
労働者派遣事業者(17-派 -001)

企 業 名 「 / ピ 「 イ 湾焦王に琴導ネ十 (許可番号 :般23-301276)

ホームページアドレス:http:〃www.dpt― inc.co.jp/

住所 :〒 460-0008愛知県名古屋市中区栄三丁目3番 21号

セントライズ栄8F

連絡先:0120-192-390
メールアドレス:sawO@dpt― inc.co.ip

担当部署・担当者名 採用課 (担 当:齋藤 )

《サービス内容□取扱職種》
O求職者の方に、工場を中心としたお仕事のご紹介(派遣)をしております。
O求職者の皆様から料金を頂くことはございません。
O車業界から電子業界まで様々なお仕事がございます。
O未経験からご活躍できるお仕事も数多くございます。

《特徴的な取組》
○ご希望に応じ、備品付寮、送迎、週払い等のサービスも行つております。

Oまずは専任のアドバイザーがご希望に応じたお仕事をご紹介、ご紹介 Eご就

業後は各就業先の専任担当者がしつかリサポート致します。
O愛知県はもちろん、岐阜県田二重県・静岡県・長野県・滋賀県B千葉県にも、

お仕事はございます。

《利用手続き》
○当社サービスをご希望される方は、専用フリーダイヤル (0120-192-390)、

若しくは、専用メールアドレス(sawo@dpt― inc.cottp)ま でお気軽にご連絡・お問

合せください。
O当社求人内容は求人サイト「仕事めぐみ.com」 でも閲覧可能です。PCロ モバ

イル等から「仕事めぐみ」と検索いただければご覧になれます。
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～どんな仕事があるんだろう?～

☆ほかにもお仕事ございます。詳しくは、下記連絡先まで中■☆

ア イ ビーアイー株式会社
‐ ■ ‖

T460-0008
愛知県名古屋市中区栄三丁 目3番21号セントライズ栄8F

フリーダイヤル:0120‐192‐390
メールアドレス:saiyo@dpt― inc.cottp

まず は、お気軽 にお 問合せ ください

たとえば中■

・自動車を作るお仕事⇒お仕事はキツイ部分もありますが、その分収入が良

く、人気のお仕事ですヨ!

車好きにはたまらないお仕事ですよネ☆

田部品を作るお仕事⇒キツイ仕事は中■って人にピッタリ♪

軽作業で環境もいいので快適にお仕事できますヨ!

細かい作業が好きな方にはオススメ!!

・食品を作るお仕事⇒皆さんがいつも食べているあの食材やあの調味料

を作るお仕事 !食品関係だと重い物を持つ事も少なく

軽作業が多いので体力に自信の無い方も安心◎

等 ・々・。

◇お仕事は、組立・カロエ・検査等、様々です。
まずは、お気軽にご連絡ください。お問合せだけでも結構です。
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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
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◇ 《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。
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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)
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労働者派遣事業者（17-派-003）

（許可番号：般 14-150048）

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



 

労働者派遣事業者（17-派-004） 

 

 株式会社グレート （許可番号：般 17-010025） 

 

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

所在地 ： 〒920-0853 金沢市本町 1-5-1 ﾘﾌｧｰﾚ 1F 

連絡先 ： 076-262-9010 （本紙を見たとお伝えください） 

担当部署・担当者名 ： 企画管理課 （担当：滝口） 

 

 

＜サービス内容＞ 

●お仕事をお探しの方には、希望・条件等をお伺いし、あなたのライフスタイルや 

  キャリアに合わせた派遣先をご紹介いたします。 

●介護・保育などの専門職種をはじめ、事務・販売などのデスクワークの 

職業も多く取り扱っております。 

 

＜特徴的な取り組み＞ 

●当社専任スタッフが仕事情報の提供から就業に至るまで、マンツーマンであなたを 

  サポートいたします。 

 

●介護職として就業が決まった方には、福利厚生の一環として、 

働きながら無料でヘルパー資格（介護職初任者研修）の受講サービスを 

提供しております。 

 

＜利用手続き＞  

●当社からのサービスの提供を希望される場合は、当社ホームページからの仮登録 

又は当社オフィスにて予約の上、来社・登録をお願いいたします。 

 

 

 

 

派遣労働者数（1 日平均） 123 人 ※2013 年 11 月 1 日現在 

派遣先企業数 212 社 ※2013 年 11 月 1 日現在 

派遣労働者 賃金額 

最高額

（月額） 

256,000 円   

最低額

（月額） 

119,000 円   

 ＜金沢駅から徒歩 5 分＞作成（更新）平成 25 年 11 月 1 日 

 









労働者派遣事業者（１７－派－００７）

（一般労働者派遣事業：（般）１７－３００００７）

ホームページアドレス

所在地

連絡先

担当部署・担当者

《サービス内容・取扱職種》
・「人と人との　いい出会い（ＥＤＩ）」を何より大切に、お仕事探しをされている方の希望条件に
　沿ったお仕事をご紹介いたします。

・弊社への登録、お仕事の紹介、契約後のアフターフォローなどにおいて、登録者（派遣ｽﾀｯﾌ）
　の方に料金が発生する事は一切ありませんので、お気軽にご相談ください。

・主に工場内での軽作業、機械組立、一般事務の仕事を多く扱っており、派遣実績も多数
　ございます。
　また、設計や部品加工など、スキルや資格を活かした仕事のご紹介も積極的に行っています。

《特徴的な取り組み》
・面談～見学～勤務開始日当日の立会～勤務開始後の相談まで、同じコーディネーターが
　一貫してサポートいたします。

・福利厚生の一環として、弊社が事業展開している旅行代理業や冠婚葬祭仲介業の部門にて
　切符の手配や社員割引サービスなどもご利用いただけます。
　（石川県知事登録旅行業　第３－２２６号　取得）

《ご利用手順》 《アクセス》※裏面に詳細地図を記載しております
１）弊社へお電話いただき、どの職種に
　　対しての応募かお伝え下さい。

２）弊社で登録作業を行うため、面接の
　　日時を設定します。

３）面接時にご希望の職種、期間、時間
　　などをお聞きし、お仕事を紹介いた
　　します。

４）ご希望する職場へ見学に行き、実際
　　の雰囲気などをご確認いただきます。

５）ご紹介した仕事をご了承いただくと
　　入社日を決定します。

６）勤務開始日の朝に弊社ｽﾀｯﾌが同行
　　して派遣先に出社し、勤務開始です。

※ご紹介した仕事をお断りになっても、
　 登録の取消になることはありません。

作成年月日：２０１３年１１月５日

：http://www.shibuya-edi.co.jp/

：〒９２０－８６８１　　石川県金沢市大豆田本町甲５８　　

：　　　　　　　　　　　　澁谷工業㈱第３技術棟１Ｆ内

：０１２０－８１－４１４５
ハ  イ　　　　ヨ  イ  シ ゴト

（ハローワークで募集を見たとお伝え下さい）

：人材事業部　蓑地（みのじ）、山﨑（やまざき）、作田（さくだ）



《アクセス詳細》

＞車でお越しの方 ＞タクシーでお越しの方
　金沢西ＩＣから約１０分 　金沢駅から約１０分
　金沢東ＩＣから約１５分 　※「澁谷工業マメダ本社の本部棟裏」とお伝え下さい

　　　　の辺りに「シブヤＥＤＩ　下りてすぐ」の緑色の看板がありますので、そこから澁谷工業の敷地内へ
　お入りください。
　その後５０ｍほど進んだ右手側の建物の１Ｆに弊社がありますので、その周辺に駐車してください。
　※インターネットの地図サイトで「澁谷工業」で検索して最大までズームすると詳細にご確認頂けます。



労働者派遣事業者（１７―派―００８） 

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 

                         一般労働者派遣業：般14-010001  

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） 





取扱派遣件数 130 件 

取扱企業数 50 社 

取扱賃金額 

最高額（月額）
352,000円 

 最低額（月額）
68,000円(ﾊﾟｰﾄ勤務) 

実績データ  ※2015年3月1日現在 

サービス内容・取り扱い職種 

一般労働者派遣事業許可番号   （般）17-010069 

ホームページアドレス： http://www.aoc-career.com 
所在地： 〒９２１－８１６３ 金沢市横川４丁目２０２番地 
連絡先：  ０７６－２８０－７１００ （下記フリーダイヤルでも可） 

オールラウンドな職種に対応 
製造・事務・販売・物流・パート系等、多種多様な職のお仕事をご案内します。 

スキルアップを支援 
スキルアップ・キャリアアップの支援体制も充実。技術の取得によって更なる
高収入が可能です。 

キャリアパス制度の実施 
過去の経験や実績と本人との希望などを考慮して、雇用形態をステップアッ
プすることが可能です。 

キャリアカウンセリング（事前相談）で安心就労 
お子さんをお持ちの方や、お仕事に対して心配な方が安心して働けるよう、
事前にご相談をうけ、より良い環境を整えてご案内しています。 

