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A-1 社会福祉法人愛生福祉会　関東事業部 介護職（品川区　特養ホーム）

■目黒駅から徒歩３分、駅近の品川区立上大崎特別養護老人ホームでのお仕事となります。
■特別養護老人ホームのショートステイにおいての入居者の生活全般のお手伝いをお願いし
ます。
※調理職が創る美味しい昼食が食べられます。
※未経験・ブランクのある方でも大歓迎です。
※無資格の方も資格取得支援制度がありますので、ご応募可です。
※経験を活かして夢を実現したい方、これから介護を勉強したい方、経験豊かな職員が一から
指導しますので、安心してご応募ください。

3名
17.4万円

～
25.1万円

備考欄参照 品川区 正社員

■不問
■高校卒業以上
■就業時間補足：(1)7：00～16：00(2)8：30～17：30(3)12：30～21：30のシフト制
　または、21：15～7：15の間の8時間　変形労働時間制(月単位)
■休日休暇補足：勤務表によるシフト制

A-2 社会福祉法人愛生福祉会　関東事業部
キッチンスタッフ
（品川区　特養ホーム）

■目黒駅から徒歩3分、駅近、品川区立上大崎特別養護老人ホーム （ユニット型特養）でのお
仕事となります。
・入居者（最大人数140人程度）の食事を皆で調理します。

※特別養護老人ホームに入居されている方へ、食を通し「生きる力」 になればと、栄養士が献
立し、自営での食事を提供させていただきます。
毎月バイキング、誕生日食、季節の行事食を提供します。ご利用者一人ひとりとの笑顔が嬉し
い、やりがいのあるお仕事です。

1名
17.4万円

～
25.1万円

備考欄参照 品川区 正社員

■不問
■調理師免許尚可
■栄養士免許尚可
■高校卒業以上
■就業時間補足：(1)6：00～15：00(2)8：30～17：30(3)11：00～20：00のシフト制
　変形労働時間制(月単位)
■休日休暇補足：勤務表によるシフト制

B-1 NCホールディングス株式会社 経理課長

■下記の事務及び部下指導
・日時処理
・月次処理
・請求書発行
・決算（月次、四半期、年次）
・開示
・税務申告
・管理会計
・その他付随する業務

1名
23.7万円

～
43.3万円

8:30
～

17:10
千代田区 正社員

【必須】
　■仕事内容の経験5年以上
　■エクセル・ワード（中級）
【資格】
　■日商簿記2級

B-2 NCホールディングス株式会社
太陽光発電システム営業職／在籍
出向

■太陽光発電に付随するキュービクル、配電箱、システムの販売
■土地売買を含むグリーン電源開発の営業
上記業務に関する
・見積書、提案書等の営業資料の作成
・訪問による提案営業
・トラブル、クレーム対応

1名
21.9万円

～
38.1万円

8:30
～

17:10
千代田区 正社員

【歓迎】
　■太陽光発電営業経験者尚可
　■不動産売買営業経験者尚可
【資格】
　■宅地建物取引士（旧：宅地建物取引主任者）
【ＰＣ】
　■エクセル・ワード・パワーポイント中級

　■専門学校卒業以上

B-3 NCホールディングス株式会社 サービスエンジニア／在籍出向

■サービスエンジニア業務
■納入した立体駐車装置のエンジニア業務
１．立体駐車場の維持管理
　・保守委託先の技術管理指導
　・保全、改造、改修工事の管理、指導、立会
２．上記１に対する顧客診断(訪問)と技術説明、受注交渉

1名
16.9万円

～
33.7万円

8:30
～

17:10
千代田区 正社員

【歓迎】
　■大型産業機械等の設計経験尚可
　■客先との折衝、交渉経験尚可

B-4 NCホールディングス株式会社 機械設計／在籍出向

コンベヤ又は立体駐車装置の設計業務
■客先との仕様打合せ
■基本仕様をまとめる
■詳細設計
■受注から納入までの関与

1名
23.7万円

～
58.7万円

8:30
～

17:10
千代田区 正社員

【歓迎】
　■建築・土木・プラント・大型産業機械等の設計経験尚可
　■客先との交渉経験尚可

C-1 オネストリィ株式会社 児童指導員／はぴねす烏山

発達に心配がある子どもや障がいを持つ子ども達に対し、 集団での運動や日常生活での
ルールを学ぶ事を通して、必要な自立支援を行います。
〔具体的には〕
・就学時（小１～高３）の児童療育
（学習課題フォロー、運動、社会生活スキルトレーニング）
・活動記録の入力・療育室の清掃
・イベントなどの運営、準備

