
 10/16　中央ブロック障害者就職面接会

月給 企業全体6,704人

不問
就業場所4,375人

土日祝
他

5人 うち女性 1,312人

13010-96957681 うちパート 453人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生・財形
月平均時間（時） 20時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体6,704人

不問
就業場所4,375人

土日祝
他

5人 うち女性 1,312人

13010-96963081 うちパート 453人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生・財形
月平均時間（時） 20時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体6,704人

不問
就業場所4,375人

土日祝
他

5人 うち女性 1,312人

13010-96964381 うちパート 453人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生・財形
月平均時間（時） 20時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体 361人

不問
就業場所 185人 土日祝

1人 うち女性 40人

13010-96955081 うちパート 6人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 45分

月給 企業全体 361人

不問
就業場所 148人 他

1人 うち女性 13人

13010-96956381 うちパート 7人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 45分
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就業時間 従業員
休日・
週休二
日制

所在地・産業・就業場所 施設状況及び備考欄

【就業場所における施設等
の状況】
・電話応対（あり、困難な方
はなし）
・出入口段差（無）
・出入口ドア（自動・開き戸）
・エレベーター（有）
・トイレ（車いす用・洋式）
・階段手すり　（両側）
・車椅子移動スペース（有）
　
　※必要な合理的配慮につ
いてはお申し出ください。

(1) 9時00分～17時45分

【就業場所における施設等
の状況】
・電話応対（あり、困難な方
はなし）
・出入口段差（無）
・出入口ドア（自動・開き戸）
・エレベーター（有）
・トイレ（車いす用・洋式）
・階段手すり　（両側）
・車椅子移動スペース（有）
　
※必要な合理的配慮につい
てはお申し出ください。

職種・雇用期間・形態・学歴・必要
な免許資格・経験

求人
数

年齢・
省令 賃金

座席
番号

事業所名・求人番号・その他 仕事の内容

年齢
不問

一般土木建築工事業

雇用期間の定めなし

東京都千代田区

ヤフー　株式会社

株式会社　巴コーポ
レーション


・パソコンによる事務処理（文書作成、データ入
力等）

・書類整理、ファイリング

・電話対応（応相談）

・その他の庶務業務

一般事務 東京都中央区月島４－１６－１３

東京都中央区

年齢
不問

7:00～21:00の間の８時間 その他の専門サービス業

ヤフー　株式会社 【エンジニア職】
・ソフトウェア開発からインフラの構築
・ユーザー行動の分析のようなデータサイエン
ス領域まで幅広い技術領域を担当しています。

ヤフー・ジャパンのサービスは１００を超え、その
ほとんどが社内で開発しているため、業務の種
類にはサービス実現の企画立案から研究開
発、運用までさまざまなものがあります。

エンジニア フレックス 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

正社員
261,508円～
438,235円

(1) 8時30分～17時00分

正社員以外
200,000円～
300,000円

高卒以上 年齢
不問

一般土木建築工事業

ワード・エクセルの基本操作（新規
文書作成、定型フォームへの入力）

株式会社　巴コーポ
レーション 

＊鉄骨・建築、鉄塔のＣＡＤ設計業務

＊その他付随業務
  パソコンを使用した事務処理、電話応対（応
相談）

ＣＡＤ設計業務／栃木県 東京都中央区月島４－１６－１３

栃木県小山市

鉄骨・建築、鉄塔のＣＡＤによる図
面作成ができること

7:00～21:00の間の８時間 その他の専門サービス業

＜就業場所における現在の
施設等の状況＞
・電話応対：有（電話応対が
困難な方はなし）
・出入口ドア：自動
・出入口段差：無　
・エレベーター：有
・車椅子移動スペース　有
・階段手摺：片側
・トイレ：洋式　　　
必要な合理的配慮について
は申し出ください。
＊正社員登用の可能性あり
（昇給、賞与、退職金あり）

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

ヤフー　株式会社
【ビジネス職】
・マーケティング、アナリシス、サービス企画、
ビジネス開発、セールス、編集、カスタマーサ
ポート

コーポレートスタッフ（人事、経理、財務、購買、
法務など）多岐にわたります。

ビジネス フレックス 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

東京都千代田区

【デザイナー職】
・ＵＩデザイン、ビジュアルデザイン、テクニカル
デザイン

　デザイナーの担当範囲多岐にわたります。

デザイナー フレックス 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

東京都千代田区

＜就業場所における現在の
施設等の状況＞
・電話応対：有（電話応対が
困難な方はなし）
・出入口ドア：自動
・出入口段差：無　
・エレベーター：有
・車椅子移動スペース　有
・階段手摺：片側
・トイレ：洋式　　　
必要な合理的配慮について
は申し出ください。
＊正社員登用の可能性あり
（昇給、賞与、退職金あり）

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時00分～17時45分

正社員以外
165,000円～
250,000円

高卒以上

【就業場所における施設等
の状況】
・電話応対（あり、困難な方
はなし）
・出入口段差（無）
・出入口ドア（自動・開き戸）
・エレベーター（有）
・トイレ（車いす用・洋式）
・階段手すり　（両側）
・車椅子移動スペース（有）
　
※必要な合理的配慮につい
てはお申し出ください。

雇用期間の定めなし (1) 9時00分～17時45分

正社員
261,508円～
438,235円年齢

不問
7:00～21:00の間の８時間 その他の専門サービス業

雇用期間の定めなし (1) 9時00分～17時45分

正社員
261,508円～
438,235円年齢

不問
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就業時間 従業員
休日・
週休二
日制

所在地・産業・就業場所 施設状況及び備考欄
職種・雇用期間・形態・学歴・必要
な免許資格・経験

求人
数

年齢・
省令 賃金

座席
番号

事業所名・求人番号・その他 仕事の内容

月給 企業全体1,178人

不問
就業場所 319人 土日祝

2人 うち女性 92人

13010-97359781 うちパート 60人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生・財形
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分 首都圏

時給 企業全体 214人

不問
就業場所 214人 土日祝

2人 うち女性 126人

13010-95825081 うちパート 45人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 1時間 就業場所

休憩時間（分） 45分

月給 企業全体 700人

不問
就業場所 130人 土日祝

4人 うち女性 25人

13010-97685681 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生・財形
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体1,909人

不問
就業場所 75人

土日祝
他

1人 うち女性 46人

13010-97025881 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 10時間 就業場所

休憩時間（分） 45分

月給 企業全体1,800人

不問
就業場所 50人 土日祝

2人 うち女性 30人

13010-97705381 うちパート 15人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生 161,500円～
161,500円

月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

７
|

①

４

６

３

５

＜就業場所における現在の
施設等の状況＞
・出入口段差（無）
・出入口ドア（自動：引き戸）
・エレベーター（有）
・階段手すり（有：片側）
・トイレ（車椅子用・洋式）・車
椅子移動スペース（有）　・電
話対応（有）
＊必要な合理的配慮につい
てはお申し出ください。
＊障害者雇用の実績あり。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時30分～17時45分

正社員以外
195,680円～
230,390円

大卒以上 年齢
不問

他に分類されない非営利的団体

独立行政法人　国際
協力機構

国際協力に従事する様々な国際協力機構（ＪＩ
ＣＡ）関係者が国内外に派遣されるにあたり、Ｊ
ＩＣＡの規定、基準等に基づいて、主に以下の
旅費等計算及び支給業務を行います。

　１．旅費等計算、支給に必要な各種書類作成
　２．旅費等計算、支給に必要な業務システム
への入力
　３．ＪＩＣＡ各部署担当者との連絡調整
　４．その他の関連付帯業務

期限付職員 東京都千代田区二番町５－２５
二番町センタービル

高卒以上 年齢
不問

金融商品取引業

丸三証券　株式会社 事務アシスタント
・ＰＣでの入力業務
（定型的なデータ入力・基本操作できれば可）
・精算、経費業務補助
・伝票、書類のチェック、ファイリング等
・電話対応

＊電話対応は障害の部位によって相談に応じ
ます。

一般事務 東京都千代田区麹町３－３－６

東京都千代田区

・企業・官公庁・団体等での３年以
上の職務経験（特に給与計算・旅費
計算等の経験）
・パソコンでの業務遂行（ワード・エ
クセルなど）

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 8時40分～17時10分

正社員以外
185,250円～
200,688円

東京都千代田区

ＰＣ（エクセル・ワード）経験あれば尚
可

〈就業場所における現在の
施設等の状況〉
・エレベーター（有）
・車椅子移動（スペース無）
・点字表示（無）
・出入口段差有（５ｃｍ）
・階段手すり有（片）　・トイレ
（洋式）    ・電話応対（有）
＊上記のほか、必要な合理
的配慮については申し出くだ
さい。
※契約は初回３ヶ月、以降
６ヶ月更新

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） ９：００～１７：３０の間の６時
間

パート労働者
1,313円～
1,313円

高卒以上 年齢
不問

医薬品・化粧品等卸売業

ＥＬＧＣ株式会社 エスティローダーグループが販売している化粧
品の輸入販売にまつわる一般事務です。
ＰＣを使うデータ管理業務、ファイリング、業者
とのやりとり（メール・電話）、資料作成などがあり
ます。
商品名は全て英語表記です。

一般事務経験者歓迎します。

一般事務・営業事務
（契約）

東京都千代田区永田町２－１１－１
山王パークタワー２４階

東京都江東区

ＰＣスキル中級程度

・出入口段差（有　１．５ｃｍ）
・出入口ドア（自動）・エレベー
ター（有） ・階段手すり（有　片
側）・建物内車椅子移動スペー
ス（無）　・トイレ（洋式）・電話応
対　電話対応が困難な方はなし
※必要な合理的配慮について
はお申し出ください。
＊年度毎更新。基本的に最長５
年間まで。
＊文教関係団体企業年金基金
に加入。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時30分～17時15分

〈就業場所における現在の
施設等の状況〉
・エレベーター（有）・車椅子
移動（スペース有）
・階段手すり（片側）・トイレ
（車椅子用）・出入口段差
（無）・電話対応（困難な方
はなし）
＊上記のほか、必要な合理
的配慮については申出くださ
い。
・１年ごとの再契約有
・交通費は全額支給。但しバ
ス利用は２Ｋｍ以上

東京都千代田区

総務業務経験者を希望

高卒以上 年齢
不問

学術・文化団体

【障害者対応設備状況】
・エレベータ　（有）
・出入口段差　（有）
・車椅子移動スペース　（無）
・階段手すり　（無）
・点字表示　（無）
・トイレ　　（洋式用）

　※必要な合理的配慮につ
いてお申し出ください。

独立行政法人　日本
学術振興会

・電話、来客対応
・資料作成補助
・ファイリング等

＊仕事内容については、障害の程度に合わせ
て配慮します。

一般事務（総務業務の補助） 東京都千代田区麹町５丁目３―１

東京都千代田区
パソコン整理（ワード・エクセル必
須）

パート労働者
1,312円～
1,505円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時00分～18時00分

正社員以外
161,000円～
240,000円年齢

不問
一般土木建築工事業

日本住宅株式会社
東京本部

・伝票整理、計算処理、ＰＣでの経理システム
への入力作業

・注文書、請求書の発行及び書類整理

一般事務・経理事務 東京都千代田区有楽町１－１２－１
新有楽町ビル３Ｆ

ＷＯＲＤ，ＥＸＣＥＬを使えること
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就業時間 従業員
休日・
週休二
日制

所在地・産業・就業場所 施設状況及び備考欄
職種・雇用期間・形態・学歴・必要
な免許資格・経験

求人
数

年齢・
省令 賃金

座席
番号

事業所名・求人番号・その他 仕事の内容

月給 企業全体1,800人

不問
就業場所 300人 土日祝

1人 うち女性 150人

13010-97706681 うちパート 5人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生 161,500円～
161,500円

月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体
13,738

人
不問

就業場所 448人
土日祝
他

3人 うち女性 212人

13010-97711181 うちパート 30人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 10時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体1,972人

不問
就業場所 250人 土日祝

2人 うち女性 120人

13010-96977881 うちパート 20人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

日給 企業全体 397人

不問
就業場所 133人 土日祝

2人 うち女性 32人

13010-97731681 うちパート 4人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生 7,670円～
10,240円

月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体
37,000

人
不問

就業場所
37,000

人
土日祝

3人 うち女性 14,000人

13010-97357581 うちパート 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生・財形
月平均時間（時） 5時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

ＰＣ（Ｗｏｒｄ，Ｅｘｃｅｌ，ｅ－ｍａｉｌ，イ
ンターネット活用を含む）による事務

処理

９

７
|

②

８

１０

１１

商品管理業務経験のある方尚可
基本的なＰＣスキル必須

株式会社　ニチイ学
館

　１、パソコン操作（ワード、エクセルデータ入
力）　　　
　２、書類開封、発送、押印、ファイリング

　３、電話応対（相談可）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　※障がいの内容を考慮し、個別相談に応じま
す。

　※必要な合理的配慮についてはお申し出くだ
さい。

一般事務職 東京都千代田区神田駿河台２－９

ＥＬＧＣ株式会社
エスティーローダーグループの化粧品を扱うお
仕事です。
外資系ですので、商品名は英語表記です。

・返品処理（ＰＣ操作あり）
・ラベル納品処理（ＰＣ操作あり）
・ラベル校正
・サンプル袋詰め作業
・ファイリング
　などの作業があります。

商品管理スタッフ
（契約）

東京都千代田区永田町２－１１－１
山王パークタワー２４階

東京都江東区

雇用期間の定めなし (1) 8時40分～17時10分

正社員
155,000円～
201,000円年齢

不問
銀行（中央銀行を除く）

〈就業場所における現在の
施設等の状況〉
・エレベーター（有）・車椅子
移動（スペース有）
・階段手すり（片側）・トイレ
（車椅子用）
・出入口段差（無）・電話対
応（困難な方はなし）

＊上記のほか、必要な合理
的配慮については申出くださ
い。


株式会社三菱ＵＦＪ
銀行

一般事務
　・書類作成、整理　
　・データ入力、ＰＣ操作等

※聴覚障害者の方は電話応対はありません

事務職 千代田区丸の内２－７－１

東京都千代田区

エクセル、ワード操作できれば可（初
級レベル）

〈就業場所における現在の
施設等の状況〉
・エレベーター（有）・建物内
車椅子移動（スペース無）
・階段手すり（無）
・トイレ（洋式）
・出入口段差（有）
・点字表示（無）
・電話応対（有）
＊上記のほか、必要な合理
的配慮については申し出くだ
さい。
※契約は初回３ヶ月、以降
６ヶ月更新

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (1)10時00分～17時00分

パート労働者
1,313円～
1,313円

高卒以上 年齢
不問

医薬品・化粧品等卸売業

年齢
不問

老人福祉・介護事業

＜障がい者対応設備＞
・エレベーター　　有
・出入口段差　無　　　
・建物内車いす移動スペー
ス　有・階段手摺　片側　有

・点字表示　　無
・車いす用　トイレ無、洋式有
和式無
・通院への配慮　　有
※当初、年度末までの契
約、以降１年毎の契約更新
【応募の際はハローワークの
紹介状が必要です】

(2) 9時00分～17時45分

年齢
不問

(3) 9時30分～18時15分

パソコン入力経験
事務経験のある方歓迎

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時00分～17時15分

正社員以外
155,000円～
170,000円

・来客、電話応対、社内調整
・ＰＣによる表計算、文書・伝票作成、銀行振り
込み
・職員事務補助
・その他庶務・経理関係業務

※但し、本人の適性により仕事の内容が変わる
場合がありま　す。

一般事務 東京都千代田区神田佐久間町１
－９　東京都産業労働局秋葉原庁
舎

＜就業場所における現在の施
設等の状況＞
・エレベーター（有）　　・出入口
段差（有）　・車椅子移動スペー
ス（無）　・階段手すり有（片側）
・点字表示（一部有）　　　　・トイ
レ（車椅子用）
※就業場所により異なる場合あり
※契約は雇入日から３月３１日ま
で、以後原則半年毎の契約
※業務遂行上の配慮等の確認
のため、障害の状況や配慮事項
等を可能な範囲で応募書類に
ご記入ください。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 8時30分～17時15分

正社員以外
155,701円～
207,872円

公益財団法人　東京
都中小企業振興公社

(2) 9時00分～18時00分

年齢
不問

他に分類されない事業サービス業

＊契約期間：初回は３ヶ月。
その後３～６ヶ月更新。
＊勤務日数、時間は、柔軟
に対応します。お気軽にご相
談ください。
＊正社員登用実績あり　
＊賃金は月末締切、当月末
日支払
＊必要な合理的配慮につい
てはお申し出ください。

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (1) 9時30分～18時30分

正社員以外
160,000円～
350,000円

東京都千代田区

ＰＣ（ワード、エクセル、メール）を
使った実務経験

東京都千代田区

・総務等事務経験者尚可　

株式会社　クリーク・
アンド・リバー社

・データ入力、ファイリング、書類整理など
・営業アシスタント業務など
・各種クリエイター業務
・データ分析業務

障害やご経験により、ご相談に応じます。
お気軽にお問い合わせください。
※電話応対あり（ただし、障害の種別・程度に
よっては電話応対しなくても可）

※３０年１０月、新橋に移転予定

事務（麹町オフィス） 東京都千代田区麹町二丁目１０番
９号　Ｃ＆Ｒグループビル

他に分類されない非営利的団体

3



 10/16　中央ブロック障害者就職面接会

就業時間 従業員
休日・
週休二
日制

所在地・産業・就業場所 施設状況及び備考欄
職種・雇用期間・形態・学歴・必要
な免許資格・経験

求人
数

年齢・
省令 賃金

座席
番号

事業所名・求人番号・その他 仕事の内容

時給 企業全体
35,194

人
不問

就業場所 180人 他

17人 うち女性 132人

13010-98138381 うちパート 122人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 45分

月給 企業全体 372人

不問
就業場所 120人 土日祝

1人 うち女性 70人

13010-95577081 うちパート 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 10時間 就業場所

休憩時間（分） 90分

月給 企業全体 372人

不問
就業場所 120人 土日祝

1人 うち女性 70人

13010-95656181 うちパート 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 10時間 就業場所

休憩時間（分） 90分

時給 企業全体7,200人

不問
就業場所 100人 他

1人 うち女性 80人

13010-98163981 うちパート 50人 その他

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 5時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

時給 企業全体7,200人

不問
就業場所 400人 他

1人 うち女性 270人

13010-98264281 うちパート 120人 その他

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 5時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

１４
｜
②

１２

１４
｜
①

１３
｜
①

１３
｜
②

雇用期間の定めなし (1) 9時00分～18時30分

年齢
不問

高卒以上 年齢
不問

百貨店，総合スーパー

埼玉県内のそごう・西武でのお仕事です
（そごう川口店、そごう大宮店、西武所沢店）

事務部門において
・パソコンを使用したデータ入力
・伝票整理、ファイリング、配布物の仕訳
・清掃、軽作業　など

店舗により若干変更あり、詳しくはお問い合わせ
ください

株式会社　そごう・西
武本部 西武東戸塚店でのお仕事です


事務部門において
・パソコンを使用したデータ入力
・伝票整理、ファイリング、配布物の仕訳　など

仕事の内容は適性に応じて配属

事務スタッフ 東京都千代田区二番町５－２５

神奈川県横浜市戸塚区

(1) 9時30分～17時30分

パート労働者
960円～960

円
高卒以上 年齢

不問
百貨店，総合スーパー

東京都千代田区二番町５－２５

百貨店，総合スーパー

株式会社　そごう・西
武本部

・出入口段差　有　２０ｃｍ
・出入口ドア　開き戸
・エレベーター　有
・階段手摺　有片
・車椅子移動スペース　無
・トイレ　　洋式
・電話応対　電話対応が困難な
方はなし
＊必要な合理的配慮について
はお申し出ください。
＊Ｃ欄に記載された時間数は固
定残業代の積算根拠となるも
の。実際の時間外労働の時間
数の見込みや実績を示すもので
はない。

株式会社　イトーヨー
カ堂

（販売職）
　・各売場での商品の品出し、陳列、補充など
　・食品売場での製造、加工、調理など
　　（精肉・鮮魚・惣菜・青果）
（商品管理）
　・商品の荷受、検収、搬入など
（ネットスーパー：ネット販売）
　・商品のピッキング、梱包、発送など

＊障害の程度、経験等によりご相談の上、配置
を決定します

販売・商品管理・ネット販売 東京都千代田区二番町８番地８

都内各店舗

＜就業場所における現在の施
設等の状況＞
・エレベーター（有）　・出入口ド
ア（引き戸）・建物の段差（有）
・階段手すり（有）
・車椅子移動（スペース有）・トイ
レ（障害者用・洋式）
※障害者対応設備は就業店舗
により異なる
＊必要な合理的配慮について
は申し出ください。
週２０時間以上の勤務となりま
す。週２０時間未満要相談。
有給休暇は法定通り。労働条件
により各種保険加入。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

パート労働者
958円～
1,400円

【設備状況】
・店舗により異なります。

＊必要な合理的配慮につい
てはお申し出ください。
＊年次有給休暇は法定通り
＊従業員数はそごう大宮店
のものです

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時45分～17時45分

パート労働者
880円～910

円

【設備状況】
・出入口段差：有（階段５段）
・出入口ドア：引き戸　　
・エレベーター：有
・階段手すり：無
・車椅子移動スペース：無
・トイレ：洋式
・電話応対：有
＊必要な合理的配慮につい
てはお申し出ください。
＊年次有給休暇は法定通り

正社員
200,000円～
300,000円

(2)10時00分～19時30分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

埼玉県さいたま市大宮
区

川口市
所沢市

事務スタッフ

・出入口段差　有　２０ｃｍ
・出入口ドア　開き戸
・エレベーター　有
・階段手摺　有片
・車椅子移動スペース　無
・トイレ　洋式
・電話応対　電話対応が困難な
方はなし
＊必要な合理的配慮について
はお申し出ください。
＊Ｃ欄に記載された時間数は固
定残業代の積算根拠となるも
の。実際の時間外労働の時間
数の見込みや実績を示すもので
はない。

雇用期間の定めなし (1) 9時00分～18時30分

正社員
200,000円～
300,000円年齢

不問
建物サービス業

スムーズなＰＣ入力できる方尚可

株式会社　ベアーズ
家事代行業界のリーディングカンパニーとして
我々ベアーズは年々サービス件数が増加し、
それに伴い、働く人の人数も年々増加。家事代
行スタッフや営業などを担う社員の労務管理を
お任せします。
・社会保険手続き・労災処理・入退職管理など

人事労務事務スタッフ 東京都中央区日本橋蛎殻町１－３
４－５

東京都中央区

スムーズなＰＣ入力できる方尚可

年齢
不問

建物サービス業

株式会社　ベアーズ 家事代行をメイン事業として急成長中の企業
です。お陰様で、お客様からの電話は日々増え
続けています。サービスをご希望するお客様の
ご要望をお伺いしたり、家事代行に関するご質
問、アフターフォローなどをお願いします。
・電話応対・メール対応・入力業務・資料作成
等

※未経験者歓迎

一般事務スタッフ 東京都中央区日本橋蛎殻町１－３
４－５

東京都中央区
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就業時間 従業員
休日・
週休二
日制

所在地・産業・就業場所 施設状況及び備考欄
職種・雇用期間・形態・学歴・必要
な免許資格・経験

求人
数

年齢・
省令 賃金

座席
番号

事業所名・求人番号・その他 仕事の内容

時給 企業全体7,200人

不問
就業場所 400人 他

1人 うち女性 200人

13010-98284681 うちパート 110人 その他

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 5時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

時給 企業全体7,200人

不問
就業場所 600人 他

1人 うち女性 300人

13010-98357981 うちパート 150人 その他

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 5時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

時給 企業全体7,200人

不問
就業場所1,300人 土日

2人 うち女性 500人

13010-96380481 うちパート 10人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 5時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

時給 企業全体7,200人

不問
就業場所 970人 他

2人 うち女性 500人

13010-98112381 うちパート 260人 その他

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体
15,765

人
不問

就業場所 850人
土日祝
他

1人 うち女性 300人

13010-97351281 うちパート 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 10時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

１４
｜
③

１４
｜
④

１４
｜
⑤

１５
｜
①

１４
｜
⑥

パート労働者
1,000円～
1,000円

神奈川県横浜市西区

高卒以上 年齢
不問

百貨店，総合スーパー

株式会社　そごう・西
武本部 そごう横浜店での勤務となります

従業員施設の清掃、軽作業
軽作業：各部門から依頼を受けた作業
　　　　・封入
　　　　・売り場、倉庫点検　など

＊作業内容は適性に応じて配属

軽作業・事務業務 東京都千代田区二番町５－２５

【設備状況】
・出入口段差：無
・出入口ドア：開き戸
・エレベーター：有
・階段手すり：有
・車椅子移動スペース：有
・トイレ：洋式
・電話応対：無
＊必要な合理的配慮につい
てはお申し出ください。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時30分～15時30分

東京都千代田区二番町５－２５

千葉県千葉市中央区

【設備状況】
・出入口段差：有（階段）
・出入口ドア：引き戸　　
・エレベーター：有
・階段手すり：無
・車椅子移動スペース：無
・トイレ：洋式
・電話応対：有
＊必要な合理的配慮につい
てはお申し出ください。
＊年次有給休暇は法定通り

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時45分～17時45分

パート労働者
1,000円～
1,000円

(2)12時15分～20時15分

高卒以上 年齢
不問

(3)13時15分～21時15分 百貨店，総合スーパー

株式会社　そごう・西
武本部 西武渋谷店でのお仕事です


一般事務及び補助業務
・パソコンを使用したデータ入力
・使用の配布、回収

仕事の内容は適性に応じて配属

【設備状況】
・出入口段差：有（２～３ｃｍ）
・出入口ドア：引き戸　　
・エレベーター：有
・階段手すり：一部無
・車椅子移動スペース：狭い
個所有　　・トイレ：洋式
・電話応対：有
＊必要な合理的配慮につい
てはお申し出ください。
＊年次有給休暇は法定通り

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

＜就業場所における現在の
施設等の状況＞
・エレベーター（有）・建物内
車椅子移動（スペース有）
・階段手すり（片側）・トイレ
（洋式）・出入口段差（無）
・電話対応（有）
＊上記のほか、必要な合理
的配慮については申出くださ
い。
＊給与等については、個別
にご相談させていただきま
す。
　雇用形態は契約社員となり

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時00分～17時30分

正社員以外
220,000円～
280,000円

ジブラルタ生命保険
株式会社

手話を必要とする社員と他の社員との間におけ
る仕事上の会話の手話通訳を主に担当いただ
きます。

手話通訳の他、一般事務の仕事もあります。
・ＰＣ操作によるデータ入力
　（メール、ワード、エクセル等）
・ファイリング
・その他一般事務
・電話対応（必須）

＊無期契約社員・正社員への登用の可能性あ
り

手話通訳及び一般事務 東京都千代田区永田町２丁目１３
－１０

東京都港区

手話通訳の経験や手話通訳士の資
格があれば、なお可。

東京都渋谷区

(1) 9時30分～17時30分

パート労働者
880円～880

円
高卒以上 年齢

不問
百貨店，総合スーパー

パソコン（ワード、エクセル）できる方

株式会社　そごう・西
武本部 そごう千葉店でのお仕事です


事務部門において
・パソコンを使用したデータ入力
・伝票整理、ファイリング　など

＊ご本人の適性を考慮し配属を決定

事務スタッフ

年齢
不問

生命保険業

東京都千代田区

東京都千代田区二番町５－２５

事務スタッフ 東京都千代田区二番町５－２５

事務スタッフ

【設備状況】
・本社と商事事業部は同じ
所在地ですがレイアウトが違
うた　め設備状況が異なりま
す。
・電話応対：有
＊通勤手当について：バス
代のみ１．５ｋｍ以上対象
＊必要な合理的配慮につい
てはお申し出ください。
＊年次有給休暇は法定通り

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時00分～17時00分

パート労働者
1,000円～
1,000円

高校卒業 年齢
不問

百貨店，総合スーパー

株式会社　そごう・西
武本部 そごう・西武本社もしくは商事事業部での事務・

庶務業務

・郵便物の仕訳
・パソコンを使ったデータ入力
・書類の配布、回収等

＊ご希望や経験を踏まえ適性に応じ配属
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就業時間 従業員
休日・
週休二
日制

所在地・産業・就業場所 施設状況及び備考欄
職種・雇用期間・形態・学歴・必要
な免許資格・経験

求人
数

年齢・
省令 賃金

座席
番号

事業所名・求人番号・その他 仕事の内容

月給 企業全体
15,765

人
不問

就業場所 850人
土日祝
他

5人 うち女性 300人

13010-97352181 うちパート 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 10時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体
15,765

人
不問

就業場所 850人
土日祝
他

3人 うち女性 300人

13010-97354381 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生 140,000円～
140,000円

月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体
15,765

人
不問

就業場所 850人
土日祝
他

3人 うち女性 300人

13010-97349581 うちパート 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体 883人

59歳
以下

就業場所 272人 日祝他

2人 うち女性 84人

13010-97207381 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生・財形
月平均時間（時） 10時間 就業場所

確定拠出年金
休憩時間（分） 60分

月給 企業全体 883人

59歳
以下

就業場所 272人 日祝他

1人 うち女性 84人

13010-96992781 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生・財形
月平均時間（時） 10時間 就業場所

確定拠出年金
休憩時間（分） 60分

１６
｜
②

不動産業界関係での勤務経験があ
り、不動産に関する知識を有してい
ることが望ましい。

○物件調査補助
法務局や役所等、行政機関に赴き、
不動産の権利関係、法的規制等を
調査していただく仕事です。

＊配属先（本社または首都圏各店舗）について
は、本人の居住地や希望地を考慮して決定し
ます。

物件調査補助業務

１６
｜
①

１５
｜
④

１５
｜
②

１５
｜
③

＜就業場所における現在の
施設等の状況＞
・エレベーター（有）
・階段手すり有（片側）
・建物内車椅子移動スペー
ス（有。但し、一部、狭小箇
所　有り）
・トイレ（洋式）・多目的トイレ
（有）
　・出入口段差（無）
・電話応対（無）
＊上記の他、必要な合理的
配慮についてはお申出下さ
い。

雇用期間の定めなし (1) 9時30分～17時40分

正社員
179,000円～
219,000円

(2) 9時30分～17時50分

高卒以上 省令１
号

不動産代理業・仲介業

みずほ不動産販売株
式会社

東京都中央区

年齢
不問

生命保険業

正社員
179,000円～
209,000円

東京都中央区日本橋１－３－１３
東京建物日本橋ビル

東京都中央区

ＯＡ機器操作経験ある方（ワード、エ
クセル経験含む）

ジブラルタ生命保険
株式会社

社内便の受・発送
郵便の仕分け　等

同職種に１７名の聴覚障害の方が従事していま
す。　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＊メインのコミュニケーションは手話になりま
す。
　手話ができない方でも筆談等でコミュニケー
ションをとる　ことが可能です。

＊無期契約社員への登用の可能性あり。

社内便業務／港区 東京都千代田区永田町２丁目１３
－１０

東京都港区

(2) 9時30分～17時50分

高卒以上 省令１
号

不動産代理業・仲介業

みずほ不動産販売株
式会社

＜事務職補助業務＞　
　○顧客データ等を定型フォーマットに入力・
集計等を行う　○顧客からの電話応対（相談
可）　　　　　　　　　　　　○その他、経理部門を
ご希望であれば、給与実務補助など　

＊本人の経験と適性等を総合的に判断して配
属先（管理部門、人事部門または経理部門等）
を決定致します。

一般事務（正社員） 東京都中央区日本橋１－３－１３
東京建物日本橋ビル

＜就業場所における現在の
施設等の状況＞
・エレベーター（有）
・階段手すり有（片側）
・建物内車椅子移動スペー
ス（有。但し、一部狭小箇所
有　り）　　・トイレ（洋式）　・
多目的トイレ（有）　・出入口
段差（無）　　　・電話応対
（有⇒相談可）　　　　　　　
＊上記の他、必要な合理的
配慮については申出下さ
い。

雇用期間の定めなし (1) 9時30分～17時40分

＜就業場所における現在の
施設等の状況＞
・エレベーター（有）・建物内
車椅子移動（スペース有）
・階段手すり（片側）・トイレ
（洋式）　　　　　　
・出入口段差（無）　・電話対
応（無）
＊上記のほか必要な合理的
配慮については申し出くださ
い。

＊雇用形態は契約社員にな
ります。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 7時45分～15時45分

正社員以外
194,000円～
194,000円

ジブラルタ生命保険
株式会社

・ＰＣ操作によるデータ入力
・ファイリング　
・その他一般事務
＊電話対応は障害の部位によって相談に応じ
ます。
　
※障害の種類・程度や能力に応じて就業場
所、職務内容を　　考慮します。

＊雇用契約は最初の１年間が６ヶ月ごとの契約
となり、
　２年目以降は１年契約となります。
＊無期契約社員・正社員への登用の可能性あ
り。

事務職／港区 東京都千代田区永田町２丁目１３
－１０

＜就業場所における現在の
施設等の状況＞
・エレベーター（有）・建物内
車椅子移動（スペース有）
・階段手すり（片側）・トイレ
（洋式）・出入口段差（無）
・電話対応（困難な方はな
し）
＊上記のほか、必要な合理
的配慮については申出くださ
い。
＊勤務時間・場所・給与等
については、個別にご相談さ
せていただきます。雇用形態

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時00分～17時30分

正社員以外
180,000円～
250,000円

東京都千代田区永田町２丁目１３
－１０

東京都港区

年齢
不問

生命保険業

年齢
不問

生命保険業

東京都港区

ジブラルタ生命保険
株式会社

・本社組織のサポート業務

（ファイリング、データ入力、その他一般事務）
　＊電話応対ができなくても可　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※雇用期間は最長３年間（６か月更新）
　正社員登用の実績あり

＜就業時間に対する特記事項＞
・勤怠状況・スキル発揮状況等により、３０分単
位で延長できる仕組みあり。（最大９：００～１７：３
０）
・入社当初は就業時間配慮あり（１時間毎１０分
休憩等）

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

＜就業場所における現在の
施設等の状況＞
・エレベーター（有）・建物内
車椅子移動（スペース有）
・階段手すり（片側）・トイレ
（洋式）・出入口段差（無）
・電話対応（困難な方はな
し）
＊上記のほか、必要な合理
的配慮については申出くださ
い。

(1)10時00分～17時00分

パート労働者
1,166円～
1,166円

事務／港区
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就業時間 従業員
休日・
週休二
日制

所在地・産業・就業場所 施設状況及び備考欄
職種・雇用期間・形態・学歴・必要
な免許資格・経験

求人
数

年齢・
省令 賃金

座席
番号

事業所名・求人番号・その他 仕事の内容

月給 企業全体2,300人

不問
就業場所 76人 土日祝

10人 うち女性 39人

13010-97700781 うちパート 12人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生・財形
月平均時間（時） 10時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

時給 企業全体2,300人

不問
就業場所 76人 土日祝

10人 うち女性 39人

13010-97698281 うちパート 12人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体 151人

不問
就業場所 10人

土日祝
他

1人 うち女性 5人

13010-96462881 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 5時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