特徴的な取組 

フルタイムの職種もパートタイムの職種も取り扱う人材派遣会社 

伏見橋停留所より徒歩10分 

至 

金 
沢 

至 
野 
々 
市 

伏見橋停留所 

登録 

見学 

研修 

仮登録 

作成2015年3月 

就業開始 

担 当  ：  中田 

あなたの街の人材派遣会社です 労働者派遣事業者（１７－派－００９） 









企業名：株式会社セントメディア 
 許可番号（般 13-080490 ） 

Web  
http://www.saintmedia.co.jp/ 
 
所在地  
【本社】〒160-0022  
東京都新宿区新宿3丁目1番24号  
京王新宿三丁目ビル3階 
 
※上記以外にも各オフィスがございます。他のオフィスの 
 詳細につきましては、裏面をご確認ください。 

 
連絡先  
0120-1069-14 
0120-992-630 （本誌を見たとお伝えください） 

担当部署・担当者名 
コーポレートデザイン室 募集受付担当 

特徴的な取り組み 

・充実のフォロー体制 
 一部の店舗ではフィールドサポーター(20代中心の当社社員)がみなさまと一緒に勤務し、 
 いつでもフォロー致します。また、当社のコーディネーター、トレーナーは現場経験者です。 
 知識・ノウハウ面でお困りの点がございましたら、いつでもご相談ください。 

利用手続き 

・当社サービスをご希望の場合、まずオンラインまたは電話にて申込をお願い致します。 

・登録会にお越し頂きまして登録完了後、カウンセリングを受けて頂きその際の条件や                                                                               

 ご希望を元にお仕事先をご紹介させて頂きます。 

・お仕事探しを希望する方に対し様々な派遣先企業をご紹介致します。 

・コールセンター、事務、接客販売、介護など様々な職種を全国で取り扱っております。 

・専任のキャリアアドバイザーも在籍しており派遣社員→契約社員→正社員への 

 ステップアップも希望によってご相談可能です。 

サービス内容・取扱職種 

最終作成日：2014/2/23 

全国の登録会場 
 ・ 東京本社／新宿  
 ・ 関西支社／梅田  
 ・ 支店／札幌・仙台・新潟・大宮・横浜・千葉・池袋・立川・金沢・静岡・名古屋・広島・高松・福岡・      
      北九州・沖縄 
     

労働者派遣事業者 
受理番号（ 17-派-013 ） 



【本 社（新宿支店）】                     
〒160-0022  
東京都新宿区新宿3丁目1番24号 京王新宿三丁目 

ビル3階   TEL:03-5312-6311 FAX:03-3356-4590 

【関西支社（大阪支店）】                      
〒530-0013  
大阪府大阪市北区茶屋町19番19号 アプローズタワー
22階  TEL:06-6377-9980  FAX:06-6377-9981 

【札幌支店】                      
〒060-0001  
北海道札幌市中央区北1条西3丁目3番地 札幌MN 
ビル9階  TEL:011-221-8543  FAX:011-221-8547 

【仙台支店】                      
〒980-0021  
宮城県仙台市青葉区中央二丁目8番13号 大和証券 
仙台ビル6階  TEL:022-722-9702  FAX:022-224-5315 

【新潟支店】                      
〒950-0087  
新潟県新潟市中央区東大通1丁目7番10号 新潟セント
ラルビル4階  TEL:025-290-5171 FAX:025-244-5180 

【大宮支店】                     
〒330-0844  
埼玉県さいたま市大宮区下町2丁目16番1 ACROSS 8階  
TEL:048-631-0235 FAX:048-642-8620 

【千葉支店】                     
〒260-0028  
千葉県千葉市中央区新町1番地17 JPR千葉ビル8階  
TEL:043-204-2881 FAX:043-204-2883 

【横浜支店】                     
〒220-0004  
神奈川県横浜市西区北幸1丁目11番11号 NOF横浜 
西口ビル7階  TEL:045-290-6255  FAX:045-290-6772 

 ※本件のお問い合わせは0120-1069-14、または0120-992-630まで 

【静岡支店】                     
〒420-0857  
静岡県静岡市葵区御幸町8番地 静岡三菱ビルディング 
6階  TEL:054-653-6271 FAX:054-653-6274 

【金沢支店】                    
〒920-0031  
石川県金沢市広岡2丁目13番23号 AGSビル7階  
TEL:076-232-1850 FAX:076-232-1851 

【名古屋支店】                      
〒460-0008  
愛知県名古屋市中区栄3丁目7番22号 栄928ビル 4階  
TEL:052-269-2901  FAX:052-251-4810 

【広島支店】                      
〒730-0013  
広島県広島市中区八丁堀15番10号 セントラルビル3階  
TEL:082-502-6840  FAX:082-221-9705 

【高松支店】                      
〒760-0024  
香川県高松市兵庫町8番1号 日本生命高松兵庫町 
ビル9階   TEL:087-806-0070  FAX:087-806-0071 

【福岡支店】                     
〒810-0001  
福岡県福岡市中央区天神1丁目9番17号 福岡天神フコク
生命ビル10階  TEL:092-762-8002 FAX:092-762-8011 

【沖縄支店】                      
〒900-0006  
沖縄県那覇市おもろまち4丁目17番22号 おもろスクエア
ビル3階  TEL：098-941-7231 FAX：098-862-4771 

拠点一覧   

【池袋支店】                     
〒171-0022  
東京都豊島区南池袋2丁目16番4号 SKビル6階 
TEL:03-6890-0730  FAX:03-6890-0732 

【北九州支店】                     
〒802－0003   
福岡県北九州市小倉北区米町1丁目2番22号 小倉NS 
ビル6階 TEL:093-288-8430 FAX:093-288-8433 

【立川支店】                     
〒190-0012  
東京都立川市曙町2丁目31番15号 日住金立川 
ビル6階 TEL042-847-3150  FAX:042-847-3151 





作成年月日：2013年11月1日 

 一般労働者派遣（許可番号／般13-080176）   

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≫ 
派遣・紹介予定派遣のお仕事をお探しで、ヒューマンリソシアに派遣登録をいただいた方を対象に、 
希望条件・ご経験・スキルなどに合うお仕事を紹介いたします。 
 
※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≫ 
◯ヒューマンリソシアから就業中の方を対象に、グループ会社であるヒューマンアカデミーの講座を 
   特別価格で受講できる制度を準備しています。 
◯スタッフサポート部（派遣労働者のフォロー部門）の担当者が派遣先を定期的に訪問し、 
   派遣業務の適正確認を行っています。 

≪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・紹介予定派遣の求人情報、登録はこちらから 
  

      http://resocia.jp/ 
 
 
お仕事のご紹介を具体的に進める際には、来社いただいての本登録が必要です。 
来社登録予約方法は下記URLよりご確認ください。 

 
  http://resocia.jp/service/area.html 
 

労働者派遣事業者（17-派-018） 

≪取扱い職種≫ 

オフィス部門 一般事務、営業事務、データエントリー、ＯＡオペレーション、人事／総務、経理、財務、金融
関連事務、貿易／通関事務、通訳・翻訳、秘書、受付案内、テレオペレーター など 

クリエイティブ部門 Webデザイン、CG／DTPデザイン など 

セールスプロモーション部 営業、販売、ルートセールス、デモンストレーション など 

テクニカル部門 CADオペレーター、OA／CADインストラクター、設計／施工管理、製図／トレース、SE／PG、
ネットワークエンジニア、セールスエンジニア、テクニカルサポート など 

派遣・紹介予定派遣 

 
 
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 

 有料職業紹介（許可番号／13-ユ-080167）   

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 



労働者派遣事業者
17-派-019

企業名：株式会社アウトソーシングテクノロジー　
【派遣許可番号（般13-300749）】

ホームページ：http://www.ostechnology.co.jp/
本社所在地　　　：〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館5F
本社連絡先 　　：03-3286-4224
担当部署・担当者名：採用部 高萩（たかはぎ）
　　※上記以外にも各オフィスがあります。他のオフィスの詳細につきましては、ホームページをご覧ください。
サービス内容：R&Dに特化した【機械・電子・電気・ソフトウェア】の技術者特定派遣及び開発請負
　　　　　　　　　　　　　※次世代自動車・デジタル家電・医療機器の研究開発、生産、技術開発など

