
ブース番号 応募受付開始日 企業名 パートタイム
/フルタイム

主な就業地 募集職種 求人番号

1 5月23日 株式会社 アルゴグラフィックス フルタイム 中央区 システムエンジニア 13010-43010521

障がい者アスリート職 13010-44877021
内勤職（事務） 13010-44876121

3 5月23日 国立大学法人 東京医科歯科大学 パートタイム 文京区 一般事務補佐員 13010-44292621

レストラン業務 13010-43819421
軽作業 13010-43825221
事務職 13010-43829621

中央区 一般事務 13010-45084621
都内各店舗 物件調査補助業務 13010-45086121

6 5月24日 ヤンセンファーマ 株式会社
（ジョンソン・エンド・ジョンソン日本法人グループ）

フルタイム 千代田区 一般事務 13010-45991821

7 5月24日 クラフト 株式会社 パートタイム ２３区内店舗 調剤薬局の事務 13010-44207221

千代田区 事務サポート 13010-46051321
港区 スキャニング・印刷補助 13010-46053921

9 5月25日 株式会社 シーユーシー パートタイム 中央区 事務職 13010-43640421

人事・労務業務 13010-46678021
経理業務 13010-46634121

管理部門事務補助 13010-46656521
総務・庶務業務 13010-46649421
印刷・デザイン 13010-46662821

フルタイム 一般事務 13010-44191821
パートタイム 一般事務 13010-44155621

中央区他首都圏 事務 13010-42915921
首都圏 整備 13010-42916121

13 5月26日 丸紅オフィスサポート 株式会社 フルタイム 千代田区 事務 13010-41992521

14 5月26日 学校法人 順天堂 フルタイム 文京区 事務一般職 13010-44141721

15 5月26日 ハイテクシステム 株式会社 パートタイム 中央区 一般事務補助 13010-43153721

16 5月27日 株式会社 ハピネス・アンド・ディ パートタイム 中央区 梱包・発送業務 13010-45395121

軽作業 13010-42006721
軽作業・庶務 13010-42010321

フルタイム オープン系プログラマー 13010-42028321
フルタイム 事務職（人事労務等） 13010-43138221
パートタイム 事務職（人事労務等） 13010-43141621

19 5月27日 株式会社 フージャースホールディングス フルタイム 千代田区 一般事務職 13010-42829021

20 5月26日 三菱マテリアルテクノ 株式会社 フルタイム 台東区 一般事務 13030-6472821

21 5月26日 日本電設工業 株式会社 パートタイム 台東区 事務スタッフ 13030-6473221

フルタイム 一般事務・営業事務 13030-6495121
パートタイム 一般事務・営業事務 13030-6502221

23 5月27日 キャディ 株式会社 パートタイム 台東区 一般事務 13030-5935421

24 5月27日 株式会社 駒井ハルテック パートタイム 台東区 事務的作業 13030-6457221

25 5月23日 株式会社 ヤナセ フルタイム 港区・目黒区
・世田谷区 洗車・車両回送業務 13040-47723021

人事事務 13040-49953121
総務事務 13040-49942621
学術部門 13040-49960921

27 5月23日 株式会社 トラストネットワーク フルタイム 港区 人事採用事務 13040-47732721

港区 一般事務 13040-47746621
江東区 一般事務及び軽作業 13040-47752421

29 5月24日 株式会社 ＴＢＳスパークル パートタイム 港区 一般事務 13040-47760421

30 5月24日 森ビル 株式会社 フルタイム 港区 一般事務・営業事務 13040-47767821

31 5月25日 三菱電機ソフトウェア 株式会社 フルタイム 港区 一般事務 13040-47777221

4 5月23日 株式会社 帝国ホテル

5 5月24日 みずほ不動産販売 株式会社

17 5月27日 株式会社 アドービジネスコンサルタント

18 5月27日 ランスタッド 株式会社

8 5月24日 日本アスペクトコア 株式会社

11 5月25日 プリモ・ジャパン 株式会社

12 5月26日 株式会社 アクティオ

5月25日 株式会社 アウトソーシングビジネスサービス10

26 5月23日 ヴィアトリス製薬 株式会社 フルタイム

22 5月27日 クミアイ化学工業 株式会社

28 5月24日 ユーピーエス・ジャパン 株式会社 フルタイム

千代田区フルタイム

フルタイム 千代田区

フルタイム

フルタイム

フルタイム 千代田区

フルタイム

港区

台東区
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パートタイム
中央区

豊島区

中央区

2 5月23日 ほけんの窓口グループ 株式会社
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32 5月25日 株式会社 帝国データバンク パートタイム 港区 一般事務 13040-47784821

33 5月25日 ホシザキ東京 株式会社 フルタイム 品川区 事務補助 13040-47792821

34 5月26日 株式会社 資生堂 フルタイム 港区 総合職または特定職 13040-47801021

一般事務（事務職） 13040-47810721
一般事務（経理職） 13040-47826121

営業事務 13040-47817921

36 5月26日 富士フイルムヘルスケアシステムズ 株式会社 フルタイム 品川区 一般事務 13040-47831321

37 5月27日 ＳＢＩ損害保険 株式会社 フルタイム 港区 事務スタッフ 13040-47842921

港区 一般事務 13040-47868921
江戸川区 倉庫内作業／隅田川センター 13040-47856521
八王子市 倉庫内作業／八王子事業所 13040-47859621
品川区 倉庫内作業／大井センター 13040-47866321