時給 企業全体 185人

不問
就業場所 40人

土日祝
他

1人 うち女性 8人

13010-97374781 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

時給 企業全体7,454人

不問
就業場所 12人 土日祝

1人 うち女性 2人

13010-94054081 うちパート 8人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 5時間 就業場所

休憩時間（分） 45分

ランスタッド　株式会
社

帳票、契約書管理や資料作成、データ入力、
電話対応などの一般事務のお仕事です。
具体的には、以下のとおりです。
●就労スタッフに関するデータ入力
●封入、封緘、発送作業
●書類の分類、整理、ファイリング
＊障害の状況によって応相談
＊必要な合理的配慮についてはお申し出くださ
い
＊初回契約のみ入社日によって雇用期間が
２、５ヶ月～４、５ヶ月となります

２０
｜
①

１９

１７
｜
②

１８

１７
｜
①

アイ・システム　株式
会社

庶務業務に従事していただきます。
　・ワード　エクセルでのデータ入力、作成
　・印刷（名刺、社内報、会社案内など）
　・備品の在庫確認
　・社内配布物の仕分け
　・ファイリング、シュレッダー
　・事務室内等の清掃、整備
　・営業管理補助
　・その他
　＊障害の状況により応相談

庶務業務 東京都千代田区九段南４－８－１３
自動車会館３Ｆ

Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｏｆｆｉｃｅの基本操作が
可能な方

設備状況　・出入り口段差
無　・出入口ドア　開き戸
・エレベーター有　・階段手
すり　有（片側）　・トイレ　洋
式　・車椅子移動スペース
無　
＊必要な合理的配慮につい
てはお申し出ください。
＊業務遂行上の配慮等の
確認のため、障害の状況や
配慮事項等を可能な範囲で
応募書類にご記入ください。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時00分～18時00分

パート労働者
1,000円～
1,250円

９：００～１８：００の間の４時
間以上

年齢
不問

情報処理・提供サービス業

ランスタッド　株式会
社

管理，補助的経済活動を行う事業
所（４０インターネット附随サー

東京都豊島区

ＰＣスキル（Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ、ＰｏｗｅｒＰｏｉ
ｎｔ）

帳票、契約書管理や資料作成、データ入力、
電話対応などの一般事務のお仕事です。
具体的には、以下のとおりです。
●就労スタッフに関するデータ入力
●封入、封緘、発送作業
●書類の分類、整理、ファイリング
＊障害の状況によって応相談
＊必要な合理的配慮についてはお申し出くださ
い。
＊初回契約のみ入社日によっては雇用期間が
２，５ヶ月～４，５ヶ月となります

アドミニストレーター　（一般事務） 東京都千代田区紀尾井町４－１
ニューオータニガーデンコート２１Ｆ

東京都千代田区神田駿河台４－３
新御茶ノ水ビルディング３階

【設備状況】
・出入口段差：有（ビルの出
入り口３段）
・出入口ドア：引き戸
・エレベーター：有
・階段手すり：無
・車椅子移動スペース：有
・トイレ：洋式
・電話応対：有
＊必要な合理的配慮につい
てはお申し出ください。
＊通勤にかかる費用は実費
精算となります。

雇用期間の定めなし (1) 9時00分～18時00分

正社員
226,980円～
226,980円

※正社員登用制度あり　
※英語、英会話力不要で
す。
エレベーター：有／出入口
段差：無／階段手すり：有
／車椅子移動スペース：有
／点字表示：無／トイレ：洋
式
＊必要な合理的配慮につい
てはお申し出ください。
＊労働条件により該当する
保険に加入

※個人情報同意書は当日

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時00分～18時00分

パート労働者
958円～
1,500円

年齢
不問

９：００～１８：００の間の４時
間以上

高卒以上 年齢
不問

※正社員登用制度あり　
※英語、英会話力不要で
す。
エレベーター：有／出入口
段差：無／階段手すり：有
／車椅子移動スペース：有
／点字表示：無／トイレ：洋
式
＊必要な合理的配慮につい
てはお申し出ください。
＊労働条件により該当する
保険に加入

※個人情報同意書は当日

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時00分～18時00分

正社員以外
180,000円～
250,000円

高卒以上 年齢
不問

労働者派遣業

アドミニストレーター（一般事務） 東京都千代田区紀尾井町４－１
ニューオータニガーデンコート２１Ｆ

東京都豊島区

ＰＣスキル（Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ、ＰｏｗｅｒＰｏｉ
ｎｔ）

年齢
不問

燃料小売業

ユナイトアンドグロウ
株式会社

・営業推進部にて、シェアード社員（ＩＴ技術
者）のサポートのお仕事です。
＜主な業務＞
・書類作成
・電話、来客応対
・請求書の発行業務

パソコンは、主にワード、エクセルを使用してい
ます

一般事務

労働者派遣業

株式会社　ＥＮＥＯＳ
フロンティア


当社が運営するガソリンスタンドで使用する販
促ツールの
デザイン及び制作


本社内にある販促ツールを制作する工房で、
ポスター・メニュー表・ＰＯＰ・チラシなどの
デザインをバランスよくレイアウトするお仕事
完成品の発送（梱包）業務もあります。

販促ツールのデザイン・制作補助ス
タッフ

東京都中央区銀座１－１０－６
銀座ファ一ストビル６階

【就業場所における現在の施設
の状況等】
・電話応対：有
・出入口段差：無
・出入口ドア：開き戸
・エレベーター：有
・車椅子移動スペース：無
・階段手すり：有（片側）
・トイレ：洋式
＊必要な合理的配慮について
は申し出ください。
＊職務遂行の配慮等の確認の
ため、障害の状況や配慮事項等
を応募書類にご記入ください。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

パート労働者
960円

～960円

東京都中央区

ポスターやチラシなどの制作経験が
あれば尚可

イラストレーターが使える方（基礎的
な知識があれば可）
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就業時間 従業員
休日・
週休二
日制

所在地・産業・就業場所 施設状況及び備考欄
職種・雇用期間・形態・学歴・必要
な免許資格・経験

求人
数

年齢・
省令 賃金

座席
番号

事業所名・求人番号・その他 仕事の内容

時給 企業全体7,454人

不問
就業場所 12人 他

5人 うち女性 2人

13010-94053181 うちパート 8人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災
月平均時間（時） 5時間 就業場所

休憩時間（分） 45分

月給 企業全体 54人

不問
就業場所 47人 土日祝

1人 うち女性 17人

13010-94033481 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 10時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

時給 企業全体 423人

不問
就業場所 16人 土日祝

2人 うち女性 0人

13010-96805881 うちパート 4人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 45分

時給 企業全体 423人

不問
就業場所 18人 土日祝

1人 うち女性 2人

13010-96817381 うちパート 5人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 45分

時給 企業全体1,133人

不問
就業場所 184人 他

2人 うち女性 105人

13010-96985881 うちパート 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生
960円～960円 月平均時間（時） 10時間 就業場所

休憩時間（分） 90分

２３
｜
①

年齢
不問

２１

２０
｜
②

２２
｜
②

２２
｜
①

東京都中央区
さいたま市

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時30分～19時00分

正社員以外
157,440円～
157,440円年齢

不問
他に分類されない小売業

日本ＮＣＲサービス株
式会社

総務部に所属して
・郵便物仕分け
・社内外電話受付（必須）
・来客対応
・伝票整理
・データパソコン入力
・その他付随する業務（可能な範囲で宅急便
受付、郵便物集配など）

一般事務 東京都中央区東日本橋２－１５一５
ＶＯＲＴ東日本橋

事務経験が有り基本ＰＣ操作ができる方

・出入口段差：無
・出入口ドア：開き戸
・エレベータ：有
・階段手すり：片側有
・トイレ：洋式（車いす用無）
＊上記の他、必要な合理的
配慮についてはお申し出くだ
さい。
＊就業場所については、ご
相談の上決定させていただ
きます。

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (1) 8時00分～16時00分

パート労働者
1,000円～
1,100円

(2)10時00分～18時00分

高卒以上

日本ＮＣＲサービス株
式会社

コールセンタースタッフ（自社エンジニアサ
ポート）
・社内外電話受付（社内作業のサポート）
・データパソコン入力
・その他付随する業務（可能な範囲で、宅急便
受付、郵便物集配等）

＊スキル等については、入社後講習等で丁寧
に指導します。

一般事務・コールセンター 東京都中央区東日本橋２－１５一５
ＶＯＲＴ東日本橋

他に分類されない事業サービス業

・出入口段差：無
・出入口ドア：開き戸
・エレベータ：有
・階段手すり：片側有
・トイレ：洋式（車いす用無）
＊上記の他、必要な合理的
配慮についてはお申し出くだ
さい。

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (1) 9時00分～17時00分

パート労働者
1,000円～
1,100円

(2) 9時00分～17時30分

高卒以上 年齢
不問

他に分類されない事業サービス業

〈就業場所における現在の施設
等の状況〉
・エレベーター（有）・建物内車
椅子移動（スペース無）
・階段手すり（無）・トイレ（洋式）・
出入口段差（有）
・点字表示（無）　
※必要な合理的配慮について
は申し出ください。
・勤務時間・勤務日数応相談
・契約社員、正社員登用制度有
・契約社員となった場合は時間
給が上昇します

株式会社　シップス

各部署におけるＰＣ入力、書類作成、電話応対
その他関連業務

一般事務

基本ＰＣ操作が出来ること

東京都中央区銀座１－２０－１５

東京都中央区

※障害者対応設備について
は施設によって異なります。
　（必要な合理的配慮につい
ては申し出ください。）
※電話応対なし
※昇給の詳細については評
価制度に基づき決定
※契約社員登用・正社員登
用の可能性あり（実績あり）
※休憩時間、年次有給休
暇、各種保険は採用条件に
より法定通り付与、加入致し
ます。

正社員以外
200,000円～
260,000円

高卒以上 年齢
不問

他に分類されない事業サービス業

年齢
不問

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

パート労働者

不問

株式会社　ＥＮＥＯＳ
フロンティア

＊スキル、経験や障害の状況に応じて下記の
中で組み合わせて業務内容を決定します。

１サービスステーション内でモニターによる給油
監視、給油補助業務
２フロア・トイレ・スタッフルーム・洗車機や敷地
内の清掃、草むしり、チラシおりなど
３洗車やメンテナンスの受付、電話取次ぎ業務
４車の誘導や給油機操作説明など接客

店舗補助スタッフ 東京都中央区銀座１－１０－６
銀座ファ一ストビル６階

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時15分～17時30分

燃料小売業

丸紅オフィスサポート
株式会社 ・丸紅株式会社及び丸紅グループの事務業務

代行。　パソコン入力作業を伴うその他付随す
る業務等。
　
【正社員登用制度あり】
【精神保健福祉士常駐の健康支援室設置、い
つでも相談可】

一般事務（電話応対必須） 東京都中央区日本橋二丁目７番１
号　東京日本橋タワー

＜就業場所における現在の施
設等の状況＞
・電話応対：有
・出入口段差：無
・出入口ドア：引き戸
・エレベーター：有
・階段手すり：片側
・車椅子移動スペース：無
・トイレ　洋式
＊上記の他必要な合理的配慮
についてはお申し出ください。
＊契約期間：１年間　　正社員登
用あり。　正社員登用後、賞与あ
り、退職金共済加入。

880円
～1,000円

普通自動車免許所持者尚可、危険
物乙４資格尚可、自動車整備資格

尚可
東京、千葉、神奈川、
埼玉の当社運営店舗
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 10/16　中央ブロック障害者就職面接会

就業時間 従業員
休日・
週休二
日制

所在地・産業・就業場所 施設状況及び備考欄
職種・雇用期間・形態・学歴・必要
な免許資格・経験

求人
数

年齢・
省令 賃金

座席
番号

事業所名・求人番号・その他 仕事の内容

時給 企業全体1,133人

不問
就業場所 816人 他

2人 うち女性 419人

13010-96986281 うちパート 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生
960円～960円 月平均時間（時） 10時間 就業場所

休憩時間（分） 90分

時給 企業全体1,133人

不問
就業場所 116人 他

10人 うち女性 76人

13010-96983481 うちパート 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生
960円～960円 月平均時間（時） 10時間 就業場所

休憩時間（分） 90分

時給 企業全体 588人

不問
就業場所 35人

土日祝
他

1人 うち女性 19人

13010-97513081 うちパート 5人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

時給 企業全体 588人

不問
就業場所 35人

土日祝
他

1人 うち女性 19人

13010-97468681 うちパート 5人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

時給 企業全体 588人

不問
就業場所 35人

土日祝
他

1人 うち女性 19人

13010-97455881 うちパート 5人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

２３
｜
②

田辺薬局　株式会社
・社内におけるコンピューター機器の導入に係
る保守サービ　ス業務全般。

・社内業務のシステムプログラム補佐、データ
加工処理など　をお願いします。

２４
｜
③

２４
｜
②

２４
｜
①

２３
｜
③

ＰＣ操作必須

本社事務 東京都中央区築地４－３－８　　登
喜和ビル８Ｆ

ＰＣ操作　エクセル、ワード

東京都中央区

ＰＣスキル（ワード・エクセル・パワー
ポイント）

(1)の間で週２０時間以上
の勤務

高卒以上 年齢
不問

・在宅勤務応相談（月に数
回出勤あり）
・電話応対（有）
・出入口段差（有）
・出入口ドア（引き戸）
・洋式トイレ
・エレベーター（有）ただしエ
レベーターホールまで２０段
程度の階段あり
＊必要な合理的配慮につい
てはお申し出ください。
＊加入保険、有給休暇付与
については法定通り。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時00分～18時00分

パート労働者
1,000円～
1,500円

高卒以上 年齢
不問

医薬品・化粧品小売業

・電話応対（有）
・出入口段差（有）
・出入口ドア（引き戸）
・用￥式トイレ
・エレベーター（有）ただしエ
レベーターホールまで階段、
手すりあり
＊必要な合理的配慮につい
てはお申し出ください。
＊加入保険、有給休暇付与
については法定通り。

田辺薬局　株式会社 本社にてＰＣ入力
（エクセル集計必須・ワード書類作成必須）（パ
ワーポイント画像編集必須）

電話対応（他社／個人対応・店舗連絡）

コピー・ファイリング業務
面接時サポート業務

一般事務 東京都中央区築地４－３－８　　登
喜和ビル８Ｆ

医薬品・化粧品小売業

ＯＡアシスタント 東京都中央区築地４－３－８　　登
喜和ビル８Ｆ

田辺薬局　株式会社
・郵便、社内便の仕分け
・各部署への郵便物、社内便配達（本社内）
・書類作成
・ファイリング
・ＰＣデータ入力
・電話応対

●電話応対（有）●出入口
段差（有）●出入口ドア（引
き戸）●エレベーター（有）●
階段手すり（有）●車椅子移
動スペース（無）●トイレ（洋
式）
＊必要な合理的配慮につい
ては申出ください。
＊加入保険、有給休暇は法
定通り

雇用期間の定めなし (1)10時00分～19時00分

パート労働者
1,000円～
1,500円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時00分～18時00分

パート労働者
1,000円～
1,500円

高卒以上 年齢
不問

医薬品・化粧品小売業

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時30分～19時00分

正社員以外
157,440円～
157,440円

株式会社　シップス

シップス物流センターでの衣料品の仕分け、
検品、ピッキングなど
その他出荷、入荷作業。

商品管理（衣料品）
〈就業場所における現在の施設
等の状況〉
・エレベーター（有）・建物内車
椅子移動（スペース無）
・階段手すり（無）・トイレ（洋式）・
出入口段差（有）
・点字表示（無）　
※必要な合理的配慮について
は申し出ください。
・勤務時間・勤務日数応相談
・契約社員、正社員登用制度有
・契約社員となった場合は時間
給が上昇します

年齢
不問

他に分類されない小売業

東京都中央区銀座１－２０－１５

〈就業場所における現在の施設
等の状況〉
・エレベーター（有）・建物内車
椅子移動（スペース無）
・階段手すり（無）・トイレ（洋式）・
出入口段差（有）
・点字表示（無）　・電話応対
（有）
※必要な合理的配慮について
は申し出ください。
・勤務時間・勤務日数応相談
・契約社員、正社員登用制度有
・契約社員となった場合は時間
給が上昇します。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1)10時00分～19時30分

正社員以外
157,440円～
157,440円 他に分類されない小売業

株式会社　シップス

店舗における衣料品の販売・接客

販売（衣料品） 東京都中央区銀座１－２０－１５

東京都江東区

東京都千代田区

(3)12時00分～21時30分

(2)11時00分～20時30分

年齢
不問
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 10/16　中央ブロック障害者就職面接会

就業時間 従業員
休日・
週休二
日制

所在地・産業・就業場所 施設状況及び備考欄
職種・雇用期間・形態・学歴・必要
な免許資格・経験

求人
数

年齢・
省令 賃金

座席
番号

事業所名・求人番号・その他 仕事の内容

時給 企業全体 828人

不問
就業場所 734人

土日祝
他

5人 うち女性 264人

13010-98550481 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生 1,300円～
1,300円

月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体2,121人

不問
就業場所 300人 土日祝

1人 うち女性 40人

13010-94517881 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生・財形
ＣＡＤ使える方 月平均時間（時） 5時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体2,121人

不問
就業場所 300人 他

1人 うち女性 40人

13010-94511381 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生・財形
月平均時間（時） 10時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

時給 企業全体2,121人

不問
就業場所 300人 他

1人 うち女性 40人

13010-94515481 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生・財形
月平均時間（時） 10時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

時給 企業全体 800人

不問
就業場所 30人 他

2人 うち女性 15人

13010-94942681 うちパート 3人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生 1,200円
～1,400円

月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

２５

２６
｜
②

２６
｜
③

２６
｜
①

２７
｜
①

年齢
不問

情報処理・提供サービス業

株式会社ＬＩＦＵＬＬ 「ＬＩＦＵＬＬ　ＨＯＭＥ’Ｓ」に掲載されている
　不動産広告の審査業務

　・不動産広告ルールに則った広告がなされて
いるかの確認
・ルールに反している広告会社への指導、情報
不備の問合　せ対応（Ｍａｉｌ）
・チャット／メール等による進捗報告のやり取り

事務 東京都千代田区麹町１－４－４
＜就業場所における現在の施
設等の状況＞　○出入口段差
（無）　○出入口ドア（自動）　○
エレベーター（有）　　○トイレ
（車椅子用・洋式）　○建物内車
椅子移動スペース（有）　○階段
手すり（有：両）　○電話応対
（無）　　　
※必要な合理的配慮について
はお申し出ください。
＊契約期間の上限：５年間
＊地域限定社員での登用実績
あり　（その場合、契約期間は無
期）

東京都千代田区

　・メール、パソコンの基本操作ができる
・正確に文字入力ができる

210,080円～
210,080円

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

経験あれば尚可

(1)10時00分～19時00分

正社員以外

正社員
170,000円～
200,000円

高卒以上

＜就業場所における現在の
施設等の状況＞
・電話応対：なし
・出入口等段差：有（１０ｃｍ）
・出入口ドア：開き戸
・エレベーター：有　
・建物内車椅子移動：スペー
ス無
・階段手摺：無
・トイレ：洋式　　　

＊必要な合理的配慮につい
ては申し出ください

＜就業場所における現在の
施設等の状況＞
・電話応対：なし
・出入口等段差：有（１０ｃｍ）
・出入口ドア：開き戸
・エレベーター：有　
・建物内車椅子移動：スペー
ス無
・階段手摺：無
・トイレ：洋式　　　

＊必要な合理的配慮につい
ては申し出ください

年齢
不問

建物サービス業

東京都文京区

ビル内外の清掃業務
・床
・窓ガラス（高所作業はありません）
・エントランス
・トイレ
・応接室　　　等

株式会社　太平エン
ジニアリング

２Ｄ・３Ｄ－ＣＡＤソフトを使った建築設備の図面
作成、設計補助業務

（電話応対について、困難な方は配慮します）


株式会社　太平エン
ジニアリング ビル内外の清掃業務

・床
・窓ガラス（高所作業はありません）
・エントランス
・トイレ
・応接室　等

＊就業場所は相談により決定いたします

清掃業務 東京都文京区本郷１－１９－６

雇用期間の定めなし (1) 8時30分～17時30分

パート労働者
960円

～960円

雇用期間の定めなし

清掃業務 東京都文京区本郷１－１９－６

ＣＡＤオペレータ 東京都文京区本郷１－１９－６

東京都文京区

高卒以上 年齢
不問

建物サービス業

(1) 8時30分～17時30分
株式会社　太平エン
ジニアリング

＜就業場所における現在の
施設等の状況＞
・電話応対：電話対応が困
難な方はなし
・出入口等段差：有（１０ｃｍ）
・出入口ドア：開き戸
・エレベーター：有　
・建物内車椅子移動：スペー
ス無
・階段手摺：無
・トイレ：洋式　　　
＊必要な合理的配慮につい
ては申し出ください

雇用期間の定めなし (1) 8時30分～17時30分

正社員
173,000円～
205,000円

高卒以上 年齢
不問

建物サービス業

東京都文京区

株式会社　Ｗｉｎ　Ｊｏｂ 電話にて当社のサービス案内をしていただきま
す。

・電話で面接希望者の問い合わせに対応。
・メールで応募した方に、電話もしくはメールで
対応。

＊仕事内容については、障害の内容・程度によ
り相談に応じます。

テレフォンアポインター 東京都千代田区永田町２－１１－１
山王パークタワー３階 【設備状況】

・出入口段差：無
・出入口ドア：自動、引き戸
・エレベーター：有
・階段手すり：無
・車椅子移動スペース：有
・トイレ：洋式
＊必要な合理的配慮につい
てはお申し出ください。

＊正社員登用制度あり

雇用期間の定めなし (1) 9時00分～18時00分

正社員以外
195,840円～
228,480円

東京都品川区

テレフォンアポイント経験

(2)10時00分～19時00分

年齢
不問

労働者派遣業
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 10/16　中央ブロック障害者就職面接会

就業時間 従業員
休日・
週休二
日制

所在地・産業・就業場所 施設状況及び備考欄
職種・雇用期間・形態・学歴・必要
な免許資格・経験

求人
数

年齢・
省令 賃金

座席
番号

事業所名・求人番号・その他 仕事の内容

月給 企業全体 800人

不問
就業場所 30人 土日祝

2人 うち女性 15人

13010-94868281 うちパート 3人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 就業場所

厚生年金基金
休憩時間（分） 60分

時給 企業全体 800人

不問
就業場所 30人 他

2人 うち女性 15人

13010-94701481 うちパート 3人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

時給 企業全体 800人

不問
就業場所 30人 土日祝

2人 うち女性 15人

13010-94935681 うちパート 3人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体1,239人

不問
就業場所 827人

土日祝
他

3人 うち女性 219人

13010-94964281 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生・財形
月平均時間（時） 5時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

時給 企業全体1,150人

不問
就業場所 30人 他

1人 うち女性 25人

13010-97371981 うちパート 5人 その他

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生
985円～985円 月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

２８

２７
｜
③

２７
｜
②

２９
｜
①

２７
｜
④

老人福祉・介護事業

高卒以上 年齢
不問

中小企業等金融業

年齢
不問

東京都足立区

(1) 9時00分～17時30分

正社員以外
158,831円～
158,831円

テレフォンアポインター 東京都千代田区永田町２－１１－１
山王パークタワー３階

＜障害者設備＞
・エレベーター：有　・階段手す
り：有
・建物内車いす移動スペース：
有
・出入口段差：無
・トイレ：車椅子用
・電話対応：無
※必要な合理的配慮について
はお申し出ください。
＊当社は関東地方に多数施設
を有しています。当求人につい
ては、メディス足立の賃金を記
載していますが、就業場所により
異なります。

東京都品川区

ＰＣ基本操作（Ｗｏｒｄ，Ｅｘｃｅｌ）

東京都中央区

グリーンライフ東日本
株式会社

施設清掃等庶務業務
・館内清掃（玄関周り、フロア、廊下、トイレ、洗
面室、
　居室、浴室、階段、窓　等）
・ごみ分別、集積、ごみ出し
・施設建物周り清掃他（植栽水やり、除草等）
・施設内行事、催し物の準備、手伝い等
・近隣への買出し（日用品等）、福祉器具清掃
等
　
＊電話対応：無

庶務業務スタッフ 変形（１ヶ月単位） 東京都中央区八重洲１－４－１６
東京建物八重洲ビル１１階

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

160,000円～
200,000円

＜八重洲［所在地］＞・出入口
段差（無）・点字表示（無）
・エレベーター（有）・車椅子移
動スペース（有）
・階段手すり（片側）・トイレ（車椅
子用）
＜京橋別館＞・出入口段差
（有）・点字表示（無）・エレベー
ター（有）・車椅子移動スペース
（無）
・階段手すり（無）・トイレ（洋式）
※業務遂行上の配慮等の確認
のため、障害の状況や配慮事項
等を可能な範囲で応募書類に
ご記入ください。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 8時45分～17時15分

正社員以外

信金中央金庫
　・郵便物の受発送

　・データ入力　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　・ファイリング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　・電話応対（相談可）
・書類整理等
本人の障害内容、程度、スキル、経験等にあう
お仕事をご用意出来るよう、相談に応じます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※必要な合理的配慮についてはお申し出くださ
い。

一般事務 東京都中央区八重洲１－３－７

【設備状況】
・出入口段差：無
・出入口ドア：自動、引き戸
・エレベーター：有
・階段手すり：無
・車椅子移動スペース：有
・トイレ：洋式
・電話応対：無
＊必要な合理的配慮につい
てはお申し出ください。

雇用期間の定めなし (1) 9時00分～18時00分

正社員
192,000円～
192,000円

株式会社　Ｗｉｎ　Ｊｏｂ ・データ入力（社内システムに入力）
・ファイリング（帳票整理）
・帳票作成（Ｗｏｒｄ，Ｅｘｃｅｌのフォーマットに入
力）
・郵便物等の仕分け・配付・発信・受信業務
　　　　　　　　　　　　　　　　　　など社内業務

＊仕事内容については、障害の内容・程度によ
り相談に応じます。

一般事務 東京都千代田区永田町２－１１－１
山王パークタワー３階

【設備状況】
・出入口段差：無
・出入口ドア：自動、引き戸
・エレベーター：有
・階段手すり：無
・車椅子移動スペース：有
・トイレ：洋式
＊必要な合理的配慮につい
てはお申し出ください。
＊労働条件により該当する
保険に加入
＊年次有給休暇は法定どお
り付与

雇用期間の定めなし

パート労働者
1,200円～
1,400円

ＰＣ基本操作（Ｗｏｒｄ，Ｅｘｃｅｌ）

年齢
不問

労働者派遣業

株式会社　Ｗｉｎ　Ｊｏｂ 電話にて当社のサービス案内をしていただきま
す。

・電話で面接希望者の問い合わせに対応。
・メールで応募した方に、電話もしくはメールで
対応。

＊仕事内容については、障害の内容・程度によ
り相談に応じます。

東京都品川区

【設備状況】
・出入口段差：無
・出入口ドア：自動、引き戸
・エレベーター：有
・階段手すり：無
・車椅子移動スペース：有
・トイレ：洋式
・電話応対：無
＊必要な合理的配慮につい
てはお申し出ください。

雇用期間の定めなし

パート労働者
1,000円～
1,200円年齢

不問
労働者派遣業

年齢
不問

労働者派遣業

東京都品川区

電話でのアポイント業務経験

株式会社　Ｗｉｎ　Ｊｏｂ
・データ入力（社内システムに入力）
・ファイリング（帳票整理）
・帳票作成（Ｗｏｒｄ，Ｅｘｃｅｌのフォーマットに入
力）
・郵便物等の仕分け・配付・発信・受信業務
　　　　　　　　　　　　　　　　　　など社内業務

＊仕事内容については、障害の内容・程度によ
り相談に応じます。

一般事務 東京都千代田区永田町２－１１－１
山王パークタワー３階
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 10/16　中央ブロック障害者就職面接会

就業時間 従業員
休日・
週休二
日制

所在地・産業・就業場所 施設状況及び備考欄
職種・雇用期間・形態・学歴・必要
な免許資格・経験

求人
数

年齢・
省令 賃金

座席
番号

事業所名・求人番号・その他 仕事の内容

時給 企業全体1,150人

不問
就業場所 30人 他

1人 うち女性 25人

13010-97368281 うちパート 5人 その他

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生
985円～985円 月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

時給 企業全体1,150人

不問
就業場所 30人 他

1人 うち女性 25人

13010-97376281 うちパート 5人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

時給 企業全体1,150人

不問
就業場所 30人 他

1人 うち女性 25人

13010-97375881 うちパート 5人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

時給 企業全体1,150人

不問
就業場所 30人 他

1人 うち女性 20人

13010-11835482 うちパート 1人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体2,578人

不問
就業場所 103人

土日祝
他

3人 うち女性 61人

13010-96611581 うちパート 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

３０

株式会社　日本旅行
＜主な担当業務＞

・ワード、エクセルによる入力業務
・書類のファイリング
・郵便物の仕分け、発送
・伝票作成
・電話応対　等

＊業務内容は障害の状況や適性により配慮い
たします

一般事務 東京都中央区日本橋１－１９－１
日本橋ダイヤビルディング１２階

〈就業場所における現在の
施設等の状況〉　　　　　
・電話応対の有無：有
・出入口段差：無（スロー
プ）・出入口ドア：開き戸
・エレベーター：有
・階段手すり：有（片側）
・車椅子移動スペース：有
・トイレ：車椅子用

＊必要な合理的配慮につい
てはお申し出ください。
＊正社員登用の可能性あり

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時30分～18時15分

正社員以外
170,000円～
200,000円年齢

不問
旅行業

東京都中央区

パソコン操作（ワード・エクセルを
使って定型フォームへの入力ができ

２９
｜
④

２９
｜
③

29
｜
⑤

２９
｜
②

老人福祉・介護事業

グリーンライフ東日本
株式会社

介護業務補助
・食事関係：直接介助を除く配膳、下膳、食器
洗浄、食器仕分け、後片付け、エプロン等洗
濯、昼食後の清掃（テーブル、いす、食堂の床
等）
・入浴関係：移動介助、入浴介助、入浴後の身
体拭き、毛髪乾燥等、浴室・脱衣室の清掃
・洗濯関係：洗濯物の回収と集積、洗濯、洗濯
乾燥後の仕分け・配付、洗濯室の清掃　等

＊電話対応：無

介護業務補助スタッフ 交替制あり 東京都中央区八重洲１－４－１６
東京建物八重洲ビル１１階

東京都足立区

グリーンライフ東日本
株式会社

施設清掃等庶務業務
・館内清掃（玄関周り、フロア、廊下、トイレ、洗
面室、居室、浴室、階段、窓　等）
・ごみ分別、集積、ごみ出し
・施設建物周り清掃他（植栽水やり、除草等）
・施設内行事、催し物の準備、手伝い等
・近隣への買出し（日用品等）、福祉器具清掃
等
　
＊電話対応：無

庶務業務スタッフ 東京都中央区八重洲１－４－１６
東京建物八重洲ビル１１階

年齢
不問

グリーンライフ東日本
株式会社

介護業務補助
・食事関係：直接介助を除く配膳、下膳、食器
洗浄、食器仕分け、後片付け、エプロン等洗
濯、昼食後　の清掃（テーブル、いす、食堂の
床等）
・入浴関係：移動介助、入浴介助、入浴後の身
体拭き、毛髪乾燥等、浴室・脱衣室の清掃
・洗濯関係：洗濯物の回収と集積、洗濯、洗濯
乾燥後の仕分け・配付、洗濯室の清掃　等

＊電話対応：無

介護業務補助スタッフ 交替制あり 東京都中央区八重洲１－４－１６
東京建物八重洲ビル１１階

東京都足立区

東京都足立区

＜障害者設備＞
・エレベーター：有　・階段手す
り：有
・建物内車いす移動スペース：
有
・出入口段差：無
・トイレ：車椅子用
・電話対応：無
※必要な合理的配慮について
はお申し出ください。
＊当社は関東地方に多数施設
を有しています。当求人につい
ては、メディス足立の賃金を記
載していますが、就業場所により
異なります。

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (1) 9時00分～17時30分

パート労働者
1,158円～
1,220円

(2) 7時00分～15時30分

年齢
不問

(3)11時00分～19時30分 老人福祉・介護事業

＜障害者設備＞
・エレベーター：有　・階段手す
り：有
・建物内車いす移動スペース：
有
・出入口段差：無
・トイレ：車椅子用
・電話対応：無
※必要な合理的配慮について
はお申し出ください。
＊当社は関東地方に多数施設
を有しています。当求人につい
ては、メディス足立の賃金を記
載していますが、就業場所により
異なります。

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (1) 9時00分～17時30分

パート労働者
985円～985

円

＜障害者設備＞
・エレベーター：有　・階段手す
り：有
・建物内車いす移動スペース：
有
・出入口段差：無
・トイレ：車椅子用
・電話対応：無
※必要な合理的配慮について
はお申し出ください。
＊当社は関東地方に多数施設
を有しています。当求人につい
ては、メディス足立の賃金を記
載していますが、就業場所により
異なります。

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (1) 9時00分～17時30分

正社員以外
186,727円～
196,724円

(2) 7時00分～15時30分

年齢
不問

(3)11時00分～19時30分 老人福祉・介護事業

９：００～１７：３０の間の６時
間以上

年齢
不問

老人福祉・介護事業

＜障害者設備＞
・エレベーター：有
・階段手すり：有
・建物内車いす移動スペー
ス：無
・出入口段差：無
・トイレ：洋式（通常個室）
・電話対応：無
※必要な合理的配慮につい
てはお申し出ください。

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (1) 9時00分～17時30分

パート労働者
985円～985

円

グリーンライフ東日本
株式会社

社内事務業務補助

・労務、経理の事務業務補助

・各データ入力、突き合わせ

・書類発送業務

・郵便物回収　等
　
＊電話対応：無

事務補助スタッフ 東京都中央区八重洲１－４－１６
東京建物八重洲ビル１１階

東京都中央区
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 10/16　中央ブロック障害者就職面接会

就業時間 従業員
休日・
週休二
日制

所在地・産業・就業場所 施設状況及び備考欄
職種・雇用期間・形態・学歴・必要
な免許資格・経験

求人
数

年齢・
省令 賃金

座席
番号

事業所名・求人番号・その他 仕事の内容

時給 企業全体2,454人

不問
就業場所1,748人 土日祝

1人 うち女性 800人

13010-97362681 うちパート 369人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生 1,020円～
1,020円

月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

時給 企業全体2,454人

不問
就業場所1,748人 他

1人 うち女性 800人

13010-97361381 うちパート 369人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生 1,120円～
1,120円

月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体6,000人

不問
就業場所 35人

土日祝
他

2人 うち女性 32人

13010-97912881 うちパート 10人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生・財形
月平均時間（時） 10時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体6,000人

不問
就業場所 35人

土日祝
他

2人 うち女性 32人

13010-97929781 うちパート 10人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生・財形
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体4,748人

不問
就業場所4,748人

土日祝
他

5人 うち女性 1,234人

13010-97310181 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生・財形
月平均時間（時） 1時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

