
時給 企業全体 785人

不問
就業場所 119人 土日祝

1人 うち女性 29人

13010-52550882 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） 65分

時給 企業全体 3,940人

不問
就業場所 850人 土日祝

1人 うち女性 150人

13010-52626382 うちパート 490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 29人

不問
就業場所 11人 土日祝

1人 うち女性 1人

13010-54315382 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

年俸 企業全体 4,186人

不問
就業場所 12人 日祝他

2人 うち女性 8人

13010-52727082 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） 60分

月給 企業全体 58人

不問
就業場所 50人 土日祝

1人 うち女性 20人

13010-53067882 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

年齢
不問

3
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③

ぺんてる株式会社 加工センター（草加工場内）における軽作業

（主な業務）
・製品の仕訳け
・製品の袋詰め、箱詰め
・製品のシールはり、はがし　　　　　　　　
・その他事務所内における補助業務

軽作業／草加工場　　 東京都中央区日本橋小網町７－２ ＜就業場所における現在の施
設等の状況＞　　　　　　　
・出入口段差：有・エレベーター
（無）　　　・階段手すり（有　片
側）　　・車椅子移動（スペース
無）
・トイレ（洋式　※別棟）　
・電話応対（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。
※賞与についてはフルタイム勤
務の場合に支給されます。
※通勤手当上限５万円はフルタ
イム勤務の場合。

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (1) 8時00分～17時00分

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
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

ペン・鉛筆・絵画用品・その他の事
務用品製造業

900円～
1,080円

埼玉県草加市

軽作業勤務経験ある方

正社員以外
142,200円～
170,640円

＊契約更新は６か月更新。
契約期間は最長で５年間。
＊休日授業実施日及び入
学式、卒業式等の大学行事
の際に休　日出勤となる場合
があります。
【施設状況】
出入り口段差：無　出入り口：
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：可　トイレ：車椅
子用・洋式

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時00分～16時00分

パート労働者
1,140円～
1,140円年齢

不問
高等教育機関

7
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④

学校法人　明治大学
・植栽管理
・キャンパス周辺清掃
・グランド整備
・用具、備品整理
・その他校務補助業務
※対応できない項目がある場合は、面接時にお伝
えください
※常勤サポート者が業務や健康管理のサポートを
いたします

一般校務補助（生田） 東京都千代田区神田駿河台１丁
目１

神奈川県川崎市多摩
区

医薬品・化粧品小売業

32
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②

株式会社　栄光アース ＜主な作業内容＞
・水回りやエアコンフィルターの洗浄
・植栽の手入れ、水やり

※就業場所へ出勤後、２～３名（１名は管理者）１組
になり、自動車で都内近郊の栄光ゼミナール等に
移動して、水回りやエアコンフィルターなどの簡単
な清掃作業、植栽の手入れ、水やりなどの作業を
行い就業場所に戻ります。

清掃及び植栽メンテナンス 東京都千代田区富士見２－１１－１
１　栄光ビル２Ｆ

東京都千代田区

日本調剤株式会社 （１）お薬の配送業務（特定養護老人ホームなどへ
の車での医薬品配送業務。お薬の内容によって１０
Ｋｇ程度の軽作業があります。）
（２）薬局内で入力作業や庶務業務など
＊仕事内容については、上記（１）と（２）の間でご相
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。
＊その他就業場所あり。

医療品配送スタッフ／高野台 東京都千代田区丸の内１－９－１
グラントウキョウノースタワー３７階

普通自動車免許一種

2,160,000円
～

3,000,000円

東京都練馬区

高等学校卒業以上

東京都中央区

【設備状況】
・電話応対（無）・トイレ（洋
式）
・出入口ドア（開き戸）
・出入口段差（有：１０ｃｍ）
・エレベーター（無）
・階段手すり（有：片側）・車
椅子移動スペース（無）
＊上記のほか、必要な合理
的配慮はお申し出ください。
＊当初契約は３ヶ月、その後
は１２か月毎の契約更新
＊有給休暇は法定通り

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (1) 9時00分～16時00分

パート労働者
990円

～990円年齢
不問

不動産管理業

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。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時15分～17時30分

正社員以外
200,000円～
260,000円

高卒以上

【設備状況】
・出入口段差　（無）
・出入口ドア　（自動）
・エレベーター（無）
・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
てはお申し出ください。
＊契約更新条件：勤務態
度、評価による

年齢
不問

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時00分～20時00分

正社員以外
180,000円～
250,000円

高卒以上 年齢
不問

40
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②

丸紅オフィスサポート株式会社

郵便・宅配便等の集配（ビル内）業務等
パソコン入力（必須）

宅配業務経験があればなお可

館内集配業務

38
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③

他に分類されない事業サービス業

1



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
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

月給 企業全体 58人

不問
就業場所 50人 土日祝

1人 うち女性 20人

13010-53060482 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 650人

不問
就業場所 650人 他

2人 うち女性 200人

13010-51724482 うちパート 150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

月給 企業全体 551人

不問
就業場所 56人 土日祝

1人 うち女性 7人

13010-51815382 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 1,328人

不問
就業場所 45人 土日祝

1人 うち女性 25人

13010-52821582 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 2,344人

不問
就業場所 99人

土日祝
他

2人 うち女性 19人

13030-25918581 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

他に分類されない事業サービス業

東京都中央区
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④

株式会社　大都技研
・館内の清掃作業
　社員食堂、会議室、休憩所、階段室、屋上、作
業着の洗濯　等
・敷地内の清掃作業
　外周、待機所、車両 等

清掃業務／板橋区

40
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③

丸紅オフィスサポート株式会社
・デジタルコピー機を使った名刺印刷やコピー業務

・パソコン入力作業を伴うその他付随する事務

・電話応対有（相談可）
ＷＥＢデザイン変更作業経験あればなお可
　【精神保健福祉士常駐の健康支援室設置、いつ
でも相談可】

※正社員登用制度あり

印刷・コピー業務 東京都中央区日本橋二丁目７番１
号　東京日本橋タワー

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時15分～17時30分

正社員以外
200,000円～
260,000円

高卒以上

７階建て（地下１階）ビルの清掃
・ゴミの回収、運搬
・共用部の箒・モップがけ
・会議室の机拭き
・シュレッダー作業
・消耗品の補充作業
・郵便、社内便の集配

※障害の種別によって、仕事内容は相談に応じま
す。

清掃スタッフ

東京都千代田区九段北４－１－３
日本ビルディング九段別館６階

【就業場所における現在の施設
等の状況】
・電話応対（無）　
・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）
・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
試用期間中は週２０時間以上で
時短勤務も可（条件変更あり→
時給制１０００円）　昇給は個人の
能力による