■取扱職種………………………………………………………………………………………………………
＜職種＞
◆機械系エンジニア（先行開発・設計・CAD・生産技術・実験・評価）
◆電気・電子系エンジニア（FPGA・LSI・回路・制御設計・評価など）
◆IT系エンジニア（Java、C、C++、C#、Android、.NET、インフラ等）

※未経験・第二新卒者の方のご応募もお待ちしております。
※正社員として採用します。

■特徴的な取組…………………………………………………………………………………………………
●経験が浅くても成長できる環境があります。
●キメ細やかなフォロー！当社営業が月1回訪問。
●勤務地は全国各地！好きな場所で働けます。
●多種多様なプロジェクト！挑戦したい仕事に携われる。
●海外も視野にいれたグローバル事業へも注力。

＜利用手続き＞
履歴書（写貼）・職務経歴書を下記所在地までお送りください。
追って連絡させて頂きます。
（連絡先番号から電話させて頂く場合があります。）
※応募の秘密厳守。書類は返却致しません。
※求職者の皆様からは、一切料金は発生しません。

≪当社が最も大切にしているのは『社員』。≫
社員一人ひとりが、より高いモチベーションを持ち、
お客様の期待を上回る技術・仕事を発揮できるよう、
バックアップ体制を築いています。

＜応募・郵送先＞

住所：〒530-0012

　　　　　　　 大阪府大阪市北区芝田1-14-8 梅田北プレイス2F

　　　　　　　　採用担当宛

TEL：06-6292-7371
E-mail：career@ostechnology.co.jp

■会社概要………………………………………………………
設立　　　　　　　　　：2004年12月1日
資本金　　　　　　　：4億8,365万円
従業員数　　　　　：1,616名（2013年10月1日現在）

作成年月日：2013年10月30日

地下鉄御堂筋線 「中津駅」から徒歩2分
阪急神戸線 「中津駅」から徒歩5分
阪急神戸線 「梅田駅」から徒歩5分



■■■■ 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：：：： （（（（般般般般））））13131313----010733010733010733010733））））

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2-37 金沢三栄金沢三栄金沢三栄金沢三栄ビルビルビルビル 9F

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
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

フォロー体制

教育機会の提供

コンプライアンス

■■■■ 特徴的特徴的特徴的特徴的なななな取組取組取組取組（（（（長期派遣長期派遣長期派遣長期派遣））））

長期派遣で就業されるキャストの皆様へ、週1回定期的にお悩みや
困りごとがないか、電話やメールでサポートさせていただきます。

無期雇用や直接雇用を目的とし、キャストの皆様に、ＰＣスキル
マナー、仕事の基本などの研修プログラムをご用意しています。

長期派遣を適切に管理するために「長期派遣ビジネス取扱責任者」
を認定しております。安心して働ける環境整備に取組んでいます。

労働者派遣事業者労働者派遣事業者労働者派遣事業者労働者派遣事業者
17-派派派派-020

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



長期長期長期長期就業就業就業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

長期長期長期長期のののの
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『『『『長期派遣長期派遣長期派遣長期派遣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。。。。

長期長期長期長期のおのおのおのお仕事仕事仕事仕事をををを探探探探すならこちらすならこちらすならこちらすならこちら！！！！

給与前払給与前払給与前払給与前払いいいい
サービスサービスサービスサービスありありありあり

定期的定期的定期的定期的なななな
フォローフォローフォローフォロー

安心安心安心安心してしてしてして
働働働働けるけるけるける
環境整備環境整備環境整備環境整備

基本基本基本基本からからからから
学学学学べるべるべるべる研修研修研修研修
プログラムプログラムプログラムプログラム



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。

企業名：エヌエス・テック株式会社
ホームページアドレス：http://www.nstec.co.jp

※本紙を見たとお伝えください。

担当部署・担当者名　滋賀管理事務所・松本

（許可番号：般 -14-020028）

作成年月日：2013年11月7日

東海道本線近江八幡駅
徒歩5分

近江八幡
東海道本線

北口
近江八幡駅前近江八幡駅前

駅
前
大
通

駅
前
大
通

所在地：〒523-0893滋賀県近江八幡市桜宮町289番地　フジビル3F
連絡先：TEL/0748-31-2816　フリーダイヤル /0120-06-1767

■サービス内容

■取扱職種

■特徴的な取組

■利用手続き

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。
就労先が遠方でも寮完備や赴任手当など充実したサポートを、ご用意して
います。
諦めない！これがモットーです。

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。

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。また遠方の場合は「出張面接」を行っています
のでご相談ください。

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。

労働者派遣事業者（１７－派－０２１）



所在地
地図

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

企業名：株式会社ワールドインテック (事業許可番号：般40-010311)

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）

「労働者派遣事業者」 （ １７－派ー０２２ ）

《サービス内容・取扱職種》
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。
〇派遣・請負事業：派遣先企業や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

《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



〒930-0004
富山県富山市桜橋通り1-18　北日本桜橋ビル5階
TEL：076-441-4775　　FAX：076-441-4776
担当部署/担当者：人材開発部　下石　E-mail : mai_shimoishi2@trust-tech.jp

労働者派遣事業者（17-派-023）





◆サービス内容・取扱職種

◆利用手続き

作成年月日：2013年11月８日

サポート体制が万全です。
・仕事の悩みやキャリアについていつでもカウンセラーに相談でき、気軽にアドバイ
　スを受けられます。

サポート体制が万全です。
・仕事の悩みやキャリアについていつでもカウンセラーに相談でき、気軽にアドバイ
　スを受けられます。

◆特徴的な取組

自分のワークスタイルに合わせた働き方が選べる。
・勤務地や勤務時間に制限がある、短時間だけ就業したいなどさまざまな希望に
　合わせて仕事をフレキシブルに選べます。

希望に合った仕事を紹介してもらえる。
・一度ご登録頂ければカウンセラーが希望に合ったお仕事をお探しします。

大手企業で働くチャンスがあります。
・当社で紹介するのは大手企業、優良企業が中心です。

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。

自分のワークスタイルに合わせた働き方が選べる。
・勤務地や勤務時間に制限がある、短時間だけ就業したいなどさまざまな希望に
　合わせて仕事をフレキシブルに選べます。

希望に合った仕事を紹介してもらえる。
・一度ご登録頂ければカウンセラーが希望に合ったお仕事をお探しします。

大手企業で働くチャンスがあります。
・当社で紹介するのは大手企業、優良企業が中心です。

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

派遣スタッフとしてお仕事をはじめるには、まず東洋ワークへの登録が必要です。
スキルや能力、ご希望に沿ったお仕事を紹介させていただくための重要な情報
登録です。まずはお電話を！登録会随時開催致します。

登録登録 カウセ
リング
カウセ
リング

雇用契約
締結
雇用契約
締結

派遣就業
開始
派遣就業
開始

派遣先
紹介
派遣先
紹介

アフター
フォロー
アフター
フォロー

派遣スタッフとしてお仕事をはじめるには、まず東洋ワークへの登録が必要です。
スキルや能力、ご希望に沿ったお仕事を紹介させていただくための重要な情報
登録です。まずはお電話を！登録会随時開催致します。

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：般 04-010080）（許可番号：般 04-010080）

労働者派遣事業者　１７‐派‐０２５労働者派遣事業者　１７‐派‐０２５

◆サービス内容・取扱職種

◆利用手続き

作成年月日：2013年11月８日

サポート体制が万全です。
・仕事の悩みやキャリアについていつでもカウンセラーに相談でき、気軽にアドバイ
　スを受けられます。

サポート体制が万全です。
・仕事の悩みやキャリアについていつでもカウンセラーに相談でき、気軽にアドバイ
　スを受けられます。

◆特徴的な取組

自分のワークスタイルに合わせた働き方が選べる。
・勤務地や勤務時間に制限がある、短時間だけ就業したいなどさまざまな希望に
　合わせて仕事をフレキシブルに選べます。

希望に合った仕事を紹介してもらえる。
・一度ご登録頂ければカウンセラーが希望に合ったお仕事をお探しします。

大手企業で働くチャンスがあります。
・当社で紹介するのは大手企業、優良企業が中心です。

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。

自分のワークスタイルに合わせた働き方が選べる。
・勤務地や勤務時間に制限がある、短時間だけ就業したいなどさまざまな希望に
　合わせて仕事をフレキシブルに選べます。

希望に合った仕事を紹介してもらえる。
・一度ご登録頂ければカウンセラーが希望に合ったお仕事をお探しします。

大手企業で働くチャンスがあります。
・当社で紹介するのは大手企業、優良企業が中心です。

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

派遣スタッフとしてお仕事をはじめるには、まず東洋ワークへの登録が必要です。
スキルや能力、ご希望に沿ったお仕事を紹介させていただくための重要な情報
登録です。まずはお電話を！登録会随時開催致します。

