番号：☎ 022-225-5052
フリーダイヤル：0120-104-458
担当部署： アウトソーシング事業部　担当  青津

（許可番号：04- ユ -010049）（許可番号：04- ユ -010049）

職業紹介事業者　２９‐職‐１０３６職業紹介事業者　２９‐職‐１０３６

東洋ワーク株式会社東洋ワーク株式会社企業名：企業名：

※上記以外にも各営業所がございます。他の営業所詳細につきましては裏面をご確認ください。

ホームページアドレス：http://www.toyowork.co.jp/
所在地：〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町1-7-18  白蜂広瀬通ビル5F
電話番号：☎ 022-225-5052
フリーダイヤル：0120-104-458
担当部署･担当者名： アウトソーシング事業部　担当  青津

（許可番号：04- ユ -010049）（許可番号：04- ユ -010049）

職業紹介事業者　２６‐職‐００４６職業紹介事業者　２６‐職‐００４６

東洋ワーク株式会社東洋ワーク株式会社企業名：企業名：

※上記以外にも各営業所がございます。他の営業所詳細につきましては裏面をご確認ください。

ホームページアドレス：http://www.toyowork.co.jp/
所在地：〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町1-7-18  白蜂広瀬通ビル5F
電話番号：☎ 022-225-5052
フリーダイヤル：0120-104-458
担当部署： アウトソーシング事業部　担当  青津

（許可番号：04- ユ -010049）（許可番号：04- ユ -010049）

職業紹介事業者　１２‐職‐００４６職業紹介事業者　１２‐職‐００４６

東洋ワーク株式会社東洋ワーク株式会社企業名：企業名：

※上記以外にも各営業所がございます。他の営業所詳細につきましては裏面をご確認ください。

ホームページアドレス：http://www.toyowork.co.jp/
所在地：〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町1-7-18  白蜂広瀬通ビル5F
電話番号：☎ 022-225-5052
フリーダイヤル：0120-104-458
担当部署： アウトソーシング事業部　担当  青津

（許可番号：04- ユ -010049）（許可番号：04- ユ -010049）

職業紹介事業者　３１‐職‐１４職業紹介事業者　３１‐職‐１４

東洋ワーク株式会社  広島営業所東洋ワーク株式会社  広島営業所企業名：企業名：

※上記以外にも各営業所がございます。他の営業所詳細につきましては裏面をご確認ください。

ホームページアドレス：http://www.toyowork.co.jp/
所在地：〒730-0017 広島県広島市中区鉄砲町1-20  第3ウエノヤビル10F
電話番号：☎ 082-502-1461
フリーダイヤル：0120-917-727
担当者： 内田

（許可番号：04- ユ -010049）（許可番号：04- ユ -010049）

職業紹介事業者　３４‐職‐００５２職業紹介事業者　３４‐職‐００５２

東洋ワーク株式会社  新潟営業所東洋ワーク株式会社  新潟営業所企業名：企業名：

※上記以外にも各営業所がございます。他の営業所詳細につきましては裏面をご確認ください。

ホームページアドレス：http://www.toyowork.co.jp/
所在地：〒950-0087 新潟県新潟市中央区東大通2-5-1  KDX新潟ビル8Ｆ
電話番号：☎ 025-245-8245
フリーダイヤル：0120-982-228
担当者： 菅原

（許可番号：04- ユ -010049）（許可番号：04- ユ -010049）

職業紹介事業者　１５‐職‐００３３職業紹介事業者　１５‐職‐００３３

※上記以外にも各営業所がございます。他の営業所詳細につきましては裏面をご確認ください。

担当部署：
所在地：〒024-0094 岩手県北上市本通り1-4-10　高岡第2ビル3F
電話番号：☎ 0197-63-2344
フリーダイヤル：0120-35-2344
担当者： 佐々木

東洋ワーク株式会社東洋ワーク株式会社

東洋ワーク株式会社  北上営業所東洋ワーク株式会社  北上営業所

企業名：企業名： （許可番号：04- ユ -010049）（許可番号：04- ユ -010049）

ホームページアドレス：http://www.toyowork.co.jp/

職業紹介事業者　０３‐職２５‐０２７職業紹介事業者　０３‐職２５‐０２７

東洋ワーク株式会社  青森事業所東洋ワーク株式会社  青森事業所企業名：企業名：

※上記以外にも各営業所がございます。他の営業所詳細につきましては裏面をご確認ください。

ホームページアドレス：http://www.toyowork.co.jp/
所在地：〒030-0861 青森県青森市長島3-22-4  野口ビル4号
電話番号：☎ 017-775-8688
フリーダイヤル：0120-56-0553
担当者： 海老原（えびはら）

（許可番号：04- ユ -010049）（許可番号：04- ユ -010049）

職業紹介事業者　０２‐職‐００２３職業紹介事業者　０２‐職‐００２３

東洋ワーク株式会社  札幌営業所東洋ワーク株式会社  札幌営業所企業名：企業名：

※上記以外にも各営業所がございます。他の営業所詳細につきましては裏面をご確認ください。

ホームページアドレス：http://www.toyowork.co.jp/
所在地：〒062-0003 北海道札幌市豊平区美園3条3-1-27  オリエンタルビル3F
電話番号：☎ 011-813-1861
フリーダイヤル：0120-451-457
担当者： 金萬（こんまん）

（許可番号：04- ユ -010049）（許可番号：04- ユ -010049）

職業紹介事業者　０１‐職‐００４８職業紹介事業者　０１‐職‐００４８

東洋ワーク株式会社  福岡営業所東洋ワーク株式会社  福岡営業所企業名：企業名：

※上記以外にも各営業所がございます。他の営業所詳細につきましては裏面をご確認ください。

ホームページアドレス：http://www.toyowork.co.jp/
所在地：〒812-0012  福岡県福岡市博多区博多駅中央街5-11  第13泰平ビル9F
電話番号：☎ 092-475-7110
フリーダイヤル：0120-917-743
担当者： 村上

（許可番号：04- ユ -010049）（許可番号：04- ユ -010049）

職業紹介事業者　４０‐職‐００４１職業紹介事業者　４０‐職‐００４１

※上記以外にも各営業所がございます。他の営業所詳細につきましては裏面をご確認ください。

所在地：〒812-0012  福岡県福岡市博多区博多駅中央街5-11  第13泰平ビル9F
電話番号：☎ 092-475-7110
フリーダイヤル：0120-917-743
担当部署：福岡営業所 
担当者： 村上

東洋ワーク株式会社東洋ワーク株式会社企業名：企業名： （許可番号：04-ユ-010049）（許可番号：04-ユ-010049）

ホームページアドレス：http://www.toyowork.co.jp/

※上記以外にも各営業所がございます。他の営業所詳細につきましては裏面をご確認ください。

事業所名：
所在地：〒990-2445  山形県山形市南栄町2-8-11  セゾン南栄101
電話番号：☎ 023-615-6741
フリーダイヤル：0120-917-764
担当者：櫻井

東洋ワーク株式会社東洋ワーク株式会社

東洋ワーク株式会社  山形営業所東洋ワーク株式会社  山形営業所

企業名：企業名： （許可番号：04-ユ-010049）（許可番号：04-ユ-010049）

企業とあなたをつなぐ架け橋になるのが当社のサービスです。
企業より求人に関わる費用を頂きますので、登録から内定まで
料金が掛かることは一切ございません。まずはお電話を！登録会随時致します。

◆サービス内容・取扱職種

◆利用手続き

登録登録 適職
サポート
適職
サポート

求人の
ご紹介
求人の
ご紹介

カウセ
リング
カウセ
リング

応募書類
作成サポート
応募書類
作成サポート 応募応募 面接面接 選考選考 内定

・入社
内定
・入社

キャリアプランナーがあなたの応募書類や面接をサポート。
・キャリアプランナーがあなたの適職や応募書類、面接をサポートしてくれます。

一般に公開されない求人情報をご紹介することが出来ます。
・市場に公開されない求人のニーズは多々あります。その求人をあなたにご紹介します。

収入 UP の可能性があります。
・あなたの市場価値を判断し、企業へご紹介させて頂きます。 

取扱職種
・製造職をはじめ、物流関係、事務職など幅広い職種を扱っています。
　詳細は裏面をご覧下さい。

キャリアプランナーがあなたの応募書類や面接をサポート。
・キャリアプランナーがあなたの適職や応募書類、面接をサポートしてくれます。

一般に公開されない求人情報をご紹介することが出来ます。
・市場に公開されない求人のニーズは多々あります。その求人をあなたにご紹介します。

収入 UP の可能性があります。
・あなたの市場価値を判断し、企業へご紹介させて頂きます。 

取扱職種
・製造職をはじめ、物流関係、事務職など幅広い職種を扱っています。
　詳細は裏面をご覧下さい。
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応募から入社日までしっかりサポート。
・応募から面接、内定までと就活はかなりのパワーを必要とします。
  当社はあなたに代わって細かな所まで交渉・サポートします。 
・充実のカウセリングがあるため、安心です。

応募から入社日までしっかりサポート。
・応募から面接、内定までと就活はかなりのパワーを必要とします。
  当社はあなたに代わって細かな所まで交渉・サポートします。 
・充実のカウセリングがあるため、安心です。

作成年月日：2013年11月８日

◆特徴的な取組

企業とあなたをつなぐ架け橋になるのが当社のサービスです。
企業より求人に関わる費用を頂きますので、登録から内定まで
料金が掛かることは一切ございません。まずはお電話を！登録会随時致します。

ホームページアドレス：http://www.toyowork.co.jp/

職業紹介事業者　０６‐職‐０３０職業紹介事業者　０６‐職‐０３０

※上記以外にも各営業所がございます。他の営業所詳細につきましては裏面をご確認ください。

ホームページアドレス：http://www.toyowork.co.jp/
所在地：〒460-0022  愛知県名古屋市中区金山4-1-1  カーニープレイス名古屋金山ビル8Ｆ
電話番号：☎ 052-339-3040
フリーダイヤル：0120-527-773
担当者：馬場

東洋ワーク株式会社   愛知営業所東洋ワーク株式会社   愛知営業所企業名：企業名：
（許可番号：04- ユ -010049）（許可番号：04- ユ -010049）

職業紹介事業者職業紹介事業者

※上記以外にも各営業所がございます。他の営業所詳細につきましては裏面をご確認ください。

ホームページアドレス：http://www.toyowork.co.jp/
所在地：〒510-0067 三重県四日市市浜田町6-11 サムティ四日市ビル5A
電話番号：☎ 059-355-5575
フリーダイヤル：0120-55-7589
担当者：谷津

東洋ワーク株式会社   三重営業所東洋ワーク株式会社   三重営業所企業名：企業名：
（許可番号：04- ユ -010049）（許可番号：04- ユ -010049）

職業紹介事業者　２４‐職‐００３３職業紹介事業者　２４‐職‐００３３

※上記以外にも各営業所がございます。他の営業所詳細につきましては裏面をご確認ください。

ホームページアドレス：http://www.toyowork.co.jp/
所在地：〒510-0067 三重県四日市市浜田町6-11 サムティ四日市ビル5A
電話番号：☎ 059-355-5575
フリーダイヤル：0120-55-7589
担当者：谷津

東洋ワーク株式会社   三重営業所東洋ワーク株式会社   三重営業所企業名：企業名：
（許可番号：04- ユ -010049）（許可番号：04- ユ -010049）

