
企業名 株式会社 加藤文明社印刷所 
ハローワーク名 

求人番号 

ハローワーク飯田橋 

13010-575709 

募集職種 印刷機オペレーター 勤務地 
新宿生産センター(飯田橋駅徒歩 12分 江戸川橋 徒歩 7分) 

足立生産センター(舎人公園駅徒歩 7分) 

事業内容 
教科書、学習参考書などの教育関連の書籍や一般書籍、美術館の図録などの制作・印刷、 

さらに印刷スタジオの運営、VR コンテンツの開発、デジタル教科書の制作も行っています。 

企業 PR 

みなさんの教科書や地図帳、書籍も当社で印刷しているかも…？ぜひご覧ください！ 

 
 
 
 
 
 

 

企業メッセージシート 



企業名 金子架設工業株式会社 
ハローワーク名 

求人番号 

  飯田橋 

  13010-425009、13010-438709、13010-41309 

募集職種 
とび技能工社員、溶接鍛冶技能工社員 

施工管理業務 
勤務地 

東京、千葉、神奈川、埼玉都県内の建築現場 

東京都江東区新大橋（第二本社） 

事業内容 鳶工事、床版鍛冶工事、鳶システム工事、重機工事等の専門工事業 

企業 PR 

（アピールポイント） 明治２２年創業の歴史と伝統を持ち、清水建設(株)、大成建設(株)を主な得意先として、鳶工事を専門に安定した経

営を行い、特に、とび技能工社員（職人）の後継者育成に力を入れています。 

弊社において【一流の職人】を目指しませんか？ 
◇ 優れた技術・技能により日本の地図、歴史に残る「街中で見かける有名ビル、ホテル、商業施設、公共施設から空港、観光名勝の神社・ 

仏閣」などの建造物を手掛けています。新国立競技場整備事業、晴海選手村の共同住宅新築工事にも携わりました。 

◇ 新卒者に対しては企業内職業訓練校を設け、２カ月間の基本教育及び２カ月間の現場実習を行って仕事に必要な素養を付与するととも 

に、入社後の夢と働き甲斐のある生涯プランを設定して、資格取得指導等の勧奨を行っています。 

◇ 国土交通大臣顕彰、厚生労働大臣顕彰の受賞はもとより、叙勲瑞宝単光章受賞者も輩出しています。 

◇ 学校教育での知識・経験は問いません。やる気のある人待ってます。 

 

企業メッセージシート 



企業名 株式会社東京躯体 
ハローワーク名 

求人番号 

飯田橋 

１３０１０-１４４３３０９ 

募集職種 大型建築物を独自の技術で建築・構築する専門技術職 勤務地 
〒103-0006 

東京都中央区日本橋富沢町２－１７ TK 日本橋ビル 

事業内容 鳶・土木工事 建築工事一式 鉄骨製作・取付・積算 左官工事 舗装工事一式 宅地造成工事一式 外構工事一式 解体工事一式 

企業 PR 

（アピールポイント） 

高度な独自の技術で大型建築物を建築・構築します。若い世代が中心になり活躍している活気にあふれる会社です。 

大手ゼネコンから請負った大型建築物を自社で開発した技術と機材で構築します。 
安全・安心・快適な職場環境の中、確かな技術で豊かな空間を提供し、新しい街づくりをします。 
入社後、２か月間の研修で社会人のマナーや建築技術を学び、資格の取得をします。 
１，２級建築、土木施工管理技士など、国家資格取得の全面バックアップをします。 
安定した生活基盤の確保、豊かな生涯設計が描けるよう支援、指導します。 

新卒研修                      ＢＢＱ大会（7 月）  

      

 

作業風景       安全衛生徹底大会（5 月）    研修旅行（11 月）     納会（8 月・12 月） 

    

♦弊社のホームページで、これまでの建築の実績と若い人の技術取得状況、等を紹介しています。 

    http://www.tokyokutai.co.jp/company/ 

企業メッセージシート 



企業名 株式会社マネット 
ハローワーク名 

求人番号 

ハローワーク飯田橋 

13010－2725509 

募集職種 店舗スタッフ 勤務地 首都圏各地（東京・千葉・埼玉・神奈川） 

事業内容 合カギ、くつ修理、はんこ、セキュリティを主体としたリペアショップ複合店小売店舗展開。 

企業 PR 

（アピールポイント）ホームセンター内のリペアショップ「ｅ－工房」で合鍵の作・くつ修理・腕時計の電池交換等を行います。 

技術が身に付くお仕事です。しっかりとした研修期間があります。 

 