登録登録 カウセ
リング
カウセ
リング

雇用契約
締結
雇用契約
締結

派遣就業
開始
派遣就業
開始

派遣先
紹介
派遣先
紹介

アフター
フォロー
アフター
フォロー

派遣スタッフとしてお仕事をはじめるには、まず東洋ワークへの登録が必要です。
スキルや能力、ご希望に沿ったお仕事を紹介させていただくための重要な情報
登録です。まずはお電話を！登録会随時開催致します。

※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：般 04-010080）（許可番号：般 04-010080）

◆サービス内容・取扱職種

◆利用手続き

１１

２２

３３

44

作成年月日：2013年11月８日

自分のワークスタイルに合わせた働き方が選べる。
・勤務地や勤務時間に制限がある、短時間だけ就業したいなどさまざまな希望に
　合わせて仕事をフレキシブルに選べます。
希望に合った仕事を紹介してもらえる。
・一度ご登録頂ければカウンセラーが希望に合ったお仕事をお探しします。
大手企業で働くチャンスがあります。
・当社で紹介するのは大手企業、優良企業が中心です。

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。

自分のワークスタイルに合わせた働き方が選べる。
・勤務地や勤務時間に制限がある、短時間だけ就業したいなどさまざまな希望に
　合わせて仕事をフレキシブルに選べます。
希望に合った仕事を紹介してもらえる。
・一度ご登録頂ければカウンセラーが希望に合ったお仕事をお探しします。
大手企業で働くチャンスがあります。
・当社で紹介するのは大手企業、優良企業が中心です。

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。

派遣スタッフとしてお仕事をはじめるには、まず東洋ワークへの登録が必要です。
スキルや能力、ご希望に沿ったお仕事を紹介させていただくための重要な情報
登録です。まずはお電話を！登録会随時開催致します。

登録登録 カウセ
リング
カウセ
リング

雇用契約
締結
雇用契約
締結

派遣就業
開始
派遣就業
開始

派遣先
紹介
派遣先
紹介

アフター
フォロー
アフター
フォロー

派遣スタッフとしてお仕事をはじめるには、まず東洋ワークへの登録が必要です。
スキルや能力、ご希望に沿ったお仕事を紹介させていただくための重要な情報
登録です。まずはお電話を！登録会随時開催致します。

◆特徴的な取組

サポート体制が万全です。
・仕事の悩みやキャリアについていつでもカウンセラーに相談でき、気軽に
　アドバイスを受けられます。

サポート体制が万全です。
・仕事の悩みやキャリアについていつでもカウンセラーに相談でき、気軽に
　アドバイスを受けられます。

労働者派遣事業者　０７‐派‐０３６労働者派遣事業者　０７‐派‐０３６

※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：般 04-010080）（許可番号：般 04-010080）

◆サービス内容・取扱職種

◆利用手続き

１１

２２

３３

44

作成年月日：2013年11月８日

派遣スタッフとしてお仕事をはじめるには、まず東洋ワークへの登録が必要です。
スキルや能力、ご希望に沿ったお仕事を紹介させていただくための重要な情報
登録です。まずはお電話を！登録会随時開催致します。

登録登録 カウセ
リング
カウセ
リング

雇用契約
締結
雇用契約
締結

派遣就業
開始
派遣就業
開始

派遣先
紹介
派遣先
紹介

アフター
フォロー
アフター
フォロー

派遣スタッフとしてお仕事をはじめるには、まず東洋ワークへの登録が必要です。
スキルや能力、ご希望に沿ったお仕事を紹介させていただくための重要な情報
登録です。まずはお電話を！登録会随時開催致します。

◆特徴的な取組
サポート体制が万全です。
・仕事の悩みやキャリアについていつでもカウンセラーに相談でき、気軽に
　アドバイスを受けられます。

サポート体制が万全です。
・仕事の悩みやキャリアについていつでもカウンセラーに相談でき、気軽に
　アドバイスを受けられます。

自分のワークスタイルに合わせた働き方が選べる。
・勤務地や勤務時間に制限がある、短時間だけ就業したいなどさまざまな希望に合わせ
　て仕事をフレキシブルに選べます。
希望に合った仕事を紹介してもらえる。
・一度ご登録頂ければカウンセラーが希望に合ったお仕事をお探しします。
大手企業で働くチャンスがあります。
・当社で紹介するのは大手企業、優良企業が中心です。

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。

自分のワークスタイルに合わせた働き方が選べる。
・勤務地や勤務時間に制限がある、短時間だけ就業したいなどさまざまな希望に合わせ
　て仕事をフレキシブルに選べます。
希望に合った仕事を紹介してもらえる。
・一度ご登録頂ければカウンセラーが希望に合ったお仕事をお探しします。
大手企業で働くチャンスがあります。
・当社で紹介するのは大手企業、優良企業が中心です。

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。

労働者派遣事業者　０４‐派‐００５５労働者派遣事業者　０４‐派‐００５５

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：般 04-010080）（許可番号：般 04-010080）

労働者派遣事業者労働者派遣事業者

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：般 04-010080）（許可番号：般 04-010080）

労働者派遣事業者　３２‐派‐１６労働者派遣事業者　３２‐派‐１６

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：般 04-010080）（許可番号：般 04-010080）

労働者派遣事業者　０９‐派‐００２４労働者派遣事業者　０９‐派‐００２４

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：般 04-010080）（許可番号：般 04-010080）

労働者派遣事業者　３０‐派‐３１労働者派遣事業者　３０‐派‐３１

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：般 04-010080）（許可番号：般 04-010080）

労働者派遣事業者　１９‐派‐００２１労働者派遣事業者　１９‐派‐００２１

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：般 04-010080）（許可番号：般 04-010080）

労働者派遣事業者　２０‐派‐３０２４労働者派遣事業者　２０‐派‐３０２４

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：般 04-010080）（許可番号：般 04-010080）

労働者派遣事業者　０８‐派‐３５労働者派遣事業者　０８‐派‐３５

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：般 04-010080）（許可番号：般 04-010080）

労働者派遣事業者　１１‐派‐０４１労働者派遣事業者　１１‐派‐０４１

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：般 04-010080）（許可番号：般 04-010080）

労働者派遣事業者　４２‐派‐２１労働者派遣事業者　４２‐派‐２１

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：般 04-010080）（許可番号：般 04-010080）

労働者派遣事業者　４７‐派‐２０労働者派遣事業者　４７‐派‐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：般 04-010080）（許可番号：般 04-010080）

労働者派遣事業者　３８‐派‐２１労働者派遣事業者　３８‐派‐２１

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：般 04-010080）（許可番号：般 04-010080）

労働者派遣事業者　４５‐派‐００１６労働者派遣事業者　４５‐派‐００１６

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：般 04-010080）（許可番号：般 04-010080）

労働者派遣事業者　１３‐派‐０６９労働者派遣事業者　１３‐派‐０６９

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：般 04-010080）（許可番号：般 04-010080）

労働者派遣事業者　２９‐派‐１０２４労働者派遣事業者　２９‐派‐１０２４

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：般 04-010080）（許可番号：般 04-010080）

労働者派遣事業者　１２‐派‐００３６労働者派遣事業者　１２‐派‐００３６

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：般 04-010080）（許可番号：般 04-010080）

労働者派遣事業者　２６‐派‐００４２労働者派遣事業者　２６‐派‐００４２

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：般 04-010080）（許可番号：般 04-010080）

労働者派遣事業者　３１‐派‐１１労働者派遣事業者　３１‐派‐１１

◆サービス内容・取扱職種

◆利用手続き

作成年月日：2013年11月８日

サポート体制が万全です。
・仕事の悩みやキャリアについていつでもカウンセラーに相談でき、気軽にアドバイ
　スを受けられます。

サポート体制が万全です。
・仕事の悩みやキャリアについていつでもカウンセラーに相談でき、気軽にアドバイ
　スを受けられます。

◆特徴的な取組

自分のワークスタイルに合わせた働き方が選べる。
・勤務地や勤務時間に制限がある、短時間だけ就業したいなどさまざまな希望に
　合わせて仕事をフレキシブルに選べます。

希望に合った派遣先を提案してもらえる。
・一度ご登録頂ければカウンセラーが希望に合ったお仕事をお探しします。

大手企業で働くチャンスがあります。
・当社で案内するのは大手企業、優良企業が中心です。

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。

自分のワークスタイルに合わせた働き方が選べる。
・勤務地や勤務時間に制限がある、短時間だけ就業したいなどさまざまな希望に
　合わせて仕事をフレキシブルに選べます。

