
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 0172-55-0641 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 二級建築士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 一級建築士

求人番号: 02030-10774421 各種保険： 雇用・労災 月平均 11時間

     TEL: 070-4459-5033 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 10020-16448221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 070-4459-5033 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 10020-16359521 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 070-4459-5033 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 10020-14836621 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 070-4459-5033 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 10020-13881521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 090-1964-9383 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 10020-17397321 各種保険： その他 月平均 

     TEL: 048-614-1541 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 11030-32882321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 043-372-2110 従業員数 16人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 12010-28664321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 043-213-5171 従業員数 230人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 12010-33568921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 090-1880-5963 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 12070- 4280421 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 047-408-5055 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 12090-18005321 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0570-073-956 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 13010-98113121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-6757-0860 従業員数 14人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13010-99608821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

東京都中央区新川２ー９－５　第二中村ビル７Ｆ

1.面接時にはハローワークが発行する紹介状が必要です。
2.ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。
3.仕事内容欄はスペースの都合ですべて表示できない場合がありますので、詳細については相談窓口でお尋ねください。
・ハローワーク三島　　　　　　〒411-0033　三島市文教町1-3-112三島労働総合庁舎　　 電話　055-980-1300
・ハローワーク伊東　　　　　　〒414-0046　伊東市大原1-5-15　　　　　　　　　　　　電話　0557-37-2605
・熱海市ふるさとハローワーク　〒413-0016　熱海市水口町13-15静岡県熱海総合庁舎2階　電話　0557-82-8655
・伊豆市地域職業相談室　　　　〒410-2407　伊豆市柏久保603-1　                     電話　0558-74-3075

時給 パソコン操作に慣れ
ている方
ネット環境が整って

1,080円～1,080円
又は9時30分～18時30

在宅勤務

13

（障）市場調査（在
宅勤務）

＜在宅勤務＞
パソコンを使用して、求人媒体に出て
いる企業を特定する業務。
「千代田区　食品商社」等の情報から
インターネットで検索し求人を出して
いる企業を特定します。


パート労働者 株式会社ジョブコム　東京支社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時30分～18時30分

時給 ＰＣを使用した実務
経験がある方。1,300円～1,300円

千葉県船橋市田喜野井五丁目６番５号

12

（障）事務／在宅勤
務／週３日～【イン
ターネット関連企
業】

・Ｇｏｏｇｌｅ　Ｗｏｒｋｓｐａｃｅ
を使用した事務作業のお仕事　です。
・プレゼン資料の作成や研修資料の
アップデート等、幅広くサポー　トを
お願いします。
・完全在宅勤務にて長期間（６か月～
１２か月）ご就業後、お一人　お一人

パート労働者 アデコ株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～17時30分

時給 Ｐ検タイピングカテ
ゴリー２級以上、Ｍ
ＯＳ有資格者（あれ

984円～1,800円
又は10時00分～14時00

千葉県　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（在宅勤務）

11

（障）一般事務・
データ入力・資料作
成・ＷＥＢ・動画制
作等

●一般事務
※経理伝票の取りまとめや領収書の台
紙貼付、その他書類のファイリング、
タブレット機器の発送業務など。
●データ入力
※パソコンによるデータ入力・リスト
作成・テープおこしなど。

パート労働者 フレックス 障がい者ワークスデザインラボ株式会社
ワークスデザインラボ薬園台雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～13時00分

時給 ソフトウエア開発経
験のある方1,250円～1,250円

又は9時00分～22時00

東京都千代田区紀尾井町１－３　東京ガーデンテラス紀尾井町　紀尾井タワー

10

（障害者短時間トラ
イアル）ソフトウエ
アエンジニア

受託開発及び自社サービスの開発。
開発内容は主にウェブサービス、スマ
ホアプリ、機械学習、データ処理な
ど。　　　　　　　　　
【使用する技術】
Ｒｕｂｙ　ｏｎ　Ｒａｉｌｓ、Ｌａｒ
ａｖｅｌ　、　　　　　　　Ｒｅａｃ

パート労働者 株式会社　もばらぶ
雇用期間の定めなし

時給 過去に就労経験があ
る方1,100円～1,500円

又は9時00分～15時00

千葉県千葉市稲毛区長沼町１６７番地１３４

9

（障）【障がい者採
用】開発支援事務業
務（在宅勤務）

・契約書類等の資料整理・作成、フォ
ルダ整理
・ミーティング議事録等のドキュメン
ト作成
・タスク管理
・その他各種事務業務など
※すべてＰＣを使用した業務です

パート労働者 株式会社　ＺＯＺＯ　本社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～13時00分

時給 電話アポ経験

1,200円～1,800円
又は14時00分～18時00

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１
丁目１１－９
　ニッセイ大宮桜木町ビル８階

8

（障）営業電話アポ
／【在宅勤務】テレ
ワーク

在宅で社会基礎力付人材紹介に関する
営業電話
※電話代は会社支給
※日本人先輩はいます。経験者歓迎。

パート労働者 Ｆｉｒｓｔ　Ｓｔｅｐ　合同会社
雇用期間の定めなし (1)10時00分～12時00

時給

1,000円～1,500円

群馬県高崎市双葉町１１－１１　カナサクラビル３－２

7

（障）デザイナー
（在宅勤務可）＜障
害者トライアル専用
＞

親会社「株式会社サンガジャパン」の
運営する介護施設で使用する、
施設紹介用のパンフ、チラシの作成や
イベントポスターの作成の
作成に従事頂きます。

　　　　　　　＜障害者トライアル専

パート労働者 株式会社　Ｇｅｎｋｉリレーションズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～18時00分

時給 (2)18時00分～22時00 一般企業での勤務経
験の服務経験、パソ
コン、スマートフォ

895円～895円
又は5時00分～22時00

群馬県高崎市双葉町１１番１１号　カナサクラビル３ー２号

6

（障）通販商品の梱
包・発送（週５日程
度）【在宅勤務可】

通販サイトより注文のあった品物（日
用品や食料品など）をお届けするため
の梱包や発送を行っていただきます。

また、業務の習熟度に応じて、通販サ
イトへの出品、商品画像の撮影、仕入
れされた荷物の受け取り、商品の保管

パート労働者 日本オークション代行サービス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～12時00分

時給 スマートフォンとラ
インの操作経験。パ
ソコンでの資料作成

900円～900円
又は5時00分～22時00

群馬県高崎市双葉町１１番１１号　カナサクラビル３ー２号

5

（障）通販サイトへ
の出品・経理（短時
間）【完全在宅勤
務】

通販サイトへの出品、在庫表の更新、
品切れの商品の取り消し、仕入れの提
案、売買された商品履歴の作成、帳簿
の作成、資料の作成、仕入れ値や売値
のリサーチなど、通販商品に関する事
務作業となります。また、適宜、教育
関係のデータ入力もお願いします。

パート労働者 日本良品普及還元場
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 一般企業での勤務経
験（アルバイト
可）、スマホとライ

900円～900円
又は5時00分～22時00

群馬県高崎市双葉町１１番１１号　カナサクラビル３ー２号

4

（障）通販商品の梱
包発送／４～５日勤
務【完全在宅勤務】

通販サイトより注文のあった品物（日
用品や食料品や教材など）を
お届けするための梱包や発送を行って
いただきます。

また、業務の習熟度に応じて、通販サ
イトへの出品、商品画像の撮

パート労働者 日本良品普及還元場
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 ウェブサイトの作成
と運用経験。900円～900円

又は5時00分～22時00

【障害者・在宅勤務求人  フルタイム・パートタイム】 令和4年11月17日発行
完全在宅ではない求人も掲載されています。

群馬県高崎市双葉町１１番１１号　カナサクラビル３ー２号

3

（障）ウェブサイト
作成・通販のＤＸ化
【在宅勤務】

主たる業務として、会社紹介用のウェ
ブサイトの作成、販売用ページの作成
を担当してもらいます。サーバーの選
定などにも携わる、一からの立ち上げ
となります。また、動画や画像の撮影
（ウェブに掲載するもの）や編集、加
工、監修もよろしくお願いします。

パート労働者 日本良品普及還元場
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 ［必要な知識］東
大、京大、東工大の
数学の入試問題の解

900円～1,072円
又は5時00分～22時00

青森県弘前市大字小栗山字川合４３－１５

2

（障）数学解法のデ
ジタル化・確認【完
全在宅勤務】

東京大学や京都大学などの入試問題を
解き、問題集を作成しております。Ｄ
Ｘ化の流れを受け、デジタルコンテン
ツを作成してくださる方を募集してま
す。立体図形やベクトル、軌跡などで
板書の代わりとなる動画の作成がメイ
ンのお仕事になります。

パート労働者 日本良品普及還元場
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 ＊ＣＡＤを使用して
図面作成が出来る方
＊木造注文住宅の設

1,000円～1,500円

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

設計・施工管理
【障がい者専用求
人】

○一般住宅建設に関わる
　・アーキトレンドによる図面作成
・現地調査
　・施工検査、立会い　・積算　・確
認申請業務
　・その他付随する業務
※一般住宅の設計が主な仕事になりま

パート労働者 株式会社　リッチモンドハウス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～15時00分

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

【障害者・在宅勤務求人  フルタイム・パートタイム】 令和4年11月17日発行
完全在宅ではない求人も掲載されています。

就業場所（空欄は所在地に同じ）
職種

雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 03-6910-3122 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13010-88055021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-5809-3319 従業員数 692人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13010- 1261122 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 050-3552-7611 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13010- 5738122 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 050-3552-7611 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13010- 5743022 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 050-3552-7611 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13010- 5753222 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 050-3552-7611 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13010- 5770422 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 050-3552-7611 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13010- 5353422 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 050-3552-7611 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13010- 5366022 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 050-3552-7611 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13010- 5540522 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 050-3552-7611 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13010- 5548822 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 050-3552-7611 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13010- 5577022 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 050-3552-7611 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13010- 5587222 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 050-3552-7611 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13010- 5630222 各種保険： 雇用・労災 月平均 

大阪府大阪市北区西天満三丁目１
番２５号
老松コープ１００３・１００４号
室

時給 パソコンを普段から
利用されている方優
遇。

1,036円～2,000円
又は10時00分～15時00

大阪府大阪市北区兎我野町３番８
号
寿楽ビル２０１／２０２号
当社　プラスアルファ

26

（障）プログラマー
【就Ａ・在宅】

【就労継続支援Ａ型事業所】
＊障害の状況に応じて配慮致します。

・ＷｏｒｄＰｒｅｓｓを使用したホー
ムページ制作
・ＷｏｒｄＰｒｅｓｓやフリーブログ
を利用したブログ制作

パート労働者 株式会社ＴＮコミュニケーションズ
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

時給 パソコンを普段から
利用されている方優
遇。

1,036円～1,500円
又は10時00分～15時00

大阪府大阪市北区西天満三丁目１
番２５号
老松コープ１００３・１００４号
室

25

（障）その他の情報
処理・通信技術者
【就Ａ・在宅】

【就労継続支援Ａ型事業所】
＊障害の状況に応じて配慮致します。

・ポータルサイトへのデータ入力
・ブログの更新
・ＳＮＳの更新
・データ入力

パート労働者 株式会社ＴＮコミュニケーションズ
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

時給 パソコンを普段から
利用されている方優
遇。

1,036円～1,500円
又は10時00分～15時00

大阪府大阪市北区兎我野町３番８
号
寿楽ビル２０１／２０２号
当社　プラスアルファ

24

（障）その他の情報
処理・通信技術者
【就Ａ・在宅】西天
満

【就労継続支援Ａ型事業所】
＊障害の状況に応じて配慮致します。

・ポータルサイトへのデータ入力
・ブログの更新
・ＳＮＳの更新
・データ入力

パート労働者 株式会社ＴＮコミュニケーションズ
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

時給 パソコンを普段から
利用されている方優
遇。

1,036円～1,500円
又は10時00分～15時00

大阪府大阪市北区西天満三丁目１
番２５号
老松コープ１００３・１００４号
室

23

（障）コール対応、
事務【就Ａ・在宅】

【就労継続支援Ａ型事業所】
＊障害の状況に応じて配慮致します。

・営業、所在確認、受付等コール対応
・労務、人事等事務作業

パート労働者 株式会社ＴＮコミュニケーションズ
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

時給 パソコンを普段から
利用されている方優
遇。

1,036円～1,500円
又は10時00分～15時00

大阪府大阪市北区兎我野町３番８
号
寿楽ビル２０１／２０２号
当社　プラスアルファ

22

（障）コール対応、
事務【就Ａ・在宅】

【就労継続支援Ａ型事業所】
＊障害の状況に応じて配慮致します。

・営業、所在確認、受付等コール対応
・労務、人事等事務作業

パート労働者 株式会社ＴＮコミュニケーションズ
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

時給 ・ＷＥＢバナー作成
経験
・ＷＥＢデザイン経

1,036円～1,500円
又は10時00分～15時00

大阪府大阪市北区西天満三丁目１
番２５号
老松コープ１００３・１００４号
室

21

（障）Ｗｅｂクリエ
イター・デザイナー
【就Ａ・在宅】

【就労継続支援Ａ型事業所】
今回の求人は、就労継続支援Ａ型事業
所での利用者様の求人です（障害者様
雇用の求人となります）。
弊所はテレワーク（在宅勤務）を積極
的に推進中。
イマドキでない就労継続支援Ａ型で