39 5月27日 株式会社 トップス パートタイム 目黒区 洋菓子製造工場内での補助業務 13040-47871221

40 5月24日 アットホーム 株式会社 フルタイム 千代田区 一般事務 13060-6604621

41 5月24日 株式会社 大庄 パートタイム 大田区 本社事務補佐 13060-6599321

42 5月24日 高砂香料工業 株式会社 フルタイム 大田区 事務職 13060-6600221

43 5月25日 タカラ食品工業 株式会社 パートタイム 大田区 食品製造／本社工場 13060-6598421

事務スタッフ 13060-6601521
在庫／倉庫管理スタッフ 13060-6602421

45 5月24日 株式会社 アイレップ フルタイム 渋谷区 事務補助業務 13070-27623521

調理製造・仕分け 13070-26782821
ハム等の製造補助、包装 13070-26781721

店舗スタッフ／新宿 13070-26777421
店舗スタッフ／新宿東口 13070-26779621
軽作業・事務補助 13070-27625321
ウェブクリエイター 13070-27624421

千代田区 商品補充／JR東京駅 13070-27628121
新宿区 商品補充／JR新宿駅 13070-27626621
台東区 商品補充／JR上野駅 13070-27627921

総務カウンター業務 13070-27631521
メールサービス 13070-27630221

50 5月25日 エレクター 株式会社 パートタイム 目黒区 庶務・一般事務 13070-27629021

51 5月26日 株式会社 Gizumo パートタイム 渋谷区 一般事務／本社 13070-27632421

フルタイム 一般事務 13170-10639521
軽作業 13170-10638221

横浜市鶴見区 カルディコーヒーファーム植物栽培 13170-10640321
渋谷区（在宅勤務） プログラマー（在宅勤務） 13070-27633321

デザイナー 13070-27635921
パートタイム 清掃 13070-27634621

54 5月25日 株式会社 アイザワビルサービス フルタイム 新宿区 オフィスビル清掃 13080-32380921

55 5月25日 株式会社 チヨダ パートタイム 世田谷区　外 販売 13080-33824121

56 5月25日 株式会社 ＩＢＪ フルタイム 新宿区 顧客対応 13080-34642521

57 5月26日 株式会社 アーキ・ジャパン 東京本社 フルタイム 新宿区 総務職 13080-34693321

58

ピッキング・梱包等作業 13080-34824721
接客・販売・販売補助 13080-34833821

フルタイム 一般事務（税理士業務補助） 13080-34853321
パートタイム 一般事務（税理士業務補助） 13080-34862621
フルタイム 総合職 13080-35861421
パートタイム 事務職 13080-35868821

新宿区

新宿区

60 5月27日 辻・本郷 税理士法人

61 5月27日 イオンディライトコネクト 株式会社

48 5月25日 株式会社 JR東日本クロスステーション

パートタイム 北区

渋谷区

52 5月26日
株式会社 キャメル珈琲
三鷹シェアードサービスセンター

53 5月26日 株式会社 フロム・ソフトウェア

三鷹市
パートタイム

フルタイム
渋谷区

59 5月26日 株式会社 和真

38 5月27日 ＮＸキャリアロード 株式会社 パートタイム

35 5月26日 日本ケミコン 株式会社 品川区フルタイム

目黒区

フルタイム 大田区

パートタイム 大田区

パートタイム

フルタイム

パートタイム

46 5月24日 日本レストランシステム 株式会社

44 5月25日 タワーレコード 株式会社

49 5月25日 株式会社 ベイクルーズ

47 5月24日 株式会社 やさしい手
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62 5月27日 朝日生命保険相互会社 フルタイム 新宿区  外 一般事務 13080-36149621