３３

セントラルスポーツ
株式会社 ・各種資料の作成

・伝票処理
・ＰＣによるデータ入力
・電話取り次ぎ
・営業補助業務

＊仕事内容は、職務経験や適性などを踏まえ
て個別に決定いたします。

３１
｜
①

３１
｜
②

３２
｜
①

３２
｜
②

＊障害者対応設備
・出入口段差　無
・エレベーター　有
・マイカー通勤　不可
・建物内車椅子移動ｽﾍﾟｰｽ
無
・トイレ　洋　

＊必要な合理的配慮につい
てはお申し出ください。

・社員持ち株制度あり
・自社フィットネスクラブ・保
養所あり

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時30分～18時20分

正社員以外
182,600円～
182,600円

＊障害者対応設備
・出入口段差　無
・エレベーター　有
・マイカー通勤　不可
・建物内車椅子移動スペー
ス　無
・トイレ　洋　

＊必要な合理的配慮につい
てはお申し出ください。

・社員持ち株制度あり
・自社フィットネスクラブ・保
養所あり

雇用期間の定めなし (1) 9時30分～18時20分

正社員
173,560円～
173,560円

高卒以上 年齢
不問

その他の専門サービス業

一般事務（正社員） 東京都中央区新川１－２１－２

東京都中央区

パソコン基本操作（ワード・エクセル）

東京都中央区

パソコン基本操作（ワード・エクセル）

年齢
不問

旅館，ホテル

＜就業場所における現在の
施設等の状況＞
・エレベーター（有）　
・建物内車椅子移動（スペー
ス一部有）
・階段手すり（有）
・トイレ（洋式）
・出入口段差（有）　・電話対
応（困難な方はなし）　　
＊必要な合理的配慮につい
ては申し出ください。
※賞与は雇用期間等により
支給の有無が異なります。

156,825円～
156,825円

高卒以上 年齢
不問

＜就業場所における現在の
施設等の状況＞
・エレベーター（有）
・建物内車椅子移動（スペー
ス一部有）
・階段手すり（有）
・トイレ（洋式）
・出入口段差（有）
・電話対応（無）
＊上記のほか、必要な合理
的配慮については申し出下
さい。
※賞与は雇用期間等により
支給の有無が異なります。

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

旅館，ホテル

株式会社　帝国ホテ
ル

資料作成、電話応対、データ入力等


＊電話対応は障害の部位にて相談に応じま
す。

一般事務 千代田区内幸町１丁目１－１

東京都千代田区

(1) 8時00分～16時30分
株式会社　帝国ホテ
ル

レストランで使用するグラス磨き、食器収納、

テーブルナフキン折り、クロス集計、食材出庫
等

＊業務はＯＪＴで丁寧に指示を致します。

軽作業（レストラン） 千代田区内幸町１丁目１－１

東京都千代田区

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (1) 9時00分～17時30分

正社員以外

高卒以上

セントラルスポーツ
株式会社

・各種資料の作成
・伝票処理
・ＰＣによるデータ入力
・電話取り次ぎ（困難な方は無し）
・営業補助業務

＊仕事内容は、職務経験や適性などを踏まえ
て個別に決定いたします。
＊正社員登用制度有

一般事務（契約）

基本的なエクセル・ワード操作

正社員以外
172,200円～
172,200円

年齢
不問

その他の専門サービス業

東京都中央区新川１－２１－２

一般事務経験、パソコン操作経験

・協議のうえ１年契約更新　
・時間外勤務については応
相談
【就業場所における現在の
施設等の状況】
・エレベーター（有）
・建物内車椅子移動スペー
ス（無）
・階段手すり（無）
・トイレ（洋式）
・出入口段差（有）
・点字表示（無）
＊必要な合理的配慮につい
てはお申し出ください。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 8時40分～17時10分

正社員以外
158,900円～
209,300円

(2) 9時00分～17時30分

年齢
不問

その他の専門サービス業

みずほ情報総研　株
式会社

一般事務
・伝票整理
・データ入力
・ＯＡ機器操作
・書類整理　
・電話対応　　等
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＊障害の内容、程度により仕事の内容は配慮
いたします。

一般事務 東京都千代田区神田錦町２－３

東京都千代田区
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 10/16　中央ブロック障害者就職面接会

就業時間 従業員
休日・
週休二
日制

所在地・産業・就業場所 施設状況及び備考欄
職種・雇用期間・形態・学歴・必要
な免許資格・経験

求人
数

年齢・
省令 賃金

座席
番号

事業所名・求人番号・その他 仕事の内容

月給 企業全体 800人

不問
就業場所 34人 土日祝

1人 うち女性 8人

13010-96710881 うちパート 1人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生・財形
月平均時間（時） 10時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

時給 企業全体 800人

不問
就業場所 34人 土日祝

1人 うち女性 8人

13010-96631281 うちパート 1人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生・財形
月平均時間（時） 10時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

時給 企業全体 800人

不問
就業場所 46人 土日他

1人 うち女性 4人

13010-96680281 うちパート 7人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生・財形
月平均時間（時） 10時間 就業場所

確定拠出年金
休憩時間（分） 60分

月給 企業全体 313人

59歳
以下

就業場所 209人
土日祝
他

2人 うち女性 46人

13010-96009281 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生・財形
月平均時間（時） 13時間 就業場所

厚生年金基金
休憩時間（分） 60分

月給 企業全体5,012人

不問
就業場所1,076人 土日祝

1人 うち女性 187人

13010-97364581 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 5時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

一般事務（管理本部）

３４
｜
②

３４
｜
③

３４
｜
①

３６
｜
①

３５

【就業場所における現在の施設
等の状況】
・エレベーター（有）・出入口段
差（無）・トイレ（洋式）
・車椅子移動（スペース有）・階
段手すり（有）　
・点字表示（無）・電話対応（応
相談）
※必要な合理的配慮について
お申し出ください。
※正社員登用制度有（正社員
登用率９０％以上）
※正社員登用後は賞与（年２
回）退職金、財形などの各種制
度適用有

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時00分～17時30分

正社員以外
160,000円～
214,000円年齢

不問
パルプ製造業

日本製紙　株式会社
一般事務（オープンポジション）
・社内外からの電話応対

・データ入力　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・文書作成、整理　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・図、表作成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・軽作業（郵便物の運搬）など


＊具体的な業務内容は障害や経験・スキルに
応じて柔軟に検討します。

一般事務 東京都千代田区神田駿河台４－６

東京都中央区

・契約期間：初回６ヶ月、以
降１年毎の契約更新
・有給休暇は法定通り
・労働条件により該当する保
険に加入
【設備状況】
・出入口段差　（無）
・出入口ドア　（自動・開き
戸）
・エレベーター（有）
・階段手すり　（有　片側）
・車椅子移動スペース無
・トイレ　（洋式）

東京都中央区八丁堀４－５－８

高校卒業以上

東京都千代田区

イシグロ　株式会社
（１）庶務
（２）ＰＣ入力
（３）名刺作成
（４）５Ｓ活動（整理・整頓・清掃・清潔・しつけ）
（５）その他
＊実際に行っていただく作業内容は、障害の種
別や程度により考慮いたします。

イシグロ　株式会社
（１）入出庫業務
（２）倉庫内清掃
（３）商品整理
（４）案内札作成
　
＊実際に行っていただく作業内容は、障害の種
別や程度により考慮いたします。

軽作業／習志野市 東京都中央区八丁堀４－５－８

千葉県習志野市

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） ９：００～１７：３０の間の６時
間以上

パート労働者
985円～
1,200円

高卒以上

・契約期間：初回６ヶ月、以
降１年毎の契約更新
・有給休暇は法定通り
・労働条件により該当する保
険に加入
【設備状況】
・出入口段差　（無）
・出入口ドア　（自動・開き
戸）
・エレベーター（有）
・階段手すり　（有　片側）
・車椅子移動スペース無
・トイレ（洋式）

雇用期間の定めなし (1) 9時00分～17時45分

正社員
196,758円～
247,969円

・契約期間：初回６ヶ月、以
降１年毎の契約更新
・有給休暇は法定通り
・労働条件により該当する保
険に加入
【設備状況】
・出入口段差（有５ｃｍ）
・出入口ドア（自動）
・エレベーター（有）
・階段手すり　（有　片側）
・車椅子移動スペース（無）
・トイレ　（洋式）

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） ８：３０～１７３０の間の４時
間以上

パート労働者
900円～
1,200円

高卒以上 年齢
不問

各種商品卸売業

Ｅｘｃｅｌ、ＷｏｒｄのＰＣ操作

イシグロ　株式会社 （１）給与計算
（２）ＰＣ業務（データ入力、文書作成）
（３）勤怠管理
（４）ファイリング（契約書等）
（５）電話対応
（６）郵便物の仕分け
（７）採用補助業務
＊実際に行っていただく作業内容は、障害の種
別や程度により考慮いたします。

一般事務（管理本部） 東京都中央区八丁堀４－５－８

東京都中央区

Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄの基本操作

高卒以上 年齢
不問

各種商品卸売業

年齢
不問

各種商品卸売業

東京都千代田区

【設備状況】
・出入口段差：無
・出入口ドア：引き戸
・エレベーター：有
・階段手すり：有
・車椅子移動スペース：有
・トイレ：洋式
・電話応対　電話対応が困
難な方はなし

＊必要な合理的配慮につい
てはお申し出ください。

ＥＮＥＯＳグローブ　株
式会社

・一般事務、庶務業務および取引先向け会報
誌編集、会計ソフトの入力作業等

障害の状況により相談いたします。

一般事務 フレックス 東京都千代田区永田町二丁目１１
－１　山王パークタワー１５階

雇用期間の定めなし (1) 9時00分～17時15分

正社員
190,000円～
332,000円 化学製品卸売業省令１

号

14



 10/16　中央ブロック障害者就職面接会

就業時間 従業員
休日・
週休二
日制

所在地・産業・就業場所 施設状況及び備考欄
職種・雇用期間・形態・学歴・必要
な免許資格・経験

求人
数

年齢・
省令 賃金

座席
番号

事業所名・求人番号・その他 仕事の内容

月給 企業全体5,012人

不問
就業場所1,076人 土日祝

1人 うち女性 187人

13010-97366781 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 5時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

年俸 企業全体
11,241

人
不問

就業場所2,219人 土日祝

4人 うち女性 816人

13010-99344881 うちパート 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生 3,000,000円
～

月平均時間（時） 20時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

年俸 企業全体
11,241

人
不問

就業場所2,219人 土日祝

1人 うち女性 816人

13010-99339081 うちパート 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生 3,000,000円
～

月平均時間（時） 20時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

年俸 企業全体
11,241

人
不問

就業場所2,219人 日祝

1人 うち女性 816人

13010-99470581 うちパート 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生 3,000,000円
～

月平均時間（時） 20時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

日給 企業全体
14,945

人
不問

就業場所9,454人 土日祝

3人 うち女性 2,269人

13010-95166981 うちパート 2人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生 9,000円
～10,000円

月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

機械器具小売業（自動車，自転車
を除く）

年齢
不問

３８
｜
①

ＰＣ操作

３７
｜
③

３７
｜
①

３６
｜
②

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

正社員以外
187,500円～
281,250円年齢

不問

【設備状況】
・出入口段差：無
・出入口ドア：引き戸
・エレベーター：有
・階段手すり：片側
・車椅子移動スペース：無
・トイレ：洋式
・電話応対：有
＊必要な合理的配慮について
はお申し出ください。
＊正社員登用制度あり（面接結
果によっては正社員雇用有）
＊正社員登用後退職金制度あ
り。

(1) 8時00分～20時30分

シフト制（７，５時間）

【設備状況】
・出入口段差：無
・出入口ドア：引き戸
・エレベーター：有
・階段手すり：片側
・車椅子移動スペース：無
・トイレ：洋式
・電話応対：有
＊必要な合理的配慮について
はお申し出ください。
＊正社員登用制度あり（面接結
果によっては正社員雇用有）
＊正社員登用後退職金制度あ
り。

【設備状況】
・出入口段差：無
・出入口ドア：引き戸
・エレベーター：有
・階段手すり：片側
・車椅子移動スペース：無
・トイレ：洋式
・電話応対：有
＊必要な合理的配慮について
はお申し出ください。
＊正社員登用制度あり（面接結
果によっては正社員登用有）
＊正社員登用後退職金制度あ
り。

機械器具小売業（自動車，自転車
を除く）

３７
｜
②

ＰＣ操作

株式会社　ミスミ ・コールセンター業務
・伝票処理等



＊高いコミュニケーションスキル、スピード感が
求められます。
＊本人の経験、障害の程度を考慮して配属し
ます。

カスタマーサービスセンター業務 フレックス 東京都文京区後楽２－５－１　　飯
田橋ファーストビル

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時00分～17時30分

正社員以外
187,500円～
281,250円

(2)11時00分～15時00分

株式会社　ミスミ
人材開発センターでの派遣社員の管理業務
・派遣社員の契約管理、面接セッティング、配
属先との調整業務を派遣会社や部門担当者と
口頭、電話、メール等で行　います。



＊高いコミュニケーションスキル、スピード感が
求められま　す。
＊本人の経験、障害の程度を考慮して配属し
ます。

人材開発センター業務 フレックス 東京都文京区後楽２－５－１　　飯
田橋ファーストビル

システム開発３年以上
商社、物流、小売業の経験

(2)11時00分～15時00分

 年齢
不問

機械器具小売業（自動車，自転車
を除く）

英語が使えれば尚可

株式会社　ミスミ
１、基幹システム開発
　・人事会計システム
　・流通、ＳＣＭ、物流システム
２、内製プロジェクト（ＡＣＥ）
　・基本～詳細設計
３、次世代ビジネス開発
４、システム企画

システム開発 フレックス 東京都文京区後楽２－５－１　　飯
田橋ファーストビル

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時00分～17時30分

正社員以外
187,500円～
625,000円

理系の大学卒以上の学歴、もしくは
同職種の就業経験があること

【就業場所における現在の施設
等の状況】
・エレベーター（有）・出入口段
差（無）・トイレ（洋式）
・車椅子移動（スペース無）・階
段手すり（有）　
・点字表示（無）・電話対応（無）

※必要な合理的配慮について
お申し出ください。
※正社員登用制度有（正社員
登用率９０％以上）
※正社員登用後は賞与（年２
回）退職金、財形などの各種制
度適用有

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時00分～17時30分

正社員以外
160,000円～
214,000円

高校卒業以上 年齢
不問

パルプ製造業

研究補助 東京都千代田区神田駿河台４－６

東京都北区

日本製紙　株式会社 研究補助業務

　・各種分析試験　・文書作成、整理

　・データ入力　　・図、表作成　など


　＊具体的な業務内容は障害に応じて柔軟に
対応します。

日本アイ・ビー・エム
株式会社 （１）Ｅｘｃｅｌ（データ作成・管理）／Ｗｏｒｄ（文書

作　　成）／ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔを使用した一般事務
　
（２）資料の翻訳業務（英日）

（３）Ｗｅｂ業務（社内サイト上の情報掲載・確
認・更新）

一般事務／千葉市美浜区 東京都中央区日本橋箱崎町１９－
２１

英語力ＴＯＥＩＣ６００相当（応相談）

千葉県千葉市美浜区

＜就業場所における現在の施
設等の状況＞
・電話応対（困難な方はなし）
・出入口段差（無）
・出入口ドア（自動）　
・車椅子移動スペース（有）
・エレベーター（有）
・階段手すり（片側）
・トイレ（車椅子用・洋式）
＊雇用期間：初回は３ヶ月契
約、更新有（期間は応相談）
＊契約期間の上限は原則３年、
ただし勤務評価によってはその
後の更新の可能性有（実績有）

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (1) 9時00分～17時36分

正社員以外
182,700円～
203,000円年齢

不問
情報処理・提供サービス業

・Ｅｘｃｅｌ／Ｗｏｒｄ／ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔの使
用経験・企業での職務経験　・経理の業
務経験あれば尚可・英語を使った業務
経験があれば尚可
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就業時間 従業員
休日・
週休二
日制

所在地・産業・就業場所 施設状況及び備考欄
職種・雇用期間・形態・学歴・必要
な免許資格・経験

求人
数

年齢・
省令 賃金

座席
番号

事業所名・求人番号・その他 仕事の内容

日給 企業全体
14,945

人
不問

就業場所9,454人 土日祝

1人 うち女性 2,269人

13010-95162181 うちパート 2人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生 7,106円
～7,895円

月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

日給 企業全体
14,945

人
不問

就業場所9,454人 土日祝

1人 うち女性 2,269人

13010-95161281 うちパート 2人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生 7,106円
～7,895円

月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体5,119人

59歳
以下

就業場所2,135人 土日祝

1人 うち女性 428人

13010-94906881 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 10時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体2,410人

不問
就業場所 615人 土日祝

2人 うち女性 198人

13010-99204781 うちパート 7人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体1,852人

不問
就業場所 781人 土日祝

5人 うち女性 298人

13010-96795281 うちパート 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生・財形
月平均時間（時） 20時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

東京都文京区後楽２－６－１　飯田
橋ファ－ストタワ－ ＜就業場所における現在の

施設等の状況＞
・エレベーター（有）
・出入口段差（無）　
・車椅子移動（スペース無）
・階段手すり（片側）　
・点字表示（無）
・トイレ（車椅子用）
　

＊必要な合理的配慮につい
ては申し出ください

雇用期間の定めなし (1) 8時30分～17時15分

正社員
169,500円～
280,000円省令１

号
情報処理・提供サービス業

東京都文京区

ＰＣ操作（Ｗ．Ｅ．Ｐ／Ｐ）

３８
｜
③

３８
｜
②

３９

ＮＥＣネッツエスアイ
株式会社

・担当業務に関する企画・管理提案を行い事
業遂行をバック　アップする。
・社内外関係者との調整業務
・電話応対（必須）

※配属先は適性等を考慮して決定します。

総合事務職

４０

４１

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

正社員以外
200,000円～
300,000円

〈就業場所における現在の
施設等の状況〉
・エレベーター（有）
・建物内車椅子移動スペー
ス（無）
・階段手すり（有・片）
・トイレ（洋式）
・出入口段差（無）　　
・電話応対（電話対応が困
難な方は無）


(1) 8時40分～17時30分

年齢
不問

医薬品製造業

大鵬薬品工業株式会
社

内容
　書類管理、メール対応、電話対応等の一般
事務、
ＰＣ入力他、ファイリング。

　※電話対応が困難な方は無　
　※必要な合理的配慮については申し出くださ
い。
　※正社員登用の可能性あり。

一般事務 東京都千代田区内神田１－１４－１
０

東京都千代田区

ＰＣ（ワード・エクセル）

ジョンソン・エンド・ジョ
ンソン株式会社 ・各種資料作成

・総務関連事務
・人事関連事務　
・部門アシスタント
・営業事務
・ＩＴ業務　等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※本人の希望、能力に合わせ検討。

＜就業場所における現在の施
設等の状況＞
・電話応対（電話応対が困難な
方はなし）・出入口段差（無）
・出入口ドア（自動）　
・車椅子移動スペース（有）
・エレベーター（有）
・階段手すり（片側）
・トイレ（車椅子用・洋式）
＊雇用期間：初回は３ヶ月契
約、更新有（期間は応相談）
＊契約期間の上限は原則３年、
ただし勤務評価によってはその
後の更新の可能性有（実績有）

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

パート労働者
1,184円～
1,315円年齢

不問
情報処理・提供サービス業

日本アイ・ビー・エム
株式会社 （１）Ｅｘｃｅｌ（データ作成・管理）／Ｗｏｒｄ（文書

作　　成）／ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔを使用した一般事務
　
（２）資料の翻訳業務（英日）

（３）Ｗｅｂ業務（社内サイト上の情報掲載・確
認・更新）

一般事務／千葉市美浜区 東京都中央区日本橋箱崎町１９－
２１

英語力ＴＯＥＩＣ６００相当（応相談）

千葉県千葉市美浜区

日本アイ・ビー・エム
株式会社 （１）Ｅｘｃｅｌ（データ作成・管理）／Ｗｏｒｄ（文書

作　　成）／ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔを使用した一般事務
　
（２）資料の翻訳業務（英日）

（３）Ｗｅｂ業務（社内サイト上の情報掲載・確
認・更新）

一般事務／本社（箱崎） 東京都中央区日本橋箱崎町１９－
２１

＜就業場所における現在の施
設等の状況＞
・電話応対（電話応対が困難な
方はなし）・出入口段差（無）
・出入口ドア（自動）　
・車椅子移動スペース（有）
・エレベーター（有）
・階段手すり（片側）
・トイレ（車椅子用・洋式）
＊雇用期間：初回は３ヶ月契
約、更新有（期間は応相談）
＊契約期間の上限は原則３年、
ただし勤務評価によってはその
後の更新の可能性有（実績有）

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

パート労働者
1,184円～
1,315円

短大・専門卒以上 年齢
不問

医療用機械器具・医療用品製造
業

一般事務／営業管理事務 東京都千代田区西神田３丁目５番
２号

Ｗｏｒｄ，Ｅｘｃｅｌ　業務での使用経験のあ
る方
医療機器業界経験尚可、英語ができる
方尚可

・Ｅｘｃｅｌ／Ｗｏｒｄ／ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔの使
用経験・企業での職務経験　・経理の業
務経験あれば尚可・英語を使った業務
経験があれば尚可

・Ｅｘｃｅｌ／Ｗｏｒｄ／ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔの使
用経験・企業での職務経験　　・経理の
業務経験あれば尚可・英語を使った業
務経験があれば尚可

年齢
不問

情報処理・提供サービス業

英語力ＴＯＥＩＣ６００相当（応相談）

＜就業場所における現在の施
設等の状況＞
・出入口段差　［無］
・出入口ドア［開き戸］
・エレベーター［有］
・階段手すり　　［有］
・車椅子移動　［スペース有］
・トイレ　［車椅子用］
＊上記のほか、必要な合理的配
慮については申し出ください
＊フレックス制度あり
　（コアタイム　１１：００～１５：００）

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (1) 9時00分～17時40分

正社員以外
250,000円～
400,000円

16



 10/16　中央ブロック障害者就職面接会

就業時間 従業員
休日・
週休二
日制

所在地・産業・就業場所 施設状況及び備考欄
職種・雇用期間・形態・学歴・必要
な免許資格・経験

求人
数

年齢・
省令 賃金

座席
番号

事業所名・求人番号・その他 仕事の内容

月給 企業全体 326人

不問
就業場所 15人 土日祝

1人 うち女性 7人

13010-94661681 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 10時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体 509人

59歳
以下

就業場所 262人
土日祝
他

1人 うち女性 147人

13010-98551781 うちパート 8人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生・財形
月平均時間（時） 10時間 就業場所

確定拠出年金
休憩時間（分） 60分

月給 企業全体 560人

不問
就業場所 560人 他

1人 うち女性 250人

13010-97726481 うちパート その他

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

時給 企業全体 560人

不問
就業場所 560人 他

1人 うち女性 250人

13010-97738181 うちパート 130人 その他

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

時給 企業全体 560人

不問
就業場所 560人 他

2人 うち女性 250人

13010-97689781 うちパート 130人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

４２

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

年齢
不問

４３

４４
｜
①

４４
｜
②

４４
｜
③

雇用期間の定めなし

正社員
175,000円～
209,000円省令１

号

セコム損害保険　株
式会社

・契約申込書のチェック
・保険金支払書類のチェック
・パソコンでの入力作業
・ファイリング
・電話応対
・損害保険契約に係る事務全般

＊損害保険に関する知識は不要です。
　入社後に習得していきましょう。

一般事務

東京都千代田区

【設備状況】
・出入口段差：無
・出入口ドア：引き戸
・エレベーター：有
・階段手すり：片側
・車椅子移動スペース：無
・トイレ：洋式
・電話対応：有
＊必要な合理的配慮につい
てはお申し出ください。
＊有給休暇は法定通り
＊条件を満たせば各種保険
加入

【設備状況】
・出入口段差：無
・出入口ドア：引き戸
・エレベーター：有
・階段手すり：片側
・車椅子移動スペース：無
・トイレ：洋式
・電話対応：有
＊必要な合理的配慮につい
てはお申し出ください。

【障害者施設状況】
出入口段差：有
エレベーター：有
階段手すり：無
車いす移動スペース：無
トイレ：洋式
＊上記のほか、必要な合理
的配慮については申出くださ
い。

＊女性については原則制服
着用ですが、障がいに応じ
て
　免除いたします。

(1) 9時00分～17時00分

損害保険業

東京都千代田区平河町２－６－２

(1) 9時00分～18時00分

正社員以外
200,000円～
200,000円年齢

不問
老人福祉・介護事業

マンダリン・オリエンタ
ル東京　株式会社

・ホテル内予約担当部署にて、お客様からの予
約注文、問い合わせ対応（電話、メール）
・システムへの予約内容入力作業　等

予約受注・事務作業 交替制あり 東京都中央区日本橋室町２－１－
１

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） ８：００～２２：００の間の８時
間

正社員以外
183,040円～
220,000円

８：００～２２：００の間の８時
間

パート労働者
990円～
1,200円年齢

不問
旅館，ホテル

ビジネスレベルの日本語、英語能力

マンダリン・オリエンタ
ル東京　株式会社

・ホテル内予約担当部署にて、お客様からの予
約注文、問い合わせ対応（電話、メール）
・システムへの予約内容入力作業　等

予約受注・事務作業 交替制あり 東京都中央区日本橋室町２－１－
１

ビジネスレベルの日本語、英語能力

旅館，ホテル

(3)13時00分～22時00分 旅館，ホテル

マンダリン・オリエンタ
ル東京　株式会社 １、ホテルの客室清掃業務

（就業時間（１）のうち６～８時間のシフト制）

２、ホテルのパブリックエリアの清掃業務（ロビー
等）
（就業時間（２）（３）のシフト制）

客室清掃・パブリック清掃 東京都中央区日本橋室町２－１－
１

【就業場所における現在の
施設等の状況】
・出入口段差　無
・出入口ドア　開き戸
・エレベーター　有
・階段手すり　有（片側）
・車椅子移動　スペース無
・トイレ　洋式
※必要な合理的配慮につい
ては申出ください。

・有給休暇は法定通り付与
・条件を満たせば各種保険
加入

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (1) 9時00分～21時00分

パート労働者
990円～
1,100円

東京都中央区

一般事務職 東京都中央区新川１－１１－１１　東
京冷凍新川ビル３階

パソコンの基本操作が可能な方

(2) 7時00分～16時00分

株式会社　グッドライ
フケア東京

本社での事務業務
・データ入力　　　　　・電話応対（応相談）
・資料整理　　　　　　・請求書発送
・郵便物の仕訳　　　　・来客受付、お茶出し
・社内便の仕訳　　　　・研修資料準備
・清掃
・採用、研修、庶務の業務もお手伝いいただき
ます。

＊通院など考慮します。
＊将来、本人の勤務評価により正社員登用も
考慮します。

【設備状況】
・出入口段差：有（建物入口
２段９ｃｍ、フロア入口　０，５ｃ
ｍ）　　　　　　　　　・出入口ド
ア：開き戸
・エレベーター：有
・階段手すり：片側
・車椅子移動スペース：無
・トイレ：洋式
＊必要な合理的配慮につい
てはお申し出ください。
＊当初の契約は平成３１年５
月３１日まで。以降１年毎の更
新。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

年齢
不問
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 10/16　中央ブロック障害者就職面接会

就業時間 従業員
休日・
週休二
日制

所在地・産業・就業場所 施設状況及び備考欄
職種・雇用期間・形態・学歴・必要
な免許資格・経験

求人
数

年齢・
省令 賃金

座席
番号

事業所名・求人番号・その他 仕事の内容

月給 企業全体5,014人

不問
就業場所 598人 土日祝

1人 うち女性 346人

13010-96179881 うちパート 4人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生・財形
月平均時間（時） 5時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体5,014人

不問
就業場所 598人 土日祝

1人 うち女性 346人

13010-96181081 うちパート 4人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生・財形
月平均時間（時） 5時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体1,687人

不問
就業場所 294人 土日祝

2人 うち女性 69人

13010-94888681 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 10時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体1,687人

不問
就業場所 294人 土日祝

2人 うち女性 69人

13010-94889981 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 10時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体1,687人

不問
就業場所 331人 土日祝

2人 うち女性 95人

13010-94893181 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 10時間 就業場所

休憩時間（分） 50分

４６
｜
①

４６
｜
②

４５
｜
①

４５
｜
②

４６
｜
③

三菱地所コミュニティ
株式会社

・一般事務
・電話応対（応相談）
・データ入力等

一般事務 東京都千代田区三番町６－１

東京都千代田区

ワード、エクセル

年齢
不問

不動産管理業

三菱地所コミュニティ
株式会社

・一般事務
・電話応対（応相談）
・データ入力等

一般事務 東京都千代田区三番町６－１

杏林製薬　株式会社

医薬品開発に関する分析実験業務
・ＨＰＬＣ、滴定装置、溶出試験器などの分析
機器を使用しての測定実験業務
・パソコンを使用したデータ入力（ワード・エクセ
ル使用）

＊高専卒以上の理系出身者でなくとも、製薬
系、化学系、食品系企業における品質管理業
務経験者でも可

研究補助職 東京都千代田区神田駿河台４－６

170,000円～
300,000円

栃木県下都賀郡野木町

杏林製薬　株式会社

年齢
不問

医薬品製造業

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時00分～17時30分

正社員以外
170,000円～
218,000円

正社員以外

東京都千代田区

ワード、エクセル

＜就業場所における現在の
施設等の状況＞
・電話応対【電話対応が困
難な方はなし】
・出入口等段差：有（階段）
・出入口ドア（開き戸）
・エレベーター：有
・階段手すり：有　片
・建物内車椅子移動：スペー
ス無
・トイレ：洋式

＊必要な合理的配慮につい
ては申し出ください。

＜就業場所における現在の
施設等の状況＞
・電話応対【電話対応が困
難な方はなし】
・出入口等段差：有（階段）
・出入口ドア（開き戸）
・エレベーター：有
・階段手すり：有　片
・建物内車椅子移動：スペー
ス無
・トイレ：洋式

＊必要な合理的配慮につい
ては申し出ください。

雇用期間の定めなし (1) 9時00分～17時30分

正社員
160,000円～
232,000円

【障害者対応設備】
・エレベーター：有
・階段手すり：無　
・トイレ：洋式
・出入口段差：有２センチ
・建物内車椅子移動スペー
ス：無
＊正社員への登用あり
＊パート採用も可（時給９００
円～１１００円）
※必要な合理的配慮につい
てはお申し出ください。

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (1) 8時30分～17時20分

年齢
不問

不動産管理業

・パソコンを使用した資料作成
・ファイリング
・社内郵便
・電話・来客応対
＊障害により考慮　
・ワード・エクセルを使用します。
（中級レベル）

ー般事務職 東京都千代田区神田駿河台４－６

杏林製薬　株式会社
・パソコンを使用した資料作成
・ファイリング
・社内郵便
・電話・来客応対
＊障害により考慮　
・ワード・エクセルを使用します。
（中級レベル）

ー般事務職 東京都千代田区神田駿河台４－６

年齢
不問

医薬品製造業

マイクロソフトオフィススペシャリスト
エキスパートレベルがあれば尚可

【障害者対応設備】・出入口段
差：有２センチ（本社は無）
・エレベーター：有　・階段手す
り：無・建物内車椅子移動スペー
ス：無（本社のみ有）
・トイレ：洋式（本社のみ多目的ト
イレ有）
＊東京支店の従業員数１１０人
（うち女性２９人）
＊埼玉千葉支店の従業員数８７
人（うち女性２１人）
＊神奈川支店の従業員数６３人
（うち女性１８人）
※必要な合理的配慮について
はお申し出ください。

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (1) 8時30分～17時10分

正社員以外
170,000円～
300,000円

(2) 9時00分～17時40分

【障害者対応設備】
・エレベーター：有
・階段手すり：無
・トイレ：洋式
・建物内車椅子移動スペー
ス：無
・出入口段差：有２センチ　
・階段での移動は必須
＊パート採用も可（時給９００
円～１１００円）
※必要な合理的配慮につい
てはお申し出ください。
※電話対応は必須

正社員以外
170,000円～
300,000円

高専卒以上の理系出身

年齢
不問

医薬品製造業

マイクロソフトオフィススペシャリスト
エキスパートレベルがあれば尚可

栃木県下都賀郡野木町

パソコン基本操作

東京都千代田区新宿
区、さいたま市、横浜
市

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (1) 8時30分～17時20分
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 10/16　中央ブロック障害者就職面接会

就業時間 従業員
休日・
週休二
日制

所在地・産業・就業場所 施設状況及び備考欄
職種・雇用期間・形態・学歴・必要
な免許資格・経験

求人
数

年齢・
省令 賃金

座席
番号

事業所名・求人番号・その他 仕事の内容

月給 企業全体1,687人

不問
就業場所 294人 土日祝

1人 うち女性 69人

13010-94900381 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 10時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体
12,644

人
不問

就業場所 42人 土日祝

1人 うち女性 17人

13010-97739081 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体
12,644

人
不問

就業場所 26人 土日祝

1人 うち女性 10人

13010-97748381 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体
12,644

人
不問

就業場所 17人 土日祝

1人 うち女性 8人

13010-97749681 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体 744人

不問
就業場所 87人 土日祝

1人 うち女性 70人

13010-98045781 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

４６
｜
④

４７
｜
①

４７
｜
②

４７
｜
③

４８
｜
①

パソコン（エクセル・ワード）の基本操作が
できること　　　
生命保険、損害保険の事務経験が、あ
れば尚可。（必須ではありません）

勤務時間：（１）（２）（３）のい
ずれか選択できます。
原則、年度末毎に契約更新
（１年）
＊無期転換後、定年制あり
（満６０歳まで）。その後満６５
歳まで再雇用制度あり。
・エレベーター（有）　・建物
内車椅子移動スペース（無）
・階段手すり（片側）　・トイレ
（洋式）・出入口段差（無）
＊必要な合理的配慮につい
てはお申し出ください。

(1) 9時00分～16時00分

東京都豊島区

(2)10時00分～17時00分

高卒以上 年齢
不問

(3) 9時30分～16時30分 生命保険業

富国生命保険相互会
社

富国生命池袋支社では以下の業務を行って頂
きます。
・保険契約申込書や保険金請求書の点検
・専用端末による契約照会や試算書の作成
・パンフレット等の配布物の管理

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※保険の経験は不要です。
※障がいの状況に応じて相談いたします。
　営業はありません。
※通算契約期間が５年を超えた場合、無期雇
用への転換を申し込むことによって、翌年度か
ら無期労働契約に転換可能となります。

一般事務（池袋） 千代田区内幸町２丁目２－２

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

正社員以外
170,000円～
170,000円

富国生命保険相互会
社

富国生命東京支社では以下の業務を行って頂
きます。
・保険契約申込書や保険金請求書の点検
・専用端末による契約照会や試算書の作成
・パンフレット等の配布物の管理

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※保険の経験は不要です。懇切丁寧に指導し
ます。
※障がいの状況に応じて相談いたします。
　営業はありません。
＊通算契約期間が５年を超えた場合、無期雇
用への転換を申し込むことによって、翌年度か
ら無期労働契約に転換可能となります。

