
№

A-1 製造スタッフ A-2 基板製造スタッフ

A-3 部品管理スタッフ A-4 基板組立スタッフ

A-5 製造スタッフ

B-1 職業指導員

C-1
CAD・CAM
オペレーター C-2 設計

C-3 製造スタッフ C-4 購買事務

D-1 CADオペレーター D-2 自動車開発

E-1 研削盤工

F-1 一般事務 F-2 営業

G-1 総務経理事務 G-2 営業

G-3 生産管理 G-4
プラント

オペレーター

G-5 重機オペレーター G-6 重機オペレーター

H-1 人事・総務事務 H-2 システム営業

H-3 プログラマー H-4 インフラエンジニア

H-5 組込みエンジニア

I-1 一般事務 I-2 一般事務

I-3 生活支援員 I-4 支援員

J-1 品質管理 J-2 検査・検品

J-3 作業スタッフ

J
株式会社 協進印刷

福生工場

I
社会福祉法人

東京聴覚障害者福祉事業協会

株式会社 昭和石材工業所
青梅事業所

株式会社
サイプレス・ソリューションズ

G

H

F 株式会社 五光社

求人番号

A

C

D

E

企業名

東芝インフラ機器テクノロジー
株式会社

南デザイン 株式会社

B 社会福祉法人 東京リハビリ協会

株式会社 大洋テック

大成技研 株式会社

参加企業求人票一覧 平成30年9月11日(火)

都立多摩職業能力開発センター



№ 求人番号企業名

参加企業求人票一覧 平成30年9月11日(火)

都立多摩職業能力開発センター

K-1 設備管理 K-2 施設警備員

L-1 営業 L-2 営業

L-3 品質管理 L-4 店舗運営スタッフ

M-1 経理事務 M-2 生産管理

M-3 機械設計 M-4 電気設計

M-5 機械技能士 M-6 溶接技能士

N-1
システムエンジニア・

プログラマ N-2 システム構築・保守

N-3 システム導入

O-1 設備管理

P-1 営業事務 P-2 営業

P-3 整備スタッフ

Q-1 営業 Q-2 オペレーター

R-1 測量・調査スタッフ R-2 施工管理

R-3 土木設計スタッフ R-4 地質調査スタッフ

S-1 総務経理事務 S-2 営業

S-3 営業

T-1 一般事務 T-2 企画・製造

T-3 一般事務 T-4 製造・生産管理

S マルヰガス東京 株式会社

P 株式会社 アクティオ

Q 明誠企画 株式会社

R
株式会社 グラフィック

東京営業所

M 株式会社 山友技術

N 株式会社 コスモ・インテリジェンス

O 都市環境整美 株式会社

K アイング 株式会社

L 株式会社 ミート・コンパニオン

T 株式会社 ローザ特殊化粧料



求人企業開拓員（しごとｾﾝﾀｰ多摩）

求人情報No：

詳細・応募問合わせ先：

2018/09/11公開日： 201808140373

求　人　票
有効期限：2018/09/11

【A-1】東芝インフラ機器テクノロジー 株式会社企業名

資本金 70百万円 従業員数 597人

事業内容 電気機械器具製造業

おすすめポイント

平成30年9月11日(火）≪就職面接会 in 都立多摩職業能力開発センター≫に参加します。
是非ブースにお越しください。

※求職者の皆様へ
　本求人内容は、事業主が示した募集条件です。採用時の労働条件については、
　事業主と労働条件通知書などにより確認してください。

◆募集内容

募集職種 製造スタッフ 募集人数 7人

仕事内容 薄板パネル加工・組立、厚板製缶・板金組立、NC加工、CO2溶接

勤務地 東京都府中市東芝町1　最寄駅：北府中駅

勤務時間 8:15～17:00

休憩 60分 残業 有り（平均30時間/月）

給与

月給：20万円～21万円／時給：1,300円～1,400円

【月給換算】時給×実働時間(7.75H)×稼働日数(20日)
賃金締切日：末日　賃金支払日：翌月25日

昇給 有り 賞与
有り（前年度実績　年2回　計0円～
200,000円）

雇用形態 契約社員　※正社員登用制度　有り 雇用期間
有り（6ヶ月　更新の可能性あり　※
最長4年　条件により延長の可能性あ
り）

試用期間 有り（2ヶ月）

試用期間中の
労働条件変更

有り（時給：1,200円～1,300円）

定年 有り（65歳）

再雇用 無し 転勤 無し

社会保険 雇用　労災　健康　厚生

交通費 有り（全額支給） 退職金 無し

他諸手当

休日休暇 土・日・祝　夏季休暇　年末年始休暇　年間休日124日

その他

祝日が土曜日にあたる場合その前日は休日

財形あり　資格取得支援制度あり

育児休業取得実績あり　介護休業取得実績あり　看護休暇取得実績あり

◆応募資格

学歴 不問

経験 不問

資格 不問

語学力 不要

応募年齢 不問

1 / 1



求人企業開拓員（しごとｾﾝﾀｰ多摩）

求人情報No：

詳細・応募問合わせ先：

2018/09/11公開日： 201808140374

求　人　票
有効期限：2018/09/11

【A-2】東芝インフラ機器テクノロジー 株式会社企業名

資本金 70百万円 従業員数 597人

事業内容 電気機械器具製造業

おすすめポイント

平成30年9月11日(火）≪就職面接会 in 都立多摩職業能力開発センター≫に参加します。
是非ブースにお越しください。

※求職者の皆様へ
　本求人内容は、事業主が示した募集条件です。採用時の労働条件については、
　事業主と労働条件通知書などにより確認してください。

◆募集内容

募集職種 基板製造スタッフ 募集人数 4人

仕事内容 はんだ付けの良否判定等の目視検査、組立後の試験、プリント基板への電子部品挿入

勤務地 東京都府中市東芝町1　最寄駅：北府中駅

勤務時間 8:15～17:00

休憩 60分 残業 有り（平均30時間/月）

給与

月給：18万円／時給：1,200円

【月給換算】時給×実働時間(7.75H)×稼働日数(20日)
賃金締切日：末日　賃金支払日：翌月25日

昇給 有り 賞与
有り（前年度実績　年2回　計0円～
200,000円）

雇用形態 契約社員　※正社員登用制度　有り 雇用期間
有り（6ヶ月　更新の可能性あり　※
最長4年　条件により延長の可能性あ
り）

試用期間 有り（2ヶ月）

試用期間中の
労働条件変更

有り（時給：1,100円）

定年 有り（65歳）

再雇用 無し 転勤 無し

社会保険 雇用　労災　健康　厚生

交通費 有り（全額支給） 退職金 無し

他諸手当

休日休暇 土・日・祝　夏季休暇　年末年始休暇　年間休日124日

その他

祝日が土曜日にあたる場合その前日は休日

財形あり

育児休業取得実績あり　介護休業取得実績あり　看護休暇取得実績あり

◆応募資格

学歴 不問

経験 不問

資格 不問

語学力 不要

応募年齢 不問

1 / 1



求人企業開拓員（しごとｾﾝﾀｰ多摩）

求人情報No：

詳細・応募問合わせ先：

2018/09/11公開日： 201808140375

求　人　票
有効期限：2018/09/11

【A-3】東芝インフラ機器テクノロジー 株式会社企業名

資本金 70百万円 従業員数 597人

事業内容 電気機械器具製造業

おすすめポイント

平成30年9月11日(火）≪就職面接会 in 都立多摩職業能力開発センター≫に参加します。
是非ブースにお越しください。

※求職者の皆様へ
　本求人内容は、事業主が示した募集条件です。採用時の労働条件については、
　事業主と労働条件通知書などにより確認してください。

◆募集内容

募集職種 部品管理スタッフ 募集人数 2人

仕事内容 組立部品の取り揃え、入出庫品受付・管理・払出し等

勤務地 東京都府中市東芝町1　最寄駅：北府中駅

勤務時間 8:15～17:00

休憩 60分 残業 有り（平均30時間/月）

給与

月給：17万円／時給：1,100円

【月給換算】時給×実働時間(7.75H)×稼働日数(20日)
賃金締切日：末日　賃金支払日：翌月25日

昇給 有り 賞与
有り（前年度実績　年2回　計0円～
200,000円）

雇用形態 契約社員　※正社員登用制度　有り 雇用期間
有り（6ヶ月　更新の可能性あり　※
最長4年　条件により延長の可能性あ
り）

試用期間 有り（2ヶ月）

試用期間中の
労働条件変更

有り（時給：1,000円）

定年 有り（65歳）

再雇用 無し 転勤 無し

社会保険 雇用　労災　健康　厚生

交通費 有り（全額支給） 退職金 無し

他諸手当

休日休暇 土・日・祝　夏季休暇　年末年始休暇　年間休日124日

その他

祝日が土曜日にあたる場合前日は休日

財形あり

育児休業取得実績あり　介護休業取得実績あり　看護休暇取得実績あり

◆応募資格

学歴 不問

経験 不問

資格 不問

語学力 不要

応募年齢 不問

1 / 1



求人企業開拓員（しごとｾﾝﾀｰ多摩）

求人情報No：

詳細・応募問合わせ先：

2018/09/11公開日： 201808140377

求　人　票
有効期限：2018/09/11

【A-4】東芝インフラ機器テクノロジー 株式会社企業名

資本金 70百万円 従業員数 597人

事業内容 電気機械器具製造業

おすすめポイント

平成30年9月11日(火）≪就職面接会 in 都立多摩職業能力開発センター≫に参加します。
是非ブースにお越しください。

※求職者の皆様へ
　本求人内容は、事業主が示した募集条件です。採用時の労働条件については、
　事業主と労働条件通知書などにより確認してください。

◆募集内容

募集職種 基板組立スタッフ 募集人数 5人

仕事内容 プリント基板の実装・組立

勤務地 東京都府中市東芝町1　最寄駅：北府中駅

勤務時間 ①8:15～17:00　②20:00～翌5:00　①②シフト制

休憩 ①60分　②75分 残業 有り（平均30時間/月）

給与

月給：18万円／時給：1,200円

【月給換算】時給×実働時間(7.75H)×稼働日数(20日)
その他手当：交代勤務手当2,500円/回
賃金締切日：末日　賃金支払日：翌月25日

昇給 有り 賞与
有り（前年度実績　年2回　計0円～
200,000円）

雇用形態 契約社員　※正社員登用制度　有り 雇用期間
有り（6ヶ月　更新の可能性あり　※
最長4年　条件により延長の可能性あ
り）

試用期間 有り（2ヶ月）

試用期間中の
労働条件変更

有り（時給：1,100円）

定年 有り（65歳）

再雇用 無し 転勤 無し

社会保険 雇用　労災　健康　厚生

交通費 有り（全額支給） 退職金 無し

他諸手当

休日休暇 土・日・祝　夏季休暇　年末年始休暇　年間休日124日

その他

祝日が土曜日にあたる場合前日は休日

財形あり

育児休業取得実績あり　介護休業取得実績あり　看護休暇取得実績あり

◆応募資格

学歴 不問

経験 不問

資格 不問

語学力 不要

応募年齢 不問

1 / 1



求人企業開拓員（しごとｾﾝﾀｰ多摩）

求人情報No：

詳細・応募問合わせ先：

2018/09/11公開日： 201808140379

求　人　票
有効期限：2018/09/11

【A-5】東芝インフラ機器テクノロジー 株式会社企業名

資本金 70百万円 従業員数 597人

事業内容 電気機械器具製造業

おすすめポイント

平成30年9月11日(火）≪就職面接会 in 都立多摩職業能力開発センター≫に参加します。
是非ブースにお越しください。

※求職者の皆様へ
　本求人内容は、事業主が示した募集条件です。採用時の労働条件については、
　事業主と労働条件通知書などにより確認してください。

◆募集内容

募集職種 製造スタッフ 募集人数 3人

仕事内容 エレベーターの制御装置用電線・ワイヤーケーブルの加工、基板の受入検査・通電試験

勤務地 山梨県上野原市上野原8154-10　最寄駅：藤野駅

勤務時間 8:15～17:00

休憩 45分 残業 有り（平均30時間/月）

給与

月給：18万円／時給：1,200円

【月給換算】時給×実働時間(7.75H)×稼働日数(20日)
賃金締切日：末日　賃金支払日：翌月25日

昇給 有り 賞与
有り（前年度実績　年2回　計0円～
200,000円）

雇用形態 契約社員　※正社員登用制度　有り 雇用期間
有り（6ヶ月　更新の可能性あり　※
最長4年　条件により延長の可能性あ
り）

試用期間 有り（2ヶ月）

試用期間中の
労働条件変更

有り（時給：1,100円）

定年 有り（65歳）

再雇用 無し 転勤 無し

社会保険 雇用　労災　健康　厚生

交通費 有り（全額支給） 退職金 無し

他諸手当

休日休暇 土・日・祝　夏季休暇　年末年始休暇　年間休日124日

その他

祝日が土曜日にあたる場合前日は休日

財形あり

育児休業取得実績あり　介護休業取得実績あり　看護休暇取得実績あり

◆応募資格

学歴 不問

経験 不問

資格 不問

語学力 不要

応募年齢 不問

1 / 1



求人企業開拓員（しごとｾﾝﾀｰ多摩）

求人情報No：

詳細・応募問合わせ先：

2018/09/11公開日： 201808140327

求　人　票
有効期限：2018/09/11

【B-1】社会福祉法人 東京リハビリ協会企業名

資本金 335百万円 従業員数 120人

事業内容 病院・高齢者施設等へのリネンサプライ・観賞魚リース事業

おすすめポイント

平成30年9月11日(火）≪就職面接会 in 都立多摩職業能力開発センター≫に参加します。
是非ブースにお越しください。

※求職者の皆様へ
　本求人内容は、事業主が示した募集条件です。採用時の労働条件については、
　事業主と労働条件通知書などにより確認してください。

◆募集内容

募集職種 職業指導員 募集人数 5人

仕事内容
病院や福祉施設で使用する寝具類の洗濯や仕上げ等を障害を持つ利用者の程度に合うような作業
の指導および支援

勤務地
東京都立川市富士見町7-33-3　　　　　 最寄駅：立川駅
東京都西多摩郡日の出町大字平井218-1　最寄駅：秋川駅

勤務時間 9:00～17:50　変形労働時間制（年単位）

休憩 60分 残業 無し

給与

月給：22万円～27万円

【給与詳細】
月給：222,700円～272,100円
基本給：168,100円～213,100円
定期的に支払われる手当：調整特別手当54,600円～59,000円
その他手当：なし
賃金締切日：20日  賃金支払日：翌月5日

昇給 有り 賞与
有り（前年度実績　年3回　計3.80ヶ
月分）

雇用形態 正社員 雇用期間 定めなし

試用期間 有り（3ヶ月）

試用期間中の
労働条件変更

無し

定年 有り（63歳）

再雇用 有り（65歳） 転勤 有り

社会保険 雇用　労災　健康　厚生

交通費
有り（30,000円/月まで支給　マイ
カー通勤可　※応相談）

退職金 有り

他諸手当

休日休暇 土・日　他　年間休日109日

その他
土曜日出勤が年5～6回あり(振替休日対応）　休日休暇は事業所カレンダーによる

育児休業取得実績あり　介護休業取得実績なし　看護休暇取得実績なし

◆応募資格

学歴 大学（卒業以上）

経験 PC基本操作（ワード・エクセル・パワーポイント）

資格 不問

語学力 不要

応募年齢 不問

1 / 1



求人企業開拓員（しごとｾﾝﾀｰ多摩）

求人情報No：

詳細・応募問合わせ先：

2018/09/11公開日： 201808140313

求　人　票
有効期限：2018/09/11

【C-1】南デザイン 株式会社企業名

資本金 40百万円 従業員数 110人

事業内容 試作品の製造・加工、デザイン確認用モデルの製作・製品設計の検証用モデルの製作

おすすめポイント

平成30年9月11日(火）≪就職面接会 in 都立多摩職業能力開発センター≫に参加します。
是非ブースにお越しください。

※求職者の皆様へ
　本求人内容は、事業主が示した募集条件です。採用時の労働条件については、
　事業主と労働条件通知書などにより確認してください。

◆募集内容

募集職種 CAD・CAMオペレーター 募集人数 2人

仕事内容 試作品のデータ分割、加工データの変換、部品の組立・仕上げ等

勤務地 東京都青梅市末広町1-7-10　最寄駅：小作駅

勤務時間 9:00～18:00

休憩 60分 残業 有り（平均30時間/月）

給与

月給：20万円～25万円

【給与詳細】
月給：200,000円～250,000円
基本給：200,000円～250,000円
定期的に支払われる手当：なし
その他手当：なし
賃金締切日：20日　賃金支払日：翌月5日

昇給 有り 賞与 有り（前年度実績　年2回）

雇用形態 正社員 雇用期間 定めなし

試用期間 有り（3ヶ月）

試用期間中の
労働条件変更

無し

定年 有り（60歳）

再雇用 有り（65歳） 転勤 無し

社会保険 雇用　労災　健康　厚生

交通費 有り（全額支給　マイカー通勤可） 退職金 有り（勤続2年以上）

他諸手当

休日休暇 土・日　年間休日110日

その他
休日休暇は会社カレンダーによる

育児休業取得実績なし　介護休業取得実績なし　看護休暇取得実績なし

◆応募資格

学歴 高校（卒業以上）

経験 不問

資格 普通自動車運転免許

語学力 不要

応募年齢 不問
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求人企業開拓員（しごとｾﾝﾀｰ多摩）

求人情報No：

詳細・応募問合わせ先：

2018/09/11公開日： 201808140314

求　人　票
有効期限：2018/09/11

【C-2】南デザイン 株式会社企業名

資本金 40百万円 従業員数 110人

事業内容 試作品の製造・加工、デザイン確認用モデルの製作・製品設計の検証用モデルの製作

おすすめポイント

平成30年9月11日(火）≪就職面接会 in 都立多摩職業能力開発センター≫に参加します。
是非ブースにお越しください。

※求職者の皆様へ
　本求人内容は、事業主が示した募集条件です。採用時の労働条件については、
　事業主と労働条件通知書などにより確認してください。

◆募集内容

募集職種 設計 募集人数 1人

仕事内容 電機・OA機器部品・自動車関連部品・介護機器等の筐体設計・機械設計・機構設計

勤務地 東京都青梅市末広町1-7-10　最寄駅：小作駅

勤務時間 9:00～18:00

休憩 60分 残業 有り（平均30時間/月）

給与

月給：20万円～25万円

【給与詳細】
月給：200,000円～250,000円
基本給：200,000円～250,000円
定期的に支払われる手当：なし
その他手当：なし
賃金締切日：20日　賃金支払日：翌月5日

