
企業名

事業許可番号

ホームページ

所在地

特徴的な取り組み

利用手続き

アクセス 制作年月日

連絡先

担当部署

サービス内容

取扱職種

経験豊富なスペシャリストが、
業界・職種の最新情報を提供

エンジニア／プログラマー／営業／マーケティング／事
務／経理／人事／接客・販売／機械設計／薬剤師　など

業界・職種に精通した専任の転職コンシェルジュによる
求人提案や、転職活動のサポートを無料で行います。

内定・入社選考サポート求人紹介面談実施お申込み

“転職コンシェルジュ” による専門性の高い転職サポート

0120-77-1049　【受付時間】9:00 ～ 20:30

専任の転職コンシェルジュによる
マンツーマンサポート

個別の面接対策、応募書類作成
のアドバイス

転職相談するなら、

バドミントン元オリンピック日本代表

小椋 久美子
ボクシングWBA世界バンタム級チャンピオン

井上 尚弥

転職コンシェルジュの

ワークポート

職業紹介事業者：13- 職 -024

株式会社ワークポート

JR山手線・埼京線・湘南新宿ライン・りんかい線

「大崎駅」北改札口から徒歩約 5分

13- ユ -040590

東京都品川区大崎 1-2-2 
アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 9F

登録管理センター　（担当者：戸邉）

2018 年 8月 8日

https://www.workport.co.jp/

株式会社ワークポート

JR「仙台駅」東口から徒歩 5分
地下鉄東西線「宮城野通駅」北 2口から徒歩 1分

13- ユ -040590

宮城県仙台市宮城野区榴岡 4-5-22　
宮城野センタービル 5F（仙台オフィス）

登録管理センター

2018 年 8月 9日

https://www.workport.co.jp/

職業紹介事業者：04- 職 -0126

ワークポート イメージキャラクター 転職コンシェルジュ イメージキャラクター

株式会社ワークポート

JR「大宮駅」から徒歩 6分

13- ユ -040590

埼玉県さいたま市大宮区大門町 3-82
大宮大門町MII ビル 6F（埼玉オフィス）

職業紹介事業者：11- 職 -151

登録管理センター　（担当者：戸邉）

2018 年 8月 8日

https://www.workport.co.jp/

株式会社ワークポート横浜

JR・京浜急行線・相鉄線 　「横浜駅」西口から徒歩 5分
東急東横線・みなとみらい線 　「横浜駅」西口から徒歩 5分
横浜市営地下鉄線 　「横浜駅」9番出口から徒歩 3分