(3) 9時30分～16時30分 生命保険業

パソコン（エクセル・ワード）の基本操作が
できること　　　
生命保険、損害保険の事務経験が、あ
れば尚可。　（必須ではありません）

ワード・エクセルの基本操作ができる方
生命保険・損害保険の事務経験があれ
ば、尚可。　　（必須ではありません）

一般事務（日本橋） 千代田区内幸町２丁目２－２

東京都中央区

東京都江東区

(2) 9時30分～16時30分

高卒以上 年齢
不問

(3)10時00分～17時00分 生命保険業

富国生命保険相互会
社

富国生命東京湾岸支社では、以下の業務を
行っていただきます。
・保険契約申込書や保険金請求書の点検
・専用端末による契約照会や試算書の作成
・パンフレット等の配布物の管理
※保険の経験は不要です。懇切丁寧に指導し
ます。
※障がいの状況の応じて相談いたします。
　営業はありません。
＊通算契約期間が５年を超えた場合、無期雇
用への転換を申　し込むことによって、翌年度
から無期労働契約に転換可能　となります。

一般事務（江東区） 千代田区内幸町２丁目２－２

東京都中央区

一般事務（日本橋） 東京都中央区日本橋２－３－４
日本橋プラザビル６階 〈就業場所における現在の

施設等の状況〉
・電話応対（有）
・エレベーター（有）
・車椅子移動スペース（無）
・出入口段差（無）
・階段手すり（無）
・トイレ（洋式）
・点字表示（無）

　※必要な合理的配慮につ
いては申し出ください。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時30分～18時00分

正社員以外
170,000円～
190,000円年齢

不問
他に分類されない事業サービス業

株式会社センチュリー
アンドカンパニー
　
（般１３－０１０３０７）

・一般事務業務
・パソコン入力業務（ワード・エクセル初級スキ
ル要）
　＊紙媒体の資料の内容確認を行いシステム
に入力する業務です。
・電話応対業務
　＊障害により相談可。
・その他事務業務全般

※上記業務の中から、ご本人の能力適性、希
望等を考慮して　担当業務を決定していきま
す。

栃木県下都賀郡野木町

年齢
不問

医薬品製造業

杏林製薬　株式会社
・飼育器材、資材の搬入作業
・飼育器材の洗浄作業
・作業着の洗濯
・飼育ゲージへの床敷充填作業
・洗浄室および周辺廊下の清掃作業
・廃棄物の搬出作業
・パソコンによる物品の注文入力作業　等

実験動物の飼育管理補助 東京都千代田区神田駿河台４－６ 【障害者対応設備】
・エレベーター：有　・階段手
すり：無　
・建物内車椅子移動スペー
ス：無　
・トイレ：洋式
・出入口段差：有２センチ
＊パート採用も可（時給９００
円～１１００円）
※必要な合理的配慮につい
てはお申し出ください。
＊正社員への登用あり
＊雇止め規定あり

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (1) 8時30分～17時20分

正社員以外
170,000円～
300,000円

＊原則、年度末毎に契約更
新（１年）
【障害者対応設備】
・エレベーター（有）
・建物内車椅子移動スペー
ス（無）
・階段手すり（片側）
・トイレ（洋式）
・出入口段差（無）
＊必要な合理的配慮につい
てはお申し出ください。
＊無期転換後、定年制あり
（満６０歳まで）。その後満６５
歳まで再雇用制度あり。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時00分～16時00分

正社員以外
170,000円～
170,000円

勤務時間：（１）（２）（３）のい
ずれか選択できます。
原則、年度末毎に契約更新
（１年）
【障害者対応設備】
・エレベーター（有）
・建物内車椅子移動スペー
ス（無）
・階段手すり（片側）
・トイレ（洋式）
・出入口段差（無）
＊無期転換後、定年制あり
（満６０歳まで）。その後満６５
歳まで再雇用制度あり。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時00分～16時00分

正社員以外
170,000円～
170,000円

(2)10時00分～17時00分

高卒以上 年齢
不問
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 10/16　中央ブロック障害者就職面接会

就業時間 従業員
休日・
週休二
日制

所在地・産業・就業場所 施設状況及び備考欄
職種・雇用期間・形態・学歴・必要
な免許資格・経験

求人
数

年齢・
省令 賃金

座席
番号

事業所名・求人番号・その他 仕事の内容

月給 企業全体 744人

不問
就業場所 17人 土日祝

1人 うち女性 16人

13010-98047281 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体 506人

不問
就業場所 101人 土日祝

1人 うち女性 12人

13010-96940981 うちパート 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 10時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体 506人

不問
就業場所 101人 日祝他

1人 うち女性 12人

13010-96946181 うちパート 3人 その他

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 20時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体2,150人

不問
就業場所 870人 土日祝

10人 うち女性 333人

13010-96791581 うちパート 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 20時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体1,309人

不問
就業場所 68人 土日

2人 うち女性 19人

13010-95169781 うちパート 0人 その他

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 45分

５１

４９
｜
①

４９
｜
②

４８
｜
②

５０

〈就業場所における現在の
施設等の状況〉
・電話応対（有）
・エレベーター（有）
・車椅子移動スペース（無）
・出入口段差（無）
・階段手すり（無）
・トイレ（洋式）
・点字表示（無）

　※必要な合理的配慮につ
いては申し出ください。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時30分～18時00分

正社員以外
170,000円～
190,000円年齢

不問
他に分類されない事業サービス業

株式会社センチュリー
アンドカンパニー
　
（般１３－０１０３０７）

・一般事務業務
・パソコン入力業務（ワード・エクセル初級スキ
ル要）
　＊紙媒体の資料の内容確認を行いシステム
に入力する業務です。
・電話応対業務
　＊障害により相談可。
・その他事務業務全般

※上記業務の中から、ご本人の能力適性、希
望等を考慮して　担当業務を決定していきま
す。

一般事務（新宿支店） 東京都中央区日本橋２－３－４
日本橋プラザビル６階

東京都渋谷区

東京冷機工業　　株
式会社 ・伝票入力、伝票処理、台帳整理　その他一般

事務。

・ＪＷ－ＣＡＤを使用した空調設備の配置図の
作成
　（ＪＷ－ＣＡＤの使用方法は説明します）

事務アシスタント 東京都文京区本駒込　　　６丁目２
４－５

東京都文京区

高卒以上 年齢
不問

その他の設備工事業

東京冷機工業　　株
式会社

・空調設備メンテナンスの補助作業
（機材運搬、洗浄作業補助、フィルター清掃な
ど）

・簡単なＰＣ入力
（データ入力や書類作成）






空調技術員補助 変形（１年単位） 東京都文京区本駒込　　　６丁目２
４－５

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 8時30分～17時30分

正社員以外
161,100円～
161,100円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 8時30分～17時30分

正社員以外

転勤範囲については自宅か
ら９０分以内
・エレベーター：有
・出入口段差：有
・出入口ドア：開き戸
・階段手すり：片
・建物内車椅子移動スペー
ス：無　・トイレ：洋式
＊必要な合理的配慮につい
てはお申し出ください。
＊当初の契約は平成３１年３
月３１日まで。以降は原則年
度ごとの更新
＊正社員登用制度あり

＜設備状況＞

・出入口段差〔有〕
・出入口ドア〔開き戸〕
・エレベーター〔有〕
・階段手すり〔片側〕
・車椅子移動ｽﾍﾟｰｽ〔無〕
・障害者用トイレ〔無〕

＊必要な合理的配慮につい
てはお申し出ください。

161,100円～
161,100円年齢

不問
その他の設備工事業

ヤンセンファーマ株式
会社（ジョンソン・エン
ド・ジョンソン日本法
人グループ）

社内各部門におけるクラーク業務
・データ入力・分析
・資料作成
・電話応対（電話対応が困難な方はなし）
・ファイリング

※本人の希望、能力に合わせ検討。

日鉄住金環境株式会
社

○業務内容
　　一般事務

○業務詳細
　・データ入力
　・ファイリング
　・システムサポート
・資料作成準備
・郵便物等の仕分け・配付など
＊仕事内容については、障害の内容・程度によ
り　　　　　　相談に応じます。

一般事務補助 フレックス 東京都中央区京橋１－１８－１　八
重洲宝町ビル

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

＜就業場所における現在の施
設等の状況＞
・出入口段差（無）
・出入口ドア（自動・開き戸）
・エレベーター（有）
・車椅子移動スペース（無）　
・トイレ（洋式）
・階段手すり（片側）
・電話応対（応相談）　　　　　
＊上記の他、必要な合理的配
慮についてはお申出ください。
＊年次有給休暇付与日数は入
社時期による。
＊雇用契約は毎年度４月更新。

(1) 9時00分～17時45分

正社員以外
210,000円～
290,000円

高卒以上 年齢
不問

一般土木建築工事業

東京都千代田区

＜就業場所における現在の施
設等の状況＞
・出入口段差　［無］
・出入口ドア［開き戸］
・エレベーター［有］
・階段手すり　　［有］
・車椅子移動　［スペース有］
・トイレ　［車椅子用］
＊上記のほか、必要な合理的配
慮については申し出ください
＊フレックス制度あり
　（コアタイム　１１：００～１５：００）
※賞与なし

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時00分～17時40分

正社員以外
300,000円～
500,000円

・パソコンを使用した業務経験があること
・パソコン中級以上（ワード・エクセル・パ
ワーポイント）・医薬業界経験者尚可、英
語が出来る方尚可

専門・短大卒業以上 年齢
不問

医薬品・化粧品小売業

一般事務 東京都千代田区西神田３－５－２

東京都中央区

エクセル・ワードの基本操作
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 10/16　中央ブロック障害者就職面接会

就業時間 従業員
休日・
週休二
日制

所在地・産業・就業場所 施設状況及び備考欄
職種・雇用期間・形態・学歴・必要
な免許資格・経験

求人
数

年齢・
省令 賃金

座席
番号

事業所名・求人番号・その他 仕事の内容

年俸 企業全体8,504人

不問
就業場所5,293人 土日祝

1人 うち女性 677人

13010-96978281 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 25時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

年俸 企業全体8,504人

不問
就業場所5,293人 土日祝

1人 うち女性 677人

13010-96979181 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 25時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体1,413人

35歳
以下

就業場所 24人 土日祝

1人 うち女性 8人

13010-94509781 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生・財形
月平均時間（時） 10時間 就業場所

確定給付年金
休憩時間（分） 50分

月給 企業全体 850人

不問
就業場所 64人 土日他

1人 うち女性 41人

13010-96982581 うちパート 2人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 10時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体 850人

不問
就業場所 64人 土日他

1人 うち女性 41人

13010-96984781 うちパート 2人 その他

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 10時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

５４
｜
②

５３

５２
｜
①

５２
｜
②

５４
｜
①

ＰＣの基本操作（ワード：定型的な文
書の作成・編集／エクセル：ＶＬＯＯ
ＫＵＰやＳＵＭ関数など表計算がで
きる程度）

1,909,200円
～3,111,600

円

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

旭情報サービス　株
式会社 一般事務

・パソコンを使用してデータ入力及び管理
・書類選考及び整理
・給与計算
・電話対応　等

（業務範囲は障害の程度により考慮いたしま
す。）

東京都千代田区

東京電力ホールディ
ングス株式会社

・一般事務
　各種資料の作成・編集、会議等の資料印
刷、準備／記者会　見の資料準備・議事録作
成／ＷＥＢサイト・ＳＮＳコンテ　ンツ制作・掲載
／社内コミュニケーション資料等制作・掲　載
（社内広報紙、イントラネットコンテンツ）

・事務補助
　郵便物仕分け／事務用品の管理・発注／新
聞の切り抜き・　コピー、整理

＊広報室での勤務となります。

一般事務及び事務補助 東京都千代田区内幸町１－１－３

ＰＣの基本操作（ワード：定型的な文
書の作成・編集／エクセル：表計算
ができる程度）＊パワーポイントの文
書作成・編集ができるとなお可

・出入口段差：無
・出入口ドア：自動
・エレベーター：有
・階段手すり：有
・車椅子移動スペース：有
・トイレ：洋式
＊上記の他、必要な合理的
配慮についてはお申出くださ
い。
＊当初契約は１２か月。雇用
期間満了後、正社員登用の
可能性有。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 8時40分～17時20分

正社員以外
159,100円～
259,300円年齢

不問
電気業

・出入口段差：無
・出入口ドア：自動
・エレベーター：有
・階段手すり：有
・車椅子移動スペース：有
・トイレ：洋式
＊上記の他、必要な合理的
配慮についてはお申出くださ
い。
＊当初契約は１２か月。雇用
期間満了後、正社員登用の
可能性有。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 8時40分～17時20分

正社員以外
159,100円～
259,300円年齢

不問
電気業

東京電力ホールディ
ングス株式会社

・一般事務
　海外コンサルティング事業の予算・収支管
理、勘定残高確　認／海外出張に関するデー
タ登録、出張旅費精算／各種台　帳の管理、
照合

・事務補助
　ファイリング、データ入力・集計

＊国際室での勤務となります。

一般事務及び事務補助 東京都千代田区内幸町１－１－３

日商簿記２級以上取得していれば
尚可

【設備状況】
・出入口段差：無
・出入口ドア：開き戸
・エレベーター：有
・階段手すり：無
・車椅子移動スペース：有
・トイレ：洋式
＊必要な合理的配慮につい
てはお申し出ください。

ティファニー・アンド・
カンパニー・ジャパン・
インク

ジュエリー、時計の修理対応に関するアシスタ
ント業務
・注文出庫の受付データ入力
・検品
・修理品発送業務
・棚卸サポート業務（検量、スキャニング）
・その他アシスタント業務（郵便物管理、備品
発注、各種書　類のメンテナンス）

カスタマーサービス 東京都千代田区丸の内２－１－１
明治安田生命ビル１５階

東京都江東区
事務経験３年以上
ＰＣスキル（ワード、エクセル）
時計やジュエリーに関わる経験があ
れば尚可

東京都江東区

(1) 9時30分～18時00分

正社員以外
225,000円～
250,000円

高卒以上 年齢
不問

その他の織物・衣服・身の回り品小
売業

1,909,200円
～3,111,600

円

配送業務経験あれば尚可

年齢
不問

その他の織物・衣服・身の回り品小
売業

東京都千代田区丸の内２－１－１
明治安田生命ビル１５階

【設備状況】
・出入口段差：無
・出入口ドア：開き戸
・エレベーター：有
・階段手すり：無
・車椅子移動スペース：有
・トイレ：洋式
＊必要な合理的配慮につい
てはお申し出ください。

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (1) 9時30分～18時00分

正社員以外
201,000円～
217,500円

高卒以上

一般事務 東京都千代田区丸の内１－７－１２
サピアタワー１１Ｆ

ティファニー・アンド・
カンパニー・ジャパン・
インク ・商品出荷（ピッキング、伝票照合、仕分け等）

・パッケージ箱の組立
・商品梱包
・メッセージヤードの封筒入
・その他アシスタント業務　　等

物流アシスタント業務

＜就業場所における現在の
施設等の状況＞
・電話応対：電話応対が困
難な方はなし
・出入口等段差：無
・出入口ドア（開き戸）
・エレベーター：有
・階段手すり：有　片
・建物内車椅子移動：スペー
ス有
・トイレ：洋式・車椅子用
＊必要な合理的配慮につい
ては申し出ください。

雇用期間の定めなし (1) 9時00分～17時50分

正社員
168,700円～
215,000円

東京都千代田区

省令
３号の

イ

情報処理・提供サービス業
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就業時間 従業員
休日・
週休二
日制

所在地・産業・就業場所 施設状況及び備考欄
職種・雇用期間・形態・学歴・必要
な免許資格・経験

求人
数

年齢・
省令 賃金

座席
番号

事業所名・求人番号・その他 仕事の内容

月給 企業全体 850人

不問
就業場所 64人 土日他

1人 うち女性 41人

13010-96981981 うちパート 2人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 10時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体 877人

不問
就業場所 69人 他

1人 うち女性 61人

13010-96980681 うちパート 6人 その他

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 10時間 就業場所

休憩時間（分） 90分

月給 企業全体 999人

不問
就業場所 69人 日祝

1人 うち女性 24人

13010-97699181 うちパート 0人 その他

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生・財形
月平均時間（時） 就業場所

確定給付年金
休憩時間（分） 60分

月給 企業全体 280人

不問
就業場所 210人

土日祝
他

2人 うち女性 70人

13010-95398181 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体2,517人

不問
就業場所 502人 土日祝

2人 うち女性 259人

13010-97713381 うちパート 11人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 10時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

５６

５７
｜
①

５５

５４
｜
④

５４
｜
③

年齢
不問

パソコンの基本操作が可能な方

紙製容器製造業

株式会社　トーモク
本社での事務業務
・データ入力
・資料整理

＊担当者がマンツーマンで仕事を教えます。
＊障害の状況により業務内容は配慮致します。

一般事務職 東京都千代田区丸の内２－２－２
丸の内三井ビル　４階 【設備状況】

・出入口段差：無
・出入口ドア：開き戸
・エレベーター：有
・車椅子移動スペース：有
・階段手すり：片側
・電話応対：障害の状況に応
じて
・トイレ：車椅子用（１階の
み）、洋式
＊必要な合理的配慮につい
てはお申し出ください。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時00分～18時00分

正社員以外
160,000円～
200,000円年齢

不問

【設備状況ほか】
・電話応対（有）
・出入口段差（有５ｃｍ以上）
・出入口ドア（自動・開き戸）
・エレベーター（有）
・階段手すり（無）
・車椅子移動スペース（無）
・トイレ（洋式）
＊必要な合理的配慮につい
てはお申し出ください。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時30分～20時30分

正社員以外
208,500円～
274,500円 その他の織物・衣服・身の回り品小

売業

ティファニー・アンド・
カンパニー・ジャパン・
インク

宝飾品（ジュエリー、時計、銀製品、皮小物等）
の接客販売並びにバックヤードでの事務作業
・お客様の来客対応
・商品管理
・検品
・会計処理


接客販売・バックヤード 変形（１ヶ月単位） 東京都千代田区丸の内２－１－１
明治安田生命ビル１５階

その他の織物・衣服・身の回り品小
売業

高卒以上

【設備状況】
・出入口段差：無
・出入口ドア：開き戸
・エレベーター：有
・階段手すり：無
・車椅子移動スペース：有
・トイレ：洋式
＊必要な合理的配慮につい
てはお申し出ください。

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (1) 9時30分～18時00分

正社員以外
225,000円～
250,000円

高卒以上 年齢
不問

契約期間は３か月（試採用）以
降最長１年毎の更新
【設備状況】（東京本社）
・エレベータ（有）　・車椅子移動
スペース（無）　・階段手すり（片
側）・トイレ（洋式）・出入口段差
（有）
（埼玉本社）
・エレベータ（有）　・車椅子移動
スペース（有）　　・階段手すり
（片側）・トイレ（洋式）・出入口段
差（有）
＊必要な合理的配慮について
はお申し出ください。

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (1) 9時00分～17時00分

正社員以外
175,000円～
175,000円

東京都千代田区
さいたま市

パソコン操作

株式会社　レーベンコ
ミュニティ ・資料の整備（ファイリング、スキャン等）

・ＰＣ入力業務（簡単なＰＣ操作）
・郵便物の仕分・配布


＊適性や障害の状況を考慮して業務内容を決
定いたします。
＊未経験者可：充実した研修制度あり

一般事務 ＜就業場所における現在の
施設等の状況＞
●電話応対：困難な方はな
し
●出入口段差　（無）
●出入口ドア　（自動）
●エレベーター（有）
●階段手すり　（有：片側）
●車いす移動スペース（無）
●トイレ　（洋式）
上記のほか、必要な合理的
配慮については申出ください

＊正社員登用の可能性あり

東京都中央区

ティファニー・アンド・
カンパニー・ジャパン・
インク

・オフィスエリアの最適化（事務備品発注、清
掃、電球交換　空調設備の調整窓口、オフィス
ドリンクの管理、会議室美　化等）
・福利厚生アシスタント業務
・各取引会社との窓口対応
・社内便、郵便物の管理　　等

人事総務アシスタント業務 東京都千代田区丸の内２－１－１
明治安田生命ビル１５階

東京都江東区

・接客業の経験３年以上
・百貨店またはラグジュアリーブラン
ドでの販売経験あれば尚可

事務経験３年以上
ＰＣスキル（ワード、エクセル）
人事、総務経験あれば尚可　英語
力あれば尚可

高卒以上 年齢
不問

損害保険業

東京都千代田区三番町６－１４　日
本生命三番町ビル

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時00分～18時00分

正社員以外
175,000円～
250,000円

日新火災海上保険株
式会社

一般事務
・データ入力
・データ加工（エクセル・ワード）
・紙資料のＰＤＦ化（名前をつけて保存・アップ
ロード）
・メールの送受信
・社内システムオンラインによる契約確認
・文書整理
・ファイリング
・電話対応（応相談）


一般事務 東京都千代田区神田駿河台２丁
目３番地

年齢
不問

建物サービス業
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就業時間 従業員
休日・
週休二
日制

所在地・産業・就業場所 施設状況及び備考欄
職種・雇用期間・形態・学歴・必要
な免許資格・経験

求人
数

年齢・
省令 賃金

座席
番号

事業所名・求人番号・その他 仕事の内容

時給 企業全体2,517人

不問
就業場所 502人 土日祝

1人 うち女性 259人

13010-97714681 うちパート 11人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 5時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

時給 企業全体2,517人

不問
就業場所 502人 土日祝

1人 うち女性 259人

13010-97715981 うちパート 11人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 5時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体4,961人

不問
就業場所3,231人 土日祝

1人 うち女性 857人

13010-97656881 うちパート 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生・財形
月平均時間（時） 20時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体4,961人

不問
就業場所 3人 土日祝

2人 うち女性 1人

13010-97646481 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生・財形
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体2,886人

不問
就業場所 328人 土日祝

5人 うち女性 83人

13010-97796081 うちパート 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生・財形
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

５７
｜
②

５７
｜
③

年齢
不問

５８
｜
②

５８
｜
①

５９

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

日新火災海上保険株
式会社

一般事務
・データ入力
・ファイリング
・紙資料のＰＤＦ化（名前をつけて保存、ファイ
ルのアップ　ロード）
・メールの送受信
・社内システムオンラインによる契約確認
・文書整理
・電話応対（応相談）


一般事務

建物サービス業

大成有楽不動産　株
式会社

・ワードやエクセルなど簡単なＰＣ作業
・文書整理・ファイリング
・社内郵便物の処理
・電話取り次ぎ（相談可）　など
　
◎障害の状況によって相談に応じます。
◎賞与前年度実績：年２回（６４万円）
◎社内ネットワークサポートできる方歓迎
◎就業場所は、首都圏支店でも可（新宿区・横
浜市中区・さいたま市大宮区・千葉市中央区な
ど）ご相談ください

一般事務 東京都中央区京橋３－１３－１　有
楽ビル

東京都中央区

東京都新宿区

基本的なパソコンスキル（ワード、エ
クセル、メール等）

パソコン基本操作（ワード・エクセル）

＜就業場所における現在の
施設等の状況＞
・出入口段差［階段３～４段］
・出入口ドア［一部手動］
・エレベーター［有］
・階段手すり［有（片側）］
・車椅子移動スペース［無］
・トイレ　　［洋式］

＊上記のほか、必要な合理
的配慮については申し出くだ
さい
＊正社員登用制度有

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

高卒以上

(1) 8時30分～17時30分

正社員以外
180,000円～
180,000円

アビームコンサルティ
ング株式会社

オフィスワーク全般で、パソコンを使う事務のお
仕事です。＜主な業務＞
・エクセルを使用したデータ入力、資料作成、
ファイリング、メールおよび電話応対

＊電話応対については、相談可能です
＊丁寧に指導致しますので、安心してご応募
下さい　　　　＊入社後２週間は外部研修をオ
フィス内にて受けて頂く場　合もございます。
【未経験可】

事務スタッフ 東京都千代田区丸の内一丁目４
番１号　　丸の内永楽ビルディング

翻訳の場合ＴＯＥＩＣ９００点以上

・設備状況
エレベーター：有
建物段差：無　
階段手すり：有
多目的トイレ及び洋式トイレ：
有　車椅子移動スペース：有
・通院の配慮致します。
・必要な合理的配慮につい
てはお申し出ください。
＊Ｗｅｂ適性テストはご自宅
で受けていただきます。ＷＥ
Ｂ環境のない方はご相談くだ
さい。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時00分～17時30分

正社員以外
185,000円～
300,000円

高卒以上 年齢
不問

その他の専門サービス業

　・基本的なパソコンスキル（メー
ル、ワード、エクセル等）
　・一般企業での事務経験（補助で
も可）

設備状況
・エレベーター（有）・建物内
車椅子移動スペース（有）　
・階段手すり（片側）
・多目的トイレ（有）　　　　　　
・出入口段差（無）
・通院の配慮致します。
・必要な合理的配慮につい
てはお申し出ください。
＊Ｗｅｂ適性テストはご自宅
で受けていただきます。ＷＥ
Ｂ環境のない方はご相談くだ
さい。

(1) 9時00分～17時30分

正社員以外
275,300円～
330,000円

高卒以上 年齢
不問

その他の専門サービス業

アビームコンサルティ
ング株式会社

スキル・ご経験に応じて、下記１～３の中から業
務内容を検討します。

１、事務：各部門より依頼されるデータ入力、書
類の印刷、　書類のファイリング、捺印申請、請
求書処理　　
２、翻訳：各部門より依頼される資料の翻訳業
務及びレビュー業務（英⇔日）　　　　　　
３、開発：マクロ開発による業務改善（ＶＢＡ）
ツールを開発により、業務の自動化、効率化を
目指す

管理部門スタッフ 東京都千代田区丸の内一丁目４
番１号　　丸の内永楽ビルディング

＊契約更新可　
（初回のみ試採用期間３ヶ月
・以後最長６ヶ月毎の更新）

【障がい者対応設備】
・エレベーター（有）・建物内
車椅子移動スペース（有）
・階段手すり（片側）・トイレ
（洋式）
・出入口段差（有）
＊必要な合理的配慮につい
てはお申し出ください。

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (1) 9時00分～17時00分

パート労働者
980円

～980円
高卒以上 年齢

不問
損害保険業

パソコン操作

日新火災海上保険株
式会社

一般事務
・データ入力
・ファイリング
・紙資料のＰＤＦ化（名前をつけて保存、ファイ
ルのアップ　ロード）
・メールの送受信
・社内システムオンラインによる契約確認
・文書整理
・電話応対（応相談）


一般事務 東京都千代田区神田駿河台２丁
目３番地

＊契約更新可　
（初回のみ試採用期間３ヶ月
・以後最長６ヶ月毎の更新）

【障がい者対応設備】
・エレベーター（有）・建物内
車椅子移動スペース（無）
・階段手すり（片側）・トイレ
（洋式）
・出入口段差（有）
＊必要な合理的配慮につい
てはお申し出ください。

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (1) 9時00分～17時00分

パート労働者
1,100円～
1,100円

高卒以上 損害保険業

東京都千代田区

年齢
不問

東京都千代田区神田駿河台２丁
目３番地

埼玉県さいたま市浦和区

パソコン操作

23



 10/16　中央ブロック障害者就職面接会

就業時間 従業員
休日・
週休二
日制

所在地・産業・就業場所 施設状況及び備考欄
職種・雇用期間・形態・学歴・必要
な免許資格・経験

求人
数

年齢・
省令 賃金

座席
番号

事業所名・求人番号・その他 仕事の内容

月給 企業全体 293人

不問
就業場所 230人

土日祝
他

1人 うち女性 85人

13010-96991481 うちパート 50人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 10時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体6,001人

不問
就業場所4,738人

土日祝
他

3人 うち女性 1,553人

13010-97175281 うちパート 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 10時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体 159人

不問
就業場所 150人

土日祝
他

1人 うち女性 119人

13010-97701881 うちパート 66人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 5時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体 574人

不問
就業場所 235人 土日祝

1人 うち女性 193人

13080-63833381 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体1,000人

不問
就業場所 190人

土日祝
他

1人 うち女性 55人

13010-94890781 うちパート 5人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 10時間 就業場所

休憩時間（分） 50分

６０

６２

６４

６１

63

東京都千代田区

［尚可］ＰＣスキル（基本的な操作ができ
る程度）

・出入口段差（無）
・出入口ドア（開き戸）
・エレベーター（有）
・階段手すり（有：片側）
・建物内車椅子移動スペース
（有）　・トイレ（車椅子用・洋式）
・電話応対（有）
※必要な合理的配慮について
はお申し出ください。
＊能力に応じて昇給あります。
＊正社員への登用制度ありま
す。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時00分～17時00分

正社員以外
180,000円～
240,000円年齢

不問
駐車場業

パーク２４株式会社
＜サポート業務をお任せします。＞
○簡単な資料の作成および内容チェック
○簡単な電話の取次ぎ対応
・求職者や事業者からの電話による問い合わせ
に対し、担当者に取り次いでいただくものです。
・問い合せた内容に関する判断については、担
当が行います。
○その他、採用関係業務に関するサポート業
務

　※配属先は人事採用部門を考えております。

事務 東京都千代田区有楽町２－７－１
有楽町イトシア２０Ｆ

＜就業場所における現在の
施設等の状況＞
・電話応対＜有（なお、電話
応対が困難な方はなし）＞
・エレベーター＜有＞・建物
内車椅子移動＜スペース有
＞
・階段手すり＜片側＞・トイレ
＜洋式・車イス用＞
・出入口段差＜無＞　・点字
表示＜無＞
＊必要な合理的配慮につい
ては申し出下さい
＊「正職員登用制度有り」

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2) 9時30分～17時30分

正社員以外
170,000円～
250,000円

(3) 10時30分～18時30分

年齢
不問

ローテーションによる交代制
（２週間から１か月間隔で交

代）

公認会計士事務所，税理士事務
所

ＥＹ新日本有限責任
監査法人

○庶務業務
　・事務所／会議室の整理、整頓、清掃
　・文房具類の在庫確認、発注、補充
　・複合機の用紙確認、補充
　・メール便の回収と配布、宅配便の配送手配
　・自販機補充立会
　・給茶機等の水補充
　・電話の担当者への取り次ぎ
・その他
　＊配属先は、総務・人事・経理・監査部門で
す。
　＊業務内容は障がいの程度を考慮いたしま
す。

一般事務 (1) 8時00分～16時00分 東京都千代田区有楽町１丁目１－
２　東京ミッドタウン日比谷　日比
谷タワー

東京都千代田区

パソコンの基本操作

＜就業場所における現在の施
設等の状況＞
●電話応対［電話対応が困難な
方は無］　　
●出入口段差［無］
●エレベーター［有］
●トイレ［洋］
●車椅子移動スペース［無］
＊出入口は自動ドアではありま
せん。
＊上記の他、必要な合理的配
慮についてはお申し出ください
＊正社員登用制度もあります。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時00分～17時10分

正社員以外
175,000円～
270,000円年齢

不問
印刷業

株式会社　保健同人
社 経営管理部において、経験に応じて以下に記

載の事務を担当していただきます。

・給与計算、社会保険関係書類、データ入力
・人事関連データ更新
・会議資料作成
・ファイリング・事務備品管理　　　他

一般事務 東京都千代田区一番町４－４

パソコン操作（ワード・エクセルは入
力、編集（関数を使用した表作成）、
パワーポイントはファイル加工、デー
タ差替ができること。

東京都千代田区岩本町３－２－４
岩本町ビル５階

株式会社　日鉄コミュ
ニティ

文書・集計表作成
書類ファイリング
コピー・スキャニング
社内施設予約
電話対応（取り次ぎ）
郵便物の仕分け　など社内業務

＊仕事内容については、障害の内容・程度によ
り相談に応じます。

事務職

パソコン操作（Ｗｏｒｄ，Ｅｘｃｅｌが使
える方）

【設備状況】
・出入口段差：無
・エレベーター：有
・ビル出入口：自動、事務フ
ロア入口：開き戸
・車椅子移動スペース：無
・トイレ：洋式
＊必要な合理的配慮につい
てはお申し出ください。
＊契約は当初はＨ３１，３，３１
まで、その後半年更新

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時00分～17時30分

正社員以外
162,000円～
200,000円年齢

不問
建物サービス業

株式会社東京海上日
動キャリアサービス ○電話応対（社内・社外）

○データ入力（ワード・エクセル）
○資料作成
○ファイリング業務　　など社内業務


※業務内容については相談可

一般事務 東京都新宿区新宿６丁目２７－３０
新宿イーストサイドスクエア６階

＜建物設備の状況＞　
・エレベータ：有
・出入口段差：無
・車椅子移動スペース：可
・階段手すり：有（片側）
・点字表示：有
・トイレ：洋式

＊必要な合理的配慮につい
ては申し出ください。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時00分～17時00分

正社員以外
170,970円～
199,470円

高卒以上 年齢
不問

他に分類されない事業サービス業

新宿区
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就業時間 従業員
休日・
週休二
日制

所在地・産業・就業場所 施設状況及び備考欄
職種・雇用期間・形態・学歴・必要
な免許資格・経験

求人
数

年齢・
省令 賃金

座席
番号

事業所名・求人番号・その他 仕事の内容

月給 企業全体 140人

不問
就業場所 64人

土日祝
他

5人 うち女性 17人

13010-97027181 うちパート 6人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 10時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体1,368人

不問
就業場所 0人 他

5人 うち女性 0人

13010-96878981 うちパート 0人 その他

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生・財形
月平均時間（時） 10時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

時給 企業全体1,368人

不問
就業場所 0人 土日他

5人 うち女性 0人

13010-96912081 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体
27,122

人
59歳
以下

就業場所 0人 他

2人 うち女性 0人

13010-97707981 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生・財形
月平均時間（時） 20時間 就業場所

確定拠出年金
休憩時間（分） 60分

時給 企業全体
27,122

人
不問

就業場所 0人 他

4人 うち女性 0人

13010-97710281 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生 1,000円～
1,500円

月平均時間（時） 10時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

６６
｜
①

６６
｜
②

６７
｜
①

６７
｜
②

６５ 年齢
不問

(3)10時00分～15時00分 他に分類されない事業サービス業

株式会社　アウトソー
シングビジネスサービ
ス

・人事労務事務：データ入力、チェック、契約書
作成、管理
・給与事務：
・社会保険事務：各種書類の作成、管理
・総務及び採用事務：書類の電子化、仕分け、
印刷、製本
上記に係る書類整理、データ入力等

※電話応対が苦手な方はご相談ください
※障がいのある方が活躍している現場です。
※３０～４０代の方も幅広く活躍しています。
※就業時間応相談（週２０時間以上）

一般事務 フレックス 東京都千代田区丸の内１－８－３
丸の内トラストタワー本館４階

Ｗｏｒｄ，Ｅｘｃｅｌの基本操作が可能な方
※事務職の経験がある方歓迎

＊試用期間２ヶ月（同条件）
＊・電話応対：電話応対が
困難な方はなし　　　　　　　　
・出入口段差：無
・出入口ドア：開き戸　　　
　・エレベーター：有
・階段手すり：有（片）
・車椅子移動スペース：有
・トイレ：車椅子用、洋式
＊上記の他、必要な合理的
配慮についてはお申出くださ
い。＊精神保健福祉士によ
るサポートがあります。