昇給 有り 賞与 有り（前年度実績　年2回）

雇用形態 正社員 雇用期間 定めなし

試用期間 有り（3ヶ月）

試用期間中の
労働条件変更

無し

定年 有り（60歳）

再雇用 有り（65歳） 転勤 無し

社会保険 雇用　労災　健康　厚生

交通費 有り（全額支給　マイカー通勤可） 退職金 有り（勤続2年以上）

他諸手当

休日休暇 土・日　年間休日110日

その他
休日休暇は会社カレンダーによる

育児休業取得実績なし　介護休業取得実績なし　看護休暇取得実績なし

◆応募資格

学歴 高校（卒業以上）

経験 不問

資格 普通自動車運転免許

語学力 不要

応募年齢 不問
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求人企業開拓員（しごとｾﾝﾀｰ多摩）

求人情報No：

詳細・応募問合わせ先：

2018/09/11公開日： 201808140315

求　人　票
有効期限：2018/09/11

【C-3】南デザイン 株式会社企業名

資本金 40百万円 従業員数 110人

事業内容 試作品の製造・加工、デザイン確認用モデルの製作・製品設計の検証用モデルの製作

おすすめポイント

平成30年9月11日(火）≪就職面接会 in 都立多摩職業能力開発センター≫に参加します。
是非ブースにお越しください。

※求職者の皆様へ
　本求人内容は、事業主が示した募集条件です。採用時の労働条件については、
　事業主と労働条件通知書などにより確認してください。

◆募集内容

募集職種 製造スタッフ 募集人数 1人

仕事内容 真空注型によるプラスチック加工作業、バリ取り・検査、ゴム型製作、プラスチック部品の複製

勤務地 東京都青梅市末広町1-7-10　最寄駅：小作駅

勤務時間 9:00～18:00

休憩 60分 残業 有り（平均30時間/月）

給与

月給：20万円～25万円

【給与詳細】
月給：200,000円～250,000円
基本給：200,000円～250,000円
定期的に支払われる手当：なし
その他手当：なし
賃金締切日：20日　賃金支払日：翌月5日

昇給 有り 賞与 有り（前年度実績　年2回）

雇用形態 正社員 雇用期間 定めなし

試用期間 有り（3ヶ月）

試用期間中の
労働条件変更

無し

定年 有り（60歳）

再雇用 有り（65歳） 転勤 無し

社会保険 雇用　労災　健康　厚生

交通費 有り（全額支給　マイカー通勤可） 退職金 有り（勤続2年以上）

他諸手当

休日休暇 土・日　年間休日110日

その他
休日休暇は会社カレンダーによる

育児休業取得実績なし　介護休業取得実績なし　看護休暇取得実績なし

◆応募資格

学歴 高校（卒業以上）

経験 不問

資格 普通自動車運転免許

語学力 不要

応募年齢 不問
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求人企業開拓員（しごとｾﾝﾀｰ多摩）

求人情報No：

詳細・応募問合わせ先：

2018/09/11公開日： 201808140316

求　人　票
有効期限：2018/09/11

【C-4】南デザイン 株式会社企業名

資本金 40百万円 従業員数 110人

事業内容 試作品の製造・加工、デザイン確認用モデルの製作・製品設計の検証用モデルの製作

おすすめポイント

平成30年9月11日(火）≪就職面接会 in 都立多摩職業能力開発センター≫に参加します。
是非ブースにお越しください。

※求職者の皆様へ
　本求人内容は、事業主が示した募集条件です。採用時の労働条件については、
　事業主と労働条件通知書などにより確認してください。

◆募集内容

募集職種 購買事務 募集人数 1人

仕事内容 購買フォロー、外注手配、宅配便手配、近くの業者への部品引取り等

勤務地 東京都青梅市末広町1-7-10　最寄駅：小作駅

勤務時間 9:00～18:00間の実働4時間以上　※応相談

休憩 0～75分 残業 無し

給与

月給：8万円～19万円／時給：1,000円～1,200円

【月給換算】時給×実働時間(4～7.75H)×稼働日数(21.2日）
賃金締切日：20日　賃金支払日：翌月5日

昇給 有り 賞与 有り（前年度実績　年2回）

雇用形態 パート社員　※正社員登用制度　無し 雇用期間 定めなし

試用期間 有り（3ヶ月）

試用期間中の
労働条件変更

無し

定年 有り（60歳）

再雇用 有り（65歳） 転勤 無し

社会保険 雇用　労災

交通費 有り（全額支給　マイカー通勤可） 退職金 有り（勤続2年以上）

他諸手当

休日休暇 日　他　週休2日

その他

休日休暇は会社カレンダーによる

社会保険は法定通り

育児休業取得実績なし　介護休業取得実績なし　看護休暇取得実績なし

◆応募資格

学歴 高校（卒業以上）

経験 不問

資格 普通自動車運転免許

語学力 不要

応募年齢 不問
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求人企業開拓員（しごとｾﾝﾀｰ多摩）

求人情報No：

詳細・応募問合わせ先：

2018/09/11公開日： 201808140362

求　人　票
有効期限：2018/09/11

【D-1】大成技研 株式会社企業名

資本金 70百万円 従業員数 250人

事業内容 自動車・航空機・産業機械・配電盤等の設計・開発

おすすめポイント

平成30年9月11日(火）≪就職面接会 in 都立多摩職業能力開発センター≫に参加します。
是非ブースにお越しください。

※求職者の皆様へ
　本求人内容は、事業主が示した募集条件です。採用時の労働条件については、
　事業主と労働条件通知書などにより確認してください。

◆募集内容

募集職種 CADオペレーター 募集人数 4人

仕事内容 機械・電気図面の製図・モデリング、資料作成

勤務地
東京都日野市多摩平1-4-2　最寄駅：豊田駅
東京都港区浜松町2-4-1　　最寄駅：浜松町駅

勤務時間 8:30～17:30

休憩 60分 残業 有り（平均20時間/月）

給与

月給：18万円～30万円

【給与詳細】
月給：180,000円～300,000円
基本給：180,000円～300,000円
定期的に支払われる手当：なし
その他手当：なし
賃金締切日：15日　賃金支払日：当月末日

昇給 有り（前年度実績　0%～2.0%/月） 賞与
有り（前年度実績　年2回　計2.5ヶ月
分）

雇用形態 正社員 雇用期間 定めなし

試用期間 有り（3ヶ月）

試用期間中の
労働条件変更

無し

定年 有り（65歳）

再雇用 無し 転勤 有り

社会保険 雇用　労災　健康　厚生

交通費 有り（全額支給） 退職金 有り（勤続3年以上）

他諸手当

休日休暇 土・日・祝　年末年始休暇　年間休日121日

その他
社内CAD研修制度あり

育児休業取得実績あり　介護休業取得実績なし　看護休暇取得実績なし

◆応募資格

学歴 不問

経験 不問

資格 不問

語学力 不要

応募年齢 不問
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求人企業開拓員（しごとｾﾝﾀｰ多摩）

求人情報No：

詳細・応募問合わせ先：

2018/09/11公開日： 201808140363

求　人　票
有効期限：2018/09/11

【D-2】大成技研 株式会社企業名

資本金 70百万円 従業員数 250人

事業内容 自動車・航空機・産業機械・配電盤等の設計・開発

おすすめポイント

平成30年9月11日(火）≪就職面接会 in 都立多摩職業能力開発センター≫に参加します。
是非ブースにお越しください。

※求職者の皆様へ
　本求人内容は、事業主が示した募集条件です。採用時の労働条件については、
　事業主と労働条件通知書などにより確認してください。

◆募集内容

募集職種 自動車開発 募集人数 2人

仕事内容 新車開発に伴うエンジン性能試験、テスト走行関連業務、各種データ計測・解析

勤務地 東京都三鷹市大沢3-9-6　最寄駅：武蔵境駅

勤務時間 8:00～17:00

休憩 60分 残業 有り（平均20時間/月）

給与

月給：18万円～30万円

【給与詳細】
月給：180,000円～300,000円
基本給：180,000円～300,000円
定期的に支払われる手当：なし
その他手当：なし
賃金締切日：15日　賃金支払日：当月末日

昇給 有り（前年度実績　0%～2.0%/月） 賞与
有り（前年度実績　年2回　計2.5ヶ月
分）

雇用形態 正社員 雇用期間 定めなし

試用期間 有り（3ヶ月）

試用期間中の
労働条件変更

無し

定年 有り（65歳）

再雇用 無し 転勤 無し

社会保険 雇用　労災　健康　厚生

交通費 有り（全額支給） 退職金 有り（勤続3年以上）

他諸手当

休日休暇 土・日　夏期休暇　年末年始休暇　年間休日121日

その他 育児休業取得実績あり　介護休業取得実績なし　看護休暇取得実績なし

◆応募資格

学歴 不問

経験 不問

資格 不問

語学力 不要

応募年齢 不問
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求人企業開拓員（しごとｾﾝﾀｰ多摩）

求人情報No：

詳細・応募問合わせ先：

2018/09/11公開日： 201808140320

求　人　票
有効期限：2018/09/11

【E-1】株式会社 大洋テック企業名

資本金 10百万円 従業員数 21人

事業内容 精密機械等の部品の研削・加工

おすすめポイント

平成30年9月11日(火）≪就職面接会 in 都立多摩職業能力開発センター≫に参加します。
是非ブースにお越しください。

※求職者の皆様へ
　本求人内容は、事業主が示した募集条件です。採用時の労働条件については、
　事業主と労働条件通知書などにより確認してください。

◆募集内容

募集職種 研削盤工 募集人数 2人

仕事内容
平面研削・内面研削・外研研削・歯車研削・冶具研削等の精密研削盤による金属の研削作業、精
密部品製作

勤務地 東京都あきる野市小川東1-25-6　最寄駅：東秋留駅、熊川駅、拝島駅

勤務時間 8:00～16:50

休憩 50分 残業 有り（平均30時間/月）

給与

月給：17万円～21万円

【給与詳細】
月給：176,150円～216,150円
基本給：160,000円～200,000円
定期的に支払われる手当：住宅手当13,000円、給食手当3,150円
その他手当：皆勤手当20,000円、家族手当5,000円～
賃金締切日：20日　賃金支払日：当月末日

昇給
有り（前年度実績　2,000円～7,000
円/月）

賞与
有り（前年度実績　年2回　計2.80ヶ
月分）

雇用形態 正社員 雇用期間 定めなし

試用期間 有り（3ヶ月）

試用期間中の
労働条件変更

無し

定年 有り（60歳）

再雇用 有り（65歳） 転勤 無し

社会保険 雇用　労災　健康　厚生

交通費
有り（50,000円/月まで支給　マイ
カー通勤可）

退職金 有り（勤続3年以上）

他諸手当

休日休暇 土・日・祝　年間休日116日

その他 育児休業取得実績あり　介護休業取得実績なし　看護休暇取得実績なし

◆応募資格

学歴 不問

経験 不問

資格 不問

語学力 不要

応募年齢 不問
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求人企業開拓員（しごとｾﾝﾀｰ多摩）

求人情報No：

詳細・応募問合わせ先：

2018/09/11公開日： 201808140325

求　人　票
有効期限：2018/09/11

【F-1】株式会社 五光社企業名

資本金 10百万円 従業員数 48人

事業内容 工作機械・機械工具卸売

おすすめポイント

平成30年9月11日(火）≪就職面接会 in 都立多摩職業能力開発センター≫に参加します。
是非ブースにお越しください。

※求職者の皆様へ
　本求人内容は、事業主が示した募集条件です。採用時の労働条件については、
　事業主と労働条件通知書などにより確認してください。

◆募集内容

募集職種 一般事務 募集人数 3人

仕事内容 一般事務及び営業サポート

勤務地 東京都羽村市神明台3-33-10　最寄駅:羽村駅

勤務時間 8:25～17:25

休憩 60分 残業 有り（平均30時間/月）

給与

月給：17万円～

【給与詳細】
月給：170,000円～
基本給：170,000円～
定期的に支払われる手当：なし
その他手当：家族手当
賃金締切日：20日　賃金支払日：当月末日

昇給
有り（前年度実績　0円～10,000円/
月）

賞与
有り（前年度実績　年3回　計5.5ヶ月
分）

雇用形態 正社員 雇用期間 定めなし

試用期間 有り（2ヶ月）

試用期間中の
労働条件変更

無し

定年 有り（60歳）

再雇用 有り（65歳） 転勤 有り

社会保険 雇用　労災　健康　厚生

交通費
有り（全額支給　マイカー通勤可　※
当社規定による）

退職金 有り（勤続2年以上）

他諸手当

休日休暇 土・日・祝　夏季休暇　年末年始休暇　年間休日117日

その他
祝日のある週の土曜日は出勤

育児休業取得実績なし　介護休業取得実績なし　看護休暇取得実績なし

◆応募資格

学歴 不問

経験 不問

資格 不問（普通自動車運転免許あれば尚可）

語学力 不要

応募年齢 不問
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求人企業開拓員（しごとｾﾝﾀｰ多摩）

求人情報No：

詳細・応募問合わせ先：

2018/09/11公開日： 201808140326

求　人　票
有効期限：2018/09/11

【F-2】株式会社 五光社企業名

資本金 10百万円 従業員数 48人

事業内容 工作機械・機械工具卸売

おすすめポイント

平成30年9月11日(火）≪就職面接会 in 都立多摩職業能力開発センター≫に参加します。
是非ブースにお越しください。

※求職者の皆様へ
　本求人内容は、事業主が示した募集条件です。採用時の労働条件については、
　事業主と労働条件通知書などにより確認してください。

◆募集内容

募集職種 営業 募集人数 3人

仕事内容 得意先への定期訪問（商談・納品等）

勤務地 東京都羽村市神明台3-33-10　最寄駅:羽村駅

勤務時間 8:25～17:25

休憩 60分 残業 有り（平均30時間/月）

給与

月給：17万円～

【給与詳細】
月給：170,000円～
基本給：170,000円～
定期的に支払われる手当：なし
その他手当：家族手当
賃金締切日：20日　賃金支払日：当月末日

昇給
有り（前年度実績　0円～10,000円/
月）

賞与
有り（前年度実績　年3回　計5.5ヶ月
分）

雇用形態 正社員 雇用期間 定めなし

試用期間 有り（2ヶ月）

試用期間中の
労働条件変更

無し

定年 有り（60歳）

再雇用 有り（65歳） 転勤 有り

社会保険 雇用　労災　健康　厚生

交通費
有り（全額支給　マイカー通勤可　※
当社規定による）

退職金 有り（勤続2年以上）

他諸手当

休日休暇 土・日・祝　夏季休暇　年末年始休暇　年間休日117日

その他
祝日のある週の土曜日は出勤

育児休業取得実績なし　介護休業取得実績なし　看護休暇取得実績なし

◆応募資格

学歴 不問

経験 不問

資格 普通自動車運転免許

語学力 不要

応募年齢 不問
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求人企業開拓員（しごとｾﾝﾀｰ多摩）

求人情報No：

詳細・応募問合わせ先：

2018/09/11公開日： 201808140321

求　人　票
有効期限：2018/09/11

【G-1】株式会社 昭和石材工業所　青梅事業所企業名

資本金 48百万円 従業員数 134人

事業内容
道路用・コンクリート用砕石・アスファルト合材等の製造及び販売

※上記従業員数は全社の従業員数となります。

おすすめポイント

平成30年9月11日(火）≪就職面接会 in 都立多摩職業能力開発センター≫に参加します。
是非ブースにお越しください。

※求職者の皆様へ
　本求人内容は、事業主が示した募集条件です。採用時の労働条件については、
　事業主と労働条件通知書などにより確認してください。

◆募集内容

募集職種 総務経理事務 募集人数 1人

仕事内容 電話応対、来客対応、経費書類の入力、給与計算、安全衛生管理の書類作成等

勤務地 東京都新宿区西新宿6-14-1　最寄駅：新宿駅

勤務時間 8:00～17:00　変形労働時間制（年単位）

休憩 60分 残業 有り（平均20時間/月）

給与

月給：20万円～25万円

【給与詳細】
月給：206,000円～250,000円
基本給：206,000円～250,000円
定期的に支払われる手当：なし
その他手当：なし
賃金締切日：末日　賃金支払日：翌月25日

昇給 有り 賞与 有り

雇用形態 正社員 雇用期間 定めなし

試用期間 有り（3ヶ月）

試用期間中の
労働条件変更

無し

定年 有り（60歳）

再雇用 有り（65歳） 転勤 有り

社会保険 雇用　労災　健康　厚生

交通費 有り（全額支給） 退職金 有り（勤続3年以上）

他諸手当

休日休暇 日・祝　他　夏季休暇　年末年始休暇　年間休日105日

その他
休日休暇は会社カレンダーによる

育児休業取得実績あり　介護休業取得実績なし　看護休暇取得実績なし

◆応募資格

学歴 高校（卒業以上）

経験 不問

資格 普通自動車運転免許

語学力 不要

応募年齢 不問
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求人企業開拓員（しごとｾﾝﾀｰ多摩）

求人情報No：

詳細・応募問合わせ先：

2018/09/11公開日： 201808140322

求　人　票
有効期限：2018/09/11

【G-2】株式会社 昭和石材工業所　青梅事業所企業名

資本金 48百万円 従業員数 134人

事業内容
道路用・コンクリート用砕石・アスファルト合材等の製造及び販売

※上記従業員数は全社の従業員数となります。

おすすめポイント

平成30年9月11日(火）≪就職面接会 in 都立多摩職業能力開発センター≫に参加します。
是非ブースにお越しください。

※求職者の皆様へ
　本求人内容は、事業主が示した募集条件です。採用時の労働条件については、
　事業主と労働条件通知書などにより確認してください。

◆募集内容

募集職種 営業 募集人数 2人

仕事内容
大手ゼネコンから中小土木会社への砕石・アスファルト合材等の土木材料のルート営業及び新規
開拓

勤務地
東京都青梅市新町9-1998　　最寄駅：小作駅
東京都新宿区西新宿6-14-1　最寄駅：新宿駅
※希望考慮

勤務時間 8:00～17:00　変形労働時間制（年単位）

休憩 60分 残業 有り（平均20時間/月）

給与

月給：20万円～25万円

【給与詳細】
月給：206,000円～250,000円
基本給：206,000円～250,000円
定期的に支払われる手当：なし
その他手当：なし
賃金締切日：末日　賃金支払日：翌月25日

