
労働者派遣事業者(19-派 -0001)

企業名・ギ/ ピ 「 / 操 寸 会 ネ十 (許可番号 :般23-301276)

ホームページアドレス:http://www.dptttnc.co.jpr

住所 :〒460-0008愛知県名古屋市中区栄三丁目3番 2生号
セントライズ栄8F

連絡先:0120-192-390
メールアドレス:sa"oOdpt― inc.coolD

担当部署日担当者名 採用課 (担当:齋藤)

※上記以外にも各オフィスがございます。他のオフィスの詳細につきましては裏面をご参照ください。

《サービス内容□取扱職種》
O求職者の方に、工場を中心としたお仕事のご紹介をしております。

O求職者の皆様から料金を頂くことはございません。
O車業界から食品業界まで様々なお仕事がございます。

○未経験からご活躍できるお仕事も、もちろんございます。

《特徴的な取組》
Oまずは専任のアドバイザーがご希望に応じたお仕事をご紹介、ご紹介にあ
たり、履歴書の書き方・面接方法等もしっかリサポート致します。
○東海エリア:愛知県B岐阜県・二重県を中心にお仕事をご紹介しております。

《利用手続き》
○当社サービスをご希望される方は、専用フリーダイヤル (0120-192-390)、

若しくは、専用メールアドレス(sawo@dpt― inc.cottp)ま でお気軽にご連絡・お問

合せください。
O当社求人内容は求人サイト「仕事めぐみ.com」 でも閲覧可能です。PCロ モバ

イル等から「仕事めぐみ」と検索いただければご覧になれます。

詳い略仕事内AⅢ当社求大す朴唯事わぐみ,側mいアクセス||
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【各拠点のご案内】

長野オフィス 393-0046 長野県諏訪郡下諏訪町東赤砂4523-11ア パー トセンター下諏訪ビル101号

幸田オフィス 444-0104 愛知県額田郡幸田町大字坂崎字雀ヶ入1番地

木更津オフィス 292-0834 千葉県木更津市潮見8-4

静岡県湖西市境宿554番地湖西オフィス 431-0496

稲沢オフィス 492-8545 愛知県稲沢市大矢町茨島30番地

滋賀オフィス 527-0011 滋賀県東近江市八日市浜野町8-24-1

沖縄オフィス 900-0006 沖縄県那覇市おもろまち2-5-37ハ
°
ルマ14-A2

～お仕事一覧～

“
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T460-0008
愛知県名古屋市中区栄三丁 目3番21号セントライズ栄8F

フリーダイヤル:0120‐192田390
メールアドレス:saiyo@dptttnc.cottp

まずは、お気軽 にお問合せください

ア イ ピーアイー株式会社

勤務地 職 種 内容 時給 基本給例

愛知県岡崎市近郊 電子部品製造 レンズ製造 920円 ～ 20万以上可

AV機器等の組立・検査・梱包 920円 ～ 20万以上可2 静岡県湖西市 電子部品製造

20万以上可3 千葉県木更津市 電子部品製造 ゲーム機等の組立・検査・梱包 900円 ～

4 滋賀県長浜市等 エンジン製造 エンジン等の組立。検査・力日工 1,250円 ～ 30万以上可

エンジン・トランスミッションの組立・検査・力日工 1,250円 ～ 28万以上可5 滋賀県竜王町 自動車部品製造

1,100円 ～ 29万以上可愛知県江南市 建材加工 パネル組み付け等

愛知県半田市 金属部品製造 鋼管の検査・力日工 1,200円 ～ 28万以上可

8 愛知県犬山市 軸受製造 軸受製造 1,250円 ～ 27万以上可

目視検査・機械OP 1,150円 ～ 25万以上可9 愛知県犬山市 金属部品製造

1,150円 ～ 27万以上可10 愛知県大 口町。犬山市 カーエアコンの部品製造 機械OP

11 岐阜県下呂市 木製ドアの製造 木製ドアの組立・加工・検査・梱包 1,150円 ～ 26万以上可

組立・検査 (クリーンルーム) 900円 ～ 20万以上可12 長野県下諏訪町 電子部品製造

1,200円 ～ 20万以上可13 諏訪郡長野県 電子部品製造 組立 (ライン)

20万以上可14 長野県岡谷市 金属部品製造 外観検査/事務 1,000円 ～

15 長野県富士見町 木材の加工。運搬/CAD 加工・検査・梱包。運搬 1,000円 ～ 25万以上可

機械OP(NC旋盤 ) 960円 ～ 20万以上可16 長野県諏訪郡 精密切削業
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職業紹介事業者(19-職 -0001)