パート労働者 株式会社ＴＮコミュニケーションズ
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

時給 ・ＷＥＢバナー作成
経験
・ＷＥＢデザイン経

1,036円～1,500円
又は10時00分～15時00

大阪府大阪市北区兎我野町３番８
号
寿楽ビル２０１／２０２号
当社　プラスアルファ

20

（障）Ｗｅｂクリエ
イター・デザイナー
【就Ａ・在宅】

【就労継続支援Ａ型事業所】
今回の求人は、就労継続支援Ａ型事業
所での利用者様の求人です（障害者様
雇用の求人となります）。
弊所はテレワーク（在宅勤務）を積極
的に推進中。
イマドキでない就労継続支援Ａ型で

パート労働者 株式会社ＴＮコミュニケーションズ
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

時給 宅地建物取引士

1,036円～1,500円
又は10時00分～15時00

大阪府大阪市北区西天満三丁目１
番２５号
老松コープ１００３・１００４号
室

19

（障）宅地建物取引
士（在宅勤務可）
【就Ａ・在宅】

【就労継続支援Ａ型事業所】
＊障害の状況に応じて配慮致します。

・不動産関連事務全般

※宅地建物取引士の資格が必須です。

パート労働者 株式会社ＴＮコミュニケーションズ
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

時給 宅地建物取引士

1,036円～1,500円
又は10時00分～15時00

大阪府大阪市北区兎我野町３番８
号
寿楽ビル２０１／２０２号
当社　プラスアルファ

18

（障）宅地建物取引
士（在宅勤務可）
【就Ａ・在宅】

【就労継続支援Ａ型事業所】
＊障害の状況に応じて配慮致します。

・不動産関連事務全般

※宅地建物取引士の資格が必須です。

パート労働者 株式会社ＴＮコミュニケーションズ
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

時給 業務としてバナー広
告作成、Ｗｅｂ制作
などの

1,036円～1,500円
又は10時00分～15時00

大阪府大阪市北区西天満三丁目１
番２５号
老松コープ１００３・１００４号
室

17

（障）画像、動画ク
リエイター【就Ａ・
在宅】

【就労継続支援Ａ型事業所】
＊障害の状況に応じて配慮致します。

・画像や動画の編集、クリエイター作
業
・ポータルサイトの運営、編集
・ＳＮＳの運用

パート労働者 株式会社ＴＮコミュニケーションズ
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

時給 業務としてバナー広
告作成、Ｗｅｂ制作
などの

1,036円～1,500円
又は10時00分～15時00

東京都中央区東日本橋１丁目１－７　野村不動産東日本橋ビル２階

16

（障）画像、動画ク
リエイター【就Ａ・
在宅】

【就労継続支援Ａ型事業所】
＊障害の状況に応じて配慮致します。

・画像や動画の編集、クリエイター作
業
・ポータルサイトの運営、編集
・ＳＮＳの運用

パート労働者 株式会社ＴＮコミュニケーションズ
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

時給 ワードやエクセル操
作の業務経験1,072円～1,072円

又は10時00分～17時00

在宅（ご自宅で就業いただきます）

15

（障）事務アシスタ
ント

＊ＰＣを使ったデータ入力
＊書類の整理
＊ファイリング
＊ＰＤＦデータ作業
＊電話対応など

経験や障害特性に応じて業務を決定い

パート労働者 株式会社　シーユーシー・ホスピス
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～16時00分

時給

1,075円～1,075円
又は8時00分～18時00

14

（障）ＷＥＢよりの
データ収集（財務情
報）【在宅勤務】

・ＷＥＢよりの財務データ収集、企業
コード付与、
　仕訳（正式、略式）



※簿記資格歓迎

パート労働者 フレックス 株式会社　東京商工リサーチ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

2/14



No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

【障害者・在宅勤務求人  フルタイム・パートタイム】 令和4年11月17日発行
完全在宅ではない求人も掲載されています。

就業場所（空欄は所在地に同じ）
職種

雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 050-3552-7611 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13010- 5644922 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 050-3552-7611 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13010- 5650722 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 050-3552-7611 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13010- 5654622 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 050-3552-7611 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13010- 5683422 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 050-3552-7611 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13010- 5689022 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 050-3552-7611 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13010- 5702222 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 03-6435-5631 従業員数 334人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13040-11954022 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-6328-3630 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13040-10322222 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-6850-2192 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13040-12793122 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 03-6732-1437 従業員数 137人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13040-25344422 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-6862-5180 従業員数 212人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13040-21757922 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 090-5568-9241 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13060-15880821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 090-5568-9241 従業員数 3人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13060-13839621 各種保険： 雇用・労災 月平均 

東京都大田区蒲田５－１５－８　蒲田月村ビル３階「Ｈ１Ｔ蒲田」

時給

1,150円～2,000円
又は8時00分～20時00

東京都大田区蒲田５－１５－８　蒲田月村ビル３階「Ｈ１Ｔ蒲田」

39

（障）社会保険労務
士業務補助

企業向け企業向け、個人向けのセミ
ナーを開催いたします。セミナー開催
の準備、講師のサポートをお願いしま
す。業務修得後は責任者としてご活躍
いただきたいと思います。

例）＊ＳＮＳを利用した情報発信

パート労働者 フレックス さくら坂社労士パートナーズ
林　智之雇用期間の定めなし

時給

1,500円～2,000円
又は8時00分～20時00

東京都港区六本木三丁目２番１号　住友不動産六本木グランドタワー４１階

38

（障）障害者支援事
業の責任者

障害者等の社会進出のためのアドバイ
スを行います。
当事業の責任者としてスタッフの管理
監督ならびに事業の収益化
をお願いします。

パート労働者 フレックス さくら坂社労士パートナーズ
林　智之雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

時給 メールの利用経験

1,100円～1,600円

東京都港区芝公園二丁目４－１　芝パークビルＡ館１階

37

（障）一般事務【在
宅勤務】

・支払申請
　専用システムを利用し、請求書の支
払手続きを行います。
・稟議書チェック
　専用システムを利用し、社内決裁の
入力内容の確認を行います。
・福利厚生制度の加入・脱退・停止処

パート労働者 フロンティア・マネジメント株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～18時00分

時給 入稿経験またはシス
テム関係経験者1,200円～1,200円

又は9時30分～18時30

ご自宅または会社が認めた場所

36

（障）事務サポート 記事入稿管理／サイトページ制作／シ
ステム設定　等

サロン専用検索サイト”ＥＰＡＲＫリ
ラク＆エステ”のサイト運用に伴うお
仕事をお任せします。
■記事入稿管理

パート労働者 フレックス 株式会社　ＥＰＡＲＫリラク＆エステ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時30分～18時30分

時給 (2)10時00分～18時00

1,100円～1,300円 (3)12時00分～20時00
又は9時00分～21時00

35

（障）コールセン
ター【リモートワー
ク／在宅勤務】

・電話コミュニケーター
・メール／チャットオペレーター
・データ入力
・処理オペレーター
・受注／予約受付
・カスタマーサポート
・電話秘書代行（一次受付）　他

パート労働者 交替制あり ウィズ・プランナーズ　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～17時00分

時給 パソコン操作
（ワード、エクセル
を使っての入力作

1,080円～1,080円
又は10時00分～17時00

在宅勤務（ご自身のご自宅で作業
をお願いします）
　※研修後、ご本人の適性やご経
験を踏まえてお客様先に常駐いた

34

（障）一般事務　≪
在宅勤務≫

・在宅勤務でパソコンを使ったデータ
入力やデータチェック
・レシートのチェック

パート労働者 株式会社ｍｉｔｏｒｉｚ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

時給 パソコン操作

1,100円～1,500円

大阪府大阪市北区西天満三丁目１
番２５号
老松コープ１００３・１００４号
室

33

（障）システムエン
ジニア／プログラ
マー補助【在宅勤
務】

ＷＥＢ系、オープン系システム開発な
ど、将来、プロジェクトチームの一員
として活躍していただだく人材を募集
します。
　※未経験の方も歓迎します。

　・ご入社後は数ヶ月間、システム開

パート労働者 株式会社　ＷｉＺ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～17時00分

時給 パソコンを普段から
利用されている方優
遇。

1,500円～2,000円
又は10時00分～15時00

大阪府大阪市北区兎我野町３番８
号
寿楽ビル２０１／２０２号
当社　プラスアルファ

32

（障）営業（訪問販
売、電話による営
業）【就Ａ・在宅】

【就労継続支援Ａ型事業所】
＊障害の状況に応じて配慮致します。

・訪問販売、電話による営業

パート労働者 株式会社ＴＮコミュニケーションズ
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

時給 事務経験１年以上の
方1,036円～1,500円

又は10時00分～15時00

大阪府大阪市北区西天満三丁目１
番２５号
老松コープ１００３・１００４号
室

31

（障）一般事務【就
Ａ・在宅】

【就労継続支援Ａ型事業所】
＊障害の状況に応じて配慮致します。

・電話対応、メール対応
・データ入力
・インターネットでの各種調査
・ワード、エクセルを使用しての書類

パート労働者 株式会社ＴＮコミュニケーションズ
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

時給 事務経験１年以上の
方1,036円～1,500円

又は10時00分～15時00

大阪府大阪市北区兎我野町３番８
号
寿楽ビル２０１／２０２号
当社　プラスアルファ

30

（障）一般事務【就
Ａ・在宅】

【就労継続支援Ａ型事業所】
＊障害の状況に応じて配慮致します。

・電話対応、メール対応
・データ入力
・インターネットでの各種調査
・ワード、エクセルを使用しての書類

パート労働者 株式会社ＴＮコミュニケーションズ
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

時給 パソコンを普段から
利用されている方優
遇。

1,036円～1,500円
又は10時00分～15時00

大阪府大阪市北区西天満三丁目１
番２５号
老松コープ１００３・１００４号
室

29

（障）ポータルサイ
ト運用管理、データ
入力【就Ａ・在宅】

【就労継続支援Ａ型事業所】
＊障害の状況に応じて配慮致します。

・ポータルサイトの運用管理
・データ入力
・事務作業
・ＳＮＳ運用

パート労働者 株式会社ＴＮコミュニケーションズ
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

時給 パソコンを普段から
利用されている方優
遇。

1,036円～1,500円
又は10時00分～15時00

大阪府大阪市北区兎我野町３番８
号
寿楽ビル２０１／２０２号
当社　プラスアルファ

28

（障）ポータルサイ
ト運用管理、データ
入力【就Ａ・在宅】

【就労継続支援Ａ型事業所】
＊障害の状況に応じて配慮致します。

・ポータルサイトの運用管理
・データ入力
・事務作業
・ＳＮＳ運用

パート労働者 株式会社ＴＮコミュニケーションズ
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

時給 パソコンを普段から
利用されている方優
遇。

1,036円～2,000円
又は10時00分～15時00

27

（障）プログラマー
【就Ａ・在宅】

【就労継続支援Ａ型事業所】
＊障害の状況に応じて配慮致します。

・ＷｏｒｄＰｒｅｓｓを使用したホー
ムページ制作
・ＷｏｒｄＰｒｅｓｓやフリーブログ
を利用したブログ制作

パート労働者 株式会社ＴＮコミュニケーションズ
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

【障害者・在宅勤務求人  フルタイム・パートタイム】 令和4年11月17日発行
完全在宅ではない求人も掲載されています。

就業場所（空欄は所在地に同じ）
職種

雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 03-6367-4134 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13070-73974221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 03-6367-4134 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13070-73222421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 03-3227-1176 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13080-76432821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-3227-1176 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13080-76455121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-5849-3917 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 8人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13110-19232821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-6890-2526 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 13130-26310321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-6240-3102 従業員数 51人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13130-25208821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 050-3145-1003 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13150-19391021 各種保険： その他 月平均 

     TEL: 045-565-9128 従業員数 32人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 14010-51892221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 076-255-3923 従業員数 400人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 17010-27530621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 076-255-3923 従業員数 400人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 17010-26651921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0263-87-1696 従業員数 4人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 20020-17709321 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0269-38-3146 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 20080- 3226821 各種保険： 労災 月平均 

長野県中野市大字豊津４１６５

時給 建設業での工務経験

950円～1,200円
又は9時00分～16時00

長野県松本市大手１丁目３番１８グリーンハイツ１Ｆ

52

工務事務《障害者専
用求人》

＜工務関係事務員＞

※積算・材料発注
※各工事ごとの原価管理

パート労働者 有限会社　丸正建設
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～12時00分

時給

910円～910円

石川県金沢市米泉町１０丁目１－１５２

51

ＥＣ通販商品の軽作
業（検品・パッキン
グ・発送等）（障）

当事業所内で以下のような軽作業を
行っていただきます。

・商品の外観検査や検品
・商品パッケージの詰め替え作業
・識別用のバーコードシールの添付
・商品の搬入及び搬出

パート労働者 就労継続支援Ａ型事業所　ｔｏｉｖｏ
雇用期間の定めなし (1)9時50分～15時30分

時給 必須：メール、
チャットでのコミュ
ニケーション能力

900円～1,000円

石川県金沢市米泉町１０丁目１－１５２

50

（障）データ入力・
バックオフィス業務
（在宅勤務）

【データ入力、バックオフィス関連業
務】
定められた条件に基づき情報を精査し
入力、他サイトや各種管理サイト等か
ら収集・抽出したデータを整正・照
合、備品の購買代行、各種申請処理な
どの業務です。

