
ハローワーク池袋 サンシャイン庁舎 
（豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 3階） 

参加事業所・開催日時 

  月～金 曜日 （※1）  

場   所 

参加方法 

 ハローワーク池袋の「企業面談ブース」にて、毎日１社、日替わりで様々な会社の面接会を行います。 
 

 求人票だけではわからない生の話を担当者から聞きながら面接を受けられるチャンス！ 
 

 「とりあえず話だけ聞いてみたい」という方も予約可能ですので、ぜひご参加下さい。 

 

参加対象者 

午前 9:00～12:00 の間 で 

   

この申込書は、当日に会場で職員にご提出願います。 

参加予約日                     月         日 会社名 

フリガナ   

生年月日 

 昭和・平成   

お名前         年      月      日生（        歳） 

ご住所   電話番号   

ハローワーク登録  無 ・有 （登録所                     ） ハローワーク求職番号   

切り取り線 会社説明・面接会 inハローワーク池袋 参加申込書 

済 

ハローワーク池袋 

    毎日１社     ※ 土日祝日を除く  

企業面談ブース     毎日１社   
9：00～12:00の間で１人30分程度
（事前予約制） 
            開催スケジュールのとおり 
 

                                 ※  土日祝日を除く。また、参加申込
状況等により開催しない場合もあります。 
                              

                         

１人 30分程度 （事前予約制） 

初めてハローワークを利用される方、 
在職中の方、職業訓練を受講され 
ている方まで、幅広く歓迎します。 

 

希望求人の応募条件を満たす方であれば どなたでも可  

※求人毎の応募条件（年齢･経験等）は、別途「開催スケジュール」及び会社毎の「求人票」をご確認下さい。 

各日定員6名 

下記まで、日時を事前予約して下さい。 

当日は、応募書類をご持参の上、予約時間の 
10分前までに 3階 総合受付にお越し下さい。 
 

※なお、説明を聞くだけであれば応募書類は不要ですが、 面談結果等については、 
   ハローワークにて簡易なデータ記録をさせて頂きますのでご了承願います。 

  問い合わせ ： ハローワーク池袋  職業相談第一部門  

  （申込先）    TEL：03-5911-8609 （ 部門コード 41# ） 

※面接開始時間は、予約の際にお伝えします。 

※別途「開催スケジュール」のとおり。 参加申込状況等により開催しない場合があります。  

求職者向け 
リーフレット 



平成２９年８月 日替わり会社説明・面接会inハローワーク池袋 開催スケジュール 

※本説明会は採用選考を行うものではありません。上記求人はあくまでも参考として例示しております。 

月 火 水 木 金 

日本郵便㈱ 
【郵便・銀行・保険事業】 

①事務：郵便・貯金・保険の
窓口業務、端末機の操作、
郵便物の引き受け等 
時給960円～1170円 
8:50～17:35 
土日祝休み（週5日） 
★高卒以上、要PCスキル、
経験不問、年齢不問 
13080-99999999 

②事務：郵便・貯金・保険の
窓口業務、端末機の操作、
郵便物の引き受け等 
時給960円～1170円 
8:50～12:00、13:00～17:15
のシフト制 
土日祝休み（週3日） 
13080-99999999 
★高卒以上、要PCスキル、
経験不問、年齢不問 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

