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事業所名 職種名 職種名 職種名

株式会社　アートネイチャー 一般事務

株式会社　ＩＳＩＤインターテクノロジー 一般事務・庶務

株式会社　アイレックス 一般事務

アクセンチュア　株式会社 システムエンジニア／プログラマ（ＴＳＣ） 総務部アシスタント（ＴＳＣ） 一般事務（ＴＳＣ）

アットホーム　株式会社 一般事務／千代田区

アディダス　ジャパン　株式会社 店舗スタッフ／渋谷 店舗スタッフ／台場 店舗スタッフ／新宿

株式会社  アトックス　 一般事務 一般事務

エンジニア ゲームクリエイター デバッカー・プランナー

事務職

アルプスアルパイン　株式会社 一般事務

池上通信機　株式会社 一般事務

イリオスネット　株式会社 事務職／本社

株式会社　インテリックス 一般事務

ＡＮＡウイングス　株式会社 アシスタントスタッフ職掌

ＡＮＡウィングフェローズ・ヴイ王子　株式会社 事務職／羽田 カスタマーフロント職／羽田

ANAシステムズ　株式会社 ＳＥ・プログラマー 一般事務

ＡＬＨ　株式会社 一般事務・庶務 清掃・庶務

ＮＥＣフィールディング　株式会社 一般事務

岡谷電機産業　株式会社 事務スタッフ

株式会社　オムニバス・ジャパン 事務スタッフ
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キヤノン　株式会社 事務職・開発補助等／本社 事務職・開発補助等／川崎市

株式会社　キューブシステム 事務職

共栄火災海上保険　株式会社 一般事務

一般社団法人　巨樹の会　原宿リハビリテーション病院 病院内事務 看護助手（看護補助者）

株式会社　銀座マギー 清掃業務

く 株式会社　クレスコ 社内SE プログラマ・システムエンジニア 一般事務アシスタント

コウノイケ・エアポートサービス　株式会社 空港グランドハンドリング／羽田空港

学校法人　国際医療福祉大学三田病院 清掃 調理補助

株式会社　コナミデジタルエンタテインメント 管理系総合職 一般事務

株式会社　サイバード 事務職

さわやか信用金庫 一般事務／大田区

ＪＲ東日本ビルテック　株式会社 建物設備の維持管理、施工管理 一般事務（正社員）

ＪＦＥシステムズ　株式会社 システムエンジニア・プログラマー 一般事務

学校法人　慈恵大学 一般事務 看護補助員

医療事務 事務補助 看護補助

施設管理・軽作業・清掃

株式会社　ジャステック ＳＥ、社内ＳＥ 一般事務

株式会社　ＪＡＬエンジニアリング 一般事務

学校法人　昭和大学 事務員 事務補助員（パート） 用務員

社会医療法人財団　仁医会　牧田総合病院 事務職 事務・看護補助／本院 事務・看護補助／大森平和の里

医療法人社団七仁会　田園調布中央病院
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スカイマーク　株式会社 一般事務職