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
160,000円～
200,000円年齢

不問

年齢
不問

スポーツ用品・がん具・娯楽用品・
楽器小売業

東京都板橋区

東京都中央区京橋３－１－１　東京
スクエアガーデン

〈就業場所における現在の
施設等の状況〉
・エレベーター（有）
・建物内段差（有）
・障害者トイレ（有）
・洋式トイレ（有）
・車椅子の移動（スペース
無）　　・階段手すり（無）
・マイカー通勤（不可）
・玄関自動ドア（無）
・電話対応（無）　　　　　
・社員食堂利用可能

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
150,000円～
200,000円年齢

不問

＜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。

東京都台東区
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②

日本アスペクトコア株式会社

当社事業所内チャレンジドセンターにて、スキャニ
ング作業を中心に、封入封緘、ＰＣ入力、プリントな
どの印刷補助業務を行う仕事です。

スキャニング・封入・印刷補助

東京都台東区池之端１－２－２３
ＮＤＫ第ニ池之端ビル

・契約更新の可能性あり
※雇用形態・勤務形態・勤務時
間・時間帯等は相談可能です。
その他、希望がある場合は、相
談対応していきたいと思いま
す。
近隣の当社ビル（ＮＤＫ第三池
之端ビル）での作業あり。
「施設等の状況」
エレベーター：有
車椅子移動スペース：無
出入口段差：有（１５㎝）
トイレ:洋式
階段手すり/両方

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）  9時00分～16時00分

パート労働者
990円～990

円
又は８:３０～１７:３０の間の

６時間年齢
不問

電気工事業

他に分類されない事業サービス業

東京都港区

パソコンの基本操作可能な方

6１
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①

日本電設工業　株式会社

＜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（５ｃｍ）　
・車椅子移動（スペース有）
・階段手すり（片側）　
・点字表示（無）
・トイレ（洋式）
・電話応対（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) 8時00分～17時30分

パート労働者
1,100円～
1,200円年齢

不問
旅館，ホテル47

株式会社　ロイヤルパークホテ
ル

・ホテル厨房内及び従業員食堂での補助業務
・料理仕込み業務、調理器具洗浄等
・その他関連する付随業務


調理補助 東京都中央区日本橋蛎殻町２－１
－１

東京都中央区

2



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
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

時給 企業全体 124人

不問
就業場所 47人 土日祝

6人 時間外 なし うち女性 25人

13040-41330382 （月額換算） うちパート 0人 毎　週

加入保険等 107,400円～
110,400円

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 5,213人

不問
990円 就業場所 65人

土日祝
他

1人 うち女性 42人

13030-25833181 （月額換算） 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
月平均時間（時） 1時間 就業場所

休憩時間（分） 60分 （新宿駅構内）

時給 企業全体 5,213人

不問
900円～990円 就業場所 217人

土日祝
他

1人 うち女性 111人

13030-25465681 （月額換算） うちパート 57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） 60分 台東区・渋谷区・埼玉県さいたま市

時給 企業全体 5,213人

不問
900円 就業場所 806人 他

1人 うち女性 444人

13030-25466981 （月額換算） うちパート 191人 その他

加入保険等
130,800円 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） 60分

時給 企業全体 5,213人

不問
990円 就業場所 32人

土日祝
他

1人 うち女性 23人

13030-25471381 （月額換算） 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） 1時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

６２
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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。
【業務内容】
・原材料の回収
・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
※本人の特性・適性に配慮し、仕事内容を決定し
ます。
※指導員が丁寧にお伝えし、一緒に仕事を進めま
す。

軽作業（紙すき加工など） 東京都港区西麻布４丁目１２－２４
興和西麻布ビル７階

※就業時間
６時間で計算

千葉県柏市

６６
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①

株式会社　日本レストランエン
タプライズ

・事務所内の清掃、寝室の清掃、リネン交換、
環境美化作業等

清掃・リネン業務等 変形（１ヶ月単位） 東京都台東区台東一丁目３０番７
号
秋葉原アイマークビル１２階

「施設用の状況」
・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）
895円～920

円

10時00分～17時00分

正社員以外

年齢
不問

※就業時間を段階的に
延ばすことも可。
（４時間～／1日）

情報処理・提供サービス業

食堂，レストラン（専門料理店を除
く）

118,800円
東京都渋谷区

６６
|

②

株式会社　日本レストランエン
タプライズ

・弁当（駅弁）、飲料の販売、及びその補助の他、
商品の検品、仕分作業等
※就業場所は　東京駅の他、
　上野駅、新宿駅、大宮駅にもございます。

食品等販売・商品仕分整理業務 変形（１ヶ月単位） 東京都台東区台東一丁目３０番７
号
秋葉原アイマークビル１２階

＊就業時間については、本
人の意向に基づき協議の
上、適宜決定いたします。
（月間１２０時間を目安として
います）

＊雇い止めに関する規定が
あります。

＊設備状況は、勤務場所に
より異なります。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 9時00分～16時00分

正社員以外

年齢
不問

食堂，レストラン（専門料理店を除
く）

■就業場所については、９時～１
７時の間で、（１）９時～１７時また
は、（２）９時～１６時　本人の意
向に基づき協議の上、適宜決
定いたします。
（月間１２０時間の業務を目安と
しています。）
■食事補助手当は、１食あたり２
４０円×２０日で計算しています。
＊雇い止めに関する規定があり
ます。
＊設備状況は就業場所により異
なります。

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 (2) 9時00分～16時00分

年齢
不問

食堂，レストラン（専門料理店を除
く）

144,000円～
158,400円

東京都千代田区

６６
|

③

株式会社　日本レストランエン
タプライズ

商品の加工、製造及び仕分等の業務

食品製造業務等 変形（１ヶ月単位） 東京都台東区台東一丁目３０番７
号
秋葉原アイマークビル１２階

（7時間／1日
+食事補助手

当含む））

埼玉県戸田市

＊就業時間については、本
人の意向に基づき協議の
上、適宜決定いたします。
（月間１６０時間を目安として
います）
　
＊設備状況は、勤務場所に
より異なります。