パート労働者 合同会社　ＤＭＭ．ｃｏｍ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)10時00分～17時00

時給 ・コミュニケーショ
ン能力があり積極的
に報連相ができる方

1,020円～1,120円

神奈川県横浜市西区北幸２－９－３０

49

（障）Ｗｅｂデザイ
ン業務（在宅勤務）

【Ｗｅｂデザイン業務】
社内の各事業部より発注されるデザイ
ン依頼を対応していただきます。業務
内容としては、バナー制作、Ｗｅｂサ
イト制作や更新、ＬＰ作成、ＤＴＰ制
作などです。（作業内容については入
社時にレクチャーします。各種アプリ

パート労働者 合同会社　ＤＭＭ．ｃｏｍ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)10時00分～17時00

時給

1,071円～1,071円
又は9時00分～18時00

東京都立川市幸町４－５６－４－１Ｆ

48

（障）一般事務（在
宅勤務）【トライア
ル併用】

全国のスポーツ教室の運営事務局の事
務業務サポート
（電話対応はありません）

業務例
・教室の空き状況を確認してメール返
信作業

パート労働者 交替制あり スポーツコミュニティ株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,200円～1,200円

東京都江東区豊洲５丁目６番５２
号
ＮＢＦ豊洲キャナルフロント２階

47

（障）ネット通販サ
イトにおける受注管
理・商品登録

インターネット通販（海外食品、日用
品）におけるＰＣでの受注
処理、商品登録

・Ｗワーク可！空き時間を活用して働
きたい方、大歓迎！
・在宅勤務可！　※ご自宅のＰＣ・

パート労働者 ＤＡＷＮ　合同会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～17時30分

時給 事務職の経験がある
方歓迎1,080円～1,080円

又は9時00分～18時00

＊

46

（障）総務事務 ＊パソコンを使用して入力作業をお願
いします。
主にＷｏｒｄを使用して当社規程や総
務部文章を作成していただきます。分
からない点は当社社員がフォローいた
します。


パート労働者 株式会社　ジャパン・ビジネス・サービス東京支社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

時給 (2)10時00分～16時00 ・インターネット検
索
・エクセル／ワード

1,080円～1,080円 (3)10時00分～15時00

東京都渋谷区千駄ケ谷５－２７－５　リンクスクエア新宿７階　　株式会社ラクスみらい　本社オフィス

45

（障）【在宅勤務】
データ入力及び電話
受発信、事務作業全
般

【インターネット環境は必須】
＊出社することはありません。全て在
宅にて勤務いただけます。
　分からないことがあれば、Ｗｅｂ会
議やチャット、ソフトフォン
　で相談できます。　＊全国から応募
可。

パート労働者 交替制あり ＳＣＳＫサービスウェア　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)10時00分～17時00

時給 (2)10時00分～17時00 パソコンを使った業
務の経験1,200円～1,500円

東京都　ほか

44

（障）事務職／在宅
勤務可

親会社（ラクス）の事務作業をサポー
トしていただきます。
　〇データ入力
　〇データチェック
　〇書類ファイリング
　〇スケジューリング
　〇社内便対応　　　等

パート労働者 株式会社　ラクスみらい
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～16時00分

時給

1,072円～1,072円

東京都　ほか

43

（障）事務：在宅勤
務

事務及び営業サポートをお任せしま
す。
・企画書作成のサポート
・見積、注文書、契約書などの文書作
成
　（Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ使用）


パート労働者 高卒以上 株式会社　セラク
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～18時00分

時給 記事制作実務経験
（１年以上相当必
須）

1,072円～1,072円
又は9時00分～18時00

東京都目黒区下目黒１－８－１

42

（障）ＷＥＢライ
ティング：在宅勤務

メディアコンテンツのＷＥＢライティ
ング業務をお任せします。

・記事コンテンツのライティング
・記事の見出し設計
・指示書の作成


パート労働者 高卒以上 株式会社　セラク
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～18時00分

時給 (2)8時00分～17時00分 高校卒業以上。経験
不問。
特別支援学校高等部

1,390円～1,390円
又は12時00分～21時00

東京都目黒区下目黒１－８－１

41

（障）ＩＴサポート
アソシエイト【目
黒】

ＩＴ機器のセットアップから安全・品
質向上・改善に関わる業務を行なって
いただきます。一般的なアマゾンのイ
メージは商品を注文すればすぐに届く
というイメージかと思いますが、どの
ような仕組みで機能しているのか理解
を深めることが出来ます。

パート労働者 アマゾンジャパン合同会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～18時00分

時給 (2)8時00分～17時00分 高校卒業以上。経験
不問。
特別支援学校高等部

1,390円～1,390円
又は12時00分～21時00

40

（障）ＩＴバイヤー
アシスタント【目
黒】

ＩＴ機器の受発注関連業務に従事いた
だきます。
【主な職務内容】
■依頼書の進捗管理
・サプライヤーに対する出荷確認
・納品確認と納品処理
・納期確認

パート労働者 アマゾンジャパン合同会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～18時00分
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

【障害者・在宅勤務求人  フルタイム・パートタイム】 令和4年11月17日発行
完全在宅ではない求人も掲載されています。

就業場所（空欄は所在地に同じ）
職種

雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 026-246-2998 従業員数 85人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 基本情報技術者 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 20130- 3459521 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0596-24-6717 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 ＴＯＥＩＣ（６００
点～）

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 24020- 8086921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 075-811-8056 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 珠算能力検定２級 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 26020-22909421 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 075-811-8056 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 珠算能力検定２級 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 26020-22911121 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 06-6348-0780 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 27020-54949121 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 06-6476-8036 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 27020-62502621 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 06-6585-7461 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 日商簿記２級 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 27030-36799521 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 090-2195-3516 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 27030-37161821 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 06-6306-6125 従業員数 90人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 27060-33754821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 072-968-9241 従業員数 24人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 27070-20588421 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 072-284-7502 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 27080-25046921 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 050-3718-7171 従業員数 2人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 27080-24182121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 072-447-9630 従業員数 1,264人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 27140- 6871121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

大阪府泉佐野市りんくう往来北１
番地　
ＳｉＳりんくうタワー１２Ｆ

時給 (2)12時00分～21時00

1,300円～1,300円

大阪府堺市堺区香ヶ丘町１ー８ー１７

65

（障）★フルリモー
ト★人事採用面接官

・採用チームの一員として、自社へ応
募があった方々への
　面接官を担当。評価も実施していた
だきます。
・ＷＥＢにて面接を実施しますので、
全国どこでも勤務可能。
・面接日程調整等はありません。

パート労働者 交替制あり スイスポートジャパン株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～18時00分

時給

1,100円～1,200円

大阪府堺市南区茶山台１－６－１　ステーションプラザ泉ヶ丘３０４号

64

（障）コンサルティ
ング

クライアントに対する提案営業

在宅勤務可能（応相談）

パート労働者 株式会社りんくうビジネスアシスト
雇用期間の定めなし (1)10時00分～17時00

時給 ＰＣを使った事務経
験1,025円～1,025円

大阪府八尾市高安町南１丁目５４番地

63

（障）経理事務
（就労継続支援Ａ型
事業所）

１０月オープンの就労継続支援Ａ型事
業所の利用者の募集となります。

仕事内容は、ＰＣを使用しての会計記
帳入力・給与計算入力・スキャン入力
等のバックオフィス業務と採用専用
ホームページの作成業務となります。

パート労働者 一般社団法人　ヒューマンブレイン
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)10時00分～15時15

時給

1,023円～1,023円

東京都品川区大崎３－６－４　トキワビル６階

62

（障）軽作業 　文房具の袋入、組立、シール貼り
　簡単な機械を使っての作業
　ハンガーすべり止め貼り
　ハンガークリップボンド付け
　ファスナーのスライダー入れ
　ＰＰ袋シーリング作業
　施設外就労（農作業）

パート労働者 株式会社　Ｓｔｅｐ　Ｏｎｅ
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時30

時給 基礎的なＰＣ操作ス
キルがあり、チャッ
トツールやインター

1,100円～1,200円
又は8時00分～18時00

大阪府大阪市浪速区日本橋４－７
－１０
ひかりビル　２階
株式会社ＧＲＩＴ　ＧＲＯＵＰ

61

（障）一般事務・管
理部門アシスタント
（東京オフィス）

会会社の管理部門にて、ＰＣ上でデータ入力やドキュメント作成、各種システムのデータ更新等の事務作業に従事してもらいます。業務については全て在宅・オンラインで行うことが可能で、チャットワークというチャットツールとＺｏｏｍ、ｍｅｅｔなどのオンライン会議ツールを利用して業務の指示を受けたり、やり取りを行います。ＰＣ操作が基本となりますので、ＭＳ　Ｗｏｒｄ／Ｅｘｃｅｌ／ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔの他、Ｇｏｏｇｌｅの基本的な各種サービスの利用に慣れているとスムーズに業務に入れると思います。パート労働者 交替制あり 株式会社　ｉ－ｐｌｕｇ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

時給 (2)10時00分～15時00 ・アドビ
・フォトショップ
などを使える方

1,023円～1,500円 (3)13時00分～17時00

大阪府大阪市阿倍野区松崎町２－
３－３３
「株式会社ＴＫ－Ｓ」

60

（障）ウェブデザイ
ナー【在宅ワーク】

・企業のホームページや楽天サイトへ
出すランディングページなどの制作
・ジャバ　エイチティーエムエル
シーエスエス等を利用したウェブデザ
インのお仕事
等をお願いします。


パート労働者 株式会社　ＧＲＩＴ　ＧＲＯＵＰ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～13時00分

時給 会計ソフト入力経験
者1,150円～1,250円

又は9時00分～18時00

大阪府大阪市北区本庄東１丁目２
２－３　四本ビル５０１
就労継続支援Ｓｅｅｄ　ｏｆ　Ｈ
ｏｐｅ　大阪天神橋筋店

59

請）障）経理事務
（大阪市阿倍野区）

・経理事務
・会計処理
・その他事務作業全般

※当社では弥生会計ソフトを利用

パート労働者 株式会社　未来工房
雇用期間の定めなし

時給

1,023円～1,200円

大阪府大阪市北区梅田１丁目２－２　大阪駅前第２ビル１２階

58

（障）在宅勤務 １文書作成、Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌな
どを使用したデータ入力

２在宅勤務（スマホやタブレット・パ
ソコン等で自社ＦＣサイトの　商品の
文書作成ゲーム動画の録画・映画の感
想文作成）

パート労働者 株式会社　ＮＡＫＡＳＨＩＭＡ
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

時給 コーディング、ＣＭ
Ｓ（ワードプレス
他）やオリジナル

1,023円～1,023円

京都府京都市下京区四条大宮東入る立中町５０２　四条ファーストビル４階

57

（障）ＷＥＢ制作・
デザイナー

サイトの企画・設計・構築ディレクション・デザイン・ＷｏｒｄＰｒｅｓｓでのサイト構築、イラスト作成、商品説明ライティング、自社コーポレーションサイトのブランディングを含めたレスポンシブ対応ＷＥＢコンテンツ作成、サイトの管理運用・メンテナンスなど、得意分野を担当していただきます。パート労働者 ＡｓＦｉｎｅ　株式会社
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時40

時給 珠算２級以上（別途
募集の講師助手は４
級程度で可）。指導

968円～1,050円
又は11時00分～20時00

京都府京都市下京区四条大宮東入る立中町５０２　四条ファーストビル４階

56

（障）オンラインそ
ろばん塾の講師（在
宅）就労継続Ａ型

ご自宅からオンライン（ズーム）でそ
ろばんの指導をしていただき
ます。生徒は主に小学生で、少人数
（４～５人まで）クラス、担任
制なので、アットホームな雰囲気で授
業ができます。ズームの使用
方法、そろばん指導要領などは会社で

パート労働者 合同会社　シシン
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 珠算４級程度以上。
指導経験者は優遇。968円～1,050円

又は11時00分～20時00

在宅勤務

55

（障）オンラインそ
ろばん塾講師の助手
（在宅）就労継続Ａ
型

ご自宅からオンライン（ズーム）で、
そろばん指導をする講師の助
手をしていただきます。生徒は主に小
学生で、クラスは少人数（４
～５人まで）、担任制です。ズームの
使用方法、そろばん指導要領
などは会社で丁寧にサポートしますの

パート労働者 合同会社　シシン
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

950円～1,500円
又は8時30分～18時00

長野県須坂市大字幸高２７９－１０

54

【障】英文事務職
（完全在宅勤務）

各種資料の翻訳業務（英語⇔日本語）
　＊在宅のお仕事で翻訳業務を担当し
ていただきます
　＊お仕事をしていただく為にはコン
ピューターの接続環境が必要
　　となります
　＊選考についても全て自宅からオン

パート労働者 株式会社　ＵＬ　Ｊａｐａｎ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

時給 プログラミングの実
務経験が１年以上あ
ること。

930円～1,130円
又は9時00分～17時50

53

【障】プログラマー
（在宅勤務可（テレ
ワーク可））

＊プロジェクトリーダーの指示の元
で、主にＶＢ．ＮＥＴまたはＣ＃など
を用いたプログラミングを行います。

＊在宅勤務も可能です。その場合、週
に１回は本社に出勤いただき、進捗状
況などの打合せをします。

パート労働者 オリオンシステム　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

【障害者・在宅勤務求人  フルタイム・パートタイム】 令和4年11月17日発行
完全在宅ではない求人も掲載されています。

就業場所（空欄は所在地に同じ）
職種

雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 072-681-8800 従業員数 95人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 27150-18597621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 0時間

