
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

13010-52698982 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

年俸 企業全体 1,450人

不問
就業場所 1,200人

土日祝
他

2人 うち女性 290人

13010-51185482 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 2,928人

不問
就業場所 160人 土日祝

1人 うち女性 80人

13010-54302982 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

確定拠出年金
休憩時間（分） 60分

月給 企業全体 2,200人

不問
就業場所 76人

土日祝
他

1人 うち女性 9人

13010-53107982 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） 45分

月給 企業全体 485人

59歳
以下

就業場所 81人 土日祝

1人 うち女性 11人

13010-52744882 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

確定給付年金
休憩時間（分） 60分

座席
番号

事業所名・求人番号・その他 仕事の内容
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

(1) 9時00分～17時30分

正社員以外
220,000円～
280,000円年齢

不問

4
|

①

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

賃金 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

生命保険業

＜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ます。

東京都港区

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

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

手話通訳の経験や手話通訳士の資格があれば、な
お可。ＰＣ基本操作（メール、ワード、エクセル）

11
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①

株式会社　ラック
・メインフレームシステム運用管理
・クライアントサーバーシステムの構築
・Ｗｅｂシステムの構築
・セキュリティ全般
＊初任給は、業務内容経験を考慮して決定しま
す。
＊裁量労働制（専門業務型）適用により出退社の
時刻は自由であり月１８０時間勤務したものとみな
す。
　＊労働基準監督署に届け出済み

システム・セキュリティエンジニア 裁量

ソフトウェア業

東京都千代田区

情報システム開発業務
情報セキュリティに関する業務

東京都千代田区平河町２丁目１６
番１号　平河町森タワー

3,160,000円
～

9,000,000円

＜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：両側
●車椅子移動スペース：有
●トイレ：車椅子用、洋式
●電話応対：無
　
＊上記の他、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）

正社員以外
263,340円～
750,000円年齢

不問

・エレベーター　有
・階段手すり　有
・車椅子移動スペース　有
・入口段差　　無
・トイレ　障害者用有
◎会員制福利厚生サービスＢｅ
ｎｅｆｉｔ　Ｓｔａｔｉｏｎ
※スポーツクラブを法人会員価
格で利用可能
◎国内外の大会参加の旅費に
ついては原則支給
◎必要経費：応相談（ジャージ・
シューズについては原則支給

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～
250,000円年齢

不問

障がい者アスリート職 東京都千代田区丸の内１丁目８番
２号　鉄鋼ビルディング２０階

保険媒介代理業

東京都千代田区

障がい者スポーツにおける公式大会の出場経験
全県規模以上の大会の参加標準スキル

22
|

①

東京コンピュータサービス　株
式会社

・システム開発（分析、設計、製作、試験）　　　　　
・各種アプリケーションシステムの開発　　　　　　　
・通信、制御、ネットワークシステムの開発
・汎用系、オープン系、Ｃ／Ｓシステムでの開発
・ＵＮＩＸ、Ｗｉｎｄｏｗｓベースでの開発　　　　　
※未経験の方には丁寧に指導いたします。
※池袋システム開発センターでの勤務になります。
※業務遂行上の配慮等の確認のため、障害の状
況を可能な範囲で応募書類にご記入ください。必
要な合理的配慮については応募書類に記入また
はお申し出ください。

プログラマー・システムエンジニア 東京都中央区日本橋本町４－８－
１４　東京建物第３室町ビル

ソフトウェア業

20
|

①

ほけんの窓口グループ　株式会
社

みなし労働時間制を採用のうえ、下記１～３を業務
とする
１　競技練習および大会参加
２　本社、内勤事務
　※内勤事務の有無・回数等については応相談
　　（経験・スキル・活動拠点などによる）
３　障がい者アスリートとしての広報取材や宣伝活
動

例）週所定労働時間４０時間の範囲内において、内
勤事務（半日／週２回程度）と競技練習および大
会参加

＜障がい者対応設備＞
・電話応対　無
・出入口ドア　自動　　　　　　　　
・エレベーター　有　但し　階段
昇降業務　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　　　
※契約社員に適用される就業
規則　有　　　　　　　　　
※事業所内禁煙

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
163,500円～
239,600円年齢

不問

東京都豊島区

34
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①

荏原商事　株式会社
上下水道設備内の機械設備、電気、計装、通信
設備の設計
・設計図面等書類作成
・技術提案
・現場施工管理支援等

設計職／さいたま市大宮区 東京都中央区日本橋茅場町３丁
目９番１０号　茅場町ブロードスクエ
ア５階

産業機械器具卸売業

普通自動車免許一種

埼玉県さいたま市大宮
区

設計として５年以上の実務経験

・出入口段差：有（１５ｃｍ）
・点字表示：無
・エレベータ：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
231,000円～
371,500円省令１

号

1



座席
番号

事業所名・求人番号・その他 仕事の内容
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 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

月給 企業全体 430人

59歳
以下

就業場所 91人 土日祝

1人 うち女性 34人

13010-52306882 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

税制適格年金
休憩時間（分） 60分

月給 企業全体 950人

不問
就業場所 111人 土日祝

3人 うち女性 13人

13010-52798382 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） 30時間 就業場所

休憩時間（分） 45分

月給 企業全体 2,278人

不問
就業場所 781人 土日祝

1人 うち女性 335人

13040-44508682 うちパート 44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 700人

