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申込みの流れ①
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ページトップの「求人企業様のご登録」をクリック1

【求人企業様のご登録について】を確認し、下部の をクリック2

企業情報を入力3



申込みの流れ②
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人材カテゴリーを選択

【新卒・留学生・既卒】
または
【中途・第二新卒】
をご選択いただけます。
※こちらの申込みフォームより

1原稿作っていただきますと
IDとパスワード設定に必要な
URLをお送りしますので、
管理画面より同カテゴリーの
別職種や別カテゴリーでの
求人原稿をご作成いただけます。

【中途・第二新卒】を選択すると

【新卒・留学生・既卒】とは
異なる入力内容が出てきます。

希望年齢や定年後の措置など、
キャリア人材を採用するにあ
たっての項目の入力をお願い
いたします。

求人内容を入力1

【次へ】を押下２

【募集職種】
1原稿1職種で記載ください。複数作成し
たい場合は、まず、1職種作成していただ
いた後、左記の管理画面より別職種の原
稿を作成いただけます。

【東商キャリア人材サポート】とは

https://www.tokyo-

cci.or.jp/person/adoption/career/

【再就職支援事業者等への情報提供】
詳細はP.6へ

https://www.tokyo-cci.or.jp/person/adoption/career/


申込みの流れ③

5

【登録する】ボタンを押下し、確認ページの内容を確認してください。２

修正がある場合は、 で戻り、修正してください。

修正がない場合は、ページ最下部の を押下してください。

3

検索項目をチェックする1

２

原稿の審査が終わりましたら、IDとパスワード設定に必要なURLがメールで通知されます。
（登録より５営業日）

4



ご参考：再就職支援会社や（公財）産業雇用安定センターへの情報提供について

6

【中途・第二新卒】の求人にあたり、東商と連携する再就職支援会社および（公財）産業雇用安定センターへ
東商から貴社の情報を共有し、別途無料で支援を受けることができます。

希望される場合はチェックを付してください。

＜各社・団体概要は下記よりご覧ください＞

■再就職支援会社

・株式会社リクルートキャリアコンサルティング https://www.recruit-cc.co.jp/

・株式会社パソナ https://www.pasona.co.jp/

・パーソルキャリアコンサティング株式会社 https://www.persol-cc.co.jp/

※いずれかの企業に限定した情報共有はいたしかねますのでご了承ください。

■公益財団法人 産業雇用安定センター https://www.sangyokoyo.or.jp/

厚生労働省、経済・産業団体や連合などとの密接なつながりをもとに、本部と全国４７都道府県の地方事務

所が連携した全国的なネットワークにより、再就職・出向の支援事業に取り組む公的な機関です。

◎当該項目にチェックを付けられた場合、各社・センターご担当者様より
貴社へ直接ご連絡（お電話、メール等）がございます。

◎求人をお取り下げされる場合、ジョブサイト上での操作に加え、各社・センターにも
別途ご連絡くださいますようお願いたします。

https://www.recruit-cc.co.jp/
https://www.pasona.co.jp/
https://www.persol-cc.co.jp/
https://www.sangyokoyo.or.jp/


管理画面TOP
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管理画面TOPでは、応募者数を一目で確認できます。

◆管理画面TOP

応募者数が確認できます。1

【応募】⇒【応募情報一覧】より応募者が確認できます。
※【応募情報一覧】を開くと【該当するデータがありません】と表示されますが、
条件を入れて検索ボタンを押すと応募者が出てきます。

1

1
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求人原稿を登録・編集する（1件ずつ登録）

◆求人原稿 登録画面

1 ▼基本情報
求人原稿の管理用情報を登録します。

2 ▼募集要項

職種、勤務地、給与など、募集要項をご入力
ください。

3 ▼検索条件、応募情報、Google for Jobs、
備考

検索でチェックさせたい検索項目の設定や、
応募に必要な情報を登録します。

Step 1. 【求人原稿】メニューにマウスを合わせると横に表示されるサブメニューから、【求人情報の
登録】をクリックします。登録画面に遷移しますので、必要事項を入力してください。

1

2

3

※Google for Jobsとは、、、

Google for Jobsは、「求人や転職などの求
人情報を探していると想定されるキーワー
ドで検索したユーザーに、検索エンジンの
上部にあらゆる求人情報が表示される
Googleの機能」のことです。
☞詳しくはP.14～P.21

※まず、、、

プレビュー表示を
クラシック表示に変更
する。
※プレビュー表示とクラシッ
ク表示についてはP9を参照
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求人原稿を登録・編集する（1件ずつ登録）

！ プレビュー表示とクラシック表示について

登録画面は、プレビュー表示、クラシック表示の２パターンからお選びいただけます。
「プレビュー」パターンでは、実際に掲載される求人原稿をイメージしやすい作りとなっております。
「クラシック」パターンでは、項目名と入力フォームが常時表示されており、入力しやすい作りとなっ
ております。

プレビュー登録画面 クラシック登録画面

表示を切り替える場合は、登録画面の右にある切り替えボタンで切り替えが可能です。
※保存前に切り替えると、現在入力中の内容が削除されます。ご注意ください。
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◆基本情報を入力する

3

人材カテゴリーを選択します。

求人原稿を登録・編集する（1件ずつ登録）

3

1

2

4

1

2

4

掲載開始日を選択します。入力フォームをクリックするとカレンダーが表示されますので、該当の
日付をクリックして選択します。

掲載終了日を選択します。 ※任意項目になります。

原稿を公開する場合は「公開」にチェックをいれてください。

！ 4バイト文字（はしご高など）の環境依存文字は非対応文字となっているため、別の文字で代用
をお願いいたします。
※環境依存文字を使用すると、文字化けする可能性がございますので、ご注意くださいませ。
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Step 1. グレーの画像イメージをクリックします。