                          物を大切に、早く・美しく・丁寧なリペアサービス 

「企業ＰＲ」欄は、書体・フォントともに自由です。  「手に職を持つ」という言葉があります。我が社はまさにそういう会社です。 

                          合鍵を作製する、くつを修理する、時計の電池交換やハンコの作製。 

                          ただ物を売るだけではなく、技術を売ります。 

                          大切な持ち物を永く使える様にリペアをする仕事です。 

                          「安全・安心・エコロジー」地球にやさしい会社です。 

                          現代社会に必要不可欠なすべての人達の生活を支える会社、 

                          それが、マネット「ｅ－工房」です。 

                          勤務地は神田店・葛西店・多摩境店・青梅店・若葉台店・東久留米店 

                          新山下店・横須賀店・長津田店・蘇我店・市原店・佐倉店・鶴ヶ島店 

東松山店・三郷店・埼玉大井店等々 今年度も新店がオープン予定です。 

                          また検定が取得できます。 

                          ・時計修理技術検定 

                          ・施錠工技師認定技術検定 

                          ・シューフィッター検定 

                          技術を極めたい！お客様の笑顔がみたい！ 

                          奥の深いリペアの世界に挑戦してみませんか！！ 

企業メッセージシート 



企業名 株式会社明治屋 
ハローワーク名 

求人番号 

飯田橋 

1302-401266-7 

募集職種 接客販売スタッフ、生鮮食品加工スタッフ 勤務地 広尾ストアー、玉川ストアー、青葉台ストアー 

事業内容 食料品・和洋酒類の小売（食品スーパーマーケットの運営） 

企業 PR 

（アピールポイント） 

「いつも いちばん いいものを」をモットーに食のパイオニアとして日本の食文化の発展に貢献しています。 

「いつも いちばん いいものを」 
◆明治屋ストアーは、お客様から愛され信頼される「いつでも いちばん お買い物をしたいストアー」を目指してします。 

◆現在国内３５店舗を展開、常に時代の一歩先を目指し業界の先導的な役割を果たしています。 

◆創業 130 年を越える食品、酒類に対する知識に培われた経験から国内外の厳選された商品群を取り揃えています。 

◆接客の楽しさを通じて、食品・酒類について 本物の一流品を身近で勉強できます。 

 

 

 接客販売 

生鮮食品加工 

フロアーでの接客販売、レジ、 

品出し、陳列、売場作り、商品管理等 

精肉・鮮魚・青果部門での食品スライス

加工、パック詰め、対面販売等 

企業メッセージシート 



企業名 株式会社ココスナカムラ 
ハローワーク名 

求人番号 

ハローワーク上野 

１３０３０－４１０００９／１３０３０－４１１３０９ 

募集職種 
フロント総合職（レジ・管理） 

食品販売職 
勤務地 東京都内各店舗 

事業内容 ※食品スーパーマーケット・ベーカリー・１００円ショップ経営 

企業 PR 

（アピールポイント） 

誰もが身近に感じる食品スーパーマーケット。非常に安定した業界です。転居を伴う異動はありません。（勤務先は全て東京都内の事業所）。 

ココスナカムラは食を通じて地域社会に貢献する企業を目指します！ 

当社は東京都内に８店舗のスーパーマーケットを出店しております。 

フロント総合職では、レジ業務を中心としたお客様対応を学び、ゆくゆくは人員の管理業務や、店舗の金銭の管理業務などを扱う責任者を目

指していただきます。また、食品販売職では青果、鮮魚、精肉、お惣菜などの中のいずれかの部門に配属されます。 

それぞれの配属先で食料品の知識や製造技術、販売技術などを学んでいただき、それぞれの分野でのエキスパートを目指していただきます。

ココスナカムラの店舗はすべて都内にあり、転居を伴う異動もありません。安定した食品ス―パーマーケット業界や食品や接客に興味のある

方はぜひ一度当社のブースまでお越しください。 

企業メッセージシート 



企業名 株式会社近鉄ロジスティクス・システムズ 
ハローワーク名 

求人番号 

ハローワーク品川 

13040-332109 

募集職種 法人営業・航空貨物業務・倉庫内業務 勤務地 東京都（求人票補足資料参照） 

事業内容 貨物自動車運送事業・貨物利用運送事業・倉庫業 等（BtoB（企業間取引）が主体です） 

企業 PR 

（アピールポイント） 

輸送する品目、経路、時間、保管、価格など、様々なお客様のニーズを汲み取り、最適なロジスティクスを提案 

【会社案内】 

 半導体・医療・通信関連を中心とした高付加価値・高品質な物流サービスを販売・提供しつつ、倉庫での保管・在庫管理・流通加工など

も含め、お客様（企業）のあらゆる物流ニーズに対応し、ロジスティクスの最適化を提案・実現しています。 

【業務内容】 

〈法人営業〉 

 お客様それぞれに合わせた物流ソリューションを提案します。 

 〈航空貨物業務〉 

  飛行機やトラックで運ぶ荷物を輸送先ごとに仕分けます。 

  航空会社と共に、貨物を搭載する飛行機のスペース調整を行います。 

 〈倉庫内業務〉 

  パソコン等を使用して、荷物の入出庫、品質検査、梱包作業を行います。 

 

 

企業メッセージシート 



企業名 三紀運輸関東株式会社 
ハローワーク名 

求人番号 

ハローワーク品川 

13040-1616809 

募集職種 総合事務職 勤務地 東京都港区芝 1-4-3 SANKI 芝金杉橋ビル 9階 

事業内容 総合物流業 

企業 PR 

（アピールポイント） 

 総合物流会社として、創業以来、着実に成長および発展しています。また、「三紀グループ」に属しており、経営が安定しております。 

 