不問
就業場所 475人 土日祝

1人 うち女性 162人

13040-45797882 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

厚生年金基金
休憩時間（分） 60分

月給 企業全体 2,700人

不問
就業場所 2,600人

土日祝
他

2人 うち女性 500人

13040-46014082 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） 20時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

［必要な経験等］
以下のいずれかの経験が必要
１．コンピュータソフト開発業務経
験（言語不問、ＭＳ－Ａｃｃｅｓｓ経
験尚可）
２．情報システム部門兼務経験
［設備状況］
・出入口段差：無
・エレベーター：有
・出入口ドア：自動
・トイレ：洋式
・車椅子移動スペース：無
・階段手すり：有

雇用期間の定めなし (1) 9時00分～17時30分

正社員
213,500円～
252,000円

専門学校卒業以上（情報処理系） 省令１
号

社内ＳＥ、プログラマー 東京都千代田区二番町１１－５

その他のプラスチック製品製造業

東京都千代田区

障害者対応設備　
・エレベータ（有）
・出入口段差（有５ｃｍ程度）
・車椅子移動スペース（有）
・階段手すり（有　片側）
・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
195,000円～
346,500円

大卒以上 年齢
不問

実務経験３年以上

アプリケーション開発エンジニア 東京都中央区日本橋本町４－８－
１４　東京建物第３室町ビル

ソフトウェア業

【当社で働く障害者の指導員】

★業務サポート、環境整備、メンタルケアなど一連
の指導・支援を行っていただきます。

障害者の指導員 交替制あり

(3) 9時30分～18時30分

43
|

①

株式会社　細川洋行
１．ソフトウェア開発業務（設計、プログラミング）
２．既存ソフトウェア保守業務（定例処理の対応、
問合せフォロー業務）
３．ハード及びネットワーク保守（ＰＣ入替、システム
トラブル対応）

※求人条件特記事項参照

45
|

①

ハイテクシステム株式会社

業種アプリケーションの開発および保守作業

設計経験のみ、製造経験のみ、保守経験のみでも
可

特にｎｅｔ系Ｊａｖａ開発経験者を求めています。

84
|

①

スカパーＪＳＡＴ　株式会社
・ヘルスキーパー
・ヘルスキーパー業務に付随する事務全般
　
※電話応対有（電話応対が困難な方はなし）

ヘルスキーパー フレックス

東京都港区新橋４丁目１番１号　新
虎通りＣＯＲＥ

【施設状況】
・エレベーター：有
・建物段差：無
・階段手すり：有
・障害者用トイレ：有
・洋式トイレ：有
・玄関ドア：自動
・建物内車椅子移動スペース：有
・マイカー通勤：不可
※契約期間：初回は６ヶ月。その
後は６～１２ヶ月更新。
※勤務時間、日数は応相談
※正社員登用実績あり
※賃金は月末締切、当月末日支
払

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 8時00分～17時00分

正社員以外
250,000円～
400,000円

(2) 9時00分～18時00分

年齢
不問

【施設状況】
・エレベーター：有
・建物段差：無
・障害者用トイレ：有
・洋式トイレ：有
・建物内車椅子移動スペース：有
・階段手すり：有
・玄関ドア：自動

※施設状況は就業場所により異な
る。
※賃金については業務内容や経
験に応じて相談いたします。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時30分～17時30分

正社員以外
186,400円～
320,000円

高等学校卒業以上 年齢
不問

他に分類されない事業サービス業

82
|

①

株式会社　クリークアンドリバー
社

東京都港区

(3)11時00分～15時00分 民間放送業（有線放送業を除く）

あんま・マッサージ

東京都港区

企業での経験１年以上

東京都港区赤坂１－８－１　赤坂イ
ンターシティＡＩＲ

・ＰＣ（Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ、Ｅメール）を使った実務経験
・障害のある社員へのマネジメント、業務指導、教
育、研修経験者歓迎

システムエンジニア実務経験

【施設状況】
・建物段差：無
・障害者トイレ：有・洋式トイレ：有
・車椅子移動スペース：有
・階段手すり：有
・玄関ドア：自動

※雇用期間は１年毎の契約（更新
予定あり）
※正社員登用実績あり。当初の契
約時から正社員の場合もあり
※昇給は能力評価による。

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
260,000円～
340,000円

(2) 8時00分～22時00分

専門卒以上 年齢
不問

(3)10時00分～16時00分

85
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①

日本タタ・コンサルタンシー・
サービシズ株式会社

以下の何れかを担当して頂きます。
１、情報システム部門のヘルプデスク担当
２、情報セキュリティ担当
３、アプリケーション開発
４、システム運用

※仕事内容は能力・経験により相談させて頂きま
す。

※電話応対有

システムエンジニア フレックス 港区芝公園４－１－４

情報処理・提供サービス業

2



座席
番号

事業所名・求人番号・その他 仕事の内容
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 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

月給 企業全体 2,700人

不問
就業場所 2,600人

土日祝
他

1人 うち女性 500人

13040-46015882 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 846人

不問
就業場所 100人

土日祝
他

3人 うち女性 15人

13040-46029282 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

月給 企業全体 594人

59歳
以下

就業場所 323人 土日祝

2人 うち女性 59人

13040-45995382 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） 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
10,000