昇給 有り 賞与 有り

雇用形態 正社員 雇用期間 定めなし

試用期間 有り（3ヶ月）

試用期間中の
労働条件変更

無し

定年 有り（60歳）

再雇用 有り（65歳） 転勤 有り

社会保険 雇用　労災　健康　厚生

交通費
有り（全額支給　マイカー通勤可※青
梅のみ）

退職金 有り（勤続3年以上）

他諸手当

休日休暇 日・祝　他　夏季休暇　年末年始休暇　年間休日105日

その他
休日休暇は会社カレンダーによる

育児休業取得実績あり　介護休業取得実績なし　看護休暇取得実績なし

◆応募資格

学歴 高校（卒業以上）

経験 不問

資格 普通自動車運転免許

語学力 不要

応募年齢 不問
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求人企業開拓員（しごとｾﾝﾀｰ多摩）

求人情報No：

詳細・応募問合わせ先：

2018/09/11公開日： 201808140323

求　人　票
有効期限：2018/09/11

【G-3】株式会社 昭和石材工業所　青梅事業所企業名

資本金 48百万円 従業員数 134人

事業内容
道路用・コンクリート用砕石・アスファルト合材等の製造及び販売

※上記従業員数は全社の従業員数となります。

おすすめポイント

平成30年9月11日(火）≪就職面接会 in 都立多摩職業能力開発センター≫に参加します。
是非ブースにお越しください。

※求職者の皆様へ
　本求人内容は、事業主が示した募集条件です。採用時の労働条件については、
　事業主と労働条件通知書などにより確認してください。

◆募集内容

募集職種 生産管理 募集人数 2人

仕事内容 アスファルト合材工場での生産・出荷・管理

勤務地
東京都青梅市長淵5-1100　　　　　 青梅事業所青梅合材工場 最寄駅：青梅駅
東京都西多摩郡奥多摩町小丹波580　古里鉱業所　　　　　　 最寄駅：古里駅
※希望考慮

勤務時間 古里鉱業所/7:00～16:00　青梅事業所/8:00～17:00　変形労働時間制（年単位）

休憩 60分 残業 有り（平均20時間/月）

給与

月給：20万円～25万円

【給与詳細】
月給：206,000円～250,000円
基本給：206,000円～250,000円
定期的に支払われる手当：なし
その他手当：なし
賃金締切日：末日　賃金支払日：翌月25日

昇給 有り 賞与 有り

雇用形態 正社員 雇用期間 定めなし

試用期間 有り（3ヶ月）

試用期間中の
労働条件変更

無し

定年 有り（60歳）

再雇用 有り（65歳） 転勤 有り

社会保険 雇用　労災　健康　厚生

交通費
有り（全額支給　マイカー通勤可※社
内規定による）

退職金 有り（勤続3年以上）

他諸手当

休日休暇 日・祝　他　夏季休暇　年末年始休暇　年間休日105日

その他
休日休暇は会社カレンダーによる

育児休業取得実績あり　介護休業取得実績なし　看護休暇取得実績なし

◆応募資格

学歴 高校（卒業以上）

経験 不問

資格 普通自動車運転免許

語学力 不要

応募年齢 不問
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求人企業開拓員（しごとｾﾝﾀｰ多摩）

求人情報No：

詳細・応募問合わせ先：

2018/09/11公開日： 201808140324

求　人　票
有効期限：2018/09/11

【G-4】株式会社 昭和石材工業所　青梅事業所企業名

資本金 48百万円 従業員数 134人

事業内容
道路用・コンクリート用砕石・アスファルト合材等の製造及び販売

※上記従業員数は全社の従業員数となります。

おすすめポイント

平成30年9月11日(火）≪就職面接会 in 都立多摩職業能力開発センター≫に参加します。
是非ブースにお越しください。

※求職者の皆様へ
　本求人内容は、事業主が示した募集条件です。採用時の労働条件については、
　事業主と労働条件通知書などにより確認してください。

◆募集内容

募集職種 プラントオペレーター 募集人数 2人

仕事内容 コンピュータ制御による工場内設備の操作・整備・維持・管理、工場内全般清掃

勤務地 東京都青梅市長淵5-1100　青梅事業所青梅合材工場　最寄駅：青梅駅

勤務時間 8:00～17:00　変形労働時間制（年単位）

休憩 60分 残業 有り（平均20時間/月）

給与

月給：16万円～23万円

【給与詳細】
月給：168,000円～230,000円
基本給：168,000円～230,000円
定期的に支払われる手当：なし
その他手当：なし
賃金締切日：末日　賃金支払日：翌月25日

昇給 有り 賞与 有り

雇用形態 正社員 雇用期間 定めなし

試用期間 有り（3ヶ月）

試用期間中の
労働条件変更

無し

定年 有り（60歳）

再雇用 有り（65歳） 転勤 有り

社会保険 雇用　労災　健康　厚生

交通費
有り（全額支給　マイカー通勤可※社
内規定による）

退職金 有り（勤続3年以上）

他諸手当

休日休暇 日・祝　他　年末年始休暇　年間休日105日

その他
休日休暇は会社カレンダーによる

育児休業取得実績あり　介護休業取得実績なし　看護休暇取得実績なし

◆応募資格

学歴 高校（卒業以上）

経験 不問（工場設備の維持管理、大型車・ホイルローダ等の重機運転経験のある方尚可）

資格
普通自動車運転免許（AT限定不可）
（大型自動車・車両系建設機械(整地等)運転技能講習修了であれば尚可）

語学力 不要

応募年齢 不問
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求人企業開拓員（しごとｾﾝﾀｰ多摩）

求人情報No：

詳細・応募問合わせ先：

2018/09/11公開日： 201808140388

求　人　票
有効期限：2018/09/11

【G-5】株式会社 昭和石材工業所　青梅事業所企業名

資本金 48百万円 従業員数 134人

事業内容
道路用・コンクリート用砕石・アスファルト合材等の製造及び販売

※上記従業員数は全社の従業員数となります。

おすすめポイント

平成30年9月11日(火）≪就職面接会 in 都立多摩職業能力開発センター≫に参加します。
是非ブースにお越しください。

※求職者の皆様へ
　本求人内容は、事業主が示した募集条件です。採用時の労働条件については、
　事業主と労働条件通知書などにより確認してください。

◆募集内容

募集職種 重機オペレーター 募集人数 2人

仕事内容
大型ダンプ（積載量30t以上）による原石等の運搬、ホイルローダーによる砕石製品積込、パワー
ショベルによる原料投入作業

勤務地 東京都西多摩郡奥多摩町小丹波776　古里鉱業所入川工場　最寄駅：古里駅

勤務時間 7:00～16:00　変形労働時間制（年単位）

休憩 60分 残業 有り（平均20時間/月）

給与

月給：16万円～23万円

【給与詳細】
月給：168,000円～230,000円
基本給：168,000円～230,000円
定期的に支払われる手当：なし
その他手当：なし
賃金締切日：末日　賃金支払日：翌月25日

昇給 有り 賞与 有り

雇用形態 正社員 雇用期間 定めなし

試用期間 有り（3ヶ月）

試用期間中の
労働条件変更

無し

定年 有り（60歳）

再雇用 有り（65歳） 転勤 有り

社会保険 雇用　労災　健康　厚生

交通費
有り（全額支給　マイカー通勤可※社
内規定による）

退職金 有り（勤続3年以上）

他諸手当

休日休暇 日・祝　他　年末年始休暇　年間休日105日

その他
休日休暇は会社カレンダーによる

育児休業取得実績あり　介護休業取得実績なし　看護休暇取得実績なし

◆応募資格

学歴 高校（卒業以上）

経験 不問

資格
普通自動車運転免許
（MT車運転できれば尚可、車両系建設機械（整地等）運転の技能講習終了であれば尚可）

語学力 不要

応募年齢 不問
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求人企業開拓員（しごとｾﾝﾀｰ多摩）

求人情報No：

詳細・応募問合わせ先：

2018/09/11公開日： 201808140389

求　人　票
有効期限：2018/09/11

【G-6】株式会社 昭和石材工業所　青梅事業所企業名

資本金 48百万円 従業員数 134人

事業内容
道路用・コンクリート用砕石・アスファルト合材等の製造及び販売

※上記従業員数は全社の従業員数となります。

おすすめポイント

平成30年9月11日(火）≪就職面接会 in 都立多摩職業能力開発センター≫に参加します。
是非ブースにお越しください。

※求職者の皆様へ
　本求人内容は、事業主が示した募集条件です。採用時の労働条件については、
　事業主と労働条件通知書などにより確認してください。

◆募集内容

募集職種 重機オペレーター 募集人数 2人

仕事内容
大型ダンプによる原石等の運搬、ホイルローダーによる砕石製品積込、パワーショベルによる原
料投入作業

勤務地 東京都青梅市新町9-1998　青梅事業所新町建材工場　最寄駅：小作駅

勤務時間 8:00～17:00　変形労働時間制（年単位）

休憩 60分 残業 有り（平均10時間/月）

給与

月給：16万円～23万円

【給与詳細】
月給：168,000円～230,000円
基本給：168,000円～230,000円
定期的に支払われる手当：なし
その他手当：なし
賃金締切日：15日　賃金支払日：翌月25日

昇給 有り 賞与 有り

雇用形態 正社員 雇用期間 定めなし

試用期間 有り（3ヶ月）

試用期間中の
労働条件変更

無し

定年 有り（60歳）

再雇用 有り（65歳） 転勤 有り

社会保険 雇用　労災　健康　厚生

交通費
有り（全額支給　マイカー通勤可※社
内規定あり）

退職金 有り（勤続3年以上）

他諸手当

休日休暇 日・祝　他　年末年始休暇　年間休日105日

その他
休日休暇は会社カレンダーによる

育児休業取得実績あり　介護休業取得実績なし　看護休暇取得実績なし

◆応募資格

学歴 高校（卒業以上）

経験 不問（ホイルローダ等の経験者尚可）

資格
大型自動車運転免許
（車輛系建設機械運転の技能講習終了であれば尚可）

語学力 不要

応募年齢 不問
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求人企業開拓員（しごとｾﾝﾀｰ多摩）

求人情報No：

詳細・応募問合わせ先：

2018/09/11公開日： 201808140328

求　人　票
有効期限：2018/09/11

【H-1】株式会社 サイプレス・ソリューションズ企業名

資本金 100百万円 従業員数 500人

事業内容
ソフトウェアの設計開発、システムコンサルティング、保守運用、ネットワーク/サーバの設計構
築・保守運用

おすすめポイント

平成30年9月11日(火）≪就職面接会 in 都立多摩職業能力開発センター≫に参加します。
是非ブースにお越しください。

※求職者の皆様へ
　本求人内容は、事業主が示した募集条件です。採用時の労働条件については、
　事業主と労働条件通知書などにより確認してください。

◆募集内容

募集職種 人事・総務事務 募集人数 2人

仕事内容
新卒・中途・障害者採用、給与計算、交通費精算、社会保険手続き、年末調整、就業規則管理、
資産管理

勤務地 東京都中央区日本橋本町4-8-14　東京建物第3室町ビル　最寄駅：新日本橋駅

勤務時間 9:00～17:45

休憩 45分 残業 有り（平均30時間/月）

給与

月給：21万円～45万円

【給与詳細】
月給：214,500円～458,500円
基本給：146,500円～260,000円
定期的に支払われる手当：業務・役職手当43,500円～174,000円、住宅手当24,500円
その他手当：なし
賃金締切日：末日　賃金支払日：当月25日

昇給
有り（前年度実績　0円～5,000円/
月）

賞与
有り（前年度実績　年2回　計2.0ヶ月
分）

雇用形態 正社員 雇用期間 定めなし

試用期間 有り（3ヶ月）

試用期間中の
労働条件変更

無し

定年 有り（60歳）

再雇用 有り（65歳） 転勤 無し

社会保険 雇用　労災　健康　厚生

交通費 有り（45,000円/月まで支給） 退職金 有り（勤続3年以上）

他諸手当

休日休暇 土・日・祝　夏季休暇　年末年始休暇　年間休日124日

その他 育児休業取得実績あり　介護休業取得実績なし　看護休暇取得実績なし

◆応募資格

学歴 不問

経験 不問

資格 不問

語学力 不要

応募年齢 不問
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求人企業開拓員（しごとｾﾝﾀｰ多摩）

求人情報No：

詳細・応募問合わせ先：

2018/09/11公開日： 201808140329

求　人　票
有効期限：2018/09/11

【H-2】株式会社 サイプレス・ソリューションズ企業名

資本金 100百万円 従業員数 500人

事業内容
ソフトウェアの設計開発、システムコンサルティング、保守運用、ネットワーク/サーバの設計構
築・保守運用

おすすめポイント

平成30年9月11日(火）≪就職面接会 in 都立多摩職業能力開発センター≫に参加します。
是非ブースにお越しください。

※求職者の皆様へ
　本求人内容は、事業主が示した募集条件です。採用時の労働条件については、
　事業主と労働条件通知書などにより確認してください。

◆募集内容

募集職種 システム営業 募集人数 2人

仕事内容 新規顧客へのシステム提案営業、既存顧客の深耕営業、エンジニアの管理等

勤務地
東京都中央区日本橋本町4-8-14　東京建物第3室町ビル　最寄駅：新日本橋駅
他　※支店配属の可能性あり

勤務時間 9:00～17:45

休憩 45分 残業 有り（平均20時間/月）

給与

月給：21万円～45万円

【給与詳細】
月給：214,500円～458,500円
基本給：146,500円～260,000円
定期的に支払われる手当：業務・役職手当43,500円～174,000円、住宅手当24,500円
その他手当：なし
賃金締切日：末日　賃金支払日：当月25日

昇給
有り（前年度実績　1,000円～5,000
円/月）

賞与
有り（前年度実績　年2回　計2.0ヶ月
分）

雇用形態 正社員 雇用期間 定めなし

試用期間 有り（3ヶ月）

試用期間中の
労働条件変更

無し

定年 有り（60歳）

再雇用 有り（65歳） 転勤 無し

社会保険 雇用　労災　健康　厚生

交通費 有り（45,000円/月まで支給） 退職金 有り（勤続3年以上）

他諸手当

休日休暇 土・日・祝　夏季休暇　年末年始休暇　年間休日124日

その他 育児休業取得実績あり　介護休業取得実績なし　看護休暇取得実績なし

◆応募資格

学歴 不問

経験 不問（IT業界での営業経験あれば尚可）

資格 不問

語学力 不要

応募年齢 不問
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求人企業開拓員（しごとｾﾝﾀｰ多摩）

求人情報No：

詳細・応募問合わせ先：

2018/09/11公開日： 201808140330

求　人　票
有効期限：2018/09/11

【H-3】株式会社 サイプレス・ソリューションズ企業名

資本金 100百万円 従業員数 500人

事業内容
ソフトウェアの設計開発、システムコンサルティング、保守運用、ネットワーク/サーバの設計構
築・保守運用

おすすめポイント

平成30年9月11日(火）≪就職面接会 in 都立多摩職業能力開発センター≫に参加します。
是非ブースにお越しください。

※求職者の皆様へ
　本求人内容は、事業主が示した募集条件です。採用時の労働条件については、
　事業主と労働条件通知書などにより確認してください。

◆募集内容

募集職種 プログラマー 募集人数 5人

仕事内容
汎用系プログラム設計・開発・試験、業務アプリ開発、サーバ・周辺機器・ミドルウェアの設
計・構築・導入、運用オペレーション、運用監視等

勤務地
東京都立川市曙町1-22-13　立川支店　最寄駅：立川駅
他　※案件先常駐

勤務時間 9:00～17:45

休憩 45分 残業 有り（平均30時間/月）

給与

月給：21万円～45万円

【給与詳細】
月給：214,500円～458,500円
基本給：146,500円～260,000円
定期的に支払われる手当：業務・役職手当43,500円～174,000円、住宅手当24,500円
その他手当：なし
賃金締切日：末日　賃金支払日：当月25日

昇給
有り（前年度実績　1,000円～5,000
円/月）

賞与
有り（前年度実績　年2回　計2.0ヶ月
分）

雇用形態 正社員 雇用期間 定めなし

試用期間 有り（3ヶ月）

試用期間中の
労働条件変更

無し

定年 有り（60歳）

再雇用 有り（65歳） 転勤 無し

社会保険 雇用　労災　健康　厚生

交通費 有り（45,000円/月まで支給） 退職金 有り（勤続3年以上）

他諸手当

休日休暇 土・日・祝　夏季休暇　年末年始休暇　年間休日124日

その他 育児休業取得実績あり　介護休業取得実績なし　看護休暇取得実績なし

◆応募資格

学歴 不問

経験 不問（業務用アプリケーション開発経験・汎用系プログラム設計・製造・施験経験あれば尚可）

資格 不問（情報処理技術者資格（経済産業省）あれば尚可）

語学力 不要

応募年齢 不問
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求人企業開拓員（しごとｾﾝﾀｰ多摩）

求人情報No：

詳細・応募問合わせ先：

2018/09/11公開日： 201808140331

求　人　票
有効期限：2018/09/11

【H-4】株式会社 サイプレス・ソリューションズ企業名

資本金 100百万円 従業員数 500人

事業内容
ソフトウェアの設計開発、システムコンサルティング、保守運用、ネットワーク/サーバの設計構
築・保守運用

おすすめポイント

平成30年9月11日(火）≪就職面接会 in 都立多摩職業能力開発センター≫に参加します。
是非ブースにお越しください。

※求職者の皆様へ
　本求人内容は、事業主が示した募集条件です。採用時の労働条件については、
　事業主と労働条件通知書などにより確認してください。

◆募集内容

募集職種 インフラエンジニア 募集人数 3人

仕事内容 ネットワーク/サーバの設計・構築・保守運用、仮想環境の設計構築

勤務地
東京都立川市曙町1-22-13　立川支店　最寄駅：立川駅
他　※案件先常駐

勤務時間 9:00～17:45

休憩 45分 残業 有り（平均30時間/月）

給与

月給：21万円～45万円

【給与詳細】
月給：214,500円～458,500円
基本給：146,500円～260,000円
定期的に支払われる手当：業務・役職手当43,500円～174,000円、住宅手当24,500円
その他手当：なし
賃金締切日：末日　賃金支払日：当月25日