     TEL: 078-332-0827 従業員数 285人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 28010-25401721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 079-283-1771 従業員数 27人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 28050-21546921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0745-24-5555 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 29020-14146721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 086-201-3096 従業員数 33人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 33010-35835721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 083-250-7115 従業員数 32人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 35020-12402021 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 092-762-3050 従業員数 77人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 40010-70936921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0948-31-0707 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 40020- 6525021 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0942-35-6000 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 40050-16229421 各種保険： 雇用・労災 月平均 5時間

     TEL: 0942-65-7278 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 40050-16968121 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0942-65-7278 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 40050-16244521 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0942-65-7278 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 40050-12932621 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 093-511-7722 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 40060-20160921 各種保険： 雇用・労災 月平均 

福岡県北九州市小倉北区浅野２丁
目９－８
ＫＭＭビル南館２０１号

時給

900円～920円

福岡県久留米市東町３９－１３　山水楼ビル５Ｆ

78

（障）【完全在宅勤
務：就労継続支援Ａ
型】リサーチ業務

＜仕事内容＞
ネットショッピングサイトで販売され
ている商品をリサーチし、価
格を調べてもらう単純作業です。
国内国外の小売り及びＥＣ市場の動向
調査が主な業務です。


パート労働者 サンクスラボ株式会社　小倉オフィス
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

時給 (2)13時00分～18時00

900円～900円

福岡県久留米市東町３９－１３　山水楼ビル５Ｆ

77

（障）【完全在宅勤
務：就労継続支援Ａ
型】データ入力業務

【就労継続支援Ａ型事業所】
データ入力業務
・指定された条件でネット検索し、検
索した情報を規定のフォーマ
ットに入力を行います。
・自身のペースで黙々と仕事ができま
す。

パート労働者 サンクスラボ　株式会社　サンクスラボ・久留米オフィス
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

時給 (2)13時00分～18時00

900円～900円

福岡県久留米市東町３９－１３　山水楼ビル５Ｆ

76

（障）【完全在宅勤
務：就労継続支援Ａ
型】リサーチ業務

ネットショッピングサイトで販売され
ている商品をリサーチし、価格を調べ
てもらう単純作業です。
国内国外の小売り及びＥＣ市場の動向
調査が主な業務です。

上記以外にも仕事はあり、適性にあっ

パート労働者 サンクスラボ　株式会社　サンクスラボ・久留米オフィス
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

時給 (2)13時00分～18時00

900円～900円

福岡県久留米市東町１－１５善明ビル

75

（障）【完全在宅勤
務：就労継続支援Ａ
型】メール送信業務

【就労継続支援Ａ型事業所】
・指定されたリストを元にメール送信
を行います。
・定型文があるので、文章作成などは
ありません。
・自身のペースで黙々と仕事が出来ま
す。

パート労働者 サンクスラボ　株式会社　サンクスラボ・久留米オフィス
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

時給

900円～900円
又は10時30分～15時00

福岡県飯塚市明星寺２０７－１
『就労継続支援Ａ型事業所　ワー
クプレイス』

74

（障）軽作業／久留
米市【就労継続Ａ型
事業】

印刷物の仕分け
不備チェック
他、印刷物全般


＊在宅勤務も可能です
　週１回出勤あり：業務に必要なもの

パート労働者 交替制あり 株式会社福笑い　就労支援事業　福笑い久留米
雇用期間の定めなし (1)9時30分～15時30分

時給

900円～900円
又は10時00分～15時30

出勤の場所：福岡県福岡市中央区
天神２丁目１４－８　
　　　　　　　福岡天神センター
ビル９Ｆ

73

（障）データ入力・
在宅勤務（就労継続
支援Ａ型）

◎在宅にて個人所有のパソコンを使用
したデータ入力
＊エクセル・ワードを使用した文書や
数値の入力作業
＊業務内容はメール等を利用して指示
いたします。
＊進捗状況等の確認も行いフォロー致

パート労働者 株式会社　ニューステップ
雇用期間の定めなし

時給 事務職経験　パソコ
ン資格910円～910円

又は9時00分～18時00

山口県下関市一の宮町３丁目９－
１０
　　　　　　　　　　　秋田産業
ビル２Ｆ

72

（障）事務補助業務
【在宅求人】【単独
企業説明会専用求
人】

※一般事務（パソコンによるデータ入
力・処理、作業系業務等）
※その他業務支援グループの担当する
業務
※研修期間は本社へ出勤してもらい研
修があります。（本人スキルにより１
～２ヶ月間）その後在宅勤務となり週

パート労働者 総合メディカル　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)13時00分～18時00

888円～900円

岡山県岡山市中区倉田５３７－５
ステップアップ倉田
または岡山市中区原尾島３－１－
１１ステップアップ原尾島

71

（障）【完全在宅勤
務：就労継続支援Ａ
型】パソコン業務

パソコンを使った入力作業になりま
す。
・必要な情報を検索、リストを作成
・定型文を使ったメール文章の作成、
送信
＊原則、複数の職種を兼務していただ
くことになります。

パート労働者 サンクスラボ株式会社　下関オフィス
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

時給

892円～892円

奈良県大和高田市礒野東町３－１　辰巳ビル３０１

70

（障）在宅ワーク
（ステップアップ倉
田・原尾島）

木製タグ、木製ストラップ制作をして
いただきます。
（主な作業内容）やすりがけ
＊自宅での作業になりますが、週１回
指定する日に制作物のお届け
　と、材料の受取りのため出勤して頂
きます。

パート労働者 一般社団法人ステップアップ　［ステップアップ倉田・ステップアップ原尾島］
雇用期間の定めなし (1)9時30分～14時00分

時給 動画編集の経験

896円～896円

兵庫県姫路市豊沢町７９番地

69

（障）ＷＥＢ関係
（動画編集・ＨＰ作
成・デザイン等）

大和高田市にある就労継続支援Ａ型Ａ
ＣＡＤＥＭＩＡ大和高田では
動画編集・ＨＰ作成や管理・デザイン
に興味のある方を募集します
・動画編集では、ゆっくりムービー
メーカを使用しての動画作成や
編集、ゲームの切り抜き動画の作成を

パート労働者 ＡＣＡＤＥＭＩＡ大和高田
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

時給 (2)10時00分～17時00 ・パソコンの基本操
作（エクセルへの入
力、コピー及び貼付

960円～1,200円
又は8時00分～19時00

兵庫県神戸市中央区三宮町１丁目９－１　三宮センタープラザ東館５階

68

（障・在宅勤務）情
報収集及びデータ入
力業務

【障害者専用求人】
【業務内容】
企業などのホームページから必要な情
報を調べて、
内容を確認しながらフォーマット（主
にエクセル）へ入力する。
　※基本在宅での勤務となります。

パート労働者 ＷＤＢ独歩　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～16時00分

時給

960円～1,000円

大阪府豊中市新千里西町１丁目２
－２　住友商事千里ビル南館８階
千里本社

67

（障）事務補助（テ
レワーク）

【障害者専用求人】


　事務補助業務（簡単なデータ入力・
データチェック）
　
　＊在宅勤務（テレワーク）となりま

パート労働者 ヒューマンリソシア株式会社　神戸支社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)10時00分～18時00

時給 システムエンジニア
の経験、
又はプログラミング

1,200円～1,300円66

（障）一般事務（社
内システムの導入支
援・運用管理など）

【茨木市障がい者合同就職面接会求
人】完全予約制
日時：令和４年１１月２５日（金）１
３：００～１６：００
会場：茨木市役所南館１０階　大会議
室
　　　茨木市駅前３丁目８番１３号

パート労働者 ナガノサイエンス株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～18時00分
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

【障害者・在宅勤務求人  フルタイム・パートタイム】 令和4年11月17日発行
完全在宅ではない求人も掲載されています。

就業場所（空欄は所在地に同じ）
職種

雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 0946-28-8315 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 40150- 8878421 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0942-91-1823 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 41050- 5756721 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0957-47-9610 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 42030- 9543021 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0957-47-9610 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 42030- 9116221 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0957-47-9610 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 42030- 9117521 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 096-237-7127 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 43010-37514621 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 097-547-8183 従業員数 11人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 44010-30486921 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 097-547-8183 従業員数 11人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 44010-26002721 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 098-917-1866 従業員数 23人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 47010-24848121 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 098-917-1866 従業員数 23人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 47010-24859821 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 098-943-8378 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 47010-28635921 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 098-943-8378 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 47010-21854721 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 098-877-4000 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 47010-28868421 各種保険： 雇用・労災 月平均 

沖縄県浦添市内間３－３－２０　ＪＧ津覇３０５号

時給

853円～900円

沖縄県那覇市久米２丁目３－１４　セゾン久米ビル５階

91

（障）【完全在宅勤
務：就労継続支援Ａ
型】メール送信業務

【就労継続支援Ａ型事業所】
・指定されたリストを元にメール送信
を行います。
・定型文があるので、文章作成などは
ありません。

＊自身のペースで黙々と仕事が出来ま

パート労働者 サンクスラボ株式会社　浦添オフィス
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

時給 (2)13時00分～18時00

853円～900円

沖縄県那覇市久米２丁目３－１４　セゾン久米ビル５階

90

（障）【完全在宅勤
務：就労継続支援Ａ
型】データ入力業務

【就労継続支援Ａ型事業所】
・指定された条件でネット検索し、検
索した情報を規定のフォーマ
ットに入力を行います。

＊自身のペースで黙々と仕事ができま
す。

パート労働者 サンクスラボ株式会社　那覇オフィス
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

時給 (2)13時00分～18時00

853円～900円

沖縄県那覇市久米２丁目３番１４号　セゾン久米ビル２階

89

（障）【完全在宅勤
務：就労継続支援Ａ
型】メール送信業務

【就労継続支援Ａ型事業所】
・指定されたリストを元にメール送信
を行います。
・定型文があるので、文章作成などは
ありません。

＊自身のペースで黙々と仕事が出来ま

パート労働者 サンクスラボ株式会社　那覇オフィス
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

時給 パソコンの基本操作

853円～900円

沖縄県那覇市久米２丁目３番１４号　セゾン久米ビル２階

88

（障）ネットショッ
プ運営　ＷＥＢプロ
モーション（在宅
可）

（就労継続Ａ型雇用）
見学から受け付けております。
在宅希望の方でも、研修時は基本的に
事業所に出社
お仕事内容により在宅就労の日数に変
動があります。
・ネットショップ梱包、発送準備業務

パート労働者 株式会社　メジャーサポートサービス
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

時給 ・エクセル３級程度
の知識
・メール対応

853円～900円

大分県大分市中央町４丁目２－１
９　枡屋ビルディング２Ｆ
（月１度出勤）

87

（障）ネットショッ
プ運営（在宅可）

（就労継続Ａ型雇用）
見学から受け付けております。
在宅希望の方でも、研修時は基本的に
事業所に出社
お仕事内容により在宅就労の日数に変
動があります。
・ネットショップの運営

パート労働者 株式会社　メジャーサポートサービス
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

時給 (2)13時00分～18時00

854円～900円

大分県大分市中央町４丁目２－１
９　枡屋ビルディング２Ｆ
（月１度出勤）

86

（障）【完全在宅勤
務：データ入力業
務】就労継続支援Ａ
型

【就労継続支援Ａ型事業所】
データ入力業務
・指定された条件でネット検索し、検
索した情報を規定のフォーマ
ットに入力を行います。
・自身のペースで黙々と仕事ができま
す。

パート労働者 サンクスラボ株式会社　大分オフィス
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

時給 (2)13時00分～18時00

854円～900円

熊本県熊本市東区健軍３丁目５２－１２

85

（障）【完全在宅勤
務：メール送信業
務】就労継続支援Ａ
型

【就労継続支援Ａ型事業所】
・指定されたリストを元にメール送信
を行います。
・定型文があるので、文章作成などは
ありません。
・自身のペースで黙々と仕事が出来ま
す。

パート労働者 サンクスラボ株式会社　大分オフィス
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

時給

853円～1,100円

長崎県諫早市宇都町３－３０　スカイマンション宇都１号

84

（障）ＰＣ業務 ＥＣサイト運営・商品撮影・画像加
工・データ入力・その他軽作業

主にａｍａｚｏｎ、ヤフオク、メルカ
リなどのＥＣサイトの受注管理業務と
商品の撮影、画像加工を行いウェブに
アップロードしていただ　く作業。

パート労働者 株式会社　ＢＩＧ１　ｔｅｔｒａ事業所
雇用期間の定めなし (1)9時00分～14時20分

時給 (2)13時00分～18時00

853円～900円

長崎県諫早市宇都町３－３０　スカイマンション宇都１号

83

（障）【完全在宅勤
務：就労継続支援Ａ
型】リサーチ業務

ネットショッピングサイトで販売され
ている商品をリサーチし、
価格を調べてもらう単純作業です。
国内国外の小売り及びＥＣ市場の動向
調査が主な業務です。

上記以外にも仕事はあり、適性にあっ

パート労働者 サンクスラボ株式会社　諫早オフィス
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

時給 (2)13時00分～18時00

853円～900円

長崎県諫早市宇都町３－３０　スカイマンション宇都１号

82

（障）【完全在宅勤
務：就労継続支援Ａ
型】データ入力業務

【就労継続支援Ａ型事業所】
データ入力業務
・指定された条件でネット検索し、検
索した情報を規定のフォー
　マットに入力を行います。
・自身のペースで黙々と仕事ができま
す。

