
企業名

事業許可番号
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所在地

特徴的な取り組み

連絡先

担当部署

サービス内容

取扱職種

利用手続き

アクセス 制作年月日

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。

“転職コンシェルジュ” による専門性の高い転職サポート

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、
転職コンシェルジュ®の

ワークポート

内定・入社選考サポート求人紹介面談実施お申込み

転職お役立ち
情報はこちら

※ワークポートでは「転職活動にまつわるご要望にきめ細やかにお応えする」という想いを込めて、キャリアコンサルタントを「転職コンシェルジュ」と呼んでいます。
　「転職コンシェルジュ」はワークポートの登録商標です。

職業紹介事業者：13- 職 -024

株式会社ワークポート

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：岩野）

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

2021年3月18日JR「大崎駅」北改札口から徒歩5分

0120-77-1049　【受付時間】9:00 ～ 20:30株式会社ワークポート

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：西尾）

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

JR「大宮駅」から徒歩 6分

0120-77-1049 (代表)　【受付時間】9:00 ～ 20:30

2019年10月28日

株式会社ワークポート横浜

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

職業紹介事業者：14- 職 -0171

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

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

0120-77-1049 (代表)　【受付時間】9:00 ～ 20:30

2019年11月8日

株式会社ワークポート

13- ユ -040590

千葉県千葉市中央区弁天 1-15-3　
リードシー千葉駅前ビル7F（千葉オフィス）

登録管理センター

職業紹介事業者：12-職 -0140

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

JR「千葉駅」西改札口から徒歩1分
千葉都市モノレール「千葉駅」から徒歩7分

0120-77-1049 (代表)　【受付時間】9:00 ～ 20:30

2019年12月4日

北海道札幌市北区北 6条西 1-4-2
ファーストプラザビル 2F（札幌オフィス）

登録管理センター

職業紹介事業者：〇〇-職 -△△△△

0120-77-1049 (代表)　【受付時間】9:00 ～ 20:30

2020年5月1日

株式会社ワークポート

13- ユ -040590

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

地下鉄東豊線「さっぽろ駅」16 番出口から徒歩 1分
JR「札幌駅」北口から徒歩 4分

株式会社ワークポート

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 4F（仙台オフィス）

登録管理センター

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

職業紹介事業者：04- 職 -0126

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

0120-77-1049　【受付時間】9:00 ～ 20:30

2019年10月28日

株式会社ワークポート東海

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（東海オフィス）

登録管理センター

職業紹介事業者：23- 職 -0136

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

名古屋市営地下鉄「久屋大通駅」1番出口から徒歩 4分

0120-77-1049 (代表)　【受付時間】9:00 ～ 20:30

2020年5月1日

株式会社ワークポート西日本

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（大阪オフィス）

登録管理センター

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

職業紹介事業者：27- 職 -158

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

0120-77-1049 (代表)　【受付時間】9:00 ～ 20:30

2019年11月1日作成年月日

株式会社ワークポート

13- ユ -040590

京都府京都市下京区真苧屋町207番地
ネオフィス七条烏丸4F（京都オフィス）

登録管理センター

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

職業紹介事業者：26- 職 -0113

JR「京都駅」中央口から徒歩 5分
京阪本線「七条駅」3番出口から徒歩 10 分

0120-77-1049 (代表)　【受付時間】9:00 ～ 20:30

2019年10月28日

株式会社ワークポート

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

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

職業紹介事業者：28- 職 -121

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

0120-77-1049 (代表)　【受付時間】9:00 ～ 20:30

2019年10月28日

株式会社ワークポート

13- ユ -040590

岡山県岡山市北区本町6-30
第一セントラルビル2号館5F（岡山オフィス 中四国）

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

JR「岡山駅」後楽園口（東口）から徒歩 3分

0120-77-1049 (代表)　【受付時間】9:00 ～ 20:30

2019年10月28日

職業紹介事業者：33- 職 -0077

登録管理センター　（担当者：西尾）

株式会社ワークポート

13- ユ -040590

広島県広島市中区紙屋町 2-2-2
紙屋町ビル9F（広島オフィス）

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