希望に合った派遣先を提案してもらえる。
・一度ご登録頂ければカウンセラーが希望に合ったお仕事をお探しします。

大手企業で働くチャンスがあります。
・当社で案内するのは大手企業、優良企業が中心です。

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
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派遣スタッフとしてお仕事をはじめるには、まず東洋ワークへの登録が必要です。
スキルや能力、ご希望に沿った派遣先を提案させていただくための重要な情報
登録です。まずはお電話を！登録会随時開催致します。

登録登録 カウセ
リング
カウセ
リング

雇用契約
締結
雇用契約
締結

派遣就業
開始
派遣就業
開始

派遣先
紹介
派遣先
紹介

アフター
フォロー
アフター
フォロー

派遣スタッフとしてお仕事をはじめるには、まず東洋ワークへの登録が必要です。
スキルや能力、ご希望に沿った派遣先を提案させていただくための重要な情報
登録です。まずはお電話を！登録会随時開催致します。

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：般 04-010080）（許可番号：般 04-010080）

労働者派遣事業者　３７‐派‐４２労働者派遣事業者　３７‐派‐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：般 04-010080）（許可番号：般 04-010080）

労働者派遣事業者　３９‐派‐２０労働者派遣事業者　３９‐派‐２０

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：般 04-010080）（許可番号：般 04-010080）

労働者派遣事業者　３４‐派‐００４６労働者派遣事業者　３４‐派‐００４６

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：般 04-010080）（許可番号：般 04-010080）

労働者派遣事業者　１５‐派‐００２６労働者派遣事業者　１５‐派‐００２６労働者派遣事業者　０３‐派２５‐０２６労働者派遣事業者　０３‐派２５‐０２６

※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：般 04-010080）（許可番号：般 04-010080）

ホームページアドレス：http://www.toyowork.co.jp/
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：般 04-010080）（許可番号：般 04-010080）

労働者派遣事業者　０２‐派‐００２２労働者派遣事業者　０２‐派‐００２２

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：般 04-010080）（許可番号：般 04-010080）

労働者派遣事業者　０１‐派‐００４４労働者派遣事業者　０１‐派‐００４４

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：般 04-010080）（許可番号：般 04-010080）

職業紹介事業者　４０‐派‐００４５職業紹介事業者　４０‐派‐００４５労働者派遣事業者労働者派遣事業者

※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。

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：般 04-010080）（許可番号：般 04-010080）

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：般 04-010080）（許可番号：般 04-010080）

ホームページアドレス：http://www.toyowork.co.jp/

労働者派遣事業者　０６‐派‐０２５労働者派遣事業者　０６‐派‐０２５

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：

※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

（許可番号：般 04-010080）（許可番号：般 04-010080）

労働者派遣事業者労働者派遣事業者

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：

※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

（許可番号：般 04-010080）（許可番号：般 04-010080）

労働者派遣事業者　２４‐派‐００４５労働者派遣事業者　２４‐派‐００４５

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：

※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

（許可番号：般 04-010080）（許可番号：般 04-010080）

労働者派遣事業者　２５‐派‐０４３労働者派遣事業者　２５‐派‐０４３



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

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

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

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。

人材派遣職種一覧人材派遣職種一覧

物流
•倉庫内スタッフ
•配送ドライバー
•ピッキング

物流
•倉庫内スタッフ
•配送ドライバー
•ピッキング

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

販促・接客
•ショールーム
•接客販売

販促・接客
•ショールーム
•接客販売

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

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：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

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

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

〒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

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

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。

人材派遣職種一覧人材派遣職種一覧

物流
•倉庫内スタッフ
•配送ドライバー
•ピッキング

物流
•倉庫内スタッフ
•配送ドライバー
•ピッキング

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

販促・接客
•ショールーム
•接客販売

販促・接客
•ショールーム
•接客販売

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

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：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

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

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

〒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

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



株式会社株式会社株式会社株式会社エヌ・アンド・シーエヌ・アンド・シーエヌ・アンド・シーエヌ・アンド・シー 労働者派遣事業者17-派-027

■派遣番号：般13-304191

ホームページアドレス：http://www.nandc.co.jp/　
所在地：〒920-0853　石川県金沢市本町2-7-1 越田ビル2F
連絡先：076-221-6201（本紙を見たとお伝えださい。）
担当部署・担当者名：北尾・武田

《サービス内容・取扱職種》
1.建築、土木、建築設備（電気・空調・衛生）、プラントの設計及び施工管理業務における人材派遣事業
2.建築並びにこれに伴う設備の製図、CAD操作（CAD Well CAPE）に関する講習・研修会の開催

《特徴的な取組》
○全国16拠点、主要都市において営業拠点を構え
　 事業展開している全国展開企業になります。
　  I・Uターンをご希望の方もご相談に応じます。                                        
○各拠点に専門の管理部門を組織し、派遣社員の                                             
　 アフターフォローを行っています。就業上の悩みから、
　 健康面、メンタルヘルスまでベテランの専門員が巡                                               
   回を行い対応しています。
○ラーニングセンターの活用や、専門スクールとの業務
   提携による資格取得支援を行っています。
○CADスクールを併設し、技術者のスキルアップのため 　　技術者同士の情報交換の場を設けて
   に万全のバックアップ体制を整えています。 　　おります。

　　定期的な安全大会や交流会を開催し、

   に万全のバックアップ体制を整えています。 　　おります。
○配属先での無事故を実現するために安全大会を毎年
   50回以上開催しています。

《利用手続き》
○お仕事のご紹介等をご希望の方は、直接お電話頂くか、ホームページからご応募ください。
○面接は当社営業所で随時おこなっております。

《募集職種》
○施工管理　(建築、設備、電気、土木、プラント)
○設計　(意匠、構造、設備、電気、プロセス設計)
○施工図　(建築、設備、電気、土木、プラント)
○CADｵﾍﾟﾚｰﾀｰ、事務

JR線　金沢駅　より徒歩3分

派遣取扱数

取引先数

234件

300社以上

最高額　458,000円
給与額

最低額　180,000円

作成年月日：2013年11月11日

※2013年10月31日現在

※スーパーゼネコンから
地域の建設会社、大手
不動産会社など

※CADｵﾍﾟﾚｰﾀｰ、事務に
ついては別規程となりま
す。

作成年月日：2013年11月11日



労働者派遣事業者17-派-027

建設業で働く上で、地元から離れるのは当たり前の事でしょうか？

会社の都合で転勤を余儀なく行う方が大半で、希望を配慮を行う企業は限られている事かと

思います。エヌ・アンド・シーは働く方の気持ちと生活背景の配慮を行い、それぞれの

「大切なこと」を尊重しています。

「子供が小さいので家から通える勤務地で働きたい」

「家を新たに購入したので地元を離れたくない」など、「頑張れる環境」が、

仕事に与える影響は大きく皆さんのヤリガイへ繋がっていく事と考えております。

建設業で働く上で、地元から離れるのは当たり前の事でしょうか？

会社の都合で転勤を余儀なく行う方が大半で、希望を配慮を行う企業は限られている事かと

思います。エヌ・アンド・シーは働く方の気持ちと生活背景の配慮を行い、それぞれの

「大切なこと」を尊重しています。

「子供が小さいので家から通える勤務地で働きたい」

「家を新たに購入したので地元を離れたくない」など、「頑張れる環境」が、

仕事に与える影響は大きく皆さんのヤリガイへ繋がっていく事と考えております。

N&Cの技術者が現在担当している分野別の構成比になります。

「大切なこと」は「大切なこと」は「大切なこと」は「大切なこと」は    それぞれ異なり、それぞれ異なり、それぞれ異なり、それぞれ異なり、    

「頑張れる環境」も目標も異なる。「頑張れる環境」も目標も異なる。「頑張れる環境」も目標も異なる。「頑張れる環境」も目標も異なる。    

「働く目的は、家族のため「働く目的は、家族のため「働く目的は、家族のため「働く目的は、家族のため    そして自分のためです。」そして自分のためです。」そして自分のためです。」そして自分のためです。」    