職業紹介事業者　２５‐職‐０５０職業紹介事業者　２５‐職‐０５０



この他にも、さまざまな職種・業界に対応します。お気軽にお問い合わせください。

人材紹介職種一覧人材紹介職種一覧

流通
•店長 /スーパーバイザー
•店舗開発
•マーチャンダイザー
•その他関連職種全般

流通
•店長 / スーパーバイザー
•店舗開発
•マーチャンダイザー
•その他関連職種全般

電気/ 電子/ 機械
•回路設計
•生産製造技術
•セールスエンジニア
•その他関連職種全般

電気/ 電子/ 機械
•回路設計
•生産製造技術
•セールスエンジニア
•その他関連職種全般

不動産/ 建設
•不動産開発
•営業
•プロパティマネージメント
•その他関連職種全般

不動産/ 建設
•不動産開発
•営業
•プロパティマネージメント
•その他関連職種全般

金融/コンサルティング
•金融営業 /事務
•投資銀行業務
•アナリスト
•経営コンサルタント
•その他関連職種全般

金融/コンサルティング
•金融営業 /事務
•投資銀行業務
•アナリスト
•経営コンサルタント
•その他関連職種全般

製造系
•製造技術／生産技術 
•工程管理
•生産管理 
•品質管理／品質保証 
•セールスエンジニア／ FAE 
•サービスエンジニア／整備士 
•設備保全／メンテナンス 
•工場管理職 
•製造スタッフ

製造系
•製造技術／生産技術 
•工程管理
•生産管理 
•品質管理／品質保証 
•セールスエンジニア／ FAE 
•サービスエンジニア／整備士 
•設備保全／メンテナンス 
•工場管理職 
•製造スタッフ

IT/ 通信
•システムエンジニア
•アプリケーションエンジニア
•ネットワークエンジニア
•IT コンサルタント
•その他関連職種全般

IT/ 通信
•システムエンジニア
•アプリケーションエンジニア
•ネットワークエンジニア
•IT コンサルタント
•その他関連職種全般

管理部門・企画系
•経理 / 財務
•人事 / 総務
•法務
•広報 / マーケティング
•秘書
•アシスタント
•営業 / 企画営業
•その他管理部門、
営業など全般

管理部門・企画系
•経理 / 財務
•人事 / 総務
•法務
•広報 / マーケティング
•秘書
•アシスタント
•営業 / 企画営業
•その他管理部門、
営業など全般

東洋ワーク拠点一覧東洋ワーク拠点一覧
TEL：022-225-5052　　　0120-104-458宮城県仙台市青葉区国分町1-7-18  白蜂広瀬通ビル5F 〒980-0803本　　　社

北海道札幌市豊平区美園3条3-1-27  オリエンタルビル3F
北海道紋別市落石町3-32-10
北海道帯広市大通南16-2-2  アクトビル1-B
青森県青森市長島3-22-4   野口ビル4号
岩手県北上市本通り1-4-10  高岡第2ビル3F
宮城県栗原市若柳武館字花水前1-1（倉元製作所様内）
宮城県大崎市古川旭2-1-2  宮城ビル1F
宮城県仙台市青葉区国分町1-7-18  白蜂広瀬通ビル5F
宮城県柴田郡柴田町西船迫1-1-8  ベルハウス柴田2Ｆ
福島県福島市方木田字上仲田2-2  オフィス83  3Ｆ
福島県郡山市大町1-9-13  サンライズビル4F
福島県郡山市駅前1-14-21  郡山花椿ビル4Ｆ
山形県山形市南栄町2-8-11  セゾン南栄101
新潟県新潟市中央区東大通2-5-1  KDX新潟ビル8Ｆ
埼玉県熊谷市万平町1-12  五徳ビル1F
神奈川県横浜市神奈川区台町16-1  ソレイユ台町306
東京都中央区八重洲2-11-6  川昌八重洲ビル4Ｆ
千葉県松戸市新松戸1-486  栄場ビル401
三重県四日市市浜田町6-11  サムティ四日市ビル5A
愛知県名古屋市中区金山4-1-1  カーニープレイス名古屋金山ビル8Ｆ
広島県広島市中区鉄砲町1-20  第3ウエノヤビル10F
広島県三次市十日町東6-13-14
広島県東広島市西条町寺家7397-1
福岡県福岡市博多区博多駅中央街5-11  第13泰平ビル9F
山口県下関市東大和町2-17-33  ㈱マルハニチロ食品下関工場内 

札幌営業所
紋別事業所
帯広事業所
青森事業所
北上営業所
栗原事業所
大崎営業所
仙台営業所
仙南事業所
福島事業所
郡山営業所
郡山オフィス
山形営業所
新潟営業所
埼玉営業所
横浜営業所
東京オフィス
千葉営業所
三重営業所
愛知営業所
広島営業所
北広島事業所　
東広島事業所
福岡営業所　
下関事業所　

〒062-0003
〒094-0007
〒080-0010
〒030-0861
〒024-0094
〒989-5508
〒989-6117
〒980-0803
〒989-1622
〒960-8163
〒963-8001
〒963-8002
〒990-2445
〒950-0087
〒360-0034
〒221-0834
〒104-0028
〒270-0032
〒510-0067
〒460-0022
〒730-0017
〒728-0013
〒739-0041
〒812-0012
〒750-0066

TEL：011-813-1861　　　0120-451-457
TEL：0158-23-9134
TEL：0155-67-5021
TEL：017-775-8688　　　0120-56-0553
TEL：0197-63-2344　　　0120-35-2344
TEL：0228-35-1151
TEL：0229-24-8068　　　0800-100-4089
TEL：022-224-2578　　　0120-205-577
TEL：0224-54-4625　　　0120-538-918
TEL：024-539-5952　　　0120-974-724
TEL：024-927-5760　　　0120-20-5531
TEL：024-983-3160 
TEL：023-615-6741　　　0120-917-764
TEL：025-245-8245　　　0120-982-228
TEL：048-520-2540
TEL：045-412-5235
TEL：03-3548-0105　　　0120-93-6040
TEL：047-711-5860
TEL：059-355-5575　　　0120-55-7589
TEL：052-339-3040　　　0120-527-773
TEL：082-502-1461　　　0120-917-727
TEL：0824-65-2748
TEL：082-493-8188
TEL：092-475-7110　　　0120-917-743

TEL：022-225-5052　　　0120-104-458

TEL：011-813-1861　　　0120-451-457

TEL：017-775-8688　　　0120-56-0553

TEL：0197-63-2344　　　0120-35-2344

TEL：0229-24-8068　　　0800-100-4089

TEL：0224-54-4625　　　0120-538-918

TEL：024-539-5952　　　0120-974-724

TEL：024-927-5760　　　0120-20-5531

TEL：024-983-3160　　　

TEL：023-615-6741　　　0120-917-764

TEL：025-245-8245　　　0120-982-228

TEL：048-520-2540

TEL：045-412-5235

TEL：047-711-5860

TEL：059-355-5575　　　0120-55-7589

TEL：052-339-3040　　　0120-527-773

TEL：082-502-1461　　　0120-917-727

TEL：092-475-7110　　　0120-917-743

この他にも、さまざまな職種・業界に対応します。お気軽にお問い合わせください。

人材紹介職種一覧人材紹介職種一覧

流通
•店長 /スーパーバイザー
•店舗開発
•マーチャンダイザー
•その他関連職種全般

流通
•店長 / スーパーバイザー
•店舗開発
•マーチャンダイザー
•その他関連職種全般

電気/ 電子/ 機械
•回路設計
•生産製造技術
•セールスエンジニア
•その他関連職種全般

電気/ 電子/ 機械
•回路設計
•生産製造技術
•セールスエンジニア
•その他関連職種全般

不動産/ 建設
•不動産開発
•営業
•プロパティマネージメント
•その他関連職種全般

不動産/ 建設
•不動産開発
•営業
•プロパティマネージメント
•その他関連職種全般

金融/コンサルティング
•金融営業 /事務
•投資銀行業務
•アナリスト
•経営コンサルタント
•その他関連職種全般

金融/コンサルティング
•金融営業 /事務
•投資銀行業務
•アナリスト
•経営コンサルタント
•その他関連職種全般

製造系
•製造技術／生産技術 
•工程管理
•生産管理 
•品質管理／品質保証 
•セールスエンジニア／ FAE 
•サービスエンジニア／整備士 
•設備保全／メンテナンス 
•工場管理職 
•製造スタッフ

製造系
•製造技術／生産技術 
•工程管理
•生産管理 
•品質管理／品質保証 
•セールスエンジニア／ FAE 
•サービスエンジニア／整備士 
•設備保全／メンテナンス 
•工場管理職 
•製造スタッフ

IT/ 通信
•システムエンジニア
•アプリケーションエンジニア
•ネットワークエンジニア
•IT コンサルタント
•その他関連職種全般

IT/ 通信
•システムエンジニア
•アプリケーションエンジニア
•ネットワークエンジニア
•IT コンサルタント
•その他関連職種全般

管理部門・企画系
•経理 / 財務
•人事 / 総務
•法務
•広報 / マーケティング
•秘書
•アシスタント
•営業 / 企画営業
•その他管理部門、
営業など全般

管理部門・企画系
•経理 / 財務
•人事 / 総務
•法務
•広報 / マーケティング
•秘書
•アシスタント
•営業 / 企画営業
•その他管理部門、
営業など全般

東洋ワーク拠点一覧東洋ワーク拠点一覧

宮城県仙台市青葉区国分町1-7-18  白蜂広瀬通ビル5F

北海道札幌市豊平区美園3条3-1-27  オリエンタルビル3F

青森県青森市長島3-22-4   野口ビル4号

岩手県北上市本通り1-4-10  高岡第2ビル3F

宮城県大崎市古川旭2-1-2  宮城ビル1F

宮城県柴田郡柴田町西船迫1-1-8  ベルハウス柴田2Ｆ

福島県福島市方木田字上仲田2-2  オフィス83  3Ｆ

福島県郡山市大町1-9-13  サンライズビル4F

福島県郡山市駅前1-14-21  郡山花椿ビル4Ｆ

山形県山形市南栄町2-8-11  セゾン南栄101

新潟県新潟市中央区東大通2-5-1  KDX新潟ビル8Ｆ

埼玉県熊谷市万平町1-12  五徳ビル1F

神奈川県横浜市神奈川区台町16-1  ソレイユ台町306

千葉県松戸市新松戸1-486  栄場ビル401

三重県四日市市浜田町6-11  サムティ四日市ビル5A

愛知県名古屋市中区金山4-1-1  カーニープレイス名古屋金山ビル8Ｆ

広島県広島市中区鉄砲町1-20  第3ウエノヤビル10F

福岡県福岡市博多区博多駅中央街5-11  第13泰平ビル9F 

〒980-0803

〒062-0003

〒030-0861

〒024-0094

〒989-6117

〒989-1622

〒960-8163

〒963-8001

〒963-8002

〒990-2445

〒950-0087

〒360-0034

〒221-0834

〒270-0032

〒510-0067

〒460-0022

〒730-0017

〒812-0012

本　　　社

札幌営業所

青森事業所

北上営業所

大崎営業所

仙南事業所

福島事業所

郡山営業所

郡山オフィス

山形営業所

新潟営業所

埼玉営業所

横浜営業所

千葉営業所

三重営業所

愛知営業所

広島営業所

福岡営業所

TEL：022-225-5052　　　0120-104-458

TEL：011-813-1861　　　0120-451-457

TEL：017-775-8688　　　0120-56-0553

TEL：0197-63-2344　　　0120-35-2344

TEL：0229-24-8068　　　0800-100-4089

TEL：0224-54-4625　　　0120-538-918

TEL：024-539-5952　　　0120-974-724

TEL：024-927-5760　　　0120-20-5531

TEL：024-983-3160　　　

TEL：023-615-6741　　　0120-917-764

TEL：025-245-8245　　　0120-982-228

TEL：059-355-5575　　　0120-55-7589

TEL：052-339-3040　　　0120-527-773

TEL：082-502-1461　　　0120-917-727

TEL：092-475-7110　　　0120-917-743

この他にも、さまざまな職種・業界に対応します。お気軽にお問い合わせください。

人材紹介職種一覧人材紹介職種一覧

流通
•店長 /スーパーバイザー
•店舗開発
•マーチャンダイザー
•その他関連職種全般

流通
•店長 / スーパーバイザー
•店舗開発
•マーチャンダイザー
•その他関連職種全般

電気/ 電子/ 機械
•回路設計
•生産製造技術
•セールスエンジニア
•その他関連職種全般

電気/ 電子/ 機械
•回路設計
•生産製造技術
•セールスエンジニア
•その他関連職種全般

不動産/ 建設
•不動産開発
•営業
•プロパティマネージメント
•その他関連職種全般

不動産/ 建設
•不動産開発
•営業
•プロパティマネージメント
•その他関連職種全般

金融/コンサルティング
•金融営業 /事務
•投資銀行業務
•アナリスト
•経営コンサルタント
•その他関連職種全般

金融/コンサルティング
•金融営業 /事務
•投資銀行業務
•アナリスト
•経営コンサルタント
•その他関連職種全般

製造系
•製造技術／生産技術 
•工程管理
•生産管理 
•品質管理／品質保証 
•セールスエンジニア／ FAE 
•サービスエンジニア／整備士 
•設備保全／メンテナンス 
•工場管理職 
•製造スタッフ

