
IT知識も学べる【事務・サポートデスク】★年間休⽇125⽇
正社員  未経験者歓迎  募集⼈数：10⼈  NEW

 

株式会社⼈材総合サービス ＊年間休⽇125⽇×完全週休2⽇制（⼟⽇）＊ ◆⼈材×ITの⼒を活かし、リクルートトップパート
ナーとして毎年安定した成⻑を記録中！ 企業ページ

   

[企業管理画⾯] ご確認欄
▼ＩＤ、パスワードなどの重要なお知らせが届くメールアドレス

管理者⽤メールアドレス
sasaki@jin-so.co.jp 
 
【注意！】メールアドレスに誤りがないようご確認ください。

⼀覧プレビュー    応募プレビュー   スマートフォンの原稿プレビューを⾒る

[原稿内容イメージ] ご確認欄

掲載期間：yyyy/mm/dd（⽔）〜 yyyy/mm/dd（⽕） 応募画⾯へ⾏く 気になる

求⼈情報 会社説明会情報

募集要項 リクナビNEXTの取材から 採⽤企業情報 この求⼈への応募について

憧れの業界に関われるチャンスがあ
ります。20〜30代⼥性も未経験から
活躍中！

仕事のことも、それ以外の雑談も…
会社にはいつも楽しい笑い声が響い
ています！

【官公庁】【⼀部上場アパレル】【商社】 
多彩な企業と関わり、⼀歩先の事務に成⻑！

誰もが知る憧れの会社や業界に、アシスタントの⽴場から携わり  
積極的に会話を交わしながら  
IT知識を少しずつ学び、⼿に職をつけられるお仕事。  
 
「誰かと話すことが好き！」「ありがとうの⾔葉が嬉しい！」  
そんな20〜30代⼥性が、コミュニケーション⼒を活かし  
未経験から多数活躍しています。  
 
●⼤⼿都市銀⾏の社員座席表管理  
●⼀部上場商社の会議資料作成サポート  
●エンタメ企業での数値管理・かんたんな表集計  
 
などなど、様々な企業の「働きやすい環境」を⽀えるのが、  
あなたにお任せしたい事。  
 
同時に、IT知識も専任講師が少しずつ教えます。  
 
ゆくゆくは、ITの技術を活かした  
「⼀歩先⾏く」営業アシスタントを⽬指せることが魅⼒です。

リクルートのトップパートナーである当社が、  
⼈材のスペシャリストとして、多くの企業様と関係を築いてきたからこそ  
パートナー企業は、業界業種ともに実に様々。  
 
だからこそ、あなたの希望や経験に応じて  
話し合いながら、サポートを⾏う会社を決められます。  
 
さらに  
「働きやすさ」も⼤切にするため、以下環境をご⽤意。  
 
●基礎だけ詰め込みすぐ企業へ。そうした⼿法は絶対にとりません。  
●年間休⽇125⽇  
●完全週休2⽇制（⼟⽇）  
 
「メリハリある働き⽅も⼤切にしたい!」  
そんな⽅にもぴったりです。  
 
様々な⼈と楽しくコミュニケーションを取りながら  
将来も安⼼できるような「IT分野」で⼿に職をつけられる仕事。  



 
未経験から、始めてみませんか？

2020年4⽉までの70名体制を⽬指すべく、⼈材募集を決定しました！

仕事の内容

求めている⼈材

勤務地

募集要項

多彩な企業をサポートする事務・サポートデスク★都市銀⾏・証券会社・商社等憧れの業界で
お仕事を！ 
 
【具体的には】 
まずは、⾯談を通して、想いを聞かせてください。  
その後以下のようなサポートデスク・営業事務案件へと繋げます。  
 
【案件例】  
・⼀部上場商社の業務サポートデスク  
┗会議資料作成や進捗管理他事務業務  
・⼤⼿都市銀⾏向けのシステムサポート  
┗スケジュール記録や社内書類管理、マニュアル作成など  
・⼤⼿アパレル企業保守  
┗在庫管理システムのデータ集計など  
・⼤⼿証券会社  
┗セキュリティカードや座席表の管理、エクセル表集計  
 