共同住宅建設工

事 25%

商業複合施設建

設工事 25%
工場建設工事

11%

その他建築関連

工事 11%

公共施設建設工

事 9%

病院建設工事

8%

その他業務 4%

学校建設工事

2%

設計積算業務

2%

店舗建設工事

1%

その他 2%

建築工事建築工事建築工事建築工事

その他業務 34%

道路舗装工事

15%
造成工事 10%PC橋梁上部工事

6%

河川・海護岸関

連工事 5%

鉄道建設関連工

事 5%

その他建築関連

工事 3%

CAD業務 3%

トンネル工事 4%

工場建設工事

3%

その他 12%

土木工事土木工事土木工事土木工事

商業複合施設建

設工事 27%

工場建設工事

15%

病院建設工事

14%共同住宅建設工

事 10%

その他業務 8%

公共施設建設工

事 8%

その他建築関連

工事 5%

防火設備工事

2%

CAD業務 2% 受発電気設備工

事 2%

その他 7%

設備工事設備工事設備工事設備工事

その他業務 15%

通信電気関連工

事 14%

工場建設工

事 11%

共同住宅建

設工事 10%

受発電気設

備工事 10%

その他建築関連

工事 8%

公共施設建設工

事 7%

病院建設工事

7%

道路舗装

工事 3% その他 15%

電気工事電気工事電気工事電気工事

※工事は、新築と改修の両方を含んだものになります。







IIP金沢キャリアサポート(株)
（許可番号　般 17-300129 )

労働者派遣事業者 (17- 派 -030）

● 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

● 派遣就業を希望する方にキャリアコンサルティングを行い、希望する派遣先をご紹介します。
 就業中も一貫した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・一般商社全般への紹介予定派遣の実績が多数あります。
 ( 職業紹介許可番号 (17- ユ -300129））

● 専任のキャリアアドバイザーがあなたの就業を、派遣先の巡回等により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

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、紹介予定派遣等の就業支
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。

おぞえ とくの

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

作成年月日：平成 25 年 11 月 13 日

無料Ｐ完備



安定 収入 時間
自分のスタイルに合わせたお仕事がきっと見つかる

■ ,

アウトソーシングと人材

Hfie?t T-'
一般労働者派遣事彙 派17Ю :0094

ホームページアドレス :htp′ん
“
呻●∝―netco」p

所在地 :〒 920Ю 031

石川県金沢市広岡 1丁目3-20フ アー

連絡先 :076‐222‐9239 担当 :室谷

ス トレ 傲

サービス内容・取扱職種

l地域密着 No.1

地域との繋がりを大事にする弊社は、52社の地域企業様との取

引実績があり、地元 (通勤圏)での仕事選びが可能。

|スキルアップを支援

スキルアップ 。キヤリアアップの支援・教育研修体制も充実。

技術や資格の取得によつて更なる高収入が可能。

|キ ヤリアパス制度の実施

過去の経験や実績と本人との希望などを考慮して、雇用形態を

ステツプアツプすることが可能。

1大手メーカーの社員登用

地域企業様との信頼関係によつて、大手メーカーの社員登用実

績が多数あり。

1製造 業 か ら 事 務 職 、ア ク テ ィ ブ 系 の 職 業 ま で

精密機械の製造からオフィスでの事務から配送業など多種多様

な職業を取り扱い。

特徴的な取組
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至武蔵

金沢駅より従歩5分

作成年月日 :2017● 2月 6日

労働者派遣事業者(17-派 -031)
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利用の流れ
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1地域 No.1の安心

15014001認証、1509001認証

優良派遣事業者認定、プライバシーマーク取得

G」マーク認定α齢 負優良適正事業者公式認定)

北陸で唯一与えられた人材派遣会社。

STEDl応募・登録
(1[し またはH'から)

ヽ

STED4就労前研修  =

●



アウトソーシングと人材派遣の

株式会社 三EIロヴ増
―・ :シ“

1991年創立の人材派遣会社。

個人の人間性を尊重した人材開発を通 じて、地域・産業の発

展に貢献 し、快適で活力ある地域の創造と個人の豊かな生活

を実現 します。石川県をはじめ、富山県・福井県・滋賀県・

岐阜県・静岡県・神奈川県・愛知県・二重県を中心に地域雇用

の創出、地域企業のサポー トをおこなっております。

定期健康診断の実施

スタツフの日々の健康管理はもちろん入社後は

定期健康診断を実施しております。

AOCは  当楓 業の方は資格取得費用全額会社負担

資格取得を

推進します !

金沢市はたらく人にやさしい事業所

表彰制度で表彰されました。

雇用環境の改善や雇用問題の解決に積極的に取

り組む優良事業所として、AOCは派遣社員等の

正規雇用化が進んでいることが認められました。

●―― 静岡県

専用送迎バス有

寮から派遣先まで自社バスでスムーズに送迎を

おこなつております。

スキルアップ・フォロー

様々な職場で働く際に、専門的な技術やスキル、あるいは資格や免許が

必要になるケースがあります。当社では、みなさんのスキルアップに対

して全面的なバックアップ体制で望んでおります。

富山県
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“

できる企豪としてのロ

■を晏たすことを■8しまえ

人材ビジネス事業者と顧客労働者が確かな信頼で繋がるために

わたしたちは、スタッフさん、お客様の笑顔のため、lSO、 製造請負優良適正認

定を取得 し、サービス向上を目指 し、双方にとつて信頼と安心という品質を保

証します。また、資格取得制度・スキルアップシステムの導入、定期健康診断

の実施、社員寮社宅の充実等、福利厚生の提供を行います。

社員寮・社宅の充実

テレビ・冷蔵庫・洗濯機・ エアコン・浴室乾燥

機・備品など完備しております。
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派遣ではたらく初めての方ヘ ー登録から就業までの流れ―

工場概要説明会

ご紹介させていただく企

業様の社風やお仕事の内

容をお話させて頂きます。
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工 場 見学

実際の作業風景をこ

覧いただきます。
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安全に関する

知識・工場での用語を

学んで頂きます。

¬

`

勤務開始

充実したワークライフ

バランスをサポート。

石川県¬

エー。オー・シーならメリットがいっぱい !派遣未経験の方も安心です。

生活支援金制度 正社員登用制度 資格取得支援制度
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労働者派遣事業者

（17-派-032）

（般23-300647）

●●●●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
　◆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者の特定労働者派遣

　◆事務・CADオペレータ・ヘルプデスク等の一般労働者派遣

　※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者の

　　 特定労働者派遣

　　『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・ヘルプデスク等の一般労働者派遣

　　『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

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！ 

【エンジニア系】 
 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 

【事務系】 
 OA事務、営業事務、経理事務、医療事務、英文事務、データエントリ、テレフォンオペレータ、受付業務 など 

【その他】 
 OA/システムインストラクション、OA/ソフトデモンストレータ、Webデザイン、ワーカービジネス 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》 

・当社は富士通グループの一員としてICTインフラの導入・構築・ 
 運用に携わっています。 

・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。 

・富士通健康保険組合の手厚い福利厚生を受けられます。 

・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、一緒にお仕事探し 

 あなたにマッチしたお仕事をご紹介 

 就業に向けてバックアップ致します。 

・ご紹介の際には、経験豊富なコーディネータ 

  が丁寧にアドバイス 

・直接応募には無い、当社からの就業フォロー 

・職場見学への同行もありますので、 

 初めての方も安心してご応募いただけます。 

◇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） 

稼動労働者数 １,５００名 ２０１２年度実績

派遣先企業数 ２６０社 ２０１２年度実績

主な派遣先

・株式会社富士通エフサス

・富士通株式会社
・大手電機メーカー系システム開発会社
・大手計測機器メーカー
・外資系石油精製会社

・病院・医療機関
・大手銀行
・大手生命保険会社
・大手化粧品会社　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 

作成年月日：2013年11月8日 

★登録・説明会随時開催中！ 

★18時以降の登録もOK 

 イタタニ          タマキ 

（許可番号：般14-300913） 

「労働者派遣事業者」： １７－派－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/ 

●充実の福利厚生 

・富士通健保：法定給付+付加給付あります 
  例）医療費付加給付：自己負担額から25,000円を控除した額を 

          1,000円単位で支給 

      傷病手当金・出産手当金付加金：標準報酬日額の85％支給 

・健康保険料率3.82％ ※2013年10月現在 

・契約保養施設 
 ラフォーレ倶楽部、グリーンピア、リゾート系プリンスホテル、 

 蓼科グランドホテル滝の湯 等多数 

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  ☆★ 

●こんなところが魅力！ 

・各種保険完備・・・手厚い富士通健保で安心の福利厚生！ 

・有給は満額支給！（契約通りの時間給分が付与されます！） 

・充実の教育で就職をバックアップ！ 

 当社本社での無料研修（Excel,Word,PowerPoint,Access等） 

 提携スクール受講料割引！（LECリーガルマインド20％OFF等） 
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tel:044-739-2500
tel:044-739-2500
tel:044-739-2500
tel:044-739-2500
tel:03-5550-2340
tel:03-5550-2340
tel:03-5550-2340
tel:03-5550-2340
tel:03-5550-2340
tel:011-261-1680
tel:011-261-1680
tel:011-261-1680
tel:011-261-1680
tel:011-261-1680
tel:022-223-1430
tel:022-223-1430
tel:022-223-1430
tel:022-223-1430
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
tel:06-6942-3600
tel:06-6942-3600
tel:06-6942-3600
tel:06-6942-3600
tel:052-221-5761
tel:052-221-5761
tel:052-221-5761
tel:052-221-5761
tel:052-221-5761
tel:082-207-0297
tel:082-207-0297
tel:082-207-0297
tel:082-207-0297
tel:082-207-0297
tel:092-432-4611
tel:092-432-4611
tel:092-432-4611
tel:092-432-4611
tel:092-432-4611
http://jobs.fcrea.fujitsu.com/index.html