パート労働者 サンクスラボ株式会社　諫早オフィス
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

時給 (2)13時00分～18時00

853円～900円

佐賀県鳥栖市牛原町５２８－２　山水ビル８号

81

（障）【完全在宅勤
務：就労継続支援Ａ
型】メール送信業務

【就労継続支援Ａ型事業所】
・指定されたリストを元にメール送信
を行います。
・定型文があるので、文章作成などは
ありません。
・自身のペースで黙々と仕事が出来ま
す。

パート労働者 サンクスラボ株式会社　諫早オフィス
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

時給

853円～853円

福岡県朝倉市来春１８８－１

80

（障）作業スタッフ
（在宅勤務可能）
【就労継続支援Ａ
型】

パソコン業務、ＰＣ作業
・ＰＤＦデータを指定のシートに数字
を入力
・顧客リストデータ化
※鳥栖駅まで送迎可能
※専門スタッフが丁寧に教えますの
で、未経験の方でも安心してお　仕事

パート労働者 株式会社ＯＤＯＡ　ＴＯＳＵ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～14時30分

時給

900円～900円
又は10時00分～15時00

79

（障）軽作業　ＰＣ
入力作業　就労継続
支援Ａ型事業

当事業所では施設内事業と施設外事業
に分かれております。

具体的には
施設内事業
ＰＣデータ入力やパッケージ梱包など
の軽作業

パート労働者 株式会社ｅｖｅｒｇｒｅｅｎ
雇用期間の定めなし
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

【障害者・在宅勤務求人  フルタイム・パートタイム】 令和4年11月17日発行
完全在宅ではない求人も掲載されています。

就業場所（空欄は所在地に同じ）
職種

雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 098-877-4000 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 47010-21860121 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 098-877-4000 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 47010-21862721 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 098-921-9133 従業員数 23人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 7人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 47020-16999121 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 098-921-9133 従業員数 23人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 47020-13835821 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 098-921-7820 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 47020-17623421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 098-921-7820 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 47020-13716521 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0980-53-7600 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 47030- 4676621 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0980-53-7600 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 47030- 3671221 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 022-264-6113 従業員数 340人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 04010-62597421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 018-834-1811 従業員数 104人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 基本情報技術者 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 05010-18710621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 048-938-0102 従業員数 56人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 11120- 8286421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 047-404-7111 従業員数 330人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 18人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 12090-18271521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 0570-073-956 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13010-16125222 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 0時間

＊ご自宅（完全在宅勤務）

月給 就業経験１年以上
で、事務の実務経験
がある方。

210,000円～222,000円

千葉県船橋市本町２－２－７　船橋本町プラザビル３階１４

104

（障）一般事務／在
宅勤務ＯＳ４課＊１
２月オンライン面接
会

■面接確約（事前予約が必要です）

アデコ社内の契約事務業務
人材派遣業において契約データ入力、
事務のお仕事です。
・社内ＷＥＢシステムへの各種契約
データ登録

正社員以外 アデコ株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～17時30分

時給 (2)10時00分～17時00 エクセル・ワード・
ビジネスメール・
グーグルクロームの

118,080円～130,560円 (3)11時00分～18時00
又は9時00分～18時00

埼玉県越谷市瓦曽根３－８－４３

103

（障）在宅事務※試
用期間後正社員登用

在宅での事務
〇関連会社内のＢＰＯ業務
・入力業務
・ＰＤＦデータの管理
・チェック業務
〇在宅社員のサポート業務
・ＰＣ操作のサポート対応

正社員以外 ＵＴハートフル株式会社　船橋オフィス
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～16時00分

月給 ＪＷＣＡＤの操作

180,000円～230,000円

秋田県秋田市南通築地１５－３２

102

（障）ＣＡＤオペ
レーター（正社員以
外）

担当業務を２～３持っていただき、取
引業者との折衝・交渉や
グループ各社からの問い合わせにも対
応していただきます
・住宅図面の作成補助
・水道積算用の図面作成補助
・クロス、サイディング材積算

正社員以外 ポラスシェアード　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～18時00分

月給 ソフトウェア開発３
年程度171,000円～220,000円

又は9時00分～17時00

宮城県仙台市青葉区国分町３丁目
１－１８
（配属先：本社管理部総務課）
基本は在宅勤務ですが、月数回の

101

システム工ンジニ
ア・プログラマー
【障害者専用求人】

○地方自治体向けのパッケージソフト
のプログラミング、設計など　を中心
に経験を積んでいただきます。
　
＊なお、使用言語はＪａｖａが主流に
なっています。


正社員以外 北日本コンピューターサービス　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時45分～17時45分

月給

150,000円～160,000円

沖縄県名護市大中１－５－１
具志堅ビル１Ｆ

100

（障）安全運転管理
事務（在宅勤務：Ｐ
Ｃ貸与）

【障害者専用求人】

総務課の安全運転管理業務を担ってい
ただきます。

・アルコールチェック報告の電話受
付・記録

正社員以外 変形（1ヶ月単位） カメイ　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時30分

時給 (2)13時00分～18時00

853円～900円

沖縄県名護市大中１－５－１
具志堅ビル１Ｆ

99

（障）【完全在宅勤
務：就労継続支援Ａ
型】データ入力業務

【就労継続支援Ａ型事業所】
データ入力業務
・指定された条件でネット検索し、検
索した情報を規定のフォーマ
ットに入力を行います。
・自身のペースで黙々と仕事ができま
す。

パート労働者 交替制あり サンクスラボ　株式会社　名護オフィス
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

時給 (2)13時00分～18時00

853円～900円

沖縄県中頭郡北谷町北谷２－１５－１　サンセットビル２階

98

（障）【完全在宅勤
務：就労継続支援Ａ
型】メール送信業務

【就労継続支援Ａ型事業所】
・指定されたリストを元にメール送信
を行います。
・定型文があるので、文章作成などは
ありません。
・自身のペースで黙々と仕事が出来ま
す。

パート労働者 交替制あり サンクスラボ　株式会社　名護オフィス
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

時給 (2)13時00分～18時00

853円～900円

沖縄県中頭郡北谷町北谷２－１５－１　サンセットビル２階

97

（障）【完全在宅勤
務：就労継続支援Ａ
型】データ入力業務

【就労継続支援Ａ型事業所】
データ入力業務
・指定された条件でネット検索し、検
索した情報を規定のフォーマ
ットに入力を行います。
・自身のペースで黙々と仕事ができま
す。

パート労働者 サンクスラボ株式会社　北谷オフィス
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

時給 (2)13時00分～18時00

853円～900円

沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納２
９０－４
ロータリー２号館１０７

96

（障）メール送信業
務【完全在宅勤務：
就労継続支援Ａ型】

【就労継続支援Ａ型雇用】
・指定されたリストを元にメール送信
を行います。
・定型文があるので、文章作成などは
ありません。
・自身のペースで黙々と仕事が出来ま
す。

パート労働者 サンクスラボ株式会社　北谷オフィス
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

時給 (2)9時00分～13時00分 ・情報をわかりやす
く伝えるための、日
常日本語力

853円～1,000円 (3)13時00分～17時00

沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納２
９０－４
ロータリー２号館１０７

95

（障）Ｗｅｂライ
ター・Ｗｅｂプロ
モーション（在宅相
談可）

■ＰＣを利用した業務（就労継続Ａ型
雇用）※在宅勤務相談可
＊Ｗｅｂライターとして記事作成
　記事の内容の例：自動車・バイク・
福祉・介護・不動産・起業・　保険・
会社経営・食品・人材派遣などいろい
ろな情報を書きます

パート労働者 株式会社　メジャーサポートサービス
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

時給

853円～900円

沖縄県浦添市内間３－３－２０　ＪＧ津覇３０５号

94

（障）求人媒体への
原稿チェック・入力
スタッフ＊在宅相談
可

【働きながら将来の就職先も探してみ
ませんか？】
（就労継続支援Ａ型雇用）（在宅勤務
相談可）
※応募の際は、見学から受け付けてお
ります。


パート労働者 株式会社　メジャーサポートサービス
雇用期間の定めなし (1)13時00分～17時00

時給

853円～900円

沖縄県浦添市内間３－３－２０　ＪＧ津覇３０５号

93

（障）【完全在宅勤
務：就労継続支援Ａ
型】リサーチ業務

＜仕事内容＞
ネットショッピングサイトで販売され
ている商品をリサーチし、価格を調べ
てもらう単純作業です。
国内国外の小売り及びＥＣ市場の動向
調査が主な業務です。


パート労働者 サンクスラボ株式会社　浦添オフィス
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

時給

853円～900円92

（障）【完全在宅勤
務：就労継続支援Ａ
型】データ入力業務

【就労継続支援Ａ型事業所】
・指定された条件でネット検索し、検
索した情報を規定のフォーマ
ットに入力を行います。

＊自身のペースで黙々と仕事ができま
す。

パート労働者 サンクスラボ株式会社　浦添オフィス
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

8/14



No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

【障害者・在宅勤務求人  フルタイム・パートタイム】 令和4年11月17日発行
完全在宅ではない求人も掲載されています。

就業場所（空欄は所在地に同じ）
職種

雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 0570-073-956 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13010-16142122 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0570-073-956 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13010-16145822 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0570-073-956 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13010- 6057422 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0570-073-956 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13010- 6058722 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0570-073-956 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13010- 6067822 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 0時間

     TEL: 0570-073-956 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13010- 6088222 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 0時間

     TEL: 0570-073-956 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13010-98460021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0570-073-956 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13010-96237921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 03-5623-1590 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13010- 6419922 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 03-5275-1871 従業員数 150人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13010-95812821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 03-3740-3089 従業員数 2,300人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13040- 3914322 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-6628-4101 従業員数 26人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13040-97969521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 03-6388-5152 従業員数 1,800人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13070-73674821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

東京都目黒区碑文谷５－１１－１１　２階

月給 パソコンを使用した
事務経験
人事労務・給与計算

190,000円～200,000円

＊

117

（障）人事事務　人
事労務　１１月２２
日ミニ面接会

人事労務（給与計算・労務等）のアシ
スタント業務
　＊入社・退職の際のシステムへの登
録
　＊書類の発送業務の補助、ラベル作
成（Ｗｏｒｄ使用）
　＊書類スキャン、ＰＤＦ格納作業、

正社員 フレックス 株式会社ウェルカム
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

時給 ・事務経験３年以上
・新システム使用に
対する抵抗感のない

120,000円～194,400円
又は10時00分～18時00

東京都港区港南２－１３－３７　フィリップスビル

116

（障）事務　【完全
在宅勤務】

◎顧客データ精査業務
　顧客データの精査業務
◎申込書作成業務
　依頼された申込書作成の内容を確認
して、システムへ連携し登録　する
◎リスト作成
　企業のＨＰからスプレッドシートへ

正社員以外 ディップ株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時30分～18時30分

月給 エクセル、パワーポ
イント、メールやり
取りの実務経験

280,000円～320,000円

自宅

115

（障）事務業務
（オープンポジショ
ン）／在宅勤務あり

※ご経歴などにより業務内容は応相
談、以下は一例です※

エクセル入力・データの集計
（ＳＡＰから抽出したマスターデー
タ、ＳＣＭ関連データなど）
パワーポイントを用いた社内向け資料

正社員以外 フレックス 学歴は目安、記載に
準じていれば応相談
です。

株式会社フィリップス・ジャパン
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～17時30分

月給 ＰＣ基本操作、電話
対応、メール対応、
報連相（報告・連

180,000円～250,000円

東京都中央区日本橋兜町２１番地７号　兜町ユニ・スクエア３Ｆ

114

（障）請求給与関連
業務／完全在宅勤務

【派遣スタッフの労務管理業務】
派遣スタッフの給与に関する事務・営
業サポートを担当します
・派遣スタッフの勤怠管理
・給与計算から支払いまでの一連業務
・請求書の作成／送付
・支店サポート

正社員以外 ランスタッド　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～18時00分

月給 事務職の経験ある方

250,000円～300,000円

ご自宅になります。

113

（障）営業・架電業
務

１ネパール人受入先企業の開拓（電話
によるアポどり）
　取引先見込みの法人向けに営業担当
者との　　　　　　　　　　　お打合
わせ時間を獲得するための架電を担当
いただきます。
２ネパール人技術者の日本語教育の推

正社員 アイマックエンジニアリング　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時45分

月給 (2)12時00分～20時30 接客やお客様との電
話対応経験がある方
歓迎（キャリアプラ

234,000円～288,000円

ご自宅になります。

112

（障）キャリアプラ
ンナー／在宅勤務

～誰かの笑顔のために働きたいあなた
へ～
■派遣でお仕事を希望される方にイン
タビューを行い、その後
　ご登録者のご事情に寄り添いながら
お仕事をご紹介します。
●登録インタビュー業務