製造系
•製造技術／生産技術 
•工程管理
•生産管理 
•品質管理／品質保証 
•セールスエンジニア／ FAE 
•サービスエンジニア／整備士 
•設備保全／メンテナンス 
•工場管理職 
•製造スタッフ

IT/ 通信
•システムエンジニア
•アプリケーションエンジニア
•ネットワークエンジニア
•IT コンサルタント
•その他関連職種全般

IT/ 通信
•システムエンジニア
•アプリケーションエンジニア
•ネットワークエンジニア
•IT コンサルタント
•その他関連職種全般

管理部門・企画系
•経理 / 財務
•人事 / 総務
•法務
•広報 / マーケティング
•秘書
•アシスタント
•営業 / 企画営業
•その他管理部門、
営業など全般

管理部門・企画系
•経理 / 財務
•人事 / 総務
•法務
•広報 / マーケティング
•秘書
•アシスタント
•営業 / 企画営業
•その他管理部門、
営業など全般

東洋ワーク拠点一覧東洋ワーク拠点一覧

宮城県仙台市青葉区国分町1-7-18  白蜂広瀬通ビル5F

北海道札幌市豊平区美園3条3-1-27  オリエンタルビル3F

青森県青森市長島3-22-4   野口ビル4号

岩手県北上市本通り1-4-10  高岡第2ビル3F

宮城県大崎市古川旭2-1-2  宮城ビル1F

宮城県柴田郡柴田町西船迫1-1-8  ベルハウス柴田2Ｆ

福島県福島市方木田字上仲田2-2  オフィス83  3Ｆ

福島県郡山市大町1-9-13  サンライズビル4F

福島県郡山市駅前1-14-21  郡山花椿ビル4Ｆ

山形県山形市南栄町2-8-11  セゾン南栄101

新潟県新潟市中央区東大通2-5-1  KDX新潟ビル8Ｆ

三重県四日市市浜田町6-11  サムティ四日市ビル5A

愛知県名古屋市中区金山4-1-1  カーニープレイス名古屋金山ビル8Ｆ

広島県広島市中区鉄砲町1-20  第3ウエノヤビル10F

福岡県福岡市博多区博多駅中央街5-11  第13泰平ビル9F 

〒980-0803

〒062-0003

〒030-0861

〒024-0094

〒989-6117

〒989-1622

〒960-8163

〒963-8001

〒963-8002

〒990-2445

〒950-0087

〒510-0067

〒460-0022

〒730-0017

〒812-0012

本　　　社

札幌営業所

青森事業所

北上営業所

大崎営業所

仙南事業所

福島事業所

郡山営業所

郡山オフィス

山形営業所

新潟営業所

三重営業所

愛知営業所

広島営業所

福岡営業所







IIP金沢キャリアサポート(株)
( 許可番号 17- ユ -300129）

職業紹介事業者 (17- 職 -028）

● ホームページアドレス
 http://iip-kanazawa.co.jp
● 所在地
 〒920-8217　石川県金沢市近岡町 845-1
● 連絡先
 076-237-3925（本紙を見たとお伝えください。）
● 担当部署・担当者名
 人材サービス部　担当：尾添 守久・得能 勇

● お仕事探しを希望する方に、キャリアコンサルティングから希望する企業へのご紹介（職業紹介）まで
一貫した就職支援を実施いたします。
● 求職者の皆様からには料金は一切発生しません（すべて無料です。）
● ＳＥ・プログラマ等及び介護系、CAD、デザイン系の専門的・技術的職業をはじめ、会計・総務等の
事務的職業・販売（婦人服・貴金属・鞄・試飲試食等）の職業を取り扱っています。
● システム開発業界や介護業界・一般商社全般への就職実績が多数あります。

● 面接への同行も実施。専任のキャリアアドバイザーがあなたの就職を強力にサポートします。
▲

会社情報

▲

サービス内容・取扱職種

▲
特徴的な取組

▲

利用手続き

▲

実績データ

就職相談・受付
上記連絡先に連絡の上、当社
までお越しください。

職業情報のご案内
ご希望の職種をご相談いただ
き、職業紹介等の就業支援を
行っていきます。

まずは登録
サービスの提供を希望される
場合は、当社にて登録をして
いただきます。

※2013 年10 月 31日現在

おぞえ とくの

作成年月日：平成 25 年 11 月 13 日

近岡

西念

南新保

ヤマダ電機

いずみ自動車

八幡の
すしべん

富山

福井
県庁

ドン．キホーテ
アーククラブ迎賓館
大阪屋ショップ

I IP金沢 
キャリア・
サポート

近岡北
バス停

外
環
状
線

無料Ｐ完備

 取扱求人数 600 件

 取扱企業数 180 件

  最高額（月額）282,000 円

  最低額（月額）128,000 円
取扱求人の賃金額



nextbeat
タイプライターテキスト
職業紹介事業者　17-職-031

nextbeat
タイプライターテキスト

nextbeat
タイプライターテキスト

nextbeat
タイプライターテキスト





職業紹介事業者

（17-職-032）

（23-ユ-300326）

●●●●ホームページアドレスホームページアドレスホームページアドレスホームページアドレス
　　http://www.totecfrontier.co.jp

●●●●事業所所在地事業所所在地事業所所在地事業所所在地
　　本　　社：〒451-0045　名古屋市西区名駅2-27-8　名古屋ﾌﾟﾗｲﾑｾﾝﾄﾗﾙﾀﾜｰ

　　東京支社：〒141-0032　東京都品川区大崎1-11-1　ｹﾞｰﾄｼﾃｨ大崎ｳｴｽﾄﾀﾜｰ

●●●●連絡先連絡先連絡先連絡先・・・・担当部署担当部署担当部署担当部署
　　人財開発グループ

　　　TEL：0120-20-8026／mail：8026@totec.co.jp

●●●●サービスサービスサービスサービス内容内容内容内容・・・・取扱職種取扱職種取扱職種取扱職種
　◆設計・開発・営業・人事総務・経理等の職業紹介

　　（求職者の皆さんには一切料金等は発生しません）

　※職種等の詳細は、裏面をご覧ください。

●●●●特徴的特徴的特徴的特徴的なななな取組取組取組取組
　◆トーテックアメニティ㈱１００％出資企業です。

　★同社は、４０年余りにわたり官公庁や大手企業との取引きを行なっており、その

　　信頼を背景に当社でも大手企業を中心に取引きをしています。

　◆労働環境の向上に努めており、働きやすい環境の整備を進めています。

　『愛知県ファミリーフレンドリー企業』

　★ワーク・ライフ・バランスの実現に積極的に取組む企業として登録しています。

　『若者応援企業宣言』（名古屋中公共職業安定所登録）

　★労務管理の体制が整備されており、若者を採用・育成のためハローワークに通常の

　　求人情報よりも詳細な企業・採用情報を公表する企業として登録しています。

●●●●利用手続利用手続利用手続利用手続きききき
　◆当社へのご応募やご質問は、当社ホームページより

　　エントリーいただくか、お電話にてご連絡ください。

作成日時：2013年11月25日

企業名：トーテックフロンティア株式会社

(1)



●●●●取扱職種取扱職種取扱職種取扱職種のののの詳細詳細詳細詳細
　◆自動車・航空機・産業機械・電気電子部品をはじめとする各種製品の設計開発技術職の

　　 職業紹介

　　『機械設計』

　　・自動車エンジンや内外装部品、金型の設計、設計補助

　　・航空機やエアコン、エレベーター、産業機械、複合機

　　　などの構造設計・設計、設計補助

　　『実験評価』

　　・自動車の衝突安全試験や電装品など各種部品の実験評価

　　・自動車の次世代電池や電動工具などの実験評価

　　『生産技術』

　　・自動車部品、半導体、セラッミク製品などの生産設備

　　　計画、導入、維持改善

　　・航空機生産設備の設計、治具設計

　　『ソフトウェア開発』

　　・カーナビや車載ECUのソフトウェア開発、評価

　　・エアコンやエレベーターなどの制御回路設計

　◆事務・CADオペレーター・ヘルプデスク等の職業紹介

　　『事務系職種』

　　・伝票作成やデータ照合、電話・来客対応など

　　・営業部門でのサポート事務

　　・各種データ入力

　　『CADオペレーター・ヘルプデスク』

　　・公共建築などのCADオペレーター

　　・一般企業や公的機関、医療機関などのシステム部門での

　　　ヘルプデスク

　◆営業・人事総務・経理等の職業紹介

　　・各種商品やサービスの法人営業

　　・一般企業や教育機関での人事総務、経理

企業名：トーテックフロンティア株式会社

(2)



《サービス内容・取扱職種》 

●信頼の富士通グループの人材サービス会社 

 ◆こんなお仕事があります！ 

【専門的・技術的職業】 

 ヘルプデスク、コールセンター業務、ソフトウェア開発、システム管理、インストール作業、技術営業 など 

【事務的職業】 

 一般事務、営業事務、経理事務、英文事務、ファイリング、データエントリ、テレフォンオペレータ、受付業務 など 

【管理的職業】 

 企業の幹部社員、マネージャー など                                                                 

●石川県内エリア 

 金沢市を中心に展開 

 富士通グループ、地元優良企業各社 

《特徴的な取組》 

・富士通グループ内に多数の取引先を持ち、人材派遣・業務請負 

 を通して、お客様にご満足をいただいています。 

・社内研修設備に加え、提携スクール（割引価格）を多数持ち、 

 充実した研修体制をご利用いただけます。 

《利用手続き》 

  どんな風に進めるの？ 

・まずはご登録 

 （料金は一切かかりません。登録無料！） 

・ご経験・ご希望を伺って、一緒に企業探し 

 あなたにマッチした企業をご紹介 

 転職に向けてバックアップ致します。 

・ご紹介の際には担当者が丁寧にアドバイス 

・直接応募には無い、当社からの転職支援 

◇実績データ（全社）◇ 

企業名：富士通エフサス・クリエ株式会社  
ホームページアドレス：http://jobs.fcrea.fujitsu.com/index.html 
所在地：〒460-0003  
      愛知県名古屋市中区錦1-6-18   J・伊藤ビル1階 

連絡先：052-221-5761     0120-581-062  （本紙を見たとお伝えください） 

担当部署・担当者名 中部支店 （担当：板谷 ・ 玉置） 

作成年月日：2013年11月8日 

取扱求人数 ２３名 ２０１２年度実績

取扱企業数 １２社 ２０１２年度実績

取扱企業

・大手電機メーカー系システム
  開発会社
・大手精密機械メーカー
・大手食品メーカー   他

●まずは検索、お電話を！● 

富士通エフサス・クリエ 

0120-581-062 
（中部支店直通） 

 

地下鉄東山線、鶴舞線 伏見駅 
10番出口より徒歩5分  

地下鉄鶴舞線、桜通線 丸の内駅 
6番出口より徒歩5分 

 イタタニ          タマキ 

（許可番号：14-ﾕ-300637） 

「職業紹介事業者」 ： １７－職－０３３ 

http://jobs.fcrea.fujitsu.com/index.html


●お問い合わせ 

Copyright 2013 FUJITSU FSAS CREATIVE INC. 

〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町1-403 
         武蔵小杉タワープレイス 
Tel.044-739-2502 Fax.044-739-2510 
http://jp.fujitsu.com/fsas/fcrea/ 

拠点一覧 

  本社 

  〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町1-403                       TEL:044-739-2500  派遣登録窓口：         0120-031-830 

    武蔵小杉タワープレイス3階                                                                                                                  人材紹介専用：         0120-122-814   

                                                                                                                                                                 人材をお探しの企業様：     044-739-2504 

 

 

  銀座オフィス 

  〒104-0061 東京都中央区銀座7-16-12                                                 TEL:03-5550-2340    派遣登録窓口：                 0120-039-096 

   G-7ビルディング4階  

 

 

  北海道支店 

  〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西3-1-47                                              TEL:011-261-1680                                                 0120-861-680 

    ヒューリック札幌NORTH33ビル10階 

 

 

  東北支店 

  〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央4-2-16                                                 TEL:022-223-1430                                                 0120-401-430 

     仙台中央第一生命ビル4階 

 

 

  長野支店 

  〒380-0813 長野県長野市鶴賀緑町1403-3                                           TEL:026-462-2261                                                0120-494-070 

     大通り昭和ビル6階 

 

 

  関越支店 

  〒330-0853 埼玉県さいたま市大宮区錦町682-2                                                TEL:048-649-2238                                                 0120-048-665 

     大宮情報文化センター（JACK大宮）14階 

 

 

  関西支店                       

  〒540-0001 大阪府大阪市中央区城見2-2-53                                                    TEL:06-6942-3600                     0120-566-235 

  大阪東京海上日動ビルディング6階 

 

 

 中部支店 

 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-6-18                                         TEL:052-221-5761                                                 0120-581-062 

    J・伊藤ビル1階 

 

 

 中国支店 

 〒730-0031 広島県広島市中区紙屋町1-2-22                                                   TEL:082-207-0297                                                  0120-231-014 

    広島トランヴェールビルディング12階 

 

 

 九州支店 

 〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵3-1-2                                               TEL:092-432-4611                                                 0120-167-231 

    東比恵ビジネスセンター6階 

中部支店 

0120-581-062 
http://jobs.fcrea.fujitsu.com/index.html 

★☆ 出会いを大切に 誰もが元気に働ける社会を創ります  ☆★ 
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tel:022-223-1430
tel:026-462-2261
tel:026-462-2261
tel:026-462-2261
tel:026-462-2261
tel:026-462-2261
tel:048-649-2238
tel:048-649-2238
tel:048-649-2238
tel:048-649-2238
tel:048-649-2238
tel:06-6942-3600
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tel:092-432-4611
tel:092-432-4611
tel:092-432-4611
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tel:092-432-4611
http://jobs.fcrea.fujitsu.com/index.html


       交通アクセス
阪急「烏丸駅」・地下鉄「四条駅」1番出口より徒歩1分

市バス停留所各「四条烏丸」より徒歩 5分

       利用手続き

・当社からのサービスをご希望の場合は、お電話もしくはホームページにてご登録下さい。

　
　お電話： 　 　0120ｰ12ｰ8931（携帯・ＰＨＳからもご利用可能）

・専任コンサルタントがご希望条件やご経歴をお伺いし、転職・就職のご相談を承ります。
　お仕事のご紹介をご希望の方はコンサルタントとのご面談を実施いたします。
　（当社オフィスにお越しいただくか、またはご都合の良い場所まで出張いたします。）

【看護師・助産師】 【薬剤師】ナースエクスプレス 検索

      特徴的な取り組み
・経験豊富な専任コンサルタントが、あなたのことを考えた至れり尽くせりのサービス内容で
しっかりサポートいたします。
・出張相談や面接の同行も実施しています。ご納得いただけるまで何度でもご相談ＯＫ！
・短期の派遣就業や、派遣期間終了後にご本人と派遣先双方合意のもとで社員 (正規雇用 )となれる
紹介予定派遣の利用も当社なら可能です。（【派遣業】般 13ｰ 010770）

        サービス内容・取り扱い職種
・看護師・助産師・薬剤師のお仕事をお探しの方に弊社コンサルタントから求人情報の提供や、
就職・転職に関するサポートを実施しております。
対象施設：病院・クリニック・企業・高齢者施設・調剤薬局・ドラッグストア
就業形態：正社員・パート・派遣

・ご登録からご入職まで費用は一切発生いたしません。（すべて無料です。）

ホームページアドレス：http://www.medical-res.co.jp

所在地：〒600ｰ8008 京都府京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町10
京都ダイヤビル 8F（京都営業所）

連絡先： 　0120ｰ12ｰ8931（携帯・ＰＨＳからもご利用可能）
※ハローワークで見たとお伝えください。

担当者：西垣（ニシガキ）

わたし
  くまぁる！

作成年月日：11月 12日

職業紹介事業者 （17ｰ職ｰ034）

株式会社メディカルリソース
職業紹介事業者【紹介業】13ｰユｰ010743

てってれー携帯・スマホからも
簡単アクセス！

携帯・スマホからも

簡単アクセス！



職業紹介事業者 許可番号 17-ユ-300075

ホームページアドレス

所在地

連絡先

担当部署・担当

メールアドレス

営業時間

アクセス方法

www.frappu.co.jp

〒920-0062 金沢市割出町647-2

0120-367-194 または 076-237-8891

営業部・垣（かき） または 高（こう）

info@wfrp.co.jp

月曜日～金曜日 ９：００～１８：００

北鉄バス「西割出」バス停から徒歩1分 / 駐車スペース有

サービス内容・取扱職種

求職者の皆様に希望する業種・企業へのご紹介まで一貫した就業支援を実施しております。
販売・営業業務をはじめ、会計・事務、コールセンター業務などの職業を取り扱っており、
その多くが正社員雇用を目的とした企業です。

※弊社サービスご利用にあたって、弊社までの交通費・通話などの通信費を除く料金は一切発生しません。

特徴的な取り組み 事前準備から勤務開始まて
トータルサポートをモットーに活動しております

事前
準備

企業
面談

お仕事探しを希望する方、ひとりひとりに専任担当がつき一貫してサポートします。
事前に勤務条件等の詳しい面談を行い、無理なく勤められる企業をご紹介します。

専門知識が必要な業種は事前に専門トレーニングを行います。
実際に企業面談を受ける前に、弊社で面接トレーニングを行います。
面談当日には面談先へ担当者が同行します。

勤務開始初日には就業先へ担当者が同行し、勤務開始のフォローをします。

>>その他、弊社ご登録者様の各種ご相談も承ります。

保険手続きに関しての相談 生活設計についての相談 今の労働条件についての相談

利用手続き

■インターネットをご利用の場合

弊社ＨＰの　　　　　　　　　から会員登録を行ってください。

■直接ご来社でのご利用の場合

作成日2013年11月12日

西口

ヤマダ
電機

県立
中央病院

ドンキ
ホーテ

合同庁舎

江守
クリニック来来亭

西割出

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

金沢駅

北陸自動車道･8号線

エキスパート･フラップ

お電話（0120-367-194）にてご連絡の上、ご来社ください。
その際「就業相談について」とお伝えください。

携帯の方は
こちらから
アクセス

ご利用登録完了後、営業日１日以内に担当者よりご連絡致します。

〔金沢駅からバスでお越しの場合〕
金沢駅西口から「７０番」もしくは「７１番」バスに乗車、
「西割出」で下車してください。

職業紹介事業者（17-職-035）



ＷＤＢ株式会社のご案内
有料職業紹介事業許可番号：13-ユ-305209

ＵＲＬ：http:www.wdb.com
所在地：福井県福井市中央3-13-1 福井北國ビル5Ｆ
連絡先：0120-00-7811（本紙を見たとお伝えください）
担当者：ＷＤＢ株式会社 福井支店（担当：野原）

ＷＤＢは研究職・技術職の求人取扱いが豊富です

面接前には、企業研究や面接対策も無料でサポート

まずはＷＥＢにてご登録ください

■ ＷＤＢは、理系登録者数国内トップクラスの研究職人材サービス会社です。
■ 求職者の皆さまのサービスのご利用はすべて無料です。
■ 取扱い職種は、研究開発職、品質管理、理系専門職、技術職 等です。

※左記以外にもオフィスはございます。
詳細は弊社ＨＰをご確認ください。

■ 履歴書の添削、キャリア相談はもちろん、希望される方には、面接前に企業研究や面接対策も無料でサポー
トを行います。

■ 正社員求人のご紹介のほか、最大6ヶ月間の派遣就業後に双方合意の上で直接雇用に切り替わる紹介予定派
遣という働き方（見極め期間をもちたい方に最適です）など、正社員や直接雇用といっても、ライフスタイ
ルやご要望に合わせて働き方を選べるのが特徴です。

■ 大手企業から地元の優良企業まで、多くのご紹介実績があります。ＩターンやＵターン就職も大歓迎です。

・JR福井駅より徒歩10分
・福井鉄道市役所前駅より徒歩5分

ＷＥＢでのご登録

最寄支店にて本登録（支店よりご連絡します）

お仕事のご紹介

応募・選考

内定・入社

作成日 2013年11月1日

WDB

《サービス内容》

《特徴的な取組》

《ご利用手続き》

製薬・化学・食品・公的機関を中心に約1,300社
味の素株式会社、新日鉄住金化学株式会社、住友化学株式会社、三菱電機株式会社、武田薬品工業株式会社、
独立行政法人 理化学研究所、国立医薬品食品衛生研究所、国立大学法人 東京大学、国立大学法人 京都大学、
国立大学法人北海道大学（敬称略・順不同）

《主要お取引先》

職業紹介事業者（17-職-036）



日研総業株式会社 金沢事業所 
所在地：〒920-0031  
石川県金沢市広岡1-2-26 AGSⅡ 2Ｆ 

連絡先： 076-261-8255 
（「リーフレットを見た」とお伝えください） 

担当者名： 上本 美千代（ウエモト ミチヨ） 

職業紹介事業者   17-職-037 
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（１７ー職ー０３９） 

株式会社アスカ新潟支店 10-ユ-300003 

〒950-0078 新潟県新潟市中央区万代島5-1 万代島ビル15階 

025-278-7179 営業部 浅見 允教 

株式会社 アスカ 新潟支店 新潟県新潟市中央区万代島5-1 万代島ビル15階 

025-278-7179 025-278-7170 info@asuka-hu.co.jp 
2015年2月28日 



転職応援宣言！転職応援宣言！

0120-704-557
営業時間 平日  9：00～21：30　土日祝　9：00～19：00

HP  ：  http://iryouworker.com

イリョウ ワーカー医療WORKER

イリョウ ワーカー医療WORKER

厚生労働大臣許可　27-ﾕ-300349

（厚生労働大臣許可　27-ﾕ-300349）

検索 →医療ワーカー

→

職業紹介事業者　１７ー職ー０４０　

企業名：株式会社ＴＳ工建

《 ご利用の手続き 》

 《 サービス内容 》
全国の看護師さん、薬剤師さんなど医療関連職の転職、就職支援サービスです。
ご希望条件に合った求人情報のご紹介から面接の日程の調整はもちろん、入職後のアフターフォローまでしっかりサポートいたします。
もちろんサービスはすべて無料！