昇給
有り（前年度実績　1,000円～5,000
円/月）

賞与
有り（前年度実績　年2回　計2.0ヶ月
分）

雇用形態 正社員 雇用期間 定めなし

試用期間 有り（3ヶ月）

試用期間中の
労働条件変更

無し

定年 有り（60歳）

再雇用 有り（65歳） 転勤 無し

社会保険 雇用　労災　健康　厚生

交通費 有り（45,000円/月まで支給） 退職金 有り（勤続3年以上）

他諸手当

休日休暇 土・日・祝　夏季休暇　年末年始休暇　年間休日124日

その他 育児休業取得実績あり　介護休業取得実績なし　看護休暇取得実績なし

◆応募資格

学歴 不問

経験 不問（インフラ系構築運用経験あれば尚可）

資格 不問（情報処理技術者資格（経済産業省）あれば尚可）

語学力 不要

応募年齢 不問
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求人企業開拓員（しごとｾﾝﾀｰ多摩）

求人情報No：

詳細・応募問合わせ先：

2018/09/11公開日： 201808140332

求　人　票
有効期限：2018/09/11

【H-5】株式会社 サイプレス・ソリューションズ企業名

資本金 100百万円 従業員数 500人

事業内容
ソフトウェアの設計開発、システムコンサルティング、保守運用、ネットワーク/サーバの設計構
築・保守運用

おすすめポイント

平成30年9月11日(火）≪就職面接会 in 都立多摩職業能力開発センター≫に参加します。
是非ブースにお越しください。

※求職者の皆様へ
　本求人内容は、事業主が示した募集条件です。採用時の労働条件については、
　事業主と労働条件通知書などにより確認してください。

◆募集内容

募集職種 組込みエンジニア 募集人数 3人

仕事内容 デジタル家電、車載系ソフトプログラム設計・開発・試験

勤務地
東京都立川市曙町1-22-13　TCS-HD第2立川ビル　最寄駅：立川駅
他　※案件先常駐

勤務時間 9:00～17:45

休憩 45分 残業 有り（平均30時間/月）

給与

月給：21万円～45万円

【給与詳細】
月給：214,500円～458,500円
基本給：146,500円～260,000円
定期的に支払われる手当：業務・役職手当43,500円～174,000円、住宅手当24,500円
その他手当：なし
賃金締切日：末日　賃金支払日：当月25日

昇給
有り（前年度実績　1,000円～5,000
円/月）

賞与
有り（前年度実績　年2回　計2.0ヶ月
分）

雇用形態 正社員 雇用期間 定めなし

試用期間 有り（3ヶ月）

試用期間中の
労働条件変更

無し

定年 有り（60歳）

再雇用 有り（65歳） 転勤 無し

社会保険 雇用　労災　健康　厚生

交通費 有り（45,000円/月まで支給） 退職金 有り（勤続3年以上）

他諸手当

休日休暇 土・日・祝　夏季休暇　年末年始休暇　年間休日124日

その他 育児休業取得実績あり　介護休業取得実績なし　看護休暇取得実績なし

◆応募資格

学歴 不問

経験 不問（組込み系のシステム開発経験あれば尚可）

資格 不問（情報処理技術者資格（経済産業省）あれば尚可）

語学力 不要

応募年齢 不問
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求人企業開拓員（しごとｾﾝﾀｰ多摩）

求人情報No：

詳細・応募問合わせ先：

2018/09/11公開日： 201808140317

求　人　票
有効期限：2018/09/11

【I-1】社会福祉法人 東京聴覚障害者福祉事業協会企業名

資本金 従業員数 120人

事業内容 障害者支援施設運営、手話通訳事業、障害児放課後デイサービス運営

おすすめポイント

平成30年9月11日(火）≪就職面接会 in 都立多摩職業能力開発センター≫に参加します。
是非ブースにお越しください。

※求職者の皆様へ
　本求人内容は、事業主が示した募集条件です。採用時の労働条件については、
　事業主と労働条件通知書などにより確認してください。

◆募集内容

募集職種 一般事務 募集人数 1人

仕事内容 聴覚障害者・企業などからの手話通訳派遣依頼に伴う電話応対、PC入力等の一般事務、手話通訳

勤務地 東京都新宿区新宿2-15-27　最寄駅：新宿御苑駅

勤務時間
①8:30～17:30　②10:30～19:00　③12:00～21:00　①～③のシフト制
変形労働時間制（月単位）　※②③は合わせて月3回程度

休憩 60分 残業 有り（平均20時間/月）

給与

月給：15万円～20万円

【給与詳細】
月給：157,150円～205,650円
基本給：145,150円～192,150円
定期的に支払われる手当：職歴加算手当12,000円～13,500円
その他手当：住宅手当0円～8,000円
賃金締切日：末日　賃金支払日：翌月25日

昇給
有り（前年度実績　4,000円～5,000
円/月）

賞与
有り（前年度実績　年2回　計3.50ヶ
月分）

雇用形態 正社員 雇用期間 定めなし

試用期間 有り（3ヶ月）

試用期間中の
労働条件変更

無し

定年 有り（60歳）

再雇用 有り（65歳） 転勤 有り

社会保険 雇用　労災　健康　厚生

交通費 有り（45,500円/月まで支給） 退職金 有り（勤続1年以上）

他諸手当

休日休暇 日・祝　他　週休2日シフト制　年間休日119日

その他 育児休業取得実績あり　介護休業取得実績あり　看護休暇取得実績なし

◆応募資格

学歴 高校（卒業以上）

経験 不問（手話通訳経験者優遇）

資格 手話通訳士

語学力 不要

応募年齢 不問
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求人企業開拓員（しごとｾﾝﾀｰ多摩）

求人情報No：

詳細・応募問合わせ先：

2018/09/11公開日： 201808140412

求　人　票
有効期限：2018/09/11

【I-2】社会福祉法人 東京聴覚障害者福祉事業協会企業名

資本金 従業員数 120人

事業内容 障害者支援施設運営、手話通訳事業、障害児放課後デイサービス運営

おすすめポイント

平成30年9月11日(火）≪就職面接会 in 都立多摩職業能力開発センター≫に参加します。
是非ブースにお越しください。

※求職者の皆様へ
　本求人内容は、事業主が示した募集条件です。採用時の労働条件については、
　事業主と労働条件通知書などにより確認してください。

◆募集内容

募集職種 一般事務 募集人数 2人

仕事内容 聴覚障害者・企業などからの手話通訳派遣依頼に伴う電話応対、PC入力等の一般事務、手話通訳

勤務地 東京都新宿区新宿2-15-27　最寄駅：新宿御苑駅

勤務時間 9:00～21:00間の実働7時間

休憩 60分 残業 無し

給与

月給：16万円／日給：8,400円

【月給換算】日給×稼働日数(20日)
賃金締切日：末日　賃金支払日：翌月25日

昇給 無し 賞与
有り（前年度実績　年2回　計1.50ヶ
月分）

雇用形態 契約社員　※正社員登用制度　無し 雇用期間
有り（～平成31年3月31日　以降12ヶ
月　更新の可能性あり）

試用期間 有り（3ヶ月）

試用期間中の
労働条件変更

無し

定年 有り（60歳）

再雇用 有り（65歳） 転勤 無し

社会保険 雇用　労災　健康　厚生

交通費 有り（45,500円/月まで支給） 退職金 有り（勤続1年以上）

他諸手当

休日休暇 日・祝　他　週休2日シフト制　年間休日125日

その他
休日休暇は月毎のスケジュールによる

育児休業取得実績あり　介護休業取得実績あり　看護休暇取得実績なし

◆応募資格

学歴 不問

経験 PC基本操作（ワード・エクセル）、手話による実務経験のある方

資格 手話通訳士

語学力 不要

応募年齢 不問
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求人企業開拓員（しごとｾﾝﾀｰ多摩）

求人情報No：

詳細・応募問合わせ先：

2018/09/11公開日： 201808140318

求　人　票
有効期限：2018/09/11

【I-3】社会福祉法人 東京聴覚障害者福祉事業協会企業名

資本金 従業員数 120人

事業内容 障害者支援施設運営、手話通訳事業、障害児放課後デイサービス運営

おすすめポイント

平成30年9月11日(火）≪就職面接会 in 都立多摩職業能力開発センター≫に参加します。
是非ブースにお越しください。

※求職者の皆様へ
　本求人内容は、事業主が示した募集条件です。採用時の労働条件については、
　事業主と労働条件通知書などにより確認してください。

◆募集内容

募集職種 生活支援員 募集人数 4人

仕事内容 聴覚障害をお持ちの利用者の生活支援及び作業支援、送迎業務

勤務地 東京都青梅市長渕5-1420-2　最寄駅：東青梅駅

勤務時間
①8:45～17:45　②13:00～22:00　③15:30～翌9:30　①～③シフト制
変形労働時間制（月単位）

休憩 ①②60分　③120分 残業 有り（平均5時間/月）

給与

月給：17万円／時給：1,000円

【月給換算】時給×実働時間（8H）×稼働日数（21.6日）
その他手当：夜勤手当5,000円/回（割増手当含む）
賃金締切日：末日　賃金支払日：翌月25日

昇給 無し 賞与 無し

雇用形態 契約社員　※正社員登用制度　無し 雇用期間
有り（～平成31年3月31日　以降12ヶ
月　更新の可能性あり）

試用期間 有り（3ヶ月）

試用期間中の
労働条件変更

無し

定年 有り（60歳）

再雇用 有り（65歳） 転勤 無し

社会保険 雇用　労災　健康　厚生

交通費
有り（45,500円/月まで支給　マイ
カー通勤可）

退職金 有り

他諸手当

休日休暇 週休2日シフト制　年間休日105日

その他 育児休業取得実績あり　介護休業取得実績あり　看護休暇取得実績なし

◆応募資格

学歴 高校（卒業以上）

経験
PC基本操作（ワード・エクセル）
（実務経験あれば尚可）

資格 普通自動車運転免許

語学力 不要

応募年齢 不問
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求人企業開拓員（しごとｾﾝﾀｰ多摩）

求人情報No：

詳細・応募問合わせ先：

2018/09/11公開日： 201808140319

求　人　票
有効期限：2018/09/11

【I-4】社会福祉法人 東京聴覚障害者福祉事業協会企業名

資本金 従業員数 120人

事業内容 障害者支援施設運営、手話通訳事業、障害児放課後デイサービス運営

おすすめポイント

平成30年9月11日(火）≪就職面接会 in 都立多摩職業能力開発センター≫に参加します。
是非ブースにお越しください。

※求職者の皆様へ
　本求人内容は、事業主が示した募集条件です。採用時の労働条件については、
　事業主と労働条件通知書などにより確認してください。

◆募集内容

募集職種 支援員 募集人数 1人

仕事内容 聞こえない子どもたち（小学生～高校生）が集まる学童クラブでの支援

勤務地 東京都国分寺市日吉町4-29-12　最寄駅：西国分寺駅

勤務時間
月～金・日/10:00～19:00　土/9:00～18:00
※但し夏休みなどは9:00～18:00

休憩 60分 残業 有り（平均2時間/月）

給与

月給：12万円／時給：1,000円

【月給換算】時給×実働時間（8H）×稼働日数（16日）
賃金締切日：末日　賃金支払日：翌月25日

昇給 無し 賞与 無し

雇用形態 契約社員　※正社員登用制度　無し 雇用期間
有り（～平成31年3月31日　以降12ヶ
月　更新の可能性あり）

試用期間 有り（3ヶ月）

試用期間中の
労働条件変更

無し

定年 有り（60歳）

再雇用 有り（65歳） 転勤 無し

社会保険 雇用　労災　健康　厚生

交通費
有り（45,500円/月まで支給　マイ
カー通勤可）

退職金 有り

他諸手当

休日休暇 週休3日シフト制

その他 育児休業取得実績あり　介護休業取得実績あり　看護休暇取得実績なし

◆応募資格

学歴 高校（卒業以上）

経験
障害福祉サービス経験者（年間180日以上かつ2年以上）
※経験または資格のいずれか必須

資格
保育士、児童指導員任用資格（条件あり）
※経験または資格のいずれか必須

語学力 不要

応募年齢 不問
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求人企業開拓員（しごとｾﾝﾀｰ多摩）

求人情報No：

詳細・応募問合わせ先：

2018/09/11公開日： 201808140336

求　人　票
有効期限：2018/09/11

【J-1】株式会社 協進印刷 福生工場企業名

資本金 72百万円 従業員数 120人

事業内容 製薬・食品の商品パッケージの印刷

おすすめポイント

平成30年9月11日(火）≪就職面接会 in 都立多摩職業能力開発センター≫に参加します。
是非ブースにお越しください。

※求職者の皆様へ
　本求人内容は、事業主が示した募集条件です。採用時の労働条件については、
　事業主と労働条件通知書などにより確認してください。

◆募集内容

募集職種 品質管理 募集人数 1人

仕事内容 品質マネジメントシステム（QMS）の維持管理、印刷物・紙パッケージ完成品の合否判定

勤務地 東京都羽村市神明台4-7-29　最寄駅：福生駅

勤務時間 8:30～17:00　変形時間労働制（年単位）

休憩 55分 残業 有り（平均10時間/月）

給与

月給：23万円～40万円

【給与詳細】
月給：230,000円～405,000円
基本給：160,000円～300,000円
定期的に支払われる手当：職務手当20,000円～25,000円、物価手当45,000円～70,000円、住宅手
当5,000円～10,000円
その他手当：なし
賃金締切日：20日　賃金支払日：当月末日

昇給
有り（前年度実績　5,000円～8,000
円/月）

賞与
有り（前年度実績　年2回　計3.50ヶ
月分）

雇用形態 正社員 雇用期間 定めなし

試用期間 有り（3ヶ月）

試用期間中の
労働条件変更

無し

定年 有り（60歳）

再雇用 有り（65歳） 転勤 無し

社会保険 雇用　労災　健康　厚生

交通費
有り（35,000円/月まで支給　マイ
カー通勤可）

退職金 有り（勤続4年以上）

他諸手当

休日休暇 土・日・祝　夏季休暇　年末年始休暇　年間休日110日

その他

月1回の土曜日出勤あり　休日休暇は会社カレンダーによる

財形あり

育児休業取得実績なし　介護休業取得実績なし　看護休暇取得実績なし

◆応募資格

学歴 高校（卒業以上）

経験 品質管理経験3年以上ある方、PC基本操作（ワード・エクセル）

資格 不問

語学力 不要

応募年齢 不問
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求人企業開拓員（しごとｾﾝﾀｰ多摩）

求人情報No：

詳細・応募問合わせ先：

2018/09/11公開日： 201808140337

求　人　票
有効期限：2018/09/11

【J-2】株式会社 協進印刷 福生工場企業名

資本金 72百万円 従業員数 120人

事業内容 製薬・食品の商品パッケージの印刷

おすすめポイント

平成30年9月11日(火）≪就職面接会 in 都立多摩職業能力開発センター≫に参加します。
是非ブースにお越しください。

※求職者の皆様へ
　本求人内容は、事業主が示した募集条件です。採用時の労働条件については、
　事業主と労働条件通知書などにより確認してください。

◆募集内容

募集職種 検査・検品 募集人数 3人

仕事内容 出来上がった印刷物（パッケージ）を目視で検査・検品し、出荷対応

勤務地 東京都羽村市神明台4-7-29　最寄駅：福生駅

勤務時間 8:30～17:00　変形時間労働制（年単位）

休憩 55分 残業 有り（平均10時間/月）

給与

月給：16万円／時給：1,000円

【月給換算】時給×実働時間（7.75H）×稼働日数（21.2日）
※休憩時間10分間は実働時間として給与支給
賃金締切日：20日　賃金支払日：当月末日

昇給 有り（前年度実績　10円/時） 賞与 無し

雇用形態 パート社員　※正社員登用制度　無し 雇用期間 定めなし

試用期間 有り（2週間）

試用期間中の
労働条件変更

無し

定年 有り（60歳）

再雇用 有り（65歳） 転勤 無し

社会保険 雇用　労災　健康　厚生

交通費
有り（35,000円/月まで支給　マイ
カー通勤可）

退職金 無し

他諸手当

休日休暇 土・日・祝

その他
月1回の土曜日出勤あり　休日休暇は会社カレンダーによる

育児休業取得実績なし　介護休業取得実績なし　看護休暇取得実績なし

◆応募資格

学歴 不問

経験 不問

資格 不問

語学力 不要

応募年齢 不問
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求人企業開拓員（しごとｾﾝﾀｰ多摩）

求人情報No：

詳細・応募問合わせ先：

2018/09/11公開日： 201808140338

求　人　票
有効期限：2018/09/11

【J-3】株式会社 協進印刷 福生工場企業名

資本金 72百万円 従業員数 120人

事業内容 製薬・食品の商品パッケージの印刷

おすすめポイント

平成30年9月11日(火）≪就職面接会 in 都立多摩職業能力開発センター≫に参加します。
是非ブースにお越しください。

※求職者の皆様へ
　本求人内容は、事業主が示した募集条件です。採用時の労働条件については、
　事業主と労働条件通知書などにより確認してください。

◆募集内容

募集職種 作業スタッフ 募集人数 2人

仕事内容 商品の箱詰め作業

勤務地 東京都羽村市神明台4-7-29　最寄駅：福生駅

勤務時間 8:30～17:00　変形時間労働制（年単位）

休憩 55分 残業 有り（平均15時間/月）

給与

月給：16万円／時給：1,000円

【月給換算】時給×実働時間（7.75H）×稼働日数（21.2日）
※休憩時間10分間は実働時間として給与支給
賃金締切日：20日　賃金支払日：当月末日

昇給 有り（前年度実績　10円/時） 賞与 無し

雇用形態 パート社員　※正社員登用制度　無し 雇用期間 定めなし

試用期間 有り（2週間）

試用期間中の
労働条件変更

無し

定年 有り（60歳）

再雇用 有り（65歳） 転勤 無し

社会保険 雇用　労災　健康　厚生

交通費
有り（35,000円/月まで支給　マイ
カー通勤可）

退職金 無し

他諸手当

休日休暇 土・日・祝

その他
月1回の土曜日出勤あり　休日休暇は会社カレンダーによる

育児休業取得実績なし　介護休業取得実績なし　看護休暇取得実績なし

◆応募資格

学歴 不問

経験 不問

資格 不問

語学力 不要

応募年齢 不問
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求人企業開拓員（しごとｾﾝﾀｰ多摩）

求人情報No：

詳細・応募問合わせ先：

2018/09/11公開日： 201808140365

求　人　票
有効期限：2018/09/11

【K-1】アイング 株式会社企業名

資本金 99百万円 従業員数 4,774人

事業内容 商業施設を中心とした清掃・警備・設備管理業務、人材サービス業、ビルメンテナンス

おすすめポイント

平成30年9月11日(火）≪就職面接会 in 都立多摩職業能力開発センター≫に参加します。
是非ブースにお越しください。

※求職者の皆様へ
　本求人内容は、事業主が示した募集条件です。採用時の労働条件については、
　事業主と労働条件通知書などにより確認してください。

◆募集内容

募集職種 設備管理 募集人数 2人

仕事内容 日常点検、設備運転管理、改修・補修

勤務地
東京都八王子市南大沢2-28-1　最寄駅：南大沢駅
新宿区　他
※希望考慮

勤務時間
①9:00～18:00　②9:00～翌8:59　③13:00～22:00　①～③シフト制
変形労働時間制（月単位）※週平均40時間

休憩 ①③60分　②480分 残業 有り（平均5時間/月）

給与

月給：21万円～28万円

【給与詳細】
月給：210,000円～280,000円
基本給：210,000円～280,000円
定期的に支払われる手当：なし
その他手当：資格手当
賃金締切日：末日　賃金支払日：翌月25日

