
  第２０回 障害者雇用促進就職面接会 
 

 

 障害者面接会参加事業所一覧表 
                                     
 
                                                          【面接会場】 

開催日 平成２９年１１月１７日（金）               

会 場 千葉県福祉ふれあいプラザ２階「ふれあいホール」 

    千葉県我孫子市本町３－１－２ けやきプラザ内 

時 間 午後１時～３時３０分 

（受付時間１２時３０分～） 

主 催 ハローワーク松戸 

ハローワーク野田 



求人整理番号 事　 業 　所　 名 求　人　職　種 求人数 就 業 場 所 雇用形態

1 東武バスイースト株式会社 一般事務 1 柏市高田 定時嘱託 時給額 １，２００円

２-① 社会福祉法人竹友会　特別養護老人ホームやわら木苑 環境整備 1 松戸市金ケ作 パート 時給額 ８７０円～９００円

２-② 社会福祉法人竹友会　特別養護老人ホームやわら木苑 事務員 1 松戸市金ケ作 パート 時給額 ８７０円～９００円

３-① 株式会社マツモトキヨシ 医薬品・化粧品販売担当 ２０ 住居から通える範囲の各店舗 正社員以外 月額
   １５０，３００円
～２４０，０００円

３-② 株式会社マツモトキヨシファーマシーズ 調剤事務 5 住居から通える範囲の各店舗 パート 時給額 ９００円～９００円

３-③ 株式会社マツモトキヨシファーマシーズ 薬剤師職 5 住居から通える範囲の各店舗 パート 時給額 ２，０００円

４-① マブチモーター株式会社 機械加工オペレーター 1 印西市竜腹寺 嘱託社員 月額
　１６１，０００円
～３２４，５００円

４-② マブチモーター株式会社 事務員 1 松戸市松飛台 パート 時給額 ９００円

5 医療法人社団誠馨会　新東京病院 医療事務・一般事務 １ 松戸市和名ヶ谷 正社員 月額
　１６９，７８０円
～２７４，７２０円

6 共進電機株式会社 資材（商品管理） 1 松戸市岩瀬 正社員 月額
　１３８，８８０円
～１７７，５７０円

7 ポラスガーデンヒルズ株式会社 一般事務 1 松戸市西馬橋 パート 時給額 ８８０～９００円

８-① 株式会社Ｐ＆Ｅフーズ 調理・調理補助 2 牛久市ひたち野東 パート 時給額 ８５０円

８-② 株式会社Ｐ＆Ｅフーズ 調理・調理補助 2 柏市新富町 パート 時給額 ８７０円

９-① 東京慈恵会医科大学附属柏病院 看護補助員 １ 柏市柏下 嘱託職員 月額 １７５，０００円

９-② 東京慈恵会医科大学附属柏病院 看護補助員 １ 柏市柏下 パート 時給額 １，０４５円～１，１１０円

９-③ 東京慈恵会医科大学附属柏病院 調理員 １ 柏市柏下 パート 時給額 ９３２円～１，１１０円

10-① ＩＴＳ株式会社 カウンターアドアイザー 2 浅草・亀有・綾瀬・金町のいずれかの店舗 契約社員 時給額 ９６０円

10-② ＩＴＳ株式会社 カウンターアドアイザー 3
柏・新松戸・八柱・幕張・千葉・
八千代緑が丘・越谷の店舗 契約社員 時給額 ９５０円

11-① 社会福祉法人　高砂福祉会 法人事務局事務員 2 流山市東初石 非常勤パート 時給額 ９５０円

11-② 社会福祉法人　高砂福祉会 保育園非常勤用務員 2 足立区神明 非常勤パート 時給額 ９７０円

12 日立化成株式会社　松戸事業所 製造補助業務 1 松戸市稔台 契約社員 日額 ７，９８５円～９，２８５円

13 三井生命保険株式会社　柏支社 一般事務 1 柏市柏 事務嘱託 月額 １５３，７００円

14 みずほフィナンシャルグループ・みずほ銀行・みずほ信託銀行 一般事務サポート 5
松戸・柏エリア他県内・東京所在の
本支店等 嘱託 月額

　１５８，９００円
～２０９，３００円

15 株式会社シダー　あおぞらの里　馬橋デイサービスセンター 清掃 １ 松戸市馬橋 パート 時給額 ８８０円

16 医療法人社団 柏水会　初石病院 清掃スタッフ 2 柏市西原 パート 時給額 ８７０円