※送迎業務が発生する可能性があります。

1名
21万円

～
21万円

備考欄参照 世田谷区 正社員

■経験資格不問
※週に1回、Off-JTを実施しています！
■普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）
※6～7名乗りの乗用車
■高校卒業以上
■就業時間補足：8：00～19：00のうちの8時間　シフト制
■休日・休暇補足：土日含めたシフト制

C-2 オネストリィ株式会社 児童指導員／はぴねす柿生

発達に心配がある子どもや障がいを持つ子ども達に対し、 集団での運動や日常生活での
ルールを学ぶ事を通して、必要な自立支援を行います。
〔具体的には〕
・就学時（小１～高３）の児童療育
（学習課題フォロー、運動、社会生活スキルトレーニング）
・活動記録の入力・療育室の清掃
・イベントなどの運営、準備

※送迎業務が発生する可能性があります。

1名
21万円

～
21万円

備考欄参照 川崎市麻生区 正社員

■経験資格不問
※週に1回、Off-JTを実施しています！
■普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）
※6～7名乗りの乗用車
■高校卒業以上
■就業時間補足：8：00～19：00のうちの8時間　シフト制
■休日・休暇補足：土日含めたシフト制
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C-3 株式会社オンアンドオン 人事部（労務・採用）課長

人事労務の業務をお任せいたします。
【職務内容】
・労務（入社手続き・給与計算・社労士との連絡の管理）
・採用（採用計画作成・年間採用費の作成など）

現在のメンバー構成：総務・経理3名。人事1名。
アットホームな環境です。

1名
35万円

～
35万円

9:00
～

18:00
世田谷区 正社員

■人事労務の経験者
（PCスキルは、データ入力程度のスキルで十分です）
■高校卒業以上

C-4 株式会社オンアンドオン WEBマーケティング課　課長職

WEBマーケティング部の課長業務
・WEB広告の運用
・WEB広告、サイト制作、SNSを絡めたプランニングおよび提案
・広告およびアクセス解析レポート作成
・その他WEB業務
・コンサルタントの打合せ

現在、WEBマーケティングを担っているパート社員2名と一緒に取り組んで頂きます。
アットホームな環境です。

1名
35万円

～
35万円

9:00
～

18:00
世田谷区 正社員

■WEBマーケティング業務の経験者
■部下のマネジメント経験
■高校卒業以上

C-5 株式会社オンアンドオン
労務・採用アシスタント（人事部）
（パート）

オンアンドオン本部での人事労務課のアシスタント業務となります。

・入退者の手続き
・勤怠管理
・給与計算
・社労士との連絡(主に電話とメール。外出基本無し。）

使用アプリ：スプレッドシート
現在のメンバー構成：総務・経理3名。人事1名。
アットホームな環境です。

1名
時給制
1,020円

備考欄参照 世田谷区
パート・ア
ルバイト

■人事労務の経験者
（PCスキルは、データ入力程度のスキルで十分です）
■（尚可）社会保険労務士
■高校卒業以上
■就業時間補足：9時～18時の間の3時間以上。休憩時間は法定通り。シフト制
■休日・休暇補足：勤務日時、応相談

C-6 株式会社オンアンドオン 採用アシスタント（パート）

オンアンドオン本部での採用業務のアシスタント業務となります。

・求人情報の管理
・各媒体の求人の提出・編集・作成・入稿・管理（PC作業）
・電話応対

使用アプリ：スプレッドシート
現在のメンバー構成：総務・経理3名。人事1名。
アットホームな環境です。

1名
時給制
1,020円

備考欄参照 世田谷区
パート・ア
ルバイト

■採用業務の経験者
（PCスキルは、データ入力程度のスキルで十分です）
■高校卒業以上
■就業時間補足：10時～17時の間の3時間以上。休憩時間は法定通り。シフト制
■休日・休暇補足：勤務日時、応相談

D-1 サンコー・エア・セルテック株式会社
国際航空貨物取扱業務＜江東区＞
＊輸出入

国際航空貨物の輸出入業務
＜輸出業務＞
・国内各地から集荷された貨物の受託作業
・宛先（仕向地）ごとの貨物の仕分け作業
・貨物情報の入力作業（データ入力）
・航空機機材「コンテナ」への積込み作業
＜輸入作業＞
・航空機機材「コンテナ」からの取卸し作業
・作業指示に基づく貨物の仕分け作業
・倉庫内の一時保管
・出荷指示に基づく貨物の搬出作