ほか、グローバルプロジェクトのサポートや、  
IoT・AI・フィンテックなど最新技術に触れられる機会も！  
 
●まずは、社内専任講師が教えます  
新技術やIT業界の最新動向ほか、あなたが学びたい知識は責任をもって教えます。  
 
●充実の外部研修も魅⼒です  
⼤⼿企業も受講した外部研修を通し  
ITに関する専⾨的な知識を、未経験でも分かりやすく29⽇〜35⽇かけて学べます。  
 
★外部研修は総額50万円以上の費⽤を当社が全額負担！  
 
また、既にIT業界の経験をお持ちの⽅も  
基礎・応⽤の両⾯から知識をレクチャー。  
改めてスキルを学び直すことができます！  
 
＜導⼊済みの研修例＞  
◎基本情報資格試験(午前免除対応)eラーニング   
◎リカレント社運営のリナックスアカデミー無料参加可能  
（Java研修35⽇間または、Linux/CCNA研修29⽇間）

20〜30代活躍中！★複数採⽤！経験・学歴⼀切不問★100％⼈柄重視の採⽤！まず⾯談で話し
ましょう！ 
 
【具体的には】 
当社は100％⼈柄重視の採⽤を⾏っているので  
これまでの経験や事前知識などは⼀切不問！  
 
⾯談を通してあなたの⼈柄や想いなどを把握し  
⼀緒にビジョンを描きます！  
 
●こんな⽅は特に歓迎！  
・コミュニケーション⼒には⾃信がある  
・⼀⽣モノの知識が欲しい  
・ITへの興味が強い  
・まずは好奇⼼からでも挑戦したい

●「新宿駅」南⼝徒歩7分  
 本社／東京都新宿区⻄新宿3-1-5 新宿嘉泉ビル6F  
 
●各現場／東京(23区内外)含めた⾸都圏全域   
 新宿、⾼⽥⾺場、豊洲、お台場、品川、品川シーサイド、三⽥、  
 ⼋丁堀、⼤⼿町、錦⽷町、両国、多摩センター、横浜、川崎など  
 ※原則直⾏直帰 
 
→リクナビＮＥＸＴ上の地域分類では…… 
埼⽟県、千葉市、東京23区、その他東京都、横浜市、川崎市



給与

勤務時間

休⽇・休暇

待遇・福利厚⽣

関連情報

〜同僚の皆さまに聞いてみました〜

〜将来あなたに期待したいこと〜

上記仕事内容でご紹介した案件の他にも「中堅ネットバンクのスケジュール・進捗管理」「⾳楽系⼤⼿企
業の業務⽀援」「官公庁向け開発⽀援」など、当社は様々な業界のプロジェクトを⼿掛けています。もち
ろん参加する際には⾯談や研修の際の適性などを鑑みた上で、配属を決定していきますので、しっかりと

⽉給23〜50万円  
※経験・能⼒を考慮の上決定 
 
【年収例】 
420万円／サポートデスク 29歳／⽉給33万円＋インセン 

所定／9:30〜18:30  
（事業場外労働時間制（1⽇8h）／プロジェクトにより異なる）  
 
※研修中は殆ど定時退社可！

年間休⽇125⽇  
完全週休2⽇制（⼟⽇）  
祝⽇  
夏季  
年末年始  
GW  
有給  
慶弔

給与改定年1回／4⽉  
決算賞与有（業績による）  
通勤・外出交通費全額⽀給  
各種社会保険完備  
インセンティブ制度  
社内外研修（会社負担）  
各種資格⼿当、資格取得報奨⾦制度（1〜5万円）  
スポーツ⼤会実績有  
定期健康診断  
試⽤期間6ヶ⽉／⽉給22万円

フリー画像へのリンク
PR画像へのリンクとなります／PR画像へのリンクとなります／PR画像へのリンクとなります

応募画⾯へ⾏く 気になる

リクナビNEXTの取材から

グローバル案件と聞いて、英語の話せない⾃分でもやりとりできるのか？と不安も
ありましたが  
実際は周りのサポートを受け、中学⾼校で学んだ英語⼒で⼗分スキルを発揮できま
した。  
今では外資系の案件に携わり、ウクライナのIT技術者とメールなどでやりとりして
います。  
スケールの⼤きな仕事に携わり成⻑できますよ。