企 業 名 「 イ ピ― 予 /―挨 寸 会 ネ十 (許可番号 :23-ユ ー300970)

ホームページアドレス:http://― .dptttnc,co.jp/

住所 :〒 460-0008愛知県名古屋市中区栄三丁目3番21号

セントライズ栄8F

連絡先:0120-192-390
メールアドレスIsaivo@dpt― inc.co.ip

担当部署・担当者名 採用課 (担当:齋藤)

※上記以外にも各オフィスがございます。他のオフィスの詳細につきましては裏面をご参照ください。

《サービス内容・取扱職種》
○求職者の方に、工場を中心としたお仕事のご紹介をしております。

O求職者の皆様から料金を頂くことはございません。

O車業界から食品業界まで様々なお仕事がございます。

○未経験からご活躍できるお仕事も、もちろんございます。

《特徴的な取組》
Oまずは専任のアドバイザーがご希望に応じたお仕事をご紹介、ご紹介にあ
たり、履歴書の書き方n面接方法等もしつかリサポート致します。

○東海エリア:愛知県・岐阜県・二重県を中心にお仕事をご紹介しております。

《利用手続き》
O当社サービスをご希望される方は、専用フリーダイヤル (0120-192-390)、

若しくは、専用メールアドレス(sawo@dpt― inc.co.jp)ま でお気軽にご連絡・お問

合せください。
O当社求人内容は求人サイト「仕事めぐみ。com」でも閲覧可能です。PC・ モバ

イル等から「仕事めぐみ」と検索いただければご覧になれます。

詳い略仕事内容静悩杜求大す小吐事bぐみ〕甑ヘアクセス||
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【各拠点のご案内】

長野オフィス 393-0046 長野県諏訪郡下諏訪町東赤砂4523-11ア パー トセンター下諏訪ビル101号

幸田オフィス 444-0104 愛知県額田郡幸田町大字坂崎字雀ヶ入1番地

木更津オフィス 292-0834 千葉県木更津市潮見8-4

湖西オフィス 431-0496 静岡県湖西市境宿554番地

稲沢オフィス 492-8545 愛知県稲沢市大矢町茨島30番地

滋賀オフィス 527-0011 滋賀県東近江市八日市浜野町8-24-1

沖縄オフィス 900-0006 沖縄県那覇市おもろまち2-5-37ハ
°
ルマ14-A2

～お仕事一覧～

☆ほかにもお仕事ございます。 しくよェ下記連絡先まI で・ ・ ・ ☆

職種 内容 時給 基本給例勤務地

920円 ～ 20万以上可愛知県岡崎市近郊 電子部品製造 レンズ製造

2 静岡県湖西市 電子部品製造 AV機器等の組立・検査。梱包 920円 ～ 20万以上可

千葉県木更津市 電子部品製造 ゲーム機等の組立・検査・梱包 900円 ～ 20万以上可

4 エンジン等の組立・検査。加工 1,250円 ～ 30万以上可滋賀県長浜市等 エンジン製造

5 滋賀県竜王町 自動車部品製造 エンジン・トランスミッションの組立・検査・力日工 1,250円 ～ 28万以上可

6 愛知県江南市 黛材加工 パネル組み付け等 1,100円 ～ 29万以上可

愛知県半田市 金属部品製造 鋼管の検査功日工 1,200円 ～ 28万以上可

1,250円 ～ 27万以上可8 愛知県犬山市 軸受製造 軸受製造

9 愛知県犬山市 金属部品製造 目視検査・機械OP 1,150円 ～ 25万以上可

10 愛知県大口町。犬山市 カーエアコンの部品製造 機械OP 1,150円 ～ 27万以上可

11 木製ドアの組立・カロエ・検査・梱包 1,150円 ～ 26万以上可岐阜県下呂市 木製ドアの製造

12 長野県下諏訪町 電子部品製造 組立・検査 (クリーンルーム) 900円 ～ 20万以上可

13 諏訪郡長野県 電子部品製造 組立 (ライン) 1,200円 ～ 20万以上可

14 長野県岡谷市 金属部品製造 外観検査/事務 1,000円 ～ 20万以上可

加工・検査・梱包・運搬 1,000円 ～ 25万以上可15 長野県富士見町 木材の加工・運搬/CAD

16 長野県諏訪郡 精密切削業 機械OP(NC旋盤 ) 960円 ～ 20万以上可

DPT
‐ ■ ‖

T460-0008
愛知県名古屋市中区栄三丁 目3番21号セントライズ栄8F

フリーダイヤル:0120‐192‐390
メールアドレス:saり0@dptttnc.co.jp

まず は、お気 軽 にお 問合 せ ください

ア イ ビーアイー株式会社
醐
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