雇用期間の定めなし (1) 9時00分～18時00分

正社員
161,600円～
202,000円

(2) 8時00分～19時00分

高卒以上

東京都中央区晴海一丁目８番１１
号
晴海アイランドトリトンスクエアオ
フィスタワーＹ棟

・エレベーター：有
・出入口段差：無
・出入口ドア：開き戸
・階段手すり：片
・建物内車椅子移動スペース：
有　・トイレ：車椅子用
＊設備状況は施設により若干異
なる場合有
＊必要な合理的配慮について
はお申し出ください。
※障害の状況・通院状況等によ
り、勤務開始時間・終了時間
応相談。
※転居を伴わない地域限定社
員制度もあります。

雇用期間の定めなし (1) 9時00分～18時00分

正社員
218,000円～
284,000円

正社員以外
160,800円～
241,200円

高卒以上 年齢
不問

情報処理・提供サービス業

株式会社　ベルシス
テム２４

コールセンターで電話やメールを使って、お客
様とのやり取りを行い、良好な関係を築く仕事
です。
お客様からの電話を受け、注文を受けたり、今
までご利用いただいている顧客の方へ電話を
かけ、新しい商品などを勧めたりするお仕事で
す。
業務は受信発信両方ありますが、必要な情報
をパソコンに履歴を登録しながら行います。

テレコミュニケータ 東京都中央区晴海一丁目８番１１
号
晴海アイランドトリトンスクエアオ
フィスタワーＹ棟

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (1) 9時00分～18時00分

パソコン操作（エクセル・ワード・アウ
トルックなど）

東京都豊島区

パソコン操作（キーボードを見ながら
文字入力ができること）

・エレベーター：有
・出入口段差：無
・出入口ドア：開き戸
・階段手すり：片
・建物内車椅子移動スペー
ス：有　・トイレ：車椅子用
＊設備状況は施設により若
干異なる場合有
＊必要な合理的配慮につい
てはお申し出ください。
※障害の状況・通院状況等
により、勤務開始時間・終了
時間　応相談。

高卒以上 省令１
号

情報処理・提供サービス業

株式会社　ベルシス
テム２４

オペレーターの教育、シフト管理、業務マニュ
アルの作成
業務結果の集計と分析、クライアントへの報告
等のコールセンターの運用・管理をお任せいた
します。

コールセンター運営スタッフ

年齢
不問

補助的金融業，金融附帯業

Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄを使用した事務経験
がある方

イオンクレジットサービ
ス　株式会社

　・書類作成
　・データ入力　　等
　
※仕事の内容については能力・経験等によりご
相談させてい　ただきます。
※雇用期間は当初１ヶ月（以降更新あり）長期
勤務を考えて　いる方を希望します。


一般事務（パート）

東京都豊島区
中野区

Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄを使用した事務経験
がある方

変形（１ヶ月単位） 東京都千代田区神田錦町３丁目２
２番地　テラススクエア１２階

東京、千葉、神奈川、
埼玉等全国営業所

＜設備状況＞・出入口段差
（無）　・出入口ドア（自動）
・エレベーター（有）　・階段手す
り（有）　・車椅子移動スペース
（有）　・障がい者用トイレ（有）　・
電話応対（電話対応が困難な方
は無）
＊必要な合理的配慮について
は申し出ください。
※従業員買物割引制度（条件
有）
※社員持株会　※総合共済会
（イオングッドライフクラブ）
※子女教育手当　※通勤手当
は当社規程による。

雇用期間の定めなし (1) 9時00分～21時00分

正社員
216,000円～
216,000円

＜設備状況＞
・出入口段差（無）　
・エレベーター（有）
・階段手すり（有）
・車椅子移動（スペースあり）
・障がい者用トイレ（有）
＊必要な合理的配慮につい
てはお申し出ください。
※社員転換制度あり　※従
業員買物割引制度（条件
有）
※通勤手当は当社規程有　
※昇給条件有

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (1) 9時00分～18時00分

パート労働者
1,000円～
1,000円

高卒同等以上の学力を有する方

変形（１ヶ月単位） 東京都千代田区神田錦町３丁目２
２番地　テラススクエア１２階

東京都千代田区

高卒同等以上の学力を有する方 年齢
不問

補助的金融業，金融附帯業

イオンクレジットサービ
ス　株式会社

　・書類作成
　・データ入力
　・ご入金案内　等

※仕事の内容及びご入金案内等電話対応に
ついては能力・経験等によりご相談させていた
だきます。

※就業場所人数は、面接時にご案内します。

※設備状況は、施設により若干異なる場合が
あります。

（一般事務（正社員）
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就業時間 従業員
休日・
週休二
日制

所在地・産業・就業場所 施設状況及び備考欄
職種・雇用期間・形態・学歴・必要
な免許資格・経験

求人
数

年齢・
省令 賃金

座席
番号

事業所名・求人番号・その他 仕事の内容

時給 企業全体
27,122

人
不問

就業場所 0人
土日祝
他

3人 うち女性 0人

13010-97729281 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生 1,000円～
1,300円

月平均時間（時） 10時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

時給 企業全体 39人

不問
就業場所 25人 土日祝

1人 うち女性 18人

13010-97745281 うちパート 9人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 0分

日給 企業全体 891人

不問
就業場所 573人 土日祝

3人 うち女性 154人

13010-96201281 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生 11,000円
～11,000円

月平均時間（時） 5時間 就業場所

確定拠出年金
休憩時間（分） 60分

月給 企業全体 891人

59歳
以下

就業場所 573人 土日祝

1人 うち女性 154人

13010-96200881 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 10時間 就業場所

確定拠出年金
休憩時間（分） 60分

月給 企業全体
57,266

人
不問

就業場所2,630人 土日祝

5人 うち女性 841人

13010-97709481 うちパート 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生・財形
月平均時間（時） 10時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

東京、千葉、埼玉、神
奈川の各支社

６９
｜
②

６９
｜
①

７０
｜
①

６７
｜
③

６８ 年齢
不問

情報処理・提供サービス業

アノテーション　株式
会社

上記事務所を巡回し、下記を担当していただ
きます。
・郵便物の管理、集配
・事務用品や備品の管理、補充
・社内清掃（事務室内やトイレ）
これ以外にデータ入力や来客、電話対応もして
いただきます。（電話対応業務は相談に応じま
す。）

※上記就業場所欄に記載されている３つ以外
にご希望に応じて九段下オフィス（千代田区九
段北１－３－１）のみでの就業も可能です。

庶務業務 東京都千代田区神田佐久間町１
－１１　産報佐久間ビル８Ｆ

東京都千代田区

就業場所における現在の施
設等の状況
・出入口段差　（無）
・出入口ドア　　（引き戸）
・エレベーター（有）
・階段手すり　　（無）
・建物内車椅子移動スペー
ス　（有）　・トイレ（洋式）

※上記の他必要な合理的
配慮についてはお申し出くだ
さい。
※週１０時間以上２０時間未
満での就業も相談に応じま

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (1) 9時00分～13時00分

パート労働者
1,000円～
1,000円

※６か月契約後、双方合意の
下、無期雇用契約へ転換。
※公共交通機関を利用して自
力で勤務できる方を希望。
※賞与は昨年実績２３４，２５０円
（年間）です。
※障害者対応設備については
施設により異なります。
（必要な合理的配慮については
申し出ください。）
※就業場所は相談に応じます。
※２次面接時に筆記試験・ＰＣ
試験を行います。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時00分～17時00分

正社員以外
190,500円～
213,850円

高卒以上 年齢
不問

生命保険業

第一生命保険　株式
会社 ・生保事業に関わる事務

（ＰＣ操作、書類作成・点検など）
・電話対応

※　障害の状況に応じて配慮いたします。


一般事務 東京都千代田区有楽町１‐１３‐１

・パソコン（ワード、エクセル）基礎操
作　

・エレベーター：有
・出入口段差：無
・出入口ドア：開き戸
・階段手すり：片
・建物内車椅子移動スペー
ス：有　・トイレ：車椅子用
＊設備状況は施設により若
干異なる場合有
＊必要な合理的配慮につい
てはお申し出ください。
※障害の状況・通院状況等
により、勤務開始時間・終了
時間　応相談。

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (1) 9時00分～18時00分

正社員以外
160,800円～
209,040円

高卒以上 年齢
不問

情報処理・提供サービス業

株式会社　ベルシス
テム２４

各種データの入力、社内書類の整理、ファイリ
ング、
電話対応など個人の経験や希望に合わせて
業務を考えていきます。
事務経験の無い方でも、パソコン基本操作等
お教えしますので安心して就業が可能です。

一般事務 東京都中央区晴海一丁目８番１１
号
晴海アイランドトリトンスクエアオ
フィスタワーＹ棟

東京都中央区
中野区

パソコン操作（キーボードを見ながら文字
入力ができること）

雇用期間の定めなし (1) 8時55分～17時15分

正社員
198,200円～
198,200円

大学・大学院卒

独立行政法人　住宅
金融支援機構

本店及び支店における、営業、債権管理、リス
ク管理、経営企画、商品企画、法務、調査、財
務企画、資金調達、審査、業務推進、まちづく
り融資などに関する企画・立案業務など
※総合職として募集しますので、全国転勤があ
ります。
　　（勤務地等についてご要望があれば、個別
に
　　　ご相談ください。）

＜就業場所における現在の
施設等の状況＞
・電話応答（有）
・出入口段差（無）
・出入口ドア（開き戸）
・エレベーター（有）
・階段手すり（片側）
・車椅子移動スペース（有）
・トイレ（車椅子用）
※上記の他、必要な合理的
配慮についてはお申し出くだ
さい

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 8時55分～17時15分

正社員以外
224,400円～
224,400円年齢

不問
中小企業等金融業

総合職 ＜就業場所における現在の
施設等の状況＞
　・電話応答（有）
・出入口段差（無）
・出入口ドア（開き戸）
・エレベーター（有）
・階段手すり（片側）
・車椅子移動スペース（有）
・トイレ（車椅子用）
※設備については就業場所
により異なります
※必要な合理的配慮につい
てはお申し出ください

東京都文京区後楽１－４－１０

独立行政法人　住宅
金融支援機構

パソコンによる書類作成・データ入力
文書の受発信、書類チェック
電話応対、来客接遇　など

一般事務 東京都文京区後楽１－４－１０

東京都文京区

パソコンスキル、ビジネスマナー、
オフィスワークの経験３年以上

省令１
号

中小企業等金融業

北海道、宮城、東京、
石川、愛知、大阪、広
島、香川、福岡のいず
れか
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就業時間 従業員
休日・
週休二
日制

所在地・産業・就業場所 施設状況及び備考欄
職種・雇用期間・形態・学歴・必要
な免許資格・経験

求人
数

年齢・
省令 賃金

座席
番号

事業所名・求人番号・その他 仕事の内容

月給 企業全体
57,266

人
不問

就業場所2,630人 土日祝

5人 うち女性 841人

13010-97708581 うちパート 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生・財形
月平均時間（時） 10時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体 10,775人

不問
就業場所 614人

土日祝
他

1人 うち女性 157人

13080-67419381 うちパート 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生・財形
月平均時間（時） 20時間 就業場所

厚生年金基金
休憩時間（分） 60分

月給 企業全体 10,775人

不問
就業場所 614人 土日祝

1人 うち女性 157人

13080-67417181 うちパート 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生・財形
月平均時間（時） 20時間 就業場所

確定給付年金
休憩時間（分） 60分

月給 企業全体 10,775人

18歳
以上

就業場所 614人 他

1人 うち女性 157人

13080-67414781 うちパート その他

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生・財形
月平均時間（時） 20時間 就業場所

休憩時間（分） 60分 東京都新宿区

時給 企業全体 298人

不問
就業場所 69人 土日祝

3人 うち女性 20人

13080-65309581 うちパート 1人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 45分

71
|

①

東京、千葉、埼玉、神
奈川の各支社

７０
｜
②

※６か月契約後、双方合意
の下、無期雇用契約へ転
換。
※公共交通機関を利用して
自力で勤務出来る方を希
望。
※賞与は昨年実績２３４，２５
０円（年間）です。
※障害者対応設備は施設に
より異なります。
（必要な合理的配慮につい
ては申し出ください。）
※就業場所は相談に応じま
す。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時00分～17時00分

正社員以外
157,850円～
161,800円年齢

不問

第一生命保険　株式
会社

・メール便や書類の仕分け、発送、配布、印刷
業務、会議設営準備等

※　障害の状況に応じて配慮いたします。

庶務業務 東京都千代田区有楽町１‐１３‐１

生命保険業

大日本印刷　株式会
社

１　技術・研究開発職
　化学、材料、物理、電気、電子、機械、情報
系の専攻を生かした研究、開発、設計等

２　企画開発職
　プログラムマネジメント、ＩＴ運用等

技術・研究開発、企画開発 フレックス 東京都新宿区市谷加賀町１丁目１
番１号

【障害者用設備状況等】
設備の状況は就業場所により異
なりますので、ご確認ください。

※必要な合理的配慮について
はお申し出ください。

雇用期間の定めなし (1) 9時00分～18時00分

正社員
216,000円～
236,000円

始業・終業時間は
事務所により異なります。

大卒以上（技術系専攻） 年齢
不問

印刷業

東京都新宿区
茨城県つくば市
埼玉県蕨市　他

71
|

②

大日本印刷　株式会
社 ○営業：外勤、内勤、得意先折衝　他

○企画：分析、統計調査　他
○事務：総務、経理、データ入力　他

※配属先は採用後決定します。
※電話対応あり（電話対応が困難な方は応相
談）

営業・企画・事務 フレックス 東京都新宿区市谷加賀町１丁目１
番１号

【障害者用設備状況等】
設備の状況は就業場所により異
なりますので、ご確認ください。

※必要な合理的配慮について
はお申し出ください。

雇用期間の定めなし (1) 9時00分～18時00分

正社員
170,000円～
236,000円

始業・終業時間は
事務所により異なります。

高校卒以上 年齢
不問

印刷業

東京都内・埼玉など

71
|

③

大日本印刷　株式会
社

入社後、本人の適性を考慮し職場配属しま
す。
１．印刷部門：活版、オフセット、グラビア輪転
機にて色の調整
２．製本部門：各種加工機のオペレーター、色
調再チェック
３．その他　：製造工程の補助業務、製品の色
調チェック等

※交替制のため、夜勤もあります。交替制の勤
務時間は、入社後の配属先によって異なりま
す。

製造部門オペレーター 変形（１年単位） 東京都新宿区市谷加賀町１丁目１
番１号

※色の識別が必要な部門あり
作業適性を見るため色調判断を
実施

【障害者用設備状況等】
設備の状況は就業場所により異
なりますので、ご確認ください。

※必要な合理的配慮について
はお申し出ください。

雇用期間の定めなし (1) 9時00分～18時00分

正社員
170,000円～
236,000円

(2)20時00分～ 7時00分

高卒以上 省令
２号

（１）（２）は基本的な例。交代
制配属先により異なります

印刷業

原稿、フィルム、製品等の色調
チェックが必要。

埼玉県久喜市、三芳町

72

公益財団法人　東京
税務協会

本部または事業所で事務業務
データ入力、照合業務等

各事業所【自動車税事務所】
千代田：千代田区内神田２－１－１２　
品川：品川区東大井１－１２－１８　
練馬：練馬区北町２－８－６
足立：足立区南花畑５－１２－１
多摩：国立市北３－３０
八王子：八王子市滝山町１－２７０－５

一般事務職 東京都中野区中野４－６－１５　中
野都税事務所４階

＊加入保険・有給休暇は所定
労働時間・日数に応じて法定ど
おり。
＊従業員数は本部の人数を記
載しています。
【施設等の状況】
設備状況は各就業場所により異
なりますので、相談に応じます。
必要な合理的配慮については
お申し出ください。
電話応対：電話応対な困難な方
はなし
契約更新は勤務成績・業務量
等によります（通算最長5年）

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (1) 9時00分～17時00分

パート労働者
1,000円～
1,000円

(2) 8時45分～17時30分

年齢
不問

就業時間６時間～８時間
等相談に応じます

他に分類されない非営利的団体

東京都新宿区、千代
田区、品川区、練馬
区、足立区、国立市、
八王子市
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 10/16　中央ブロック障害者就職面接会

就業時間 従業員
休日・
週休二
日制

所在地・産業・就業場所 施設状況及び備考欄
職種・雇用期間・形態・学歴・必要
な免許資格・経験

求人
数

年齢・
省令 賃金

座席
番号

事業所名・求人番号・その他 仕事の内容

時給 企業全体 151人

不問
就業場所 10人

土日祝
他

5人 うち女性 8人

13080-65477681 うちパート 4人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分
東京都八王子市

月給 企業全体 288人

不問
就業場所 14人 日祝他

1人 うち女性 6人

13080-68410181 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体 518人

64歳
以下

就業場所 87人 日祝他

1人 うち女性 31人

13080-64786281 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 10時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体 518人

64歳
以下

就業場所 87人 日祝他

1人 うち女性 31人

13080-64790581 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 10時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体 518人

64歳
以下

就業場所 87人 日祝他

1人 うち女性 31人

13080-64794281 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 10時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

73

戦力エージェント株式
会社


・データ入力・ファイリング等の業務など


＊従業員及び会社関連の各種手続きや届出
等、交通機関を利用しての外出あり。

＊電話応対：あり


一般事務 東京都新宿区新宿１－４－１１
アイデム本社ビル別館８Ｆ

【施設設備状況】
１．エレベーター：有
２．出入口段差：有（１０ｃｍ）
３．車いす移動スペース：無
４．出入口ドア：開き戸
５．階段手すり：無　 ６．トイレ：洋式
※［関東第一業務センター］
階段手すり：有
出入口段差：正面は有（５ｃｍ）　通
用口は無
従業員２６名
（女性１７名、パート１９名）
※必要な合理的配慮についてはお
申し出ください。
契約更新は勤務成績・業績によりま
す

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時00分～17時00分

パート労働者
960円～
960円

＊週２０時間以上・４～５
日勤務で、就業時間につ

いては応相談高校卒以上 年齢
不問

他に分類されない事業サービス業

パソコンのキーボード操作
（エクセル・ワード基本操作可能な
方）

東京都新宿区

74

日本社宅サービス株
式会社 ・書類の仕分け、整理　　 ・庶務業務

・資料発送業務　　　　　　・各種書類の手配
・受付　　　　　　　　　　    ・電話対応
・エクセル、専用端末へのデータ入力


※経験・能力・障害の内容に応じて職務内容
を検討します。

人事庶務／新宿区 東京都新宿区箪笥町３５　日米ＴＩ
ＭＥ２４ビル ＜就業場所における現在の施

設等の状況＞
・電話応対：あり
・出入口段差：なし
・出入口ドア：開き戸
・エレベーター：あり
・階段手すり：なし
・車椅子移動スペース：なし
・トイレ：洋式
・点字表示：なし
※必要な合理的配慮について
はお申し出ください。
※契約更新は会社規定による

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時00分～17時30分

正社員以外
184,700円～
220,000円

就業時間は相談可

高卒以上 年齢
不問

不動産管理業

東京都新宿区

75
|

①

アイディホーム株式会
社 １）一般事務

　・ＰＣデータ入力
　・書類作成、ファイリング
　・電話対応

２）ＣＡＤオペレーター
　・ＣＡＤソフトを使用した加工画面の入力作業
など

一般事務・ＣＡＤオペレーター 変形（１ヶ月単位） 東京都新宿区高田馬場３－４６－２
５ 【障害者設備状況】

・エレベーター：あり
・階段手すり：片側　
・車椅子移動スペース：なし
・トイレ：洋式　
・出入口段差　：なし
・電話対応：応相談
※必要な合理的配慮について
はお申し出ください。

※パートタイムでの就業も応相
談

雇用期間の定めなし (1) 9時00分～18時00分

正社員
190,000円～
190,000円

高卒以上 省令１
号

建物売買業，土地売買業

・ＰＣ入力作業（ワード・エクセル）
・事務経験あれば尚良
・ＣＡＤソフトの操作経験がある方

東京都新宿区

75
|

②

アイディホーム株式会
社

■ＰＣデータ処理
（ワード・エクセル）
■書類作成・ファイリング等

総務・庶務 変形（１ヶ月単位） 東京都新宿区高田馬場３－４６－２
５ 【障害者設備状況】

・エレベーター：あり
・階段手すり：片側　
・車椅子移動スペース：なし
・トイレ：洋式　
・出入口段差　：なし
・電話対応：応相談
※必要な合理的配慮について
はお申し出ください。

※パートタイムでの就業も応相
談

雇用期間の定めなし (1) 9時00分～18時00分

正社員
190,000円～
190,000円

高卒以上 省令１
号

建物売買業，土地売買業

・ＰＣ入力作業（ワード・エクセル）
・事務経験あれば尚良

東京都新宿区

75
|

③

アイディホーム株式会
社

・ＰＣデータ書類（ＷＯＲＤ、ＥＸＣＥＬ）
・書類作成、ファイリング等
・電話対応
・ゴミ集積所の分別、整理
・玄関、廊下、階段、オフィスフロアの清掃
・トイレ清掃

一般事務・清掃 変形（１ヶ月単位） 東京都新宿区高田馬場３－４６－２
５ 【障害者設備状況】

・エレベーター：あり
・階段手すり：片側　
・車椅子移動スペース：なし
・トイレ：洋式　
・出入口段差　：なし
・電話対応：応相談
※必要な合理的配慮について
はお申し出ください。

※パートタイムでの就業も応相
談

雇用期間の定めなし (1) 9時00分～18時00分

正社員
190,000円～
190,000円

高卒以上 省令１
号

建物売買業，土地売買業

・ＰＣ入力作業（ワード・エクセル）
・事務経験あれば尚良

東京都新宿区
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 10/16　中央ブロック障害者就職面接会

就業時間 従業員
休日・
週休二
日制

所在地・産業・就業場所 施設状況及び備考欄
職種・雇用期間・形態・学歴・必要
な免許資格・経験

求人
数

年齢・
省令 賃金

座席
番号

事業所名・求人番号・その他 仕事の内容

月給 企業全体 2,079人

不問
就業場所 764人

土日祝
他

1人 うち女性 217人

13080-64779181 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 10時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体 2,079人

不問
就業場所 279人

土日祝
他

1人 うち女性 106人

13080-64773981 うちパート 1人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 3時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体 2,079人

不問
就業場所 279人

土日祝
他

1人 うち女性 106人

13080-64729281 うちパート 1人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 10時間 就業場所

休憩時間（分） 60分
埼玉県所沢市

月給 企業全体 528人

不問
就業場所 20人

土日祝
他

3人 うち女性 1人

13080-67467281 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

時給 企業全体 902人

不問
就業場所 1人 日他

1人 うち女性 0人

13080-66803881 うちパート 0人 な　し

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 45分

76
|

①

日本光電工業　株式
会社

○医療機器の開発（企画・設計・プログラミン
グ・保守・ＣＡＤなど）の各工程に応じた業務に
携わっていただきます。

＊配属先はご本人の経験・能力・適正に応じて
決定します。

プログラマー・エンジニア 東京都新宿区西落合１丁目３１番４
号 【設備状況】

１．エレベーター：有
２．出入口段差：有（１０ｃｍ）
３．車いす移動スペース：無
４．階段手すり：片側
５．トイレ：洋式
※必要な合理的配慮について
はお申し出ください。

※初回契約は３月末迄、次回更
新は４月～翌年３月末迄
※パートタイム可・短時間からの
スタート可

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 8時30分～17時10分

正社員以外
180,000円～
280,000円

(2) 9時00分～17時40分

高等学校、専門学校卒以上 年齢
不問

（１）又は（２）配属先によりま
す。時間外労働応相談。

電子応用装置製造業

技術的なスキル（設計・プログラム・
電気系知識・ＣＡＤ等）

埼玉県所沢市

76
|

②

日本光電工業　株式
会社

○電話を使ってテレマーケティングをするお仕
事です。
　他　ＰＣを使った事務

※特別なスキルは必要ありません。
　電話先は官公庁等に入札やＡＥＤの導入実
績の問い合わせです。
　また、ＰＣを使ってＡＥＤのニュースの検索な
どをお願いすることもあります。

テレマーケティング 東京都新宿区西落合１丁目３１番４
号 【設備状況】

１．エレベーター：有
２．出入口段差：有（スロープ）
３．車いす移動スペース：有
４．階段手すり：両側
５．トイレ：洋式
※必要な合理的配慮について
はお申し出ください。

※初回契約は３月末迄、次回更
新は４月～翌年３月末迄
※パートタイム可・短時間からの
スタート可

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 8時30分～17時10分

正社員以外
165,000円～
250,000円

※週２０時間以上のパート
勤務も応相談年齢

不問
電子応用装置製造業

エクセル（簡単な入力）
電話対応のご経験

東京都新宿区
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③

日本光電工業　株式
会社

○データ入力、ファイリング、電話対応（応相
談）

○社内便（社内のメール便配達）、書類・機材
の発送業務
※重たいものが難しい方は配慮します。

＊ご本人の能力・適正に応じて配属先を決定
します。
（人事・経理・営業支援・社内インフラ・物流・
技術支援等　の事務業務への就業実績あり）

事務関連業務 東京都新宿区西落合１丁目３１番４
号

【設備状況】
就業場所により異なります。
お問い合わせください。

※初回契約は３月末迄、次回更
新は４月～翌年３月末迄
※パートタイム可・短時間からの
スタート可
※週２０時間以上いのパート勤
務も応相談

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 8時30分～17時10分

正社員以外
165,000円～
250,000円

(2) 9時00分～17時40分

高等学校卒以上 年齢
不問

（１）又は（２）配属先によりま
す。時間外労働応相談。

電子応用装置製造業

東京都新宿区

ＰＣスキル（エクセル・ワード等）

77

トシン電機　株式会社

トシングループ全体の物流拠点である商品セ
ンターにて、各営業所に供給する商品の配送
に関する業務。
（ピッキング、検品、梱包、配送作業等）

フロアー毎に取扱う商品が異なります。
重量物（エアコンの室外機２０～４０キロ）等を
扱うフロアのほか、軽量物を中心に扱うフロア
があります。
配属先は、本人の能力により決定いたします。

ＪＡＳＤＡＱに上場しているトシン・グループ株式
会社のグループ会社です。

倉庫作業員／商品センター（大田
区）

東京都新宿区新宿１－３－７
【就業場所における現在の施設
等の状況】
・電話応対：なし
・出入口段差：なし
・出入口ドア：開き戸
・エレベーター：なし
・階段手すり：あり（片側）
・車椅子移動スペース：なし
・トイレ：洋式　・点字表示：なし
※上記の他、必要な合理的配
慮についてはお申出ください。
※３階建ての建物。勤務するフロ
アが決まれば勤務中のフロア間
の移動は無し

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 8時30分～17時30分

正社員以外
162,240円～
162,240円年齢

不問
電気機械器具卸売業

東京都大田区

78
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①

ユニオン・シティサー
ビス株式会社

〇清掃業務全般となります。
具体的には、当社が管理するマンション・アパートの
共有部分（エントランス・エレベーターホール、階段
等）の清掃（一般的な清掃用具を使用）です。
＊作業現場は弊社中央支店が管轄するエリア（杉並
区・新宿区・大田区）の管理物件となりますので、ご希
望に応じて作業現場を提供いたします。
短時間勤務の物件を複数担当していただく場合があ
ります。　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各
現場１名体制となります。　　　　　　   　　　　　　　＊週
２０時間以上勤務が可能な方を希望いたします。

清掃／中央支店エリア 東京都新宿区西新宿７－７－２６
ワコーレ新宿第一ビル ＊設備状況は各就業場所により異

なりますので、相談に応じます。必要
な合理的配慮についてはお申し出く
ださい。
＊休憩時間・年次有給休暇・各種保
険等に関しては法令通り　付与・加
入いたします。
＊契約更新は原則更新（更新月は
誕生月）いたします。
＊週２０時間以上勤務となります。
＊作業現場は、ご本人様の希望を
お聞きした上で、管理物件　をご用
意いたしますので、お気軽にご相談く
ださい。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 8時00分～16時00分

パート労働者
958円～
1,000円

土曜日（４時間以内）
物件により隔週の場合あ

り
年齢
不問

建物サービス業

東京都杉並区
新宿区
大田区

29



 10/16　中央ブロック障害者就職面接会

就業時間 従業員
休日・
週休二
日制

所在地・産業・就業場所 施設状況及び備考欄
職種・雇用期間・形態・学歴・必要
な免許資格・経験

求人
数

年齢・
省令 賃金

座席
番号

事業所名・求人番号・その他 仕事の内容

時給 企業全体 902人

不問
就業場所 1人 日他

1人 うち女性 0人

13080-66801481 うちパート 0人 な　し

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 45分

時給 企業全体 902人

不問
就業場所 1人 日他

1人 うち女性 0人

13080-66799781 うちパート 0人 な　し

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 45分

時給 企業全体 3,736人

不問
（月額換算）

就業場所 531人 土日祝

5人 うち女性 101人

13080-66876981 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生 1,000円～
1,100円

月平均時間（時） 10時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

時給 企業全体 3,500人

不問
（月額換算）

就業場所 600人
土日祝
他

2人 うち女性 120人

13080-66861781 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生 1,200円～
1,800円

月平均時間（時） 10時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体 54人

不問
就業場所 32人 土日祝

3人 うち女性 13人

13080-67311381 うちパート 5人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 10時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

78
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②

ユニオン・シティサー
ビス株式会社

〇清掃業務全般となります。
　具体的には、当社が管理するマンション・アパート
の共有部分（エントランス・エレベーターホール、階段
等）の清掃（一般的な清掃用具を使用）です。
＊作業現場は弊社北支店が管轄するエリア（台東
区・足立区・墨田区・北区・板橋区）の管理物件となり
ますので、ご希望に応じて作業現場を提供いたしま
す。基本的には１物件を担当していただきますが、希
望により複数を担当することも可能ですのでご相談く
ださい。各現場１名体制となります。
＊週２０時間以上勤務が可能な方を希望いたしま
す。

清掃／北支店エリア 東京都新宿区西新宿７－７－２６
ワコーレ新宿第一ビル ＊設備状況は各就業場所により異

なりますので、相談に応じ　ます。必
要な合理的配慮についてはお申し
出ください。
＊休憩時間・年次有給休暇・各種保
険等に関しては法令通り　付与・加
入いたします。
＊契約更新は原則更新（更新月は
誕生月）いたします。
＊週２０時間以上勤務となります。
＊作業現場は、ご本人様の希望を
お聞きした上で、管理物件　をご用
意いたしますので、お気軽にご相談く
ださい。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 8時00分～16時00分

パート労働者
958円～
1,000円

土曜日（４時間以内）
物件により隔週の場合あ

り
年齢
不問

建物サービス業

東京都台東区
足立区、墨田区
北区、板橋区

78
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③

ユニオン・シティサー
ビス株式会社

〇清掃業務全般となります。
　具体的には、当社が管理するマンション・アパート
の共有部分（エントランス・エレベーターホール、階段
等）の清掃（一般的な清掃用具を使用）です。
＊作業現場は弊社西支店が管轄するエリア（調布
市・稲城市・府中市）の管理物件となりますので、ご希
望に応じて作業現場を提供いたします。
　短時間勤務の物件を複数担当していただく場合が
あります。各現場１名体制となります。
＊週２０時間以上勤務が可能な方を希望いたしま
す。

清掃／西支店エリア 東京都新宿区西新宿７－７－２６
ワコーレ新宿第一ビル ＊設備状況は各就業場所により異

なりますので、相談に応じ
　ます。必要な合理的配慮について
はお申し出ください。
＊休憩時間・年次有給休暇・各種保
険等に関しては法令通り　付与・加
入いたします。
＊契約更新は原則更新（更新月は
誕生月）いたします。
＊週２０時間以上勤務となります。
＊作業現場は、ご本人様の希望を
お聞きした上で、管理物件　をご用
意いたしますので、お気軽にご相談く
ださい。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 8時00分～16時00分

パート労働者
958円～
1,000円

土曜日（４時間以内）
物件により隔週の場合あ

り
年齢
不問

建物サービス業

東京都調布市
稲城市
府中市
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セントラル警備保障株
式会社

本社、各事業部及び各支社における一般事務

・ＰＣによる書類作成
・電話対応
・書類ファイリング他

※障害の内容及び本人のスキル、適性に応じ
て対応します。
　定期的に個人面談を実施しています。

事務職 東京都新宿区西新宿２－４－１新
宿ＮＳビル 【障害者用設備状況】

就業場所により異なりますので、
お問い合わせください。
※必要な合理的配慮について
はお申し出ください。

＊正社員登用制度あり
＊雇止め規定あり
　　（更新上限３回）

※従業員数欄の就業場所は本
社の人数となります
※筆記試験（一般常識）あり

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時00分～18時00分

正社員以外
163,200円～
179,520円

高卒 年齢
不問

警備業

東京都新宿区、中央
区、渋谷区、立川市、
千葉市、横浜市、さい
たま市

ＰＣ操作（エクセル・ワード・Ｅメール）

80

ミサワホーム　株式会
社 戸建住宅・賃貸住宅の販売、設計、施工、アフ

ターメンテナンスにかかわる各種事務業務の
補助

※業務経験やスキルに応じて業務内容は検討
いたします。
※電話応対についても相談可。
※勤務時間・日数相談可（週20時間以上）

事務職（契約社員）／本社 東京都新宿区西新宿２－４－１　新
宿ＮＳビル

【施設・設備状況】
１エレベーター：有
２出入口段差：無
３階段手すり：有
４車椅子移動スペース：有
５トイレ：洋式
　（多目的トイレは１５Ｆ）
６点字表示：無
※必要な合理的配慮について
はお申し出ください。
＊契約社員→嘱託（年俸制）→
正社員への登用制度あり
＊雇止め規定あり　＊業務内容
により昇給の可能性あり

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時00分～18時00分

正社員以外
194,880円～
292,320円

(2)10時00分～19時00分

高卒以上 年齢
不問

配属部署により（２）の可能性あ
り。時間外勤務の配慮可

建築工事業（木造建築工事業を
除く）

東京都新宿区

ＰＣ（ワード、エクセル）基本操作

81
|

①

株式会社　スクウェ
ア・エニックス・ビジネ
スサポート

＊データ入力
＊ファイリング
＊文書作成
＊電話応対（要）
＊アンケートデータ集計
＊表作成
　
※希望の業務内容をお伺いします。

一般事務 東京都新宿区新宿六丁目２７－３０
新宿イーストサイドスクエア

【施設設備状況】
１．エレベーター：有
２．車椅子移動スペース：有
３．階段手すり：片側
４．トイレ：洋式
５．点字表示：無
６．出入口段差：無
※必要な合理的配慮について
はお申し出ください。　　
※仕事の内容や配属先はご相
談のうえ、決定します。
※契約更新可否は、勤務成績
により決定します。※雇止め規定
有り。※筆記試験有り

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時30分～18時00分

正社員以外
146,700円～
250,000円

高卒以上 年齢
不問

他に分類されない事業サービス業

東京都新宿区

ＰＣ（ワード・エクセル）基本操作
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就業時間 従業員
休日・
週休二
日制