Step 2. 画像アップロード画面が表示されます。

求人原稿に掲載したい画像をクリックしてください。

◆画像を登録したい場合

求人原稿を登録・編集する（1件ずつ登録）

1
1 画像を新たにアップロードする場合は、画面上

部の をクリックしてアップ

ロードしたい画像を選択します。次に、

をクリックすると、「アップ

ロードした画像」一覧に画像が反映されます。

アップロードした画像を選択。2

2
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求人原稿を登録・編集する（1件ずつ登録）

◆応募情報について

1

2

【応募先メールアドレス】には応募通知先のメールアドレスをご入力ください。
※何も入力がない場合、求職者画面にはWEB応募ボタンが表示されません。

1

2 求人案件ごとに、自動返信メールの文面を設定することが可能です。
入力したメール文面は、求職者に送られる応募完了メールに挿入されます。
（挿入箇所は次ページをご覧ください。）

※連絡先電話番号はご入力不可となります。
ご入力をいただいた場合には、削除させていただきます。
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求人原稿を登録・編集する（1件ずつ登録）

！ 自動返信メールについて

応募完了後に求職者に送られる、応募完了メールです。
求人原稿作成画面「４．応募情報を入力する」で登録した、自動返信メール文面は

の部分（メール本文と署名の間）に挿入されます。

応募完了メール文面（例）

1

--------------------------------------------------------------------------------------------
このメールは送信専用メールアドレスから配信されています。
このままご返信いただいてもお答えできませんのでご了承ください。

---------------------------------------------------------------------------------------------

■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
東商ジョブサイト 受付完了のお知らせ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■

東商花子 様

この度は、以下求人へご応募いただき、誠にありがとうございます。

●●
へのご応募を受け付けました。

お申し込みフォームより入力いただいた情報は、採用担当へ送信されます。
応募結果や今後の流れにつきましては、採用担当より東商 花子様宛に連絡が入ります。

----------------------------------------------------------------------------
※求人内容・応募結果についてのお問い合わせは、連絡先に記載された
採用担当へご連絡ください。
東商ジョブサイトでは、申し込みの取り消し手続きなどはいたしかねます。

※応募された求人内容は以下ページよりご確認いただけます。
●●●
※閲覧時、以下応募IDが必要になります。
応募ID

●

----------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------
東京商工会議所
人材・能力開発部 人材支援センター

〒100-0005

東京都千代田区丸の内3-2-2（丸の内二重橋ビル）
TEL：03-3283-7640 FAX：03-3287-0308

Mail：toshojobsite@mail.tokyo-cci.or.jp

HP：http://www.tokyo-cci.or.jp/person/

東商ジョブサイト：https://cci-job-stg.job-maker.jp/

---------------------------------------------------------------------

ご応募いただきましてありがとうございます！
後ほどこちらからご連絡させていただきます。

1
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求人原稿を登録・編集する（1件ずつ登録）

！ Google for Jobs設定に関する項目は、以下の通りです。

項目名 内容

仕事ID（identifier）※1 求人原稿毎自動で振り分けられる「仕事ID」※変更不可

掲載開始日
（datePosted）※1

「1．基本情報」で設定した掲載開始日

掲載終了日
（valid Through）※2

「1．基本情報」で設定した掲載終了日
※原稿に掲載終了日が指定されている場合は、Google for Jobsのタグ出力に「必須」の項目

職種（title）※1 ※2 求人原稿項目設定で連携設定した項目

掲載企業名
（hiringOrganization name）

※1

掲載企業登録で設定した会社名
※求人原稿作成画面からは変更不可

掲載企業URL

（hiringOrganization

sameAs）

掲載企業登録で設定したHP

※求人原稿作成画面からは変更不可

掲載企業ロゴ画像
（hiringOrganization logo）

掲載企業登録で設定したロゴ
※求人原稿作成画面からは変更不可

郵便番号（postalCode）
都道府県（addressRegion）
市区町村（addressLocality）
町域以下（streetAddress）

※1(すべて)※2

◆同期ボタンクリックで反映
・都道府県
・市区町村
※「 3． 検索条件」で設定した内容が反映されます。（複数選択した場合は上位1つ）

◆反映されない（手動での入力が必要）
・郵便番号
・町域以下

勤務形態
（jobLocationType）

リモートワークが含まれる求人の場合のみ選択

リモートワーク勤務地
（applicantLocationRequire

ments）

「勤務形態（jobLocationType）」でリモートワークにチェックを入れた場合に選択可能
※5つまで選択が可能

求人の詳細な説明
（description）※1 ※2

求人原稿項目設定で連携設定した項目

給与形態（unitText）※2 「 3． 検索条件」で設定した給与形態（時給など）（複数の場合は上位1つ）

給与金額
（baseSalary value）※2

「 3． 検索条件」で設定した給与金額（複数の場合は上位1つ）
※同期ボタンクリックで「給与下限」に自動で入力されます。

雇用形態
（employment Type）

※以下より、選択可能
正社員・フルタイム（FULL_TIME）
アルバイト・パート（PART_TIME）
業務委託・契約社員（CONTRACTOR）
派遣社員、期間限定の社員（TEMPORARY）
インターン（INTERN）
ボランティア（VOLUNTEER）
日雇い・季節労働者（PER_DIEM）
その他（OTHER）