＜布村・20代＞  
IT・エンジニア事業部

http://wns.rikunabi.com/rnc/docs/cm_s21051.jsp?__m=15541868082854938461497040918155&corp_login_id=452293146
http://wns.rikunabi.com/rnc/docs/cm_s21051.jsp?__m=15541868082854938461497040918155&corp_login_id=452293146
http://wns.rikunabi.com/rnc/docs/cm_s21051.jsp?__m=15541868082854938461497040918155&corp_login_id=452293146
http://wns.rikunabi.com/rnc/docs/cm_s21051.jsp?__m=15541868082854938461497040918155&corp_login_id=452293146


⾃分のスキルを活かせる環境で働けます。ぜひ様々なことに興味を持ち、ITに関わりながらスキルアップ
を⽬指してください。

優しく頼れる先輩が多数！100％⼈
柄重視ですので、まずはぜひご応募
ください！

IT技術者であった佐々⽊が、専任講
師として教えます。(ちなみに20代
です…)

帰社会をはじめ、様々なイベントを
通して、社員同⼠の交流も深めてい
ますよ！

会社説明会を開催中！ぜひご参加ください。 

株式会社⼈材総合サービス

設⽴

代表者

資本⾦

売上⾼

従業員数

事業所

業種

事業内容

応募⽅法

採⽤までの流れ

採⽤企業情報

会社説明会情報

2004（平成16）年4⽉2⽇

代表取締役 鈴⽊洋児（48歳）

1700万円

5億8500万円（2018年2⽉度実績）←5億5000万円（2017年2⽉度実績）

44名（内、IT事業部19名／男15名：⼥4名）9⽉1⽇時点

東京都新宿区⻄新宿3-1-5 新宿嘉泉ビル6F●JR「新宿駅」南⼝より徒歩7分●または都営新宿
線「新宿駅」より徒歩5分

ソフトウェア・情報処理/インターネット関連/放送・出版・映像・⾳響/広告・デザイン・イベ
ント/教育

■ソフトウェア開発、ITエンジニア派遣 ■⼈材採⽤に特化した広告代理店業 リクルート求
⼈情報メディア／リクナビ、リクナビNEXT、とらばーゆ、はたらいく、タウンワーク、フロ
ム・エーナビ、Indeed他 ●採⽤業務アウトソーシング ●パンフレット及びHP、動画企
画・制作 ●適性検査（SPI3）販売 ●教育研修事業 ■⼈材紹介事業／許可13-ユ-308727
 ■労働者派遣事業／許可派13-306628

この求⼈への応募について

下の『応募ページへ』より必要事項をご記⼊の上、送信してください。  
書類選考後、⾯接の詳細をご連絡いたします。  
※応募に関するご質問は、下の『求⼈企業に直接質問する』よりお問い合わせください。  
※応募の秘密は厳守します。

【応募】  
 書類選考が発⽣した場合、通過者のみにご連絡を致します。  
▽  
【⾯接（2回を予定）】  
 お互いのことをよく知る場として当社の事業内容や  
 お任せする仕事、待遇⾯などもしっかりとお伝え致します。  
 ※当⽇は履歴書（写真貼付）・職務経歴書をご持参ください。  
▽  
【内定・⼊社】  



企業名から探す

■同僚の皆さまに聞いてみました内容確認

グローバル案件と聞いて、英語の話せない⾃分でもやりとりできるのか？と不安もありましたが  
実際は周りのサポートを受け、中学⾼校で学んだ英語⼒で⼗分スキルを発揮できました。  
今では外資系の案件に携わり、ウクライナのIT技術者とメールなどでやりとりしています。  
スケールの⼤きな仕事に携わり成⻑できますよ。

私は研修を担当する専任講師という⽴場なのですが、多くの社員を⾒てきて実感したのが「これがやりたい！」「やってみたい！」という
強い芯を持った⼈ほど成⻑が早いということ。できることが増えるのが嬉しい、スキルアップのために頑張りたいなど、様々な想いを持っ
て、⾊々なことにチャレンジしてみて欲しいと思います。