所在地・産業・就業場所 施設状況及び備考欄
職種・雇用期間・形態・学歴・必要
な免許資格・経験

求人
数

年齢・
省令 賃金

座席
番号

事業所名・求人番号・その他 仕事の内容

時給 企業全体 54人

不問
就業場所 32人

土日祝
他

2人 うち女性 13人

13080-67308481 うちパート 6人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 10時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体 915人

不問
就業場所 782人 他

1人 うち女性 546人

13080-65529281 うちパート 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 10時間 就業場所

確定拠出年金
休憩時間（分） 60分

月給 企業全体 915人

不問
就業場所 782人 他

1人 うち女性 546人

13080-65526481 うちパート 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生 月平均時間
（時）

10時間 就業場所

確定拠出年金
休憩時間（分） 60分

月給 企業全体 915人

不問
就業場所 782人 土日祝

1人 うち女性 546人

13080-65534481 うちパート 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体 915人

不問
就業場所 782人 他

1人 うち女性 546人

13080-65536881 うちパート 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 10時間 就業場所

確定拠出年金
休憩時間（分） 60分

81
|

②

株式会社　スクウェ
ア・エニックス・ビジネ
スサポート

○書類の回収・シュレッダー　○データ入力
○メール作成、送受信　〇ファイリング
○電話応対　〇新聞等の仕分け・配布
○セミナールーム設営・片付け
〇給茶機のメンテナンス
〇アンケート入力・集計
〇スキャニング　　　等

※仕事の内容は、希望や能力、適性に応じ
　ご相談のうえ決定します。

※短時間（２０ｈ／ｗ）からスタートも可

事務補助／パート （１）～（３）で選択可 東京都新宿区新宿六丁目２７－３０
新宿イーストサイドスクエア

【施設設備状況】
１．エレベーター：有
２．車椅子移動スペース：有
３．階段手すり：片側
４．トイレ：洋式
５．点字表示：無
６．出入口段差：無
※必要な合理的配慮について
はお申し出ください。

※契約更新可否は、勤務成績
により決定します。
※雇止め規定有り。
※筆記試験有り

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時30分～18時00分

パート労働者
958円～
1,000円

(2)10時00分～16時30分

高卒以上 年齢
不問

(3)10時00分～17時00分 他に分類されない事業サービス業

東京都新宿区

ＰＣ（ワード・エクセル）基本操作

82
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①

アメリカン・エキスプレ
ス・ジャパン　株式会
社

会員様向けに海外旅行の手配をする部門での
お仕事です。
海外トラベルコンサルタントの依頼に基づき、海
外サプラヤーへ「詳細情報確認・リコンファー
ム・例外対応依頼等」を英語を使用し電話又
はメールで行います。


海外トラベルコンサルタントアシスタ
ント

交替制あり 東京都杉並区荻窪４－３０－１６
＜設備状況＞電話応対：あり
１．エレベーター：有
２．出入口の段差：無
３．出入口ドア：開き戸
４．車いす移動スペース：有
５．階段手すり：有（片側）　　　　
６．トイレ：有（障害者用、洋式）
※上記の他、必要な合理的配
慮についてはお申し出ください

＊繁忙時には時間外勤務が発
生しますが、配慮については個
別に相談可能です。

雇用期間の定めなし (1) 8時00分～16時30分

正社員
232,506円～
232,506円

(2)13時00分～21時00分

高卒以上 年齢
不問

８：００～２１：００の間で
シフト勤務（週３７時間）

旅行業

東京都杉並区

ネイティブレベルの英語力（会話・作文）

82
|

②

アメリカン・エキスプレ
ス・ジャパン　株式会
社

会員様向けに国内旅行の手配をする部門での
お仕事です。
国内ライフスタイルコンサルタントの依頼に基
づき、国内レストランの検索、空席確認を電話
又はメールで行います。

＊繁忙期には時間外勤務が発生しますが、配
慮については個別に相談可能です。

国内ライフスタイルコンサルタントア
シスタント

交替制あり 東京都杉並区荻窪４－３０－１６
＜設備状況＞電話応対：あり
１．エレベーター：有
２．出入口の段差：無
３．出入口ドア：開き戸
４．車いす移動スペース：有
５．階段手すり：有（片側）　　　　
６．トイレ：有（障害者用、洋式）
※上記の他、必要な合理的配
慮についてはお申し出ください
＊契約社員１年更新（条件：勤
務成績・経営状況等による）
＊正社員登用制度：無
＊雇止め規定あり

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 8時00分～16時30分

正社員以外
230,000円～
230,000円

(2)12時30分～21時00分

高卒以上 年齢
不問

８：００～２１：００の間で
シフト勤務（週３７時間）

旅行業

ＰＣスキル（特に検索スキル）
基本的な電話・文書でのビジネスマ
ナー

東京都杉並区

82
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③

アメリカン・エキスプレ
ス・ジャパン　株式会
社 マネージャーのスケジュール管理、経費精算、

データ入力などのサポート業務


＊繁忙期は残業の可能性があります。

アシスタント【監理課】 金曜日のみ(2) 東京都杉並区荻窪４－３０－１６
＜設備状況＞電話応対：あり
（電話対応が困難な方はなし）
１．エレベーター：有
２．出入口の段差：無
３．出入口ドア：開き戸
４．車いす移動スペース：有
５．階段手すり：有（片側）　　　　
６．トイレ：有（障害者用、洋式）
※上記の他、必要な合理的配
慮についてはお申し出ください
＊契約社員１年更新（条件：勤
務成績・経営状況等による）
＊正社員登用制度：無
＊雇止め規定あり

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時00分～17時30分

正社員以外
253,148円～
253,148円

(2) 9時00分～17時00分

高卒以上 年齢
不問

週３７時間勤務
フレックス応相談

旅行業

・基本的なＰＣスキル（Ｏｕｔｌｏｏｋ，
Ｗｏｒｄ，　Ｅｘｃｅｌ，ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ）
・英語力（海外とのメールのやり取り
ができればよい）

東京都杉並区

82
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④

アメリカン・エキスプレ
ス・ジャパン　株式会
社

旅行部門受電スタッフのサポート業務。
（チケット発行、データ管理等）


平日は９：３０～２１：００、
土日祝は１０：００～２０：３０のシフト勤務
（週３７時間勤務）
就業時間は業務の状況に応じて、変更になる
場合があります
＊繁忙期には時間外勤務が発生しますが、配
慮については個別に相談可能です。

カスタマーフェイシングサポートオペ
レーション

交替制あり 東京都杉並区荻窪４－３０－１６
＜設備状況＞電話応対：あり
１．エレベーター：有
２．出入口の段差：無
３．出入口ドア：開き戸
４．車いす移動スペース：有
５．階段手すり：有（片側）　　　　
６．トイレ：有（障害者用、洋式）
※上記の他、必要な合理的配
慮についてはお申し出ください
＊契約社員１年更新（条件：勤
務成績・経営状況等による）
＊正社員登用制度：無
＊雇止め規定あり

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時30分～18時00分

正社員以外
230,000円～
230,000円

(2)12時30分～21時00分

高卒以上 年齢
不問

平日９時３０分～２１時、土日
祝

１０時～２０時３０分のシフト勤

旅行業

ＰＣスキル（特に検索スキル）
基本的な電話・文書でのビジネスマ
ナー

東京都杉並区
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 10/16　中央ブロック障害者就職面接会

就業時間 従業員
休日・
週休二
日制

所在地・産業・就業場所 施設状況及び備考欄
職種・雇用期間・形態・学歴・必要
な免許資格・経験

求人
数

年齢・
省令 賃金

座席
番号

事業所名・求人番号・その他 仕事の内容

月給 企業全体 786人

不問
就業場所 448人 土日祝

1人 うち女性 220人

13080-65531681 うちパート 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

時給 企業全体 335人

不問
就業場所 61人 日祝他

1人 うち女性 56人

13150-16647581 うちパート 30人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 0分

時給 企業全体 335人

不問
就業場所 61人 日祝他

1人 うち女性 56人

13150-16649781 うちパート 30人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 0分

時給 企業全体 347人

不問
（月額換算）

就業場所 92人 土日祝

2人 うち女性 15人

13080-66313381 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生 1,000円～
1,000円

月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 45分

時給 企業全体 347人

不問
（月額換算）

就業場所 44人
土日祝
他

2人 うち女性 8人

13080-66312081 うちパート 2人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生 850円～
850円

月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 45分

83

アメリカン・エキスプレ
ス・インターナショナ
ル・インコーポレイテッ
ド（日本支社）

下記業務のうち、適性にあったお仕事をしてい
ただきます。

・ウェブサイト更新作業、サイトパトロール、
　サイト管理表のアップデート
・広告のコピーチェック、
　クリエイティブのフォントデザイン等の様式
チェック
・営業部門のバックオフィス業務、データの入
力・集計

＊ＡＤＯＢＥ（Ｐｈｏｔｏｓｈｏｐ、Ｄｒｅａｍｗ）、
　Ａｃｃｅｓｓできる方尚可

個人事業部門サポート 特定曜日のみ(2)(3) 東京都杉並区荻窪４－３０－１６
＜設備状況＞
＊電話応対：あり
（電話対応が困難な方はなし）
＊出入口段差：無
＊出入口ドア：開き戸
＊エレベーター：有
＊階段手すり：有（片）
＊車椅子移動スペース：有
＊トイレ：車椅子用・洋式
※上記のほか、必要な合理的配慮
についてはお申し出ください
＊契約社員１年更新（条件：勤務成
績・経営状況等による）
＊正社員登用制度：無
＊雇止め規定あり

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時00分～17時30分

正社員以外
210,000円～
360,000円

(2) 9時00分～17時00分

高卒以上 年齢
不問

在宅勤務、フレックス勤
務、出社日数は応相談

クレジットカード業，割賦金融業

・基本的なＰＣスキル（Ｏｕｔｌｏｏｋ、
Ｅｘｃｅｌ、ＰＰＴ、Ｗｏｒｄ）
・英語に抵抗のない方　・自発的に
行動し、チームで働くことのできる方
・電話対応についてはご相談くださ
い

東京都杉並区

84
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①

社会福祉法人　ユー
カリ福祉会　八国山保
育園 認可保育園での事務補助業務。

・子供の出席等の集計
・配布物の印刷、整え等のお手伝い
パソコン操作が中心ですが、手書きの場合もあ
り。
文字を丁寧に書いて作成していきます。

事務 東京都東村山市野口町１－５－６
＜就業場所における現在の施
設等の状況＞
〇電話応対：なし
〇出入口段差：なし
〇出入口ドア：自動扉
○エレベーター：なし　
〇階段手すり：あり（両側）
〇車椅子移動スペース：なし
○障害用トイレ：あり
＊上記の他、必要な合理的配
慮についてはお申し出ください
＊加入保険・年次有給休暇の
付与：法定どおり

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時00分～13時00分

パート労働者
1,020円～
1,020円

就業時間は相談に応じます

年齢
不問

児童福祉事業

東京都東村山市

パソコン操作のできる方

84
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②

社会福祉法人　ユー
カリ福祉会　八国山保
育園

認可保育園での用務
園舎内外の清掃
トイレ清掃、洗濯、草取り

用務 東京都東村山市野口町１－５－６
＜就業場所における現在の施
設等の状況＞
〇電話応対：なし
〇出入口段差：なし
〇出入口ドア：自動扉
○エレベーター：なし　
〇階段手すり：あり（両側）
〇車椅子移動スペース：なし
○障害用トイレ：あり
＊上記の他、必要な合理的配
慮についてはお申し出ください
＊加入保険・年次有給休暇の
付与：法定どおり

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時00分～13時00分

パート労働者
1,020円～
1,020円

就業時間は相談に応じます

年齢
不問

児童福祉事業

東京都東村山市
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①

ＨＯＹＡ　Ｔｅｃｈｎｏｓｕ
ｒｇｉｃａｌ　株式会社

・給与計算、勤怠管理、社保年金手続
・宅配便受付、発送
・備品管理、発注
・電話応対、ファイリング
・営業事務関係業務
・その他付随する作業等の業務を担当してい
ただきます

※本人の状況により仕事内容を考慮いたします

※正社員登用の実績あり

人事総務・営業事務 東京都新宿区四谷４－２８－４　Ｙ
ＫＢエンサインビル

＜就業場所における現在の施
設等の状況＞
・電話応対：有
・出入口段差：無
・出入口ドア：開き戸
・エレベーター：有
・階段手すり：有（一部片側）
・車椅子移動スペース：無
・トイレ：洋式

※上記の他、必要な合理的配
慮についてはお申し出ください
※最初の契約は３ヶ月、更新後
は６ヶ月ごとになります。

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (1) 9時00分～17時45分

正社員以外
164,300円～
164,300円

週３０時間以上で応相談

高卒以上 年齢
不問

その他の機械器具卸売業

ＰＣ基本操作（ワード、エクセル）
ｏｕｔｌｏｏｋ（メール）

東京都新宿区

85
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②

ＨＯＹＡ　Ｔｅｃｈｎｏｓｕ
ｒｇｉｃａｌ　株式会社

・骨折時の治療用インプラント（金属製）の製造
補助

・加工製品のバリ取り（削りカスなどを取り除く作
業）

・製品の検査補助

※本人の状況により仕事内容を考慮いたします

※正社員登用の実績あり

製造補助／上野原市 東京都新宿区四谷４－２８－４　Ｙ
ＫＢエンサインビル ＜就業場所における現在の施

設等の状況＞
・電話応対：電話応対が困難な
方は無
・出入口段差：無
・出入口ドア：開き戸
・エレベーター：無
・階段手すり：無
・車椅子移動スペース：無
・トイレ：洋式

※上記の他、必要な合理的配
慮についてはお申し出ください

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (1) 9時00分～17時45分

正社員以外
140,300円～
140,300円

週３０時間以上で応相談

高卒以上 年齢
不問

その他の機械器具卸売業

山梨県上野原市

（ＰＣ基本操作できれば尚可）
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 10/16　中央ブロック障害者就職面接会

就業時間 従業員
休日・
週休二
日制

所在地・産業・就業場所 施設状況及び備考欄
職種・雇用期間・形態・学歴・必要
な免許資格・経験

求人
数

年齢・
省令 賃金

座席
番号

事業所名・求人番号・その他 仕事の内容

月給 企業全体 225人

不問
就業場所 100人 土日祝

1人 うち女性 39人

13080-64721081 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生・財形
月平均時間（時） 20時間 就業場所

確定拠出年金
休憩時間（分） 60分

月給 企業全体 590人

59歳
以下

就業場所 37人
土日祝
他

7人 うち女性 10人

13080-67443381 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生・財形
月平均時間（時） 15時間 就業場所

厚生年金基金
休憩時間（分） 60分

月給 企業全体 590人

30歳
以下

就業場所 37人
土日祝
他

3人 うち女性 10人

13080-67445981 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生・財形
月平均時間（時） 15時間 就業場所

厚生年金基金
休憩時間（分） 60分

月給 企業全体 362人

不問
就業場所 64人

土日祝
他

1人 うち女性 44人

13080-66864181 うちパート 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生・財形
月平均時間（時） 19時間 就業場所

休憩時間（分） 60分 東京都府中市

月給 企業全体 200人

44歳
以下

就業場所 140人 他

1人 うち女性 100人

13080-67330581 うちパート 10人 その他

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

86

株式会社　ケーアイ・
フレッシュアクセス 【総務部にてシステム担当をしていただきます】


＊伝票起票
＊電話応対等
＊社内のＰＣ周りに関するヘルプデスク
＊ＰＣ、ＯＡに関する各種相談等
＊ＰＣ及び周辺機器の購入に関する業務

ヘルプデスク／正社員 変形（１ヶ月単位） 東京都中野区中央１－３８－１
住友中野坂上ビル１５Ｆ

【施設整備状況】
＊就業場所：２４階建ての１５階

＊エレベーターあり・車椅子利
用可
＊建物内車椅子移動スペース
有
＊建物出入口：段差なし
   玄関、事務所扉：開き戸
＊階段手すり：片側あり　
＊障害者用トイレなし（洋式・開
き戸・手すりなし）
※必要な合理的配慮について
はお申し出ください

雇用期間の定めなし (1) 9時00分～17時30分

正社員
190,000円～
220,000円

高卒以上 年齢
不問

農畜産物・水産物卸売業

ヘルプデスク経験
パソコン操作（ワード・エクセル関
数）可能な方

東京都中野区

87
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①

株式会社　アドバンス
トラフィックシステムズ

情報システムの開発・設計、プログラム作成
※就業先は、就業場所欄にある都内事業所のいず
れかです。
【当社の支えるシステム】
・鉄道関連（販売系）：ＪＲの「みどりの窓口」を支える
システム、その開発・設計から安全運用まで幅広く貢
献。
・旅行関連（運行系）：時間どおりに安全に新幹線を
動かすシステムの開発。
・旅行関連：旅行会社の大規模システムをトータルに
サポート。
・一般：トータルなソリューション力を発揮し様々な業
種へと裾野を拡大。

ＰＧ・ＳＥ フレックス 東京都新宿区西新宿１－２２－２
新宿サンエービル１０Ｆ

「施設状況は就業場所により異
なります。」
※必要な合理的配慮について
はお申し出ください。
※勤務時間・勤務日数について
は相談に応じます。相談の結果
又はスキルや経験に応じて、雇
用形態や労働条件等が変更と
なる場合があります。
※休日追記　・産休、育児休、
介護休、生理休、結婚休及び
未就学児養育休、看護休、育児
等時短勤務可　・採用後の通院
等配慮（有、詳細応相談）

雇用期間の定めなし (1) 9時00分～17時45分

正社員
186,000円～
400,000円

コアタイム
10時00分～15時00分

専門学校（情報系）卒業以上、短大卒業以上（学部不問）省令１
号

ソフトウェア業

東京都国分寺市

システム開発経験１年以上 中央区、新宿区
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②

株式会社　アドバンス
トラフィックシステムズ

情報システムの開発・設計、プログラム作成
※就業先については、就業場所欄に記載の都内事
業所のいずれかです。【当社の支えるシステム】
・鉄道関連（販売系）：ＪＲの「みどりの窓口」を支える
システム、その開発・設計から安全運用まで幅広く貢
献。
・旅行関連（運行系）：時間どおりに安全に新幹線を
動かすシステムの開発。
・旅行関連：旅行会社の大規模システムをトータルに
サポート。
・一般：トータルなソリューション力を発揮し様々な業
種へと裾野を拡大。　　　　※　未経験者可　※

ＰＧ・ＳＥ（未経験可） フレックス 東京都新宿区西新宿１－２２－２
新宿サンエービル１０Ｆ

「施設状況は就業場所により異
なります。」
※必要な合理的配慮について
はお申し出ください。
※勤務時間・勤務日数について
は相談に応じます。相談の結果
又はスキルや経験に応じて、雇
用形態や労働条件等が変更と
なる場合があります。
※休日追記　・産休、育児休、
介護休、生理休、結婚休及び
未就学児養育休、看護休、育児
等時短勤務可　・採用後の通院
等配慮（有、詳細応相談）

雇用期間の定めなし (1) 9時00分～17時45分

正社員
186,000円～
216,000円

コアタイム
10時00分～15時00分

専門学校（情報系）卒業以上、短大卒業以上（学部不問）省令
３号の

イ

ソフトウェア業

東京都国分寺市

中央区、新宿区

88

三井住友トラストＴＡ
ソリューション株式会
社

計数入力・管理、ファイリング・資料作成等

一般事務 東京都杉並区和泉２丁目８番４号

＜就業場所における現在の施
設等の状況＞
・電話応対　有
・出入口段差　無
・出入口ドア　自動　開き戸
・エレベーター　有
・階段手すり　有（片方）
・車いす移動スペース　有
・トイレ　洋式
＊上記の外、必要な合理的配
慮についてはお申出ください。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 8時50分～17時10分

正社員以外
148,000円～
200,000円年齢

不問
情報処理・提供サービス業

パソコンスキル（ＷＯＲＤ，ＥＸＣＥＬ
必須）

東京都杉並区

89
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①

一般社団法人　衛生
文化協会　城西病院

・患者の身の廻りの世話
・院内の清掃（病室の整理・清掃）
・リース衣類の整理整頓
・衛生材料等の仕分け・整理
・当直室のベッドメイク
・その他軽作業

看護助手 交替制 東京都杉並区上荻　２丁目４２番１１
号 【障害者設備状況】

・電話応対：　
・出入り口ドア：自動ドア
・出入口段差：なし
・エレベーター：あり
・階段手すり：あり
・車椅子移動スペース：なし
・トイレ：車椅子用あり
＊上記の他必要な合理的配慮
についてはお申し出ください

＊就業時間（１）は療養病棟の場
合７時～１５時

雇用期間の定めなし (1) 7時30分～15時30分

正社員
150,000円～
170,000円

(2) 8時00分～16時00分

省令
３号の

イ

(3)13時00分～21時00分 病院

東京都杉並区

33



 10/16　中央ブロック障害者就職面接会

就業時間 従業員
休日・
週休二
日制

所在地・産業・就業場所 施設状況及び備考欄
職種・雇用期間・形態・学歴・必要
な免許資格・経験

求人
数

年齢・
省令 賃金

座席
番号

事業所名・求人番号・その他 仕事の内容

時給 企業全体 200人

不問
就業場所 140人 他

1人 うち女性 100人

13080-67332781 うちパート 10人 その他

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 0分

時給 企業全体 38人

不問
（月額換算）

就業場所 38人 土日祝

1人 うち女性 20人

13080-64797381 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生 960円～
960円

月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体 198人

39歳
以下

就業場所 44人 土日他

4人 うち女性 21人

13080-67447481 うちパート 3人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

時給 企業全体 1,940人

不問
就業場所 30人 土日他

5人 うち女性 2人

13080-67441181 うちパート 1人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

労災
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 30分

時給 企業全体 1,940人

不問
就業場所 30人 土日他

5人 うち女性 2人

13080-67423881 うちパート 1人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 30時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

89
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②

一般社団法人　衛生
文化協会　城西病院

・患者の身の廻りの世話
・院内の清掃（病室の整理・清掃）
・リース衣類の整理整頓
・衛生材料等の仕分け・整理
・当直室のベッドメイク
・その他軽作業

看護助手 東京都杉並区上荻　２丁目４２番１１
号

【障害者設備状況】
・出入口ドア：自動ドア
・出入口段差：なし
・エレベーター：あり
・階段手すり：あり
・車椅子移動スペース：なし
・トイレ：車椅子用あり
＊上記の他必要な合理的配慮
についてはお申し出ください

雇用期間の定めなし (1) 8時00分～12時00分

パート労働者
1,000円～
1,000円

１日４時間勤務
（時間帯応相談）年齢

不問
病院

東京都杉並区

90

株式会社　ジェイ・ア
イ　ハートサービス

　○事務補助
　・清掃
　・郵便物仕分け
　・園芸
　・創作
　・物流等

事務・清掃キャスト 東京都新宿区若松町１０－２
東京女子医科大学健保会館１階

【障害者設備状況】
・エレベーター：有
・出入口段差：無
・車椅子移動スペース：有
・階段手すり：両側有
・トイレ：障害者用有
＊上記の他、必要な合理的配
慮についてはお申し出ください

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時00分～16時00分

正社員以外
115,776円～
115,776円年齢

不問
他に分類されない事業サービス業

東京都新宿区
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株式会社　メイション
事務業務をメインで取り組んでいただきます。
（書類整理・打ち合わせ書類準備・電話対応・
在庫管理・発注事務など）
その他にも弊社では適性や能力・経験によって
商品開発・新事業などのプロジェクトへの参加
であったり、ＷＥＢ関連業務など多様な活躍の
場がございます。

事務全般 東京都新宿区新宿３－１９－４
ＭＬＪ新宿ビル６階 【設備状況】

１．エレベーター：有
２．車いす移動スペース：無
３．階段手すり：無
４．トイレ：洋式
５．出入口段差：無
６．出入口ドア：自動
７．電話応対：電話応対が困難
な方はなし

※上記のほか、必要な合理的配
慮についてはお申し出ください。

雇用期間の定めなし (1) 9時30分～18時30分

正社員
160,000円～
200,000円

高卒以上 省令
３号の

イ

他に分類されない事業サービス業

東京都新宿区

92
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①

株式会社　八洋
倉庫内の商品を収集し、ルート車へ運搬・積込
みを行います

商品は、缶・ペットボトル等の清涼飲料
１ケース（３５０ｍｌ缶×２４本）重さ約８Ｋｇを運び
ます。

倉庫内積込作業 東京都新宿区東五軒町２－１８
【障害者用設備状況】
＊就業場所により異なりますの
で、お問い合わせください。
※必要な合理的配慮について
はお申し出ください。

※勤務条件に応じて、法定通り
有給休暇付与及び各種保険適
用。　　　

※雇止め規定あり
※休憩は１時間毎に５分程度で
合計３０分程度となります。

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）
１５時００分～２１時００分の

間の４時間以上

就業時間応相談

パート労働者
985円～
1,000円年齢

不問
食料・飲料卸売業

東京・神奈川・千葉

埼玉の各営業所

92
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②

株式会社　八洋
ルート車に同乗して、商品の運搬・整理等の
自動販売機納品補助業務を行います。
商品は、缶・ペットボトル等の清涼飲料
１ケース（３５０ｍｌ缶×２４本）重さ約８Ｋｇを運び
ます。
運ぶ際にカゴを用いる場合もあります。

同乗アシスタント 東京都新宿区東五軒町２－１８
【障害者用設備状況】
＊就業場所により異なりますの
で、お問い合わせください。
※必要な合理的配慮について
はお申し出ください。
※契約期間は３ヶ月とし、通常業
務に支障をきたさない、又は、本
人から辞意の申し出がない限り
更新します。
※交通事情で車が予定どおり進
まない場合等の理由により、　残
業（勤務時間の合計が８時間以
上）となってしまう日があります。
※雇止め規定あり

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (1) 8時30分～17時30分

パート労働者
985円～
1,000円年齢

不問
食料・飲料卸売業

東京・神奈川・千葉

埼玉の各営業所
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 10/16　中央ブロック障害者就職面接会

就業時間 従業員
休日・
週休二
日制

所在地・産業・就業場所 施設状況及び備考欄
職種・雇用期間・形態・学歴・必要
な免許資格・経験

求人
数

年齢・
省令 賃金

座席
番号

事業所名・求人番号・その他 仕事の内容

月給 企業全体 2,212人

不問
就業場所 299人 土日祝

3人 うち女性 89人

13080-64883181 うちパート 13人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生・財形
月平均時間（時） 10時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体 2,212人

不問
就業場所 150人 土日祝

3人 うち女性 36人

13080-64955181 うちパート 2人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生・財形
月平均時間（時） 10時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

時給 企業全体 1,292人

不問
就業場所 310人

土日祝
他

1人 うち女性 64人

13080-66865081 うちパート 20人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 50分

月給 企業全体 27,352人

不問
就業場所 4,000人 土日祝

3人 うち女性 2,000人

13080-67499781 うちパート 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生・財形
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分
他都内各事業所

月給 企業全体 4,043人

不問
就業場所 169人 土日祝

2人 うち女性 33人

13080-64959981 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生・財形
月平均時間（時） 10時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

93
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①

鹿島建物総合管理
株式会社 ・ＥｘｃｅｌやＷｏｒｄによる書類作成やデータ入

力、集計
・ファイリングや書類の電子化
・備品発注や外出を伴う購入、在庫管理
・請求書支払処理や見積書作成
・郵便の仕分け・電話応対・環境整備等

※経験や障害の状況を考慮します。

一般事務／市ヶ谷・大宮区 東京都新宿区市谷本村町２－１
クイーポビル ※正社員登用への可能性あり

（実績あり）
※本社・支社へのいずれか配
属、相談応じます。
【障害者用設備状況】
１エレベータ：有
２出入口段差：無
３車いす移動スペース：無
４階段手すり：片側
５トイレ：洋式　
※上記の他、必要な合理的配
慮についてはお申し出ください

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 8時30分～17時30分

正社員以外
180,000円～
250,000円

勤務時間、勤務日数は
柔軟に対応いたします。年齢

不問
不動産管理業

社会人経験１年以上
一般事務実務経験者優遇

東京都新宿区

さいたま市大宮区
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②

鹿島建物総合管理
株式会社

・ＥｘｃｅｌやＷｏｒｄによる書類作成やデータ入
力、集計
・ファイリングや書類の電子化
・備品発注や外出を伴う購入、在庫管理
・請求書支払処理や見積書作成
・郵便の仕分け・電話応対・環境整備等

※経験や障害の状況を考慮します。

一般事務／赤坂・東銀座・江東区 東京都新宿区市谷本村町２－１
クイーポビル

※正社員登用への可能性あり
（実績あり）
※各支社へのいずれか配属、相
談応じます。
【障害者用設備状況】
１エレベータ：有
２出入口段差：無
３車いす移動スペース：無
４階段手すり：片側
５トイレ：洋式
※各支社同様の設備状況で
す。
※上記の他、必要な合理的配
慮についてはお申し出ください

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 8時30分～17時30分

正社員以外
180,000円～
250,000円

勤務時間、勤務日数は
柔軟に対応いたします。年齢

不問
不動産管理業

社会人経験１年以上
一般事務実務経験者優遇

東京都港区
中央区
江東区
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辻・本郷税理士法人
○主な仕事
・各種資料の作成、管理、データ入力
・税理士からの依頼のあった業務処理
・電話、来客応対（障害の状況により検討可）
・その他　総務、庶務　　等


＊スキルや経験に応じて、契約社員（１２ヶ月契
約、月給１９０，０００円～）又は正社員（月給２３
５，０００円～）での採用も検討いたします。（その
他詳細な労働条件については別途提示）

一般事務 東京都新宿区西新宿１－２５－１
新宿センタービル３１階

＊契約社員又は正社員への登
用の可能性あり。
＊就業条件により社会保険・有
給休暇・法定通り加入、付与

【設備状況】
１．エレベーター：有
２．出入口の段差：無
３．車いす移動スペース：有
４．階段手すり：有（片側）
５．点字表示：無
６．トイレ：洋式
※合理的配慮についてはお申し
出ください。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 8時50分～15時10分

パート労働者
960円～
1,200円

(2)10時00分～17時10分

年齢
不問

（１）（２）は例示です。
就業日・就業時間応相談。

公認会計士事務所，税理士事務
所

ＰＣ操作（ワード・エクセル・パワーポ
イント等）

東京都新宿区
渋谷区
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損害保険ジャパン日
本興亜　株式会社

一般事務・営業事務
保険金支払事務・経理・総務業務等
職務内容により電話応対有り



［アソシエイト］一般事務 東京都新宿区西新宿１－２６－１

【障害者用設備状況等】
※設備の状況は就業場所により
異なりますので、応募の際にご確
認ください。
※必要な合理的配慮について
はお申し出ください。

＊初回　採用日
　　　　　～Ｈ３１年６月３０日まで
　　その後１年更新
＊雇止め規定あり

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時00分～17時00分

正社員以外
231,580円～
231,580円

高卒以上 年齢
不問

損害保険業

東京都新宿区

パソコン操作
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東京美装興業　株式
会社 各部署の庶務担当として、事務作業（データ入

力、書類作成、伝票作成）、電話応対などに従
事していただきます。

＊障害の状況により、業務内容は検討いたしま
す。
＊正社員への登用の可能性あり。

事務 東京都新宿区西新宿６丁目２４－１

西新宿三井ビルディング９階

＜就業場所における現在の施
設等の状況＞
・電話応対：有
・出入口段差：無
・出入口ドア：自動
・エレベーター：有
・階段手すり：有
・車いす移動スペース：有
・トイレ：洋式
※当ビルの１・２階に多目的トイレ
あり
※必要な合理的配慮について
はお申し出ください。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時00分～17時45分

正社員以外
180,000円～
300,000円

就業時間については、
週２０時間以上から相談

可高校卒業以上 年齢
不問

建物サービス業

東京都新宿区
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就業時間 従業員
休日・
週休二
日制

所在地・産業・就業場所 施設状況及び備考欄
職種・雇用期間・形態・学歴・必要
な免許資格・経験

求人
数

年齢・
省令 賃金

座席
番号

事業所名・求人番号・その他 仕事の内容

月給 企業全体 170人

不問
就業場所 13人 土日祝

2人 うち女性 11人

13080-67420581 うちパート 4人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体 443人

40歳
以下

就業場所 194人
土日祝
他

1人 うち女性 102人

13080-64963181 うちパート 6人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 5時間 就業場所

厚生年金基金
休憩時間（分） 60分

時給 企業全体 443人

不問
（月額換算）

就業場所 194人
土日祝
他

1人 うち女性 102人

13080-67642881 うちパート 6人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生 1,000円～
1,200円

月平均時間（時） 就業場所

厚生年金基金
休憩時間（分） 60分

時給 企業全体 530人

不問
就業場所 15人 日祝他

1人 うち女性 10人

13080-66358981 うちパート 6人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

労災
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 0分

月給 企業全体 2,300人

59歳
以下

就業場所 200人 日祝他

5人 うち女性 100人

13080-66858381 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生・財形
月平均時間（時） 5時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

97

株式会社ホスピタリ
ティ

一般事務
１　資料作成
２  パソコンによるデータ入力、
    文書や表の作成
３　電話対応
４　その他の事務補助

一般事務職 東京都中野区東中野二丁目２２番
２３号リフレビル

【施設・設備状況】
電話応対：有
出入り口ドア：開き戸
エレベーター：有
出入口段差：無
階段手すり：有（片側）
車椅子移動スペース：有
トイレ　　：洋式
※上記のほか、必要な合理的配
慮についてはお申し出ください。

雇用期間の定めなし (1) 9時30分～18時00分

正社員
168,000円～
168,000円年齢

不問
その他の洗濯・理容・美容・浴場業

東京都中野区

98
|

①

株式会社ＩＢＪ
○一般事務の補助業務
・ワード、エクセルを使用した入力業務
（基本的には、既存のフォーマットを利用、新規文書
作成できれば尚可）
・メールの受発信（Ｇｍａｉｌを利用）
上記の業務をメインとしますが、障害の程度に応じ、
下記作業についてもお願いすることがあります（応相
談）。
・郵便物封入、ラベリング　・ファイリング
・社内設備、備品の管理、点検
※ＷＥＢデザイナー、エンジニア、営業企画の補助も
あり
（障害特性、スキルにより、仕事内容は決定します）

事務補助（正社員） 東京都新宿区西新宿１－２３－７
新宿ファーストウエスト１２階 ＜就業場所における現在の施

設等の状況＞
・電話応対：有
・出入口段差：無
　出入口ドア：自動
・エレベーター：有
・階段手すり：有（片側）
・車いす移動スペース：有
・トイレ：様式（障害者用有）

※必要な合理的配慮について
はお申し出ください。

雇用期間の定めなし (1) 9時45分～18時45分

正社員
229,690円～
229,690円

就業時間は相談可能

省令
３号の

イ

他に分類されない生活関連サービ
ス業

ＰＣ操作（ワード、エクセル）
定型フォームへの入力スキル

東京都新宿区

98
|

②

株式会社ＩＢＪ
○一般事務の補助業務
・ワード、エクセルを使用した入力業務
（基本的には、既存のフォーマットを利用、新規
文書作成できれば尚可）
・メールの受発信（Ｇｍａｉｌを利用）
上記の業務をメインとしますが、障害の程度に
応じ、下記作業についてもお願いすることがあり
ます（応相談）。
・郵便物封入、ラベリング
・ファイリング
・社内設備、備品の管理、点検
※正社員への登用の可能性あり。