 《 特徴的な取り組み 》

各職種専門の専任コンサルタントが
転職をサポートするから安心・スムーズ！Point1

Point2 求人情報に載っていない、実際の
人間関係や実際の残業時間がわかる！

Point3 高額・高待遇！一般には公開されない
人気の非公開求人も紹介可能！

ご利用は
全て無料！
ご利用は
全て無料！

医療・介護職の就職、転職は

　　　　医療WORKERにお任せ
ください！医療・介護職の就職、転職は

　　　　医療WORKERにお任せ
ください！

 《 アクセス 》

WEBより登録いただくか、もしくはお電話でのご登録、お問合せも承っております。

携帯・スマホでもかんたん登録！

作成年月日：2015年3月1日

 《 取扱職種 》

看護関連職 リハビリ関連職 介護関連職 その他

・看護師
・准看護師
・助産師
・保健師

・理学療法士
・作業療法士
・言語聴覚士

・ケアマネージャー
・介護福祉士
・ホームヘルパー
・社会福祉士

・薬剤師
・臨床検査技師
・診療放射線技師
・臨床工学技士

入職決定者数5000人（2014年度実績）

石川の求人件数
　150件以上

http://iryouworker.com
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3-13-26交通ビル8Ｆ

■ホームページアドレス
■事業所所在地
■事業所連絡先 0120-704-557
■担当部署・担当者名 メディカル事業部　担当：吉田まで

JR「名古屋駅」 徒歩4分・地下鉄「名古屋駅」 徒歩3分

H

名古屋駅名古屋駅
国際センター駅国際センター駅

郵便局
駅前モンブランホテル

オフィスタワー

国際センタービル

江
川
線

大名古屋
ビルディング

交通ビル8F地下鉄
東山線

桜通

地下鉄桜通線2番出口

ミッドランドスクエア
名鉄名鉄

近鉄近鉄



0120-704-557
メディカル事業部 担当：吉田まで　（営業時間 平日  9：00～21：30　土日祝　9：00～19：00）HP  ：  http://iryouworker.com

イリョウ ワーカー医療WORKER
厚生労働大臣許可　27-ﾕ-300349

検索 →医療ワーカー

→
お申し込みはWEBまたはお電話でお申し込みはWEBまたはお電話で 携帯・スマホでもかんたん登録！

医療WORKERの転職サポートご利用の流れ医療WORKERの転職サポートご利用の流れ

STEP 1

まずはホームページ、もしくはお電話でご登録ください！【ご利用は完全無料】
とりあえず求人情報だけほしいという方は新着求人メールを
ご登録ください！どちらも60秒でカンタン登録♪

まずはご登録！もしくはお問合せ！

STEP 2

非公開求人も多数ある求人情報の中から各職種専門の専任コンサルタントが
求人票に乗っている情報だけでなく社風、一緒に働く人柄、実情などの情報も合わせ、
ご希望条件と今までのキャリア(経験)にあった求人情報を出来るだけ多くご紹介します。

求人のご紹介

STEP 3

ご興味があった求人情報がございましたら、専任のコンサルタントが面接日のスケジュールを調整、
面接時のアドバイスを各求人ごとにしっかりさせて頂きます。

面接

STEP 4
内定がでた後の非常に重要な、入職後に食い違いが生じないように専任のコンサルタントが
しっかりと入職条件を確認いたします。もちろん給与・休日などの条件交渉などもお任せください！
※内定が出てもお断りすることも、もちろん大丈夫です。

内定を辞退される場合は専任のコンサルタントが行いますのでご安心下さい。
ご希望の転職(就職)先が決まるまで、繰り返しご紹介いたします!

内定・入職

STEP 5
医療WORKERでは入職後も勤務・待遇条件の食い違いがないか等、
コンサルタントが引き続きしっかりフォローいたします！
入職後何かございましたら、専任のコンサルタントまでお気軽にご相談ください!

入職後もしっかりとアフターフォロー！

ご利用は
全て無料！
ご利用は
全て無料！

ご登録
お問合せ 求人の紹介 面接 内定

・
入職

STEP1 STEP2 STEP3 STEP4 STEP5
入職後の
アフター
フォロー







職業紹介事業者（17 - 職 - 042） 

 

企業名 ： アリス・スタッフ株式会社 

事業許可番号：17-ユ-300133 

ＨＰアドレス：http://www.alice-japan.net/alicestaff/index.html 

事業所所在地：〒921-8176 石川県金沢市円光寺本町8-50 

事業所連絡先：0120-47-3388 

担 当 者 ：寺西 由美子（てらにし ゆみこ） 

企業情報 

医療福祉介護のお仕事探し 

取扱職種 
「介護職」を中心に、医療福祉介護に特化したお仕事をご紹介しており 

ます。 

未経験から活躍できるお仕事もございます。 

特徴的な取組 
資格のない方も、不安やお悩みをお気軽にご相談ください。 

アリス学園グループならではの適切な情報提供、資格取得支援、カウンセ

リングでお仕事探しをお手伝いします。 

お仕事しながらスキルアップができるよう、専門学校アリス学園の「介護

福祉士実務者研修通信講座（ｅラーニング）」等、講座のご紹介もしてお

ります。 

詳細はホームページをご覧下さい。 

http://www.alice-japan.net/alicestaff/index.html 

作成年月日 2015/3/9 

 STEP④ 

職場見学 
ご希望のお仕事が見つかるまで 

見学に行きましょう。 

 STEP⑤ 
 紹介先へ 

応募 

 STEP⑥ 

 選考・面接 

 STEP⑦ 

 内定・ 
入社(正社員) 

 STEP①  

 アリス・スタッフ 
 に登録 

 STEP③ 

 お仕事の紹介 
ご希望のお仕事が見つかるまで 
何度でもご紹介します。 

 STEP②  
 希望・条件の 
 確認 

【 ご登録からご入社までの流れ 】 利用手続き 

サービス内容 「アリス・スタッフの職業紹介サービス」 
「契約社員じゃなく、正社員になりたい」 

「転職したいけど、忙しくて就職活動ができない」 

 そんなあなたに代わって企業情報を収集、希望に合うお仕事探しの 

お手伝いをします。 

履歴書の書き方、面接対策、面接の同行についてもサポートします。 

もちろん秘密は厳守。 

※アリス・スタッフの就業支援は無料です。 







若手中堅ビジネスパーソンの仕事選び 職業紹介事業者（17-職-044）

「人材バンクネット」は全国599社（2015年3月1日現在）を集めた人材紹介会社集合
サイト。若手中堅ビジネスパーソン（ミドルマネジメント層）に対して転職支援をしておりま
す。（求職者の皆さまからは費用をいただきません。すべて無料のサービスです。）

まずは会員登録
これらサービスを利用するには

［一例］専門・技術職／ITエンジニア、機械エンジニア、半導体エンジニア、他
事務系スペシャリスト職／経理、人事、法務、他　営業職／企画営業、海外営業、他

あらゆる職種を取り扱っております。詳しくは「人材バンクネット」の求人情報をご覧ください。
取扱職種

【特徴的な取組み】 あなたに似たキャリアの方が、どんな転職をしたのか、何がポイントだったのかをご案内する
「となりの転職事例」コーナーを設置。人材紹介会社に事例を確認することもできます。

豊富な転職事例
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http://www.jinzai-bank.net
人材バンクネット 検索

（1）企業（法人）名：株式会社アイ・キュー （2）事業許可番号等：13-ユ-301773 （3）ホームペ
ージアドレス http://www.jinzai-bank.net （4）事業所所在地：東京都港区赤坂4-1-30 
AKABISHI-Ⅱビル （5）事業所連絡先：　03-3560-1919　　bank@jinzai-bank.com 
（6）担当部署・担当者名：人材バンクネット事務局　高橋・久保田 （7）サービス内容：・全国の人
材紹介会社もしくはキャリアコンサルタントに転職相談できる・人材紹介会社が保有する
16000件の求人（2015年3月1日現在）に応募できる・匿名でレジュメ公開すればスカウトメ
ールを受け取ることができる （8）取扱職種：上記に記載 （9）特徴的な取組：上記に記載 （10）
利用手続き（事業所へのアクセス方法含む）：サイトで会員登録をいただいた上ご利用下さい。 リーフレット作成日2015年3月9日

全国の人材紹介会社があなたの正社員での転職をサポート

あなたの経験やスキルが
活かせる会社に
きっと出会える。

全国の人材紹介会社もしくはキャリアコンサルタ
ントに転職相談ができます。履歴書・職務経歴書
の添削や模擬面接、待遇の交渉など、転職の心
強いパートナーとして、活用してください。

人材紹介会社が保有する1万6000件の求人
（2015年3月1日現在）に応募できます。実際に
企業に応募する前に、人材紹介会社から職場・や
りがい・将来性など、有益な情報が得られます。

人材バンクネット内でWEB上の履歴書であるキ
ャリアシート作成すれば、あなたのキャリアに興
味を持った人材紹介会社からのスカウトメールが
届きます。確度の高い転職活動が可能です。

全国の人材紹介会社に
転職相談ができる！

約1万6000件の求人
情報に応募できる！

人材紹介会社から
スカウトメールが届く！1 2 3



株式会社ピーエイ（職業紹介部） 許可番号 13‐ ユ‐010312 

お仕事に関するお悩み・不安等お気軽にご相談下さい。
仕事探しのパートナーとして二人三脚で就・転職活動をサポート致します。

お仕事探しを希望される方に各種就
職支援を実施。
キャリアコンサルティング~求人企
業のご紹介及びそのサポートまで一
貫して行ないます。
面接対策、履歴書の書き方の指導等
もご要望に応じてもちろん対応いた
しますよ♪

営業・事務・販売・コールセンター・
製造関連など多くの求人を取り扱っ
ています。他にも求人情報誌の発行
に伴う事業運営の中で様々な募集職
種の情報を常に入手しています。
未経験の職種でもご紹介可能な場合
もございます。
まずはお気軽にお問合せ下さい。

求人情報誌の発行・求人サイトを運
営する弊社ならではの豊富な求人案
件をご用意！
あなたのご希望にマッチしたお仕事
をご紹介させていただきます。
履歴書の書き方、面接対応までしっ
かりサポート！
一緒に採用を勝ち取りましょう！

取り扱い職種 特徴的な取組みサービス内容

【ご利用の流れ】

お電話かメールにてご連絡下さ
い。その際『紹介登録希望』の旨、
お伝え下さい。メールでご連絡い
ただく場合はお名前と電話番号を
入力のうえ送信頂ければ追って弊
社よりご連絡いたします。

コーディネーターによる面談を実施。
まずはご自身の希望とこれまで
ご経験されたお仕事等について
お話を伺います。

ご希望と一致した求人をご紹介。
あなたが応募を希望された場合
には求人企業にご推薦いたしま
す。

企業の採用条件と一致したらい
ざ面接へ。万全のフォロー体制
でアナタをサポートします。

入社日等の調整を実施。
在職中の方であれば退職の手続
きをすすめましょう！

【ご利用の流れ】 当社からのサービス提供を希望される場合、まずはご登録いただきます。

求人情報誌『ジョブポスト』を発行する株式会社ピーエイが展開する職業紹介部門です。
サービス利用に伴う料金は一切発生いたしません。

求人情報誌『ジョブポスト』を発行する株式会社ピーエイが展開する職業紹介部門です。
サービス利用に伴う料金は一切発生いたしません。

【アクセス】●JR金沢駅東口から香林坊方面に車で4分、ファミリーマート金沢上堤町店様隣のビル

【ＨＰ】 http://jobpost.jp/ishikawa/
【所  在  地】石川県金沢市上堤町1-12 金沢南町ビルディング7F
【連  絡  先】076-260-5340( 代表 )  ※本紙を見たとお伝え下さい
【担当部署】担当者名：職業紹介事業担当 阿部 (アベ )もしくは西村 (ニシムラ )