5名
17.2万円

～
28万円

備考欄参照 江東区 正社員

■経験：不問
　国際航空貨物の輸出入作業経験者　歓迎
■資格：（あれば尚可）普通自動車運転免許(AT限定可)
※輸出／輸入共に扱う貨物のラベルは英語表記です。(英語力が無い方も歓迎)
■就業時間補足：(1)9：30～18：30(2)10：00～19：00シフト制　変形労働時間制(月単位)
■休日・休暇補足：月平均10日休み

D-2 サンコー・エア・セルテック株式会社
国際航空貨物取扱業務＜江東区＞
＊輸出

国際航空貨物の輸出業務
・国内各地から集荷された貨物の受託作業
・輸出通関に必要となる書類のチェック作業
　（品名・宛先など）
・国内配送伝票から海外輸出伝票（バーコードラベル）
　への変更作業
・宛先（仕向地）ごとの貨物仕分け及び次工程作業者
　への貨物引渡し作業

※国際航空貨物を取り扱うため、書類やラベルは英語表記です。（英語力が無い方も歓迎）

3名
17.2万円

～
28万円

備考欄参照 江東区 正社員

■経験：不問
　国際航空貨物の輸出作業経験者　歓迎
■資格：（あれば尚可）普通自動車運転免許(AT限定可)
■就業時間補足：(1)6：30～15：30(2)8：00～17：00(3)10：00～19：00シフト制　変形労働時間制(月単位)
■休日・休暇補足：月平均10日休み

D-3 サンコー・エア・セルテック株式会社
国際航空貨物の輸出業務＜成田空
港＞

＜輸出貨物のＵＬＤビルドアップ業務＞
・各地より到着した貨物の取卸し
・搬入された貨物の数量及び外装チェック
・輸出貨物へのラベリング及び搬送
・コンテナ機材への輸出貨物の積付
・コンテナ機材（ＵＬＤ）の搬送
・その他付帯業務

※未経験の方には、丁寧に指導します。
※一部の作業ではフォークリフトを運転します。（免許のある方）

3名
17.3万円

～
28万円

備考欄参照 成田市 正社員

■経験：不問
　国際貨物取扱い経験者　歓迎
■資格：（あれば尚可）フォークリフト運転技能者
　　　　　（あれば尚可）クレーン・デリック運転士（限定なし）
■就業時間補足：(1)6：00～15：00(2)11：00～20：00(3)16：00～01：00　6：00～25：00の中でのシフト勤務で
す。(実働8時間)　変形労働時間制(月単位)
■休日・休暇補足：月平均10日休み
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D-4 サンコー・エア・セルテック株式会社
国際航空貨物取扱業務＜相模原市
＞　（無期雇用派遣）

輸入貨物の入庫管理及び流通加工、出荷業務

・海外輸入製品（電子機器）の入庫作業及び管理
・製品の国内配送向け流通加工及び保管
・出荷指示に基づく製品の出庫作業及び管理

※一部作業にてフォークリフト運転する事もあります。
※新規業務の為、入社後は千葉県市川市・又は船橋市での業務研修を受講して頂きます。（2
～3ヶ月）

10名
17.2万円

～
28万円

9:00
～

18:00

相模原市中央
区

その他(無
期雇用派

遣)

■経験：不問
　貨物入出庫管理等の経験者　歓迎
■資格：普通自動車運転免許(AT限定可)必須
　（あれば尚可）フォークリフト運転技能者

D-5 サンコー・エア・セルテック株式会社
国際航空貨物取扱業務＜船橋市＞
（無期雇用派遣）

輸入貨物の入出庫管理及び出荷業務

・輸入製品（電子部品）の入庫作業及び管理
・製品の検品及び保管
・出荷指示に基づく製品のピッキング
・製品の梱包及び出荷作業

10名
17.2万円

～
28万円

備考欄参照 船橋市
その他(無
期雇用派

遣)

■経験：不問
　貨物入出庫管理等の経験者　歓迎
■資格：（あれば尚可）フォークリフト運転技能者
　　　　　（あれば尚可）普通自動車運転免許(AT限定可)
■就業時間補足：(1)9：00～18：00(2)13：00～22：00シフト制　変形労働時間制(月単位)
■休日・休暇補足：月平均10日休み