17 株式会社 精工技研 庶務 ２ 松戸市松飛台 パート 時給額 ８7０円～１，０００円

18-① 株式会社ＭＢＭ 清掃 5 浦安市舞浜 準社員 時給額 ９００円

18-② 株式会社ＭＢＭ 一般事務 5 浦安市舞浜 準社員 時給額 ９００円

18-③ 株式会社ＭＢＭ 一般事務 5 浦安市入船 準社員 時給額 ９００円

18-④ 株式会社ＭＢＭ 清掃・仕分け 5
浦安市内のリゾートホテル
／4ケ所のいずれか 準社員 時給額 ９００円

18-⑤ 株式会社ＭＢＭ 一般事務 5 浦安市入船 嘱託 月額 １７０，０００円
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19 とうかつ中央農業協同組合 店舗内外の清掃 １ 松戸市上本郷 パート 時給額 ８８０円

20-① 三協フロンテア株式会社 一般事務 1 柏市新十余二 契約社員 月額
　１８０，０００円
～２００，０００円

20-② 三協フロンテア株式会社 緑地管理・本社清掃・ポスティング業務 1 柏市新十余二 契約社員 月額 １５０，０００円

20-③ 三協フロンテア株式会社 清掃業務 1 柏市新十余二 パート 時給額 ８７０円～９００円

20-④ 三協フロンテア株式会社 事務補助 1 柏市新十余二 パート 時給額 ８７０円～９００円

20-⑤ 三協フロンテア株式会社 軽作業及び清掃業務、ポスティング業務 3 柏市新十余二 パート 時給額 ９００円～１，０００円

20-⑥ 三協フロンテア株式会社 軽作業 1 流山市大字東深井 契約社員 月額
　１５０，０００円
～１８０，０００円

20-⑦ 三協フロンテア株式会社 軽作業 1 流山市駒木 パート 時給額 ８７０円～９００円

20-⑧ 三協フロンテア株式会社 一般事務 1 茨城県坂東市小泉 契約社員 月額
　１８０，０００円
～２００，０００円

20-⑨ 三協フロンテア株式会社 軽作業 1 茨城県坂東市小泉 契約社員 月額
　１５０，０００円
～１８０，０００円

20-⑩ 三協フロンテア株式会社 軽作業及び事務補助 2 茨城県坂東市小泉 パート 時給額 ８２０円～９２３円

21-① 医療法人社団天宣会 介護助手 １ 柏市柏下 契約社員 時給額 ８７０円

21-② 医療法人社団天宣会 介護助手 １ 野田市山崎 契約社員 時給額 ８７０円

21-③ 社会福祉法人天宣会 介護助手 １ 流山市駒木 パート 時給額 ８７０円

21-④ 社会福祉法人天宣会 介護助手 １ 柏市藤ヶ谷 契約社員 時給額 ８７０円

21-⑤ 株式会社日本エフピー総合企画 清掃 １ 柏市柏下 パート 時給額 ８７０円

21-⑥ 株式会社日本エフピー総合企画 洗濯スタッフ １ 柏市柏下 パート 時給額 ８７０円

21-⑦ 株式会社日本エフピー総合企画 食器洗浄 １ 柏市柏下 パート 時給額 ８７０円

21-⑧ 株式会社日本エフピー総合企画 清掃スタッフ １ 野田市山崎 パート 時給額 ８７０円

21-⑨ 株式会社日本エフピー総合企画 洗濯スタッフ １ 野田市山崎 パート 時給額 ８７０円

21-⑩ 株式会社日本エフピー総合企画 食器洗浄 １ 野田市山崎 パート 時給額 ８７０円

22-① 日本アトマイズ加工株式会社 清掃 1 野田市西三ケ尾 パート 時給額 ９００円

22-② 日本アトマイズ加工株式会社 一般事務 2 野田市西三ケ尾 パート 時給額 ９５０円～１，０００円

23 ウヤマ産業株式会社 梱包、ピッキング補助 2 野田市目吹 パート 時給額 ８７０円

24-① トオカツフーズ株式会社　野田工場 受付業務(体調管理） 1 野田市上三ケ尾 パート 時給額 ８７２円

24-② トオカツフーズ株式会社　野田工場 ライン製造 2 野田市上三ケ尾 パート 時給額 ８７２円

24-③ トオカツフーズ株式会社　野田工場 調理業務 2 野田市上三ケ尾 パート 時給額 ８７２円

24-④ トオカツフーズ株式会社　野田工場 荷受け業務 2 野田市上三ケ尾 パート 時給額 ８７２円