＊雇い止めに関する規定が
あります。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 9時00分～18時00分

正社員以外

年齢
不問

＊就業時間については、本
人の意向に基づき協議の
上、適宜決定いたします。
（月間１２０時間を目安として
います）

＊雇い止めに関する規定が
あります。

＊設備状況は就業場所によ
り異なります。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 9時00分～16時00分

正社員以外

年齢
不問

食堂，レストラン（専門料理店を除
く）

６６
|

④

株式会社　日本レストランエン
タプライズ

・食器洗浄、調理補助、その他付随する業務等

※本人の適性やご希望により、飲食店などを含む
他の場所や他の仕事内容での勤務の相談ができ
ます。

食堂のバックヤード業務等 変形（１ヶ月単位） 東京都台東区台東一丁目３０番７
号
秋葉原アイマークビル１２階

118,800円
東京都北区

3



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
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

時給 企業全体 6,800人

不問
就業場所 1,200人 土日

1人 うち女性 800人

13040-45887182 985円 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
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体 6,392人

不問
就業場所 2,721人 日祝他

2人 うち女性 1,776人

13040-46021682 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

月給 企業全体 2,200人

39歳
以下

就業場所 60人 他

1人 うち女性 27人

13040-45938282 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 2,200人

18歳
～39

就業場所 12人 他

1人 うち女性 6人

13040-45939582 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 2,200人

39歳
以下

就業場所 26人 他

1人 うち女性 14人

13040-45939582 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

74
|

③

アディダス　ジャパン　株式会
社

68
|

③

学校法人　昭和大学

大学又は病院内清掃業務

用務員 東京都品川区旗の台　１－５－８

スポーツブランド直営ショップにおける商品管理・
清掃・接客等

＜取扱いアイテム＞シューズ、バッグ、スポーツ
ウェア、雑貨等

＊アパレル販売経験あれば歓迎

＊障害に応じて業務内容は相談に応じます

店舗スタッフ／大阪 交替制あり 東京都港区六本木一丁目９－１０
アークヒルズ仙石山森タワー

衣服卸売業

大阪府大阪市中央区

衣服卸売業

東京都新宿区

東京都港区六本木一丁目９－１０
アークヒルズ仙石山森タワー

74
|

①

アディダス　ジャパン　株式会
社

スポーツブランド直営ショップにおける商品管理・
清掃・接客等

＜取扱いアイテム＞シューズ、バッグ、スポーツ
ウェア、雑貨等

＊アパレル販売経験あれば歓迎

＊障害に応じて業務内容は相談に応じます

69
|

②

学校法人慈恵大学 ・車イス、ストレッチャーなどの清掃
・医療機器、カルテ等の搬送
・診療環境整備
・ベッドメイク
・その他、外来・病棟での作業



看護補助／嘱託 変形（１ヶ月単位） 東京都港区西新橋３－２５－８

東京都品川区

【施設状況】
・エレベーター：有　・建物段
差：有　・階段手すり：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：無
※必要な合理的配慮につい
てはお申し出ください。
※施設状況は就業場所によ
り異なる。
※初回の契約は平成３１年３
月３１日までとなります。以降
は年度ごとの更新です。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 8時30分～17時00分

パート労働者

年齢
不問

高等教育機関

※施設状況は各店舗により
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。
※昇給・昇格あり（４月）
※制服貸与、社販制度あり



雇用期間の定めなし

正社員
165,680円～
165,680円省令

３号の
イ

※施設状況は各店舗により
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。
※昇給・昇格あり（４月）
※制服貸与、社販制度あり


雇用期間の定めなし

正社員
174,400円～
174,400円省令

３号の
イ

衣服卸売業

静岡県御殿場市

※施設状況は各店舗により
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
※昇給・昇格あり（４月）
※制服貸与、社販制度あり

雇用期間の定めなし

正社員
183,120円～
183,120円省令

３号の
イ

店舗スタッフ／御殿場 交替制あり 東京都港区六本木一丁目９－１０
アークヒルズ仙石山森タワー

74
|

②

アディダス　ジャパン　株式会
社

スポーツブランド直営ショップにおける商品管理・
清掃・接客等

＜取扱いアイテム＞シューズ、バッグ、スポーツ
ウェア、雑貨等

＊アパレル販売経験あれば歓迎

＊障害に応じて業務内容は相談に応じます

店舗スタッフ／新宿 交替制あり

病院

【施設状況】
・出入口段差：有　・施設内
車椅子移動スペース：無　・
障害者用トイレ：有　・洋式ト
イレ：有　・エレベーター：有
・フレックスタイム制：無　
※通勤手当は本学規定によ
り支給。
≪契約期間について≫
初回は２ヶ月の契約。以降、
年度毎の更新。
※１次面接通過者は、後日
適性検査有。

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (1) 8時00分～16時30分

正社員以外
175,000円～
175,000円年齢

不問

4



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
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

月給 企業全体 2,278人

不問
就業場所 781人 土日祝

2人 うち女性 335人

13040-44504782 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） 5時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体 190人

不問
就業場所 59人

土日祝
他

3人 うち女性 15人

13040-46019782 うちパート 28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 404人

就業場所 28人 土日他

1人 うち女性 22人

13060-25063481 うちパート 22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 969人

就業場所 208人 他

3人 うち女性 25人

13060-25075181 うちパート 6人 その他

加入保険等
時間外 あり シフト制

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 2,246人

就業場所 213人 土日祝

2人 うち女性 77人

13060-25085381 うちパート 35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

83
|

③

アデコビジネスサポート　株式
会社

82
|

④

株式会社　クリークアンドリバー
社

・会議室、来客室、リフレッシュルームの清掃
・オフィスフロア巡回（コピー用紙補充、機密文書
廃棄ボックスの点検・回収・交換など）
・給茶機の清掃、原料・備品補充
・その他、クリーンオフィスを維持するための業務

事務所内清掃業務 交替制あり 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ヶ月未満） (1) 8時00分～17時00分

正社員以外
160,000円～
250,000円

(2)11時00分～20時00分

年齢
不問

他に分類されない事業サービス業

【施設状況】
・エレベーター：有・建物入
口段差：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：
無