昇給 無し 賞与 無し

雇用形態 契約社員　※正社員登用制度　有り 雇用期間
有り（～平成31年6月30日　以降12ヶ
月　更新の可能性あり）

試用期間 有り（3ヶ月）

試用期間中の
労働条件変更

無し

定年 有り（65歳）

再雇用 無し 転勤 無し

社会保険 雇用　労災　健康　厚生

交通費 有り（全額支給） 退職金 無し

他諸手当

休日休暇 週休2日シフト制　年間休日107日

その他 育児休業取得実績あり　介護休業取得実績あり　看護休暇取得実績あり

◆応募資格

学歴 不問

経験 不問

資格 不問

語学力 不要

応募年齢 不問
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求人企業開拓員（しごとｾﾝﾀｰ多摩）

求人情報No：

詳細・応募問合わせ先：

2018/09/11公開日： 201808140366

求　人　票
有効期限：2018/09/11

【K-2】アイング 株式会社企業名

資本金 99百万円 従業員数 4,774人

事業内容 商業施設を中心とした清掃・警備・設備管理業務、人材サービス業、ビルメンテナンス

おすすめポイント

平成30年9月11日(火）≪就職面接会 in 都立多摩職業能力開発センター≫に参加します。
是非ブースにお越しください。

※求職者の皆様へ
　本求人内容は、事業主が示した募集条件です。採用時の労働条件については、
　事業主と労働条件通知書などにより確認してください。

◆募集内容

募集職種 施設警備員 募集人数 10人

仕事内容 店内の巡回、入退館管理、モニター監視、防犯・防災業務

勤務地
渋谷区、豊島区
※希望考慮

勤務時間
①9:00～18:00　②9:00～翌8:59　①②シフト制　変形労働時間制（月単位）
※就業場所による

休憩 ①60分　②480分 残業 無し

給与

月給：18万円／時給：1,050円

【月給換算】時給×月平均稼働時間(172.5H)
賃金締切日：末日　賃金支払日：翌月25日

昇給 無し 賞与 無し

雇用形態 契約社員　※正社員登用制度　有り 雇用期間
有り（～平成31年6月30日　以降12ヶ
月　更新の可能性あり）

試用期間 有り（3ヶ月）

試用期間中の
労働条件変更

無し

定年 有り（65歳）

再雇用 無し 転勤 無し

社会保険 雇用　労災　健康　厚生

交通費 有り（全額支給） 退職金 無し

他諸手当

休日休暇 週休2日シフト制　年間休日107日

その他

入社時に4日間(8時間/日)の法定研修あり（日給：7,670円）

社会保険は法定通り

育児休業取得実績あり　介護休業取得実績あり　看護休暇取得実績あり

◆応募資格

学歴 不問

経験 不問

資格 不問

語学力 不要

応募年齢 不問
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求人企業開拓員（しごとｾﾝﾀｰ多摩）

求人情報No：

詳細・応募問合わせ先：

2018/09/11公開日： 201808140346

求　人　票
有効期限：2018/09/11

【L-1】株式会社 ミート・コンパニオン企業名

資本金 60百万円 従業員数 560人

事業内容 牛肉を中心とした卸売業から、大手デパート・スーパー・外食産業向けの製造・加工

おすすめポイント

平成30年9月11日(火）≪就職面接会 in 都立多摩職業能力開発センター≫に参加します。
是非ブースにお越しください。

※求職者の皆様へ
　本求人内容は、事業主が示した募集条件です。採用時の労働条件については、
　事業主と労働条件通知書などにより確認してください。

◆募集内容

募集職種 営業 募集人数 2人

仕事内容 顧客の注文に合わせたメニュー開発（商品開発）及び新規開拓

勤務地 東京都立川市富士見町6-65-9　最寄駅：立川駅

勤務時間 8:00～17:30

休憩 90分 残業 有り（平均8.8時間/月）

給与

月給：22万円～45万円

【給与詳細】
月給：220,000円～450,000円
基本給：170,000円～400,000円
定期的に支払われる手当：営業手当50,000円
その他手当：家族手当20,000円、住宅手当20,000円～30,000円※当社規定による
賃金締切日：15日　賃金支払日：当月25日

昇給
有り（前年度実績　1,000円～10,000
円/月）

賞与
有り（前年度実績　年2回　計2.0ヶ月
分）

雇用形態 正社員 雇用期間 定めなし

試用期間 有り（3ヶ月）

試用期間中の
労働条件変更

無し

定年 有り（60歳）

再雇用 有り（65歳） 転勤 無し

社会保険 雇用　労災　健康　厚生

交通費
有り（50,000円/月まで支給　マイ
カー通勤可）

退職金 有り（勤続3年以上）

他諸手当

休日休暇 土・日・祝　夏季休暇　年末年始休暇　年間休日116日

その他 育児休業取得実績あり　介護休業取得実績なし　看護休暇取得実績なし

◆応募資格

学歴 不問

経験 不問

資格 普通自動車運転免許

語学力 不要

応募年齢 不問
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求人企業開拓員（しごとｾﾝﾀｰ多摩）

求人情報No：

詳細・応募問合わせ先：

2018/09/11公開日： 201808140347

求　人　票
有効期限：2018/09/11

【L-2】株式会社 ミート・コンパニオン企業名

資本金 60百万円 従業員数 560人

事業内容 牛肉を中心とした卸売業から、大手デパート・スーパー・外食産業向けの製造・加工

おすすめポイント

平成30年9月11日(火）≪就職面接会 in 都立多摩職業能力開発センター≫に参加します。
是非ブースにお越しください。

※求職者の皆様へ
　本求人内容は、事業主が示した募集条件です。採用時の労働条件については、
　事業主と労働条件通知書などにより確認してください。

◆募集内容

募集職種 営業 募集人数 2人

仕事内容 既存顧客への商品提案と新規開拓

勤務地
神奈川県相模原市緑区西橋本3-10-21　最寄駅：橋本駅
埼玉県和光市下新倉6-9-20　　　　　 最寄駅：西高島平駅
※希望考慮

勤務時間 8:00～17:30

休憩 90分 残業 有り（平均8.8時間/月）

給与

月給：22万円～45万円

【給与詳細】
月給：220,000円～450,000円
基本給：170,000円～400,000円
定期的に支払われる手当：営業手当50,000円
その他手当：家族手当20,000円、住宅手当20,000円～30,000円※当社規定による
賃金締切日：15日　賃金支払日：当月25日

昇給
有り（前年度実績　1,000円～10,000
円/月）

賞与
有り（前年度実績　年2回　計2.0ヶ月
分）

雇用形態 正社員 雇用期間 定めなし

試用期間 有り（3ヶ月）

試用期間中の
労働条件変更

無し

定年 有り（60歳）

再雇用 有り（65歳） 転勤 無し

社会保険 雇用　労災　健康　厚生

交通費
有り（50,000円/月まで支給　マイ
カー通勤可）

退職金 有り（勤続3年以上）

他諸手当

休日休暇 土・日・祝　夏季休暇　年末年始休暇　年間休日116日

その他 育児休業取得実績あり　介護休業取得実績なし　看護休暇取得実績なし

◆応募資格

学歴 不問

経験 不問

資格 普通自動車運転免許（AT限定不可）、準中型自動車免許

語学力 不要

応募年齢 不問
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求人企業開拓員（しごとｾﾝﾀｰ多摩）

求人情報No：

詳細・応募問合わせ先：

2018/09/11公開日： 201808140348

求　人　票
有効期限：2018/09/11

【L-3】株式会社 ミート・コンパニオン企業名

資本金 60百万円 従業員数 560人

事業内容 牛肉を中心とした卸売業から、大手デパート・スーパー・外食産業向けの製造・加工

おすすめポイント

平成30年9月11日(火）≪就職面接会 in 都立多摩職業能力開発センター≫に参加します。
是非ブースにお越しください。

※求職者の皆様へ
　本求人内容は、事業主が示した募集条件です。採用時の労働条件については、
　事業主と労働条件通知書などにより確認してください。

◆募集内容

募集職種 品質管理 募集人数 2人

仕事内容 微生物検査、工場内衛生管理、従業員への衛生講習、規格書の作成

勤務地

東京都立川市富士見町6-65-9　      最寄駅：立川駅
神奈川県相模原市緑区橋本台2-2-22　最寄駅：橋本駅、南橋本駅
埼玉県鶴ヶ島市柳戸町7-1　         最寄駅：鶴ヶ島駅、一本松駅
埼玉県和光市下新倉6-9-20　        最寄駅：西高島平駅
※希望考慮

勤務時間 8:00～17:30

休憩 90分 残業 有り（平均8.8時間/月）

給与

月給：18万円～35万円

【給与詳細】
月給：180,000円～350,000円
基本給：160,000円～330,000円
定期的に支払われる手当：事務手当20,000円
その他手当：家族手当20,000円、住宅手当20,000円～30,000円※当社規定による
賃金締切日：15日　賃金支払日：当月25日

昇給
有り（前年度実績　1,000円～10,000
円/月）

賞与
有り（前年度実績　年2回　計2.0ヶ月
分）

雇用形態 正社員 雇用期間 定めなし

試用期間 有り（3ヶ月）

試用期間中の
労働条件変更

無し

定年 有り（60歳）

再雇用 有り（65歳） 転勤 有り

社会保険 雇用　労災　健康　厚生

交通費
有り（50,000円/月まで支給　マイ
カー通勤可）

退職金 有り（勤続3年以上）

他諸手当

休日休暇 土・日・祝　夏季休暇　年末年始休暇　年間休日116日

その他
土曜出勤あり　会社カレンダーによる

育児休業取得実績あり　介護休業取得実績なし　看護休暇取得実績なし

◆応募資格

学歴 不問

経験 不問

資格 不問

語学力 不要

応募年齢 不問
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求人企業開拓員（しごとｾﾝﾀｰ多摩）

求人情報No：

詳細・応募問合わせ先：

2018/09/11公開日： 201808140349

求　人　票
有効期限：2018/09/11

【L-4】株式会社 ミート・コンパニオン企業名

資本金 60百万円 従業員数 560人

事業内容 牛肉を中心とした卸売業から、大手デパート・スーパー・外食産業向けの製造・加工

おすすめポイント

平成30年9月11日(火）≪就職面接会 in 都立多摩職業能力開発センター≫に参加します。
是非ブースにお越しください。

※求職者の皆様へ
　本求人内容は、事業主が示した募集条件です。採用時の労働条件については、
　事業主と労働条件通知書などにより確認してください。

◆募集内容

募集職種 店舗運営スタッフ 募集人数 1人

仕事内容 鉄板焼きの調理、食材発注、仕込、接客、店舗マネジメント

勤務地 東京都立川市柴崎町3-10-4　最寄駅：立川駅

勤務時間 10:00～23:00間の実働8時間程度

休憩 120分 残業 有り（平均30時間/月）

給与

月給：22万円～35万円

【給与詳細】
月給：220,000円～350,000円
基本給：170,000円～300,000円
定期的に支払われる手当：営業手当50,000円
その他手当：家族手当20,000円、住宅手当20,000円～30,000円※当社規定による
賃金締切日：15日　賃金支払日：当月25日

昇給
有り（前年度実績　1,000円～15,000
円/月）

賞与 無し

雇用形態 契約社員　※正社員登用制度　無し 雇用期間 定めなし

試用期間 有り（3ヶ月）

試用期間中の
労働条件変更

無し

定年 有り（60歳）

再雇用 有り（65歳） 転勤 無し

社会保険 雇用　労災　健康　厚生

交通費
有り（50,000円/月まで支給　マイ
カー通勤可）

退職金 無し

他諸手当

休日休暇 週休2日シフト制　年間休日116日

その他 育児休業取得実績あり　介護休業取得実績なし　看護休暇取得実績なし

◆応募資格

学歴 不問

経験 調理経験のある方（鉄板焼きの経験あると尚可）

資格 不問（調理師免許あれば尚可）

語学力 不要

応募年齢 不問
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求人企業開拓員（しごとｾﾝﾀｰ多摩）

求人情報No：

詳細・応募問合わせ先：

2018/09/11公開日： 201808140306

求　人　票
有効期限：2018/09/11

【M-1】株式会社 山友技術企業名

資本金 69百万円 従業員数 31人

事業内容 電子顕微鏡等の理科学機器部品の加工、ユニットの組立、周辺装置の設計製作

おすすめポイント

平成30年9月11日(火）≪就職面接会 in 都立多摩職業能力開発センター≫に参加します。
是非ブースにお越しください。

※求職者の皆様へ
　本求人内容は、事業主が示した募集条件です。採用時の労働条件については、
　事業主と労働条件通知書などにより確認してください。

◆募集内容

募集職種 経理事務 募集人数 1人

仕事内容
見積書・請求書・納品書の作成、伝票台帳処理管理、売掛金買掛金入力管理、製品納期管理、電
話応対、来客応対

勤務地 東京都あきる野市二宮東3-8-7　最寄駅：福生駅

勤務時間 8:00～17:00

休憩 75分 残業 有り（平均20時間/月）

給与

月給：15万円～32万円

【給与詳細】
月給：158,500円～324,000円
基本給：147,500円～303,000円
定期的に支払われる手当：住宅手当11,000円～21,000円
その他手当：家族手当、皆勤手当
賃金締切日：末日　賃金支払日：翌月5日

昇給
有り（前年度実績　2,900円～20,000
円/月）

賞与
有り（前年度実績　年2回　計80,000
円～1,200,000円）

雇用形態 正社員 雇用期間 定めなし

試用期間 有り（3ヶ月）

試用期間中の
労働条件変更

有り（基本給：144,500円～300,000円）

定年 有り（60歳）

再雇用 有り（65歳） 転勤 無し

社会保険 雇用　労災　健康　厚生

交通費
有り（10,000円/月まで支給　マイ
カー通勤可）

退職金 有り（勤続3年以上）

他諸手当

休日休暇 日　他　週休2日　夏季休暇　年末年始休暇　年間休日114日

その他
休日休暇は会社カレンダーによる

育児休業取得実績あり　介護休業取得実績なし　看護休暇取得実績あり

◆応募資格

学歴 不問

経験 不問

資格
普通自動車運転免許
（簿記資格あれば尚可）

語学力 不要

応募年齢 不問
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求人企業開拓員（しごとｾﾝﾀｰ多摩）

求人情報No：

詳細・応募問合わせ先：

2018/09/11公開日： 201808140307

求　人　票
有効期限：2018/09/11

【M-2】株式会社 山友技術企業名

資本金 69百万円 従業員数 31人

事業内容 電子顕微鏡等の理科学機器部品の加工、ユニットの組立、周辺装置の設計製作

おすすめポイント

平成30年9月11日(火）≪就職面接会 in 都立多摩職業能力開発センター≫に参加します。
是非ブースにお越しください。

※求職者の皆様へ
　本求人内容は、事業主が示した募集条件です。採用時の労働条件については、
　事業主と労働条件通知書などにより確認してください。

◆募集内容

募集職種 生産管理 募集人数 1人

仕事内容
外注納期管理、在庫（材料・部品）管理、精密機械部品の品質検査・納入前図面照合、外部処理
業者等との交渉・相談、データ管理等

勤務地 東京都あきる野市二宮東3-8-7　最寄駅：福生駅

勤務時間 8:00～17:00

休憩 75分 残業 有り（平均20時間/月）

給与

月給：15万円～32万円

【給与詳細】
月給：158,500円～324,000円
基本給：147,500円～303,000円
定期的に支払われる手当：住宅手当11,000円～21,000円
その他手当：家族手当、皆勤手当
賃金締切日：末日　賃金支払日：翌月5日