人
不問

就業場所 0人 土日祝

10人 うち女性 0人

13040-46003282 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 1,055人

不問
就業場所 250人 土日祝

5人 うち女性 60人

13040-45986382 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

85
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②

日本タタ・コンサルタンシー・
サービシズ株式会社

ヘルスキーパー業務
・マッサージ施術
・パソコン画面による予約受付
・カルテ管理等

ヘルスキーパー

(3)10時30分～19時30分

86
|

①

ＰＣＩソリューションズ　株式会社 ○システム開発部門でのプログラミング業務
　仕事の内容は、ご本人の障害の内容やスキルに
よって決定いたします。


※先輩・上司が親切・丁寧に指導しますので安心し
てご応募できます。
※正社員登用の可能性あり

プログラマー

港区芝公園４－１－４ 【施設状況】
・エレベーター：有
・建物段差：無
・障害者トイレ：有・洋式トイレ：有
・車椅子移動スペース：有
・階段手すり：有
・玄関ドア：自動

※雇用期間は１年毎の契約（更新
予定あり）
※正社員登用実績あり。当初の契
約時から正社員の場合もあり
※昇給は能力評価による。

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
220,000円～
290,000円

(2) 8時30分～17時30分

専門卒以上 年齢
不問

【施設状況】
・エレベーター：有
・建物段差：無
・障害者用トイレ：有
・洋式トイレ：有
・建物内車椅子移動スペース：有
   ・階段手すり：有
・玄関ドア：手動　
 
※１階エントランスは自動ドアにな
りますが、事務所入口ドアは手動
です。
※過去、下肢機能障害者、体幹
機能障害者、精神障害者等の
方々の採用実績有

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～
220,000円年齢

不問

情報処理・提供サービス業

あんま・マッサージ

ヘルスキーパー経験者優遇
パソコンの基本操作

東京都港区

ソフトウェア業

東京都港区

東京都港区虎ノ門一丁目２１番１９
号　東急虎ノ門ビル３階

パソコン操作（ワード・エクセル基本必須）、ネット
ワーク構築・保守の経験者又はサーバー管理の経
験者、プログラミング経験者（Ｊａｖａ、Ｃ、Ｃ＋＋経験
あれば尚可）

実務経験２年以上
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①

アクセンチュア株式会社
企業における基幹系および情報系の業務システム
のアプリケーションに関する要件定義、設計、構
築、テスト、開発、保守、運用を幅広く担当します。
ご入社後には数か月の研修を受けていただいた
後、様々な業界・フェーズ・開発言語・パッケージ
のプロジェクトに携わっていただきながら、専門性を
つけていただくことが可能です。

※契約期間
１年目は３か月、３か月、６か月で契約します。
２年目以降は１年ごとの契約となります。

ＳＥ／ＰＧ（ＴＳＣ）

【施設状況】
・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
・建物内車椅子の移動スペース：無
・階段手すり：有
・玄関ドア：自動
＊必要な合理的配慮については、
お申し出ください。
※昇給、賞与については、勤務実績
や業務実績を鑑みて決定いたしま
す。
※１次面接通過者は、２次面接時に
適性検査有

雇用期間の定めなし (1) 9時00分～17時30分

正社員
208,500円～
353,500円

専門卒以上 省令１
号
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①

株式会社　ビジネスブレイン太
田昭和

・企業向け業務システムの設計、開発、導入作業
（主に財務・会計システム等）
※経験豊富な方には、プロジェクトの管理やコンサ
ルティングフェーズもお任せします。

システムエンジニア・プログラマ 東京都港区西新橋１丁目－２－９
日比谷セントラルビル２１階

管理，補助的経済活動を行う事業
所（７２専門サービス業）
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①

株式会社　ジャステック

・ＳＥ、社内ＳＥ　　　　　　　　
・システム開発業務　　　　　　　　　　　　　　　
・社内システム開発業務

ＳＥ、社内ＳＥ

東京都港区赤坂１－８－１　赤坂イ
ンターシティＡＩＲ

【施設状況】
・エレベーター：有
・出入口段差：有
・障害者トイレ：無
・洋式トイレ：有
・建物内車椅子移動スペース：無
・階段手すり　：有
・マイカー通勤：不可
・玄関ドア：自動
・施設状況は就業場所により異な
る。
※就業場所の従業員数は非公開
です。
※現住所およびEメールアドレスの
記載必須。

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
250,000円～
300,000円

高卒以上 年齢
不問

【施設状況】
・エレベーター：有
・建物入口段差：無
・階段手すり：無
・建物内車椅子の移動スペース：有
・マイカー通勤：不可
・玄関ドア⇒自動・開き戸
・障害者用トイレ：無
・洋式トイレ：有
※必要な合理的配慮についてはお
申し出ください
※契約期間　１年（更新あり）
※更新時正社員転換の可能性有り