事務補助（契約社員） 東京都新宿区西新宿１－２３－７
新宿ファーストウエスト１２階 ＜就業場所における現在の施

設等の状況＞
・電話応対：有
・出入口段差：無
・出入口ドア：自動
・エレベーター：有
・階段手すり：有（片側）
・車いす移動スペース：有
・トイレ：様式（障害者用有）

※必要な合理的配慮について
はお申し出ください。

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (1) 9時45分～18時45分

正社員以外
161,600円～
193,920円

就業時間は
３０Ｈ以上／週で応相談年齢

不問
他に分類されない生活関連サービ
ス業

ＰＣ操作（ワード、エクセル）
定型フォームへの入力

東京都新宿区

99

株式会社　木下の保
育

認可・認証保育園「木下の保育園」を運営する
会社の本社での事務のお仕事です。

・電話対応（電話応対が困難な方はなし）
・社員の労務管理
・採用サポート
・総務
　等、簡単なお仕事からお願い致します。

事務職 東京都新宿区西新宿６丁目５－１
新宿アイランドタワー８階 勤務条件に応じ、法定通り有給

休暇、休憩時間の付与および社
会保険の加入あり。

【施設設備等の状況】
１エレベーター：有
２　出入口段差：無
３車いす移動スペース：無
４階段手すり：有（片側）
５トイレ：洋式
上記の他、必要な合理的配慮に
ついてはお申し出ください。

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (1) 9時30分～15時00分

パート労働者
958円～
958円

(2)14時00分～18時00分

年齢
不問

（１）（２）の選択、週２０Ｈ程度など
勤務時間、曜日応相談

児童福祉事業

東京都新宿区

100
|

①

ＴＢＣグループ株式会
社

「エステティックＴＢＣ」「メンズＴＢＣ」「エピレ」
各サロンのバックアップ・サポート業務

【仕事内容の例（配属部署により異なる）】
パソコンによる文書やデータ作成、各種データ
入力や集計
帳票管理
営業ツール作成
宣伝・広報・マーケティングに関わるリサーチ
給与計算、社会保険関連業務

※障害等により応相談

一般事務／新宿 東京都新宿区西新宿１－２５－１
新宿センタービル４３階 【障害者用設備状況】

１．エレベーター：有
２．階段手すり：片側
３．車椅子移動スペース：無
４．トイレ：洋式
５．点字表示：無
６．出入口段差：無

※必要な合理的配慮について
はお申し出ください。
※入社時に上記募集条件を下
回ることはございません。

雇用期間の定めなし (1) 9時45分～18時45分

正社員
197,000円～
216,000円

高卒以上 省令１
号

美容業

東京都新宿区
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就業時間 従業員
休日・
週休二
日制

所在地・産業・就業場所 施設状況及び備考欄
職種・雇用期間・形態・学歴・必要
な免許資格・経験

求人
数

年齢・
省令 賃金

座席
番号

事業所名・求人番号・その他 仕事の内容

月給 企業全体 2,300人

59歳
以下

就業場所 15人 日祝他

2人 うち女性 3人

13080-66860481 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生・財形
月平均時間（時） 5時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体8,445人

就業場所8,445人 他

2人 うち女性 3,137人

13090-36721881 うちパート 413人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生
就業場所

休憩時間（分） 60分 東京都豊島区

時給 企業全体8,445人

就業場所8,445人 他

2人 うち女性 3,137人

13090-36742381 うちパート 413人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生
就業場所

休憩時間（分） 60分 東京都豊島区

月給 企業全体8,445人

就業場所8,445人 他

2人 うち女性 3,137人

13090-36729481 うちパート 413人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 20時間 就業場所

休憩時間（分） 60分 東京都豊島区

時給 企業全体8,445人

就業場所8,445人 他

2人 うち女性 3,137人

13090-36738781 うちパート 413人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 20時間 就業場所

休憩時間（分） 60分 東京都豊島区

100
|

②

ＴＢＣグループ株式会
社

直営展開する「エステティックＴＢＣ」などの近
隣サロンへ定期的に出向き、美顔器や脱毛器
などの美容関連機器のメンテナンスを行いま
す。

※業種、職種経験は一切不問です。

※障害等により応相談

美容機器メンテナンス 東京都新宿区西新宿１－２５－１
新宿センタービル４３階 【障害者用設備状況】

１エレベーター：無
２出入口段差：有
３車いす移動スペース：無
４階段手すり：片側
５トイレ：洋式
６点字表示：無
※必要な合理的配慮について
はお申し出ください。

※入社時に上記募集条件を下
回ることはございません。

雇用期間の定めなし (1) 9時45分～18時45分

正社員
197,000円～
216,000円

高卒以上 省令１
号

美容業

東京都練馬区

機械、電気系の経験のある方尚可

101
|

①

株式会社　プリンスホ
テル

・一般事務
・パソコン業務
　（エクセル・ワードを使って資料作成、データ
入力）
・電話対応　など




一般事務 東京都豊島区東池袋　３－１－５ 【施設等状況】（各施設により
異なります）
・エレベーター：有
・出入口段差：有
・点字表示：無
・建物内車いす移動スペー
ス：無
・トイレ：和式・洋式
・階段手すり：有／片側
※上記の他、必要な合理的
配慮についてはお申し出下
さい。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時30分～18時00分

正社員以外
160,000円～
200,000円年齢

不問
旅館，ホテル

東京都港区

101
|

②

株式会社　プリンスホ
テル

・一般事務
・パソコン業務
　（エクセル・ワードを使って資料作成、データ
入力）
・電話対応　など


※　就業時間等は週２０時間以上で相談に応じ
ます。
※　有給休暇日数は法定通り付与いたします。

一般事務 東京都豊島区東池袋　３－１－５ 【施設等状況】　（各施設によ
り異なります）
・エレベーター：有
・出入口段差：有
・点字表示：無
・建物内車いす移動スペー
ス：無
・トイレ：和式・洋式
・階段手すり：有／片側
※上記の他、必要な合理的
配慮についてはお申し出下
さい。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時30分～18時00分

パート労働者
960円～

   1,200円年齢
不問

旅館，ホテル

東京都港区

101
|

③

株式会社　プリンスホ
テル ・料理盛り付け

・洗い場
・汁器の整理、運搬　　など


※　早番、遅番制度の職場あり。
※　必要に応じて就業時間等相談に応じます。

調理補助 交替制あり 東京都豊島区東池袋　３－１－５ 【施設等状況】（各施設により
異なります）
・電話応対：無
・エレベーター：有
・点字表示：無
・建物内車いす移動スペー
ス：無
・出入口段差：有
・階段手すり：有／片側
・トイレ：和式・洋式
※上記の他、必要な合理的
配慮についてはお申し出下
さい。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 7時00分～15時30分

正社員以外
160,000円～
200,000円

(2) 8時30分～17時00分

年齢
不問

(3)11時30分～20時00分 旅館，ホテル

東京都港区

101
|

④

株式会社　プリンスホ
テル

・料理盛り付け
・洗い場
・汁器の整理、運搬　　など



※　早番、遅番制度の職場あり
※　就業時間等は週２０時間以上で相談に応じ
ます。
※　有給休暇日数は法定通りの付与いたしま
す。

調理補助 交替制あり 東京都豊島区東池袋　３－１－５ 【施設等状況】（各施設により
異なります）
・電話応対：無
・エレベーター：有
・出入口段差：有
・建物内車いす移動スペー
ス：無
・階段手すり：有／片側
・点字表示：無
・トイレ：和式・洋式
※上記の他、必要な合理的
配慮についてはお申し出くだ
さい

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 7時00分～15時30分

パート労働者
960円～

   1,200円

(2) 8時30分～17時00分

年齢
不問

(3)11時30分～20時00分 旅館，ホテル

東京都港区
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就業時間 従業員
休日・
週休二
日制

所在地・産業・就業場所 施設状況及び備考欄
職種・雇用期間・形態・学歴・必要
な免許資格・経験

求人
数

年齢・
省令 賃金

座席
番号

事業所名・求人番号・その他 仕事の内容

月給 企業全体1,440人

就業場所 322人
土日祝
他

1人 うち女性 115人

13090-36688181 うちパート 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生・財形
月平均時間（時） 10時間 就業場所

確定拠出年金
休憩時間（分） 60分

月給 企業全体1,440人

就業場所 322人
土日祝
他

1人 うち女性 115人

13090-36691581 うちパート 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生・財形
月平均時間（時） 10時間 就業場所

確定拠出年金
休憩時間（分） 60分

月給 企業全体1,440人

就業場所 322人
土日祝
他

1人 うち女性 115人

13090-36697081 うちパート 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生・財形
月平均時間（時） 10時間 就業場所

確定拠出年金
休憩時間（分） 60分 東京都板橋区

時給 企業全体 500人

就業場所 60人
土日祝
他

1人 うち女性 45人

13090-36788481 うちパート 45人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災
就業場所

休憩時間（分） 60分

時給 企業全体 800人

就業場所 0人
土日祝
他

1人 うち女性 0人

13090-36826481 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災
就業場所

休憩時間（分） 60分 東京都千代田区

102
|

①

エスビー食品　株式
会社

・人事関連業務（福利厚生・給与保険など）の
サポート業務
・電話応対　など　　　　　　

●就業場所は、本社（中央区）になります。

人事事務 東京都板橋区宮本町３８－８ 「施設等状況」
・エレベーター：有
・階段手すり：有（片側）
・点字表示：無
・トイレ：洋式・和式
・出入口段差：有（５ｃｍ）
・出入口ドア：自動・引き戸
・電話応対：電話応対が困難な
方は無
・建物内車いす移動スペース：
無
★上記の他、必要な合理的配
慮についてはお申し出ください。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 8時50分～17時30分

正社員以外
160,000円～
200,000円

高校卒以上 年齢
不問

調味料製造業

東京都中央区

業務経験あれば尚可
パソコン操作（エクセル・ワード等）

102
|

②

エスビー食品　株式
会社

・エクセルを用いた、お客様データの集計
・グラフ作成及びデータの解析
・その他、ＰＣを用いた資料、データの作成など

●就業場所は、板橋スパイスセンター（板橋
区）になります。

データ管理等 東京都板橋区宮本町３８－８ 「施設等状況」
・エレベーター：有
・階段手すり：有（片側）
・点字表示：無
・トイレ：洋式・和式
・出入口段差：有（５ｃｍ　）
・出入口ドア：自動・引き戸
・電話応対：無
・建物内車いす移動スペース：
無
★上記の他、必要な合理的配
慮についてはお申し出ください。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 8時50分～17時30分

正社員以外
160,000円～
200,000円

高校卒以上 年齢
不問

調味料製造業

東京都板橋区

業務経験あれば尚可
パソコン操作（エクセル・ワード等）
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③

エスビー食品　株式
会社 ・パソコンで資料作成、データ入力

・伝票処理
・電話対応
・庶務　　　など

●就業場所は、板橋スパイスセンター（板橋
区）又は八丁堀ハーブテラス（中央区）になりま
す。

一般事務 東京都板橋区宮本町３８－８ 「施設等状況」
・エレベーター：有
・階段手すり：有（片側）
・点字表示：無
・トイレ：洋式・和式
・出入口段差：有（５ｃｍ）
・出入口ドア：自動・引き戸
・電話応対：電話応対が困難な
方は無
・建物内車いす移動スペース：
無
★上記の他、必要な合理的配
慮についてはお申し出ください。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 8時50分～17時30分

正社員以外
160,000円～
200,000円

高校卒以上 年齢
不問

調味料製造業

東京都中央区

業務経験あれば尚可
パソコン操作（エクセル・ワード等）
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①

株式会社　東京テレ
マーケティング

○電話での問合せに対応する仕事です。
　（飲料メーカーの自動販売機に表示のある故
障・問合せ先の電話を受けていただく仕事にな
ります。メーカーのルートスタッフに引き継ぐ仕
事です。）
　パソコンで決まったフォームへの入力作業あ
り。

※障害の程度に応じて仕事内容は相談に応じ
ます。
　問合せ対応の研修（座学・ロールプレイング）
もあります。

電話受信対応業務 東京都豊島区南池袋２－２９－９
損保ジャパン池袋ビル８Ｆ

＜施設等状況＞
・エレベーター：有
・階段手すり：有（両側）
・点字表示：無
・トイレ：洋式
・出入口段差：無
・出入口ドア：押し戸
・建物内車いす移動スペース：
無
※上記の他、必要な合理的配
慮については申し出ください。
※就業時間、曜日については相
談に応じられます。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 9時００分～１８時００分

パート労働者
1,100円～
1,200円

の間の４時間以上

高卒以上 年齢
不問

その他の専門サービス業

東京都豊島区
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②

株式会社　東京テレ
マーケティング

・ポッカサッポログループのお仕事です。
　「給茶機」とは、ボタンを押すと、お茶やコー
ヒー、お水などが出てくる機械です。
　・ひとつのビルの中で１日作業となります。
　　３名体制で作業にあたり、主に水の補充を
行います。
　・原料と水の補充
　・洗浄・清掃
　・在庫の管理、発注

給茶機のお手入れスタッフ 東京都豊島区南池袋２－２９－９
損保ジャパン池袋ビル８Ｆ

〈施設等状況〉・各就業場所につ
いて個別にお伝えいたします。
※必要な合理的配慮について
は申し出ください。
●就業場所の就業時間と時給
について（下記）
（１）江東区　　８：３０～１６：３０
　時給１０００円
（２）千代田区　８：４５～１６：３０
　時給９７０円
※上記以外の就業場所は希望
により多数あります。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 8時30分～16時30分

パート労働者
970円～

    1,000円

(2) 8時45分～16時30分

年齢
不問

その他の専門サービス業

東京都江東区

38



 10/16　中央ブロック障害者就職面接会

就業時間 従業員
休日・
週休二
日制

所在地・産業・就業場所 施設状況及び備考欄
職種・雇用期間・形態・学歴・必要
な免許資格・経験

求人
数

年齢・
省令 賃金

座席
番号

事業所名・求人番号・その他 仕事の内容

時給 企業全体 455人

就業場所 44人
土日祝
他

1人 うち女性 7人

13090-36835781 うちパート 5人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生
就業場所

休憩時間（分） 60分

時給 企業全体 180人

就業場所 167人 土日祝

1人 うち女性 37人

13090-36622681 うちパート 1人 毎　週

加入保険等
（月額換算） 時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生
就業場所

休憩時間（分） 60分

時給 企業全体 180人

就業場所 167人 土日祝

1人 うち女性 37人

13090-36619781 うちパート 1人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災
就業場所

休憩時間（分） 60分

時給 企業全体 180人

就業場所 160人 土日祝

1人 うち女性 37人

13090-36623981 うちパート 1人 毎　週

加入保険等
（月額換算） 時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生
就業場所

休憩時間（分） 60分

時給 企業全体 180人

就業場所 160人 土日祝

1人 うち女性 37人

13090-36621381 うちパート 1人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災
就業場所

休憩時間（分） 60分

104

株式会社　トッパンテ
クノ

●設計者が印刷した図面を購買向けと製造向けにコ
ピーし出図印を押印する。
●コピー機で出図用図面スキャナーを使いパソコン
にて指定場所に保存する。
●設計者が作成した仕様書の誤字脱字を確認し、設
計者に修正を促し修正版を印刷する。
●設計者より指示された保存されているＣａｄＤａｔｅを
読み出して印刷する。
●古い手書き図面をＣＡＤ化する（ＡｕｔｏＣａｄ使用）
●手書きの部品表をＥｘｃｅｌにて清書する。
●各担当より出来上がった構想図より部品図にする。

ＣＡＤオペレーター 東京都板橋区志村１丁目１８－４ 【施設等状況】
・エレベーター：無
・出入口段差：有１０ｃｍ
・点字表示：無
・階段手すり：有（片）
・トイレ：洋式
・建物内車いす移動スペース：無
就業場所はビル２階で、階段を利
用。
※時間給は経験・能力により判断。
※社会保険の加入要件に満たない
場合は加入なし。
※必要な合理的配慮についてはお
申し出ください。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 8時30分～17時30分

パート労働者
990円～

    1,500円年齢
不問

建物サービス業

東京都板橋区

・パソコン操作（ワード、エクセルを使って定型
フォームの入力ができること）・ＣＡＤ経験
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①

株式会社　テンダ

・パッケージソフト、受託ソフトの作成

※この業務は、当社事務所内で行います。


※通院等は配慮します。

※将来本人の勤務評価により正社員登用も考
慮します。

ソフトウェアプログラミング 東京都豊島区西池袋１－１１－１メト
ロポリタンプラザビル１５Ｆ

【施設等状況】
１エレベーター：有
２出入口段差：無
３車いす移動スペース：無
４階段手すり：有（片側）
５点字表示：無
６トイレ：洋式
７電話応対：困難な方は無
※上記の他、必要な合理的
配慮についてはお申し出下
さい。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時00分～18時00分

正社員以外
1,000円～
1,000円年齢

不問
ソフトウェア業

160,000円～
160,000円

東京都豊島区

オープン系ソフトウェア言語により業務が
行えること。
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②

株式会社　テンダ 
・パッケージソフト、受託ソフトの作成

※この業務は、当社事務所内で行います。


※通院等は配慮します。
※将来本人の勤務評価により正社員登用も考
慮します。

ソフトウェアプログラミング 東京都豊島区西池袋１－１１－１メト
ロポリタンプラザビル１５Ｆ

【施設等状況】
１エレベーター：有
２出入口段差：無
３車いす移動スペース：無
４階段手すり：有（片側）
５点字表示：無
６トイレ：洋式
７電話応対：困難な方は無
※上記の他、必要な合理的配
慮についてはお申し出下さい。
※社会保険は労働条件により法
定通り加入。
※有給休暇法定通り

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時00分～18時00分

パート労働者
1,000円～
1,000円年齢

不問
ソフトウェア業

東京都豊島区

オープン系ソフトウェア言語により業務が
行えること。
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③

株式会社　テンダ

・弊社製品の資料作成
・データ入力、作成
・電話応対
・ファイリング
・製品出荷作業

※通院などの考慮します。
※将来、本人の勤務評価により正社員登用も
考慮します。

一般事務 東京都豊島区西池袋１－１１－１メト
ロポリタンプラザビル１５Ｆ

【施設等状況】
１エレベーター：有
２出入口段差：無
３車いす移動スペース：無
４階段手すり：有　片側
５点字表示：無
６トイレ：洋式
７電話応対：困難な方は無
※上記の他、必要な合理的
配慮についてはお申し出下
さい。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時00分～18時00分

正社員以外
1,000円～
1,000円年齢

不問
ソフトウェア業

160,000円～
160,000円

東京都豊島区

ＰＣ操作
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④

株式会社　テンダ

・弊社製品の資料作成
・データ入力、作成
・電話応対
・ファイリング
・製品出荷作業

※通院などの考慮します。
※将来、本人の勤務評価により正社員登用も
考慮します。

一般事務 東京都豊島区西池袋１－１１－１メト
ロポリタンプラザビル１５Ｆ

【施設等状況】
１エレベーター：有
２出入口段差：無
３車いす移動スペース：無
４階段手すり：有　片側
５点字表示：無
６トイレ：洋式
７電話応対：困難な方は無
※上記の他、必要な合理的配
慮についてはお申し出下さい。
※社会保険は労働条件により法
定通り加入。
※有給休暇法定通り

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時00分～18時00分

パート労働者
1,000円～
1,000円年齢

不問
ソフトウェア業

東京都豊島区

ＰＣ操作

39



 10/16　中央ブロック障害者就職面接会

就業時間 従業員
休日・
週休二
日制

所在地・産業・就業場所 施設状況及び備考欄
職種・雇用期間・形態・学歴・必要
な免許資格・経験

求人
数

年齢・
省令 賃金

座席
番号

事業所名・求人番号・その他 仕事の内容

月給 企業全体2,163人

就業場所 600人
土日祝
他

1人 うち女性 300人

13090-36577981 うちパート 150人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生・財形
月平均時間（時） 10時間 就業場所

休憩時間（分） 60分 船橋市・さいたま市

月給 企業全体2,163人

就業場所 600人
土日祝
他

1人 うち女性 300人

13090-36570781 うちパート 150人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生・財形
月平均時間（時） 10時間 就業場所

休憩時間（分） 60分 千葉県・埼玉県

年俸 企業全体 930人

就業場所 18人
土日祝
他

2人 うち女性 17人

13090-36616981 うちパート 1人 毎　週

加入保険等
（月額換算） 時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 5時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

時給 企業全体 930人

就業場所 18人
土日祝
他

2人 うち女性 17人

13090-36614381 うちパート 1人 毎　週

加入保険等
（月額換算） 時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 15時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

時給 企業全体 930人

就業場所 18人 土日祝

1人 うち女性 17人

13090-36612181 うちパート 1人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災
就業場所

休憩時間（分） 60分
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①

株式会社クレディセゾ
ン

●有期正社員（１年経過後、無期正社員に転
換する制度あり）
オフィスワーク全般業務でパソコンを使う業務
が中心です。総務・人事・経理・営業などの各
部署における以下の業務です。
　～お仕事の一例～
・社内メール便の仕分け、管理
・書類作成、管理　・その他庶務業務　など
　※丁寧に指導いたしますので、安心して応募
ください。
　※スキルや経験、適性、意向を考慮したうえ
で仕事内容を決定いたします。（電話応対も個
別相談可）

一般職（有期契約期間あり） 東京都豊島区東池袋３－１－１　サ
ンシャイン６０・５２階

※障害者用設備は、各事業所
により異なります。
※定期的に通院が必要な場合
等、ご相談に応じます。
※契約更新は勤怠や成績、本
人の事情、会社業務都合などに
より合意の上、決定します。
※後日、適性検査・ＷＥＢテスト
等を行います。
※上記のほか、必要な合理的配
慮についてお申出下さい。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時00分～17時30分

正社員以外
154,050円～
185,950円年齢

不問
クレジットカード業，割賦金融業

東京都豊島区・文京区
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②

株式会社クレディセゾ
ン

●正社員
・営業（個人・法人）
・営業事務
・マーケティング　　　　　など　

　※スキルや経験、適性、意向を考慮したうえ
で
　　仕事内容を決定いたします。（電話応対も
個別相談可）
　　必要な合理的配慮についてはお申し出くだ
さい。

総合職 変形（１ヶ月単位） 東京都豊島区東池袋３－１－１　サ
ンシャイン６０・５２階

※障害者用設備は、各事業所
により異なります。
※定期的に通院が必要な場合
等、ご相談に応じます。
※自宅から通勤が可能な範囲
で転勤の可能性あり。（ただし、
転居を伴う異動はなし）
※後日、適性検査・ＷＥＢテスト
等を行います。
※上記のほか、必要な合理的配
慮については申出ください。

雇用期間の定めなし (1) 9時00分～17時30分

正社員
205,850円～
259,050円

(2) 9時45分～18時15分

年齢
不問

クレジットカード業，割賦金融業

東京都・神奈川県
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①

株式会社　ＥＰファー
マライン

製薬企業のお薬相談窓口担当として電話問合
せを受付し、医薬品の適正使用について回答
していただきます。
具体的には文献検索、ＦＡＱ（社内データベー
ス）を活用して、質問への回答をおこないます。





薬剤の相談員（コールセンター） 東京都豊島区西池袋３－２７－１２
池袋ウエス卜パ－クビル

≪施設等状況≫
・エレベーター：有
・出入口段差：有／５ｃｍ
・建物内車いす移動スペース：
有
・階段手すり：無
・点字表示：無
・トイレ：洋式
※勤務時間については相談可
能
※通院の配慮いたします。
※上記の他、必要な合理的配
慮についてはお申し出下さい。

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） 3,000,000円
～4,800,000

円

(1) 9時00分～18時00分

正社員以外

年齢
不問

医療に附帯するサービス業

薬剤師

250,000円～
400,000円

東京都豊島区

薬剤師もしくはＭＲとしての業務経験
薬剤師資格もしくはＭＲ認定資格必要
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②

株式会社　ＥＰファー
マライン

製薬会社と医療機関との間で交わされる契約書を作
成
・契約書のドラフトを元に契約書類を作成
・製薬会社の担当者を通じて医療機関に提出
・契約書（原本）作成
・契約成立後、原本をデータ化して管理
（その他）
　電話やメールで寄せられる問合せへの対応
★Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌが得意な方、お待ちしております。
★業界未経験者大歓迎です。
　医療に関わるお仕事をして仕事の幅を広げてみま
せんか。
　入社１年未満のスタッフも多数在籍しております。

契約書作成スタッフ
（契約）

東京都豊島区西池袋３－２７－１２
池袋ウエス卜パ－クビル

≪施設等状況≫
・エレベーター：有
・出入口段差：有／５ｃｍ
・建物内車いす移動スペー
ス：有
・階段手すり：無
・点字表示：無
・トイレ：洋式
※上記の他、必要な合理的
配慮についてはお申し出下
さい。

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (1) 9時00分～18時00分

正社員以外
1,000円～
1,000円

高校卒業程度 年齢
不問

医療に附帯するサービス業

163,200円～
163,200円

東京都豊島区

ＰＣの基本操作（Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ、メール）
Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌの実務経験者
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③

株式会社　ＥＰファー
マライン ・書類のファイリング、コピー、シュレッダー

・郵便物の受取り、仕分け
・ＰＣを使用した入力業務
・会議室や事務所の清掃など

※障害に応じて、お任せする仕事は考慮しま
す。

事務補助 東京都豊島区西池袋３－２７－１２
池袋ウエス卜パ－クビル

≪施設等状況≫
・エレベーター：有
・出入口段差：有／５ｃｍ
・建物内車いす移動スペース：
有
・階段手すり：無
・点字表示：無
・トイレ：洋式
※上記の他、必要な合理的配
慮についてはお申し出下さい。
※社会保険は、法定どおり加入
要件を満たす場合は加入しま
す。有給休暇は法定通り付与。

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） ９時００分～１８時００分

パート労働者
1,000円～
1,000円

の間の６時間以上

年齢
不問

医療に附帯するサービス業

東京都豊島区

40



 10/16　中央ブロック障害者就職面接会

就業時間 従業員
休日・
週休二
日制

所在地・産業・就業場所 施設状況及び備考欄
職種・雇用期間・形態・学歴・必要
な免許資格・経験

求人
数

年齢・
省令 賃金

座席
番号

事業所名・求人番号・その他 仕事の内容

時給 企業全体 414人

就業場所 3人
土日祝
他

3人 うち女性 0人

13090-40714681 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生
就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体 311人

就業場所 289人 土日祝

1人 うち女性 145人

13090-36872681 うちパート 1人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生・財形
就業場所

確定拠出年金
休憩時間（分） 60分

時給 企業全体 441人

就業場所 21人 他

1人 うち女性 13人

13090-36555881 うちパート 14人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生・財形
就業場所

休憩時間（分） 60分 東京都板橋区

時給 企業全体1,800人

就業場所 80人 土日祝

2人 うち女性 40人

13090-36524181 うちパート 10人 毎　週

加入保険等
（月額換算） 時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生
就業場所

休憩時間（分） 60分

時給 企業全体1,800人

就業場所 80人
土日祝
他

3人 うち女性 40人

13090-36780881 うちパート 10人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生
就業場所

休憩時間（分） 60分
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株式会社　ニップコー
ポレーション

物流倉庫内での商品ピッキングや出荷業務
・注文書に従って商品をピックアップする
・紙を裁断する作業
・梱包作業

物流業務全般 東京都豊島区東池袋１丁目２５－８
タカセビル９Ｆ

＜施設等状況＞
・電話応対：無
・エレベーター：有
・出入口段差：無
・階段手すり：有
・トイレ：洋式
・建物内車いす移動スペース：無
※必要な合理的配慮についてはお
申し出ください。
※時給見直し可能性あり
※勤続６ヶ月以上の方には寸志を支
給
※社会保険要件充足の場合社会保
険加入

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 8時30分～17時30分

パート労働者
1,000円～
1,050円

週２０時間以上で相談可

高卒以上 年齢
不問

家具・建具・じゅう器等卸売業

東京都板橋区
東京都江東区
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セゾン自動車火災保
険　株式会社

・損害保険（自動車保険・火災保険）関連の事
務サポート　（文書作成、送付物封入、チェッ
ク、コピー、ＦＡＸ・電話対応等）
・その他の作業（軽作業含む）

事務サポート業務 東京都豊島区東池袋３－１－１　サ
ンシヤイン６０　４０階

【施設等状況】
・エレベーター：有
・出入口段差：有
・車いす移動スペース：無
・階段手すり：有
・点字表示：無
・トイレ　　洋式
・上記の他必要な合理的配慮に
ついてはお申出ください。
・給与額は年齢、経験、能力によ
り決定する。
・昇給額の算定は、前年度の成
果評価によるものとする。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時00分～17時30分

正社員以外
180,000円～
200,000円年齢

不問
損害保険業

東京都豊島区

・ＰＣスキル（ワード、エクセル、Ｅメール）
・事務経験（損害保険関係の経験者　尚可）
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東京あおば農業協同
組合

＊ＪＡあおばの直売所にて、野菜・果物・植木
等の販売及び伝票整理等の事務。
（直売所）
１　【総合園芸センターふれあいの里】
　　　練馬区桜台３－３５－１８
２　【ファーマーズショップとれたて村石神井】
　　　練馬区石神井台１－１－３１
３　【ファーマーズショップこぐれ村】
　　　練馬区大泉学園町２－１２－１７
４　【ファーマーズショップにりん草】
　　　板橋区高島平３－１２－２０

販売・事務 東京都練馬区高松５－２３－２７ ●障害者用設備
１エレベーター［有］
2出入口段差［有］
3車いす移動［スペース無］
4階段手すり［無］
5点字表示［無］
6トイレ［車いす用・洋式・和
式］
※上記の他、必要な合理的
配慮についてはお申し出下
さい。
※仕事内容及び休日の曜
日について応相談

雇用期間の定めなし (1) 9時00分～17時00分

パート労働者
958円～

   1,000円年齢
不問

農林水産業協同組合（他に分類さ
れないもの）

東京都練馬区
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①

株式会社　スプリック
ス ・データ入力

・書類の仕分、チラシ等のファイリング
・書類の封入
・応募書類の整理
・事務室内や会議室の清掃、ごみ回収等

※障害の状況に応じてご相談に応じます。

一般事務 東京都豊島区西池袋１－１１－１
メトロポリタンプラザビル１２Ｆ

【施設等状況】
１　エレベーター［有］
2　出入口段差［無］
3　建物内車いす移動スペース［有］
4　トイレ［洋式］
5　点字表示［無］
６　電話応対［無］
※当ビル１０階からルミネ１０階へ移動
可。ルミネ１０階に車いす用トイレがあ
ります。その他、必要な合理的配慮
についてはお申し出ください。
※加入保険、有給休暇等は法定ど
おりです。

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (1)10時00分～19時00分

正社員以外
960円～

    1,000円

(2)10時00分～17時00分

年齢
不問

(3)10時00分～16時00分 学習塾

153,600円～
160,000円

東京都豊島区
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②

株式会社　スプリック
ス ・データ入力

・書類の仕分、チラシ等のファイリング
・書類の封入
・応募書類の整理
・事務室内や会議室の清掃、ごみ回収等

※障害の状況に応じてご相談に応じます。

一般事務（パート） 東京都豊島区西池袋１－１１－１
メトロポリタンプラザビル１２Ｆ

【施設等状況】
１　エレベーター［有］
2　出入口段差［無］
3　建物内車いす移動スペース
［有］
4　トイレ［洋式］
5　点字表示　　［無］
６　電話応対　［無］
※当ビル１０階からルミネビル１０階で
移動可。ルミネビル１０階に車いす用
トイレがあります。その他、必要な合
理的配慮についてはお申し出くださ
い。
※加入保険、有給休暇等は法定ど
おりです。

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (1)10時00分～19時00分

パート労働者
960円～

    1,000円

(2)10時00分～17時00分

年齢
不問

(3)10時00分～16時00分 学習塾

東京都豊島区
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 10/16　中央ブロック障害者就職面接会

就業時間 従業員
休日・
週休二
日制

所在地・産業・就業場所 施設状況及び備考欄
職種・雇用期間・形態・学歴・必要
な免許資格・経験

求人
数

年齢・
省令 賃金

座席
番号

事業所名・求人番号・その他 仕事の内容

時給 企業全体1,300人

就業場所 25人
土日祝
他

1人 うち女性 7人

13090-36496681 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災
就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体 650人

就業場所 6人 土日祝

1人 うち女性 3人

13090-36725381 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生・財形
就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体 650人

就業場所 6人 土日祝

1人 うち女性 3人

13090-36792681 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生・財形
就業場所

休憩時間（分） 60分

時給 企業全体 406人

就業場所 95人
土日祝
他

1人 うち女性 40人

13090-36585981 うちパート 10人 毎　週

加入保険等
（月額換算） 時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生・財形
就業場所

休憩時間（分） 45分

時給 企業全体 406人

就業場所 95人
土日祝
他

1人 うち女性 40人

13090-36597781 うちパート 10人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生・財形
就業場所

休憩時間（分） 45分
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学校法人　大乗淑徳
学園

法人本部業務にかかる事務補助
・データ入力
・資料作成　等

事務 東京都板橋区前野町５丁目５－２ ＜施設等状況＞
・電話応対：有
・エレベーター：有
・出入口段差：有
・階段手すり：有（片側）
・トイレ：洋式
・建物内車いす移動スペース：
無
※必要な合理的配慮について
はお申し出ください。
※年次有給休暇の日額は学園
の規定による。付与日数は法定
通り。

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (1) 9時00分～17時00分

パート労働者
960円～
    960円

高卒以上 年齢
不問

高等教育機関

東京都板橋区

パソコン操作
一般事務１年以上の経験
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①

株式会社　ハウスメイ
トショップ

・電話応対
・データ入力
・書類作成、整理
・郵便物仕分けなど

一般事務 東京都豊島区東池袋３－１－１　サ
ンシャイン６０－４１Ｆ

〈施設等状況〉（本社就業場
所）
・エレベーター：有
・出入口段差：無
・階段手すり：無
・車いす移動スペース：無
・点字表示：無
・トイレ：洋式
※上記の他、必要な合理的
配慮については申し出くださ
い。
※正社員登用制度あり。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時00分～18時00分

正社員以外
200,000円～
200,000円

高卒以上 年齢
不問

不動産管理業

東京都豊島区
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②

株式会社　ハウスメイ
トショップ

賃貸物件の間取り図作成に関わる業務

・パソコン操作
・電話応対
・書類作成、整理など

図面作成 東京都豊島区東池袋３－１－１　サ
ンシャイン６０－４１Ｆ

〈施設等状況〉（本社就業場
所）
・エレベーター：有
・出入口段差：無
・階段手すり：無
・車いす移動スペース：無
・点字表示：無
・トイレ：洋式
※上記の他、必要な合理的
配慮については申し出くださ
い。
※正社員登用制度あり。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時00分～18時00分

