
受付日 2022年9月21日
紹介期限（開始） 〜 2023年9月30日 事業所登録番号 求人NO. SM 202209-011

フリガナ 企業全体 324 当事業所

事業所名 うち女性

代表者名 法人番号

創業設立 資本金 2000 万円 HPのURL

本社所在地 160-0022 所在地地図

最寄駅

事業内容 業種

会社の特徴

フリガナ 部署・役職 電話

担当者名 E-mail FAX

仕事の内容 求人理由

募集職種 求人数 10 名 職位・役職名

求人区分 雇用形態
〜 更新の可能性

試用期間 あり 3 ヶ月 同条件

年齢 歳まで
年齢制限の理由

学歴
実務経験

パソコンスキル 【word】 基本 【excel】 基本 【その他】

応募選考方法 選考方法 その他
その他 書類の返還 破棄

書類送付方法 メール 提出期限 必着

選考場所 選考日時 随時

結果通知 3 日後 通知方法 メール

09:00 〜 18:00 交代制 月平均労働日数 21 日
12:00 〜 21:00 休憩時間 60 分 時間外月平均 30 時間

〜

または 09:00 〜 21:00 の間の 8
0 日 特記事項

シフトにより不定期 年間休日数 123 日
週休二日制　 毎週 その他 年次有給休暇 10 日

（名称） 最寄駅

（所在地） 所在地地図

対策方法 その他

賃金 賃金形態 賃金について

月給 250,000 円〜　 250,000 円 賃金締切日 毎月
時間給 円〜　 円 賃金支払日 毎月

基本給 217000 円
20 33000 円支給

手当 円〜 円  昇給（前年度実績） 円〜

円〜 円 支給回数 回/年

円〜 円 賞与月数 カ月分

通勤手当 上限 円まで 賞与年額 円〜
保険・定年など 加入保険等

定年制 あり 60 歳
退職金 なし 勤続 年以上
再雇用 あり 65 歳まで

勤務延長 なし 歳まで

助成金利用

公開希望

託児施設 あり

固定残業代に関する特記事項 時間外手当は時間外労働の有無にかかわらず、 固定残業代として支給し、20時間を超える時間外労働分については追加で支給

雇用,労災,健康,厚生
30,000

希望
しんぐるまざあず・ふぉーらむ（すてきみらい塾）

育児休業実績 あり
介護休業実績 なし

就労継続支援A型事業所 該当しない 労働組合 なし

翌月末日

固定残業代あり 支給合計額 250000 円
時間分の時間外手当として

賞与
（前年度実績）

住宅施設 なし

就業場所

屋内の受動喫煙対策の状況 その他 就業場所により違いあり。

毎月末日

月給

時間程度
（パートの場合）週所定労働日数

休日
その他

書類選考後,面接選考後

就業時間帯

就業時間の制度 交代制 変形労働時間制の種別 週単位非定型的

36協定における特別条項あり
1箇月について100時間未満でなければならず、かつ2箇月から6箇月までを平均し
て80時間を超過しないこと。

提出書類
履歴書,職務経歴書

2023年9月30日

事業所と同じ,オンライン 原則オンライン。都度変更の可能性あ
り。

書類,面接

必要な実務経験
資格・スキル等

不問
不問 基本的なPC操作ができる方

資格・免許
不問

試用期間中の労働条件
不問

年齢指針該当番号

雇用期間
定めなし

雇用期間についての特記

フルタイム 正社員 募集主の氏名または名称

モリ　ケイイチロウ 人事部 03-5361-7480

森　桂一郎 k.mori@styleedge.co.jp

求　人　票

0006

スタイル・エッジキャリア
従業員数
（人）

179

株式会社スタイル・エッジCAREER 140

東京都23区内

東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー17F 新宿駅

スタイル・エッジ・グループは弁護士、司法書士、医師をはじめとした士業・医
業に特化したハンズオン型総合コンサルティング事業を展開しています。その中
で同社では、士業・医業のクライアント、さらにはその先にいる一般のお客様の
課題解決を支援する、ハンズオン型の業務コンサルティング会社です。主に「営
業・教育支援」「人材派遣」「人材紹介」といった4つのサービスを軸にクライ
アントの課題解決を図ります。 
 
(1)営業/教育支援事業：経営改善・売上向上のために、継続的に利益を生み出す
ことのできる営業チームをつくりあげます。そのために営業・教育支援を専門と
したコンサルタントがチームメンバーの育成に注力し、営業力の向上を図り、目
標数値を日々の業務へと落とし込み、ミッションの達成を目指します。 
(2)人材派遣事業：クライアントの事業計画・人員計画に基づき、士業・医業に
おける各種業務に精通した即戦力の人材がニーズに沿ってクライアントのサポー
トをします。経営層と視点をあわせ、クライアントとその先にいらっしゃるお客
様の課題解決に真摯に取り組みます。 
(3)人材紹介事業：経験豊富なコンサルタントが、弁護士や司法書士、パラリー
ガル、医師、看護師、薬剤師といった士業・医業の業界で働く方々の転職活動を
サポートします。求職者と求人サイドの双方から今後のキャリアデザインや人材
ニーズ等の詳細なヒアリングを直接行うことで、両者にとって最適なマッチング
を行います。

コンサルティング事業

スタイル・エッジグループは士業・師業などあらゆる専門機関の成長のために、
事業計画、集客、営業、採用、人材育成、広報、体制構築、組織改革まで必要な
ノウハウを、法令遵守のもとにワンストップで提供している【ハンズオン型総合
コンサルティング】企業です。

鷲野　郁代 8011001109929

https://styleedge-career.co.jp/

https://www.google.com/maps?q=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%96%B0%E5%AE
%BF%E5%8C%BA%E6%96%B0%E5%AE%BF4-1-
6+JR%E6%96%B0%E5%AE%BF%E3%83%9F%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%82%BF%E3%8
3%AF%E3%83%BC17F%E3%80%80%28%E6%A0%AA%29%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%8
3%AB%E3%83%BB%E3%82%A8%E3%83%83%E3%82%B8CAREER

（1）電話応対（依頼者の状況確認・悩みの聞き取り） 
（2）依頼者の希望に合った手続きに沿った、内容説明と質問対応（3）依頼準備
の補助（契約書類の作成・弁護士との面談設定）（4）事務所全体にて解決まで
サポートする

増員

カスタマーサポート