 

「三紀グループ」は、全国 32 社 21 拠点を展開している総合物流グループです。 

人々の生活を支え、社会に大きく貢献できる仕事に魅力を感じる方を募集しております。 

「三紀グループ」の主な仕事は、大手スーパーへの食品配送のため、経営も安定しており、安心して働けます。 

社会のため、人々のため、役に立ちたい仕事に興味がある学生様の御応募をお待ちしております。 

 

 

 

 

企業メッセージシート 



企業名 株式会社太洋マリーン 
ハローワーク名 

求人番号 

ハローワーク品川 

① 13040-599909 ②13040-2719 

募集職種 
① フォークリフトオペレーター、船内作業員 

② 事務系総合職 
勤務地 

① 本社所在地及び東京港の各営業所（20ヶ所） 

② 大田区または江東区 

事業内容 東京港において貨物の積み卸し・運搬作業等を行う港湾荷役会社です。コンテナ作業、船内作業、沿岸・構内作業を行っています。 

企業 PR 

（アピールポイント） 

人材育成と技術の伝承によって培われた現場力はお客様からも信頼を頂き、多くの現場を任せて頂いております。 

 

●当社が請け負う主な業務（港湾荷役） 

①コンテナ作業       ②船内作業          ③沿岸作業         ④構内作業 

    
ガントリークレーンなどの 

大型荷役機械による 

コンテナの積み卸し作業 

 船に積まれた貨物の陸揚げ、 

 船への貨物の積み込み作業 

 船内での玉掛け作業 

船から陸揚げされた貨物の 

 上屋への搬入作業、 

船へ積込む貨物の搬出作業 

 倉庫内での、フォークリフト 

 や手作業による貨物の搬入・ 

 搬出作業 

 

●会社の特徴 

・10 人未満で構成された営業所が多く、家族的な雰囲気です。 

・10 代～60 代の幅広い年齢層の社員が働いています。入社後は、年の近い先輩が丁寧に指導します。 

・都内 20 ヶ所の営業所のいずれかに勤務していただきます。転居を伴うような異動はありません。 

・業務に必要な資格・免許の取得にかかる費用は、会社が立て替えます。 

（※条件を満たせば返還免除となるため、実質自己負担なしで取得できます。） 
 

★当社 HP に作業動画を掲載しておりますので、ぜひご覧ください。 http://www.taiyo-marine.co.jp/ 

★職場見学は随時受け付けております。ぜひ一度実際の仕事の様子を見にいらしてください。 

企業メッセージシート 



企業名 東洋メビウス株式会社 
ハローワーク名 

求人番号 

ハローワーク品川 

13040-821709、13040-836609 

募集職種 物流関係業務全般 勤務地 品川区 

事業内容 一般貨物自動車運送事業 

企業 PR 

（アピールポイント） 

いつでも欲しいモノがすぐに買える。そんな「あたり前」を物流でつないでいます。 

 

 

 

 

 

東洋メビウスは缶やペットボトルなど、 

生活必需品を皆さまに運び届ける仕事をしています。 

 

お客様から荷物を預かり、確実に運ぶ。 

私たちの届けるものは消費者の皆さまが 

日々口にされるものであり、安心安全、清潔感にも 

細心の注意を払っています。 

  

世の中になくてはならないものを扱っているということに、 

使命感をもって取り組み、皆さまの生活がより 

豊かになることを目指します。 

 

HP にて社員紹介などご覧いただけます。  URL：https://www.toyo-mebius.com/recruit/ 

飲料容器業界最大手 東洋製罐グループの物流会社 
～生活に身近な製品を運んでいます～ 

企業メッセージシート 



企業名 日通商事㈱ロジスティクス・サポート事業部 
ハローワーク名 

求人番号 

ハローワーク品川 

13040-890809 

募集職種 技術員（輸出梱包、輸出入に関わる倉庫管理） 勤務地 
① 東京 LS ｾﾝﾀｰ：東京都江東区深川 2-2-25  
② 川崎ｻﾃﾗｲﾄ ：川崎市川崎区田辺新田 2-1 
③ 扇島 LS ｾﾝﾀｰ：川崎市川崎区東扇島 23 

事業内容 輸出梱包を中心とした物流サービスの提供 

企業 PR 

（アピールポイント） 

『物流』に興味がある方、『輸出』に興味がある方はぜひ！！ 

                                      

 ＜仕事内容＞ 工作機械および自動車関連部品の梱包ならびに関連業務 

 ＜労働条件＞ （一例）就業時間 8：30～17：30 ／休日 123 日 ／有給休暇 16 日 ※日勤のみ 

 ＜研  修＞ 海外研修員制度、階層別教育 など 

 ＜そ の 他＞  ボウリング大会、BBQ、社員旅行などの親睦イベントあり 

         男子・女子剣道部、労働組合あり 

 ＜作業風景＞ 

     

  

日本通運㈱のグループ会社として、創立 56 年を迎えます。 

ロジスティクス・サポート事業部では、 

主に日本国内の工作機械・ロボット・自動車関連メーカー様

の海外輸出のサポートをしております。 

 

