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会社名 若者応
援企業

業種 職種 既卒者可 求人数 求人番号

株式会社　大起エンゼルヘルプ ● 老人福祉・介護事業
訪問入浴介護・運転（３人１チーム）
／荒川区

一般求人 5 13110-6645841

株式会社　大起エンゼルヘルプ 老人福祉・介護事業 営業（ルート営業）／荒川区 一般求人 1 13110-8385441

株式会社　大起エンゼルヘルプ 老人福祉・介護事業 営業（ルート営業）／練馬区 一般求人 1 13110-8386741

エヌ・ティ・ティ・システム技研
株式会社

● ソフトウェア業 システムエンジニア 3年以内 6 13090-188648

エヌ・ティ・ティ・システム技研
株式会社

● ソフトウェア業 プログラマー（未経験者可） 一般求人 2 13090-21407941

エヌ・ティ・ティ・システム技研
株式会社　立川支店

ソフトウェア業 システムエンジニア 3年以内 4 13150-19148

エヌ・ティ・ティ・システム技研
株式会社　立川支店

● ソフトウェア業 プログラマー【未経験者可】 一般求人 2 13150-7425941

社会福祉法人　三幸福祉会 ● 老人福祉・介護事業 介護職 3年以内 10 13120-101048

インターネットウェア株式会社
東京支店

● ソフトウェア業
システムエンジニア／プログラマー
（本社／立川）

3年以内 5 13090-149548

インターネットウェア株式会社
東京支店

ソフトウェア業
ネットワーク／サーバエンジニア（本
社／立川）

3年以内 1 13090-148948

インターネットウェア株式会社
東京支店

ソフトウェア業
システムエンジニア・プログラマー／
中央区

一般求人 1 13090-20905641

インターネットウェア株式会社
東京支店

ソフトウェア業
システムエンジニア・プログラマー／
立川市

一般求人 1 13090-20908041

株式会社　すずのき 呉服・服地・寝具小売業 営業販売／関東地区 1年以内 6 13040-828148

株式会社　ゴーイング・ドットコ
ム

ソフトウェア業 プログラマー／システムエンジニア 3年以内 3 13030-83548

ファースト情報システム株式会
社　東京営業所

● その他の専門サービス業
大学病院システム導入・保守・運用
トレーナー

3年以内 1 13010-893548

隅田商事株式会社 食料・飲料卸売業 営業 3年以内 2 13010-914548

株式会社　ＮＩＳ ● ソフトウェア業
社内受託開発プログラマー
【若者応援宣言企業求人】

3年以内 3 13090-116848

社会福祉法人　ハッピーネット
若葉ゆめの園開設準備室

● 老人福祉・介護事業 介護職員（特養） 3年以内 20 13090-291448

社会福祉法人　ハッピーネット
若葉ゆめの園開設準備室

老人福祉・介護事業 介護職員（デイサービス） 3年以内 2 13090-289148

社会福祉法人　ハッピーネット
若葉ゆめの園開設準備室

老人福祉・介護事業 介護職員（訪問介護・移動支援） 3年以内 2 13090-290348

社会福祉法人　ハッピーネット
若葉ゆめの園開設準備室

老人福祉・介護事業 障がい児支援員 3年以内 1 13090-288048

株式会社　エーティーティーソ
リューションズ

● ソフトウェア業 プログラマー 3年以内 4 13010-813248

社会福祉法人　白陽会 ● 老人福祉・介護事業 介護職 5年以内 5 13060-39548

社会福祉法人　白陽会 老人福祉・介護事業 介護職（特養）【大田区矢口】 一般求人 3 13060-4894441

株式会社　アスモ介護サービス
東京

老人福祉・介護事業 介護職員／サービススタッフ 3年以内 20 13080-206348

株式会社　ガルフネット ソフトウェア業 本社事務職 3年以内 2 13130-100948

株式会社　ガルフネット ソフトウェア業 ＩＣＴ企画営業職 3年以内 5 13130-101548
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株式会社　ガルフネット ソフトウェア業 顧客支援職 3年以内 3 13130-99148

株式会社　ガルフネット ソフトウェア業 ＳＥ・プログラマ職 3年以内 5 13130-98048

株式会社　ガルフネット ソフトウェア業 ＳＥ：システムエンジニア職 3年以内 1 13130-97848

株式会社　あきんどスシロー すし店 店舗営業（店長候補） 3年以内 10 27060-100548

株式会社　あきんどスシロー すし店 店長候補（北葛西店） 一般求人 1 27060-16530641

株式会社　あきんどスシロー すし店 店長候補（南砂店） 一般求人 1 27060-16536241

株式会社　あきんどスシロー すし店 店長候補（足立保木間店） 一般求人 1 27060-16546441

富士製砥株式会社 研磨材・同製品製造業 営業業務 3年以内 2 27070-52448

東京真珠　株式会社 ● 他に分類されない卸売業 営業職（総合職） 3年以内 1 13010-930548

株式会社　エイチ・エス・ジェイ ●
電気通信・信号装置工事
業

営業 3年以内 1 13060-25248

株式会社　エイチ・エス・ジェイ
電気通信・信号装置工事
業

施工管理及び設計 3年以内 2 13060-26348

株式会社　堀場テクノサービス
機械修理業（電気機械器
具を除く）

営業業務 3年以内 1 26020-161248

株式会社　堀場テクノサービス
機械修理業（電気機械器
具を除く）

サービスエンジニア 3年以内 2 26020-160148

株式会社　ワカール ● その他の専門サービス業 編集制作 3年以内 1 13090-126148

八正建設　株式会社 ● 一般土木建築工事業 現場監督（木造戸建） 一般求人 1 13090-15438441

八正建設　株式会社 一般土木建築工事業 現場監督（木造戸建） 一般求人 1 13090-15435841

戸建住宅の販売・用地仕入れ営業 一般求人 2 13090-24927841

合同会社　但馬屋 農畜産物・水産物卸売業 企画営業（仕入バイヤー） 一般求人 2 13010-52463041

合同会社　但馬屋 農畜産物・水産物卸売業 開発輸入（水産物） 一般求人 2 13010-52458541

合同会社　但馬屋 農畜産物・水産物卸売業 開発輸入営業（水産物） 3年以内 2 13010-970748

株式会社　テレコメディア
他に分類されない事業
サービス業

（一般職）通販コールセンター業務／
携帯端末販売店舗業務

3年以内 5 13090-341848

株式会社　テレコメディア
他に分類されない事業
サービス業

（総合職）通販コールセンター業務／
携帯端末販売店舗業務

3年以内 5 13090-340548

株式会社セルート 貨物軽自動車運送業
総合職（法人営業／オペレーション
業務／管理業務）

2年以内 10 13080-489548

矢東タイヤ商事　株式会社 ● 自動車小売業 自動車ピットサービス 3年以内 2 13090-345348

矢東タイヤ商事　株式会社 自動車小売業 営業事務 3年以内 2 13090-344248

６月１０日追加！ 