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
160,600円～
266,700円

高卒以上 年齢
不問

その他の専門サービス業

東京都中央区

ソフトウェア業

東京都港区

システム開発経験３年以上

東京都港区高輪３－５－２３ＳＩＡ高
輪台ビル

周囲とコミュニケーションを取りながら業務遂行でき
る方。　システム開発・保守・運用経験１年以上（言
語・プラットフォーム問わず）

3



座席
番号

事業所名・求人番号・その他 仕事の内容
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 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

月給 企業全体 1,552人

不問
就業場所 397人 土日祝

1人 うち女性 82人

13040-45982982 うちパート 3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 6,743人

不問
就業場所 956人 土日祝

1人 うち女性 120人

13040-45980082 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

休憩時間（分） 50分

月給 企業全体 863人

40歳
以下

就業場所 401人 土日祝

6人 うち女性 102人

13040-46036382 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

確定給付年金
休憩時間（分） 60分

月給 企業全体 423人

59歳
以下

就業場所 186人
土日祝
他

2人 うち女性 60人

13040-45977782 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） 3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 1,099人

不問
就業場所 309人 土日祝

1人 うち女性 111人

13040-45761582 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） 20時間 就業場所

休憩時間（分） 45分

神奈川県川崎市川崎区

プログラム言語に関する知識を有する方　　　　　　　　　　実務経験２年以上
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①

日本ケミコン　株式会社
ＩＴ業務改革部にて、社内ＳＥを担当して頂きます。
インフラ改善やセキュリティ強化
アプリケーションの開発、保全をお願いします。

社内ＳＥですので、社員が使うシステムの管理、サ
ポートのお仕事となります

システム開発（ＳＥ職）

【施設状況】
・エレベーター：有
・手すり　階段：有／廊下：無
・車椅子移動スペース：有（執務
室の扉が観音開き扉）
・障がい者用トイレ：有（洋式）
・点字表示：無
※正社員への登用あり
※基本給は経験・能力を考慮し
決定します
※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30分

正社員以外
193,300円～
276,800円

(2) 7時00分～22時00分

高卒以上 年齢
不問

(3)10時30分～15時00分

105
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①

ＪＦＥシステムズ　株式会社
・パソコンを利用したシステムの開発、プログラミン
グなど。
・電話応対多少あり
（但し、障がいに応じて相談可）
※　就業場所の地図は弊社ホームページをご覧く
ださい。

システムエンジニア・プログラマー フレックス 東京都港区芝浦１丁目２番３号

情報処理・提供サービス業

その他の電気機械器具製造業

東京都品川区

・システム開発経験者
・ネットワーク環境構築経験者

東京都品川区大崎五丁目６番４号 【施設状況】
・エレベーター：有
・建物段差：無
・階段手すり：有
・障害者用トイレ：無
・洋式トイレ：有
・建物内車椅子移動スペース：無
・玄関ドア：自動
※毎月の賃金は初任給を記載。年
齢、経験に応じて要相談
※正社員登用制度あり
※就業場所の人数は、本社全体の
人数です。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 8時45分～17時30分

正社員以外
158,500円～
218,000円

高卒以上 年齢
不問
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①

株式会社ＤＮＰ情報システム

システムの設計・開発・保守・テスト

システムエンジニア フレックス

【施設状況】
・エレベーター：有
・出入口段差：無
・障害者トイレ：有
・洋式トイレ：有
・車椅子移動スペース：有
・階段手すり：有
・玄関ドア：自動
※必要な合理的配慮につい
てはお申し出ください。

※１次面接通過者は、二次
面接時に適性検査有。

雇用期間の定めなし (1) 9時00分～18時00分

正社員
188,000円～
214,000円

専門卒以上 省令
３号の

イ
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①

株式会社ＤＮＰデジタルソ
リューションズ

システムの要件定義、設計、開発、テスト導入など
の補助業務

プログラム補助 東京都品川区西五反田３－５－２０

管理，補助的経済活動を行う事業
所（３９情報サービス業）

東京都品川区西五反田３－５－２０ 【施設状況】
・エレベーター：有
・建物段差：無
・階段手すり：有
・障害者用トイレ：有・洋式トイレ：有
・玄関ドア：自動
・建物内車いす移動スペース：無
※昇給・賞与は勤務実績・業績によ
ります
・昇給は平成２８年４月１人平均実績
・賞与は平成２８年６月夏期支給実
績

雇用期間の定めなし (1) 9時00分～18時00分

正社員
185,000円～
229,000円省令１

号
情報処理・提供サービス業

システム言語の習得経験
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①

日立ヘルスケアシステムズ株
式会社

・電子カルテ・電子薬歴システム開発
・医療事務システム開発
・基本的なＰＣ操作（Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ）

プログラム作成・検証 東京都品川区西五反田１－３１－１
日本生命五反田ビル７階

【施設状況】
・エレベーター：有
・建物入口段差：無
・障害者トイレ：有（ビル内共用）
・洋式トイレ：有
・車椅子移動スペース：有
・階段手すり：有
・玄関ドア：自動ドア
※必要な合理的配慮について
はお申し出ください。
※ＰＣアドレスのある方は必ず記
載してください。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 8時50分～17時20分

正社員以外
210,000円～
250,000円年齢

不問
ソフトウェア業

プログラマー経験
ソフトウェア（ＶＢ、ＪＡＶＡ等）知識

4



座席
番号

事業所名・求人番号・その他 仕事の内容
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 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