アストラムライン「本通駅」から徒歩 3分
広島電鉄「本通駅」から徒歩 3分
広島バスセンターから徒歩 3分

0120-77-1049 (代表)　【受付時間】9:00 ～ 20:30

2019年10月28日

職業紹介事業者：34- 職 -0096

登録管理センター

株式会社ワークポート九州

40- ユ -300798

福岡県福岡市中央区天神 1-3-38
天神121ビル7F（福岡オフィス）

登録管理センター

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

職業紹介事業者：40- 職 -0103

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

0120-77-1049 (代表)　【受付時間】9:00 ～ 20:30

2019年10月28日



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

新着求人や転職希望者のホンネ調査など、
転職に役立つ情報が満載！

ワークポート 検  索

求人への応募やスケジュール管理、
担当転職コンシェルジュとの連絡を
マイページでフルサポート！

転職活動支援アプリ「eコンシェル」
スマホや PC、タブレットからフォー
ムに入力するだけで、履歴書・職務
経歴書を簡単に作成！

かんたん書類作成ツール「レジュメ」

PC・スマホ・タブレットで

履歴書・職務経歴書
かんたん作成
「レジュメ」

ワークポートは海外含め18拠点に展開！各オフィスで連携し、UIJターンの転職も手厚くサポート！

転職の基礎知識から応用ノウハウま
でを総合的に学べる無料講座！プロ
の講師による面接対策講座も！

無料転職講座「すぐに転職講座」
未経験から IT エンジニアを目指す人
のための完全無料スクール！ PHP・
Java・インフラの 3コース！

無料エンジニアスクール「みんスク」

転職ノウハウが身につく!
未経験から
エンジニア
になろう！ 無 料

転職活動支援アプリ

iOS、Android対応

あなたの転職をもっとスマートに！
転職活動に便利な無料アプリとスクール

株式会社ワークポート
【本社オフィス】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
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

秋葉原校

仙台校

札幌校

名古屋駅前校
久屋大通校

五反田・大崎校
立川校

大宮校
横浜校

千葉校

大阪校
京都校
神戸校

岡山校
広島校

福岡校
小倉校

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

秋葉原校

仙台校

札幌校

名古屋駅前校
久屋大通校

五反田・大崎校
立川校

大宮校
横浜校

千葉校

大阪校
京都校
神戸校

岡山校
広島校

福岡校
小倉校

株式会社ワークポート
【千葉オフィス】千葉県千葉市中央区
弁天 1-15-3　リードシー千葉駅前ビル7F

( 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

秋葉原校

仙台校

札幌校

名古屋駅前校
久屋大通校

五反田・大崎校
立川校

大宮校
横浜校

千葉校

大阪校
京都校
神戸校

岡山校
広島校

福岡校
小倉校

秋葉原校

仙台校

札幌校

名古屋駅前校
久屋大通校

五反田・大崎校
立川校

大宮校
横浜校

千葉校

大阪校
京都校
神戸校

岡山校
広島校

福岡校
小倉校

株式会社ワークポート
【札幌オフィス】北海道札幌市北区
北 6条西 1-4-2　ファーストプラザビル2F

( 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

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 4F

( 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

秋葉原校

仙台校

札幌校

名古屋駅前校
久屋大通校

五反田・大崎校
立川校

大宮校
横浜校

千葉校

大阪校
京都校
神戸校

岡山校
広島校

福岡校
小倉校

株式会社ワークポート東海
【東海オフィス】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

秋葉原校

仙台校

札幌校

名古屋駅前校
久屋大通校

五反田・大崎校
立川校

大宮校
横浜校

千葉校

大阪校
京都校
神戸校

岡山校
広島校

福岡校
小倉校

株式会社ワークポート西日本
【大阪オフィス】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

秋葉原校

仙台校

札幌校

名古屋駅前校
久屋大通校

五反田・大崎校
立川校

大宮校
横浜校

千葉校

大阪校
京都校
神戸校

岡山校
広島校

福岡校
小倉校

株式会社ワークポート
【京都オフィス】京都府京都市下京区
真苧屋町207番地　ネオフィス七条烏丸4F

( 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

秋葉原校

仙台校

札幌校

名古屋駅前校
久屋大通校

五反田・大崎校
立川校

大宮校
横浜校

千葉校

大阪校
京都校
神戸校

岡山校
広島校

福岡校
小倉校

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

秋葉原校

仙台校

札幌校

名古屋駅前校
久屋大通校

五反田・大崎校
立川校

大宮校
横浜校

千葉校

大阪校
京都校
神戸校

岡山校
広島校

福岡校
小倉校

株式会社ワークポート
【岡山オフィス（中四国 )】岡山県岡山市北区
本町6-30　第一セントラルビル 2号館 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

秋葉原校

仙台校

札幌校

名古屋駅前校
久屋大通校

五反田・大崎校
立川校

大宮校
横浜校

千葉校

大阪校
京都校
神戸校

岡山校
広島校

福岡校
小倉校

株式会社ワークポート
【広島オフィス】広島県広島市中区
紙屋町 2-2-2　紙屋町ビル9F

( 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

秋葉原校

仙台校

札幌校

名古屋駅前校
久屋大通校

五反田・大崎校
立川校

大宮校
横浜校

千葉校

大阪校
京都校
神戸校

岡山校
広島校

福岡校
小倉校

株式会社ワークポート九州
【福岡オフィス】福岡県福岡市中央区天神
1-3-38　天神121ビル7F ( 受付 )  9:00 ～ 20:30

0120-77-1049

秋葉原校

仙台校

札幌校

名古屋駅前校
久屋大通校

五反田・大崎校
立川校

大宮校
横浜校

千葉校

大阪校
京都校
神戸校

岡山校
広島校

福岡校
小倉校