※任意項目※「5．Google for Jobsを設定する」では、Google for Jobsに表示させる求人情報を、原稿ごとに

設定することができます。

※1…Google for Jobsのタグ出力時に「必須」
※2…こちらの項目は、同期ボタンクリックでGoogle for Jobs用フォームに入力できます。
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求人原稿を登録・編集する（1件ずつ登録）

◆Google for Jobs設定 対応箇所について

1

2

港区

＜求人原稿作成画面＞

＜Google for Jobs画面＞

1

2

1 タイトルには、職種が入ります。

2 郵便番号から町域以下まで全て入力すると
地図が表示されます。
※地図表示ルールには注意点がございます。
詳細は15ページをご確認ください。
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求人原稿を登録・編集する（1件ずつ登録）

◆Google for Jobs設定 対応箇所について

＜求人原稿作成画面＞

＜Google for Jobs画面＞

3

3

4

5

4 5

3 仕事詳細が入ります。

4 給与情報は、画面上部にタグとして入ります。

5 雇用形態は、画面上部にタグとして入ります。
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求人原稿を登録・編集する（1件ずつ登録）

◆Google for Jobs設定について

3 同期ボタンをクリックすることで、求人原稿の掲載終了日が入力されます。（編集も可能）
こちらは、原稿に掲載終了日が指定されている場合は、Google for Jobsのタグ出力に「必須」の項
目のため、入力が必要になります。

5 同期ボタンをクリックすることで、「 3．検索条件」にて【勤務地】に選んだ都道府県・市区町村
（複数選択した場合は上位1つ）が入力されます。それ以外の項目は入力されません。
（それぞれ編集可能）
Google for Jobs上に地図を表示させるためには、町名・番地以下も必要になりますので、
郵便番号から町名・番地以下まで全て埋めるようにしましょう。
※郵便番号を直接入力すると町域以下も自動入力されますので、入力する際は郵便番号から入力する
ことをおすすめします。

3

4

5

4 同期ボタンをクリックすることで、「職種」 が入力されます。（編集も可能）
こちらは、Google for Jobsのタグ出力に「必須」の項目です。職務内容を簡潔に記載しましょう。
※「!」や「*」などの特殊文字を多用しないでください。
※特殊文字を多用するとスパム扱いされることがあります。
※数値や、「/」、「-」などの文字は使用できます。

1

2

1 【一括同期】ボタンをクリックすると「1．基本情報」～「3．検索条件」で登録・編集した内容
を、一括でこちらに反映させることができます。
※クリックしないと自動では反映されませんので、ご注意くださいませ。

2 【個別同期】ボタンをクリックすると「1．基本情報」～「3．検索条件」で登録・編集した内容
を、その項目だけ、こちらに反映させることができます。
※クリックしないと自動では反映されませんので、ご注意くださいませ。
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求人原稿を登録・編集する（1件ずつ登録）

◆Google for Jobs設定について

7 同期ボタンをクリックすることで、仕事情報などの募集要項が入力されます。（編集も可能）
こちらは、Google for Jobsのタグ出力に「必須」の項目です。仕事内容など、求人の詳細な説明
を記載してください。

9 同期ボタンをクリックすることで、「 3．検索条件」にて指定した「時給」「日給」「週給」「月
給」「年収」の給与額が「給与下限」に入力されます。項目の変更は可能です。
※ Google for Jobsのタグ出力に「任意」の項目です。

7

11

8

10

9

8 同期ボタンをクリックすることで、「 3．検索条件」にて指定した「時給」「日給」「月給」「年収」
の給与形態が入力されます。項目の変更は可能です。
※Google for Jobsのタグ出力に「任意」の項目です。

「給与上限」も別途設定が可能です。
※Google for Jobsのタグ出力に「任意」の項目です。
※「給与下限」のみの指定の場合、Google for Jobs上では、「¥○～」もしくは「¥○万～」と表示
されます。また、給与下限・給与上限を指定した場合は、Google for Jobs上では、「¥○～¥○」も
しくは「¥○万～¥○万」と表示されます。

該当する雇用形態のチェックボックスにチェックします。
※求人原稿からの自動反映はされません。
※Google for Jobsのタグ出力に「任意」の項目です。

6

6 リモートワークが含まれる求人の場合はチェックボックスにチェックします。
チェックすると、リモートワーク勤務地の選択画面がすぐ下に表示され、最大5つの都道府県を選
択できます。

10

11



求人原稿を登録・編集する（1件ずつ登録）
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！ 地図表示について

Google for Jobs上で地図を表示させるためには、町名・番地以下までの記載が必要になります。
下記の表をご参考にご記入をお願いいたします。
※ビル名まで記載されている場合は、地図が正しく表示されない場合もございます。出力後、求
人原稿でお確かめくださいませ。

◆Google for Jobs設定について



求人原稿を登録・編集する（1件ずつ登録）
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◆Google for Jobs設定について

！ 「職種（title）」と「求人の詳細な説明（description）」について

■「職種（title）」項目の書き方について

Google for Jobs(Googleしごと検索)の上位表示には、「職種（title）」の内容が最も重要です。
その求人が何の求人なのか、求職者およびGoogleの検索エンジンに伝える必要があります。
しかし、情報をつめこみすぎると、Google for Jobsのガイドライン違反となってしまいますので注意
が必要な箇所でもあります。