正社員以外 アデコ株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～17時30分

月給 就業経験１年以上
で、ＰＣの実務経験
がある方。

174,000円～222,000円

ご自宅になります。

111

（障）一般事務／在
宅勤務

アデコ社内の事務処理代行業務

・各種媒体への求人情報の掲載・コン
プライアンスチェック
・システムへの求職者情報の登録
・登録者の個人情報の更新及びお問合
せ対応

正社員以外 アデコ株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～17時30分

月給 就業経験１年以上
で、事務の実務経験
がある方。

210,000円～222,000円

＊完全在宅勤務

110

（障）一般事務／在
宅勤務　ＯＳ４課

契約データ入力業務を中心とした幅広
い事務業務を担当して頂きます。簡単
な業務からスタートし、４カ月ほどで
の独り立ちを目指してください
▼各種契約データの登録
派遣契約の内容を元に社外ＷＥＢシス
テムや社内システムに入力※入社後、

正社員以外 アデコ株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～17時30分

月給 就業経験１年以上
で、事務の実務経験
がある方。

210,000円～222,000円

ご自宅での勤務です

109

（障）一般事務／在
宅勤務ＯＳ４課＊１
１月オンライン面接
会

■面接確約（事前の予約が必要になり
ます）

アデコ社内の契約事務業務
人材派遣業において契約データ入力、
事務のお仕事です。
・社内ＷＥＢシステムへの各種契約

正社員以外 アデコ株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～17時30分

月給 就業経験１年以上
で、ＰＣの実務経験
がある方。

174,000円～222,000円

ご自宅になります。

108

（障）一般事務／在
宅勤務【１１月オン
ライン面接会】

■面接確約（事前の予約が必要です）
アデコ社内の事務処理代行業務

・各種媒体への求人情報の掲載・コン
プライアンスチェック
・システムへの求職者情報の登録
・登録者の個人情報の更新及びお問合

正社員以外 アデコ株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～17時30分

月給 (2)12時00分～20時30 接客やお客様との電
話対応経験がある方
歓迎（キャリアプラ

234,000円～288,000円

ご自宅（完全在宅勤務）

107

（障）キャリアプラ
ンナー／在宅【１１
月オンライン面接
会】

■面接確約（事前の予約が必要となり
ます）
アデコに派遣登録される方に電話で希
望条件をヒアリングし、希望に沿う仕
事紹介を行っていただきます。
アデコの支社に電話連絡し仕事情報の
詳細を確認いただくこともございま

正社員以外 アデコ株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～17時30分

月給 (2)12時00分～20時30 接客やお客様との電
話対応経験がある方
歓迎（キャリアプラ

234,000円～288,000円

ご自宅（完全在宅勤務）

106

（障）キャリアプラ
ンナー／在宅【１２
月オンライン面接
会】

■面接確約（事前予約が必要です）
アデコに派遣登録される方に電話で希
望条件をヒアリング、希望に沿う仕事
紹介を行っていただきます。
アデコの支社に電話連絡し仕事情報の
詳細を確認いただくこともございま
す。

正社員以外 アデコ株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～17時30分

月給 就業経験１年以上
で、ＰＣの実務経験
がある方。

174,000円～222,000円105

（障）一般事務／在
宅勤務【１２月オン
ライン面接会】

■面接確約（事前予約が必要です）
アデコ社内の事務処理代行業務

・各種媒体への求人情報の掲載・コン
プライアンスチェック
・システムへの求職者情報の登録
・登録者の個人情報の更新及びお問合

正社員以外 アデコ株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～17時30分
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

【障害者・在宅勤務求人  フルタイム・パートタイム】 令和4年11月17日発行
完全在宅ではない求人も掲載されています。

就業場所（空欄は所在地に同じ）
職種

雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 03-6388-5152 従業員数 1,800人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13070-73673721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 03-5778-4440 従業員数 153人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13070-56324721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 9時間

     TEL: 03-5723-6785 従業員数 48人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13070-60198421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 03-6367-4134 従業員数 0人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13070-62782021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 03-6705-7000 従業員数 1,550人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13080-71496421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 03-6555-3625 従業員数 103人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13080-83106821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 03-6555-3625 従業員数 103人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13080-83108521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 03-6555-3625 従業員数 103人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13080-83110921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 03-6555-3625 従業員数 103人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13080-83112021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 03-6555-3625 従業員数 103人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13080-83113721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 03-6555-3625 従業員数 103人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13080-83114821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 03-6555-3625 従業員数 103人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13080-83115221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 03-6555-3625 従業員数 103人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13080-83116521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

東京都新宿区北新宿１丁目４－１
アルマビル６階

月給 ・ゲーム制作上での
リアルタイムエフェ
クト作成経験３年以

250,800円～600,000円

東京都新宿区北新宿１丁目４－１
アルマビル６階

130

（障）エフェクト
アーティスト／在宅
勤務

・主にＵｎｉｔｙ、ＵｎｒｅａｌＥｎ
ｇｉｎｅを使ってのエフェクト作成
・Ｍａｙａ等でエフェクト素材を作成
・Ｓｐｉｎ等の２Ｄアニメーション
ツールを使用してのエフェクト作成

正社員 あまた　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時30分～18時15分

月給 ・ゲーム制作での
「手付け」モーショ
ン作業経験２年以上

250,800円～600,000円

東京都新宿区北新宿１丁目４－１
アルマビル６階

129

（障）３Ｄアニメー
ター（モーションデ
ザイナー）／在宅勤
務

・Ｍａｙａを使ってのキャラクター
（人型）、モンスター、メカ物、動
物、揺れもの等モーション制作全般
・手付け、及びキャプチャーモーショ
ンの修正作業
・イベントシーン等のシーン組み（カ
メラ、背景、エフェクト、ライト、サ

正社員 あまた　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時30分～18時15分

月給 ・ゲーム仕様書作成
実務経験
・ゲーム実データ制

250,800円～600,000円

東京都新宿区北新宿１丁目４－１
アルマビル６階

128

（障）ゲームデザイ
ナー／レベルデザイ
ナー／在宅勤務

・企画書、仕様書の作成。仕様設計
・実データの作成、調整。管理
・チーム内情報流通とクライアント様
対応

正社員 あまた　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時30分～18時15分

月給 ゲーム開発のプラン
ニング，運営経験250,800円～600,000円

東京都新宿区北新宿１丁目４－１
アルマビル６階

127

（障）運営プラン
ナー／在宅勤務

既存タイトルの運用、制作進行管理業務 正社員 あまた　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時30分～18時15分

月給 ・ＬＡＭＰ環境での
アプリケーション開
発経験

250,800円～600,000円

東京都新宿区北新宿１丁目４－１
アルマビル６階

126

（障）サーバーエン
ジニア／在宅勤務

・サーバー、ネットワーク、データ
ベースの設計、構築
・Ａｍａｚｏｎ　ＥＣなどクラウドを
用いたインフラ設計、構築

正社員 あまた　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時30分～18時15分

月給 ・ゲーム開発経験３
年以上
・Ｍａｙａを使用し

250,800円～600,000円

東京都新宿区北新宿１丁目４－１
アルマビル６階

125

（障）ゲームプログ
ラマー／在宅勤務

・ゲームアプリの設計、開発、テスト
・オンラインゲームの運営、保守

正社員 あまた　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時30分～18時15分

月給 ・モバイルゲームま
たはＰＣオンライン
ゲームの運営経験

250,800円～600,000円

東京都新宿区北新宿１丁目４－１
アルマビル６階

124

（障）運営ディレク
ター／在宅勤務

スマートフォン、ＰＣ等のオンラインゲームの企画、運営業務正社員 あまた　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時30分～18時15分

月給 ・ノーマルマップな
どを用いたテクス
チャ作成の実務経験

250,800円～600,000円

東京都千代田区大手町１ー２ー１　大手町ワンタワー

123

（障）エンバイロメ
ントアーティスト／
在宅勤務

背景アセットのモデル、テクスチャ制作、ＵＶ作業、レイアウト、ライティング、アニメーション等正社員 あまた　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時30分～18時15分

月給 他社での同業務の経
験１年以上350,000円～600,000円

東京都目黒区下目黒１－８－１

122

（障）臨床開発部門
スタッフ／大手町勤
務／一部在宅勤務

以下の３つのポジションのいずれかを
想定しています。
■クリニカルトライアルモニター（外
勤）
ＧＣＰで規定されているモニタリング
業務を実施します。
■スタディスタートアップスペシャリ

正社員 フレックス ライフサイエンス分
野でのご専攻が望ま
しい

ブリストル・マイヤーズ　スクイブ　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時15分

年俸制 (2)9時00分～18時00分

300,000円～300,000円 (3)14時00分～23時00
又は9時00分～18時00

東京都目黒区上目黒２－１－１

121

（障）輸送ネット
ワークオペレーショ
ンセンターアシスタ
ント

今回募集する職種では、全ての商品が
時間通りに輸送されるように関係先と
の日々の調整を行い、問題発生時には
速やかに解決して、お客様の買い物体
験の満足度を高める役割を担います。
具体的な職責は以下の通りです。
・トラックの発注処理、運行実績の確

正社員 交替制あり アマゾンジャパン合同会社
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 トイック６００点相
当以上
人事システムの使用

250,000円～400,000円

東京都渋谷区渋谷２－１４－１０　長沼ビル５階

120

（障）人事スペシャ
リスト

人事全般のアシスタント業務。ご本人
のご希望や経験にあわせて相談の上最
終決定いたします。
福利厚生・労務・給与、社会保険関係
・給与支払いのために必要なデータ作
成
人材育成

正社員 フレックス ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス　合同会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時35分

月給 (2)10時00分～19時00 ・領域問わず開発経
験が２年以上ある方280,000円～650,000円

又は8時00分～20時00

東京都目黒区碑文谷５－１１－１１　２階

119

（障）自社内開発Ｓ
Ｅ【在宅勤務＆全国
応募ＯＫ】

フルリモートで要件定義や企画など上
流から開発まで行うＳＥ業務

【具体的には】
●ＳＥ業務
・Ｗｅｂアプリケーション開発
・スマホアプリ開発（ｉＰｈｏｎｅ／

正社員 フレックス 株式会社アイエンター
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 パソコンを使用した
事務経験190,000円～200,000円118

（障）人事事務（育
成・研修）　１１月
２２日ミニ面接会

人事に関わる事務
　社内教育／採用活動に関わる業務の
一部を担当して頂きます。
　参加者データ管理（アンケート作
成、集計など）
　資料作成アシスタント業務
　

正社員 フレックス 株式会社ウェルカム
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

【障害者・在宅勤務求人  フルタイム・パートタイム】 令和4年11月17日発行
完全在宅ではない求人も掲載されています。

就業場所（空欄は所在地に同じ）
職種

雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 03-6555-3625 従業員数 103人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13080-83118321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 03-6555-3625 従業員数 103人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13080-82069021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 03-6555-3625 従業員数 103人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13080-82483321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 03-6555-3625 従業員数 103人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13080-82071521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 03-6555-3625 従業員数 103人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13080-74859121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 050-5546-8539 従業員数 101人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13130-27982521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 050-5546-8539 従業員数 101人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13130-27983421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 042-512-0888 従業員数 450人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13150-18157521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 042-522-0387 従業員数 33人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13150-21785321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 042-522-0387 従業員数 120人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13150-21777321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 042-522-0387 従業員数 120人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13150-21779921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 042-522-0387 従業員数 120人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 日商簿記３級 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13150-21781821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 042-522-0387 従業員数 120人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13150-20741121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

完全在宅勤務（日本国内のご自宅）

月給 (2)10時30分～17時30 実務でのパソコン操
作経験又は事務経
験。ビジネスメール

129,800円～129,800円 (3)11時00分～18時00

完全在宅勤務（日本国内のご自宅）

143

（障）データ入力・
事務（完全在宅勤
務）

・専用システムへ受注内容・顧客情報
の入力
・インターネット検索データや専用シ
ステムのデータをＥｘｃｅｌに入力
・メール送信（問合せ確認・完了報
告）
・求人内容の文言チェックと担当者へ

正社員以外 ジョブサポートパワー　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～16時00分

月給 (2)10時30分～17時30 経理の実務経験があ
る方。在宅勤務の経
験は不問。

129,800円～129,800円 (3)11時00分～18時00

完全在宅勤務（日本国内のご自宅）

142

（障）経理補助（完
全在宅勤務）＜トラ
イアル雇用専用＞

・会計システムへの請求書入力（簡単
な仕訳あり）、口座情報登録
・経費精算ソフトの入力内容確認、社
員通勤経路検索と通勤費確認
・Ｅｘｃｅｌデータ加工、会計システ
ムへのデータ取込
・売掛金管理、入金消込、請求書・明

正社員以外 ジョブサポートパワー　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～16時00分

月給 (2)10時30分～17時30 ビジネスメールの送
受信経験。人材サー
ビス会社での就業経

129,800円～129,800円 (3)11時00分～18時00

完全在宅勤務（日本国内のご自宅）

141

（障）受託業務運営
事務（完全在宅勤
務）＜トラ専用＞

・派遣デスク：派遣社員の契約更新管
理、新規募集対応、請求書処理など
・キャリアカウンセリング事務局：
キャリアカウンセリングの申込に対
し、カウンセラーのアサイン、申込者
へのメール返信、データ管理など
※全てメールでの対応になります。