D-6 サンコー・エア・セルテック株式会社
従業員専用の送迎車両運転手(パー
ト)

・社員寮に入居する従業員の勤務地までの送迎
・勤務が終了した従業員の社員寮までの送迎

※当社の定める運行計画に沿って運転して頂きます。
※運転する車両は、ワンボックス（10人乗り）またはマイクロバス（25人乗り）の車両です。
　勤務時間により運転する車両が異なります。
※従業員を送迎する範囲（地域）は、三里塚寮を拠点に成田国際空港及び空港周辺です。

3名

時給制
1,200円

～
1,350円

備考欄参照 成田市
パート・ア
ルバイト

■経験：不問
　成田国際空港周辺の地理・地形の知識を有する方歓迎
　交通ルールを守り、安全運転ができる方。
■資格：大型自動車免許
■就業時間補足：(1)5：00～10：00(2)13：00～22：00または13：00～3：00の時間の間の4時間以上。
　休憩時間は法定通り。シフト制　変形労働時間制(月単位)
■休日・休暇補足：5：00～10：00の場合は原則、月・土・日が休日　13：00～3：00の場合は原則、水・土が休
日

E-1 昌運工業株式会社
営業事務（プラント設備工事の見積、
工程管理事務）

JERA火力発電所や各種企業のプラント内での工事に関する見積書や図面などの各種書類の
作成、客先対応（電話・メール対応）、データ入力等の営業活動や事務処理を行って頂きます。
〇受注先および工事施工会社の担当者と打合せ
〇受発注の書類作成、原価管理システムの操作
＊見積書や請求書作成時の理解を深めるため、現場（火力発電所内当社事業所）での実務に
も従事して頂く事があります。
＊本社勤務者は20～60代と幅広い年齢層が活躍しており、専門知識等は丁寧にお教えいたし
ます。
＊飛び込み営業はありません。
※有休消化実績：昨年平均１４日／年

1名
25万円

～
35万円

9:00
～

18:00
千代田区 正社員

■不問
■ＰＣ基本操作（ワード、エクセル）
■プラント設備工事に関する事務の経験が有れば尚可
■普通自動車運転免許 必須（ＡＴ限定可）
■休日・休暇補足：祝日のある週は土曜日出勤

F-1 セントケア東京株式会社
介護スタッフ（グループホーム等）＜
大田区・北区・杉並区・練馬区・葛飾
区・三鷹市・府中市等＞

認知症の方が住み慣れた地域の中で、生き生きと自分らしく生活できるよう、お客様に寄り添
い「ともに生きる、ともに暮らす」視点でサポートしています。

〔具体的な仕事内容〕
入浴・食事・排泄等の身体介護や身の回りのサポート

※定員18名のアットホームな施設です。
※人員構成や男女比は、就業先により異なります。
※転勤は、通勤可能圏内

10名
21.7万円

～
24.3万円

備考欄参照 備考欄参照 正社員

■不問
■介護業務経験者優遇
■初任者研修等資格保持者優遇
※無資格、未経験の方の応募歓迎いたします。（資格取得補助金制度あり）
■就業場所補足：都内および都下のセントケア施設
■就業時間補足：(1)7：00～16：00(2)10：30～19：30(3)16：00～10：00(休憩120分)のシフト制
　変形労働時間制(月単位)
■休日・休暇補足：会社カレンダーによる

F-2 セントケア東京株式会社
福祉用具専門相談員/福祉用具の営
業・提案・納品等＜等々力・永福・豊
島・浜松町＞

・在宅介護のご高齢の方々に対し、福祉用具（車いすおよび付属品、特殊寝具（ベッド）、歩行
器　など）のレンタルをご案内していただきます。
・地域のケアマネージャーと協力して高齢者の方の介護を担われているご家族の方々をサ
ポートしていきます。
※入社後は、先輩と行動を共にして、仕事を覚えていただきます。点検での訪問などから始
め、徐々に慣れていただき、2ヶ月目を目安に1人で営業を行っていただきます。

4名
24.5万円

～
27.9万円

9:00
～

18:00
備考欄参照 正社員

■普通自動車運転免許（AT限定可）必須
■介護に関する仕事や営業経験は不問です。
※福祉用具専門相談員の資格は必要ありません。（入社後に資格を取得していただきます）
■就業場所補足：都内のセントケアリフォーム
■休日・休暇補足：会社カレンダーによる。お客様の希望により土曜出勤あり(同月内での平日振替)