【ＨＰ】 http://jobpost.jp/ishikawa/
【所  在  地】石川県金沢市上堤町1-12 金沢南町ビルディング7F
【連  絡  先】076-260-5340( 代表 )  ※本紙を見たとお伝え下さい
【担当部署】担当者名：職業紹介事業担当 阿部 (アベ )もしくは西村 (ニシムラ )

【ＨＰ】 http://jobpost.jp/ishikawa/
【所  在  地】石川県金沢市上堤町1-12 金沢南町ビルディング7F
【連  絡  先】076-260-5340( 代表 )  ※本紙を見たとお伝え下さい
【担当部署】担当者名：職業紹介事業担当 阿部 (アベ )もしくは西村 (ニシムラ )

作成年月日：2015年 3月 11日

職業紹介事業者 (17- 職 -045)



職業紹介事業者 (17- 職 -046)
許可番号：13- ユ -080225

HP: http://www.humantrust.co.jp

就職活動が思うようにできない

自分に合う会社が見つけられない

サポートのお申し込みはコチラから

就業経験のない方を積極的に受け入れる企業の案件が多数！

就職活動をするあなたを
ヒューマントラストが徹底サポート！

新卒・第二新卒の

求人案件多数！

http://www.humantrust.co.jp24 時間
エントリー受付中

サービス内容 ・取扱い職種

特徴的な取り組み

専任のコンサルタントがカウンセリングからマッチング、希望する企業へ
のご紹介（職業紹介）、面接日設定、待遇面の交渉など、採用決定に至るまで
の調整をあなたに代わり、当社が求人企業と行います。

サポートのご依頼から採用決定における費用は一切かかりません。

業界問わず、営業、販売、経理や人事等のオフィスワーク職から、看護師、薬
剤師、保育士等の専門職まで幅広いサポートが可能です。

●

●

●

新卒や第二新卒の方が「一人で行なう就職活動」と比べて、効率的に就職活動
を進めるためのサポートを実施しています。

看護師、薬剤師、保育士など、医療・福祉関連への就職希望者のサポートにも
力を入れています。

仕事内容や社風、募集経緯など、求人企業の状況を熟知した専任コンサルタ
ントがサポートします。

●

●

●

ご利用手続き

当社からのサービスの提供を希望される方は、ホームページよりWEB 登録をお願いします。

※ご希望内容等により、当社で求人のご紹介ができない場合がございます。予めご了承ください。

ヒューマントラスト  転職サポート で検索

業界に精通した専任コンサルタントが、
あなたの就職活動を強力にサポート！

一人一人にあったカウンセリングを実施。
あなたのご希望をお聞かせください。

2015 年 2月 26 日作成

本　社： 

連絡先：
担　当： 

〒100-0005  東京都千代田区丸の内 1-6-5 丸の内北口ビルディング 3F
【拠点】札幌・仙台・東京・横浜・名古屋・大阪・福岡
(E-mail)  jinzai@humantrust.co.jp  (TEL) 03-6757-3914 　
人材紹介事業部　與那嶺（ヨナミネ）　「本チラシを見た」と伝えてください



癒しとヘルスケアの専門求人サイト

があなたのお仕事探しをお手伝いします！
http://caresapo.com

サービス内容▼キャリさぽとは？
20,000人以上の登録者数を誇る、業界最大級の「癒しとヘルスケア
業界」専門の求人サイトです。お仕事情報は1,700件以上！
「研修制度」があるお仕事情報が多数掲載されているので、未経験の
方でも安心して働けます♪

★キャリさぽは登録無料★

業界
最大級

未経験でも
働けるお仕事
情報が多数！

取扱い職種
〜キャリさぽには下記の施術を⾏えるお仕事情報が多数掲載〜

【利⽤⼿続き】インターネット・スマートフォンで「キャリさぽ」と検索してください。
働きたいお仕事情報に「応募」をすると、企業orキャリさぽ運営事務局からご連絡させていただきます。

職業紹介事業者（17-職-047）
【事業許可番号】13-ユ-304852

作成年⽉⽇：2015年3⽉10⽇

企業名：株式会社クロスリンク（求人サイト「キャリさぽ」）
ホームページアドレス：http://caresapo.com
所在地：〒160-0022東京都新宿区新宿2-15-22 S2ビル5階
連絡先：03-5357-7120（ご応募はサイト上から受付ており、お電話での応募は承れません）
担当部署・担当者：キャリさぽ運営事務局（担当：求職者コーディネーター）

利⽤⼿続き

特徴的な取り組み
「癒しとヘルスケア業界」専門です。研修制度があるお仕事情報が掲載されてい
るので「⼿に職」がつきます。その他未経験の方を応援する企業の求人が多数！



昭和48暉創業、厚生労働大臣許可の有料職業紹介所です
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本誌を見たと

お伝え頂くと
スムーズです
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洗い場
(朝・昼・夜)

ホテル・レストラン・結婚式場。

料亭・旅館での調理補助や
使用後の食器等を洗浄する
お仕事です

客室清掃

(朝・昼)

ホームページ
にアクセス

ホテルやレストラン。結婚式場。

料亭・旅館での調理師としての
お仕事です
洋食・和食と選べます
(調理師免許が必要です)
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ご利用の手続き
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本誌を見たと
お伝え下さい

ご都合のいい
お時間を

ご相談ください

ご希望する
条件を

お伺いします

3時日程、実際の
サービスや
注意事項の
研修をします

１
日′

“
Ｐ

■

に加賀地区0能登地区の
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等が就労先です。

0

(朝・昼・夜)

調 理 師

ホテル客室内の清掃と
チェックをするお仕事です

作成年月8:2017年 3月18



Company profile

株式会社関西メディカルファーマシー

Kansai Medical Pharmacy

求職者様の登録は無料で専属のキャリアコンサルタントがカウンセリングから求

人、面接、内定まで支援いたします。

薬剤師、医師、獣医師、歯科医師、看護師、医療技術者、その他保健医療の

職業

01 サービス内容・取扱職種

医療関係に強いコンサルタントが在籍しております。看護師、薬剤師に特化していても、

登録者が求められる条件によって、弊社より提示差し上げる求人は全く異なってまいり

ます。また、地域による市場性も異なるため、これら情報を総合的に判断して、求人をご

紹介するよう心がけております。まずはお気軽にご相談ください。

02 特徴的な取組

（1）弊社ホームページ（https://nurse-happiness.net/）に

ご登録後、専任コンサルタントよりお電話で連絡させて頂

きます。

（2）カウンセリング後にピッタリの求人をご紹介

（3）面接

（4）労働条件交渉

（5）ご入職

03 利用手続き

ハッピネス看護師求人 検索

https://nurse‐happiness.net/

作成年月日：2015年4月10日

             職業紹介事業者（１７－職－０４９）

企業名

事業許可番号 27-ユ-301268

ホームページアドレス https://nurse-happiness.net/

事業所所在地 〒537-0022大阪府大阪市東成区中本5-27-28

事業所連絡先 06-6753-8011 

担当部署・担当者名 人材事業部　池端
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職業紹介事業者 07-職-0511

株式会社スターシップ人財銀行…

″

.“中｀´ ヽ
V申ヽ  ■y

有料職業紹介事業

17-.コ _-300062

所在地 :

HP:

TEL :

e― mall :

担当者 :

〒920-0003 石川県金沢市疋田 1丁 目 33番地

htt WWW. ar hi

076-252-0926

lnfoOstarsh12-eb=⊆ o.■2

人財紹介事業部 美谷 (みや)

・個人向け営業・法人向け営業・海外営業・代理店営業

・経理・人事・総務 。会計・法務 。経営企画
。SE/PC ・機械/電気設計 。品質保証・品質管理・生産管理

・薬剤師・医療系・介護系・建築/土木系 。その他
※全業種、職種取 り扱 ってお ります

●キャリアカウンセリング…キャリアの棚卸やキャリアビジョンを共に考えます。
●特性分析…個々の自己適性や自己適職発見のサポートをします。

入社後の定着化にもつながります。

●書類添削…各応募企業に合わせた書類作成のサポートをしています。
●模擬面接…企業の特徴を押さえた上での模擬面接を実施しています。
●面接同行…企業面接に同席して内定率アップのサポートを行います。

●入社後フォローー定期的に状況確認のためにお電話、面談を実施しています。

まずはお気軽にお電話ください。
076-252-0926 担当 :美谷 (みや)

サービス内容

取扱職種

特徴的な取組

ご利用について

1) *x+ttty-r.ya ),.il frrl 作成年月日2017/3/3

正社員としての仕事を希望する求職者、転職希望者向けのサービスです。

※ご利用は全て無料です

営業系

事務系

技術系

資格系
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リムリップ株式会社

厚生労働大臣許可 123-ユ ー301217

リムリップ |オフィシャリレサイト

http : //www. ri m ri p. co.j p
ホームベージアドレス

医

"介
饉 .福祉 =護 師転■情 報サ イ ト
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事業所所在地 本社オフィス 1愛 知県名古屋市名東区本郷 1-43 LiF lF

金 」

経営企画.事業企画・事業開発. 1,0

判
麒

無ヽ 転●サポート|ご豊曇‐ご檜餃フリータイヤル

ハイクラス求人のご紹介・転職コンサルティングサービス 回o.0120-811-338
受m平 曰 9.00～20:OC/■日祝 9,(Ю～ 18,00

担当部署・担当者名   紹介事業推進グループ (捏当 1牧・若松 ほか)

●サービス内容・取り扱い義種  各分野に精通した専任のコンサルタントが、転職。入社後のフォ回一まであなたを一貫サポートいたします。

期待を超える、

転職エージェント。

許

務

特

法

弁理士.コ ンフライアンス

士.司務 習生

臨床,3発 IPM.モ ニター.QC.GCP.ラ イター.解析 .

DM.GPSP・ GVp.GQP.GMP.治 験.医療機器 .

実験.g薬 .前日床 .晏剤.分祈.管理■保証.薬事など

医師.薬剤師.看講師 1正■・准看.動産師.保健師 .

目床検査技師.E床工学技■.放射線技師 .

PT.OT. ST.獣 医師.管理栄壼士.介謹福祉関連など

研究開発・設:十 1機械.電気・電子・光学・化学・金型 .

エンジエア |プラント・アプリ・セールス・サービス.建築

CAD・ CAn技 術 1製造・生こ.管理・保通.保全など

WEB・ モバイル・ゲーム・広告・デジイン・映像・放送系 |

プロデューサー.デ ィレクター.プランナー.デザイナー.

PG.DTP. CG.ネ ッ トワーク.編集.ライターなど

SF.M&A. PE.CF.ア ドバイプリー.書査.

トレーター・ディーラー.クオンツ・アクチュアリー

フアントマネージャー・アナリスト.■権管理など

SP. PR.MD.VMD.ラ イセンス.リ サーチ.

マーケティング |タイレクト・DB・ CRM.メ ディカル.

開発 1企画・パックーシ・店舗.プロタクト・ブランドなど

秘薔 |●人・グループ・外国人、
アシスタント1営業・マークテイング・金融・法務・物流、
カスタマーサービス.コールセンターなど

疇■.バイヤー.フ オーキヤステイング.質易 1輸出・輸入 .

物流・受発注手配.生産管理 .

ロジステイツクス ISCM・ ERP・ アナリス トなど

人,1採 用・教育研修・鶴度.労務・労政.■0開発 .

C&B.給 与―社■ . トレーナー 1店饉・ コールセンター

2務・燎務.フアシリテイ.企業広報・企業内広報.