正社員以外 ジョブサポートパワー　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～16時00分

月給 (2)10時30分～17時30 実務でのＰＣ使用経
験、正確なデータ処
理ができる方

129,800円～129,800円 (3)11時00分～18時00

東京都立川市曙町２丁目３４番７号　ファーレイーストビル８階

140

（障）ＯＡ事務（完
全在宅勤務）＜トラ
イアル雇用専用＞

・専用システムに入力されたデータ
（求人・応募者）の取り込み、内容
チェック
・専用システムに求人情報の入力
・システムからダウンロードしたデー
タを加工し目的に沿った集計データ作
成（ＶＬＯＯＫＵＰ、ピボットテーブ

正社員以外 ジョブサポートパワー　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～16時00分

月給 業務でのＰＣ使用経
験、事務経験又は企
業での勤務経験２年

129,800円～129,800円

東京都立川市緑町７番地１　アーバス立川高松駅前ビル

139

（障）一般事務（通
勤／在宅併用）＜ト
ライアル雇用専用＞

週に２－３日の頻度で出社・在宅の併
用勤務となります。
【出社時の業務】
・発送代行：契約書等の印刷⇒封入⇒
Ｗチェック⇒封緘
・データ抽出：専用システムより規定
の条件のデータを抽出し、指

正社員以外 ジョブサポートパワー　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～16時00分

月給 (2)10時15分～14時45 Ｃ言語によるプログ
ラム開発経験200,000円～300,000円

東京都江東区豊洲３丁目３－３　豊洲センタービル１８階

138

（障）エンジニア ○ソフトウェアの設計開発


社内外からの電話対応・取次をしてい
ただくことがあります。

※聴覚障害の方は相談に応じます。

正社員 フレックス 専攻科目不問 株式会社　日立ソリューションズ・テクノロジー
雇用期間の定めなし (1)8時45分～17時15分

月給

169,270円～169,270円

東京都江東区豊洲３丁目３－３　豊洲センタービル１８階

137

（障）データ入力ス
タッフ　　＜在宅勤
務＞

システムへのデータエントリー、各種
資料作成、および関連業務

　　　　
・スタッフ同士でオンラインコミュニ
ケーションを取って業務を行える方
・ＰＣの基礎的なスキル（ｏｆｆｉｃ

正社員以外 株式会社ＮＴＴデータだいち
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～17時30分

月給

169,270円～169,270円

東京都新宿区北新宿１丁目４－１
アルマビル６階

136

（障）Ｗｅｂ制作ス
タッフ　　＜在宅勤
務＞

Ｗｅｂサイトの新規制作・コンテンツ
保守（コーディング）および関連業務

　　　　
・スタッフ同士でオンラインコミュニ
ケーションを取って業務を行える方
・Ｗｅｂ制作・Ｗｅｂアクセシビリ

正社員以外 株式会社ＮＴＴデータだいち
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～17時30分

月給 ・ゲーム開発経験３
年以上
・Ｍａｙａを使用し

250,800円～600,000円

東京都新宿区北新宿１丁目４－１
アルマビル６階

135

（障）テクニカル
アーティスト／在宅
勤務

キャラクターやエンバイロメント（背景）、アニメーション、リギング、シェーダー、エフェクト、ツールなど、多岐に渡るテクニカルアーティスト業務のいずれかを担当いただきます。またアーティストの技術面でのサポート、ワークフローの整備等を担って頂きます。正社員 あまた　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時30分～18時15分

月給 ・Ｍａｙａを使用し
たキャラクターモデ
リングの実務経験３

250,800円～600,000円

東京都新宿区北新宿１丁目４－１
アルマビル６階

134

（障）キャラクター
アーティスト／在宅
勤務

スマートフォン、ＰＣ等のオンラインゲームの開発業務。ゲーム開発における、キャラクターアーティスト／３Ｄキャラクターデザイナーとして、キャラクターの製作を行って頂きます。正社員 あまた　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時30分～18時15分

月給 ・ゲーム制作におけ
るディレクション実
務経験

250,800円～600,000円

東京都新宿区北新宿１丁目４－１
アルマビル６階

133

（障）開発ディレク
ター／在宅勤務

・企画の立案
・仕様書の作成
・プロジェクトにおけるプログラ
マー、デザイナーの管理
・スケジュール管理
・クオリティ管理

正社員 あまた　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時30分～18時15分

月給 ・基本的なビジュア
ルアート制作能力
・フォトショップも

250,800円～600,000円

東京都新宿区北新宿１丁目４－１
アルマビル６階

132

（障）コンセプト
アーティスト／在宅
勤務

ゲーム開発における、コンセプトアーティストとして、様々なアート・デザインを制作して頂きます。具体的な制作物は、ゲーム世界のコンセプトアート、キャラクターのデザイン、それに関わる服装、武器、ガジェット、家具、装飾具のデザイン、実際のモデルを制作するための設定画や細部資料画像等。正社員 あまた　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時30分～18時15分

月給 ・ゲーム制作でのＵ
Ｉ作業経験３年以上
・ＵｎｉｔｙやＵｎ

250,800円～600,000円131

（障）ＵＩデザイ
ナー／在宅勤務

・Ｐｈｏｔｏｓｈｏｐを用いてのＵＩ
素材、モック作成
・Ｕｎｉｔｙ、ＵｎｒｅａｌＥｎｇｉ
ｎｅ等のゲームエンジンへのＵＩ素材
組み込み

正社員 あまた　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時30分～18時15分
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

【障害者・在宅勤務求人  フルタイム・パートタイム】 令和4年11月17日発行
完全在宅ではない求人も掲載されています。

就業場所（空欄は所在地に同じ）
職種

雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 042-522-0387 従業員数 120人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 15人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13150-19506521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 042-522-0387 従業員数 90人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13150-18375221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 052-589-3399 従業員数 11人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 23020-64392621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 06-6344-6657 従業員数 45人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 27020-55178921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 06-6344-6657 従業員数 84人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 27020-55182521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 06-6344-6657 従業員数 4人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 27020-55184321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 06-6344-6657 従業員数 2人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 27020-55190521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 06-6344-6657 従業員数 11人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 27020-55253221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 06-6344-6657 従業員数 17人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 27020-55260821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 06-6344-6657 従業員数 36人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 27020-55266921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 06-6344-6657 従業員数 7人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 27020-55274921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 06-6344-6657 従業員数 15人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 27020-55279221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 06-6344-6657 従業員数 11人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 27020-55283021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

徳島県徳島市八百屋町３－２６
大同生命ビル３階
（株）ＯＳＢＳ　徳島ブランチ

月給 ※実務経験１年以上
ある方
※自宅でのネット

161,600円～161,600円

鳥取県鳥取市扇町７
鳥取フコク生命駅前ビル６階
（株）ＯＳＢＳ　鳥取ブランチ

156

【障】＜在宅＞シス
テム業務／徳島ブラ
ンチ

※基本在宅勤務となります。
　
＜業務内容＞
　社内、関係会社の業務改善
・Ｅｘｃｅｌ　ＶＢＡ（マクロ）を
使ったデータの自動計算、更新
・ＰｏｗｅｒＡｐｐｓ、ＰｏｗｅｒＡ

正社員 株式会社　ＯＳＢＳ　　Ｏｓａｋａ　Ｂｒａｎｃｈ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

月給 ※実務経験１年以上
ある方
※自宅でのネット

161,600円～161,600円

奈良県奈良市大宮町１－１－１５
ニッセイ奈良駅前ビル３階
（株）ＯＳＢＳ　奈良ブランチ

155

【障】＜在宅＞シス
テム業務／鳥取ブラ
ンチ

※基本在宅勤務となります。
　
＜業務内容＞
　社内、関係会社の業務改善
・Ｅｘｃｅｌ　ＶＢＡ（マクロ）を
使ったデータの自動計算、更新
・ＰｏｗｅｒＡｐｐｓ、ＰｏｗｅｒＡ

正社員 株式会社　ＯＳＢＳ　　Ｏｓａｋａ　Ｂｒａｎｃｈ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

月給 ※実務経験１年以上
ある方
※自宅でのネット

161,600円～161,600円

大阪府大阪市北区梅田１－１２－
１７
ＪＲＥ梅田スクエアビル６階
（株）ＯＳＢＳ　大阪ブランチ

154

【障】＜在宅＞シス
テム業務／奈良ブラ
ンチ

※基本在宅勤務となります。
　
＜業務内容＞
　社内、関係会社の業務改善
・Ｅｘｃｅｌ　ＶＢＡ（マクロ）を
使ったデータの自動計算、更新
・ＰｏｗｅｒＡｐｐｓ、ＰｏｗｅｒＡ

正社員 株式会社　ＯＳＢＳ　　Ｏｓａｋａ　Ｂｒａｎｃｈ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

月給 ※実務経験１年以上
ある方
※自宅でのネット

161,600円～161,600円

愛知県名古屋市中村区名駅南１丁
目２４－３０
名古屋三井ビルディング本館１３
階

153

【障】＜在宅＞シス
テム業務／大阪ブラ
ンチ

※基本在宅勤務となります。
　
＜業務内容＞
　社内、関係会社の業務改善
・Ｅｘｃｅｌ　ＶＢＡ（マクロ）を
使ったデータの自動計算、更新
・ＰｏｗｅｒＡｐｐｓ、ＰｏｗｅｒＡ

正社員 株式会社　ＯＳＢＳ　　Ｏｓａｋａ　Ｂｒａｎｃｈ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

月給 ※実務経験１年以上
ある方
※自宅でのネット

161,600円～161,600円

石川県金沢市南町６－１
朝日生命金沢ビル２階
（株）ＯＳＢＳ　金沢ブランチ

152

【障】＜在宅＞シス
テム業務／名古屋ブ
ランチ

※基本在宅勤務となります。
　
＜業務内容＞
　社内、関係会社の業務改善
・Ｅｘｃｅｌ　ＶＢＡ（マクロ）を
使ったデータの自動計算、更新
・ＰｏｗｅｒＡｐｐｓ、ＰｏｗｅｒＡ

正社員 株式会社　ＯＳＢＳ　　Ｏｓａｋａ　Ｂｒａｎｃｈ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

月給 ※実務経験１年以上
ある方
※自宅でのネット

161,600円～161,600円

神奈川県藤沢市藤沢１０９－６
湘南ＮＤビル９階
（株）ＯＳＢＳ　藤沢ブランチ

151

【障】＜在宅＞シス
テム業務／金沢ブラ
ンチ

※基本在宅勤務となります。
　
＜業務内容＞
　社内、関係会社の業務改善
・Ｅｘｃｅｌ　ＶＢＡ（マクロ）を
使ったデータの自動計算、更新
・ＰｏｗｅｒＡｐｐｓ、ＰｏｗｅｒＡ

正社員 株式会社　ＯＳＢＳ　　Ｏｓａｋａ　Ｂｒａｎｃｈ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

月給 ※実務経験１年以上
ある方
※自宅でのネット

161,600円～161,600円

神奈川県横浜市中区尾上町１－４
－１　
関内ＳＴビル４階
（株）ＯＳＢＳ　横浜ブランチ

150

【障】＜在宅＞シス
テム業務／藤沢ブラ
ンチ

※基本在宅勤務となります。
　
＜業務内容＞
　社内、関係会社の業務改善
・Ｅｘｃｅｌ　ＶＢＡ（マクロ）を
使ったデータの自動計算、更新
・ＰｏｗｅｒＡｐｐｓ、ＰｏｗｅｒＡ

正社員 株式会社　ＯＳＢＳ　　Ｏｓａｋａ　Ｂｒａｎｃｈ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

月給 ※実務経験１年以上
ある方
※自宅でのネット

161,600円～161,600円

東京都千代田区外神田３－１６－
８
秋葉原三和東洋ビル７階
（株）ＯＳＢＳ　秋葉原ブランチ

149

【障】＜在宅＞シス
テム業務／横浜ブラ
ンチ

※基本在宅勤務となります。
　
＜業務内容＞
　社内、関係会社の業務改善
・Ｅｘｃｅｌ　ＶＢＡ（マクロ）を
使ったデータの自動計算、更新
・ＰｏｗｅｒＡｐｐｓ、ＰｏｗｅｒＡ

正社員 株式会社　ＯＳＢＳ　　Ｏｓａｋａ　Ｂｒａｎｃｈ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

月給 ※実務経験１年以上
ある方
※自宅でのネット

161,600円～161,600円

東京都千代田区丸の内１丁目８－
３
丸の内トラストタワー本館２階
（株）ＯＳＢＳ　本社

148

【障】＜在宅＞シス
テム業務／秋葉原ブ
ランチ

※基本在宅勤務となります。
　
＜業務内容＞
　社内、関係会社の業務改善
・Ｅｘｃｅｌ　ＶＢＡ（マクロ）を
使ったデータの自動計算、更新
・ＰｏｗｅｒＡｐｐｓ、ＰｏｗｅｒＡ

正社員 株式会社　ＯＳＢＳ　　Ｏｓａｋａ　Ｂｒａｎｃｈ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

月給 ※実務経験１年以上
ある方
※自宅でのネット

161,600円～161,600円

愛知県名古屋市中村区名駅５丁目２７－１３　名駅錦橋ビル８階

147

【障】＜在宅＞シス
テム業務／東京ブラ
ンチ

※基本在宅勤務となります。
　
＜業務内容＞
　社内、関係会社の業務改善
・Ｅｘｃｅｌ　ＶＢＡ（マクロ）を
使ったデータの自動計算、更新
・ＰｏｗｅｒＡｐｐｓ、ＰｏｗｅｒＡ