G-1 損害保険ジャパン株式会社 エキスパート社員（賠償主事）（嘱託）

お客さまの事故の時など“万が一の瞬間”に直接向き合い、「安心」をお届けしながら、事故を
解決に導いていくお仕事です。保険金サービス部門において損害保険の事故に関する損害調
査・賠償交渉・各種相談対応・債権回収実務などを担当します。お電話での業務が中心です。
豊富な社会経験が求められます。
■お客様からの事故発生のご連絡
■お客様へ事故状況や被害状況のヒアリング、アドバイス
■現場状況や相手方の被害状況の確認
■弁護士との面談
■保険金の算出や事故の解決に向けた交渉 など

1名
31.6万円

～
31.6万円

9:00
～

17:00
新宿区 契約社員

■業界経験不問
→経験は一切問いません。一連の業務において必要な知識は大手ならではの継続した充実の研修で、商品
知識や業務スキルを一から身に付けられます。皆様お持ちの経験を存分に発揮してください。
■普通自動車免許必須（AT車限定可)
→通常業務内で運転はありませんが、万が一出張があった場合などに運転の可能性があります。
■高校卒業以上
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H-1 株式会社ツリーベル 人事部採用スタッフ
・採用関連業務（面接対応、求人票管理、採用イベント運営等）
・PC入力業務（Excel、Word等）
・電話、メール対応　等

1名
23万円

～
27万円

9:00
～

18:00
新宿区 正社員 業務経験不問

H-2 株式会社ツリーベル 営業事務

◆営業スタッフのサポートをしていただく営業事務のお仕事です。
【主な業務】
・Ｅｘｃｅｌを使用した資料作成
・会議議事録の作成
・契約関係書類（見積書・注文書等）作成、内容チェック
・メール、郵送物対応
・各種書類ファイリング
・社内申請書類の確認　等

1名
25万円

～
28万円

9:00
～

18:00
新宿区 正社員

なんらかの事務経験をお持ちで、Excel関数(SUM)が使える方
★急募のため、即日勤務可能な方を歓迎します。

H-3 株式会社ツリーベル ＳＥＳ営業

エンジニアの技術力をお客様（法人）へ提案する営業のお仕事です。
お客様へアポイントを取り、訪問またはＷｅｂでの打合せで、ご要望をヒアリングし、弊社のソ
リューションを提案します。
ほとんどが既存のお客様となり、飛込み営業などは行っておりませんのでご安心ください。
業務拡大に伴い増員募集します。
最初は同行営業からスタートし、先輩社員がしっかりとフォローします。

1名
25万円

～
38万円

9:00
～

18:00
新宿区 正社員

■人材系の営業経験またはＩＴエンジニア経験　必須
■ＳＥＳ営業経験　あれば尚可

I-1 株式会社ドム 事務（契約書作成・個人情報管理）

※当社と企業間、当社とスタッフさんの間で取り交わす契約書作成部署でのお仕事です。
■企業向け：スタッフさんの受入れにともない、請求書のタイミング等必要な情報を取り交わし
ます。
■スタッフさん向け：就業するにあたって「給与、働く場所、シフト等」の基本条件が記載されて
いる書類です。
■電話対応（企業、スタッフさんへの対応にはビジネスマナーが求められます）
■定型フォームへのデーター入力、ファイリング業務
※記載間違い発見や細かい部分まで気がつける方歓迎。
※将来の管理職候補求人（管理職は出張・転勤があり得ます）

1名
24万円

～
25万円

10:00
～

19:00
新宿区 正社員

■PCスキル（word基本程度、excel四則関数・セルの色変更作業）
※excel簡単な四則演算（SUM・IF関数）経験者尚可
■高校卒業以上

I-2 株式会社ドム 人材会社の法人営業

※未経験でも30万円スタートです。
■人材派遣・紹介会社での法人営業のお仕事です。
■「どんな仕事が合うか」「なかなか仕事が決まらない」そんな求職者様と向き合い、就業のお
手伝いするのがあなたのお仕事です。
■求職者へのお仕事のご紹介
■入職手続き・初日同行
■入職後のフォロー等
■就職先（派遣・紹介先）のリサーチ、アポイント設定
※ノルマ等はありません。