株主唸会関連.支店総務全般.オ フィスマネージヤー

会計監査.業,監査.システム監査.内S統鍼・ SOX CEO.COO.経 営管理 1-般・ 役員

●特帥 な取り組み  求人のご紹介はもちろん、あなたのキャリアを把握し匿名で提案する「エージェントプラス」にも定評があります。
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クリエイテイブ系 128 I r>Cr-rE! lre
…

n,vp マーケテイング・開発 114

E rr'tl;E''tsElE I I 事務系 17

人事・労務 16 経営企画・事業企画 13

E r#.mffit4 内部織制・監査 14 I *trlrt3

大手企業の求人

外資系企業の求人

ベンチャー企業の求人

優良企業の求人など

企奈文化や社風など、転■によるメリット

のほかに.マイナスの面についても詳しく

お伝えすることで r●■摯のミスマツチを

●

“

に儡濾」させることが可能です。

また.業界や企業により異なる面接対策・

面接時の同席フォローも行つています。

コンサルタントの交渉カリアルな情報提供・ 対策

●利用手続き 【ご利用無料】 大切な転職に尽力いたします。あなたもご活用ください。

ステップ01ま ずはサイ トよりご登録

ください。 (約 1分で登録完了 )

×お電話でもご登録いただけます .

>
ステップ② lご登録いただいたお電話

番号またはメールアドレス宛に.コン >
サルタン トからご連絡差し上げます。

ステップ01ご 希望などをヒアリング

の後 .求人をご紹介いたします .

※内定・入社後まで―■サポー ト.

"全18分野 (233議種)1東名阪エリア (首都圏・中部圏・近畿日)に 完全対応

"Fore'9n ianguage suppo「 t l English′ Gerillan′ Chinese′ Ko「ean′ and so on

I Eil.r'ir.m I 1s

口

…
経理・財務 113

n,vp 営業 126

rnΥp 総務・広報 16

rnΥp

企業名

事業許可番号

●    ●

金融系 114

nγrp 秘書・アシスタント 112

…

p

rnY,

メデイカル・バイオ 124

rmr:p

PM. SEIWEB・ オープン系・汎用系・社内外・金腱系.

エンジエア 1相必‐制御系・こ盤系・通信・ネットワーク.

P6.ERP・ SCM・ CRM.コ ンサル.保守・■岬など

経理.CFO・ 管理 1燿埋・餞務・人事 .

■務.公認会計士.滉理士.原●:|,.連結決

".美
文会計 .

財務.FA. FC. IR.有 情作成・関示

国内外営業 1法人・ リテール・ IT・ 金融・綺括・ コンサル .

MR.MS.OTC.医 療機器.代理店.エリア.ス トア.

AE・ Ap.AM・ AD.店

“

・■販店・ホテル向けなど

事務 1管理・一般.投融資・決

"・

預金′(ック.運用バック .

保険パック.財務・会計バック.損害調査.医療事務

新規プロジェクトの機密案件をはじめ、多岐にわたる求人の

特長は、求人票や求人サイトに載つていない「非公口0人」

を含む「八イクラスな求人」などの取り扱いにあります.

また.求人の粋に絆られることなく.業界各社へ匿名提案を

行う rエージエントプラス」により.可能性が広がる求人の

ご紹介やキャリアプランについてもご提案しています。

面接だけでは伝わらない.あなたの場力や

実際の市場価●を、専任コンサル タントが

先方と交渉することで「年収やボジション

がさらにアツプ」することもございます。

また.面接の日程調整はもちうん.入社曰

の交渉などもすべてお任せください.

ご竜聾 rlmrID
・ |ミ,_J」

「
                  ‐

※ご轟菫やご

"は
などにより.求人をご詔介できないケースがごぎいます.あらかじめご

~7承
ください.

※本リーフレット
`凄

■サービス『リムリップ 1無ヽ国 1サポート」は.厚生

"●
大臣8可のG=支■サービスです.口用|`―υ秦 料でご利用いただ

`,ま
す.
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リムリップ株式会社

本社オフィス 1愛知県名古屋市名東区本郷1-43 LiF lF

0交通アクセス

鉄道 1名古屋市営地下鉄東山線「本郷駅,1番出入口より北へ徒歩ぶ:フ分

自動車 1東名高速「名古屋インター」出口「本郷交差点」より北へ約1分
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企業 (法人)名 :ライセンススクールコーポレーション株式会社

事業許可番号等 :26‐ ユ‐300394

ホームページアドレス :http:〃 isc‐9old.comノ kyttin/areaノishikawa/

事業所所在地 :京都府京都市下京区烏丸通綾小路下る二帖半敷町 646番地

事』響舜連絡先 :075‐ 342‐ 0477(本誌を見たとお伝えください)

担当部署 。担当者名 :ハローワーク事業部 (担当 :若林)

職業紹介事業者 (17-職 -059)

ダイマルヤ四条鳥丸ビル43

サービス内容・ 取 り扱い職種

ら希望お仕事探 しを希望する方に、キャリア・ コンサルティングか

する企業へのご紹介 (職業紹介)ま で一貫 した就職支援を実施。

求職者の皆様に料金は一切発生 しません (すべて無料です)。

保育士、栄養士、管理栄養士の職業を専門としています。

藤t.託児施設完備。

●二丼住友銀行 ●大丸鳥

丸
駅

通貿霊行●

|

|

`

池坊短撻大学

0み ずほ颯行 四条通

〆

●大原スホーツ&
メディカル専門学校

鳥丸通

●      量
大量簿記法律尊門学校

儘

作成年月日 :平成 29年 1月 6日

辣1面接への1対策も実施:| |

専任のキヤリアアドバイザ■があなため就職を
きめ細かくサポー ト6 1夕感11            .

驚
:‡:::::鰊趙:

1当社の:書オフ|“|1苺冬爾な十1各李|||ツで警1凄章零奮
していただ音|ま,すtl

●

|1 業社オフイスまでお越しくださtヽ :
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幅
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Ｆヨ無料紹介

サービス

事業所所在地

担当部署・担当

サー ビス内容

取扱職種

特徴的取り組み

アクセス方法

ご利用方法
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非公開

求人多数
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東京都千代田区神田和泉町 1-9-6浜田ビル4F
t ell:03-5809-2238

登録課 今岡 爵博         tell:0120-915-453

保育士・幼稚園教諭など保育に関わる方への職業紹介

ご紹介は無料で行なつています。

保育士・幼稚園教諭・栄養士・調理師

相談のみから利用可能 。保育お役立ち情報多数掲載

」R山手線、総武線、秋葉原駅より徒歩4分

電話・サイトでの無料登録後、専任コンサルタントからお電話いたします。

その時に希望の条件等をお伝えいただき、求人をご紹介いたします。

ご利用に関して

-7´ 保育ぷらす +

0120-915-453.

平日 9:30～ 19:30
※サイトからの

崚啜 饉

) 0
口:ヨ ●

●
〓

書

“
心

〓

Γ

■‐

0

'・ ロ ロ
〇

あ なた 大 切 に 。
`

■

Lヽ

日、こ

保 育 士 さん の 頼 れ る転 職 応 援 サ イト

職業紹介事業 (17-職-60)
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株式会社フェスコム
【許可番号 :13-ユ ー304661】

作成年月日 :2017年 2月 13日
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企業名



きらヽ ケアL
Leverage5

J

ゅく前に、どんな端鷹易か
よくわかた _‐~ヽ

′′

職業紹介事業者 (17-職 -061)

|

ヘルパー、ケアマネージャー、生活相談員など、介

護職に特化 した求人のご紹介と、入職前・後のサポー

トを行っております。求職者の方のご利用は、完全

無料です。

b失敗しない
ヽ

企業名

きらケアは、介護業界に特化した、完全無料の求人紹介サービスです。

レバレジーズキャリア株式会社
有料職業紹介事業許可番号 13‐ ユ ‐307301

担当部署/担当者名 介護事業部/西山翔悟

サービス内容・

取扱職種
ホームベージアドレス https://jOb.kiracare.jP/

事業所所在地   〒150-8510東京都渋谷区渋谷 2-21‐ 1

渋谷ヒカリエ17F

日本最大級

情報量

利用手続き

お 電 話 ま た は Webか ら ご 利 用 く だ さ い 。 ご登録後は、キャリアア ドバイザーよりお電話差し上げます。

お電話から               アクセス方法

年中無休 24時間対応 壼● 晏

=

′ヽチ燿ロ

0120… 295…888
Webか ら

hllpsl / job.ki acarc.jp /

東急田園都市線・東急東検線・東京メ トロ副

都心線「渋谷駅」15番 出口と直結

」R・ 東京メトロ銀座線・京三井の頭線「渋谷

駅」と2F連絡通路で直結

11階 スカイロビーにてオフィス用エレベー

ターに乗り換え

S,颯

ィ
ン

QRコ ード
はこちら!

ヽ

六ふホ過リ
口3ロ

錮
きらケア ■■■

特徴的な取り組み

●
職場の内部事情を

詳しくお伝えします

0
あなたの代わ りに

待遇交渉

就業後に重要なのが、時給やシフ

トの条件などの待遇の交渉、ア ド

バイザーがあなたの代わ りに就業

先と交渉するから楽チン !

●
徹底した

アフターサポート

求職者の方が特に気にされる、人

間関係、lE■率、雰囲気、評判など、

なるべ く詳細 にお伝 えす るため

に、介護業界に特化 したア ドバイ

ザーが多数在籍 しております。

お仕事を始めた後に出てくる悩み

や不安をいつでもア ドバイザーに

相談出来ます。お気軽にご連絡 く

ださい !

作成日 :2017年 2月 17日

介護求人

●̈ヽ、

ヽ
,

事業所連絡先

..´“

茨t,ヒ カリエ
F:7

・ 午



子育てや家族の介護に理解がある施設ですよ♪

幅広い年齢の方が働いてお り、経験の浅い方でも働きやすい

職場です。他の求人と比べると給与は下がります (>_く )

施設長さんや責任者の方はこんな人柄です !

派遣で働いている方が複数いる職場なので、相談 しやす く、馴染みやすい職場です。残業

が少なく、プライベー トの時間も持つことが出来ますが、駅から少 し離れた職場になります。

新 しい仕事先がどんなところかわからないと、だれでも不安になるものです。

きらケアなら、

☆就業された方からのヒアリングした情報

★職場への取材で集めた リアルな情報

が分かるから、新 しい仕事先でも安心できます !も ちろん、

他の介護士さんはどうだつた
'

みんなの体験談

ヽ

１

７
だ

‐

初めての業種への転職でしたが、

自分にあう施設を探せました

ずっと勤めていた会社を退職。これからは介護だと思い、ヘルパー

の資格を習得しました。でも、いざ働くとなると、色々な施設形態

があり、“自分には何が合うのか "がわかりませんでした。

さらケアのアドバイザーの方は経験豊富で、きまざまな職場の細

かな情報や将来の事についてしつくり相談できました。

その後、いろんなタイプの施設を紹介してもらって、今は特養に絞

りました。同じ特養でも施設によって雰囲気がかなり違うみたいて

すが、しつかり相談した上でおすすめしてもらった今の環境が私に

は一番あつているなと思つています。

中学生の息子が二人います。今後、二人が進学していくことを考

えるとお金は貯めたい。でも、部活に受験にと、毎日、子供たち

のことに追われる日々で、社員として慟くのは無理・・・。そこできら

ケアに相談したのですが、出産前に働いていたキャリアを認めてく

れて、いくつかの施設を好条件で紹介してくれました。

今、お仕事しているのはデイサービスなので、夜動もなく、シフト

制で土日にも休みが取れます。こんなに融通が聞くのに、給与がしっ

かり常勤並みにもらえるので、お金の不安が解消されて、本当に

よかったです。

欄
きらケア ■■■

お電話から Webか ら

年中無休 24時間対応

0120‐ 295…888 https://job.kiracare.jpl

事業所連絡先
´

QR3-ト
はこちら!

ヽヽヽ

＼ カンタン 1分無料登録 /
完全無料のサポートサービスです。お電話か Webか らこ登録ください。

“
ム.

きらケア
`∫

リアルな職場の情零 をご提供します!