正社員 株式会社　ＯＳＢＳ　　Ｏｓａｋａ　Ｂｒａｎｃｈ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

月給 ・ゲーム、アニメ、
遊技機等エンターテ
インメント業界で３

182,000円～220,000円

完全在宅勤務（日本国内のご自宅）

146

（障）３ＤＣＧデザ
イナー【在宅勤務】

ソーシャルゲームやコンシューマゲー
ム制作における
・３ＤＣＧモデリング
・３Ｄモデルに適用するモーション
データ作成　
　※手付けアニメーションとなりま
す。

正社員以外 株式会社　ＤＣＧＥｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時00分～19時00

月給 業務でのＰＣ使用経
験並びに事務又は企
業で２年以上の実務

129,800円～129,800円

完全在宅勤務（日本国内のご自宅）

145

（障）採用・研修担
当（完全在宅勤務）
＜トライアル専用＞

■採用：応募者や各種問合せへの対応
（ＷＥＢ・電話・メール）、面接調整
（電話・メール・社内調整）、ハロー
ワーク対応（求人票関連・応募受付
等）、求人媒体対応（打合せ・掲載・
原稿作成・効果測定等）、面接官業務
（電話・オンライン）、各種資料作成

正社員以外 ジョブサポートパワー　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～16時00分

月給 (2)10時30分～17時30 業務でのＰＣ使用経
験、事務経験又は企
業での勤務経験

129,800円～129,800円 (3)11時00分～18時00144

（障）事務職（完全
在宅勤務）＜トライ
アル雇用専用＞

ＰＣ（主にＥｘｃｅｌ，Ｗｏｒｄ、専
用システム）を使用しデータ入力や資
料作成、メール送受信、インターネッ
トによる情報収集、電話対応業務（該
当者には社用携帯電話貸与）、経理関
連処理。


正社員以外 ジョブサポートパワー　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～16時00分
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

【障害者・在宅勤務求人  フルタイム・パートタイム】 令和4年11月17日発行
完全在宅ではない求人も掲載されています。

就業場所（空欄は所在地に同じ）
職種

雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 06-6344-6657 従業員数 1人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 27020-55288421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 06-6344-6657 従業員数 27人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 27020-55300421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 06-6344-6657 従業員数 33人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 27020-55304121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 06-6344-6657 従業員数 12人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 27020-55336321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 06-6344-6657 従業員数 5人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 27020-55345621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 06-6344-6657 従業員数 11人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 27020-55431421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 072-431-3021 従業員数 259人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 27090- 6380721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 083-922-5891 従業員数 30人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 35010-10667321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 050-5893-4549 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 35090- 7514121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 092-762-3050 従業員数 77人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 40010-70910921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 092-600-1376 従業員数 80人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 40010-69675621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 093-581-0101 従業員数 8人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 40060-21823821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 093-581-0101 従業員数 158人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 40060-17561721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

福岡県福岡市博多区博多駅前２－
１－１　福岡朝日ビル６階
株式会社ワールドインテック　博
多本社

月給

130,000円～130,000円

福岡県福岡市博多区博多駅前２丁
目１１－１　アルファービル博多
駅前５階　
株式会社ワールドインテック　博

169

（障）一般事務員
（在宅勤務）／福岡
市博多区

【在宅勤務でのお仕事】
１．Ｗｅｂサイトからファイルのダウ
ンロード・保管・記録作業
　・有価証券報告書・コーポレートガ
バナンス報告書など
２．Ｗｅｂサイトでの調査・保管・記
録作業

正社員 株式会社　ワールドインテック
雇用期間の定めなし (1)9時30分～16時30分

月給 ※面接・面談経験

130,000円～130,000円

福岡県福岡市中央区天神１－９－１７　福岡天神フコク生命ビル

168

（障）一般事務員
（障がい者の定期面
談・面接）博多区／
在宅

◎障がい者の定期面談・採用に関わる
在宅でのお仕事

　１．ＺＯＯＭ・対面での定期面談作
業・それに伴う定期面談の
　　記録作成作業
　２．面談結果等の報告作業（２回／

正社員 株式会社　ワールドインテック
雇用期間の定めなし (1)9時30分～16時30分

月給 さまざまなご経歴の
方がご活躍中です。
生命保険営業経験

190,000円～250,000円

（出勤場所）福岡県福岡市中央区
天神２丁目１４－８　
　　　　　　　福岡天神センター
ビル９Ｆ

167

（障）クライアント
サポート（在宅勤務
制度有）／福岡市

≪インサイドセールス職≫　　※在宅
勤務は条件有
１００％内勤のオフィスワークです。
クライアントに代わり、電話やメール
ＷＥＢを使って、お客様に商品やサー
ビスを提案します。取り扱う商品はＩ
Ｔ系が多く、お客様は全国区の仕事の

正社員 ブリッジインターナショナル　株式会社　福岡事業所
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 事務職経験　パソコ
ン資格146,000円～146,000円

山口県岩国市麻里布町２丁目５番１７号１階（ＣｌａｓｓＢｉｚ．内）

166

（障）事務補助業務
【在宅勤務】【単独
企業説明会専用求
人】

※一般事務（パソコンによるデータ入
力・処理、作業系業務等）
※その他業務支援グループの担当する
業務
※研修期間は本社へ出勤してもらい研
修があります。（本人スキルにより１
～２ヶ月間）その後在宅勤務となり週

正社員以外 総合メディカル　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～18時00分

月給 ・一般的な電話受付
等、電話を使用した
顧客対応のご経験の

180,000円～180,000円

山口県山口市神田町２－１６

165

（障）リモートアシ
スタント（コール
チーム）

・キャスターの代表電話の一次受付を
お願いします。
・クライアントの依頼に基づいた、各
社の代表電話の一次受付をお
願いします。
・その他、クライアント業務、社内業
務をお願いします。

正社員以外 キャスタースクエア岩国（株式会社キャスター）
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～18時00分

月給

153,920円～176,000円

大阪府貝塚市脇浜４丁目１６－１

164

（障）タクシー配車
係

お客様からの電話等に応えて、タク
シーを配車するお仕事です。
パソコンを使用し、簡単な操作で配車
ができます。

＊在宅勤務も可能です。
＊パート勤務も相談可能です。

正社員 変形（1ヶ月単位） 湯田都タクシー　株式会社
雇用期間の定めなし (1)17時00分～2時00分

月給 ＣＡＤオペレーター
経験者182,000円～339,400円

鹿児島県鹿児島市中央町２６－１
南国アネックス５階
（株）ＯＳＢＳ　鹿児島ブランチ

163

（障）設計業務補助 設計補助業務

・各種設計製図業務補助

・その他、チームのサポート業務等

※基本はテレワークで業務を行って頂

正社員以外 住友重機械ギヤボックス　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時15分

月給 ※実務経験１年以上
ある方
※自宅でのネット

161,600円～161,600円

熊本県熊本市中央区紺屋今町９－
６
朝日生命熊本紺屋今町ビル６階
（株）ＯＳＢＳ　熊本ブランチ

162

【障】＜在宅＞シス
テム業務／鹿児島ブ
ランチ

※基本在宅勤務となります。
　
＜業務内容＞
　社内、関係会社の業務改善
・Ｅｘｃｅｌ　ＶＢＡ（マクロ）を
使ったデータの自動計算、更新
・ＰｏｗｅｒＡｐｐｓ、ＰｏｗｅｒＡ

正社員 株式会社　ＯＳＢＳ　　Ｏｓａｋａ　Ｂｒａｎｃｈ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

月給 ※実務経験１年以上
ある方
※自宅でのネット

161,600円～161,600円

長崎県佐世保市白南風町１－１３
ＪＲ九州佐世保ビル２階
（株）ＯＳＢＳ　佐世保ブランチ

161

【障】＜在宅＞シス
テム業務／熊本ブラ
ンチ

※基本在宅勤務となります。
　
＜業務内容＞
　社内、関係会社の業務改善
・Ｅｘｃｅｌ　ＶＢＡ（マクロ）を
使ったデータの自動計算、更新
・ＰｏｗｅｒＡｐｐｓ、ＰｏｗｅｒＡ

正社員 株式会社　ＯＳＢＳ　　Ｏｓａｋａ　Ｂｒａｎｃｈ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

月給 ※実務経験１年以上
ある方
※自宅でのネット

161,600円～161,600円

福岡県久留米市東町３６－８
ステーションプラザ久留米ビル３
階
（株）ＯＳＢＳ　久留米ブランチ

160

【障】＜在宅＞シス
テム業務／佐世保ブ
ランチ

※基本在宅勤務となります。
　
＜業務内容＞
　社内、関係会社の業務改善
・Ｅｘｃｅｌ　ＶＢＡ（マクロ）を
使ったデータの自動計算、更新
・ＰｏｗｅｒＡｐｐｓ、ＰｏｗｅｒＡ

正社員 株式会社　ＯＳＢＳ　　Ｏｓａｋａ　Ｂｒａｎｃｈ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

月給 ※実務経験１年以上
ある方
※自宅でのネット

161,600円～161,600円

福岡県福岡市中央区赤坂１－１２
－１５
読売福岡ビル８階
（株）ＯＳＢＳ　福岡ブランチ

159

【障】＜在宅＞シス
テム業務／久留米ブ
ランチ

※基本在宅勤務となります。
　
＜業務内容＞
　社内、関係会社の業務改善
・Ｅｘｃｅｌ　ＶＢＡ（マクロ）を
使ったデータの自動計算、更新
・ＰｏｗｅｒＡｐｐｓ、ＰｏｗｅｒＡ

正社員 株式会社　ＯＳＢＳ　　Ｏｓａｋａ　Ｂｒａｎｃｈ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

月給 ※実務経験１年以上
ある方
※自宅でのネット

161,600円～161,600円

香川県高松市サンポート２－１
　高松シンボルタワー９階
（株）ＯＳＢＳ　高松ブランチ

158

【障】＜在宅＞シス
テム業務／福岡ブラ
ンチ

※基本在宅勤務となります。
　
＜業務内容＞
　社内、関係会社の業務改善
・Ｅｘｃｅｌ　ＶＢＡ（マクロ）を
使ったデータの自動計算、更新
・ＰｏｗｅｒＡｐｐｓ、ＰｏｗｅｒＡ

正社員 株式会社　ＯＳＢＳ　　Ｏｓａｋａ　Ｂｒａｎｃｈ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

月給 ※実務経験１年以上
ある方
※自宅でのネット

161,600円～161,600円157

【障】＜在宅＞シス
テム業務／高松ブラ
ンチ

※基本在宅勤務となります。
　
＜業務内容＞
　社内、関係会社の業務改善
・Ｅｘｃｅｌ　ＶＢＡ（マクロ）を
使ったデータの自動計算、更新
・ＰｏｗｅｒＡｐｐｓ、ＰｏｗｅｒＡ

正社員 株式会社　ＯＳＢＳ　　Ｏｓａｋａ　Ｂｒａｎｃｈ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

【障害者・在宅勤務求人  フルタイム・パートタイム】 令和4年11月17日発行
完全在宅ではない求人も掲載されています。

就業場所（空欄は所在地に同じ）
職種

雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 050-5893-4549 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 45010-24440721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 050-5893-4549 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 45010-21080421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 050-5893-4549 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 45010-21081321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 070-4403-1357 従業員数 40人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 47010-26504221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

沖縄県那覇市前島３丁目２５－１　とまりんビル４階

年俸制 ・営業や営業事務も
しくはカスタマー
サービスのご経験

177,083円～333,333円

宮崎県宮崎市橘通西３－１０－３２

173

【障】インサイド
セールス（内勤営業
事務）【在宅勤務】

○電話やメールでの、既存顧客との関
係構築～提案営業
（ＢｔｏＢ）
○見積もり作成やシステム入力、レ
ポート作成
【具体的には】
・大手ＩＴグローバル企業からの委託

正社員 フレックス サービスソース・インターナショナル・ジャパン合同会社　沖縄センター
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 ・ＩＴリテラシーの
高い方
・Ｅｘｃｅｌ関数・

210,000円～360,000円

宮崎県宮崎市橘通西３－１０－３２

172

（障）リモートアシ
スタント（一般事
務・秘書・経理等）

取引先からの依頼を、担当秘書（フロ
ント）としてパソコンを利用し、サー
ビスを提供していただきます。県内遠
方の方でもリモート勤務可能です。一
般事務、経理事務、コール業務などを
担当していただきます。


正社員以外 フレックス 株式会社　キャスター　宮崎オフィス
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～18時00分

時給 ＰＣへのデータ入
力、個人・法人への
対人コミュニケー

176,000円～176,000円

宮崎県宮崎市橘通西３－１０－３２

171

（障）テレフォンア
ポインター／在宅勤
務

パソコンのソフトフォンを利用したテ
レアポ業務
（通話料会社負担）

＊在宅勤務になります。
＊獲得ノルマはございません。
＊オンラインで研修可能です。

正社員以外 株式会社　キャスター　宮崎オフィス
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～18時00分

月給 ・一般的な電話受付
等、電話を使用した
顧客対応のご経験の

180,000円～180,000円170

（障）リモートアシ
スタント（コール
チーム）

・キャスターの代表電話の一次受付を
お願いします。
・クライアントの依頼に基づいた、各
社の代表電話の一次受付をお願いしま
す。
・その他、クライアント業務、社内業
務をお願いします。

正社員以外 株式会社　キャスター　宮崎オフィス
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～18時00分
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