ホームページアドレス：http://www.jcm.co.ｊｐ

所在地：金沢市広岡3-1-1　金沢パークビル8階（北陸支社）

連絡先：076-231-6400（▶本紙を見たとお伝えください。）

担当部署・担当者名：　採用担当　本崎（モトザキ）

当社は携帯電話業界に特化した「人材サービス会社」です！

携帯電話産業は10兆円強で、スマートフォンの普及により

今後もさらなる普及が期待される需要の高い業界です。※参考：自動車産業 13兆円

当社の案内するお仕事は携帯ショップや、家電量販店・ショッピングセンター内での接客のお仕事☆

他にも、アパレル・コールセンター・事務・営業など様々な職種を取り扱っております。

※求職者の皆様から料金は一切発生しません（すべて無料です）

販売、コンサルティング、サービス・接客・接遇。

様々な分野のプロとして成長できるお仕事です。

だからこそ、ジェイコムでは 充実した研修・フォロー体制 を準備。

未経験の方、大歓迎です！面談や勤務初日の同行など、

　　　　　　　　　　　　　

■サービス内容・取り扱い職種

■ 特徴的な取組み

総合人材サービス企業

　　　　　東証一部　ジェイコムグループ

労働者派遣事業者（般27-301665）

安心して勤務いただけるよう、専任のコーディネーターがあなたを全力でサポートします！　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■利用手続き

まずは「お仕事相談」に登録へお越しください！金沢駅西口から徒歩2分

　平日・夜間・土日祝・・・毎日開催中です。

※履歴書不要・私服ＯＫです。※勤務体系も長期・短期・週末限定とライフスタイルに合わせたお仕事をご紹介致します。

※正社員：7割、派遣社員：3割の業界です。「社員登用有」のお仕事も多数！ご相談ください。

作成日：2013年11月11日

労働者派遣事業者（17-派-034）



■ 実績データ

派 遣 先 実 績 数 38件 ※2013年11月現在

派 遣 先 企 業 数 20社 ※2013年11月現在

賃 金 額 （ 例 ）

最高月額

246,400円

時1400円×8時間
×22日

最低月額

184,800円

時1050円×8時間
×22日

　※「金沢駅西口」徒歩2分♪
　　金沢パークビル8階

「新しい仕事に挑戦したい、でも派遣や登録って良く分からない・・・」

同じように不安を持っていた方たちも、ジェイコムへの登録で、　　　
自分の希望するお仕事を選ぶことができ、現在は楽しく働いています☆　　　　

毎日、「お仕事相談会」開催中！

まずはお気軽にご参加ください☆



労働者派遣事業者（17-派-035）

一般労働者派遣事業 許可番号 般17-300092

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

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

サービス内容・取扱職種

求職者の皆様に、希望する業種・企業への就業先のご提案を行っております。
販売接客業務、事務業務、工場内作業業務などを多く取り扱っており、フルタイム、パート
タイムなど求職者の働き方に合わせた就業先ご提案します。

※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

就業
準備

就業
決定

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。
事前に勤務時間など就業条件の詳しい面談を行い、無理なく勤められる企業をご提案します。

就業条件の再確認、各種保険手続きを行います。
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。

就業
開始

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。
定期的に担当者がお伺いして、円滑に仕事ができるようサポートします。

利用手続き

作成日2013年11月12日

実例：大手通信会社販売接客、大手ショッピングセンター販売接客・レジ、一般企業事務、工場内軽作業など

営業時間

アクセス方法

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

■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。

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。

■直接ご来社でのご利用の場合

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。

〔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。

携帯の方は
こちらから
アクセス



http://www.staffservice.co.jp/

http://www.staffservice.co.jp/

労働者派遣事業者 17－派－036

作成年月日：2013年11月8日

住所
石川県金沢市本町2-15-1 ポルテ金沢
6階

一 般 派 遣

石川県は未対応です 藤原 輝紀 延山 ／ 竹内

0120-022-862 0120-515-045 0120-022-879

一 般 派 遣 一 般 派 遣 特 定 派 遣

栗原 秀信

金沢登録センター

石川県金沢市本町2-15-1 ポルテ金沢6階





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。
■「転勤の心配がなく、決められた時間内でできることを頑張りたい」「パートタイムで専門性を活かして働
きたい」「正社員転職するまでの期間限定で派遣社員として働きたい」そんな方に、派遣という働き方は
ぴったりです。

■ 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、理系専門職、技術職等です。

・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

ＷＤＢ株式会社のご案内
一般労働者派遣事業許可番号：般13-305001

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）

※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。

作成日 2013年11月1日

WDB

《サービス内容》

《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》

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・ご応募

選考

就業開始

WEBでのご登録

ＷＤＢは研究職・技術職の求人取扱いが豊富です

研修・フォロー・プチボーナス等、安心充実の福利厚生

■ 就業前・就業中も研修体制が整っており、安心して就業す
ることができます。

■ 就業中は毎月専任の担当者が就業先まで訪問し、じっくり
状況のヒアリングをします。

■ 半年に1回、就業状況の評価によって、プチボーナスが支
給されます！

■ 社会保険以外にも、就業できなくなったときの収入の一部
を補償する長期障害所得補償制度あり。

新薬研究のための医
薬品分析のお仕事や、
公的機関でのバイオ
実験のお仕事がたく
さんあるよ！

《特徴的な取組》

労働者派遣事業者（17-派-037）



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） 

労働者派遣事業者   17-派038 



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） 



株式会社アスカ新潟支店 

（１７ー派ー０３９） 

般10-020010 

〒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 
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労働者派遣事業者 (17-派 ―040)

HPア ドレス :http://www.anceづ apan.net/a‖ cestar/index.htm:

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)

「アリス・スタツフの派遣サービス」
「何が自分に合うのか、分からない」「いろんな職場を見てみたい!」

という方、ひとつひとつ体験し、相餞しながら次に進みましよう。

将来的なプランが見つかるまでアリス・スタッフがお手伝いします。

「時間の制約があつてフルタイムでは働けない」

「働ける期間が決まつている」という方、

ライフスタイルに合つたお仕事探しをお手伝いします。

もちろん、派遣期間中は専任の担当者がサポートします :

不安やお悩みをお気軽にご相談ください。

※アリス・スタツフの就業支援は無料です。

ハ
1⌒

 ‐ ‐
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「介饉職」を中心に、医療福祉介題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。

お気軽にお問合せ下さい♪

働きながら資格取得を目指す方には、取得支援制度があり。

詳細は決定次第、ホームベージに掲載いたします。

t,
01
=

企業情報

取扱職種

特徴的な取組

介護職員初任者研修とは?

l日

～
りC-2級資格に相当するもので、介護に携わる

上での知識・技術・考え方の基礎を身につけ、基本的な
介護業務を行うことができるようになるための研修です。
厚生労働省の基準に則つて、専門学校アリス学国が

行う認定講座です。

■■■■

―
‐‐ 

…
■口D

利用手続き

0
STEP①

アリス・

スタッフに

登録

STEP②

希望・条件
確日

STEPC`|

興的更新
STEP③

お仕事の

相介

STEP④

職嬌見学

STEP⑤

派遣スタッフ

として職業 0

STEP(31

契約期間

満了
STEⅨD
新しい

お仕事紹介

アリス学ログループ   医療福祉介護のお仕事探し  事業許可器 :般17-300132

企業名  : アリス・ スタッフ株式会社

サービス内容

資 精 取 得 を 目 指 して い る方 ヘ

ア リス・ チ ャ レ ン ジ・ プ ロ グ ラ ム
の 日 介 で す

アリス学 国 グル ーフ な らで はの 資 格 取 得 支 援

「 介護職員初任者研修 通学 コース」

研修中も給与支給 (時給制)!!