昇給
有り（前年度実績　2,900円～20,000
円/月）

賞与
有り（前年度実績　年2回　計80,000
円～1,200,000円）

雇用形態 正社員 雇用期間 定めなし

試用期間 有り（3ヶ月）

試用期間中の
労働条件変更

有り（基本給：144,500円～300,000円）

定年 有り（60歳）

再雇用 有り（65歳） 転勤 無し

社会保険 雇用　労災　健康　厚生

交通費
有り（10,000円/月まで支給　マイ
カー通勤可）

退職金 有り（勤続3年以上）

他諸手当

休日休暇 日　他　週休2日　夏季休暇　年末年始休暇　年間休日114日

その他
休日休暇は会社カレンダーによる

育児休業取得実績あり　介護休業取得実績なし　看護休暇取得実績あり

◆応募資格

学歴 不問

経験 不問（受注生産品の生産管理業務経験あれば尚可）

資格 普通自動車運転免許（AT限定不可）

語学力 不要

応募年齢 不問
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求人企業開拓員（しごとｾﾝﾀｰ多摩）

求人情報No：

詳細・応募問合わせ先：

2018/09/11公開日： 201808140308

求　人　票
有効期限：2018/09/11

【M-3】株式会社 山友技術企業名

資本金 69百万円 従業員数 31人

事業内容 電子顕微鏡等の理科学機器部品の加工、ユニットの組立、周辺装置の設計製作

おすすめポイント

平成30年9月11日(火）≪就職面接会 in 都立多摩職業能力開発センター≫に参加します。
是非ブースにお越しください。

※求職者の皆様へ
　本求人内容は、事業主が示した募集条件です。採用時の労働条件については、
　事業主と労働条件通知書などにより確認してください。

◆募集内容

募集職種 機械設計 募集人数 1人

仕事内容 機械設計（部品・治具）、顧客仕様による受託設計・筐体設計

勤務地 東京都あきる野市二宮東3-8-7　最寄駅：福生駅

勤務時間 8:00～17:00

休憩 75分 残業 有り（平均20時間/月）

給与

月給：15万円～32万円

【給与詳細】
月給：158,500円～324,000円
基本給：147,500円～303,000円
定期的に支払われる手当：住宅手当11,000円～21,000円
その他手当：家族手当、皆勤手当
賃金締切日：末日　賃金支払日：翌月5日

昇給
有り（前年度実績　2,900円～20,000
円/月）

賞与
有り（前年度実績　年2回　計80,000
円～1,200,000円）

雇用形態 正社員 雇用期間 定めなし

試用期間 有り（3ヶ月）

試用期間中の
労働条件変更

有り（基本給：144,500円～300,000円）

定年 有り（60歳）

再雇用 有り（65歳） 転勤 無し

社会保険 雇用　労災　健康　厚生

交通費
有り（10,000円/月まで支給　マイ
カー通勤可）

退職金 有り（勤続3年以上）

他諸手当

休日休暇 日　他　週休2日　夏季休暇　年末年始休暇　年間休日114日

その他
休日休暇は会社カレンダーによる

育児休業取得実績あり　介護休業取得実績なし　看護休暇取得実績あり

◆応募資格

学歴 不問

経験 不問（高精度要求製品の設計経験ある方尚可）

資格 不問

語学力 不要

応募年齢 不問
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求人企業開拓員（しごとｾﾝﾀｰ多摩）

求人情報No：

詳細・応募問合わせ先：

2018/09/11公開日： 201808140309

求　人　票
有効期限：2018/09/11

【M-4】株式会社 山友技術企業名

資本金 69百万円 従業員数 31人

事業内容 電子顕微鏡等の理科学機器部品の加工、ユニットの組立、周辺装置の設計製作

おすすめポイント

平成30年9月11日(火）≪就職面接会 in 都立多摩職業能力開発センター≫に参加します。
是非ブースにお越しください。

※求職者の皆様へ
　本求人内容は、事業主が示した募集条件です。採用時の労働条件については、
　事業主と労働条件通知書などにより確認してください。

◆募集内容

募集職種 電気設計 募集人数 1人

仕事内容 機械装置の電気設計、顧客仕様による受託電気設計

勤務地 東京都あきる野市二宮東3-8-7　最寄駅：福生駅

勤務時間 8:00～17:00

休憩 75分 残業 有り（平均20時間/月）

給与

月給：15万円～32万円

【給与詳細】
月給：158,500円～324,000円
基本給：147,500円～303,000円
定期的に支払われる手当：住宅手当11,000円～21,000円
その他手当：家族手当、皆勤手当
賃金締切日：末日　賃金支払日：翌月5日

昇給
有り（前年度実績　2,900円～20,000
円/月）

賞与
有り（前年度実績　年2回　計80,000
円～1,200,000円）

雇用形態 正社員 雇用期間 定めなし

試用期間 有り（3ヶ月）

試用期間中の
労働条件変更

有り（基本給：144,500円～300,000円）

定年 有り（60歳）

再雇用 有り（65歳） 転勤 無し

社会保険 雇用　労災　健康　厚生

交通費
有り（10,000円/月まで支給　マイ
カー通勤可）

退職金 有り（勤続3年以上）

他諸手当

休日休暇 日　他　週休2日　夏季休暇　年末年始休暇　年間休日114日

その他
休日休暇は会社カレンダーによる

育児休業取得実績あり　介護休業取得実績なし　看護休暇取得実績あり

◆応募資格

学歴 不問

経験 不問（電気設計・産業工作機械の制御設計等の経験あれば尚可）

資格 不問

語学力 不要

応募年齢 不問
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求人企業開拓員（しごとｾﾝﾀｰ多摩）

求人情報No：

詳細・応募問合わせ先：

2018/09/11公開日： 201808140310

求　人　票
有効期限：2018/09/11

【M-5】株式会社 山友技術企業名

資本金 69百万円 従業員数 31人

事業内容 電子顕微鏡等の理科学機器部品の加工、ユニットの組立、周辺装置の設計製作

おすすめポイント

平成30年9月11日(火）≪就職面接会 in 都立多摩職業能力開発センター≫に参加します。
是非ブースにお越しください。

※求職者の皆様へ
　本求人内容は、事業主が示した募集条件です。採用時の労働条件については、
　事業主と労働条件通知書などにより確認してください。

◆募集内容

募集職種 機械技能士 募集人数 3人

仕事内容 汎用旋盤・NC旋盤・フライス盤・マシニングセンタ等による精密機械部品加工

勤務地 東京都あきる野市二宮東3-8-7　最寄駅：福生駅

勤務時間 8:00～17:00

休憩 75分 残業 有り（平均20時間/月）

給与

月給：15万円～32万円

【給与詳細】
月給：158,500円～324,000円
基本給：147,500円～303,000円
定期的に支払われる手当：住宅手当11,000円～21,000円
その他手当：家族手当、皆勤手当
賃金締切日：末日　賃金支払日：翌月5日

昇給
有り（前年度実績　2,900円～20,000
円/月）

賞与
有り（前年度実績　年2回　計80,000
円～1,200,000円）

雇用形態 正社員 雇用期間 定めなし

試用期間 有り（3ヶ月）

試用期間中の
労働条件変更

有り（基本給：144,500円～300,000円）

定年 有り（60歳）

再雇用 有り（65歳） 転勤 無し

社会保険 雇用　労災　健康　厚生

交通費
有り（10,000円/月まで支給　マイ
カー通勤可）

退職金 有り（勤続3年以上）

他諸手当

休日休暇 日　他　週休2日　夏季休暇　年末年始休暇　年間休日114日

その他
休日休暇は会社カレンダーによる

育児休業取得実績あり　介護休業取得実績なし　看護休暇取得実績あり

◆応募資格

学歴 不問

経験 不問

資格 不問

語学力 不要

応募年齢 不問
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求人企業開拓員（しごとｾﾝﾀｰ多摩）

求人情報No：

詳細・応募問合わせ先：

2018/09/11公開日： 201808140311

求　人　票
有効期限：2018/09/11

【M-6】株式会社 山友技術企業名

資本金 69百万円 従業員数 31人

事業内容 電子顕微鏡等の理科学機器部品の加工、ユニットの組立、周辺装置の設計製作

おすすめポイント

平成30年9月11日(火）≪就職面接会 in 都立多摩職業能力開発センター≫に参加します。
是非ブースにお越しください。

※求職者の皆様へ
　本求人内容は、事業主が示した募集条件です。採用時の労働条件については、
　事業主と労働条件通知書などにより確認してください。

◆募集内容

募集職種 溶接技能士 募集人数 1人

仕事内容
鉄・ステンレスの真空装置部品・精密機械部品のアルゴン溶接・アーク溶接・はんだ付け・ロウ
付け

勤務地 東京都あきる野市二宮東3-8-7　最寄駅：福生駅

勤務時間 8:00～17:00

休憩 75分 残業 有り（平均20時間/月）

給与

月給：15万円～32万円

【給与詳細】
月給：158,500円～324,000円
基本給：147,500円～303,000円
定期的に支払われる手当：住宅手当11,000円～21,000円
その他手当：家族手当、皆勤手当
賃金締切日：末日　賃金支払日：翌月5日

昇給
有り（前年度実績　2,900円～20,000
円/月）

賞与
有り（前年度実績　年2回　計80,000
円～1,200,000円）

雇用形態 正社員 雇用期間 定めなし

試用期間 有り（3ヶ月）

試用期間中の
労働条件変更

有り（基本給：144,500円～300,000円）

定年 有り（60歳）

再雇用 有り（65歳） 転勤 無し

社会保険 雇用　労災　健康　厚生

交通費
有り（10,000円/月まで支給　マイ
カー通勤可）

退職金 有り（勤続3年以上）

他諸手当

休日休暇 日　他　週休2日　夏季休暇　年末年始休暇　年間休日114日

その他
休日休暇は会社カレンダーによる

育児休業取得実績あり　介護休業取得実績なし　看護休暇取得実績あり

◆応募資格

学歴 不問

経験 不問

資格 不問

語学力 不要

応募年齢 不問
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求人企業開拓員（しごとｾﾝﾀｰ多摩）

求人情報No：

詳細・応募問合わせ先：

2018/09/11公開日： 201808140370

求　人　票
有効期限：2018/09/11

【N-1】株式会社 コスモ・インテリジェンス企業名

資本金 10百万円 従業員数 45人

事業内容
ソフトウェアの受託開発及び開発支援、基幹システムの運営及び保守開発、クラウドサービスソ
リューションのマネージメント

おすすめポイント

平成30年9月11日(火）≪就職面接会 in 都立多摩職業能力開発センター≫に参加します。
是非ブースにお越しください。

※求職者の皆様へ
　本求人内容は、事業主が示した募集条件です。採用時の労働条件については、
　事業主と労働条件通知書などにより確認してください。

◆募集内容

募集職種 システムエンジニア・プログラマ 募集人数 2人

仕事内容 システムの要件定義・基本設計・詳細設計・製造・テスト、システム導入、運用、保守

勤務地 東京都立川市曙町2-32-1　最寄駅：立川駅

勤務時間 9:00～18:00

休憩 60分 残業 有り（平均20時間/月）

給与

月給：20万円～40万円

【給与詳細】
月給：200,000円～400,000円
基本給：200,000円～400,000円
定期的に支払われる手当：なし
その他手当：家族手当 配偶者10,000円、子・父母4,000円～7,000円
賃金締切日：末日　賃金支払日：翌月18日

昇給
有り（前年度実績　5,000円～20,000
円/月）

賞与
有り（前年度実績　年3回　計3.5ヶ月
分）

雇用形態 正社員 雇用期間 定めなし

試用期間 有り（3ヶ月）

試用期間中の
労働条件変更

無し

定年 有り（60歳）

再雇用 有り（65歳） 転勤 無し

社会保険 雇用　労災　健康　厚生

交通費 有り（全額支給） 退職金 無し

他諸手当

休日休暇 土・日・祝　夏季休暇　年末年始休暇　年間休日120日

その他
退職金共済あり

育児休業取得実績あり　介護休業取得実績なし　看護休暇取得実績あり

◆応募資格

学歴 不問

経験 システム開発経験1年以上ある方

資格 不問

語学力 不要

応募年齢 不問
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求人企業開拓員（しごとｾﾝﾀｰ多摩）

求人情報No：

詳細・応募問合わせ先：

2018/09/11公開日： 201808140371

求　人　票
有効期限：2018/09/11

【N-2】株式会社 コスモ・インテリジェンス企業名

資本金 10百万円 従業員数 45人

事業内容
ソフトウェアの受託開発及び開発支援、基幹システムの運営及び保守開発、クラウドサービスソ
リューションのマネージメント

おすすめポイント

平成30年9月11日(火）≪就職面接会 in 都立多摩職業能力開発センター≫に参加します。
是非ブースにお越しください。

※求職者の皆様へ
　本求人内容は、事業主が示した募集条件です。採用時の労働条件については、
　事業主と労働条件通知書などにより確認してください。

◆募集内容

募集職種 システム構築・保守 募集人数 2人

仕事内容 企業向けクラウドシステムの導入及び保守

勤務地 東京都立川市曙町2-32-1　最寄駅：立川駅

勤務時間 9:00～18:00

休憩 60分 残業 有り（平均20時間/月）

給与

月給：20万円～40万円

【給与詳細】
月給：200,000円～400,000円
基本給：200,000円～400,000円
定期的に支払われる手当：なし
その他手当：家族手当 配偶者10,000円、子・父母4,000円～7,000円
賃金締切日：末日　賃金支払日：翌月18日

昇給
有り（前年度実績　5,000円～20,000
円/月）

賞与
有り（前年度実績　年3回　計3.5ヶ月
分）

雇用形態 正社員 雇用期間 定めなし

試用期間 有り（3ヶ月）

試用期間中の
労働条件変更

無し

定年 有り（60歳）

再雇用 有り（65歳） 転勤 無し

社会保険 雇用　労災　健康　厚生

交通費 有り（全額支給） 退職金 無し

他諸手当

休日休暇 土・日・祝　夏季休暇　年末年始休暇　年間休日120日

その他
退職金共済あり

育児休業取得実績あり　介護休業取得実績なし　看護休暇取得実績あり

◆応募資格

学歴 不問

経験 システム保守・運用経験1年以上ある方（DB(SQL)の知識）

資格 不問

語学力 不要

応募年齢 不問
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求人企業開拓員（しごとｾﾝﾀｰ多摩）

求人情報No：

詳細・応募問合わせ先：

2018/09/11公開日： 201808140372

求　人　票
有効期限：2018/09/11

【N-3】株式会社 コスモ・インテリジェンス企業名

資本金 10百万円 従業員数 45人

事業内容
ソフトウェアの受託開発及び開発支援、基幹システムの運営及び保守開発、クラウドサービスソ
リューションのマネージメント

おすすめポイント

平成30年9月11日(火）≪就職面接会 in 都立多摩職業能力開発センター≫に参加します。
是非ブースにお越しください。

※求職者の皆様へ
　本求人内容は、事業主が示した募集条件です。採用時の労働条件については、
　事業主と労働条件通知書などにより確認してください。

◆募集内容

募集職種 システム導入 募集人数 1人

仕事内容 大学病院等へ医療系システムを導入

勤務地 東京都立川市曙町2-32-1　最寄駅：立川駅

勤務時間 9:00～18:00

休憩 60分 残業 有り（平均13時間/月）

給与

月給：20万円～40万円

【給与詳細】
月給：200,000円～400,000円
基本給：200,000円～400,000円
定期的に支払われる手当：なし
その他手当：家族手当 配偶者10,000円、子・父母4,000円～7,000円
賃金締切日：末日　賃金支払日：翌月18日

昇給
有り（前年度実績　5,000円～20,000
円/月）

賞与
有り（前年度実績　年3回　計3.5ヶ月
分）

雇用形態 正社員 雇用期間 定めなし

試用期間 有り（3ヶ月）

試用期間中の
労働条件変更

無し

定年 有り（60歳）

再雇用 有り（65歳） 転勤 無し

社会保険 雇用　労災　健康　厚生

交通費 有り（全額支給） 退職金 無し

他諸手当

休日休暇 土・日・祝　夏季休暇　年末年始休暇　年間休日120日

その他
退職金共済あり

育児休業取得実績あり　介護休業取得実績なし　看護休暇取得実績あり

◆応募資格

学歴 不問

経験 SQLの経験1年以上ある方

資格 不問

語学力 不要

応募年齢 不問
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求人企業開拓員（しごとｾﾝﾀｰ多摩）

求人情報No：

詳細・応募問合わせ先：

2018/09/11公開日： 201808140360

求　人　票
有効期限：2018/09/11

【O-1】都市環境整美 株式会社企業名

資本金 30百万円 従業員数 700人

事業内容 環境分野（水・ゴミ・廃棄物処理）を中心に設備管理、緑地管理、警備、清掃を含めた総合管理

おすすめポイント

平成30年9月11日(火）≪就職面接会 in 都立多摩職業能力開発センター≫に参加します。
是非ブースにお越しください。

※求職者の皆様へ
　本求人内容は、事業主が示した募集条件です。採用時の労働条件については、
　事業主と労働条件通知書などにより確認してください。

◆募集内容

募集職種 設備管理 募集人数 5人

仕事内容
工場施設、オフィスビル、商業施設等の各種設備機器（機械装置、電気設備、ボイラー設備、空
調・衛生設備）等の保守・保全・点検及び中央監視、書類作成等

勤務地
東京都府中市新町1-10　NEC府中事業所内　最寄駅：西府駅
神奈川県川崎市中原区下沼部1753　　　　 最寄駅：武蔵小杉駅

勤務時間
①8:30～17:15　②8:30～19:45　③19:30～翌8:45　①～③シフト制　変形労働時間制(年単位）
※月平均労働時間168H

休憩 ①60分　②90分　③300分 残業 有り（平均10時間/月）

給与

月給：20万円～24万円

【給与詳細】
月給：200,000円～240,000円
基本給：200,000円～240,000円
定期的に支払われる手当：なし
その他手当：資格手当500円～20,000円
賃金締切日：15日　賃金支払日：当月末日