企業メッセージシート 



企業名 東京荏原青果株式会社 
ハローワーク名 

求人番号 

大森公共職業安定所 

１３０６－４５７７０９ 

募集職種 営業職 勤務地 大田区東海３－２－１ 

事業内容 
東京都中央卸売市場で全国各地から野菜・果物を集荷・受託し、公正な価格を形成・供給することにより、消費者の食生活の安定と安全を

図る会社です。 

企業 PR 

（アピールポイント）青果物の取扱量日本一を誇る大田市場において、熱意と信頼を社訓に販売を行っています。多くのお客様と元気に接

することと、同僚と協調性をもって働くことを大切にする職場です。 

 

 

 

         

企業メッセージシート 



企業名 株式会社リーテム 東京工場 
ハローワーク名 

求人番号 

ハローワーク大森 

１３０６０－４３８６０９ 

募集職種 資源リサイクル工場の作業スタッフ 勤務地 
東京都大田区城南島３－２－９  

東京スーパーエコタウン内 リーテム東京工場 

事業内容 
【金属資源のリサイクル及びリユース】製造メーカーや自治体等より排出されるパソコン・携帯電話などの廃製品を破砕して金銀銅・鉄・

アルミなどの資源にもどし循環させる事業を行っています。 

企業 PR 

（アピールポイント） 

仕事に必要な資格（フォークリフト、ショベルローダー、クレーン運転免許など）を会社負担で取得できます！ 

 
  

【経営理念・特徴】 

リーテムは 1909 年に茨城県の水戸市で創業開始した 100 年を超える歴史のある資源リサイクル会社です。 

現在水戸及び東京に 2 つの工場を持ち、小型家電や金属を中心とした産業廃棄物の再資源化の事業に携わっています。 

「未来のために、より良い自然環境を保全し、希望と生命力にあふれた社会の実現に貢献します」という理念のもと、資源

再生を通じて持続的発展可能な社会の実現に貢献しています。 

【高校生の方へ】 

廃棄物を取り扱う現場ですが、工場の外観・事務所などはとても綺麗です。また、大田区優工場の認定や平成 20 年には天

皇陛下のご視察を受けるなど誠実な企業として評価されています。皆で一緒に成長し、地球環境に貢献する仕事をしません

か。 

【先輩からのメッセージ（入社４年目 20 代）】 

現場作業ならではの緊張感や慣れない作業に最初は大変だと思いますが、重機が乗れるようになってくると楽しさが倍増し

ます！見学するだけでも面白い工場なので是非見に来てください。 

勤務場所であるリーテム東京工場 
現社長がこだわりを持ってつくりました 

リーテム社員 大型クレーンを操作しての再資源化作業 

企業メッセージシート 



企業名 株式会社グローバルセンター 
ハローワーク名 

求人番号 

渋谷ハローワーク 

13070－827109 

募集職種 商品管理 勤務地 東京都目黒区 

事業内容 
KEYLINE 製品の合鍵複製機コンピューターマシンの輸入・販売（日本正規代理店）、キーアクセサリーの製造・卸売・遊乳・販売。 

自動ドアの施工・販売。オートロック、インターホンの工事及び機器販売、ビル・マンションの改修工事等。 

企業 PR 

（アピールポイント）弊社では合鍵・錠前商材の枠にとらわれず様々な商材の開発や取扱いを時代の流れを見極め行っております。 

新規商材の取扱も貪欲に行うことで売り場に新しい風を吹き込む提案も致しております。 

 

  

セキュリティ関連企業として、安全・安心・快適に役立てる企業を目指しています。 

そしてグローバルセンターは次代を担う人財を待っています。 

企業メッセージシート 



企業名 株式会社メデイ 
ハローワーク名 

求人番号 

渋谷 

1307-344477-2 

募集職種 ｹﾝﾀｯｷｰ・ﾌﾗｲﾄﾞ・ﾁｷﾝの店舗での販売・調理 勤務地 
東京都（世田谷区、渋谷区） 

神奈川県（横浜市、鎌倉市、小田原市、秦野市） 

事業内容 
ケンタッキー・フライド・チキンのフランチャイジー 

国内約 1,130 店舗の KFC の店舗のうち、当社では東京、神奈川、愛知エリアで 20 店舗を運営しています。 

企業 PR 

（アピールポイント） 

明治 18 年創業 老舗食品・和洋酒類の小売・輸出入業の明治屋グループの外食部門として順調に成長しています。 

＜目指す企業像＞ 

明治屋の経営理念 「いつも いちばん いいものを」 × ＫＦＣの経営理念 「おいしさ、しあわせ創造」 

＜募集職種＞ケンタッキー・フライド・チキンの店舗での販売・調理・店舗運営 

◆販売・・接客販売を行い、お客様に商品を販売します。 

◆調理・・フライドチキンを調理します。 

◆店舗管理・・ゆくゆくは、アルバイトのシフト管理や採用、売上や利益の管理を行います。 

 段階的な教育システムに沿って業務を習得していき、5 年で店長になることを目標にカリキュラムを組んでいます。 

 