参考：Google for Jobsガイドライン

https://developers.google.com/search/docs/data-types/job-posting?hl=ja#content-guidelines

例えばタイトルに

・♪
・お祝い金あり！
・給与●万円

などの文字が入っているものは、Google for Jobsのガイドラインに違反します。
基本的に、タイトルには「Java プログラマー」のように職務の名前のみを指定してください。

＜NG例＞

・“オープニングスタッフとして一緒に頑張りましょう！” 【入社お祝い金10.000円】新宿駅徒歩3分
♪●●カフェスタッフ
・【高時給1500円】カフェスタッフのお仕事！！

＜設定例＞

・●●カフェスタッフ
・カフェスタッフのお仕事

https://developers.google.com/search/docs/data-types/job-posting?hl=ja#content-guidelines
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◆Google for Jobs設定について

！ 「職種（title）」と「求人の詳細な説明（description）」について

■「求人の詳細な説明（description）」項目の書き方について

Google for Jobsでは、仕事内容と上位表示との関係は薄いですが、読みやすい求人のほうが内容を理
解しやすく、結果として求人とズレのない人からの応募を集めることができます。

□ポイント1：簡単な見出しをつけ、内容ごとに区切る
□ポイント2：文章は短くし、1~2文ほどで改行する
□ポイント3：求人のアピールポイントは、仕事内容のはじめに記載する

------------------
仕事内容

------------------

【お仕事のポイント】
①週明けからスタートできる
②東京駅から徒歩圏内
③服装はオフィスカジュアルでOK

契約書の作成や請求書の作成などの事務から、お客様か
らのサポート対応をお願いいたします。お客様先に営業
と一緒に同行することも出来ます！

もちろん、お仕事は1から教えますのでご安心くださ
い！未経験でも心配無用です！

------------------
雇用形態

------------------
パート・アルバイト

契約書の作成や請求書の作成などの事務から、お客
様からのサポート対応をお願いいたします。お客様
先に営業と一緒に同行することも出来ます！
もちろん、お仕事は1から教えますのでご安心くだ
さい！未経験でも心配無用です！

・パート・アルバイト
・週明けからスタートできます！
・東京駅から徒歩圏内
・服装はオフィスカジュアルでOK

＜NG例＞ ＜設定例＞

「仕事内容」や「雇用形態」など、項目は複数記載がある方が分かりやすくなるた
め、複数記載がおすすめです。
※CSVでアップロードする場合は、同期機能はないため直接項目を記載する必要が
あります。
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1 全ての内容を確認した後、
審査依頼へ進む

1

2

2 【審査依頼をする】ボタンを押下
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求人原稿を登録・編集する（1件ずつ登録）

◆求人原稿を修正またはコピーしたい場合

Step 1. 【求人原稿】メニューにマウスを合わせると横に表示されるサブメニューから、【求人情報一覧】
をクリックします。遷移後の画面で【この条件で表示する】をクリックし原稿一覧ページに遷移し
ます。

修正したい求人原稿の編集ボタンをクリックすることで編集画面に遷移します。1

2 修正したい求人原稿のコピーボタンをクリックすることで、新たにコピーした原稿の編集画面に
遷移します。

Step 2. 原稿作成・編集画面にて、変更したい内容を変更し、 を
クリックして審査依頼へ進みます。（P22参照）

※一番右の、目のマークはプレビューボタンです。原稿プレビュー画面に遷移します。

1 2

複合検索について！
「職種」「会社名」など、異なる項目を使って複合検索が可能です。項目を追加する場合は、
【検索条件を追加する】をクリックすると追加できます。

！ 原稿の状態について

公開です

非公開です

非公開です

非公開です

非公開です

※掲載期間が有効なものに限ります。

※審査を待っている状態です。

※修正が必要な個所があります。

※企業様で修正中です。
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応募通知が届く

求人に応募があると、応募があった求人の応募先メールアドレスに通知が届きます。
※応募者にも、応募完了通知が届きます。

・応募先メールアドレス（掲載企業）

⇒【求人原稿】＞【求人情報一覧】にて、応募先メールアドレスを変更したい求人の編集画面にいき、「4．応募情報を入力する」
内の項目【応募先メールアドレス】に登録されているメールアドレスを変更します。

求人に応募があった場合、以下のようなフローで連絡を行うことが出来ます。（詳細は次ページ以降）！

1

応募者に連絡する

管理画面よりメール送信が可能です。

2

応募者から返信が届く（メールでの連絡の場合）3

応募者からの返信メールは、メールを送信する際に指定した「送信元メールアドレス」に届きます。

求職者が応募時に入力したメールアドレス宛にメッセージが届きます。
ジョブサイト上で送信したメール以外は、メーラー上でのやり取りとなり、管理画面に履歴は残りません。
ご承知おきくださいませ。
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Step 1. 【応募】メニューにマウスを合わせると横に表示されるサブメニューから、【応募情報一覧】を
クリックします。
遷移先画面にて【この条件で表示する】をクリックし、応募者一覧を表示させます。

応募者を見る・メールする

Step 2. 情報を確認したい応募者の行の、一番右側にある編集ボタンをクリックします。
応募者情報の詳細画面が表示されます。
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応募者を見る・メールする