スカパーＪＳＡＴ　株式会社 事務アシスタント 編集サポート

株式会社　そごう・西武　西武渋谷店 一般事務

株式会社　ゾフ データ入力業務／北青山 データ入力業務／北青山

大東京信用組合 一般事務補助業務 一般事務補助業務／パート

株式会社　ＴＡＴＳＵＭＩ 一般事務職（正社員） 一般事務職（パート） 軽作業

田中商事　株式会社 事務職／東京都品川区

ダノンジャパン　株式会社 事務スタッフ

タワーレコード　株式会社 事務スタッフ 在庫／倉庫管理スタッフ

つ 株式会社　ツムラ 一般事務職

株式会社　ディーエイチシー 倉庫内軽作業／港区芝浦 倉庫内軽作業／江東区東陽

株式会社　帝国データバンク 一般事務（港区） 一般事務（新宿区）

株式会社　テクノプロ・スマイル 事務補助

テクバン　株式会社 事務補助

グロサリー／東急ストア大森店 グロサリー／東急ストア五反田店 グロサリー／東急ストア不動前店

青果／東急ストア荏原中延店 青果／東急ストア雪が谷店

東急ファシリティサービス　株式会社 一般事務 清掃

東京ガス　株式会社 一般事務（浜松町） 一般事務（麻布十番） 一般事務（西新宿）

東京日産コンピュータシステム　株式会社 システムエンジニア 事務 営業

東光サービス　株式会社 一般事務 警備

株式会社　東急ストア
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東都生活協同組合 倉庫内の商品仕分け、セット作業 食品・雑貨配送サポート

株式会社　トラストネットワーク 一般事務 放送準備業務

株式会社　日進サイエンティア ＩＴエンジニア

日本ケミコン　株式会社　 設計アシスタント業務 一般事務（庶務業務） 営業事務

学校法人　日本体育大学 一般事務

日本道路　株式会社 事務職

日本ＥＲＩ　株式会社 建築技術者 一般事務

日本赤十字社 一般事務（嘱託職員）

日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社 システムエンジニア 一般事務

調理製造・仕分け／東京セントラル
キッチン

店舗スタッフ／星乃珈琲店（片瀬店） 店舗スタッフ／星乃珈琲店（青梅店）

調理スタッフ／地鶏や（ウイング高輪
店）

調理スタッフ／地鶏や（ららぽーと
TOKYO-BAY店）

調理スタッフ／牛たん焼き仙台辺見（新宿パ
レットビル店）

調理スタッフ／牛たん焼き仙台辺見
（新浦安店）

株式会社　白洋舎　東京支店 軽作業(未経験可）

羽田タートルサービス　株式会社　羽田空港事業所 機内清掃業務

株式会社　バロックジャパンリミテッド 事務アシスタント 軽作業

ＰＣＩソリューションズ　株式会社 プログラマー 一般事務

株式会社　ビーズインターナショナル 管理部門サポート業務

株式会社　ビズリーチ 総務・人事

日立ヘルスケアシステムズ　株式会社 プログラム作成・検証 一般事務（正社員） 一般事務（契約社員）

ふ 富士産業　株式会社　東京事業部 洗浄／豊島区大塚 洗浄／中央区築地 調理補助・洗浄／千代田区神田駿河台

日本レストランシステム　株式会社

と

に

は

ひ



＊網かけはパートタイム求人

事業所名 職種名 職種名 職種名

城南ブロック障害者就職面接会参加企業求人一覧表（５０音順）令和元年9月27日（金）

富士ゼロックス　株式会社 庶務業務／営業事務補助 庶務業務／研究開発実験補助／横浜 庶務業務／研究開発実験補助／海老名

株式会社　フジタ 設計・建築 事務

富士通アプリケーションズ　株式会社 システムエンジニア

ま ＭＡＲＫ　ＳＴＹＬＥＲ　株式会社 一般事務／広尾本社 一般事務／横浜オフィス

株式会社　三田ホールディング（ウェスティンホテル東京） 客室清掃 什器洗浄

三菱スペース・ソフトウェア　株式会社 一般事務

め 株式会社　目黒雅叙園 庶務 レストラン予約受付、オペレーター 調理用具の洗浄

も 森ビル　株式会社 オフィス内パソコン事務

株式会社　ヤクルト本社 事務職／首都圏

八洲電機　株式会社 一般事務

ゆ 株式会社　ユナイテッドアローズ 一般事務 ＰＣを使用した管理業務／流山市 カフェ業務

株式会社　ライジングサンセキュリティーサービス 一般事務職

株式会社　ＬＡＶＡ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 清掃スタッフ

株式会社　ランドコンピュータ システムエンジニア・プログラマ 一般事務

り 株式会社　菱友システムズ 一般事務（品川区） 一般事務（港区）
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