63 5月26日 エヌ・ティ・ティ・システム開発 株式会社 フルタイム 豊島区 支店管理スタッフ 13090-17499321

64 5月26日 テラテクノロジー 株式会社 パートタイム 豊島区 一般事務 13090-17497521

65 5月26日 学校法人 立教学院 フルタイム 豊島区・新座市 一般事務 13090-17500221

66 5月26日 株式会社 ランドネット パートタイム 豊島区 データ入力 13090-17498421

67 5月27日 リンテックサービス 株式会社 パートタイム 板橋区 清掃 13090-17501521

積算業務 13090-17504621
一般事務 13090-17506121

69 5月27日 株式会社 ビックカメラ パートタイム 豊島区 データ確認・修正作業 13090-17495821

70 5月27日 株式会社 ビックエー パートタイム 東京都内 店内軽作業 13090-17503321

足立区　外 物流倉庫内スタッフ 13100-3668921
大田区　外 物流倉庫内スタッフ 13100-3665421

72 5月26日 蓼科情報 株式会社 パートタイム 北区 プログラマー、システムエンジニア 13100-3670821

73 5月24日 日本アンテナ 株式会社 フルタイム 荒川区 事務職 13110-8283621

74 5月24日 東武バスセントラル 株式会社 フルタイム 足立区・葛飾区
・草加市 事務職 13110-8591121

75 5月25日 クリナップハートフル 株式会社 フルタイム 荒川区 清掃・庶務業務 13110-8554421

事務補助及び軽作業 13110-8614721
居室サービス 13110-8613021
厨房内作業 13110-8615821

77 5月24日 東武タワースカイツリー 株式会社 パートタイム 墨田区 一般事務 13120-7918221

78 5月24日 ＡＩＡＩ　Ｃｈｉｌｄ　Ｃａｒｅ 株式会社 パートタイム 墨田区 庶務業務・事務補助 13120-7926821

79 5月24日 株式会社 小森コーポレーション フルタイム 墨田区 一般事務・部品管理 13120-7930921

80 5月23日 株式会社 ネクスコ・トール関東 フルタイム 練馬区他 高速道路の料金所収受係員 13120-7931121

越谷市 警備業務 13120-7917821
足立区 13120-7919521

春日部市 13120-7920321
流山市 13120-7921621
越谷市 13120-7922921
越谷市 13120-7923121
墨田区 13120-7925721

春日部市 13120-7924021

82 5月24日 日本給食 株式会社 パートタイム 葛飾区 調理補助 13130-10239221

83 5月24日 株式会社 アクティオトランスポート パートタイム 江東区 一般事務補助、他軽作業 13130-10238821

フルタイム 一般事務補助 13130-10225621
パートタイム 車両移動・清掃等軽作業・事務補助 13130-10231421
フルタイム タクシー乗務社員 13130-10229721

85 5月24日 株式会社 ＩＨＩ回転機械エンジニアリング フルタイム 江東区 一般事務補助 13130-10214521

86 5月25日 ＭＸＭアスター 株式会社 フルタイム 江東区 事務軽作業 13130-10223421

江東区 倉庫内業務／東京支店 13130-10232321
練馬区 倉庫内業務／練馬支店 13130-10235121
足立区 倉庫内業務／城東支店 13130-10237721

フルタイム 一般事務職 13130-10249321
パートタイム 一般事務職 13130-10250121

89 5月23日 株式会社 日野ヒューテック パートタイム 日野市 一般事務 13140-6213521

大田区 一般事務 13140-6218121
八王子市 一般事務 13140-6219021

91 5月23日 ＭＳ＆ＡＤ事務サービス 株式会社 フルタイム 八王子市 一般事務 13140-6224621

清掃業務

事務作業

68 5月27日 株式会社 鈴木シャッター フルタイム 豊島区

医療法人社団 苑田会 パートタイム

81 5月23日 東武ビルマネジメント 株式会社

71 5月26日 株式会社 カクヤス

フルタイム

76 5月25日

88 5月25日 ＪＫホールディングス 株式会社

90 5月23日 株式会社 日本テクノス

84 5月24日 国際自動車 株式会社

87 5月25日 高瀬物産 株式会社 パートタイム

江東区

パートタイム

フルタイム

足立区

江東区
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立川市 社内テクニカルサポート 13150-9121921
立川市 人事総務事務（立川市通勤） 13150-9213521

在宅勤務 一般事務（完全在宅勤務） 13150-9214421
立川市／在宅併用 一般事務（通勤／在宅併用） 13150-9216621

93 5月23日 多摩信用金庫 フルタイム 立川市 一般事務 13150-9218121

94 5月23日 株式会社 旬菜デリ パートタイム 昭島市 清掃 13150-9221521

営繕補助職員 13160-3887321
介護職 13160-3888621

パート 一般事務 13170-10255421
フルタイム 一般事務 13170-10284721

97 5月23日 学校法人 杏林学園 パート 三鷹市 事務 13170-11040921

町田市 一般事務（町田） 13190-04161621
中央区 一般事務（横山町） 13190-04162921

99 5月23日 デンカ株式会社　デンカイノべ－ションセンター フルタイム 町田市 一般事務 13190-04273221

100 5月23日 株式会社 ベネッセビジネスメイト フルタイム 新宿区 ジョブサポート 13200-6686221

101 5月23日 日本電気航空宇宙システム 株式会社 フルタイム 府中市 技術職 13200-6422721

江東区 社内メール運営・各種事務 13200-6703921
江東区 オフィス総合事務 13200-6704121
多摩市 総務事務 13200-6706721
多摩市 ギフトの受注及び事務全般 13200-6709521
多摩市 農業・軽作業（補助作業) 13200-6715721
江東区 総務事務(リーダー候補） 13200-6717221

92 5月23日 ジョブサポートパワー 株式会社 フルタイム

95 5月23日
社会福祉法人 七日会
特別養護老人ホーム 社の園

青梅市パートタイム

102 5月23日 東京グリーンシステムズ 株式会社 フルタイム

96 5月23日 株式会社 飯田産業 武蔵野市

98 5月23日 みずほビジネス・チャレンジド 株式会社 フルタイム