※応募者情報詳細画面について

2 応募情報詳細が表示されます。

3 【閉じる】をクリックすると、
応募情報詳細が折りたたまれて
表示されます。

4 応募ステータスを確認・変更でき
ます。
変更する場合は【変更する】をク
リックしてください。
以下のような変更画面が表示され
ます。3

4

5

6

5 変更履歴を確認できます。

6 応募者一覧画面に戻ります。

※遷移先画面にて一覧を表示させるには、
再度【この条件で表示する】をクリック
する必要があります。ご注意くださいま
せ。

1

2

1 メッセージの確認・送信を行う
場合は「メッセージ」タブをク
リックします。

！ 応募ステータスは「メッセージ」を送っても自動で「対応中」に変更されません。
ご対応いただきましたら適宜ご変更ください。
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※応募者情報メールボックスについて

2 メッセージの送信履歴が表示され
ます。

3 メッセージを送信したい場合は
【メッセージを送信する】をク
リックします。

4 で選択したメッセージの
内容を確認することができます。

3

4

5

5 応募者一覧画面に戻ります。

※ 遷移先画面にて一覧を表示させるに
は、再度【この条件で表示する】を
クリックする必要があります。ご注
意くださいませ。

1

2

1 応募内容の確認を行う場合は
「応募詳細」タブをクリックし
ます。

2

※メッセージ送信画面

6

7

8

6 メッセージの件名を入力できます。
※応募者にわかるよう件名に社名を入れてください。

7 送信元メールアドレスを入力できます。

8 メール本文を入力できます。
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応募者を見る・メールする

Step 1. 【メッセージ】タブをクリックし、【メッセージを送信する】をクリックします。

◆応募者にメールを送信したい場合

Step 2. 送信画面が表示されますので、件名と送信者名、送信元メールアドレス、本文を入力し、
送信ボタンをクリックします。

1

2

3

1 メッセージの件名を入力できます。
※応募者にわかるよう件名に社名を入れてください。

2 送信元メールアドレスを入力できます。

3 メール本文を入力できます。

管理画面から確認できるメッセージは、応募者へジョブサイト上で送信したメールのみとなってお
ります。
応募者へのメッセージは、応募者が応募時に入力したメールアドレス宛に届きます。その後はメー
ラー上でのやり取りとなり、管理画面に履歴は残りません。ご承知おきくださいませ。

！
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掲載原稿を取り下げる

◆募集を停止し情報を取り下げる場合

Step 1. 【求人原稿】メニューにマウスを合わせると横に表示されるサブメニューから、【求人情報一覧】
をクリックします。遷移後の画面で【この条件で表示する】をクリックし原稿一覧ページに遷移し
ます。