月給 企業全体 153人

59歳
以下

就業場所 153人
土日祝
他

1人 うち女性 30人

13040-45587982 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） 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 1,062人

不問
就業場所 199人

土日祝
他

1人 うち女性 50人

13040-46024982 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

月給 企業全体 810人

不問
就業場所 167人

土日祝
他

1人 うち女性 29人

13040-40776882 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） 60分

時給 企業全体 9,118人

不問
就業場所 2,066人 土日祝

2人 うち女性 805人

13070-15514982 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
【月給換算】 月平均時間（時） 10時間 就業場所

190,738円 休憩時間（分） 60分

月給 企業全体 9,118人

59歳
以下

就業場所 2,271人 土日祝

2人 うち女性 908人

13070-15508482 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

ゲーム開発に関する経験（企画、デザイン、プログラ
ム等）
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①

三菱重工冷熱株式会社
○当社が取扱う空調機の設計、作図（ＣＡＤ）や積
算業務をする仕事です。
○ビルや設備など、大型の案件を扱っているので、
非常にやりがいのある仕事です。
○丁寧に指導いたします。

空調設備設計職

空調設備関連の設計業務経験者歓迎

【施設状況】
・エレベーター：有
・建物段差：有
・階段手すり：有
・障害者用トイレ：有
・洋式トイレ：有
・玄関ドア：自動・建物内車椅子移
動スペース：有
・マイカー通勤：不可
※年次有給休暇は入社月に応じて
支給日数３日～１０日を入社日に付
与します。
※応募書類には連絡のとれるメール
アドレスを記入下さい。

雇用期間の定めなし (1)10時00分～18時30分

正社員
186,000円～
420,000円

(2)11時00分～14時00分

省令１
号

(3) 8時00分～22時00分
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①

株式会社　バンダイナムコオン
ライン オンラインゲーム開発を担当して頂きます。

・ゲームの企画立案
・各種データ作成
・キャラクター、エフェクトなどのデザイン
・クライアントサーバの開発、ゲーム開発に関する
プログラム

※経験に合わせて担当業務を決定します。

ゲーム開発職 フレックス 東京都港区芝５丁目３７－８　バン
ダイナムコ未来研究所

情報処理・提供サービス業

東京都港区芝浦２丁目１１－５　五
十嵐ビル１５Ｆ

【施設状況】
・エレベーター：有
・建物段差：無
・障害者用トイレ：有
・洋式トイレ：有
・車椅子移動スペース：有
・階段手すり：有
・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。　
※契約期間は初回は３月３１日迄。
以後４月１日から１年更新。雇止め
規定あり。
※賃金は能力等を勘案し、決定。

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
194,400円～
291,600円年齢

不問
電気機械器具卸売業

１２２
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①

トランスコスモス株式会社

＜英語翻訳（英訳・和訳）＞　
　・ＥＣサイトの商品説明文　　・ＳＮＳ投稿文
　・クライアント企業向け業務提案書／報告書
　・社内や関連会社の研修資料
【必要な免許・資格】ＴＯＥＩＣ７００以上と同等の英語能
力。翻訳テストにより英語能力を判定。
＜韓国語（和訳・韓訳）＞
　・ＥＣサイトの商品説明文／お客様対応文
　・社内や関連会社の研修資料
【必要な免許・資格】韓国語能力検定試験（TOPIK２）
4級程度。ハングル能力検定試験準2級程度。日本
語・韓国語の読解力。翻訳テストにより英語・韓国語能
力を判定。※原則、英語の翻訳業務対応必須

翻訳業務

情報処理・提供サービス業

東京都渋谷区

英語：ビジネスシーンで英語使用経験がある方、翻
訳や通訳の経験者、海外留学や就業経験がある方
韓国語：韓国への留学経験や韓国系企業・韓国で
の就業経験者

東京都渋谷区渋谷３－２５－１８

１２２
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②

トランスコスモス株式会社 テスト計画書に基づくｗｅｂアプリケーションの検証
業務を行っていただきます。
ｗｅｂページをリリースする前にプラウザ・ＯＳの組み
合わせで様々な環境がある中で、どの環境でも問
題ないか、テスト確認を行い、結果を報告します。

【活かせる経験／スキル】
・ＨＴＭＬ／ＣＳＳ／Ｊａｖａｓｃｒｉｐｔ
・サイト制作経験

検証オペレーター 東京都渋谷区渋谷３－２５－１８

情報処理・提供サービス業

東京都渋谷区

・Ｅｘｃｅｌ（報告書の作成）
・プラウザをインストールする知識
・ＨＴＭＬ／ｃｓｓ／Ｊａｖａｓｃｒｉｐｔの広く浅い知識
・プラウザをインストールした経験

【施設設備状況】
・エレベーター：有
・階段手すり：片側
・トイレ：車椅子用、洋式
・出入口段差：無
・建物内車椅子移動スペー
ス：有
※必要な合理的配慮につい
てはお申し出ください。※契
約更新は面談と勤務状況に
より判断。※健康保険、厚生
年金は雇用条件に応じて加
入。※一般常識テストあり。