企業メッセージシート 



企業名 株式会社 吉橋興業 
ハローワーク名 

求人番号 

渋谷 

１３０７０－２０２６０９ 

募集職種 建築現場での溶接・金属工事現場作業者 勤務地 事業所所在地と同じ。都内 23区の建築現場作業所。 

事業内容 建築金物工事・鉄骨工事。建築の基礎になる鉄骨組み立てや、手摺などの金属金物の取付を行う会社です。溶接が主要な技術です。 

企業 PR 

（アピールポイント） 

社員教育に力を入れています。若い仲間が多いので、一緒に力を合わせて、地図に残る建物を作りましょう！ 

。  

企業メッセージシート 



企業名 株式会社 三徳 
ハローワーク名 

求人番号 

新宿公共職業安定所 

13080-679109 

募集職種 販売、製造販売 勤務地 都内 27 店舗、千葉県 2店舗、神奈川県 4店舗のいずれか 

事業内容 食料品スーパーマーケット 

企業 PR 

（アピールポイント） 

「健康・安全・安心、美味」がテーマの、生鮮食料品を中心としたハイクオリティースーパーマーケット 

 

 

企業メッセージシート 



企業名 大成株式会社 
ハローワーク名 

求人番号 

ハローワーク新宿           

13080-501009 / 13080-426709 

募集職種 施設警備員・ビル設備管理 勤務地 東京 23 区及び近郊 

事業内容 オフィスビル・学校・商業施設など、建物とそこで過ごす人の「安全と快適な環境」を管理する仕事です。 

企業 PR 

ビルメンテナンスは『ビルのお医者さん』 

ビルが元気でいられるように『いつも通り』を守るため、皆で頑張る会社です。 

ビルや建物があれば「ビルメンテナンス」のしごとは必ず求められる！！ 

社会状況の変化にも強い『安定した業界！』 62 年目の上場企業です★ 
ビルメンテナンスってどんなしごと？ 

 皆さんの周りには、学校・ビル・お店など色々な「建物」が有りますよね。それらの建物では、ビルを使う人が「気持ちよく」過ごせる

ように、毎日多くの人が働いています。建物に必要な管理＝「清掃（環境管理）・設備・警備」などがビルメンテナンスです。 

 派手な仕事ではありません。でもとても社会にとって大切な仕事です。 

大成は、総合的にビルメンテナンスを行っている会社です。 

大成で働いている人はどんな人・向いている人はどんな人？ 

 年齢は 20 代～80 代・性別は男性女性・色々な国籍の人が働いています。 

お客様のリクエストに応えるため、みんなで協力しサービスを提供。 

笑顔で挨拶がサービスの第一歩！真面目に、素直な気持ちで取り組める人に向い

ています。 

新卒で入社するみなさんにきたいすることは？  

新卒で入社される皆さんには、将来「現場をまとめる責任者になってほしい！」

と考えています。入社後は一人一人、日々の業務・先輩社員のサポート・必要資

格の取得に意欲的な気持ちを持ってほしいと思っています。 

段階を踏みながらステップアップしてくれることを期待しています。 

企業メッセージシート 



企業名 大日本印刷株式会社 
ハローワーク名 

求人番号 

新宿公共職業安定所 

13080-529609 

募集職種 製造部門オペレーター 勤務地 埼玉（久喜・鶴瀬）、千葉（柏） 

事業内容 
総合情報加工業（一般印刷、各種素材印刷、エレクトロニクス部品製造、販促物企画・制作、市場調査、スペースデザイン、マルチメディア関連

ほか） 

企業 PR 

未来のあたりまえをつくる。 

 

 

企業メッセージシート 



企業名 株式会社ベストライフ 
ハローワーク名 

求人番号 

新宿公共職業安定所 

1308-1049109・1308-1048709 

募集職種 介護職・施設事務職 勤務地 全国 170 箇所以上の有料老人ホームにて就業 

事業内容 有料老人ホームの建設、企画、販売、運営管理および当該事業に関わる一切の事業 

企業 PR 

（アピールポイント） 

＜業界第 4 位のリーディングカンパニー＞社員が安心して、働き続けたくなる環境を作っています 

 

＜おすすめ POINT＞ 

 ① 配属先（勤務地）が家から近い 

 ② ワークライフバランス重視！残業ほぼなし 

③ 月 9 公休／年間休日 121 日 

④ 独身寮、家族手当、子ども手当、業績手当など多彩なサポート 

 ⑤ 初任者研修や介護福祉士実務者研修など、受講費を補助 

 ⑥ 長く就業ができる安定性 

 

「医療・介護に興味がある方」「人の笑顔が好きな方」「面倒見が良い方だと言われる方」「成長分野に興味がある方」「まだ業界・業種を決

めかねていらっしゃる方」一度是非、お会いして当社についてご説明したいと考えております。あなたからのご応募、お待ちしております。 

企業メッセージシート 



企業名 三成冷熱工業株式会社 
ハローワーク名 

求人番号 

ハローワーク池袋 

1309-662809 

募集職種 配管工 勤務地 三成冷熱工業㈱所沢工場および弊社都内請負現場 

事業内容 建築設備専門工事会社として超高層事務所ビル・商業施設・病院・学校などの空調配管工事の施工を行っております。 

企業 PR 

（アピールポイント）CAD 社員・工場社員・現場社員を構え、客先からもらった図面資料を事務所 CAD 社員にて作図し、工場社員にて 

作図された図面にて配管を加工し、現場社員にて工場より出荷されたものを取り付けるという一貫体制による事業を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①                       ②           ③            ④ 