Step 3.原稿作成・編集画面にて、最下段の をクリックして審査
依頼へ進みます。（P22参照）

1

1 取下げしたい求人原稿の編集ボタンをクリックするこ
とで編集画面に遷移します。

Step 2.取下げのための修正をする。

2

3

【基本情報を入力する＞状態】欄を≪非公開≫にする。

【募集要項を入力する＞募集職種】欄の冒頭に”（取下げ）”と記載する

【再就職支援事業者等への情報提供】を希望している原稿は、ジョブサイト上での操作に加え、
各社・センターにも別途ご連絡くださいますようお願いたします。P6参照

！
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記載例【営業（新卒）】

項目名 内容

募集職種【検索結果一覧】 不動産営業職

雇用形態 正社員

勤務地【検索結果一覧】 本社（神田駅　徒歩3分）、神奈川、埼玉、千葉などの関東エリア

勤務時間
9:00～18:00（実働8時間）

月平均残業時間20時間

給与※年俸（目安）

月給（2021年度実績）

四大・大学院卒：210,000円

専門・高専卒：205,000円

+諸手当

初任給例（四大卒）※東京勤務の場合

210,000円

+営業手当（10,000円）

+地域手当（10,000円）

＝月収230,000円

年収例

450万円（2年目：主任）

630万円（4年目：チームリーダー）

1,020万円（7年目：マネージャー）

残業手当の有無とその支給方法
時間外手当：有

固定残業代制：30時間分（超過分は時間外手当にて別途支給）

主な仕事内容【検索結果一覧】

デザイン住宅を販売する営業職をお任せします。

【お客様は？】

ご提案させていただくのは個人のお客様。

チラシを見てお問い合わせいただいたり、住宅展示場に足を運んでくださったりと、戸建て住宅にご興味をお持ちの方です。

お客様にとって、「家」は恐らく人生で一番高いお買い物となります。

本当に求めていること、譲れないポイント、ご家族それぞれの希望、様々な要望を叶えるためには、真摯に向き合って理想の住まいづくりを一緒になって行う必

要があります。

その分、私たちはよくお客様から感謝のお言葉をいただけます。

「○○さんにお願いして良かった」

「この家は○○さん無しには出来なかった」

大きな責任ある仕事ならではのやりがいを感じる事のできる、とても面白い仕事です！

休日日数・休暇

年間休日120日　※2021年度

完全週休二日制（土日）

祝日・GW

年末年始休暇（3～5日）

夏季休暇（2～4日）

産前・産後・育児休暇（取得実績あり）

採用予定人数・前年採用実績数

採用予定人数：15名

前年採用実績数：11名

3年以内離職率：20%

求める人物像・応募資格

活躍している社員に共通しているのは「人が好き」ということ。

一生で一番高い買い物をするお客様に寄り添り、もう一人の家族となって一緒に考えていくこの仕事には欠かせない要素です。

・人と話すのが好き

・誰かの役に立ちたい

そんな方を求めています！

応募方法 ページ下部の「簡単 応募する」ボタンよりご応募ください。

福利厚生・社内制度

インセンティブ制度

時短勤務制度

産前・産後・育児休暇制度

社員表彰制度

メンター制度

結婚・出産祝金

健康診断

スマートフォン貸与

社員旅行（コロナ前は毎年海外に行っていました）

社会保険 社会保険完備（健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険）

インターンシップ・職場体験情報

PR文

私たちは関東エリアに根差して不動産の販売を行っている会社です。

コロナ禍においても右肩上がりに成長をしており、昨年度は過去最高益を記録しました。

このコロナ禍で不動産業界はおうち時間の増加に伴い、大きな変革期を迎えました。

当社もその流れに合わせて、オンラインでの商談やモデルルーム見学ができるようにし、時代に合わせたご提案を行っています。

お客様一人ひとりと深く関わることのできるこの仕事では、多くの社員も「人が好き」という特徴があります。

一緒に働く仲間、大きなやりがいを得られる仕事に挑戦してみませんか？
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記載例【ITエンジニア（新卒）】

項目名 内容

募集職種【検索結果一覧】 ITエンジニア（インフラ・ネットワーク）

雇用形態 契約社員（半年後に自動的に正社員へ登用）

勤務地【検索結果一覧】

東京都千代田区丸の内3-2-2　丸の内二重橋ビル

地下鉄

東京メトロ千代田線「二重橋前〈丸の内〉」駅直結（Ｂ５出口）

東京メトロ日比谷線・千代田線「日比谷」駅直結（Ｂ５出口）

都営三田線「日比谷」駅直結（Ｂ５出口）

JR

JR「有楽町」駅　国際フォーラム口より徒歩５分

JR「東京」駅　丸の内南口より徒歩10分

※ビル直結の地下通路をご利用いただけます。

勤務時間
フレックスタイム制（コアタイム10:00～14:00）

実働8時間

給与※年俸（目安）

年俸制（年俸の12分の1を毎月支給）

2,500,000～3,000,000円

初任給例（年俸3,000,000円の場合）

250,000円

残業手当の有無とその支給方法
時間外手当：有

※月平均残業時間5時間

主な仕事内容【検索結果一覧】

ITエンジニア（運用・保守）

主に金融システムの保守・運用をお任せします。

当社のクライアントには大手金融機関も多く、皆さんが日々、銀行でお金を下ろしたりするときにはもちろん、インターネットを駆使して金融取引をするときな

どに、スムーズに取引を実現するために必要不可欠なシステムを扱っています。

【キャリアアップも】

近年では自社内開発案件を受注しており、開発系のエンジニアスキルを身につけていき、将来的に上流工程に携わることも可能です！

休日日数・休暇

年間休日120日　※2021年度

完全週休二日制（土日）

祝日・GW

年末年始休暇（3～5日）

夏季休暇（2～4日）

産前・産後・育児休暇（取得実績あり）

採用予定人数・前年採用実績数
採用予定人数：10名（事業拡大に伴い大幅に増員予定です）

前年採用実績数：2名

求める人物像・応募資格

【応募資格】

・4大卒以上

自社の研修が充実しているため、文理不問で募集をしております！

自社内開発案件の増加により、社内にて教育する体制がしっかりと整っています。

そのため、文系出身の方であっても一から研修し、一人前のITエンジニアへと育てますので、ご安心ください。

【求める人物像】

ITエンジニアと聞くと、黙々とパソコンの前で作業をしているイメージがあるかもしれません。

しかし実際に必要なのは「チームワーク」です。

多くの人と一緒に仕事をすることが多く、プロジェクトによっては数は数十名～数百名規模にもなります。

その分誰かがすぐに助けてくれる環境です！

応募方法 ページ下部の「簡単 応募する」ボタンよりご応募ください。

福利厚生・社内制度

【福利厚生】

・テレワーク制度

・在宅勤務手当

2021年より増加したテレワークに伴って、在宅勤務手当を支給しています。

在宅勤務にて発生する光熱費に加えて、椅子やモニターなどの業務環境を整えるために使用できます。

・企業年金基金

その他

【教育・研修制度】

・新入社員研修（3ヵ月間）

・階層別研修

・資格取得補助制度（資格取得に必要な費用負担）

・自己啓発補助制度（月5,000円）

社会保険 社会保険完備（健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険）

インターンシップ・職場体験情報

PR文

〇〇株式会社は現在も現役のITエンジニアである社長の〇〇が「エンジニアが働きやすい会社を作りたい」という想いから、2000年に設立した会社です。

そのため、社員のスキルアップや評価体制をとても重要視しています。

入社してからの研修はもちろん、その後のフォロー体制も充実。

配属プロジェクトの希望や、これから学んでいきたい分野、ワークライフバランスなどをいつでも相談できる「面談制度」を実施し、社員の働きやすさ、やりが

いを高めています。

これから更にIT分野は需要が高まっていき、人材の不足が懸念されています。

私たちがイチから育てますので、早い内からITエンジニアとしてのキャリアを歩んでいきませんか？
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記載例【技術職（新卒）】