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (1) 9時00分～17時50分

正社員以外

1,200円
高卒以上 年齢

不問

【施設設備状況】
・エレベーター：有
・階段手すり：片側
・出入り口段差：無
・トイレ車椅子用
・建物内車椅子移動スペー
ス：有

※筆記試験あり。
※必要な合理的配慮につい
てはお申し出ください。

雇用期間の定めなし (1) 9時00分～17時50分

正社員
164,000円～
330,000円

高卒以上 省令１
号

【施設状況】
・電話対応：有
・建物段差：無
・階段手すり：有
・エレベーター：有
・玄関ドア：自動
・障害者用トイレ：無
・洋式トイレ：有
・建物内車椅子移動スペー
ス：有　
※必要な合理的配慮につい
てはお申し出ください。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 8時30分～17時30分

正社員以外
196,000円～
277,000円

高卒以上 年齢
不問

その他の設備工事業
114
|

③

ナブコシステム　株式会社

ＡｕｔｏＣＡＤを使用して自動ドア、ステンレスサッシ
等の施工図面の作成

建築工事（建具工事）の施工設計 東京都港区虎ノ門１－２２－１５

ＡｕｔｏＣＡＤの基本知識、操作

5



座席
番号

事業所名・求人番号・その他 仕事の内容
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 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

時給 企業全体 9,118人

不問
就業場所 2,271人 土日祝

2人 うち女性 908人

13070-15509782 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
【月給換算】 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 9,118人

59歳
以下

就業場所 2,271人 土日祝

3人 うち女性 908人

13070-15512082 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

時給 企業全体 9,118人

不問
就業場所 2,271人 土日祝

3人 うち女性 908人

13070-15513882 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
【月給換算】 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 9,118人

59歳
以下

就業場所 2,271人 土日祝

2人 うち女性 908人

13070-15510582 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

時給 企業全体 9,118人

不問
就業場所 2,271人 土日祝

2人 うち女性 908人

13070-15511682 うちパート 毎　週

加入保険等
【月給換算】 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

【施設設備状況】
・エレベーター：有
・階段手すり：片側
・出入り口段差：無
・トイレ：車椅子用
・建物内車椅子移動スペー
ス：有
※筆記試験あり。
※契約更新は面談と勤務状
況により判断。
※正社員登用あり。
※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ヶ月未満） (1) 9時00分～17時50分

正社員以外
1,000円～
1,200円

高卒以上 年齢
不問

テスト計画書に基づくｗｅｂアプリケーションの検証
業務を行っていただきます。
ｗｅｂページをリリースする前にプラウザ・ＯＳの組み
合わせで様々な環境がある中で、どの環境でも問
題ないか、テスト確認を行い、結果を報告します。

【活かせる経験／スキル】
・ＨＴＭＬ／ＣＳＳ／Ｊａｖａｓｃｒｉｐｔ
・サイト制作経験

検証オペレーター（契約社員）

情報処理・提供サービス業

東京都渋谷区

・Ｅｘｃｅｌ（報告書の作成）
・プラウザをインストールする知識
・ＨＴＭＬ／ｃｓｓ／Ｊａｖａｓｃｒｉｐｔの広く浅い知識
・プラウザをインストールした経験

158,949円～
190,738円

１２２
|

④

トランスコスモス株式会社
映像の企画、制作、編集業務を行っていただきま
す。
【業務詳細】
お客様企業の動画広告の企画～撮影～編集。
また、国内外に展開する当社の拠点（コールセン
ター等）のプロモーションビデオやサービス紹介ビ
デオの制作（企画～撮影～編集）を行います。

映像制作編集（正社員）

東京都渋谷区渋谷３－２５－１８

東京都渋谷区

情報処理・提供サービス業

東京都渋谷区

・映像撮影（デジタル一眼レフカメラによるスケール
撮影経験も歓迎）　・映像編集（Ｐｒｅｍｉｅｒｅ、Ａｆｔｅｒ
Ｅｆｆｅｃｔｓ、Ｆｉｎａｌ　ｃｕｔ、Ｅｄｉｕｓ等）　・映像の企画、
提案
上記のいずれかの経験

東京都渋谷区渋谷３－２５－１８

１２２
|

⑤

トランスコスモス株式会社 ＊映像の企画、制作、編集業務を行っていただき
ます。

【業務詳細】
・お客様企業の動画広告の企画～撮影～編集。
・国内外に展開する当社の拠点（コールセンター
等）のプロモーションビデオやサービス紹介ビデオ
の制作（企画～撮影～編集）を行います。

映像制作編集（契約社員） 東京都渋谷区渋谷３－２５－１８

情報処理・提供サービス業

１２２
|

③

トランスコスモス株式会社

【施設設備状況】
・エレベーター：有
・階段手すり：片側
・出入り口段差：無
・トイレ：車椅子用
・建物内車椅子移動スペー
ス：有

※筆記試験あり。
※必要な合理的配慮につい
てはお申し出ください。

雇用期間の定めなし (1) 9時00分～17時50分

正社員
164,000円～
330,000円

高卒以上 省令１
号

１２２
|

⑥

トランスコスモス株式会社
Ｗｅｂサイトの制作～運用～保守、サイトアクセス解
析等の業務に携わっていただきます。
主なクライアントには、製品メーカー、医療機関、
美容関係、学校など様々な業界のお仕事がござい
ます。
また、当社やグループ企業のＷｅｂサイト制作業務
にも携わっていただきます。

