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【新卒・第⼆新卒向け】 国際的な環境でオフィスアシスタント★ 社内公⽤語英語の外資
企業！(東京)
社会経験は無いまたは浅くても、将来は⾃分の希望するキャリアを築けます！

Job Information
Hiring Company
Servcorp Japan K.K.
Subsidiary
サーブコープジャパン株式会社
Job ID
829396
Company Type
Large Company (more than 300 employees) - International Company
Non-Japanese Ratio
About half Japanese
Job Type
Permanent Full-time
Location
Tokyo - 23 Wards
Salary
Negotiable, based on experience
Salary Bonuses
Bonuses paid on top of indicated salary.
Work Hours
平⽇ 8:30 - 17:30
Holidays
完全週休2⽇制（⼟⽇祝）、有給休暇（おおむね120⽇以上、取得率90％以上）、病気休暇、産休・育休、慶弔休暇
Refreshed
June 18th, 2021 02:00

General Requirements
Career Level
Entry Level
Minimum English Level
Business Level (Amount Used: English usage about 50%)
Minimum Japanese Level
Native
Minimum Education Level
Technical/Vocational College
Visa Status
Permission to work in Japan required

Job Description
サーブコープはオーストラリアの上場企業で、フレキシブルオフィススペースとビジネスソリューションを世界中の⼀等地
で提供しています。
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1994 年に⽇本に進出し、アジア、オセアニア、アメリカ、ヨーロッパ、中東など、現在23カ国54都市160以上の拠点を展
開・拡⼤中です。
⽇本でも東京、横浜、名古屋、⼤阪、福岡で計27拠点にて展開しており、最近では丸の内⼆重橋ビルにオフィスを新たに
オープンするなど⽇々拡⼤しています。
=========================
オフィスアシスタント
=========================
新卒・第⼆新卒歓迎!
東京にて募集中!
英語を使う会社で働きたい⽅を募集!
マネージャーやチームメンバーのアシスタントからスタートし、
オフィスに⼊居している外資系・⽇系のお客様のビジネスサポートができるようになっていただきます。
具体的には
＊宅配便、郵便物など⼿配
＊事務サポート
＊備品の発注、補充・管理
＊オフィス環境の管理
＊会議室ご利⽤のお客様・来客のサポート
★☆会社の魅⼒☆★
◎社内公⽤語は英語
トレーニングや会議、社内メール等はすべて英語になります。対クライアントは⽇本語がメインですが、活かせる機会は
多々ございます。これからスキルアップを⽬指したい⽅にも最適な環境です！
◎充実した研修制度
⼊社後は独⾃の研修プログラムを受けていただき、ゆうゆくは来客対応や電話応対などの受付業務も担当していただきま
す。1年~数年後には、秘書業務やITサポートなどの研修も受けることができます。
◎"やりたいことができる！"幅広いキャリア ー 20代のうちにキャリアアップが可能です！
適正に合わせてお仕事をお任せするため、携われる仕事の幅はとても広いです。このようなスキルを⾝につけたい！という
希望があれば、進んで勉強の場を提供いたします。将来は専属秘書やトレーナー、営業、マーケティング、経理、バックオ
フィスなどご⾃⾝の希望に合わせたキャリアを築くことができます。

Required Skills
スキル・資格：
ネイティブレベルの⽇本語(必須)
ビジネス会話レベルの英語能⼒ (TOEIC 800点以上が⽬安)
準学⼠以上
就労可能なビザをお持ちの⽅
パソコンの基礎知識(簡単なExcelやWordなど)
求める⼈物像：
ホスピタリティとチャレンジ精神が旺盛な⽅
積極的に笑顔で対応出来る⽅
将来キャリアを積みたい⽅
待遇・福利厚⽣：
■定期的な給与査定
■社会保険完備
■交通費⽀給
■社内研修
■年に⼀度の健康診断
■コーヒーや紅茶等飲み物（無料）
休⽇・休暇：
■完全週休2⽇制(⼟⽇祝)
■有給休暇（取得率90％以上）
■病気休暇
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■育児休暇
■慶弔休暇

Company Description
OpenWorkが発表した「働きやすい外資系企業ランキング」TOP20に堂々ランクイン！(2019年)
サーブコープはオーストラリアの上場企業で、フレキシブルオフィススペースとビジネスソリューションを世界中の⼀等地
で提供しています。
1994 年に⽇本に進出し、世界規模でのビジネス展開を成功させてきました。現在23カ国、54都市、160拠点にて営業。
⽇本では東京、横浜、名古屋、⼤阪、福岡で計27拠点にて展開、さらに拡⼤中です。
サーブコープは、世界最⾼⽔準のサービス付オフィス、バーチャルオフィス、コワーキングなどのフレキシブルワークソ
リューションを提供しています。 企業の規模を問わず、最新鋭のIT技術と語学堪能なサポートチームがお客様のビジネス
を成功へと導きます。
多くの⼀流企業がサーブコープのお客様としてご利⽤いただいています。Google, Apple, JP Morgan, Morgan Stanley,
Tiffany's, Allianz, Dell, Cisco, Motorola, Qatar Airways, Etihad Airways, Accenture...
サーブコープでは地球環境保全や乳がん検診啓発、⼩児がん患者のサポート団体へのチャリティー活動や募⾦活動など、社
会活動に積極的に協⼒しています。
詳しくは弊社ホームページをご覧下さい。www.servcorp.co.jp
また、サーブコープのブログも是⾮お楽しみ下さい。 http://blog.servcorp. co.jp/
Servcorp is an Australian publicly listed company and global provider of flexible office space and business solutions
operating at the premium end of the market. We operate in 54 cities in 23 countries around the world.
We established our business in Japan in 1994, our expansion since this time has been a success story.
Our Japanese branch has 27 locations in Tokyo , Yokohama, Osaka, Nagoya, and Fukuoka.
Servcorp provides the Flexible Workspace Solutions for the 1-10 person business and branch offices. Only Servcorp enables
companies of any size to operate with the presence, IT infrastructure and professional support of a multi-national corporation.
We offer the best office solutions in top buildings.
Our clients include: Google, Apple, JP Morgan, Morgan Stanley, Tiffany's, Allianz, Dell, Cisco, Motorola, Qatar Airways,
Etihad Airways, Accenture...
Servcorp's global network of over 160 locations provide clients with innovative IT systems, serviced office, virtual office and
coworking in prestigious CBD buildings, a telephone number and dedicated receptionist, convenience, cost saving ability,
professional meeting rooms and a support team on hand. Clients who don't need the physical space can also take advantage
of Servcorp’s cost effective virtual office solutions - everything but the office®. All clients receive exclusive membership to the
Servcorp Home platform which provides the gateway to manage all services online, anywhere, anytime and be able to
connect with other Servcorp clients worldwide.
As a company we actively support the community in charitable fundraising and green initiatives.
For more information please see our website: www.servcorp.co.jp or Google "Servcorp".
Also, you can visit the Servcorp Japan Blog to see our company's communication initiatives: http://blog.servcorp.co.jp/