一ヽ

　

´

L

、子供中心の生活を守りながら、

進学費用にも備えたかったんですn



C4株式会社

14‐二L‐ 300981. 派14‐301431
httpS1//Sekokan‐ navi.jp/

〒222‐0033神奈サ|1県 4贅浜市,薔」ヒ区新横浜2‐ 2‐ 15ノ (レアナビ,レ6F0120‐ 244‐ 104※ ほか東:」 し、 中部の事業,情 .

採用担当 (丸田)

建設技術者の転職支援サービス

設計、施工など建設・土木技術者

求人媒体「施工管理求人ナビ」.建設技術者のためのコミュニティサイト「現場の神様」.業界初 !建設技術者が抱える課題に
「失敗」と「技′1:」 という視点からアプローチするメデイア「施■の神様」の3つの媒体を運営.媒体から得る求職者の本音を

活かし、独自のデジタルマーケテングで最適なお仕事を選任の担当者がご提案します。

お電話またはQRコ ードにて先ずはお問い合わせ下さい。 (ご就業までの流れについては襄面をご覧ください.)

⑦施工管理求人ナビ

45万人の
施工管理技士が利用 !

高額0好条件の

転職情報サイト

「施工管理求人ナビ」を・

“

口 "｀
′‐

」

ヽ

〓
■
「

/

●

ご利用ください!  `、    
ヨ ~

利用者の収入アップ1.2～ 3.8倍 ,の も績 1  _三
亀 1ヽノ

施工管理技士の転職に精通したコーディネーターがあ

¬も
F最

適な求人をご提案いた

|ま

す。

゛

璽雪0120‐244‐104 htpS:偽 ekOb?―
TYl・IR`

営業時間 :平 日 9:00～ 20:00日 9:00～ 18:00

■

“
Ｌ

お電話からのお問合せ 30秒で登録完了:

■

「施工管理求人ナビ」はご利用者様の満足度 94%、給与UP率 92%のサービスです !

転職にあたつて、対応、

サービス内容は

いかがでしたか ?

「大幅に上がった」
「上がった」

「大変満足」「満足」-1,4% 靱囲

企業名 :

許可番号 :

ホームベージア ドレス :

本社所在地 :

担当部■・担当者名 :

サービス内容 :

取り扱い職種 :

特徴的な取組 :

職業紹介事業者:F職つ63

0

′

/~
~―

… …

つ

□

□施工壱理求人ナビ 検索「

施工管理求人ナビの転職

サービスを利用して、

給与は上がりましたか 7

作成 年月 日 :2017年 フ月 28日



「施工管理求人ナビ」のお仕事例

月給 ″ 月給 ～

¥700′000 ¥880′000

「施工管理求人ナビ」なら、希望通りの転職が実現できます !

● ご就業までの流れ

お仕事のご提案は、ご登録後すぐに差 し上げます。まずはお気軽にご登録 ください !

● 0 0 ●
′

サービス登録 必要書類の提出 企業との調整

●転職者の声

´
●
● A.Sさ ん 30代 ι K`Eさん 40代

私は今年、1級建築施工管理技士の資格を取得した未造建築、鉄骨造の現

場監督です。以前所属していた会社は地元の小さな工務店で、仕事が少な

い状況が不満というか、とても不安でした。それで転職を考え「施工管理

求人ナビ」に登録しました。登録したおかげで、転職の話がスムーズに進

み、想像以上にしつかりした待遇条件でヽ転職できたので満足しています。

対応してくれた担当者の方が熱心に求人内容を説明してくださり、面接

なども心強かつたです。また、仕事が自分に合わなければ、「他の会社も探

します !」 と、言つてくれたのが、とても頼もしく後ろ盾となってくれた

ので、安心して転職できました。とても感謝しています。

朝 業 !

私は地方の建設会社で慟いていましたが、かなり仕事量が多いのに、給与

も休日も少なく不満を抱いていました。そこで「施工管理求人ナビ」を利

用し、希望条件に合つた現場で派遣社員として勤務することを選びまし

た。すると、そこでの働きが認められ、派遣先の有名ゼネコンの正社員に

なることが決まりました。「施工管理求人ナビ」は正社員も派遣社長の転

職も無料サポー トしてくれるので、私は転職に際して「施工管理求人ナ

ビ」しか利用していません。まさか地方でくすぶっていた自分が、転職を

きっかけにこんなにもキャリアアップできるとは思つていませんでし

た.も つと早く転職しておけば良かつたと思つています。

面ユ0120‐ 244‐104
営業時間 ,月 ～金 ,:00～20100 日 9:00～ 18.00

正社員

高層ビル
(新姜・改体 )

ヨ

山
派遣社員

「
造 成

あなたに代わつて入社条件・

給与。勤務地を交渉

●
ｕ

´建設に特化した求人を常時

1∞0件以上熾 :警
限定で、より魅力的な条件

の非公開求人をご提案 :警

↓０
日

キi:1∫
´正社員・派遣社員どちらも

目 対応可能 !

●
ｕ

STEP

4

000

■■■

○ 施工管理求人ナビ
あらゆるジャンルのお仕事の中から

あなたのご駆 にマッチした

厚待遇・好条件の求人をご案内します

′ ′′ ′′ ′ ′′ ′ ′ ′・′ ′ ′ ′́′ ′ ″ ′ ′ ′ ″ ″ ′′′′ ′

土木施工管理/大手ゼネコン 建築施工管理/スーパーゼネコン

大手ゼネコンや有名企業

への転職も可能 !

「施工管理求人ナビ」のサービス登録は30秒で手続き完了です

都合の良いご希望に合つた

転職先がすぐに見つかる :

「施工管理求人ナビ」でゼネコン正社員に転職できました !

≡
〓



■ ■
a

イ
“

ヽヽヽ
ヽ :

■

|ヽ ′

「曹
Д
Ｆ

「
ノ
一И

一
多

'ヽ

●[六円
鳩
・企業名

株式会社ネクストビート

(許可番号 :13‐ ユー306160)

保育士専門だからできる

日本最大級の求人案件 !

亭業所

所在地

入社前も入社後も、

いつても全カサポート !

●

〒141‐ 0031

東京都品川区西五反田 1‐ 18‐ 9五反田NTビル7階

専任コンサルタントが、
あなたにビッタリの

お仕事をこ紹介 !

■■■
一

http : // w ww.hoikushibank.com/ 画面0120-071‐ 639
保育士バンク ! 回目題〉出謂1鶏〉 話 し● 担当●も )こ 登 録 受 付 セ ン タ ー (■轟口の担当にご相蟄ください)

鐵

「保青士バンク:」 は糸蚤験 豊富なコンサルタントのみで
運営する イ呆育 士 さん 専・′¬ の就職・転職支援サービスです。

特徴的な

取 り組み

● 0 ●

ヒアリング   求人こ紹介  面接口整 。交渉   こ肉定

相談だけでも大文夫 !

こ登録

c)r

株式会社ネクス トビー ト

〒141-0031 東京都品川区西五反田 1‐ 18‐ 9五反田NTビル 7階

完全無料 !

◆

お電Eま たはインターネットで

ご菫饉いただけます。

(イ ンターネ ットなら 24時間

量饉可能 )

●任のコンサルタン

トとお電露て希望条

件.■ 彙状況などを

お話しします。

専任のコンサルタン

トが責任を持つてま

人をご案内させて頂

きます。

面働な日澤口壼 は、

全て専任のコンサル

タントにお任せくだ

さい .

実際に施設の方と露

してみて.0い てみ

たい !と 感 じたら転

饉決定 !

Step.1 Step.2 St● P.3 Step.4 Stop.5

●●

“

L

キ

“

年月日 :2017年 8月 1日

アクセス

嗅葉紹介事業者 (17-職-064)
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ホ…ムページアドレス お電話でのご連籍先

V

「本饉を見た」と

お伝えくた0い !

サービス内害

取搬い嘔種 1果育士′ゞンク
つ

・

り ′
r"● ■可

“

炉 申

「

_
鴫

保吉士′ゞンクむじとっても安′直:

ｒ̈
一
　
　
ヨ

Ｒ 嗜

1 11t′

Lご ~¬

ご利用

手続き

●

◆

・

．

０

JR山手●「五反田」凛より徒歩5分
東急池上線「大饉広小路」駅より 徒歩 2分



給料アップ ボーナスあり   福利厚生重視  子育てとの両立

新般施設で

働きたい
未経験可 復 職

fi-a^-y718l,,z

http://www.hoikushibank.com/

保育士バンク ! 回ロョ 〉出潔品〉回

地方に引越しをするので

すが、お仕事 Iよ 紹介 して

もらえますかつ ０
一

まだ転職するか検討中なん

ですが … 情報収
=だ

けで

も構いませんか
'

本当に自分に合う保育園

が見つかるでしょうかつ
ブランクがあるので不安で

すが、復職するのは大丈夫

でしょうか?

こ登録受付センター (■●口の0当にご相談ください)

お電話でのご連絡先

画面0120-071‐ 639 '本

紙を見た」と

お日えくたき tヽ

保育士の紹介サービスつて

派遣会社のサー ビスとは

違うので しょうか つ ０
一

学生でまだ資格が無いの

ですが…

新卒採用自けサービスの

「保青士

“

活バンク !」 がござ

います。是非ご利用下さい。

保育士バンク :は全国の求人

を豊富に取り揃えております

ので、ご案内可能です。無料

サービスですので安心してご

雲録下さいませ。

派遣全社は派遣会社に豊録して保

育日で●きます。弊社は紹介サー

ビスの為、内定後は保育士さんと

保青目さんとの直接雇用関係にな

ります.紹介サービスでは内定ま

でのあ手伝いをさせて頂きます.

●
一

ヽ
　
　
　
い

，
ヽ
ヤ

保青士●円のサービスなので、

ご安心ください。新規

"集
保

育田饉から毎日求人情■を頂

いております。様々な条件の

募魚があるので、その中から

担当コンサルタントがご希望

に沿つた保青日をご提案させ

て■きます。

不安なことはなんでもご相

談ください !復●される保

青士さんは沢山いらつしゃ

います。一緒に、自分にとつ

てベス トな保育口を探 しま

しょう !!
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担当8■・担当●名

よくあ3=・質問ヒ回答

0
‐

―

ご相談だけでも大歓迎です :

ご転嘔を迷われている状態でも

全く間踵ありません。情ヨ提供

をさせて,き 、今の職場に残られ

るか、ご颯●をされるかの判断

材料としてご活用ください。
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保育士就活バ ンク′ 回露 回

謝保育士就活ハンク !
q検索
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●
職業紹介事業者 (17-職-066)

求職者の方が転職された企業で活躍することを

第一に考え、サポートする事をお約束致します。V―Job

社名 V―Job株式会社

14-三L-301127

http://v-job.co.jpl

■

■

許可番号

ホームページ

本社所在地

連絡先

担当者名 NGUYEN THl LAN(グエン ティ ラン)

TRAN NGOC QUY(チャン ゴック クイ)

サービス内容 職業紹介事業を行つております。
/求職者様向けのサービスは完全に無料です。
/日本の方も、外国籍の方もサポートできます。
/1T等の技術的な職業をはじめ、会計・人事・営

業の職業を多く取り扱つています。

取扱職種 全職種

特徴的な

取組

■履歴書の作成、面接の錬習をお手伝いします。
エントリーシート作成のガイド・面接の練習なども行
います。日本で就職経験の無い外国籍の方でもご
安心下さい。

利用手続き ホームページ又はメールにて、登録していただきま
す。頂いた内容を確認の上、担当者から連絡させ
ていただきます。

作成年月日 :2017年 11月 8日

□

‐
T・ 222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜2丁 目18-16
グレイス新横浜アクシス 902

丁EL/FAX:045-565-9962

Ema‖ :inb@vづ ob.co.jp
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