・委託カウンセラー１名
・産業医設置
※無期社員登用制度あり
※１次面接通過者は、２次面
接時に適性検査あり。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 8時00分～16時00分

正社員以外
139,050円～
139,050円年齢

不問
情報処理・提供サービス業

東京都港区芝浦３丁目４番１号　グ
ランパークタワー３Ｆ

東京都港区

年齢
不問

(3)23時00分～ 6時00分 他に分類されない事業サービス業

千葉県山武郡横芝光町

116

コウノイケ・エアポートサービス
株式会社


○航空貨物取扱業務　

　コンテナから１０～２０ｋｇのダンボール箱やビニー
ル製の貨物を取り出し、荷主毎に仕分ける仕事。

　仕分けした貨物の個数を数えたり、貨物にラップ
を巻く仕事。

空港グランドハンドリング／羽田空港 交替制あり 東京都大田区蒲田４－２２－３
住友生命蒲田ビル７階

【施設設備状況】
・エレベーター：無（１階）
・出入口段差：無
・建物内車椅子移動
                   スペース：無
・階段手すり：無（１階）
・トイレ（洋式）

※契約社員として入社３カ月
　はトライアル雇用
→約１～２年間契約社員
→正社員に登用
※時短勤務可

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～
220,000円年齢

不問
その他の運輸に附帯するサービス
業

115
|

②

株式会社エージーピー 低カリウムレタス栽培に携わる一般業務
（種植、育苗、収穫、計量、包装、出荷）

＊室内作業です。
＊制服貸与致します。
＊未経験者歓迎いたします。
　 丁寧に指導いたします。
＊車で通える方歓迎します。

レタスの水耕栽培 東京都大田区羽田空港１－７－１

【施設設備状況】
・エレベーター：有
・出入口段差：有 １０ｃｍ程度
・建物内車椅子移動
　　　　　　　　スペース：有
・階段手すり：無
・トイレ（洋式）

※年次有給休暇については
　法定に基づき自社規定に
　よる。

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
1,000円～
1,050円

週３０Ｈ以上で応相談

高卒以上 年齢
不問

航空運送業

東京都大田区

117
|

②

スカイマーク　株式会社

・オフィス内の清掃
・トイレの清掃
・ゴミの回収やゴミ出し等

※障害の状況により相談に応じます。

清掃スタッフ 東京都大田区羽田空港３－５－１０
ユーティリティセンタービル８階

＜施設設備状況＞
・エレベーター：有
・階段手すり：有（片側）　
・トイレ：障害者用有
・出入り口段差：無　
・車椅子移動スペース：有

※週２０Ｈ以上の勤務で、
　就業時間・就業日数に
　ついては相談に応じます。
※休憩・年次有給休暇に
　ついては、勤務形態により
　法定どおり付与。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 6時30分～11時00分

パート労働者
1,000円～
1,000円

(2)18時00分～23時00分

東京都大田区

・清掃業務
・事務補助業務

現業職／田町

5



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
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

時給 企業全体 465人

就業場所 24人 他

2人 うち女性 1人

13060-24969881 うちパート 0人 その他

加入保険等
（月額換算） 時間外 あり シフト制

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 1,244人

就業場所 86人
土日祝
他

1人 うち女性 81人

13060-25119581 うちパート 8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） 0分

時給 企業全体 1,244人

就業場所 698人
土日祝
他

1人 うち女性 532人

13060-25126981 うちパート 64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） 0分

月給 企業全体 1,618人

不問
就業場所 1,259人 土日祝

1人 うち女性 109人

13150-25061481 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

確定給付年金
休憩時間（分） 45分

月給 企業全体 4,400人

不問
就業場所 40人

土日祝
他

2人 うち女性 8人

13070-15528582 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・財形
月平均時間（時） 10時間 就業場所

休憩時間（分） 90分

118

羽田空港サービス　株式会社

◎全日空機内食工場（フライトケータリング
　工場）内でのお仕事です。
◎ＡＮＡ便などの航空機内で、客室乗務員が
　サービスするカート内へ、機内サービス品
　（飲食物）及び機内販売品を、地上（フラ
　イトケータリング工場内）にて運航前に事前
　にセットします。
◎また、到着便から取り降ろされた使用済み
　の物品の洗浄・入れ替え・補充作業も行って
　おり、機内サービス品の回収から再準備まで
　の一連の作業を、一貫して行っています。
◎ＡＮＡの強みである高い機内サービス品質
　を、陰から支える重要なお仕事です。

国内線機内サービス品準備業務 変形（１ヶ月単位） 東京都大田区羽田空港１－６－６
第一綜合ビル２Ｆ

172,500円～
172,500円

月間
７～８日
休日

東京都大田区

【施設整備状況】
・出入口段差：有
　　（階段５段／スロープ無）
・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
※羽田空港国内線第２ター
  ミナルから無料送迎バス有
※社員食堂（一食４００円、
　バイキング形式）利用可能
※個人ロッカー、制服、休憩
　室、風呂利用可能（無料）

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

(2) 9時00分～17時00分

高卒以上 年齢
不問

他に分類されない事業サービス業

【施設設備状況】
・エレベーター：有
・出入り口段差：有
・車いす移動スペース：有
・階段手すり：有（片側）
・トイレ：障害者用、洋・和式
※社会保険は勤務日数、
　勤務時間数により法定通り
　加入いたします。
※年次有給休暇は法定通り
　付与いたします
※法人内での転勤の可能性
　あり

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）  8時45分～17時00分の

パート労働者
1,000円～
1,000円

間の４時間以上

年齢
不問

週２０Ｈ以上で応相談 病院

119
|

③

社会医療法人財団　仁医会
牧田総合病院

○書類整理
○医療用品準備
○お茶、おしぼり、おむつ等準備
○検体・薬剤等運搬
○シーツ交換
○洗濯、トイレ清掃
○事務室清掃
○コンピュータ入力
※上記の中から可能な業務を担当して
   いただきます。

※ご不明な点はお気軽にお問い合せください。

事務・看護補助／蒲田分院（西蒲田） 東京都大田区大森北１－３４－６

東京都大田区

【施設設備状況】
・エレベーター　有
・出入り口段差　有
・車いす移動スペース　有
・階段手すり　有（片側）
・トイレ　障害者用、洋・和式
※社会保険は勤務日数、
　勤務時間数により法定通り
　加入いたします。
※年次有給休暇は法定通り
　付与いたします
※分院（蒲田）への転勤の
　可能性あり