昇給
有り（前年度実績　0円～5,000円/
月）

賞与
有り（前年度実績　年2回　計500,000
円～600,000円）

雇用形態 正社員 雇用期間 定めなし

試用期間 有り（3ヶ月）

試用期間中の
労働条件変更

無し

定年 有り（60歳）

再雇用 有り（65歳） 転勤 無し

社会保険 雇用　労災　健康　厚生

交通費 有り（全額支給） 退職金 有り（勤続3年以上）

他諸手当

休日休暇 週休2日シフト制　年間休日115日

その他 育児休業取得実績あり　介護休業取得実績あり　看護休暇取得実績あり

◆応募資格

学歴 高校（卒業以上）

経験 不問（設備管理経験あれば尚可）

資格 不問（電気工事士、ボイラー技士等あれば尚可）

語学力 不要

応募年齢 不問
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求人企業開拓員（しごとｾﾝﾀｰ多摩）

求人情報No：

詳細・応募問合わせ先：

2018/09/11公開日： 201808140333

求　人　票
有効期限：2018/09/11

【P-1】株式会社 アクティオ企業名

資本金 500百万円 従業員数 3,891人

事業内容 建設機械のレンタル・リース業

おすすめポイント

平成30年9月11日(火）≪就職面接会 in 都立多摩職業能力開発センター≫に参加します。
是非ブースにお越しください。

※求職者の皆様へ
　本求人内容は、事業主が示した募集条件です。採用時の労働条件については、
　事業主と労働条件通知書などにより確認してください。

◆募集内容

募集職種 営業事務 募集人数 3人

仕事内容 事業所における営業事務、接客、電話応対、PCオペレーション、伝票処理等

勤務地
東京都中央区日本橋3-12-2　朝日ビルヂング7F　最寄駅：日本橋駅
他　※希望考慮

勤務時間 8:30～17:30　変形労働時間制（年単位）

休憩 60分 残業 有り（平均21時間/月）

給与

月給：17万円～19万円

【給与詳細】
月給：174,500円～195,440円
基本給：174,500円
定期的に支払われる手当：地域手当0円～20,940円
その他手当：なし
賃金締切日：末日　賃金支払日：翌月25日

昇給 有り（前年度実績　5,769円～/月） 賞与
有り（前年度実績　年2回　計3.6ヶ月
分）

雇用形態 正社員 雇用期間 定めなし

試用期間 有り（6ヶ月）

試用期間中の
労働条件変更

無し

定年 有り（60歳）

再雇用 有り（65歳） 転勤 有り

社会保険 雇用　労災　健康　厚生

交通費
有り（50,000円/月まで支給　マイ
カー通勤可）

退職金 有り（勤続3年以上）

他諸手当

休日休暇 日・祝　夏季休暇　年末年始休暇　年間休日113日

その他

3回/月特定休日あり

財形あり

育児休業取得実績あり　介護休業取得実績あり　看護休暇取得実績あり

◆応募資格

学歴 短大（卒業以上）

経験 不問

資格 普通自動車運転免許

語学力 不要

応募年齢 不問
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求人企業開拓員（しごとｾﾝﾀｰ多摩）

求人情報No：

詳細・応募問合わせ先：

2018/09/11公開日： 201808140334

求　人　票
有効期限：2018/09/11

【P-2】株式会社 アクティオ企業名

資本金 500百万円 従業員数 3,891人

事業内容 建設機械のレンタル・リース業

おすすめポイント

平成30年9月11日(火）≪就職面接会 in 都立多摩職業能力開発センター≫に参加します。
是非ブースにお越しください。

※求職者の皆様へ
　本求人内容は、事業主が示した募集条件です。採用時の労働条件については、
　事業主と労働条件通知書などにより確認してください。

◆募集内容

募集職種 営業 募集人数 5人

仕事内容 ゼネコンや建設会社を中心とした法人に対するルート営業

勤務地
東京都中央区日本橋3-12-2　朝日ビルヂング7F　最寄駅：日本橋駅
他　※希望考慮

勤務時間 8:30～17:30　変形労働時間制（年単位）

休憩 60分 残業 有り（平均25時間/月）

給与

月給：25万円～26万円

【給与詳細】
月給：250,320円～263,520円
基本給：186,000円～196,000円
定期的に支払われる手当：地域手当22,320円～23,520円、営業手当40,000円～62,000円（営業手
当はみなし労働時間の時間外労働時間1日あたり1時間相当を含む、みなし労働が適用されない業
務に従事し時間外労働が行われた場合は別途支給）
その他手当：なし
賃金締切日：15日　賃金支払日：当月25日

昇給 有り（前年度実績　5,769円/月） 賞与
有り（前年度実績　年2回　計3.6ヶ月
分）

雇用形態 正社員 雇用期間 定めなし

試用期間 有り（6ヶ月）

試用期間中の
労働条件変更

無し

定年 有り（60歳）

再雇用 有り（65歳） 転勤 有り

社会保険 雇用　労災　健康　厚生

交通費
有り（50,000円/月まで支給　マイ
カー通勤可　※会社規定あり）

退職金 有り（勤続3年以上）

他諸手当

休日休暇 日・祝　夏季休暇　年末年始休暇　年間休日113日

その他

3回/月特定休日あり

財形あり

育児休業取得実績あり　介護休業取得実績あり　看護休暇取得実績あり

◆応募資格

学歴 大学（卒業以上）

経験 不問

資格 普通自動車運転免許（AT限定不可）

語学力 不要

応募年齢 不問
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求人企業開拓員（しごとｾﾝﾀｰ多摩）

求人情報No：

詳細・応募問合わせ先：

2018/09/11公開日： 201808140335

求　人　票
有効期限：2018/09/11

【P-3】株式会社 アクティオ企業名

資本金 500百万円 従業員数 3,891人

事業内容 建設機械のレンタル・リース業

おすすめポイント

平成30年9月11日(火）≪就職面接会 in 都立多摩職業能力開発センター≫に参加します。
是非ブースにお越しください。

※求職者の皆様へ
　本求人内容は、事業主が示した募集条件です。採用時の労働条件については、
　事業主と労働条件通知書などにより確認してください。

◆募集内容

募集職種 整備スタッフ 募集人数 5人

仕事内容 建設機械の修理・メンテナンス・保守点検

勤務地
東京都中央区日本橋3-12-2　朝日ビルヂング7F　最寄駅：日本橋駅
他　※希望考慮

勤務時間 8:30～17:30　変形労働時間制（年単位）

休憩 60分 残業 有り（平均25時間/月）

給与

月給：20万円～21万円

【給与詳細】
月給：208,320円～219,520円
基本給：186,000円～196,000円
定期的に支払われる手当：地域手当22,320円～23,520円
その他手当：なし
賃金締切日：15日　賃金支払日：当月25日

昇給 有り（前年度実績　5,769円/月） 賞与
有り（前年度実績　年2回　計3.6ヶ月
分）

雇用形態 正社員 雇用期間 定めなし

試用期間 有り（6ヶ月）

試用期間中の
労働条件変更

無し

定年 有り（60歳）

再雇用 有り（65歳） 転勤 有り

社会保険 雇用　労災　健康　厚生

交通費
有り（50,000円/月まで支給　マイ
カー通勤可　※会社規定あり）

退職金 有り（勤続3年以上）

他諸手当

休日休暇 日・祝　夏季休暇　年末年始休暇　年間休日113日

その他

3回/月特定休日あり

財形あり

育児休業取得実績あり　介護休業取得実績あり　看護休暇取得実績あり

◆応募資格

学歴 大学（卒業以上）

経験 不問

資格 普通自動車運転免許（AT限定不可）

語学力 不要

応募年齢 不問
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求人企業開拓員（しごとｾﾝﾀｰ多摩）

求人情報No：

詳細・応募問合わせ先：

2018/09/11公開日： 201808140351

求　人　票
有効期限：2018/09/11

【Q-1】明誠企画 株式会社企業名

資本金 10百万円 従業員数 30人

事業内容 印刷物の企画・編集・製本・封入・発送納品等

おすすめポイント

平成30年9月11日(火）≪就職面接会 in 都立多摩職業能力開発センター≫に参加します。
是非ブースにお越しください。

※求職者の皆様へ
　本求人内容は、事業主が示した募集条件です。採用時の労働条件については、
　事業主と労働条件通知書などにより確認してください。

◆募集内容

募集職種 営業 募集人数 1人

仕事内容 固定取引先への営業、新規開拓、工程管理、納品業務

勤務地 東京都武蔵村山市榎2-25-5　最寄駅：立川駅

勤務時間 9:00～18:00　変形労働時間制（年単位）

休憩 60分 残業 有り（平均25時間/月）

給与

月給：23万円～28万円

【給与詳細】
月給：230,000円～287,000円
基本給：140,000円～170,000円
定期的に支払われる手当：職務手当48,000円～65,000円、固定残業手当42,000円～52,000円（時
間外労働の有無に関わらず30時間分の時間外手当として支給、超過時間分については追加支給）
その他手当：なし
賃金締切日：15日　賃金支払日：当月末日

昇給 有り 賞与
有り（前年度実績　年2回　計2.5ヶ月
分）

雇用形態 正社員 雇用期間 定めなし

試用期間 有り（3～6ヶ月）

試用期間中の
労働条件変更

有り（時給：1,100円）

定年 有り（65歳）

再雇用 有り（75歳） 転勤 無し

社会保険 雇用　労災　健康　厚生

交通費 有り（全額支給） 退職金 有り

他諸手当

休日休暇 第1～3土・日・祝　夏季休暇　年末年始休暇　年間休日110日

その他
休日休暇は会社カレンダーによる

育児休業取得実績なし　介護休業取得実績なし　看護休暇取得実績なし

◆応募資格

学歴 高校（卒業以上）

経験 不問

資格 普通自動車運転免許

語学力 不要

応募年齢 不問

1 / 1



求人企業開拓員（しごとｾﾝﾀｰ多摩）

求人情報No：

詳細・応募問合わせ先：

2018/09/11公開日： 201808140352

求　人　票
有効期限：2018/09/11

【Q-2】明誠企画 株式会社企業名

資本金 10百万円 従業員数 30人

事業内容 印刷物の企画・編集・製本・封入・発送納品等

おすすめポイント

平成30年9月11日(火）≪就職面接会 in 都立多摩職業能力開発センター≫に参加します。
是非ブースにお越しください。

※求職者の皆様へ
　本求人内容は、事業主が示した募集条件です。採用時の労働条件については、
　事業主と労働条件通知書などにより確認してください。

◆募集内容

募集職種 オペレーター 募集人数 1人

仕事内容 Windows・Macを使用して組版作業、CTPの管理・作成、オンデマンド印刷

勤務地 東京都武蔵村山市榎2-25-5　最寄駅：立川駅

勤務時間 9:00～18:00　変形労働時間制（年単位）

休憩 60分 残業 有り（平均24時間/月）

給与

月給：22万円～28万円

【給与詳細】
月給：226,000円～281,000円
基本給：140,000円～170,000円
定期的に支払われる手当：職務手当45,000円～60,000円、固定残業手当41,000円～51,000円（時
間外労働の有無に関わらず30時間分の時間外手当として支給、超過時間分については追加支給）
その他手当：なし
賃金締切日：15日　賃金支払日：当月末日

昇給 有り 賞与
有り（前年度実績　年2回　計2.5ヶ月
分）

雇用形態 正社員 雇用期間 定めなし

試用期間 有り（3～6ヶ月）

試用期間中の
労働条件変更

有り（時給：1,100円）

定年 有り（65歳）

再雇用 有り（75歳） 転勤 無し

社会保険 雇用　労災　健康　厚生

交通費 有り（全額支給） 退職金 有り

他諸手当

休日休暇 第1～3土・日・祝　夏季休暇　年末年始休暇　年間休日110日

その他
休日休暇は会社カレンダーによる

育児休業取得実績なし　介護休業取得実績なし　看護休暇取得実績なし

◆応募資格

学歴 高校（卒業以上）

経験 不問（オペレーター経験あれば尚可）

資格 不問

語学力 不要

応募年齢 不問
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求人企業開拓員（しごとｾﾝﾀｰ多摩）

求人情報No：

詳細・応募問合わせ先：

2018/09/11公開日： 201808140368

求　人　票
有効期限：2018/09/11

【R-1】株式会社 グラフィック 東京営業所企業名

資本金 30百万円 従業員数 301人

事業内容
測量・地質調査・設計等を行う総合建設コンサルタント

※上記従業員数は全社の従業員数となります。

おすすめポイント

平成30年9月11日(火）≪就職面接会 in 都立多摩職業能力開発センター≫に参加します。
是非ブースにお越しください。

※求職者の皆様へ
　本求人内容は、事業主が示した募集条件です。採用時の労働条件については、
　事業主と労働条件通知書などにより確認してください。

◆募集内容

募集職種 測量・調査スタッフ 募集人数 1人

仕事内容 公共測量、工事や住宅用地等の測量、図面作成、道路・建築物の位置設置

勤務地 東京都立川市錦町3-6-6　最寄駅：立川駅、西国立駅

勤務時間 8:00～17:00　変形労働時間制(年単位）

休憩 60分 残業 有り（平均26時間/月）

給与

月給：20万円～25万円

【給与詳細】
月給：208,000円～250,000円
基本給：166,080円～199,616円
定期的に支払われる手当：実績手当41,920円～50,384円（時間外労働の有無に関わらず35時間分
の時間外手当として支給、超過時間分については追加支給）
その他手当：家族手当 配偶者5,000円、子3,000円
賃金締切日：20日　賃金支払日：当月28日

昇給
有り（前年度実績　5,000円～10,000
円/月）

賞与
有り（前年度実績　年2回　計5.0ヶ月
分）

雇用形態 正社員 雇用期間 定めなし

試用期間 有り（3～6ヶ月）

試用期間中の
労働条件変更

有り（日給：10,500円～12,000円）

定年 有り（60歳）

再雇用 有り（65歳） 転勤 無し

社会保険 雇用　労災　健康　厚生

交通費 有り（30,000円/月まで支給） 退職金 有り（勤続6年以上）

他諸手当

休日休暇 日・祝　他　夏季休暇　年末年始休暇　年間休日105日

その他

休日休暇は会社カレンダーによる

財形あり

育児休業取得実績あり　介護休業取得実績なし　看護休暇取得実績なし

◆応募資格

学歴 高校（卒業以上）

経験 不問

資格 普通自動車運転免許

語学力 不要

応募年齢 不問
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求人企業開拓員（しごとｾﾝﾀｰ多摩）

求人情報No：

詳細・応募問合わせ先：

2018/09/11公開日： 201808140415

求　人　票
有効期限：2018/09/11

【R-2】株式会社 グラフィック 東京営業所企業名

資本金 30百万円 従業員数 301人

事業内容
測量・地質調査・設計等を行う総合建設コンサルタント

※上記従業員数は全社の従業員数となります。

おすすめポイント

平成30年9月11日(火）≪就職面接会 in 都立多摩職業能力開発センター≫に参加します。
是非ブースにお越しください。

※求職者の皆様へ
　本求人内容は、事業主が示した募集条件です。採用時の労働条件については、
　事業主と労働条件通知書などにより確認してください。

◆募集内容

募集職種 施工管理 募集人数 1人

仕事内容
都市土木・造成工事等の工事作業計画や作業指示、施工測量、図面・書類の作製及び施工管理全
般

勤務地 東京都立川市錦町3-6-6　最寄駅：立川駅、西国立駅

勤務時間 8:00～17:00　変形労働時間制(年単位）

休憩 60分 残業 有り（平均26時間/月）

給与

月給：20万円～25万円

【給与詳細】
月給：208,000円～250,000円
基本給：166,080円～199,616円
定期的に支払われる手当：実績手当41,920円～50,384円（時間外労働の有無に関わらず35時間分
の時間外手当として支給、超過時間分については追加支給）
その他手当：家族手当 配偶者5,000円、子3,000円
賃金締切日：20日　賃金支払日：当月28日

昇給
有り（前年度実績　5,000円～10,000
円/月）

賞与
有り（前年度実績　年2回　計5.0ヶ月
分）

雇用形態 正社員 雇用期間 定めなし

試用期間 有り（3～6ヶ月）

試用期間中の
労働条件変更

有り（日給：10,500円～15,000円）

定年 有り（60歳）

再雇用 有り（65歳） 転勤 無し

社会保険 雇用　労災　健康　厚生

交通費 有り（30,000円/月まで支給） 退職金 有り（勤続6年以上）

他諸手当

休日休暇 日・祝　他　夏季休暇　年末年始休暇　年間休日105日

その他

休日休暇は会社カレンダーによる

財形あり

育児休業取得実績あり　介護休業取得実績なし　看護休暇取得実績なし

◆応募資格

学歴 高校（卒業以上）

経験 不問

資格 普通自動車運転免許

語学力 不要

応募年齢 不問

1 / 2



求人企業開拓員（しごとｾﾝﾀｰ多摩）

求人情報No：

詳細・応募問合わせ先：

2018/09/11公開日： 201808140369

求　人　票
有効期限：2018/09/11

【R-3】株式会社 グラフィック 東京営業所企業名

資本金 30百万円 従業員数 301人

事業内容
測量・地質調査・設計等を行う総合建設コンサルタント

※上記従業員数は全社の従業員数となります。

おすすめポイント

平成30年9月11日(火）≪就職面接会 in 都立多摩職業能力開発センター≫に参加します。
是非ブースにお越しください。

※求職者の皆様へ
　本求人内容は、事業主が示した募集条件です。採用時の労働条件については、
　事業主と労働条件通知書などにより確認してください。

◆募集内容

募集職種 土木設計スタッフ 募集人数 1人

仕事内容 道路・構造物件等インフラ整備の設計、施工図作成、施工計画書作成、数量計算等

勤務地 東京都立川市錦町3-6-6　最寄駅：立川駅、西国立駅

勤務時間 8:00～17:00　変形労働時間制(年単位）

休憩 60分 残業 有り（平均26時間/月）

給与

月給：25万円～40万円

【給与詳細】
月給：250,000円～400,000円
基本給：199,616円～319,385円
定期的に支払われる手当：実績手当50,384円～80,615円（時間外労働の有無に関わらず35時間分
の時間外手当として支給、超過時間分については追加支給）
その他手当：家族手当 配偶者5,000円、子3,000円
賃金締切日：20日　賃金支払日：当月28日