①介護職員初任者研修 (旧ヘルバー2級)を
受講 (通学)します。

3
②研修修了後、ご希望に応じ、
福祉施設で派遣スタッフとして
ご勤務頂きます。

【派遣登録から、就業までの流れ】 1賞烙↓0暮3u

→

作成年月日 2017年 3月
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()アリス学ログループ   医療福祉介護のお仕事探し  事業許可番号 :般17-300132

企業名 アリス・ スタッフ株式会社

「正社員になりたい。

でも最初は…ちよつと不安」

というあなたには

「求人票だけじゃよく分からなくて決められない。」という方には

がびつたり。

数力月の派遣期間中に、お仕事内容や職場環境を十分に理解

してから、就職するか決められるので安心です。

STEP①

アリス・スタツフ
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。

STEP⑦

入社 (正社員)

STEP⑤

派遣スタツフ

として就業

STEP④

職場見学
ご希望のお仕事が

兄つかるまで

何度でもご紹介します。

雲屑謝鑑鯉諄
探し

アリス・スタツフ株式会社
xoshlgoboa‖ ce‐ iapan.net画面0120-47-3388

「アリス・スタツフの紹介予定派遣サービス」

【紹介予定派遣の登録から入社までの流れ 】殺剛雖さ、1)U

STEP⑥

意思確認

0内定

STEP②

希望・条件の
確認



登録会のご予約はコチラから(PC・スマホ)

ライフスタイルやキャリアなど
あなたにピッタリなお仕事探しをサポ—ト

24 時間
エントリー受付中

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・新潟・東京・千葉・横浜・静岡・名古屋・大阪・広島・福岡

0120-55-1069 （受付時間：月 ~日 9:00~19:00）　
登録予約センター　「ハローワークでリーフレットを見た」と伝えてください

サービス内容 ・取扱い職種

特徴的な取り組み

独立系のため、就業先は国内外の大手企業や成長企業等の優良企業を中心に
多業種にわたり、未経験からスタートできるお仕事から経験やスキルが活かせる
お仕事まで幅広くご用意しております。

全国に広がるヒューマントラストグループのネットワークにて短時日や長期、フルタ
イム、扶養内、残業ゼロ、近所で働きたいなど多様なニーズに対するお仕事紹介が可
能です。Uターン・Ｉターンのご相談も承っております。

●

●

取扱い職種
オフィスワーク
一般事務、営業事務、金融事務、人事・総務、経理、
企画、広報、秘書・受付、データ入力、コールセンター　etc...

営業・販売
新規営業、ルート営業、ラウンダー営業、市場調査、販売、
接客・サービス、レジ、セールスプロモーション　etc...

製造・物流・作業
検品、梱包、搬入・搬出、組立、加工、倉庫内作業、
イベント設営・撤去、書類仕分、サンプリング　etc...

IT・テクニカル
SE、PG、ヘルプデスク・ユーザーサポート、
WEBクリエイタ、CADオペレータ　etc...

●
　

「CYURICA(キュリカ）サービス」対象のお仕事は、働いたその日のうちに給料
相当額の一部がセブン銀行ATMをはじめ全国約2万台以上の提携ATMから
引き出せます。また、CYURICAを利用するとポイントも貯まり、お好きな商品
と交換が可能です。　※CYURICAのご利用は任意です

●

ご登録時に経験・条件をお聞きし、ご希望にあったお仕事をご提案。就業中も
営業やコーディネーターが定期的に就業先に訪問するので安心してご就業いた
だけます。

●

提携スクールや映画館、旅行、コンサートの優待等、福利厚生も充実。
就業中の悩みに応えるスタッフ相談室も完備し、万全のバックアップ体制
で皆様をサポートします。

●

ご利用手続き

お仕事紹介にはご来社によるご登録手続が必要です。当社HPより登録会のご予約をお願いします。（無料)

で検索ヒューマントラスト  

●登録時にあなたのご希望をお聞かせください。

2015年 3月 10日作成

http://www.humantrust.co.jp

×

●24時間365日引出OK！(一部対象外あり）

労働者派遣事業者 (17- 派 -043)
許可番号：般 13-010442

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







石川労働局
テキストボックス
45













レパ レジーズ株式会社

派 ―]3-302333

httpS://hataractiveJpl/

〒 ]50-0(Ю2東京都渋谷区渋谷

3丁 目6-3清水363ビル 3F

事業所連絡先

担当部署・担当者名

サービス内容

取扱職種

03-4455-9008

ヒューマンキャビタル事業部 (担当 :荻野)

「八タラクティブ ノヽケン」は紹介予定派遣で正

社員就職支援を行う派遣サービスです。

営業・販売・エンジエア 等

′lЦ高7贔n｀

呵澪
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｀    ′
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利用手続き

こ利用の流れ

フリータイアル/メ ールアドレス

作成年月日 2016年 12月 50

労働者派遣事業者 :17‐ 派 ‐049

企業名

事業許可番号

ホームベージアドレス

事業所所在地

‐ ‐ ‐ ‐

‐ 口
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特徴的な取組 ′ タヽ ラ ク テ ィ ブ 八 ケ ン の 特 徴
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最短 :日 で

就業開始

充実の

福利厚生

登録   カウンセリング  面接対策 面 接

就 職 決 定
すべて無料
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0120-962-6t+7 / hataractivehaken@teverages.jp

簡単30秒
無料登録
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アクセス

〒150¨0002
東京都渋谷区渋谷 3丁目 6… 3

清水363ビル3F
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本社ヒカリエ

17F

蟄各瞑

至
凛
宿

東急田園都市線

東急東横線

東京メトロ副都心線

東京メ トロ半蔵門線

「渋谷駅」15番出口から徒歩 4分。

JR

東京メトロ銀座線

京三井の頭線

「渋谷駅」東急南口から徒歩 4分。

0120-962-647ノ 03-4455-9000

hataraCtiVehaken@leVerageS.ip

し



企業名 :

許可番号 :

ホームベージア ドレス

本社所在地 :

担当部署・担当者名 :

サービス内容 :

取り扱い購種 :

特徴的な取組 :

C4株式会社

14‐二L‐300981. ツ「 14-301431
httpS://sekokan‐ navi.ip/

〒222‐0033神奈川県横浜市灌卜|ヒ区締腱浜2-2-15ノ レヽアナビル6F0120‐ 244‐ 104× ほか東|」 ヒ.中部の事業所.

採用担当 (丸田)

建設技術者の転嗜支援サービス

設計.施工など建設・土木技術者

求人凛体「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「技術」という視点からアプローチするメディア「施工の神様」の3つの媒体を運営.媒体から得る求崚者の本音を

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 ードにて先すはお問い合わせ下さい.(ご就集までの流れについては裏面をご覧ください。)利用 手続 き

ヽ
/

⑦施工管理求人ナビ=

45万人の
施工管理技士が利用 !

高額・好条件の

転職情報サイト

「施工管理求人ナビ」

ご利用ください !

′

人をご提案いたします_

0

1・
/

薔
`

/~

利用者の収入アツプ1.2～ 3.8倍 冽の :

施工管理技士の転職に精通したコーディネーターがあ に最適な求

営業時間 :平 日 9:00～ 20:00日 9:00～ 18:00

■

●

函コ0120‐244‐104 https //sekokan-navi j p/

お電話からのお問合せ

施工管理求人ナビ

転職にあたつて、対応、

サービス内容は

いかがでしたか ?

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 ?

「大幅に上がった」
「上がつた」

「大変満足」「満足」

作成年月日 12017年 フ月28日

ヽ

一́″ ■

け

□

1

□
■

30秒で登録完了 :

□

検索「

「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 !



「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 「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

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 !

サービス登録 必要書類の提出 企業との調整

「施工管理求人ナビ」でゼネコン正社員に転職できました :

● 0 0 ● 0口■■■■

―
‐ ■日

“

■d

"■ "‐ ■■■ ′

ι A.Sさ ん 30代 3 KEさん 40代

私は地方の建設会社で増

'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動轄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」は正社員も派遣社員の転

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つていた自分が、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。

私は今年、1級建築施工管理技士の資格を取得した木造建築、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、「‖Lの会社も探

します 1」 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。

璽藝0120‐ 244‐104
営業時固 .月 ～奎 9:00～20:00・ 曰

'100～
i8:00

正社員

高層ビル
(新鏑・改

")

■

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

1000件以上掲載 !警
限定で、より魅力的な条件

の非公開求人をご提案 :

０
●

都合の良いご希望に合った

転職先がすぐに見つかる !會
キ
l:1千

´正社員・派遣社員どちらも

冒 対応可能 !

大手ゼネコンや有名企業

への転職も可能 !

０
日

000

■■■
●

●

●

■

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

就 業 !

●転職者の声

○施工管理求人ナビ
あらゆるジヤンルのお仕事の中から

あなたのご経歴にマッチした

厚待遇・好条件の求人をご案内します
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