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）  8時45分～17時00分の

パート労働者
1,000円～
1,000円

間の４時間以上

年齢
不問

週２０Ｈ以上で応相談 病院

119
|

④

社会医療法人財団　仁医会
牧田総合病院

○書類整理
○医療用品準備
○お茶、おしぼり、おむつ等準備
○検体・薬剤等運搬
○シーツ交換
○清掃、洗濯
○コンピュータ入力
※上記の中から可能な業務を担当して
   いただきます。

※ご不明な点はお気軽にお問い合せください。

事務・看護補助 東京都大田区大森北１－３４－６

東京都大田区

【施設状況】
・エレベーター：有
・段差：無
・障害者用トイレ：有
・建物内車椅子移動スペー
ス：可
・階段手すり：有
・玄関ドア：開き戸
　
＊給与については別途調整
＊昇給は年１回実施
＊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15分～17時00分

正社員
161,000円～
255,000円

高卒以上 年齢
不問

通信機械器具・同関連機械器具
製造業

１２３
|

③

日本航空電子工業　株式会社

製品の評価試験、検査業務等


＊本人の適性等により配属先を決定します。

製品の評価試験、検査業務 フレックス 東京都昭島市武蔵野３丁目１－１

（施設設備状況）
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：両側
トイレ：洋式
出入口段差：有（１０センチ）

＊試用期間３ヶ月（期間中：
職務手当なし、調整手当支
給）
※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～19時00分

正社員
165,900円～
201,700円

高卒程度以上 年齢
不問

その他の各種商品小売業（従業者
が常時５０人未満のもの）

１２４
|

②

株式会社　ファイブフォックス

・婦人服・紳士服・子供服・生活雑貨の商品検品、
配送
・ストック商品の管理、整理整頓


＊ファッションの好きな方歓迎
＊障害のレベルに応じた仕事を行っています。


【就業時間応相談】
就業時間を短くできる契約社員制度もあります。
（具体的な勤務時間や給与等の条件については別
途相談となります）

商品管理／品川区 変形（１年単位） 東京都渋谷区千駄ヶ谷３－６０－７

東京都品川区

6



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
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

時給 企業全体 165人

不問
就業場所 35人 他

3人 うち女性 31人

13070-16804982 うちパート 0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 2,500人

不問
就業場所 300人 他

10人 うち女性 101人

13070-15485982 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） 20時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

時給 企業全体 1,730人

不問
就業場所 21人 火他

2人 うち女性 1人

13070-15525782 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 5,559人

不問
就業場所 23人 他

1人 うち女性 15人

13070-17821082 うちパート 2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 5,559人

不問
就業場所 10人 他

1人 うち女性 8人

13070-17822882 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
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

【施設設備状況】
　店舗により異なりますので、
個別にお問い合わせください

※年に１回給与の見直しあり
※就業時間等、労働条件に
ついては相談に応じます。

※就労支援機関に登録され
ている方は履歴書備考欄に
その旨ご記載ください。

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

【施設設備状況】
エレベーター：無、建物内車
いす移動スペース：無、階段
手すり：両側、トイレ：洋式、
出入口段差：有（階段）　　

※契約更新は、双方の話し
合いによります。（ただし初年
度は３月末までの雇用契約と
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。

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (1) 9時30分～18時00分

パート労働者

990円
(2) 9時30分～18時15分

【施設設備状況】
　施設の状況は就業場所に
より異なります。ご不明な点は
面接時にお尋ねください。

※適性検査あり
※正社員登用制度導入（実
績あり）
※勤務時間帯は柔軟に対応
いたします。
※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30分～17時45分

正社員以外
1,200円～
1,300円

高卒以上 年齢
不問

移動電気通信業

東京都渋谷区代々木３－２２－７
新宿文化クイントビル３Ｆ

177,480円～
192,270円

東京都渋谷区

自動車小売業

東京都新宿区

パート労働者

1,000円
年齢
不問

婦人・子供服小売業

東京都目黒区鷹番１－４－７

年齢
不問

１３4
|

③

関東三菱自動車販売　株式会
社 国産ディーラーで整備車両の回収、洗車をするお

仕事です。

スタッフと一緒にお客様の車を引き取り、お届けし
ていただきます。また車両回送以外の時間は洗車
を行っていただきます。

自動車ディーラー店舗補助スタッフ 変形（１年単位）

１２７
|

④

株式会社　ラクラス
当社ブランド「Ｄｅｕｘｉｅｍｅ　Ｃｌａｓｓｅ」の店舗におけ
る業務。
　・商品の補充・品出し
　・段ボール、梱包用品の解体、片付け、廃棄
　・バックヤードの整理・清掃
　・商品の入出荷業務
　・備品の補充、整理

※障害の状況により電話応対などの業務は相談に
応じます。
※正社員登用の可能性あり。

店舗バックヤード業務 東京都渋谷区渋谷１－２３－２１　渋
谷キャスト６Ｆ

東京都千代田区


＊アパレル業界経験者尚可

１３８
|

②

株式会社やさしい手 ○介護員補助
　サービス付き高齢者向け住宅における清掃、配
膳、事務作業（通常仕様のＰＣ使用あり）


※仕事上、場合により、利用者様を含めコミュニ
ケーションを取る必要があります。

※立ち仕事あります。

サ高住スタッフ／
三鷹中原事業所

１３８
|

①

株式会社やさしい手 ○介護員補助
　サービス付き高齢者向け住宅における清掃、配
膳、事務作業（通常仕様のＰＣ使用あり）


※仕事上、場合により、利用者様を含めコミュニ
ケーションを取る必要があります。
※立ち仕事あります。

サ高住スタッフ／グレイプス浅草／台東区

１２８
|

③

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

985円
高卒以上

兼松コミュニケーションズ　株式
会社 ショップ受付窓口で応対、各種手続き


＊入店後は座学研修があります。未経験の方でも
仕事に必要な知識やスキルをしっかり習得できま
す。

＊業務がスタートした後も、周囲がしっかりサポート
する体制が整っております。

店舗における営業、販売職

・ＰＣ（エクセル・ワード）基本操作
・電話対応が可能な方
・未経験者可

年齢
不問

老人福祉・介護事業

東京都三鷹市

＊未経験者可
＊経験者優遇

東京都目黒区大橋２－２４－３　中
村ビル４階

・各種施設状況はお問い合
わせください。
・原則更新継続可能。
・未経験者の応募も大歓迎
です。

※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～18時00分

パート労働者

985円
高卒以上 年齢

不問

・各種施設状況はお問い合
わせください。
・原則更新継続可能。
・未経験者の応募も大歓迎
です。

※必要な合理的配慮につい
てはお申し出ください。

老人福祉・介護事業

東京都台東区

＊未経験者可
＊経験者優遇

東京都目黒区大橋２－２４－３　中
村ビル４階

7



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
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