14- ユ -301082

神奈川県横浜市西区北幸 1-11-11　
NMF 横浜西口ビル 6F

登録管理センター

2018 年 8月 9日

職業紹介事業者：14- 職 -0171

https://www.workport.co.jp/

株式会社ワークポート大阪

地下鉄堺筋線 「堺筋本町駅」17 番出口から徒歩 4分
地下鉄堺筋線 「北浜駅」6番出口から徒歩 4分
地下鉄御堂筋線 「淀屋橋駅」13 番出口から徒歩 7分

27- ユ -302116

大阪府大阪市中央区平野町 2-3-7　　
アーバンエース北浜ビル 14F

登録管理センター

2018 年 8月 7日

https://www.workport.co.jp/

職業紹介事業者：26- 職 -0107

株式会社ワークポート

JR 「三ノ宮駅」から徒歩 11 分
阪急線 「三宮駅」から徒歩 7分
阪神線 「三宮駅」から徒歩 9分

13- ユ -040590

兵庫県神戸市中央区京町 69
三宮第一生命ビルディング 11F（神戸オフィス）

登録管理センター

2018 年 8月 9日

https://www.workport.co.jp/

株式会社ワークポート名古屋

名古屋市営地下鉄「久屋大通駅」1番出口から徒歩 4分

23- ユ -301516

愛知県名古屋市中区丸の内 3-17-13　　
いちご丸の内ビル 8F

登録管理センター

2018 年 8月 9日

職業紹介事業者：23- 職 -0136

https://www.workport.co.jp/corporate/

株式会社ワークポート福岡

地下鉄空港線 「天神駅」から徒歩 10 分
西鉄天神大牟田線 「西鉄福岡駅」から徒歩 4分
地下鉄七隈線 「天神南駅」から徒歩 1分

40- ユ -300798

福岡県福岡市中央区天神 1丁目 3-38
天神 121 ビル 7F

登録管理センター

2018 年 8月 7日

https://www.workport.co.jp/



新着求人や採用担当者の本音調査
など、転職に役立つ情報が満載！

転職コンシェルジュとは
ワークポートでは良質で満足度の高いサービスを提供したいとい
う思いを込め、キャリアコンサルタントのことをあえて「転職コ
ンシェルジュ」と呼んでいます。求人のご紹介のほか、ご要望に
合わせ年収交渉や退職のアドバイスなど、少し面倒なやり取りを
あなたの代わりに代行させていただきます。

便利なオリジナルツール＆アプリ

e コンシェルは、最新の求人をチェックした
り、面接スケジュールや活動状況を一括で管
理できるワークポート独自の転職活動支援
ツールです。
e レジュメでは、ご自宅の PC やスマホで簡
単に履歴書や職務経歴書を作成するこ とが
できます。内容を考えるのに苦労する自己
PR なども、サンプルの文章を活用して作る
ことができる便利なツールです。

転職についてまずは情報収
集をしたいという方、些細
な疑問や不安を抱いている
方におすすめの、チャット
型転職相談アプリです。プ
ロの転職コンシェルジュに、
いつでもどこでも気軽に相
談できます。

ITエンジニア（開発・インフラなど）、
販売・サービス、営業 ほか

未経験 /第二新卒

システムエンジニア、プログラマー、
ソフト開発、システム運用・保守

IT / エンジニア

ワークポートは様々な業界・職種に特化した転職をサポート

メーカー 販売・サービス 薬剤師ゲーム

営業

インターネット広告営業、人材紹介
営業、保険営業、不動産営業 ほか

事務

https://www.workport.co.jp/
ホームページはこちら

株式会社ワークポート
東京都品川区大崎 1-2-2
アートヴィレッジ大崎セントラルタワー9F ( 受付 )  9:00 ～ 20:30

0120-77-1049

女性

株式会社ワークポート
【仙台オフィス】宮城県仙台市宮城野区
榴岡 4-5-22 宮城野センタービル 5F

( 受付 )  9:00 ～ 20:30
0120-77-1049

【本社所在地】　  東京都品川区大崎 1-2-2 
アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 9F・6F

クリエイター

株式会社ワークポート
【埼玉オフィス】埼玉県さいたま市大宮区
大門町 3-82 大宮大門町MII ビル 6F

( 受付 )  9:00 ～ 20:30
0120-77-1049

【本社所在地】　  東京都品川区大崎 1-2-2 
アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 9F・6F

女性

株式会社ワークポート横浜
神奈川県横浜市西区北幸 1-11-11　
NMF 横浜西口ビル 6F ( 受付 )  9:00 ～ 20:30

0120-77-1049

女性

株式会社ワークポート大阪
大阪府大阪市中央区平野町 2-3-7　　
アーバンエース北浜ビル 14F ( 受付 )  9:00 ～ 20:30

0120-77-1049

クリエイター

株式会社ワークポート
【神戸オフィス】兵庫県神戸市中央区
京町 69 三宮第一生命ビルディング 11F

( 受付 )  9:00 ～ 20:30
0120-77-1049

【本社所在地】　  東京都品川区大崎 1-2-2 
アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 9F・6F

クリエイター

株式会社ワークポート名古屋
愛知県名古屋市中区丸の内 3-17-13　　
いちご丸の内ビル 8F ( 受付 )  9:00 ～ 20:30

0120-77-1049

女性

株式会社ワークポート福岡
福岡県福岡市中央区天神 1丁目 3-38
天神 121 ビル 7F ( 受付 )  9:00 ～ 20:30

0120-77-1049

女性


