
◆サービス内容・取扱職種

◆利用手続き
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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
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◆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。
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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

◆サービス内容・取扱職種
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・当社で紹介するのは大手企業、優良企業が中心です。・当社で紹介するのは大手企業、優良企業が中心です。・当社で紹介するのは大手企業、優良企業が中心です。
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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。
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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　３３‐派‐００３５労働者派遣事業者　３３‐派‐００３５



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
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•工程管理
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•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