時給 企業全体 5,559人

不問
就業場所 6人 他

1人 うち女性 4人

13070-17820682 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） 60分

月給 企業全体 1,040人

不問
就業場所 112人 他

1人 うち女性 90人

13070-16623782 うちパート 98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） 20時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体 1,040人

不問
就業場所 14人 他

1人 うち女性 6人

13070-16629882 うちパート 12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

月給 企業全体 1,040人

不問
就業場所 14人 他

1人 うち女性 6人

13070-18523582 うちパート 12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

月給 企業全体 1,040人

不問
就業場所 12人 他

1人 うち女性 8人

13070-18576982 うちパート 10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

高卒以上 年齢
不問

１３８
|

③

株式会社やさしい手 ○介護員補助
　デイサービスにおける清掃、配膳、事務作業
　（通常仕様のＰＣ使用あり）
　
※仕事上、場合により、利用者様を含めコミュニ
ケーションを取る必要があります。

※立ち仕事あります。

デイサービススタッフ／ゆめふる錦糸町／墨田区

東京都渋谷区猿楽町１０－１１　ＮＲ
Ｓビル

【施設設備状況】
○エレベーター：無　○階段
手すり：片側○トイレ：洋式
○建物内車椅子移動スペー
ス：無
○出入口段差：有（２０ｃｍ
位）
■人事評価について
　健常者の社員と同じ人事
評価制度に基づいて、昇給
や昇進　等を決定します。
※必要な合理的配慮につい
てはお申し出ください。

雇用期間の定めなし (1) 8時00分～17時00分

正社員
200,000円～
220,000円

(2) 8時00分～16時00分

年齢
不問

老人福祉・介護事業

東京都墨田区

＊未経験者可
＊経験者優遇

１４０
|

①

日本レストランシステム株式会
社

当社直営店の「洋麺屋五右衛門」「星乃珈琲店」な
ど、人気レストラン＆カフェで使用する、食材の加
工・調理・仕分け等下準備のお仕事です。

調理製造・仕分け／東京セントラルキッチン 変形（１ヶ月単位）

東京都目黒区大橋２－２４－３　中
村ビル４階

・各種施設状況はお問い合
わせください。
・原則更新継続可能。
・未経験者の応募も大歓迎
です。

※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～18時00分

パート労働者

985円

東京都渋谷区猿楽町１０－１１　ＮＲ
Ｓビル

■施設設備状況
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：片側、トイレ：洋式、
出入口段差：有（３ｃｍ）
■人事評価について
健常者の社員と同じ人事評
価制度に基づいて、昇給や
昇進等を決定します。
※１８歳未満の方はシフト（３）
は除外。
※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)10時00分～17時00分

正社員
180,000円～
250,000円

(2)12時00分～21時00分

年齢
不問

(3)14時00分～23時00分

食堂，レストラン（専門料理店を除
く）

東京都大田区

１４０
|

②

日本レストランシステム株式会
社

炭火で地鶏の美味しさを閉じこめ、赤穂の天然塩
で仕上げた焼鳥をはじめ、様々な鶏料理を提供。
ふわふわ・とろとろの卵でとじた親子丼が看板メ
ニューのお店での調理スタッフです。

※ホール（接客）のお手伝いもして頂く可能性があり
ます。
※最初は盛り付けなどの簡単な作業から覚え、ゆく
ゆくは全メニューを覚えて頂きます。

○障害を配慮しますが、社員としての自覚をもって
働ける方を歓迎します。

調理スタッフ／地鶏や・ウイング高輪店 変形（１ヶ月単位）

東京都渋谷区猿楽町１０－１１　ＮＲ
Ｓビル

■施設設備状況
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：片側、トイレ：洋式、
出入口段差：有（３ｃｍ）
■人事評価について
健常者の社員と同じ人事評
価制度に基づいて、昇給や
昇進等を決定します。
※１８才未満の方はシフト（３）
は除外。
※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)10時00分～17時00分

正社員
180,000円～
250,000円

(2)12時00分～21時00分

年齢
不問

(3)14時00分～23時00分

食堂，レストラン（専門料理店を除
く）

東京都港区

１４０
|

③

日本レストランシステム株式会
社

炭火で地鶏の美味しさを閉じこめ、赤穂の天然塩
で仕上げた焼鳥をはじめ、様々な鶏料理を提供。
ふわふわ・とろとろの卵でとじた親子丼が看板メ
ニューのお店での調理スタッフです。

※ホール（接客）のお手伝いもして頂く可能性があり
ます。
※最初は盛り付けなどの簡単な作業から覚え、ゆく
ゆくは全メニューを覚えて頂きます。

○障害を配慮しますが、社員としての自覚をもって
働ける方を歓迎します。

調理スタッフ／地鶏や・ららぽーとＴＯＫＹＯＢＡＹ店 変形（１ヶ月単位）

東京都渋谷区猿楽町１０－１１　ＮＲ
Ｓビル

■施設設備状況
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：片側、トイレ：洋式、
出入口段差：有（３ｃｍ）
■人事評価について　健常
者の社員と同じ人事評価制
度に基づいて、昇給や昇進
等を決定します。
※１８才未満の方はシフト（３）
は除外。
※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)10時00分～17時00分