昇給
有り（前年度実績　5,000円～10,000
円/月）

賞与
有り（前年度実績　年2回　計5.0ヶ月
分）

雇用形態 正社員 雇用期間 定めなし

試用期間 有り（3～6ヶ月）

試用期間中の
労働条件変更

有り（日給：12,000円～17,000円）

定年 有り（60歳）

再雇用 有り（65歳） 転勤 無し

社会保険 雇用　労災　健康　厚生

交通費 有り（30,000円/月まで支給） 退職金 有り（勤続6年以上）

他諸手当

休日休暇 日・祝　他　夏季休暇　年末年始休暇　年間休日105日

その他

休日休暇は会社カレンダーによる

財形あり

育児休業取得実績あり　介護休業取得実績なし　看護休暇取得実績なし

◆応募資格

学歴 不問

経験 業務経験5年以上ある方、AutoCADまたは同等のCAD経験のある方

資格
普通自動車運転免許
（技術士またはRCCMあれば尚可）

語学力 不要

応募年齢 不問
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求人企業開拓員（しごとｾﾝﾀｰ多摩）

求人情報No：

詳細・応募問合わせ先：

2018/09/11公開日： 201808140416

求　人　票
有効期限：2018/09/11

【R-4】株式会社 グラフィック 東京営業所企業名

資本金 30百万円 従業員数 301人

事業内容
測量・地質調査・設計等を行う総合建設コンサルタント

※上記従業員数は全社の従業員数となります。

おすすめポイント

平成30年9月11日(火）≪就職面接会 in 都立多摩職業能力開発センター≫に参加します。
是非ブースにお越しください。

※求職者の皆様へ
　本求人内容は、事業主が示した募集条件です。採用時の労働条件については、
　事業主と労働条件通知書などにより確認してください。

◆募集内容

募集職種 地質調査スタッフ 募集人数 1人

仕事内容 官公庁や公共土木からの地質調査（計画・現地調査・現場監督・報告書作成）や工法検討

勤務地 東京都立川市錦町3-6-6　最寄駅：立川駅、西国立駅

勤務時間 8:00～17:00　変形労働時間制(年単位）

休憩 60分 残業 有り（平均26時間/月）

給与

月給：25万円～40万円

【給与詳細】
月給：250,000円～400,000円
基本給：199,616円～319,385円
定期的に支払われる手当：実績手当50,384円～80,615円（時間外労働の有無に関わらず35時間分
の時間外手当として支給、超過時間分については追加支給）
その他手当：家族手当 配偶者5,000円、子3,000円
賃金締切日：20日　賃金支払日：当月28日

昇給
有り（前年度実績　5,000円～10,000
円/月）

賞与
有り（前年度実績　年2回　計4.0ヶ月
分）

雇用形態 正社員 雇用期間 定めなし

試用期間 有り（3ヶ月）

試用期間中の
労働条件変更

有り（日給：12,000円～17,000円）

定年 有り（60歳）

再雇用 有り（65歳） 転勤 無し

社会保険 雇用　労災　健康　厚生

交通費 有り（30,000円/月まで支給） 退職金 有り（勤続6年以上）

他諸手当

休日休暇 日・祝　他　夏季休暇　年末年始休暇　年間休日105日

その他

休日休暇は会社カレンダーによる

財形あり

育児休業取得実績あり　介護休業取得実績なし　看護休暇取得実績なし

◆応募資格

学歴 不問

経験 地質調査経験5年以上ある方

資格
普通自動車運転免許
（地質調査技士または技術士またはRCCMあれば尚可）

語学力 不要

応募年齢 不問
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求人企業開拓員（しごとｾﾝﾀｰ多摩）

求人情報No：

詳細・応募問合わせ先：

2018/09/11公開日： 201808140356

求　人　票
有効期限：2018/09/11

【S-1】マルヰガス東京 株式会社企業名

資本金 20百万円 従業員数 41人

事業内容 LPガス販売事業・住宅リフォーム・省エネ設備・空調工事・天然水宅配事業

おすすめポイント

平成30年9月11日(火）≪就職面接会 in 都立多摩職業能力開発センター≫に参加します。
是非ブースにお越しください。

※求職者の皆様へ
　本求人内容は、事業主が示した募集条件です。採用時の労働条件については、
　事業主と労働条件通知書などにより確認してください。

◆募集内容

募集職種 総務経理事務 募集人数 1人

仕事内容
請求書仕訳、月次決算補助、伝票整理、書類管理、資料作成、口座自動引落、クレジット決済管
理、システム・OA機器管理、電話応対、接客対応

勤務地 東京都八王子市楢原542-1　八王子営業所　最寄駅：八王子駅

勤務時間 8:30～17:30　変形労働時間制（年単位）

休憩 80分 残業 無し

給与

月給：17万円～27万円

【給与詳細】
月給：170,000円～270,000円
基本給：150,000円～250,000円
定期的に支払われる手当：住宅手当10,000円、職務手当10,000円
その他手当：なし
賃金締切日：15日　賃金支払日：当月25日

昇給
有り（前年度実績　3,000円～6,000
円/月）

賞与
有り（前年度実績　年2回　計2.5ヶ月
分）

雇用形態 正社員 雇用期間 定めなし

試用期間 有り（6ヶ月）

試用期間中の
労働条件変更

無し

定年 有り（60歳）

再雇用 有り（65歳） 転勤 無し

社会保険 雇用　労災　健康　厚生

交通費
有り（30,000円/月まで支給　マイ
カー通勤可）

退職金 有り（勤続3年以上）

他諸手当

休日休暇 日・祝　他　夏季休暇　年末年始休暇　年間休日101日

その他
休日休暇は会社カレンダーによる

育児休業取得実績あり　介護休業取得実績なし　看護休暇取得実績なし

◆応募資格

学歴 高校（卒業以上）

経験 不問

資格 普通自動車運転免許

語学力 不要

応募年齢 不問
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求人企業開拓員（しごとｾﾝﾀｰ多摩）

求人情報No：

詳細・応募問合わせ先：

2018/09/11公開日： 201808140357

求　人　票
有効期限：2018/09/11

【S-2】マルヰガス東京 株式会社企業名

資本金 20百万円 従業員数 41人

事業内容 LPガス販売事業・住宅リフォーム・省エネ設備・空調工事・天然水宅配事業

おすすめポイント

平成30年9月11日(火）≪就職面接会 in 都立多摩職業能力開発センター≫に参加します。
是非ブースにお越しください。

※求職者の皆様へ
　本求人内容は、事業主が示した募集条件です。採用時の労働条件については、
　事業主と労働条件通知書などにより確認してください。

◆募集内容

募集職種 営業 募集人数 2人

仕事内容
ガス機器の提案・保守業務、メーター検針・集金業務、アフターサービス、新規開拓・アフター
営業等

勤務地

東京都八王子市楢原町542-1　八王子営業所　最寄駅：八王子駅
東京都福生市武蔵野台1-27-1　多摩営業所　 最寄駅：福生駅、東福生駅
東京都練馬区関町北3-28-15　練馬営業所　　最寄駅：武蔵関駅
※希望考慮

勤務時間 8:30～17:30　変形労働時間制（年単位）

休憩 90分 残業 無し

給与

月給：20万円～40万円

【給与詳細】
月給：200,000円～400,000円
基本給：180,000円～380,000円
定期的に支払われる手当：住宅手当10,000円、職務手当10,000円
その他手当：なし
賃金締切日：15日　賃金支払日：当月25日

昇給
有り（前年度実績　2,000円～7,000
円/月）

賞与
有り（前年度実績　年2回　計2.5ヶ月
分）

雇用形態 正社員 雇用期間 定めなし

試用期間 有り（6ヶ月）

試用期間中の
労働条件変更

無し

定年 有り（60歳）

再雇用 有り（65歳） 転勤 有り

社会保険 雇用　労災　健康　厚生

交通費
有り（30,000円/月まで支給　マイ
カー通勤可）

退職金 有り（勤続3年以上）

他諸手当

休日休暇 シフト制　夏季休暇　年末年始休暇　年間休日96日

その他
休日休暇は会社カレンダーによる

育児休業取得実績あり　介護休業取得実績なし　看護休暇取得実績なし

◆応募資格

学歴 高校（卒業以上）

経験 不問

資格 普通自動車運転免許

語学力 不要

応募年齢 不問
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求人企業開拓員（しごとｾﾝﾀｰ多摩）

求人情報No：

詳細・応募問合わせ先：

2018/09/11公開日： 201808140358

求　人　票
有効期限：2018/09/11

【S-3】マルヰガス東京 株式会社企業名

資本金 20百万円 従業員数 41人

事業内容 LPガス販売事業・住宅リフォーム・省エネ設備・空調工事・天然水宅配事業

おすすめポイント

平成30年9月11日(火）≪就職面接会 in 都立多摩職業能力開発センター≫に参加します。
是非ブースにお越しください。

※求職者の皆様へ
　本求人内容は、事業主が示した募集条件です。採用時の労働条件については、
　事業主と労働条件通知書などにより確認してください。

◆募集内容

募集職種 営業 募集人数 2人

仕事内容 戸建・マンション・店舗の増改築リフォーム提案

勤務地 東京都八王子市楢原町542-1　オール電化館八王子高尾街道店　最寄駅：八王子駅

勤務時間 8:30～17:30　変形労働時間制（年単位）

休憩 90分 残業 無し

給与

月給：20万円～40万円

【給与詳細】
月給：200,000円～400,000円
基本給：180,000円～380,000円
定期的に支払われる手当：住宅手当10,000円、職務手当10,000円
その他手当：なし
賃金締切日：15日　賃金支払日：当月25日

昇給
有り（前年度実績　2,000円～7,000
円/月）

賞与
有り（前年度実績　年2回　計2.5ヶ月
分）

雇用形態 正社員 雇用期間 定めなし

試用期間 有り（6ヶ月）

試用期間中の
労働条件変更

無し

定年 有り（60歳）

再雇用 有り（65歳） 転勤 無し

社会保険 雇用　労災　健康　厚生

交通費
有り（30,000円/月まで支給　マイ
カー通勤可）

退職金 有り（勤続3年以上）

他諸手当

休日休暇 日　他　夏季休暇　年末年始休暇　年間休日96日

その他
休日休暇は会社カレンダーによる

育児休業取得実績あり　介護休業取得実績なし　看護休暇取得実績なし

◆応募資格

学歴 高校（卒業以上）

経験 不問

資格 普通自動車運転免許

語学力 不要

応募年齢 不問
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求人企業開拓員（しごとｾﾝﾀｰ多摩）

求人情報No：

詳細・応募問合わせ先：

2018/09/11公開日： 201808140339

求　人　票
有効期限：2018/09/11

【T-1】株式会社 ローザ特殊化粧料企業名

資本金 24百万円 従業員数 9人

事業内容 化粧品及び医薬部外品の製造・販売

おすすめポイント

平成30年9月11日(火）≪就職面接会 in 都立多摩職業能力開発センター≫に参加します。
是非ブースにお越しください。

※求職者の皆様へ
　本求人内容は、事業主が示した募集条件です。採用時の労働条件については、
　事業主と労働条件通知書などにより確認してください。

◆募集内容

募集職種 一般事務 募集人数 1人

仕事内容
案内状・請求書の作成、電話応対、来客対応、出荷伝票・納品伝票の作成等の入出庫管理、出荷
業務等

勤務地 東京都昭島市昭和町3-10-14　最寄駅：昭島駅、中神駅

勤務時間 8:00～17:30　変形労働時間制（年単位）

休憩 90分 残業 有り（平均10時間/月）

給与

月給：15万円～23万円

【給与詳細】
月給：153,500円～230,000円
基本給：150,500円～220,000円
定期的に支払われる手当：職務手当3,000円～10,000円
その他手当：皆勤手当3,000円～5,000円
賃金締切日：15日　賃金支払日：当月25日

昇給
有り（前年度実績　0円～10,000円/
月）

賞与 無し

雇用形態 正社員 雇用期間 定めなし

試用期間 有り（3ヶ月）

試用期間中の
労働条件変更

有り（職務手当支給なし）

定年 有り（60歳）

再雇用 有り（65歳） 転勤 無し

社会保険 雇用　労災　健康　厚生

交通費
有り（20,000円/月まで支給　マイ
カー通勤可）

退職金 無し

他諸手当

休日休暇 土・日・祝　夏季休暇　年末年始休暇　年間休日125日

その他

第4土曜のみ出勤あり

退職金共済あり

育児休業取得実績なし　介護休業取得実績なし　看護休暇取得実績なし

◆応募資格

学歴 高校（卒業以上）

経験 PC基本操作（ワード・エクセル・パワーポイント）

資格 不問（知的財産管理技能士検定、日本化粧品検定あれば尚可）

語学力 不要

応募年齢 不問

1 / 1



求人企業開拓員（しごとｾﾝﾀｰ多摩）

求人情報No：

詳細・応募問合わせ先：

2018/09/11公開日： 201808140340

求　人　票
有効期限：2018/09/11

【T-2】株式会社 ローザ特殊化粧料企業名

資本金 24百万円 従業員数 9人

事業内容 化粧品及び医薬部外品の製造・販売

おすすめポイント

平成30年9月11日(火）≪就職面接会 in 都立多摩職業能力開発センター≫に参加します。
是非ブースにお越しください。

※求職者の皆様へ
　本求人内容は、事業主が示した募集条件です。採用時の労働条件については、
　事業主と労働条件通知書などにより確認してください。

◆募集内容

募集職種 企画・製造 募集人数 2人

仕事内容
化粧品の商品企画（ボトル・パッケージデザイン含む）・製造・出荷、製造記録の記入、届出書
類作成、サロン営業、展示即売会での販売

勤務地 東京都昭島市昭和町3-10-14　最寄駅：昭島駅、中神駅

勤務時間 8:00～17:30　変形労働時間制（年単位）

休憩 90分 残業 有り（平均10時間/月）

給与

月給：15万円～25万円

【給与詳細】
月給：156,600円～250,000円
基本給：153,600円～230,000円
定期的に支払われる手当：職務手当3,000円～20,000円
その他手当：皆勤手当3,000円～10,000円
賃金締切日：15日　賃金支払日：当月25日

昇給
有り（前年度実績　0円～10,000円/
月）

賞与 無し

雇用形態 正社員 雇用期間 定めなし

試用期間 有り（3ヶ月）

試用期間中の
労働条件変更

有り（職務手当支給なし）

定年 有り（60歳）

再雇用 有り（65歳） 転勤 無し

社会保険 雇用　労災　健康　厚生

交通費
有り（20,000円/月まで支給　マイ
カー通勤可）

退職金 無し

他諸手当

休日休暇 土・日・祝　夏季休暇　年末年始休暇　年間休日125日

その他

第4土曜のみ出勤あり

退職金共済あり

育児休業取得実績なし　介護休業取得実績なし　看護休暇取得実績なし

◆応募資格

学歴 不問

経験 不問

資格 普通自動車運転免許

語学力 不要

応募年齢 不問
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求人企業開拓員（しごとｾﾝﾀｰ多摩）

求人情報No：

詳細・応募問合わせ先：

2018/09/11公開日： 201808140341

求　人　票
有効期限：2018/09/11

【T-3】株式会社 ローザ特殊化粧料企業名

資本金 24百万円 従業員数 9人

事業内容 化粧品及び医薬部外品の製造・販売

おすすめポイント

平成30年9月11日(火）≪就職面接会 in 都立多摩職業能力開発センター≫に参加します。
是非ブースにお越しください。

※求職者の皆様へ
　本求人内容は、事業主が示した募集条件です。採用時の労働条件については、
　事業主と労働条件通知書などにより確認してください。

◆募集内容

募集職種 一般事務 募集人数 1人

仕事内容 電話応対、来客対応、納品書・請求書作成、承認・資材の入出庫管理、書類作成

勤務地 東京都昭島市昭和町3-10-14　最寄駅：昭島駅、中神駅

勤務時間 8:30～17:30間の実働4時間以上　※応相談

休憩 60分 残業 無し

給与

月給：4万円～19万円／時給：960円～1,200円

【月給換算】時給×実働時間(4～8H)×稼働日数(12～20日）
賃金締切日：15日　賃金支払日：当月25日

昇給 有り（前年度実績　0円～50円/時） 賞与 無し

雇用形態 パート社員　※正社員登用制度　有り 雇用期間 有り（6ヶ月　更新の可能性あり）

試用期間 無し

試用期間中の
労働条件変更

無し

定年 無し

再雇用 無し 転勤 無し

社会保険 労災

交通費
有り（20,000円/月まで支給　マイ
カー通勤可）

退職金 無し

他諸手当

休日休暇 土・日・祝　他　週休2～4日　※応相談　夏季休暇　年末年始休暇

その他

第4土曜日出勤の場合あり

社会保険は法定通り

育児休業取得実績なし　介護休業取得実績なし　看護休暇取得実績なし

◆応募資格

学歴 不問

経験
PC操作中級程度（ワード・エクセル・パワーポイント）
（事務経験あれば尚可）

資格 不問

語学力 不要

応募年齢 不問
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求人企業開拓員（しごとｾﾝﾀｰ多摩）

求人情報No：

詳細・応募問合わせ先：

2018/09/11公開日： 201808140342

求　人　票
有効期限：2018/09/11

【T-4】株式会社 ローザ特殊化粧料企業名

資本金 24百万円 従業員数 9人

事業内容 化粧品及び医薬部外品の製造・販売

おすすめポイント

平成30年9月11日(火）≪就職面接会 in 都立多摩職業能力開発センター≫に参加します。
是非ブースにお越しください。

※求職者の皆様へ
　本求人内容は、事業主が示した募集条件です。採用時の労働条件については、
　事業主と労働条件通知書などにより確認してください。

◆募集内容

募集職種 製造・生産管理 募集人数 1人

仕事内容 原料の調合・管理、商品の出荷等化粧品・歯磨き・その他化粧用調整品製造の補助

勤務地 東京都昭島市昭和町3-10-14　最寄駅：昭島駅、中神駅

勤務時間 8:30～17:30間の実働4時間以上　※応相談

休憩 60分 残業 無し

給与

月給：4万円～16万円／時給：960円～1,000円

【月給換算】時給×実働時間(4～8H)×稼働日数(12～20日）
賃金締切日：15日　賃金支払日：当月25日

昇給 有り（前年度実績　0円～50円/時） 賞与 無し

雇用形態 パート社員　※正社員登用制度　有り 雇用期間 有り（6ヶ月　更新の可能性あり）

試用期間 無し

試用期間中の
労働条件変更

無し

定年 無し

再雇用 無し 転勤 無し

社会保険 労災

交通費
有り（20,000円/月まで支給　マイ
カー通勤可）

退職金 無し

他諸手当

休日休暇 土・日・祝　他　週休2～4日　※応相談

その他

第4土曜日出勤の場合あり

社会保険は法定通り

育児休業取得実績なし　介護休業取得実績なし　看護休暇取得実績なし

◆応募資格

学歴 専門・各種学校（短大卒業以上）

経験 PC基本操作（ワード・エクセル・パワーポイント）

資格 不問（知的財産管理技能士検定、日本化粧品検定あれば尚可）

語学力 不要

応募年齢 不問
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