パソコンデータにより CAD 社員にて作図されたもの【①画像】を実際の形にしていく【②画像】 

配管ユニット【③画像】により、機器との接続部が共通して綺麗に納まっている【④画像】 

このように弊社では、CAD・工場・現場施工の一貫体制により、現場での施工において無駄の無い、高品質な施工を行い、設備総合会社様

から信頼を得て、多くの仕事の受注を受けております。 

私たちと一緒に、明るく楽しく、手に職をつけ、良いモノづくりをしませんか？ 

S：優れた技能と技術を継承し、A：安全第一に、N：仲間と仲良く一緒になって、 

S：精魂込めたものづくり、E：笑顔を絶やさず I：一生懸命やり遂げる会社 それが【SANSEI】➡三成冷熱工業株式会社 です！！ 

企業メッセージシート 



企業名 株式会社鈴木シャッター 
ハローワーク名 

求人番号 

ハローワーク池袋 

13090-350309 

募集職種 施工管理職 勤務地 東京都豊島区本社 

事業内容 各種シャッター・スチールドア・防災商品の販売・施工・メンテナンス 

企業 PR 

（アピールポイント）当社の製品はスカイツリーをはじめとした全国の主要建築物に納められています。普段は目立たないシャッターで 

すが、建物の安心・安全に欠かせない存在です。一緒にものづくりの現場で働きましょう！ 

 

企業メッセージシート 



企業名 日本金属株式会社 板橋工場 
ハローワーク名 

求人番号 

ハローワーク池袋 

13090-456609 

募集職種 機械オペレーター 勤務地 東京都板橋区舟渡 4-10-1 

事業内容 冷間圧延ステンレス鋼帯（自動車部品や機械部品等に用いられる素材であるステンレスの薄板）及びみがき特殊帯鋼の製造 

企業 PR 

（アピールポイント） 

ステンレス精密圧延の代表メーカーとして、品質とサービスでお客様のマインドシェア№1 を目指しています！ 

★日本金属の製品は、皆さんの身の回りにある製品に使われています★ 

「ステンレスはあまり馴染みのないものだな…」と思っていませんか？ 

実は自動車・スマートフォン・ゲーム機・注射針・リチウムコイン電池など様々な製品の一部として使われています。 

                                            

    ☝2019 年稼働開始の最新圧延機    ☝工場は東京ドーム約 1.5 個分の広さです。    ☝日本金属のユニフォームです 

◆仕事内容◆ 

・生産を行う機械のオペレート業務を先輩社員と数名のチームで担当していただきます。（3 交替のシフト制） 

・配属から半年間は年の近い先輩がマンツーマンで指導します。 

・工業高校出身の方だけではなく、普通科や商業科出身の方など幅広い出身校の方が働いています。 

 

◆福利厚生◆ 

・社員食堂：1 食 170 円で食事を提供しています。 

・独身寮：冷暖房・ユニットバス完備の個室です。（会社から自転車で約 15 分）  

ベッド・机等の家具付で、近郊の方も入居可能です。 

・サークル活動：野球部・サッカー部・バスケ部（年齢・部署問わず活動しています） 

企業メッセージシート 



企業名 株式会社カクヤス 
ハローワーク名 

求人番号 

ハローワーク王子 

１３１００－８７９０９ 

募集職種 
ドライバースタッフ 

（軽自動車や自転車、２ｔトラックでの配達） 
勤務地 東京・千葉・神奈川・埼玉 

事業内容 酒類・食品等の飲料店および一般個人向け販売  「なんでも酒やカクヤス」、「ＫＹリカー」、その他の店舗運営 

企業 PR 

研修充実！同期もいっぱい！ 

業界大手の酒屋、カクヤスで一緒に働いてくれる方を募集しています！ 

 

企業メッセージシート 



企業名 株式会社 竹内工務店 
ハローワーク名 

求人番号 

ハローワーク足立 

13110-352009 

募集職種 土木建築監督員（補助職） 勤務地 東京都足立区梅田 6-13-3 

事業内容 
土木工事業、建築工事業、舗装工事業、水道施設工事業、とび・大工工事業、鋼構造物工事業、しゅんせつ工事業、大工工事業、左官工事

業、石工事業、屋根工事業、タイル・レンガ・ブロック工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業 

企業 PR 

土木と建築をメインとする施工管理会社です。創業の昭和 3 年から今年で 93 年。水道や学校など、東京都をはじめ行政から受注した公共 

性の高い工事を手掛け、都民の皆様の生活を支えています。 

➊土木と建築の施工管理 

竹内工務店の施工管理は、土木施工管理と建築施工管理の 2 種類があります。どちらも現場監督として 

お客様と打合わせて、それをもとに現場の職人さんへ施工を指示し、現場を進めていくという仕事内容です。 

自分が担当したプロジェクトができていく誇らしさや充実感もあり、社会貢献度の高いお仕事です。 

 