正社員
180,000円～
250,000円

(2)12時00分～21時00分

年齢
不問

(3)14時00分～23時00分

食堂，レストラン（専門料理店を除
く）

千葉県船橋市

１４０
|

④

日本レストランシステム株式会
社

厳選した上質の牛たんを一枚ずつ丁寧に炭火で
焼きあげる牛たん焼専門店での調理スタッフです。

※ホール（接客）の手伝いもして頂く可能性がありま
す。
※最初は盛り付けなどの簡単な作業から覚え、ゆく
ゆくは全メニューを覚えて頂きます。

○障害を配慮致しますが、社員として自覚をもって
働ける方を歓迎します。

調理スタッフ／牛たん焼仙台辺見・麻布十番店 変形（１ヶ月単位）

食堂，レストラン（専門料理店を除
く）

東京都港区

8



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
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

月給 企業全体 1,040人

不問
就業場所 12人 他

1人 うち女性 8人

13070-18592982 うちパート 10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

月給 企業全体 1,040人

不問
就業場所 12人 他

1人 うち女性 8人

13070-18538782 うちパート 10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

月給 企業全体 1,040人

不問
就業場所 24人 他

1人 うち女性 18人

13070-16635682 うちパート 20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） 20時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体 1,040人

不問
就業場所 32人 他

1人 うち女性 25人

13070-18631182 うちパート 30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） 20時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体 1,501人

59歳
以下

就業場所 977人
土日祝
他

1人 うち女性 110人

14100-14061181 うちパート 123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） 45分

東京都渋谷区猿楽町１０－１１　ＮＲ
Ｓビル

■施設設備状況
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：片側、トイレ：洋式、
出入口段差：有（３ｃｍ）
■人事評価について　健常
者の社員と同じ人事評価制
度に基づいて、昇給や昇進
等を決定します。
※１８才未満の方はシフト（３）
は除外。
※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)10時00分～17時00分

正社員
180,000円～
250,000円

(2)12時00分～21時00分

年齢
不問

(3)14時00分～23時00分

１４０
|

⑤

日本レストランシステム株式会
社

厳選した上質の牛たんを一枚ずつ丁寧に炭火で
焼きあげる牛たん焼専門店での調理スタッフです。

※ホール（接客）の手伝いもして頂く可能性がありま
す。
※最初は盛り付けなどの簡単な作業から覚え、ゆく
ゆくは全メニューを覚えて頂きます。

○障害を配慮致しますが、社員として自覚をもって
働ける方を歓迎します。

調理スタッフ／牛たん焼仙台辺見・新宿パレットビ
ル店

変形（１ヶ月単位）

東京都渋谷区猿楽町１０－１１　ＮＲ
Ｓビル

■施設設備状況
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：片側、トイレ：洋式、
出入口段差：有（３ｃｍ）
■人事評価について　健常
者の社員と同じ人事評価制
度に基づいて、昇給や昇進
等を決定します。
※１８才未満の方はシフト（３）
は除外
※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)10時00分～17時00分

正社員
180,000円～
250,000円

(2)12時00分～21時00分

年齢
不問

(3)14時00分～23時00分

食堂，レストラン（専門料理店を除
く）

東京都新宿区

１４０
|

⑥

日本レストランシステム株式会
社

厳選した上質の牛たんを一枚ずつ丁寧に炭火で
焼きあげる牛たん焼専門店での調理スタッフです。

※ホール（接客）の手伝いもして頂く可能性がありま
す。
※最初は盛り付けなどの簡単な作業から覚え、ゆく
ゆくは全メニューを覚えて頂きます。

○障害を配慮致しますが、社員として自覚をもって
働ける方を歓迎します。

調理スタッフ／牛たん焼仙台辺見・新浦安店 変形（１ヶ月単位）

東京都渋谷区猿楽町１０－１１　ＮＲ
Ｓビル ■施設設備状況

エレベーター：有、階段手すり：
片側、トイレ：洋式　建物内車椅
子移動スペース：無、出入り口
段差：有（最大で１５ｃｍ程度）
■人事評価について　健常者
の社員と同じ人事評価制度に
基づいて、昇給や昇進等を決
定します。
※１８才未満の方はシフト（３）は
除外
※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) 7時00分～15時00分

正社員
180,000円～
300,000円

(2)12時00分～20時00分

高卒以上 年齢
不問

(3)15時00分～23時00分

食堂，レストラン（専門料理店を除
く）

千葉県浦安市

１４０
|

⑦

日本レストランシステム株式会
社

＊ハンドドリップで丁寧に淹れたコーヒーと、オリジ
ナルスフレパンケーキを提供する喫茶店でのお仕
事です。未経験の方でも丁寧に御教え致します。

＊まずは、お料理のメニューとコーヒーの淹れ方を
学んで頂き作業を一通り習得した後、アルバイト教
育や店舗マネジメントを身につけ、店長を目指して
頂きます。コーヒーの知識やスキルが身に付きま
す。

※障害の程度により、業務内容を考慮いたします。
※将来的に通勤１ｈ以内程度の他店舗への異動あ
り。

店舗スタッフ／星乃珈琲店／片瀬店 変形（１ヶ月単位）

東京都渋谷区猿楽町１０－１１　ＮＲ
Ｓビル ■施設設備状況

エレベーター：有、階段手すり：
片側、トイレ：洋式、建物内車椅
子移動スペース：無、出入り口
段差：有（最大で１５ｃｍ程度）
■人事評価について　健常者
の社員と同じ人事評価制度に
基づいて、昇給や昇進等を決
定します。
※１８才未満の方はシフト（３）は
除外
※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) 7時00分～15時00分

正社員
180,000円～
300,000円

(2)12時00分～20時00分

高卒以上 年齢
不問

(3)15時00分～23時00分

食堂，レストラン（専門料理店を除
く）

神奈川県藤沢市

１４０
|

⑧

日本レストランシステム株式会
社

＊ハンドドリップで丁寧に淹れたコーヒーと、オリジ
ナルスフレパンケーキを提供する喫茶店でのお仕
事です。未経験の方でも丁寧に御教え致します。

＊まずは、お料理のメニューとコーヒーの淹れ方を
学んで頂き作業を一通り習得した後、アルバイト教
育や店舗マネジメントを身につけ、店長を目指して
頂きます。コーヒーの知識やスキルが身に付きま
す。

※障害の程度により、業務内容を考慮いたします。
※将来的に通勤１ｈ以内程度の他店舗への異動あ
り。

店舗スタッフ／星乃珈琲店／青梅店 変形（１ヶ月単位）

神奈川県愛甲郡愛川町中津４０２３

＜障害者用設備＞
・エレベーター：有
・建物内車椅子移動：不可　
・階段手すり：片側有
・トイレ：車椅子用なし（洋式）
・出入口段差：有
　
※必要な合理的な配慮につ
いてお申し出ください。