Ｗｅｂエンジニア／コーダー

・映像撮影（デジタル一眼レフカメラによるスケール
撮影経験も歓迎）　・映像編集（Ｐｒｅｍｉｅｒｅ、Ａｆｔｅｒ
Ｅｆｆｅｃｔｓ、Ｆｉｎａｌ　ｃｕｔ、Ｅｄｉｕｓ等）　・映像の企画、
提案
上記のいずれかの経験

158,949円～
222,528円

【施設設備状況】
・エレベーター：有
・階段手すり：片側
・出入り口段差：無
・トイレ：車椅子用
・建物内車椅子移動スペー
ス：有

※筆記試験あり。
※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ヶ月未満） (1) 9時00分～17時50分

正社員以外
1,000円～
1,400円

高卒以上 年齢
不問

情報処理・提供サービス業

東京都渋谷区

【必要な経験等】
・ＨＴＭＬ、ＣＳＳ、Ｊａｖａｓｃｒｉｐｔのいずれかの使用経
験
・Ｗｅｂサイト制作業務経験

東京都渋谷区渋谷３－２５－１８

【施設設備状況】
・エレベーター：有
・階段手すり：片側
・出入り口段差：無
・トイレ：車椅子用
・建物内車椅子移動スペー
ス：有

※筆記試験あり。
※必要な合理的配慮につい
てはお申し出ください。

雇用期間の定めなし (1) 9時00分～17時50分

正社員
164,000円～
330,000円

高卒以上 省令１
号

１２２
|

⑦

トランスコスモス株式会社
Ｗｅｂサイトの制作～運用～保守、サイトアクセス解
析等の業務に携わっていただきます。
主なクライアントには、製品メーカー、医療機関、
美容関係、学校など様々な業界のお仕事がござい
ます。
また、当社やグループ企業のＷｅｂサイト制作業務
にも携わっていただきます。

Ｗｅｂエンジニア／コーダー【契約社員】 東京都渋谷区渋谷３－２５－１８

情報処理・提供サービス業

東京都渋谷区

【必要な経験等】
・ＨＴＭＬ、ＣＳＳ、Ｊａｖａｓｃｒｉｐｔのいずれかの使用経
験
・Ｗｅｂサイト制作業務経験

158,949円～
190,738円

【施設設備状況】
・エレベーター：有
・階段手すり：片側
・出入り口段差：無
・トイレ：車椅子用
・建物内車椅子移動スペー
ス：有
※筆記試験あり。
※契約更新は面談と勤務状
況により判断。
※正社員登用あり。
※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ヶ月未満） (1) 9時00分～17時50分

正社員以外
1,000円～
1,200円

高卒以上 年齢
不問

6



座席
番号

事業所名・求人番号・その他 仕事の内容
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 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

月給 企業全体 9,118人

59歳
以下

就業場所 2,066人 土日祝

2人 うち女性 805人

13070-15505882 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

時給 企業全体 9,118人

不問
就業場所 2,066人 土日祝

2人 うち女性 805人

13070-15515182 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
【月給換算】 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 2,677人

不問
就業場所 1,234人 土日祝

3人 うち女性 151人

13070-15526382 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） 55分

月給 企業全体 2,470人

不問
就業場所 293人

土日祝
他

1人 うち女性 61人

13070-15519282 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・財形
月平均時間（時） 40時間 就業場所

厚生年金基金
休憩時間（分） 65分

月給 企業全体 397人

不問
就業場所 397人

土日祝
他

1人 うち女性 77人

13080- 1627682 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

東京都渋谷区渋谷３－２５－１８

【施設設備状況】
・エレベーター：有
・階段手すり：片側
・出入り口段差：無
・トイレ：車椅子用
・建物内車椅子移動スペー
ス：有

※筆記試験あり。
※必要な合理的配慮につい
てはお申し出ください。

雇用期間の定めなし (1) 9時00分～17時50分

正社員
164,000円～
330,000円

高卒以上 省令１
号

Ｗｅｂデザイナー／グラフィックデザイナー【正社員】

情報処理・提供サービス業

東京都渋谷区

Ｉｌｌｕｓｔｒａｔｏｒ，ｐｈｏｔｏｓｈｏｐ使用経験

１２２
|

⑨

トランスコスモス株式会社 Ｗｅｂサイト、ＬＰ（ランディングページ）、バナー広
告、Ｆａｃｅｂｏｏｋページ等のＷｅｂデザインと新聞・
雑誌広告、パンフレット、ポスター、チラシ、ロゴ等
のＤＴＰデザイン業務。
主なクライアントには、食品メーカー、化粧品メー
カー、総合スポーツ用品ショップなど様々な業界の
お仕事がございます。
また、当社パンフレット制作業務にも携わっていた
だきます。

Ｗｅｂデザイナー／グラフィックデザイナー【契約】

１２２
|

⑧

トランスコスモス株式会社 Ｗｅｂサイト、ＬＰ（ランディングページ）、バナー広
告、Ｆａｃｅｂｏｏｋページ等のＷｅｂデザインと新聞・
雑誌広告、パンフレット、ポスター、チラシ、ロゴ等
のＤＴＰデザイン業務。
主なクライアントには、食品メーカー、化粧品メー
カー、総合スポーツ用品ショップなど様々な業界の
お仕事がございます。
また、当社パンフレット制作業務にも携わっていた
だきます。