➋官公庁とのお取引が中心 

当社の事業は、官公庁との取引がメインです。景気による好不調の波がなく、安定した収入が得られる 

ためライフプランが立てやすいのは魅力です。また、都内の仕事がメインのため転勤がありません。 

 

➌メリハリのある働き方 

 「思いっきり働いて、思いっきり休む」それが、竹内工務店の働き方です。 

現場によっていろいろですが、忙しい時はよく働いて、余裕があるときはゆっくりとお休みしましょう。 

まとまったお休みは、旅行に行ったり、家族と過ごしたり、自由に過ごしてください。 

 

➍アットホームな職場環境 

社風としては「時に厳しく、時に優しく」といった、真剣かつアットホームな環境。 

現場の職人さん方も穏やかなタイプの方が揃っています。 

最初は分からないことが多くて当たり前。気さくな人が多いので緊張しなくて大丈夫です‼ 

 

企業メッセージシート 



企業名 株式会社トライ企画 
ハローワーク名 

求人番号 

ハローワーク足立 

1311-306542-4 

募集職種 清掃スタッフ 勤務地 足立区・都内及び近県各営業所 

事業内容 建物の管理業務、清掃業務全般 

企業 PR 

（アピールポイント） 

感謝・感激・感動への挑戦 

私たちトライ企画は「お客様のためにできること」をスタッフ一人ひとりが真剣に追求します。 

時代の変遷とともに都市環境は様々な開発からその景観を変えてゆき、ビルを取り巻く環境も利用ユーザーのビジネスモデル、 

ライフスタイルに適応するため、用途や機能そして建築デザインの意匠性に至るまでその形容・形態は大きく変化してきました。 

また高度発展する建物メンテナンスへの意識は、従来までの維持管理型から総合的ＬＣＣ（ライフサイクルコスト）提案型の管理形態へと 

大きく移行しています。 

多様化する建物環境の中でこれらの事象を演繹すれば、所望されるビル管理への要望もそれだけ多岐にわたることを意味します。 

トライ企画はお客様の声に真摯に耳を傾け、最も信頼され必要とされる企業であり続けること、そして当社を選択していただいたすべての

ユーザー様にご満足いただけるよう、スタッフ一人ひとりが「新しい価値」を創造することに真剣に取り組んで参りました。 

ここでいう「ユーザー」とは、ビルオーナー様やお取引のお客様にのみならず、その建物をご利用されるエンド・ユーザーに至るまで良き

パートナーとして密接に携わっていくことを意味します。 

建物を通じ、トライ企画を利用されるすべてのユーザーに「心の豊かさ」を感じられるアメニティー（住空間の快適さ）を創造・構築し、 

そして品質サービスを通じて社会へと貢献することに TRY（挑戦）し続けること。 

企業理念である「ユーザーメリットの追求」は、私たちのそんな願いが込められています。  

企業メッセージシート 



企業名 
細見工業株式会社 ハローワーク名 

求人番号 

ハローワーク墨田 

①13120-365209 ②13120-366509 

募集職種 
①展示用ディスプレイの営業・設計・施工管理 

②オーダーメイド金物の製作（溶接・板金） 
勤務地 〒124-0001 東京都葛飾区小菅 1-11-20 

事業内容 
私たちは金属の板やパイプを用いて、博物館や美術館の展示ケースやモーターショーなどのイベントブース等の 

“ディスプレイ製品”の設計・製作をしている会社です。CAD ソフトや工場機械・溶接機を使用し、作り上げていきます。 

企業 PR 

（アピールポイント） 

設計から製造・組立のディスプレイ製品を作るための全工程に関わることが出来ます。モノづくりに興味のある方、大歓迎です。 

 

 

 

 

 

 

                                                  博物館に納めた展示ケース 

 

 

 

 

 

 

CAD を使った設計              溶接         イベントブースのモニュメントを製作 

 

 

・2008 年 葛飾町工場物語認定 

・2014 年 葛飾優良工場認定 

細見工業㈱ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 

企業メッセージシート 



企業名 槇野産業株式会社 
ハローワーク名 

求人番号 

ハローワーク墨田 

13120-445209 

募集職種 機械仕上げ・組立 勤務地 東京都葛飾区東四つ木 2-11-8 

事業内容 食品・化学品・木材などを粉にする粉砕機などの粉体製造処理機器の製造・販売 

企業 PR 

（アピールポイント） 

工場と言っても生産ラインでの単純作業ではなく、一つの機器製作に対し、責任をもって出荷するまで担当するやりがいのある仕事です。 

槇野産業は大正１５年から続く老舗の粉砕機メーカーです。 

皆さんの食べているような粉にするために、原料を粉にする“粉砕機”を製造・販売しています。 

「大豆」を「きなこ」に「唐辛子など」を「ふりかけ」にするなど、皆さんが日々食べる粉ものを作るお客様や 

先端化学の一端を担っているお客様など、日本全国に機器を納入しています。 

 