正社員以外
200,000円～
200,000円

高卒以上 年齢
不問

不動産管理業

東京都豊島区
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①

株式会社　フルヤ金
属

郵便物の社内配布及び投函
コピー機の用紙補充
給湯室の片づけ
フロアゴミ回収、シュレッダーのゴミ出し
消毒液、トイレ備品の補充
社内便袋の作成
書類ファイリング
名刺印刷、内線電話対応
ＰＣデータ入力（フォーマット有）

※仕事の内容については障害の特性により考
慮いたします。

一般事務補助（フルタイム） 東京都豊島区南大塚２－３７－５
ＭＳＢ－２１南大塚ビル

【施設等状況】
１　エレベーター　　有
2　出入口段差　３ｃｍ有
3　車いす移動スペース無
4　階段手すり　　無
5　点字表示　　無
6　トイレ　車いす用有
7　電話応対　　有（必須・内
線の対応）
※上記の他、必要な合理的
配慮についてはお申し出下
さい。

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (1) 8時45分～17時30分

正社員以外
1,000円～
1,000円年齢

不問
その他の金属製品製造業

162,400円～
162,400円

東京都豊島区

企業での就業経験
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②

株式会社　フルヤ金
属

郵便物の社内配布及び投函
コピー機の用紙補充
給湯室の片づけ
フロアゴミ回収、シュレッダーのゴミ出し
消毒液、トイレ備品の補充
社内便袋の作成
書類ファイリング
名刺印刷、内線電話対応
ＰＣデータ入力（フォーマット有）

※仕事の内容については障害の特性により考
慮いたします。

一般事務補助 東京都豊島区南大塚２－３７－５
ＭＳＢ－２１南大塚ビル

【施設等状況】
１　エレベーター　　有
2　出入口段差　３ｃｍ有
3　車いす移動スペース無
4　階段手すり　　無
5　点字表示　　無
6　トイレ　車いす用有
7　電話応対　　有（必須・内
線の対応）
※上記の他、必要な合理的
配慮についてはお申し出下
さい。

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） ８時４５分～１７時３０分

パート労働者
1,000円～
1,000円

の間の６時間以上

年齢
不問

その他の金属製品製造業

東京都豊島区

企業での就業経験
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 10/16　中央ブロック障害者就職面接会

就業時間 従業員
休日・
週休二
日制

所在地・産業・就業場所 施設状況及び備考欄
職種・雇用期間・形態・学歴・必要
な免許資格・経験

求人
数

年齢・
省令 賃金

座席
番号

事業所名・求人番号・その他 仕事の内容

時給 企業全体3,000人

就業場所 20人 他

3人 うち女性 15人

13090-36993381 うちパート 18人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生
就業場所

休憩時間（分） 45分

時給 企業全体3,000人

就業場所 20人 他

3人 うち女性 15人

13090-36999881 うちパート 18人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生
就業場所

休憩時間（分） 45分

時給 企業全体3,000人

就業場所 20人 他

3人 うち女性 15人

13090-37006781 うちパート 18人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生
就業場所

休憩時間（分） 45分

月給 企業全体3,188人

就業場所1,258人
土日祝
他

1人 うち女性 337人

13090-36939581 うちパート その他

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 5時間 就業場所

休憩時間（分） 50分

月給 企業全体3,188人

就業場所 592人
土日祝
他

1人 うち女性 220人

13090-36926181 うちパート 1人 その他

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 5時間 就業場所

休憩時間（分） 50分

115
|

①

株式会社　ビッグ・
エー

店舗内での商品補充
商品整理
店内清掃
店頭の自転車整理

店舗商品補充・整理、清掃、自転車
整理／都内

東京都板橋区大山東町２５－１３ 【施設等状況】
・電話応対：無
・出入口段差：店舗による
・出入口ドア：自動
・エレベーター：無
・車いす移動スペース：無
・トイレ：洋式
※必要な合理的配慮につい
ては申出ください。
※店舗につきましては当社
ホームページをご参照くださ
い

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 8時00分～15時00分

パート労働者
960円～

   1,080円

(2) 9時00分～16時00分

年齢
不問

百貨店，総合スーパー

東京都内の店舗

115
|

②

株式会社　ビッグ・
エー

店舗内での商品補充
商品整理
店内清掃
店頭の自転車整理

店舗商品補充・整理、清掃、自転車
整理／千葉

東京都板橋区大山東町２５－１３ 【施設等状況】
・電話応対：無
・出入口段差：店舗による
・出入口ドア：自動
・エレベーター：無
・車いす移動スペース：無
・トイレ：洋式
※必要な合理的配慮につい
ては申出ください。
※店舗につきましては当社
ホームページをご参照くださ
い

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 8時00分～15時00分

パート労働者
900円～
980円

(2) 9時00分～16時00分

年齢
不問

百貨店，総合スーパー

千葉県内の店舗

115
|

③

株式会社　ビッグ・
エー

店舗内での商品補充
商品整理
店内清掃
店頭の自転車整理

店舗商品補充・整理、清掃、自転車
整理／埼玉

東京都板橋区大山東町２５－１３ 【施設等状況】
・電話応対：無
・出入口段差：店舗による
・出入口ドア：自動
・エレベーター：無
・車いす移動スペース：無
・トイレ：洋式
※必要な合理的配慮につい
ては申出ください。
※店舗につきましては当社
ホームページをご参照くださ
い

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 8時00分～15時00分

パート労働者
900円～
950円

(2) 9時00分～16時00分

年齢
不問

百貨店，総合スーパー

埼玉県内の店舗

116
|

①

大正製薬　株式会社
・ＰＣを使用したデータ入力
・エクセル、パワーポイント、ワード等での資料
作成
・荷物運搬あり（重量物はありません）
・電話応対あり
・その他、一般事務全般

一般事務 変形（１ヶ月単位） 東京都豊島区高田３－２４－１ 【施設等状況】
・電話応対：有
・エレベーター：有
・出入口段差：無
・階段手すり：有（片）
・トイレ：車いす用・様式・和
式
・建物内車いす移動スペー
ス：有
※上記のほか、必要な合理
的配慮については申出くださ
い。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 8時30分～17時00分

正社員以外
160,000円～
244,000円

高卒以上 年齢
不問

医薬品製造業

東京都豊島区

116
|

②

大正製薬　株式会社
医薬品製造ラインのオペレーターや検査作業
を行う仕事です。
・ＰＣを使用（経験不要）
・電話対応若干あり
・色を見分ける作業あり
・立ち仕事が多い

生産ラインオペレーター 変形（１ヶ月単位） 東京都豊島区高田３－２４－１ 【施設等状況】
・電話応対：有
・エレベーター：無
・出入口段差：有
・階段手すり：有（片）
・トイレ：車いす用・様式
・建物内車いす移動スペー
ス：無
※上記のほか、必要な合理
的配慮については申出くださ
い。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 8時30分～17時00分

正社員以外
160,000円～
244,000円

(2)17時00分～ 1時25分

高卒以上 年齢
不問

医薬品製造業

埼玉県さいたま市北区
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 10/16　中央ブロック障害者就職面接会

就業時間 従業員
休日・
週休二
日制

所在地・産業・就業場所 施設状況及び備考欄
職種・雇用期間・形態・学歴・必要
な免許資格・経験

求人
数

年齢・
省令 賃金

座席
番号

事業所名・求人番号・その他 仕事の内容

時給 企業全体 560人

就業場所 500人
土日祝
他

1人 うち女性 300人

13090-36784381 うちパート 30人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生
就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体 850人

就業場所 146人
土日祝
他

1人 うち女性 31人

13090-36598881 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生・財形
月平均時間（時） 10時間 就業場所

休憩時間（分） 45分

月給 企業全体 850人

就業場所 146人
土日祝
他

1人 うち女性 31人

13090-36603281 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生・財形
月平均時間（時） 10時間 就業場所

休憩時間（分） 45分

時給 企業全体 800人

就業場所 141人
土日祝
他

1人 うち女性 31人

13090-36596481 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・財形
就業場所

休憩時間（分） 45分

月給 企業全体1,300人

就業場所 70人
土日祝
他

1人 うち女性 40人

13090-36685781 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 5時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

117

学校法人　渡辺学園
（東京家政大学）

・データ入力作業
・印刷等資料作成
・会議準備
・ファイリング
・その他補助業務

事務補助 東京都板橋区加賀１丁目１８－１ ＜施設等状況＞
・電話応対：無
・エレベーター：有
・出入口段差：スロープ有
・階段手すり：片側
・トイレ：洋式
・建物内車いす移動スペー
ス：無
※必要な合理的配慮につい
てはお申し出ください。

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (1) 9時00分～17時00分

パート労働者
1,200円～
1,200円

高卒以上 年齢
不問

高等教育機関

東京都板橋区

事務経験あれば尚可
パソコンのデータ入力できる方

118
|

①

エヌ・ティ・ティ・システ
ム開発　株式会社

庶務業務全般　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・書類整理、データ入力、資料作成

・郵便物仕訳、発送

・備品管理、購入手配

・電話対応　等
※障がいの程度により、業務内容は相談に応じ
ます

事務職／総務部・人事部 東京都豊島区目白２－１６－２０　Ｔ
ＣＳ－ＨＤ南池袋ビル

＜設備等状況＞
・電話応対　［電話対応が困
難な方はなし］
・エレベーター　有
・出入り口段差　有　５センチ
・階段手すり　　有
・トイレ　　洋式
・建物内車いす　［スペース
有］
※上記の他、必要な合理的
配慮についてはお申し出くだ
さい

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時00分～17時45分

正社員以外
178,000円～
290,000円年齢

不問
ソフトウェア業

東京都豊島区

事業会社での事務経験あれば尚可
ＰＣスキル（ワード、エクセル）必須

118
|

②

エヌ・ティ・ティ・システ
ム開発　株式会社

営業事務全般
・請求書、注文書の作成
・売上管理、受注管理、工数管理
・プロジェクト収支管理
・外注管理

営業事務職 東京都豊島区目白２－１６－２０　Ｔ
ＣＳ－ＨＤ南池袋ビル

＜設備等状況＞
・電話応対　［電話対応が困難
な方はなし］
・エレベーター　有
・出入り口段差　有　５センチ
・階段手すり　　有
・トイレ　　洋式
・建物内車いす移動スペース
有
・点字表示　無
※上記の他、必要な合理的配
慮についてはお申し出ください

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時00分～17時45分

正社員以外
177,000円～
280,000円年齢

不問
ソフトウェア業

東京都豊島区

ＰＣスキル（ワード・エクセル）あれば尚可

118
|

③

エヌ・ティ・ティ・システ
ム開発　株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・書類整理（仕分け、ファイリング）

・郵便物仕訳、発送（１日１０通程度）
・ＰＣ作業（データ入力、文書作成）

・電話応対　等　　　　　
　　　　　　　　　
　
※障がいの程度により、業務内容は相談に応じ
ます

一般事務補助 東京都豊島区目白２－１６－２０　Ｔ
ＣＳ－ＨＤ南池袋ビル

＜設備等状況＞
・電話応対：電話対応が困難な方は
なし
・エレベーター：有
・出入り口段差：有　５センチ
・階段手すり：有
・トイレ：洋式
・建物内車いす移動スペース：有
・点字表示：無
※上記の他、必要な合理的配慮に
ついてはお申し出下さい。
※社会保険は加入要件を満たして
いる場合は加入します。
※有給休暇は法定通り付与

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） ９時００分～１７時４５分

パート労働者
1,000円～
1,750円

の間の4時間以上

年齢
不問

ソフトウェア業

東京都豊島区

ＰＣスキル（ワード、エクセルの入力ができる方）

119
|

①

ＳＯＭＰＯコミュニケー
ションズ
株式会社

本社各部署の一般事務

・経営企画、人事総務、業務、品質部の一般
事務のサポート　業務



＊特性に応じた業務に従事いただきます。

一般事務職（池袋本社） 豊島区東池袋１－１２－３
　常陽池袋ビル

＜施設等状況＞
・出入口段差：無
・出入口ドア：引き戸
・エレベーター：有
・階段手すり：片側
・車椅子移動スペース：有
・トイレ：洋式
＊必要な合理的配慮につい
てはお申し出ください。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時00分～17時00分

正社員以外
218,840円～
218,840円年齢

不問
損害保険業

東京都豊島区

パソコンの基本操作の可能な方
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 10/16　中央ブロック障害者就職面接会

就業時間 従業員
休日・
週休二
日制

所在地・産業・就業場所 施設状況及び備考欄
職種・雇用期間・形態・学歴・必要
な免許資格・経験

求人
数

年齢・
省令 賃金

座席
番号

事業所名・求人番号・その他 仕事の内容

月給 企業全体1,300人

就業場所 600人
土日祝
他

1人 うち女性 350人

13090-36634781 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 5時間 就業場所

休憩時間（分） 60分 立川市・西東京市

時給 企業全体 63人

不問
（月額換算） 就業場所 52人 土日祝

6人 うち女性 10人

13040-93529581 時間外 なし うちパート 0人 毎　週

加入保険等

雇用・労災・健康・厚生
就業場所

休憩時間（分） 60分

時給 企業全体 63人

不問
（月額換算） 就業場所 4人 土日祝

6人 うち女性 0人

13040-93531281 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体 598人

不問
就業場所 45人

土日祝
他

1人 うち女性 12人

13030-17438181 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生・財形
月平均時間（時） 就業場所

確定拠出年金
休憩時間（分） 60分

月給 企業全体 598人

不問
就業場所 45人

土日祝
他

1人 うち女性 12人

13030-17431681 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生・財形
月平均時間（時） 就業場所

確定拠出年金
休憩時間（分） 60分

119
|

②

ＳＯＭＰＯコミュニケー
ションズ
株式会社

東京センター、立川センター、西東京センター
のいずれかで、コールセンターのバックヤード
業務を行っていただきます。

・電話取り次ぎ
・データ入力・集計
・資料整理
・その他庶務

＊特性に応じた業務に従事いただきます。

一般事務職 豊島区東池袋１－１２－３
　常陽池袋ビル

＜施設等状況＞
・出入口段差：無
・出入口ドア：引き戸
・エレベーター：有
・階段手すり：片側
・車椅子移動スペース：有
・トイレ：洋式
＊必要な合理的配慮についてはお
申し出ください。
（就業場所都内３拠点の中で応相
談。
・東京センター：新宿区西新宿2
・立川センター：立川市曙町２
・西東京センター：西東京市新町６

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時00分～17時00分

正社員以外
218,840円～
218,840円年齢

不問
損害保険業

東京都新宿区

パソコンの基本操作の可能な方

120
｜
①

株式会社
メイテックビジネスサービス

■株式会社メイテックの特例子会社での一般事務
メイテックグループから依頼される事務業務を担当いただき
ます。業務は適性や能力、成長に応じてお任せしていきま
す。簡易なデータ入力等から始め、徐々に難易度のある業
務にもチャレンジいただけます。
【業務内容例】
・採用・入社者関連のデータ入力、チェック、リスト作成
・各種営業関連のデータ集計
・人事・給与・社会保険関連業務
・各業務のマニュアル作成、更新・電話応対（主に内線）等
※入社後は定期面談があり相談がしやすい環境です。

一般事務 (1)10時00分～17時00分 東京都港区西麻布４丁目１２－２４
興和西麻布ビル７階

・エレベーター　有
・建物段差　　有　
・障害者用トイレ　無
・洋式トイレ　有　
・車椅子移動スペース　無
・階段手すり　無
・マイカー通勤　不可
・玄関ドア　　手動
※必要な合理的配慮について
はお申し出ください。
※契約更新については次回更
新から１年を予定しています。
※業務の割り振りや指示は担当
スタッフが行います。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2) 9時00分～17時00分

正社員以外
120,000円～
219,200円

(3) 9時00分～18時00分

年齢
不問

情報処理・提供サービス業

※就業時間を段階的に
延ばすことも可。
（６～８時間※実績あり）

1,000円～
1,370円

東京都港区

120
｜
②

株式会社
メイテックビジネスサービス ■当社は株式会社メイテックの特例子会社です。

このたび柏市・柏の葉キャンパス駅近隣にて紙の手すきを
行う新規事業を立ち上げることになりました。
【業務内容】
・原材料の回収お手伝い
・原材料の下準備（はさみを使用する作業です）
・紙すき作業
・圧縮、乾燥作業（アイロンを使用する場合があります）
・加工、色付け、物品作成作業
・その他事業にかかわる業務

軽作業 東京都港区西麻布４丁目１２－２４
興和西麻布ビル７階 ・エレベーター　無

・建物段差　　有　
・障害者用トイレ　無
・洋式トイレ　有　
・車椅子移動スペース　無
・階段手すり　無
・マイカー通勤　不可
・玄関ドア　　手動
※必要な合理的配慮についてはお
申し出ください。
※契約更新については次回更新か
ら１年を予定しています。
※入社後は定期面談があり、仕事面
等の相談がしやすい環境です。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1)10時00分～17時00分

正社員以外
107400円～
110,400円年齢

不問
情報処理・提供サービス業

895円～
　　920円

千葉県柏市

121
｜
①

ナカ工業　株式会社 ■営業事務　アシスタント
・データ入力、書類作成、ファイリング
・電話応対

※電話応対については障害の内容に応じて配
慮します《障害の状況により応相談》


営業事務 東京都台東区東上野２－１８－１０
日本生命上野ビル３階

〈就業場所における現在の
施設等の状況〉
＊出入口段差：有０、５ｃｍ
＊階段手すり：無
＊トイレ：洋式
＊建物内車いす移動スペー
ス：無
＊エレベーター：有
＊点字表示：無
※上記の他、必要な合理的
配慮についてはお申し出くだ
さい

雇用期間の定めなし (1) 8時30分～17時30分

正社員
203,500円～
268,000円

高卒以上 年齢
不問

建設用・建築用金属製品製造業

パソコン基本操作
（エクセル・ワード）

東京都台東区

121
｜
②

ナカ工業　株式会社

■営業
官公庁・金融機関等施主、設計事務所、ハウ
スメーカー、大手建設業者、工務店、金物業者
などを顧客として、二重床システム、手すり、階
段すべり止めなどの当社製品の企画から施工
に至るまでの提案、ＰＲ受注活動。
・主に物件は医療福祉施設・商業ビル、公共施
設　等
・エクセルでの見積作成
・営業範囲は地域別となる。
・社有車にて顧客へ訪問
《障害の状況により応相談》

営業 東京都台東区東上野２－１８－１０
日本生命上野ビル３階

〈就業場所における現在の
施設等の状況〉
＊出入口段差：有０、５ｃｍ
＊階段手すり：無
＊トイレ：洋式
＊建物内車いす移動スペー
ス：無
＊エレベーター：有
＊点字表示：無
※上記の他、必要な合理的
配慮についてはお申し出くだ
さい

雇用期間の定めなし (1) 8時30分～17時30分

正社員
248,500円～
313,000円

高卒以上 年齢
不問

建設用・建築用金属製品製造業

東京都台東区

普通免許（ＡＴ限定可）

45
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就業時間 従業員
休日・
週休二
日制

所在地・産業・就業場所 施設状況及び備考欄
職種・雇用期間・形態・学歴・必要
な免許資格・経験

求人
数

年齢・
省令 賃金

座席
番号

事業所名・求人番号・その他 仕事の内容

時給 企業全体 10,500人

不問
就業場所 100人 土日祝

1人 うち女性 25人

13030-17379581 うちパート 4人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

時給 企業全体 10,500人

不問
就業場所 40人 土日祝

1人 うち女性 35人

13030-17404081 うちパート 30人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

時給 企業全体 10,500人

不問
就業場所 127人 土日祝

2人 うち女性 104人

13030-17399181 うちパート 92人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体 232人

不問
就業場所 152人

土日祝
他

1人 うち女性 23人

13030-17581881 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生・財形
月平均時間（時） 就業場所

確定拠出年金
休憩時間（分） 60分

月給 企業全体 232人

不問
就業場所 152人

土日祝
他

1人 うち女性 23人

13030-17582281 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生・財形
月平均時間（時） 就業場所

確定拠出年金
休憩時間（分） 60分

122
｜
①

株式会社　東洋食品 総務事務または経理事務の補助
　データ入力作業
　　（エクセル・ワードによるＰＣ入力）
　コピー
　ファイリング
　電話応対
　来客応対等

※障害内容により相談に応じます。

事務スタッフ 東京都台東区東上野１丁目１４－４ 〈設備状況〉
・エレベーター：有
・事務所内車いす移動ス
ペース：無
・出入口段差：無
・階段手すり：片側有り
・点字表示：無
・トイレ：洋式
※必要な合理的配慮につい
てはお申し出ください。

※契約は年度末まで。その
後は１年更新になります。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1)10時00分～17時00分

パート労働者
985円～
1,050円

※就業時間は１日６時間
以上で応相談。年齢

不問
配達飲食サービス業

東京都台東区

122
｜
②

株式会社　東洋食品
１．じゃが芋や人参等野菜を洗います。

２．施設内外の掃除をします。

３．給食で使用した食器を午後は洗浄します。

◆事業所画像情報（給食調理現場写真資料
あり）
ハローワークの求人検索システムで「事業所情
報表示」を　クリックしていただくと見ることがで
きます。
または窓口の職員にご相談ください。

給食スタッフ／狛江市 東京都台東区東上野１丁目１４－４
【設備状況】
・エレベータ：無
・事務所内車いす移動ス
ペース：無
・出入口段差：有
・階段手すり：無
・点字表示：無
・トイレ：洋式
※必要な合理的配慮につい
てはお申し出ください。

※契約は年度末まで。その
後は１年更新になります。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）
７：００～１６：００

　　　　の間の７時間パート労働者
985円～
1,000円年齢

不問
配達飲食サービス業

東京都狛江市

122
｜
③

株式会社　東洋食品
１．じゃが芋や人参等野菜を洗います。

２．施設内外の掃除をします。

３．給食で使用した食器を午後は洗浄します。

◆事業所画像情報（給食調理現場写真資料）
あり
ハローワークの求人検索システムで「事業所情
報表示」をクリックしていただくと見ることができ
ます。　
または窓口の職員にご相談ください。

給食スタッフ／浦安市 東京都台東区東上野１丁目１４－４ 【設備状況】
エレベーター：無
建物内車いす移動スペー
ス：無　　
出入口段差：有
階段手すり：無
点字表示：無
トイレ：洋式
※必要な合理的配慮につい
てはお申し出ください。

※契約は年度末まで、その
後は１年更新になります。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）
７：００～１６：００

　　　　の間の７時間パート労働者
950円～
1,000円年齢

不問
配達飲食サービス業

千葉県浦安市

123
｜
①

エイチ・シー・ネット
ワークス株式会社

下記に関連するシステム設計及び開発業務
※必要な経験等
・システム設計（概要設計・詳細設計）経験が
あること
・開発言語経験：ＶＢ必要、他言語（Ｃ＋＋，Ｊ
ＡＶＡなど）経験もあること
・ＤＢ経験：ＳＱＬ－Ｓｅｒｖｅｒ（構築および運用／
開発）経験必須
他ＤＢ（Ｏｒａｃｌｅ，ＰｏｓｔｇｒｅＳＱＬ）経験あれば
尚可　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・Ｗｉｎ
ｄｏｗｓサーバが扱えること、構築経験があると
尚可

業務システム設計及び開発 東京都台東区浅草橋１－２２－１６
ヒューリック浅草橋ビル４Ｆ ※障害の状況により就業日

数、就業時間応相談。
また、可能な方は残業をお
願いする場合があります
　
【設備状況】
・エレベーターあり
・出入口段差なし
・洋式トイレあり
・建物内車いす移動スペー
ス　あり
・障害者用トイレあり

雇用期間の定めなし (1) 9時00分～17時50分

正社員
170,000円～
300,000円

※就業時間について相
談が出来ます。

高卒・専門卒以上 年齢
不問

その他の専門サービス業

東京都台東区

123
｜
②

エイチ・シー・ネット
ワークス株式会社

《障害の状況により応相談》
・ワードによる文章作成
・エクセルでのデータ入力、グラフ作成
・電話対応
・事務補助
・庶務　　　　　　　　　　　　等

一般事務 東京都台東区浅草橋１－２２－１６
ヒューリック浅草橋ビル４Ｆ ※障害の状況により就業日

数、就業時間応相談。
また、可能な方は残業をお
願いする場合があります
　
【設備状況】
・エレベーターあり
・出入口段差なし
・洋式トイレあり
・建物内車いす移動スペー
ス　あり
・障害者用トイレあり

雇用期間の定めなし (1) 9時00分～17時50分

正社員
170,000円～
230,000円

※就業時間について相
談が出来ます。

高卒・専門卒以上 年齢
不問

その他の専門サービス業

パソコン操作
（ワード、エクセル、メールソフト）
事務経験者　尚可

東京都台東区

46
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就業時間 従業員
休日・
週休二
日制

所在地・産業・就業場所 施設状況及び備考欄
職種・雇用期間・形態・学歴・必要
な免許資格・経験

求人
数

年齢・
省令 賃金

座席
番号

事業所名・求人番号・その他 仕事の内容

月給 企業全体 378人

不問
就業場所 90人

土日祝
他

1人 うち女性 11人

13030-17300681 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

時給 企業全体 378人

不問
就業場所 90人

土日祝
他

1人 うち女性 11人

13030-17252281 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体 400人

不問
就業場所 100人 土日祝

1人 うち女性 25人

13030-17239381 うちパート 1人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生・財形
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体 1,307人

不問
就業場所 415人 土日祝

2人 うち女性 137人

13030-17155881 うちパート 37人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

時給 企業全体 468人

不問
就業場所 30人 土日祝

1人 うち女性 17人

13030-17207681 うちパート 5人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

124
｜
①

株式会社　ＩＣＴフィー
ルドサポート

＊集計データ入力
＊メール対応
＊書類作成
＊ファイリング
＊郵送物仕分け
＊シュレッダー処理　等

事務（フルタイム） 東京都台東区上野一丁目１番１０
号　オリックス上野１丁目ビル２階

＊試用期間３ヶ月
（有給休暇なし）
＊有給休暇は入社日に応じ
て規定あり。
【設備状況】
出入口段差：無
階段手すり：有（片）
トイレ：洋
建物内車いす移動スペー
ス：有　エレベーター：有
点字表示：無
※必要な合理的配慮につい
てはお申し出ください。

雇用期間の定めなし (1) 8時40分～17時30分

正社員
175,000円～
305,000円

※当初は週３０Ｈで応相
談

高校卒業以上 年齢
不問

通信機械器具・同関連機械器具
製造業

東京都台東区

ワード・エクセル・メール

124
｜
②

株式会社　ＩＣＴフィー
ルドサポート

＊集計データ入力
＊メール対応
＊書類作成
＊ファイリング
＊郵送物仕分け
＊シュレッダー処理　等

事務（パート） 東京都台東区上野一丁目１番１０
号　オリックス上野１丁目ビル２階

＊試用期間３ヶ月
（有給休暇なし）
＊有給休暇は入社日に応じ
て規定あり。
【設備状況】
出入口段差：無
階段手すり：有（片）
トイレ：洋
建物内車いす移動スペー
ス：有　エレベーター：有
点字表示：無
※必要な合理的配慮につい
てはお申し出ください。

雇用期間の定めなし
８：４０～１７：３０の間の
　６時間程度パート労働者

1,200円～
1,500円

高校卒業以上 年齢
不問

※週３０Ｈ以上で応相談 通信機械器具・同関連機械器具
製造業

東京都台東区

ワード・エクセル・メール

125

シーレックス　株式会
社 ＊社内便・郵便物配付、発送

＊事務作業補助　等
＊可能なら取次程度の電話対応をお願いしま
す
＊社内便用のトランク（１０ｋｇ前後）の棚の上げ
下ろし、宅配業者への受け渡し作業がありま
す。

庶務 東京都台東区柳橋１丁目１－１１
イーストサイドビル４階 【設備状況】

エレベーター　有
事務室内車いす移動スペー
ス　無
出入口段差　　無
階段手すり　　無
点字表示　　　無
トイレ　　洋式
社内喫煙所　　無
必用な合理的配慮について
はお申し出ください

雇用期間の定めなし (1) 8時45分～17時30分

正社員
159,100円～
185,000円

高校卒業以上 年齢
不問

印刷業

東京都台東区

ワード・エクセルの実務経験

126

株式会社　ハピネット

＜一般事務＞
・請求書等の書類作成
・ＰＣデータ入力、書類のＰＤＦ化、照合、庶務
業務、書類のシュレッダー等。
（電話対応はありません）

・人事関連業務
（給与計算、健康診断関連業務等）
　
カタログ等の発送業務（封入・封緘等）や販促
物・サンプル等の作成・組立作業（不定期）を
行うこともあります。

一般事務 東京都台東区駒形２－４－５
駒形ＣＡビル

【施設状況】
１エレベーター：あり
２車いす移動スペース：なし
３点字表示：なし
４出入り口段差：なし
５階段手すり：片方あり
６トイレ：洋式

◆契約期間について
初回は入社日から３ケ月契
約になり、その後３月３１日ま
での契約になります。以降は
１年間の年度契約です。

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (1) 9時00分～17時30分

正社員以外
160,000円～
160,000円

※週３０時間以上で相談も可

年齢
不問

他に分類されない卸売業

エクセル・ワード入力レベル（定型的
なフォームへの入力が出来れば可）

東京都台東区

127

株式会社　アサヒビー
ルコミュニケーション
ズ

・パソコン入力（エクセル・ワード）
・各種書類発送手配
・書類のファイリング整理
・経理事務補佐
・給与計算事務補佐

経理基礎知識のある方（簿記３級程度）、給与
計算実務　　経験のある方、労務基礎知識の
ある方歓迎

事務補助 東京都台東区雷門２－２０－３
アクアテルースＵ２　６Ｆ 【就業場所における現在の

施設等の状況】
・エレベーター　あり
・出入口段差　なし
・車いす移動スペース　なし
・階段手すり　片方あり
・点字表示　なし
・トイレ　洋式
※初回は３ケ月契約（試用
期間）以降６ケ月毎の契約と
なります。

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (1) 9時00分～17時30分

パート労働者
1,000円～
1,200円

※就業時間については
相談に応じます

高卒以上 年齢
不問

他に分類されない事業サービス業

パソコン基礎操作
（ワード・エクセル）

東京都台東区

47



 10/16　中央ブロック障害者就職面接会

就業時間 従業員
休日・
週休二
日制

所在地・産業・就業場所 施設状況及び備考欄
職種・雇用期間・形態・学歴・必要
な免許資格・経験

求人
数

年齢・
省令 賃金

座席
番号

事業所名・求人番号・その他 仕事の内容

時給 企業全体3,600人

不問
就業場所 50人 他

5人 うち女性 40人

13100- 7505781 うちパート 38人 その他

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

時給 企業全体3,574人

不問
就業場所 20人 他

2人 うち女性 0人

13100- 7507281 うちパート 10人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生 960円～
　　1,000円

月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

時給 企業全体3,574人

不問
就業場所 95人 他

2人 うち女性 30人

13100- 7508181 うちパート 10人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生 960円～
　　1,000円

月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体 457人

不問
就業場所 77人

土日祝
他

1人 うち女性 22人

13100- 7608981 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 45分

月給 企業全体 457人

不問
就業場所 77人

土日祝
他

1人 うち女性 22人

13100- 7503581 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 45分
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株式会社　コモディイ
イダ 

・商品の加工
・商品の陳列
・清掃（片づけ等）
・その他
（仕事内容・障害に応じ配慮）

※コミュニケーションが図れる方

商品加工・品出し他 東京都北区滝野川７丁目２７－７
【障害者用設備】
・エレベーター：無

　・建物内車椅子移動ス
ペース無　

・点字表示：無
　　・階段手すり：片側　

・出入口段差：無　
・トイレ：（車いす用無・洋式

無・和式有り）
＊上記の他、必要な合理的
配慮についてはお申し出下
さい。　　　＊雇止め規定あり

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

パート労働者
868円～958

円年齢
不問

各種食料品小売業

東京・千葉・埼玉の

　　　　　　各店舗

129-
①

株式会社　カクヤス ※配送センター内での作業・清掃・酒等の品
出し等

・倉庫内清掃
・検品
・ピッキング
・品入れ　（２０～３０キロ程度の重量物運搬等）
・リサイクル瓶の仕分け

倉庫内作業 東京都北区豊島２－３－１
【共通設備】　施設状況は就

業場所により異なります。
　　エレベーター　［無］・車い
す移動スペース　［無］・玄関

ドア［手動］・建物内段差
［有］


＊就業場所については応募

時に相談。
＊必要な合理的配慮につい

てはお申し出ください。
＊雇止め規定あり

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時00分～18時00分

正社員以外
163,200円～
170,000円年齢

不問
食料・飲料卸売業

都内・千葉・埼玉

神奈川の各センター

129-
②

株式会社　カクヤス

・郵便物の受発送
・データ入力
・書類整理
・電話応対（相談可）

一般事務 東京都北区豊島２－３－１

【障害者用設備】
・エレベーター［有］
・出入り口段差［有］

・車イススペース　［無］
・階段手すり　［有（片）］

・点字表示［無］
・トイレ［洋式］


＊必要な合理的配慮につい

てはお申し出ください。
＊雇止め規定あり

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時00分～18時00分

正社員以外
163,200円～
170,000円年齢

不問
食料・飲料卸売業

東京都北区

130-
①

株式会社　アドバネク
ス

・ＰＣのセットアップ業務
・Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄによる文書作成
・Ａｃｃｅｓｓによる、簡易データベース作成
・ヘルプデスク
・文書管理
・庶務
・ネットワーク設定
・サーバ管理
＊入社直後はご経験のある業務からご担当い
ただきます。
＊就業時間についてもご相談に応じます。
＊正社員登用の可能性あり。

情報システム部門業務（補助業務
を含む）

東京都北区田端６丁目１－１　田端
アスカタワー３Ｆ

【施設設備状況】
・エレベーター［有］・出入口

段差［無］・トイレ［洋式］
・車いす移動スペース［無］
・階段手すり［有（片側）］

＊必要な合理的配慮につい
てはお申し出ください。

＊昇給は勤務実績等によ
る。


契約期間：初回　採用日～

平成３１年３月１５日まで
その後１年更新

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時00分～17時45分

正社員以外
155,000円～
210,000円年齢

不問
その他の金属製品製造業

東京都北区

情報システム部門での業務経験

130-
②

株式会社　アドバネク
ス

・ＰＣ操作によるデータ入力
・ファイリング業務
・文書作成
・電話（内線）対応
　他、庶務業務（簡単な清掃、郵便・ラベル貼り
等）
・清掃業務　　　等
＊経験・適正を考慮の上、一般事務、営業事
務等の配属を
　予定しております。
＊就業時間についてもご相談に応じます。
＊正社員登用の可能性あり。

（障）事務職
【１０／１６障害者面接会】

東京都北区田端６丁目１－１　田端
アスカタワー３Ｆ

【施設設備状況】
・エレベーター［有］・出入口

段差［無］・トイレ［洋式］
・車いす移動スペース［無］
・階段手すり［有（片側）］

＊必要な合理的配慮につい
てはお申し出ください。

＊昇給は勤務実績等によ
る。


契約期間：初回　採用日～

平成３１年３月１５日まで
その後１年更新

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時00分～17時45分

正社員以外
155,000円～
210,000円年齢

不問
その他の金属製品製造業

東京都北区

ＰＣ（ワード・エクセル）基本操作
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