情報処理・提供サービス業

東京都渋谷区

Ｉｌｌｕｓｔｒａｔｏｒ，ｐｈｏｔｏｓｈｏｐ使用経験

158,949円～
190,738円

東京都渋谷区渋谷３－２５－１８ 【施設設備状況】
・エレベーター：有
・階段手すり：片側
・出入り口段差：無
・トイレ：車椅子用
・建物内車椅子移動スペー
ス：有
※筆記試験あり。
※契約更新は面談と勤務状
況により判断。
※正社員登用あり。
※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ヶ月未満） (1) 9時00分～17時50分

正社員以外
1,000円～
1,200円

高卒以上 年齢
不問

１２６
|

①

カシオ計算機　株式会社 １．ソフト開発
２．仕様設計
３．ＣＡＤ及び回路設計
４．機構／実装／外装設計
５．品質保証
６．システムエンジニア
（上記、いずれかができれば結構です）
※入社日３カ月、その後９カ月以内、翌年から１年
毎の契約を予定しております。

技術開発者 東京都渋谷区本町１－６－２

電子計算機・同附属装置製造業

東京都羽村市１．上記「仕事内容」経験者
２．ＰＣ操作（エクセル、ワード、パワーポイント）が
　　できる方

※施設設備状況
エレベーター：有
階段手すり　：片側
トイレ　　　：洋
出入り口段差：有・１ｃｍ
建物内車椅子移動スペー
ス：有（一部無）
　
※通勤支援策（時差通勤）を
利用できます。（最大１時間）
※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
171,000円～
270,000円

短大・専門卒以上 年齢
不問

東京都目黒区東山１－１－２　東山
ビル

【施設設備状況】
・エレベーター：有
・出入口段差：有
・階段手すり　：有
・トイレ：洋式
・建物内車椅子移動スペー
ス：無

※必要な合理的配慮につい
てはお申し出ください。

雇用期間の定めなし (1) 9時00分～17時30分

正社員
201,000円～
355,000円

高卒以上 年齢
不問

システムスタッフ

土木建築サービス業

東京都目黒区

ＩＴ関連業務経験ある方

145
|

①

ＭＫＩテクノロジース゛株式会社
技術
　・プログラミングサポート
　・ネットワークサポート
　・コールセンターサポートなど

＊ご本人の経験や希望をふまえ具体的な業務を
決めていきます。長期に亘り勤務して下さる方を希
望します。

＊希望により就業時間は、週３０Ｈを超える程度で
応相談。

技術

１４３
|

①

株式会社　パスコ
・システムエンジニア
・ネットワークエンジニア
・サポートエンジニア
・プログラマ等

＊電話応対（必須）

ソフトウェア業

東京都中野区
技術経験のある方

東京都中野区東中野２－７－１４ 【施設設備状況】
・エレベータ：有
・出入口段差：有
・車いす移動スペース：無
・階段手すり：無
・トイレ：洋式
・電話応対：応相談
※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：初年度は年間１１
日／期中入社の場合、入社月
に応じ日数が付与されます。
＊正社員登用制度あり
＊契約は１年度単位の更新制

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (1) 9時15分～17時30分

正社員以外
180,000円～
260,000円

高卒以上 年齢
不問
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座席
番号

事業所名・求人番号・その他 仕事の内容
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 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

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- 5228182 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 10,775人

不問
就業場所 614人

土日祝
他

1人 うち女性 157人

13080- 5254382 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

埼玉県蕨市

年俸 企業全体 950人

就業場所 0人
土日祝
他

2人 うち女性 0人

13090-57777781 うちパート 0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

154
|

①

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

【施設設備状況】
＊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（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
慮についてはお申し出ください
＊正社員登用制度：無
＊雇止め規定あり
＊契約社員１年更新（条件：勤
務成績・経営状況等による）

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
210,000円～
360,000円年齢

不問

152
|

⑤

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
・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

＊電話応対：あり　（電話対応が困難な方はなし）

個人事業部門サポート (1) 9時00分～17時30分 東京都杉並区荻窪４－３０－１６

クレジットカード業，割賦金融業

東京都杉並区

在宅勤務、フレックス勤
務、出社日数は応相談

・基本的なＰＣスキル（Ｏｕｔｌｏｏｋ、Ｅｘｃｅｌ、ＰＰＴ、Ｗ
ｏｒｄ）
・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

始業・終業時間は事務所
により異なります。

１　エレベーター［有］
２　出入口段差　［有／５ｃｍ］
３　車いす移動［スペース有］
４　階段手すり［無］
５　点字表示　［無］
６　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） (1) 9時00分～18時00分

正社員以外
3,000,000円～
4,800,000円年齢

不問

170
|

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（コールセンターオペレーター） 東京都豊島区西池袋３－２７－１２
池袋ウエス卜パ－クビル

医療に附帯するサービス業

薬剤師資格もしくはＭＲ認定資格

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

印刷業

東京都新宿区

茨城県つくば市

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

大卒以上（技術系専攻） 年齢
不問
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