就業内容・・・ 

粉砕機を始めとする粉体製造に関わる機器の機械本体や部品の加工・組み立て 

工場内の加工用機械を使って機械部品を加工、組み立て、試運転、出荷までが仕事です。 

そのほか、お客様へ納める部品の製作、機械の設置や修理などで客先への出張もあります。 

 

募集について・・・ 

今回募集をさせて頂いている製造部は、ここ十年ぐらいで若手への入れ替わりが活発化！ 

２０代前半の若手社員が何人も働いています。 

製造部門の責任者も 40 歳代で、20 年以上働く社員も沢山います。 

入社してからの仕事は先輩がしっかり教えますので、心配しないで下さい。 

工場現場にしては若い人が働きやすい職場だと思います。 

 

機械をさわっていること、ものづくりが好きな方で長く働きたい人を募集します。 

 

 
若手の社員も活躍中 

 

職場の工場内の風景 

企業メッセージシート 



企業名 味の浜藤株式会社 
ハローワーク名 

求人番号 

ハローワーク木場 

13130-444009 

募集職種 販売（水産加工食品製造販売） 勤務地 都内近県 デパート・エキナカ・駅ビル内当社店舗 

事業内容 都内デパート・エキナカ自社店舗での水産加工食品（焼魚弁当・ねり製品・漬魚・和惣菜）製造・販売 

企業 PR 

（アピールポイント） 

「豊かな味を創り、健康で明るい食生活に貢献する」を企業理念とし、美味しく安心安全な食を提供しています 

   
都内のターミナル駅を中心にデパ地下・エキナカに 30 店舗強出店しています  

（渋谷・新宿・池袋・吉祥寺・品川・東京・日暮里・荻窪・立川・町田・横浜・  
大宮・たまプラーザ・船橋駅等の駅近の百貨店・JR 駅構内等が皆さんの勤務先です）  
  
大正 14 年創業 95 年に渡る歴史。 
永年のごひいきのお客様との接客対応が皆さんの成長に繋がります。 

 
販売している品物は、合成保存料・合成着色料・化学調味料を使用していない素材本来のおいしさを活かした商品です。 
世界の美味しいお魚（魚介類）を厳選し、手間暇かけた製法で、お客様に身体にやさしい健康志向を提案いたします。 
 

    

企業メッセージシート 



企業名 ASKUL LOGIST 株式会社 
ハローワーク名 

求人番号 

ハローワーク木場 

13130-893509 

募集職種 物流センタースタッフ 勤務地 江東区青海 4丁目 1-16 

事業内容 小口配送事業及び物流センター運営事業、一般貨物自動車運送事業、第一種貨物利用運送事業、倉庫業 

企業 PR 

（アピールポイント） 

物流のプロとして、経験・知識が身につきます。先輩や上司からのサポート、研修制度も充実！ 

 

【コンビニに例えると】 

1. 入荷・検品             2. 補充 

注文したおにぎりやパンの        お客様が商品を選びやすいように 

種類・個数はあっているか。       棚に並べる。 

袋や箱が破れたりしていないか確認。 

 

3. ピッキング             4. 梱包 

ほしい商品を棚から取ってくる。     持ち帰りやすいように袋に入れる。 

企業メッセージシート 



企業名 佐川急便株式会社 
ハローワーク名 

求人番号 

ハローワーク木場 

➀13130-44109 ② 13130-137609 ③ 13130-75409 

募集職種 
① 軽四ドライバー職 ② セールスデリバリー職 

➂ フィールド職 
勤務地 東京 23 区内 ※全国各地の営業所でも募集しております 

事業内容 宅配便など各種輸送にかかわる事業 

企業 PR 

（アピールポイント） 

企業間物流、個人への宅配、総合物流ソリューションを提供する総合物流企業へと成長し続けています。 

◆高校生のみなさんへ ～先輩社員の声～ ◆ 

 

《2017 年 高校新卒入社 軽四ドライバー職》 

～お客様から信頼されることが、何より仕事の励みになります～ 

仕事で一番うれしいことは、お客様から頼りにされること。 

自分からどんどんお客様に話し掛けることで、顔を覚えていただき、 

頻繁にご相談頂くようになりました。 

「佐川さん」から「青木さん」に変わる瞬間は何度経験しても 

良いものです。また繁忙期など忙しいときは、必ず先輩方が助けて 

くださいます。皆さん、不安にならずにぜひこのやりがいのある 

仕事にチャレンジしてみてください。 

 

《2016 年 高校新卒入社 セールスデリバリー職》 

～女性も活躍できる、やりがいのある職場です～ 

「佐川急便＝男性の職場」と思われがちですが、今は女性雇用が進んで女性社員もたくさん活躍しているんです。私もセールスデリバ

リーとして集配と営業を行う毎日。そこでお客様と仲良くなり、荷物を任せて頂くことにとてもやりがいを感じています。 

休みもしっかり取れて、私自身働きやすい職場だと感じますので、皆さんの若さと元気でさらに職場を盛り上げていきましょう！ 

 

 

企業メッセージシート 