項目名 内容

募集職種【検索結果一覧】 技術職（設計・開発）

雇用形態 正社員

勤務地【検索結果一覧】

【本社】（開発）

千葉県館山市

【名古屋支店】（設計）

愛知県名古屋市

※配属は希望を考慮して決定

勤務時間
8:15～17:00（実働7時間45分）

月平均残業時間30時間

給与※年俸（目安）

月給

大学院卒：220,000円

四大卒：210,000円

専門（3～4年）卒：205,000円

専門（1～2年）・高専卒：200,000円

残業手当の有無とその支給方法
時間外手当：有

固定残業代制：無

主な仕事内容【検索結果一覧】

当社が製造している業務用冷蔵庫の開発・改善をご担当いただきます。

新製品開発や既存製品の改良、時にはオプションパーツの開発も手掛けます。

お客様はもちろん、営業や生産現場の声を聞くことが実はとても大切。

様々な人の想いをカタチにするこの仕事はとてもやりがいのある仕事です。

休日日数・休暇

年間休日110日　※2022年度予定

週休二日制

祝日・GW

年末年始休暇（3～5日）

夏季休暇（2～4日）

産前・産後・育児休暇（取得実績あり）

採用予定人数・前年採用実績数

採用予定人数：10名

前年度採用実績数：7名

千葉（5名）

愛知（2名）

求める人物像・応募資格

【理系出身の方歓迎】

理系ご出身であれば、学部は問いません。

化学・情報・工学・電気それぞれのご経験を活かしてご活躍いただけます。

【採用実績校】

○○大学○○学部○○科

○○大学○○学部○○科

○○大学○○学部○○科

○○大学○○学部○○科

応募方法 ページ下部の「簡単 応募する」ボタンよりご応募ください。

福利厚生・社内制度

時短勤務制度

在宅勤務制度

産前・産後・育児休暇制度

社員表彰制度

メンター制度

結婚・出産祝金

健康診断（家族含む）

ノートPC、スマートフォン貸与

社員旅行（昨年度：ハワイ2泊3日）

社会保険 社会保険完備（健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険）

インターンシップ・職場体験情報
工場・職場見学が可能です。

ご興味を持っていただけた方は、人事部採用課（00-0000-0000）までお問い合わせください。

PR文

私たち○○株式会社は、大きな業務用の冷蔵庫を製造している会社です。

学生の皆様にはあまり馴染みの無い製品かもしれませんが、実はコンビニやスーパーマーケットで使われており、皆様の日常にもありふれている製品です。

飲食店でアルバイトをしたご経験がある方は、ひょっとしたら当社の製品を使っていたことがあったかもしれません。

省エネルギー化、省スペース化など、課題ははまだまだ沢山あります。

あなたのアイデアで、新しい製品を生み出していきませんか？
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記載例【営業（第二新卒）】

項目名 内容

募集職種【検索結果一覧】 技術営業職（ルート中心）

雇用形態 正社員

勤務地【検索結果一覧】 東京都千代田区丸の内3-2-2　丸の内二重橋ビル

勤務時間 9:00～18:00（実働8時間）

給与※年俸（目安）

月給250,000円～

【中途入社給与・年収例】

月給25万円：352万円（23歳/営業経験無し）

月給35万円：533万円（27歳/商社営業4年経験）

残業手当の有無とその支給方法
時間外手当：有

固定残業代制：30時間分（超過分は時間外手当にて別途支給）

主な仕事内容【検索結果一覧】

【商材について】

当社はバルブを製造しているメーカーです。

ニッチな製品ですが、この業界ではトップシェアを誇っており、大手メーカーと安定的な取引をいただいております。

バルブといっても水道の蛇口だけではなく、例えば液化天然ガスなどにも使われているほか、実はロケットの燃料供給ライン等にも当社のバルブの一部が使われ

ています。

【クライアントについて】

ほとんどが既存取引のあるクライアントで、その他は既存のお客様からご紹介いただくため、新規営業は一切ありません。

そのため、テレアポや飛び込みも一切行っておりません。

昇給・賞与・諸手当

昇給：随時（入社半年で昇給した例もあります）

賞与：年2回（平均4.4ヵ月分）

諸手当：時間外手当、通勤交通費、インセンティブ制度、住宅手当、役職手当、資格手当

休日日数・休暇

年間休日110日　※2022年度予定

週休二日制（土日）※年に1度土曜日に出社あり

祝日・GW

年末年始休暇（3～5日）

夏季休暇（2～4日）

産前・産後・育児休暇（取得実績あり）

求める人物像・応募資格

営業職のご経験がある方（商材の有形/無形や、業界は問いません！）

ルート営業が主な当社では、ガツガツした営業スタイルよりも、お客様のニーズを丁寧に引き出し、ご期待に応える「長期的な関係性の構築」がとても重要で

す。

「お客様のために」という気持ちがあって、それを仕事で活かし、社会に貢献していきたいと思っている方や、

日本のモノづくりを支えていきたい、という方を歓迎します！

応募方法 ページ下部の「簡単 応募する」ボタンよりご応募ください。

福利厚生・社内制度

時短勤務制度

在宅勤務制度

産前・産後・育児休暇制度

社員表彰制度

メンター制度

結婚・出産祝金

健康診断（家族含む）

ノートPC、スマートフォン貸与

社員旅行（昨年度：ハワイ2泊3日）

希望年齢

年齢不問

通年で年齢問わず中途採用活動を行っている当社では、これまで様々な年代の方が入社し、その後活躍してくれています。

【中途入社した社員例】

・1年間法人営業を経験し、新規営業からルート営業に興味を持ち転職

・商社にて4年間勤務し、ワークライフバランスと稼げる環境を両立するため当社に入社

求人理由
事業拡大に伴う増員募集です（〇名）。

このコロナ禍においても業績を伸ばし続けており、更なる事業拡大に向けて、新しい人材を採用したいと考えております。

受入処遇 前給など、お気軽にご相談ください。

PR文

社会インフラを支える上で必要不可欠なバルブであり、様々な産業に当社の技術が生かされています。

景気変動を受けにくい事業である他、同業他社が少ないことも当社の成長を後押ししていますし、ロケットの燃料供給ラインに使用されるなど、実はスケール

の大きい事業であることもやりがいに感じてくれるはず。

安定した経営環境で、高度な技術や産業などを支える営業をしてみませんか？
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記載例【ITエンジニア（第二新卒）】