4名
30万円

～
30万円

10:00
～

19:00
新宿区 正社員

■販売・接客・サービス業等、人と接する仕事経験者尚可（必須ではありません）
■高校卒業以上

I-3 株式会社ドム
動画コンテンツの編集＆企画（契約
社員）

※有名動画共有サイトに掲載。動画コンテンツ「ドムチャンネル」の動画編集・企画業務です。
■動画編集・企画（全体の7割ほど）：撮影済動画にテロップ・BGM・効果音等をつけ、10～20分
程度に纏めます。
■動画内容企画：ジャンル不問、いろいろな内容を形にできます。
■再生回数が多い動画や注目動画をリサーチ、分析内容をexcelに纏めます。
■撮影等のお手伝いや社内用動画を作る場合もあります。

1名
23万円

～
23万円

10:00
～

19:00
新宿区 契約社員

■Adobe等の編集ソフト使用で動画編集経験
（テロップ・BGM付け程度）
（プライベートでの使用経験でも可）
■高校卒業以上

J-1 学校法人明治大学
【学校事務（一般事務補助）担当】駿
河台キャンパス：短期嘱託職員（契
約）

【主な業務（※）】
■各事務室における一般事務補助業務
■各種資料の作成　■窓口業務（学生・教員・取扱企業等）
■郵便仕分け等の文書管理業務
■経理関係補助業務　■その他所属事務室庶務業務
※この他に、入学試験・入学式等学校行事の業務補助をお願いする場合があります

2名
時給制
1,250円

備考欄参照 千代田区 契約社員

【必須】
　■パソコン操作基礎（ワード・エクセル・Eメール）
　■事務経験

　■就業時間補足：(1)9：00～16：00又は(2)10：00～17：00

J-2 学校法人明治大学
【学校事務（一般事務補助）担当】①
和泉②生田③中野キャンパス：短期
嘱託職員（契約）

【主な業務（※）】
■各事務室における一般事務補助業務
■各種資料の作成　■窓口業務（学生・教員・取扱企業等）
■郵便仕分け等の文書管理業務
■経理関係補助業務　■その他所属事務室庶務業務
※この他に、入学試験・入学式等学校行事の業務補助をお願いする場合があります

2名
時給制
1,220円

備考欄参照

①杉並区
②川崎市
③中野区

のいずれか

契約社員

【必須】
　■パソコン操作基礎（ワード・エクセル・Eメール）
　■大学事務経験あれば尚可

　■就業時間補足：(1)9：00～16：00又は(2)10：00～17：00

※企業都合により、求人取り下げとなりました。
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J-3 学校法人明治大学
【SE業務補助(生田メディア支援事務
室）担当】生田キャンパス（特別嘱託
職員）(契約)

(1)教育用情報処理室・パソコン自習室の運営
　　‐利用者受付・質問対応と自習室の管理業務
(2)情報教育授業の補助
　　‐授業補助と授業日誌作成および質問対応
(3)講習会の運営
　　‐初心者講習会および応用講習会の講師とマニュアル作成
(4)パソコン自習室におけるTAのとりまとめ

1名
19.9万円

～
19.9万円

8:30
～

16:30
川崎市多摩区 契約社員

【必須】
　■UNIXおよびLinuxについての基礎的な知識がある事
　■情報教育の為のメディア機器､パソコンの基本操作及びMicrosoft Office等のアプリケーション操作
【歓迎】
　■情報関連業務の実務経験あれば尚可

　■休日・休暇補足：出勤は月～木・土

J-4 学校法人明治大学
【高度試験分析・試作加工装置管理
者】生田キャンパス（特別嘱託職員）
(契約)

■生田研究知財事務室に所属し、明治大学地域産学連携研究センターにおける高度試験分
析・試作加工装置の貸出し・オペレーション業務を主にお願いします。
(1)高度試験分析・試作加工装置（３Dプリンター、X線回析装置、集束イオンビーム付走査型電
子顕微鏡、走査型プローブ顕微鏡、マスクレス露光装置、HPLC/MS、GC/MS、恒温恒湿槽
等）の管理(使用者への操作作動・メンテナンス・顧客対応等)
(2)上記装置の利用相談対応　(3)上記装置の整備・消耗品類の発注
(4)センター運営委員会の運営補助
(5)その他、研究推進部所管業務及び入学式､入学試験等大学行事の業務補助

1名
22万円

～
22万円

備考欄参照 川崎市多摩区 契約社員

【必須】
　■理科系実験系のバックボーンを有し、高度試験分析・試作加工装置の操作経験を有すること
【歓迎】
　■パソコン操作（ワード・エクセル等）

　■就業時間補足：(1)9：00～17：00月～金(2)9：00～12：30土曜・休憩なし

5 / 5 ページ