連絡先

応募にあたってご不明な点がおありですか？
応募後のメッセージのやり取りや、応募にあたっての不明点などはヘルプページにも記載がございます。

応募・問い合わせに関するヘルプ・お問い合わせはこちら

この求⼈についての不明点などは、下記ボタンをクリックして問い合わせページから直接企業へ質問することもでき
ます。

 ⼊社⽇は極⼒ご希望に応えますのでご相談ください。  
 あなたと⼀緒に働ける⽇を楽しみにしています。  
 同世代の先輩たちがしっかりとフォローしますよ！  
 
★応募から内定までは2週間以内を予定しています！  
※⾯接の選考結果によっては、適性検査をお願いする場合がございます。  
 適性をしっかりと把握した上で、キャリアプランを⼀緒に考えていきたいと思います。

株式会社⼈材総合サービス（ホームページ） 
〒160-0023 東京都新宿区⻄新宿3-1-5 新宿嘉泉ビル6F 
03-6258-0555／佐々⽊（※営業電話は固くお断り致します）

求⼈企業に直接質問する

応募画⾯へ⾏く 気になる

求⼈情報 会社説明会情報

この求⼈に似た求⼈をお探しですか？

FCオーナー  未経験者歓迎  NEW

FCオーナー  未経験者歓迎

FCオーナー  未経験者歓迎

株式会社⼈材総合サービス

ここに掲載職種名が⼊ります

ここに掲載職種名が⼊ります 本⽇締切

ここに掲載職種名が⼊ります あと5⽇

＜布村・20代＞  
IT・エンジニア事業部

＜佐々⽊・20代＞  
IT・エンジニア事業部

■ 原稿内容確認上の注意点

https://recruit-career.custhelp.com/app/answers/list/p/1074/c/1092
http://jin-so.co.jp/others/it/


・⼀覧イメージは、こちら（リンク先画⾯）でご確認ください。（⼀覧画⾯のイメージは、Ｎ５画⾯以外は上記[原稿内容イメージ]の内容・写真 
を元に⾃動⽣成されます。） 
・応募フォームイメージは、こちら（リンク先画⾯）でご確認ください。 

[募集職種] 設定ご確認欄
▼原稿種別・エリア

原稿種別：エリア N3
▼検索⽤設定

雇⽤形態 01 : 正社員
職種コード1 0132 : 営業事務、営業アシスタント
職種コード2 0530 : テクニカルサポート、サポートデスク【ソフトウェア・ネットワーク】
未経験者歓迎フラグ 設定する
経験・スキルコード１ 5057 : VB、VBA、Delphi
経験・スキルコード２ 5105 : C#
経験・スキルコード３ 2003 : 販売
経験・スキルコード４ 1046 : ⼀般総務関連実務

勤務地コード

11000000 : 埼⽟県 
12100000 : 千葉市 
13100000 : 東京23区 
13000000 : その他東京都 
14100000 : 横浜市 
14130000 : 川崎市 

市区郡情報

さいたま市（埼⽟県）、千代⽥区（東京23区）、中央区（東京23区）、港区（東京23区）、新宿区（東京23区）、⽂京区（東京23
区）、台東区（東京23区）、墨⽥区（東京23区）、江東区（東京23区）、品川区（東京23区）、⽬⿊区（東京23区）、⼤⽥区（東京2
3区）、世⽥⾕区（東京23区）、渋⾕区（東京23区）、中野区（東京23区）、杉並区（東京23区）、豊島区（東京23区）、北区（東京
23区）、荒川区（東京23区）、板橋区（東京23区）、練⾺区（東京23区）、⾜⽴区（東京23区）、葛飾区（東京23区）、江⼾川区
（東京23区）、武蔵野市（その他東京都）、三鷹市（その他東京都）

職種こだわり条件フラグ

フレックス勤務OK 
英語・中国語など語学を活かす 
資格取得⽀援・⼿当てあり 
急募！内定まで2週間 
採⽤予定数10名以上 
第⼆新卒歓迎 
フリーターから正社員を⽬指す 
ブランクOK 
学歴不問 
職種未経験歓迎 
業界未経験歓迎 
社会⼈未経験歓迎 
中途⼊社50％以上 
⼥性が活躍中 
⼥性管理職登⽤あり 