項目名 内容

募集職種【検索結果一覧】 インフラエンジニア

雇用形態 正社員

勤務地【検索結果一覧】 東京23区内・千葉・神奈川のプロジェクト先

勤務時間
9:00～18:00（休憩1時間）

※配属プロジェクト先により異なる

給与※年俸（目安）

年俸制

4,000,000～6,000,000円

※前給を考慮して決定いたします。ご相談ください。

残業手当の有無とその支給方法
時間外手当：有（1分単位で支給）

固定残業代制：無

主な仕事内容【検索結果一覧】

・ネットワーク構築

・データベースの構築

・アプリケーションサーバー運用

など、ご経験や知識、ご興味に合わせて各種プロジェクトに配属となります。

■使用する環境

クラウド／AWS、Azure

OS／AIX、Linux、Windows Server

昇給・賞与・諸手当
昇給：年1回（4月）

賞与：年俸の16分の2を年2回支給

休日日数・休暇

年間休日126日　※2021年度実績

完全週休二日制

祝日・GW

年末年始休暇（3～5日）

夏季休暇（2～4日）

産前・産後・育児休暇（取得実績あり）

求める人物像・応募資格
ITエンジニアとしての実務経験がある方（1年以上）

インフラ・サーバーエンジニアとしてのご経験がある方は優遇いたします

応募方法 ページ下部の「簡単 応募する」ボタンよりご応募ください。

福利厚生・社内制度

【福利厚生】

時短勤務制度

在宅勤務制度

産前・産後・育児休暇制度

【教育・研修制度】

帰社日（月に一度）に勉強会実施

資格取得補助制度（資格取得に必要な費用負担）

自己啓発補助制度（月5,000円）

希望年齢 年齢不問

求人理由
欠員に伴う募集です。

※PMのポジションも募集しております。

PR文

IT技術の変化が目まぐるしい中、当社はインフラ・サーバー環境の構築・運用にて事業を拡大してきた会社です。

早い内からAWSなどのクラウド技術に注目し、技術と実績を重ねてきました。

24時間、いつでも使用できる状態にしておかなければならない、今や生活に必要不可欠なインターネット環境。

当社では上流工程から保守運用に至るまでを一貫して手掛けており、時代の流れに合わせて近年大きく成長を遂げています。

これまでのご経験を、当社で活かしてみませんか？

給与やプロジェクト先など、選考段階でお聞きさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
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記載例【技術職（第二新卒）】

項目名 内容

募集職種【検索結果一覧】 工程管理職

雇用形態 正社員

勤務地【検索結果一覧】 神奈川県（○○市）、千葉（○○市）、茨城（○○市）

勤務時間
9:00～17:30（実働7時間30分）

※配属先により異なる場合あり

給与※年俸（目安）

月給　21万円～30万円

月収　27～40万円（各種手当含む）

※年齢やご経験に応じて当社規定に応じて決定いたします

残業手当の有無とその支給方法

残業手当：有

固定残業代制：有

月45時間相当分の固定残業代として68,182円／月を支給（月給25万円の場合）

※超過分は1分単位で支給

※月平均残業時間30時間

主な仕事内容【検索結果一覧】

【未経験でも大丈夫です！】

仕事はイチから先輩社員が教えますので、ご経験や業界の知識は一切必要ありません。

【どんな仕事？】

自社生産工場の工程管理をお願いいたします。

15名程度の生産工程を管理し、不具合なく出荷できるようとりまとめを行う仕事です。

どこかが遅れていたら誰かに手伝ってもらえるように手配したりするなど、日常的な気配りからスタートし、

ゆくゆくはミスが多発する工程の改善提案などのマネージャーとしてご活躍頂きたいと考えております。

昇給・賞与・諸手当

昇給：年1回（4月）

賞与：年2回（6・12月）

諸手当：

通勤交通費支給（上限5万円）

資格手当

休日日数・休暇

週休二日制（基本：土日）

祝日・GW

年末年始休暇（3～5日）

夏季休暇（2～4日）

求める人物像・応募資格

学歴・職歴不問

【先輩社員の経歴も様々！】

・飲食アルバイト

・バンドマン

・保険の営業

・一般事務職

応募方法 ページ下部の「簡単 応募する」ボタンよりご応募ください。

福利厚生・社内制度

社員寮あり（社員負担額10,000円：30歳まで）

住宅手当

永年勤続社員表彰制度

制服貸与

希望年齢 既卒・第二新卒の方も歓迎です！

求人理由

当社はこれまで長年老舗企業として技術を磨いてまいりました。

お取引いただいている企業様からの信頼も厚く、安定的に事業を続けることができていますが、

これからはその技術を次の世代に繋げていく必要があります。

そのため、第二新卒・既卒の方を採用し、社内に新しい風を吹き込みたいと考え、募集を行っております。

PR文

当社の社員に「会社の好きなところは？」と聞くと、多くの社員から「人の良さ」という答えが返ってきます。

中でも新入社員にはとても優しく教える社風があり、1人の若手に対して複数人の先輩社員が指導している風景をよく目にします。

モノづくりの現場ということで、経験の無い方には少しハードルが高く感じられるかもしれませんが、是非安心してご応募いただければと思います！
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