受付終了 

受付終了 

受付終了 

受付終了 

受付終了 

上記以降も会社が決まり次第、随時更新していきます。 
（※最新の状況はハローワーク池袋のホームページでご確認願います） 

日付 会社名（特徴等） 職種 年齢 経験・資格 求人番号

㈱ユニクロ 池袋東武店 地域正社員 ～64歳 不問 13090‐51465781

準社員(ﾌﾙﾀｲﾑ) ～64歳 不問 13090‐51466881

準社員(ﾊﾟｰﾄ) ～64歳 不問 13090‐51467281

ＳＯＭＰＯビジネスサービス㈱ 一般事務（新宿） 不問 文字入力スキル 13170‐49334981

一般事務（本社） 不問 文字入力スキル 13170‐49337781

一般事務（パート） 不問 文字入力スキル 13170‐49335581

㈱オーシカ 一般事務（パート） 不問 不問 13090‐52618481

営業（化成品事業部） ～62歳 自動車免許 13090‐52620081

営業（建材事業部） ～62歳 自動車免許 13090‐52622681

㈱ヒストリックシザーズ 受付 ～35歳 不問 13090‐51577581

ネイリスト ～35歳 不問 13090‐51578481

アイリスト ～35歳 美容師免許 13090‐51579781

西濃運輸㈱　歌舞伎町ビジネスセンターおよび大森支店 台車による集荷スタッフ 不問 不問 13080‐95734981

集荷ドライバー/正社員 ～44歳 自動車免許 13060‐23415081

集荷ドライバー/パート 不問 自動車免許 13060‐23416381

誠製本㈱ ‐

製本オペレーター 不問 不問 13090‐53847181

‐

㈱関東測機社 内装施工管理（未経験者） ～45歳 不問 13090‐54222681

内装施工管理（女性歓迎） ～59歳 不問 13090‐54220081

内装施工管理（経験者） ～59歳 経験３年程度 13090‐54219781

（医社）明芳会板橋中央総合病院 事務（フル） 不問 不問 13090‐54773581

事務（パート） 不問 不問 13090‐54789681

看護助手（パート） 不問 不問 13090‐54792881

日本ゴンドラ㈱ 販売営業 ～34歳 PC基本ｽｷﾙ 13010‐44671082

保守営業 ～34歳 PC基本ｽｷﾙ 13010‐44677382

保守点検 ～34歳 不問 13010‐44674182

(社福)ドリームヴイ 支援員／十条 ～64歳 不問 13100‐10429881

支援員／本駒込 ～64歳 不問 13100‐10431081

‐

㈱光和ファシリティ ﾏﾝｼｮﾝ管理人/豊島区 不問 不問 13090‐54744081

ﾏﾝｼｮﾝ清掃員/千代田区 不問 不問 13090‐54745381

ﾏﾝｼｮﾝ清掃員/中央区 不問 不問 13090‐54746681

㈱テンダーラビングケアサービス 保育士/文京区 ～59歳 保育士 13010‐46151982

学童指導員/練馬区 不問 保育士等 13010‐46154782

学童指導員/文京区 不問 保育士等 13010‐45994082

㈱立教ファシリティマネジメント 学校用務員/立教大 18歳以上 不問 13090‐54783781

学校用務員/香蘭女学校 不問 不問 13090‐54796381

‐

㈱浅野屋 ‐

～59歳 不問 13090‐54834081

‐

富国生命保険相互会社 池袋支社 ‐

アフターサービス専門職 ～44歳 自動車免許 13090‐55590481

‐

大正12年創業、90年を超える歴史を持つ大手生命保険会社。2018年ｵﾘｺﾝ顧
客満足度調査にて生命保険分野第1位を受賞。未経験者歓迎、研修・OJT有

12/21
（金）

立教大学池袋ｷｬﾝﾊﾟｽ内と品川区の香蘭女学校での用務員のお仕事です。校
内の環境整備や来訪者対応等。立教学院グループで安心。未経験歓迎。

12/20
（木）

1933年創業の老舗ﾍﾞｰｶﾘｰ。取引先多数で安定経営。仕事内容は生地の仕込
み・生成・ﾄﾗｯｸの積み込み。難しい作業はありませんので、未経験者も安心

12/19
（水）

製造（ピザ生地）

大手管理会社を取引先に持つﾏﾝｼｮﾝ・ﾋﾞﾙ管理会社。都内に多数の就業場所
の求人あり、面接会で希望の地域相談可。若年者～70代までの方が活躍中

12/18
（火）

保育園・医療分野のｴｷｽﾊﾟｰﾄ。都内に直営の保育園多数あり。有給休暇入社
３か月後から利用可能。持ち帰り業務一切ﾅｼ、ﾒﾘﾊﾘをつけて働けます。

12/17
（月）

日替わり面接会 開催スケジュール H30.12.3現在
平成30年度

平日だけ、朝だけ、お子様が学校に行っている間だけなど、希望の曜日・時間
等をご相談下さい。清掃、商品補充のみ等、作業を限定した働き方も相談可。

12/4
（火）

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ企業で内務事務を受託。従業員2000人以上。仕事内容は
書類開封、並び替え、PC入力操作等の事務作業。子育て中の方も歓迎。

12/3
（月）

子供～お年寄りまで幅広い客層のﾌｧﾐﾘｰｻﾛﾝ（美容室）を13店舗展開。ﾈｲﾘｽﾄ
は、資格不問・未経験者歓迎、OJT・研修制度・講習も充実。

12/5
（水）

創業75年、建物に必ず使われる合板用接着剤で高いｼｪｱを誇る業界のﾘｰﾃﾞｨﾝ
ｸﾞｶﾝﾊﾟﾆｰ。資本金4億1785万円。営業は２０代～30代の社員を中心に活躍中

12/6
（木）

業界最大手の物流企業。昭和5年創業、従業員数約13000人。取引先の多数
が法人のため日曜・祝休み。年末年始、夏季休暇あり。未経験者歓迎。

12/10
（月）

創業６０年以上、手帳から豪華本まで作成している製本会社。世界で最も美し
い本コンクール銀賞（ﾄﾞｲﾂ開催）。学歴、経験問わず。男女ともに活躍中。

12/7
（金）

予防医学からリハビリまでの一貫した医療を推し進める地域に密着した総合
病院。IMSグループ内病院での医療費減免制度有。学歴・経験・資格不問。

12/11
（火）

東京ﾓｰﾀｰｼｮｰの有名ﾌﾞｰｽや、ﾃﾞﾊﾟｰﾄやﾃｰﾏﾊﾟｰｸ等、誰もが知っている案件を
多数手掛けている内装施工会社。昭和57年設立。16年連続黒字経営。

12/12
（水）

昭和36年創業、日本で初めて窓拭電動式ｺﾞﾝﾄﾞﾗを開発した老舗企業。創業以
来黒字経営で、経営基盤も安定。ほとんどの社員が中長期的に在籍。

12/14
（金）

資格・経験不問。食事提供・利用者とのお話・相談相手からｽﾀｰﾄする支援員。
研修・OJT有。誕生日会、ｸﾘｽﾏｽ会等様々な行事がありｱｯﾄﾎｰﾑな職場環境

12/13
（木）

※無資格・未経験者歓迎！！

※もちろん未経験者歓迎です

※美容に興味がある方、おしゃれが好きな方大歓迎

※入社3年後の定着率90%。全国・海外に支店を展開

※男女とも未経験者歓迎。丁寧に教えます。資格取得支援有

※研修・ＯＪＴ有

※定時退社を基本としています。ワークライフバランス重視。

※未経験者にもOJT研修あります。

※ﾊﾛｰﾜｰｸから20代～60代の採用実績あり。未経験者歓迎

※東京ｽｶｲﾂﾘｰなど、有名高層ﾋﾞﾙとの取引実績多数あり

※未経験者にはOJT研修します。

※大手宅配ﾁｪｰﾝのﾋﾟｻﾞ生地を作って頂きます。 ﾊﾟﾝの社割あり

※親切丁寧なOJTあり、未経験の方も安心して働けます

※ﾊﾛｰﾜｰｸ紹介の採用実績多数

※都内に就業場所多数あり