▼検索軸設定
ＮＥＸＴ関連サイト ＩＴキャリア ＩＴキャリアからの検索対象になります
特集設定  

オプション企画(企画設定)

0659 : 110400号開始 : 2011/01/05〜2020/12/31  
         ITエンジニア_18 : ソ-18_Webディレクター経験者  
0652 : 104500号開始 : 2010/10/20〜2020/12/31  
         ITエンジニア_21 : ソ-21_営業経験者

追加導線設定 リクナビＮＥＸＴ内で追加導線をリクルートに許可する 
▼スピードアプローチ設定

スピードアプローチ設定 0013164562 : 1624号（3⽉30⽇）⼈材総合サービス_IT・エンジニア派遣事業部
▼応募管理⽤設定

応募フォーム設定 0015296712 : 1798号（171227）⼈材総合サービス_IT・エンジニア派遣事業部_
問い合わせフォーム設定 設定する
職種別管理⽤メールアドレス
経験職務チェック
 

[企業概要] 設定ご確認欄 ※全職種共通
▼検索⽤設定

企業名(フリガナ) ジンザイソウゴウサービス
検索⽤社名１ ジンザイソウゴウサービス
検索⽤社名２ ⼈材総合サービス
検索⽤社名３ ジンザイソウゴウ
検索⽤社名４ jinzai sogo service
検索⽤社名５ じんざいそうごうさーびす
業種コード１ 0101 : ソフトウェア・情報処理
業種コード２ 0103 : インターネット関連
業種コード３ 0902 : 放送・出版・映像・⾳響
業種コード４ 0903 : 広告・デザイン・イベント
業種コード５ 9901 : 教育
本社所在地コード1 13100000 : 東京23区
本社所在地コード2
設⽴年⽉ 2004年04⽉
従業員数 44名
企業こだわり項⽬ 2年連続売上10％以上UP！ 

javascript:show_preview('/rnc/docs/cm_s21061.jsp?__m=15541868788956627468200582505602&corp_login_id=452293146','vls','detail3','0017136083');
javascript:show_preview('/rnc/docs/cm_s24050.jsp?__m=15541868788955179907489240349358&corp_login_id=452293146','prv','detail4','0015296712');
javascript:show_preview('/rnc/docs/cm_s24050.jsp?__m=1554186878904195336498185675587&corp_login_id=452293146','prv','detail4','0015296712');


年間休⽇120⽇以上 
完全週休2⽇制 
⼟⽇祝休み 

▼応募管理⽤設定
応募フォーム送信先 管理画⾯
応募管理区分 ⼈単位

▼ＨＰリンク設定
HP-リンクURL http://jin-so.co.jp/others/it/

▼ソーシャルボタン設定

ソーシャルボタン設定

ソーシャルメディアに共有するボタン（シェアボタン）を設置する  
＜注意＞ 
ソーシャルメディアは、ユーザーが情報を発信し形成していくメディアです。 
そのため、ソーシャルメディア内の情報に対して、リクルートが対応・介⼊することはできません。 
あらかじめご了承ください。

 

⼀覧プレビュー    応募プレビュー   スマートフォンの原稿プレビューを⾒る

■ 原稿情報（弊社使⽤欄）
企業情報 :0015547762 : 新オフィス版_1832号（4⽉27⽇以降）⼈材総合サービス_IT・エンジニア派遣事業部  

求⼈画⾯ＩＤ : 企画名 : 版 :0017136083 : N3
保存⽤コメント :1903号（1⽉16⽇号）_完全な⼥性の未経験者向け_ITエンジニア

顧客C :2116350 - 005

リクルートグループサイトへ
 

原稿内容は上記の通りであることを確認いたしました。________年________⽉________⽇

貴社名____________________________________________________________

ご担当者名________________________________________印

※この原稿は原稿内容確認⽤です。実際の画⾯体裁とは異なります。ご了承ください。 
※雇⽤対策法により、応募者の年齢制限はできません。 
   応募者の年齢を制限している場合は、例外事由に該当しているか確認してください。
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