雇用期間の定めなし (1) 8時00分～16時45分

正社員
165,000円～
190,000円

高卒以上 省令１
号

食堂，レストラン（専門料理店を除
く）

東京都青梅市

１４１
|

②

株式会社牧野フライス製作所
厚木事業所

工作機械のユニット組立等の軽作業
部品の運搬、出庫、格納作業等


＊主に手作業となります

工場内軽作業

金属加工機械製造業

9



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
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

月給 企業全体 638人

不問
就業場所 35人 他

1人 うち女性 15人

13080- 4352482 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 692人

不問
就業場所 692人 他

1人 うち女性 215人

13080- 4528982 うちパート 172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 692人

不問
就業場所 692人 他

1人 うち女性 215人

13080- 5728882 うちパート 172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

月給 企業全体 528人

不問
就業場所 20人

土日祝
他

6人 うち女性 1人

13080- 4242282 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 10,775人

18歳
以上

就業場所 614人 他

1人 うち女性 157人

13080- 5259882 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

東京都新宿区新宿３丁目１番２４号
京王新宿三丁目ビル３階

＜障害者用設備状況＞
エレベーター：有
出入口段差：無
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：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)10時00分～19時00分

正社員以外
250,000円～
300,000円

高卒以上 年齢
不問

147
|

③

株式会社セントメディア

業務請負を行う弊社の委託店舗（２３区内）にて、
店頭販売業務をお願いします。

１．携帯電話販売店にて携帯電話の契約販売　　
２．付随する電話対応など
３．その他弊社コーディネーターへの報告業務

＊経験・スキルに応じて業務内容は考慮致します。
　面接の結果により正社員採用の可能性もありま
す。
　契約社員採用の場合は正社員登用の可能性が
ございます。

販売職【家電量販店でのインターネット販売】

　

東京都新宿区西新宿２－７－２
【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　階段手すり：有
５　点字表示：無
６　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
※有給休暇、加入保険は法
定どおり。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 8時30分～14時30分

パート労働者
1,000円～
1,000円

＊通勤時間、体調等により相談可

高卒以上 年齢
不問

旅館，ホテル

他に分類されない事業サービス業

東京都２３区内

150
|

①

株式会社ホテル小田急（ハイ
アットリージェンシー東京） ・食材の切り出し（野菜、フルーツ等）


※調理業務経験者希望
今までのご経験により業務内容は考慮いたします
※時給は調理経験により優遇します。

※制服は貸与します
※現在１名精神障害の方が在籍中です

調理補助（宴会調理）

調理業務経験
東京都新宿区

154
|

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

【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　階段手すり：有
５　点字表示：無
６　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
※有給休暇、加入保険は法
定どおり。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）
9時00分～21時00分

の間の６～７時間程度パート労働者
1,000円～
1,000円

高卒以上 年齢
不問

旅館，ホテル
150
|

②

株式会社ホテル小田急（ハイ
アットリージェンシー東京） ・スチュワード業務補助

（洗浄するための食器の種類分け、ラックへの振り
分けなど）
・パンの包装作業
・お客様用のナプキンの折り作業

※制服は貸与します
※現在１名精神障害の方が在籍中です

軽作業（レストラン） 東京都新宿区西新宿２－７－２

【施設設備状況】
・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：無
※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

東京都新宿区

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

151

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

※色の識別が必要な部門あ
り
作業適性を見るため色調判
断を実施することがあります。

【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

東京都大田区

印刷業

年齢
不問

電気機械器具卸売業

170,000円～
236,000円

(2)20時00分～ 7時00分

高卒以上 省令
２号

交代制は配属先により異なります

10



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
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

月給 企業全体 5,025人

不問
就業場所 485人 他

5人 うち女性 76人

13080- 1812982 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 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- 1642582 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 230人

不問
就業場所 10人 他

1人 うち女性 10人

13080- 1678682 うちパート 0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
中央区、豊島区

月給 企業全体 725人

不問
就業場所 32人 他

1人 うち女性 13人

13080- 3973982 うちパート 7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

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体 725人

不問
就業場所 32人 他

1人 うち女性 13人

13080- 3970682 うちパート 7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

休憩時間（分） 60分

東京都新宿区西新宿１－２５－１
新宿センタービル４３階

【施設設備状況】
１．電話応対：なし
２．出入口段差：なし
３．出入口ドア：自動
４．階段手すり：あり（片方）
５．エレベーター：あり（従業
員通用口から作業場へ行く
間に階段あり）
６．車椅子移動スペース：無
７．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) 9時00分～16時00分

正社員以外
135,000円～
155,000円

(2)10時00分～17時00分

年齢
不問

(3)11時00分～18時00分 写真機・時計・眼鏡小売業155

東京都新宿区北新宿３丁目２０番１
号

【施設・設備状況】
・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：無
・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。
※有給休暇、加入保険は法
定どおり。※２回目以降の雇
用期間は相談による。更新
条件は勤務成績による。

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）
１２時００分～１９時００分

の間の４時間以上パート労働者
1,000円～
1,000円年齢

不問
週２０時間以上勤務で応相談 美容業158

株式会社ＰＭＫメディカルラボ

ＰＭＫサロン内で、施術の準備、リネン交換・洗濯
を行うアシスタントスタッフの求人です。
お客様が快適に施術を受けられるような店内環境
を作っていただきます。

※電話対応はありません。
※施術は行いません。
※障害の種別・程度に応じ業務内容はご相談に応
じます。

【均等法適用除外・女性求人】
営業中の女性更衣室の清掃があるため

エステサロンの補助業務 東京都新宿区新宿１－２６－１　長
田屋ビル２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

東京都千代田区

156
|

③

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

【施設設備状況】
●電話応対：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：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出くださ
い。
※筆記試験は一般知識（漢
字・計算・時事問題等）

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時30分～18時30分

正社員以外
157,400円～
208,800円

(2)11時00分～20時00分

高卒以上 年齢
不問

写真機・時計・眼鏡小売業
159
|

④

株式会社　和真（和真メガネ） ・メガネの加工・加工補助業務
・商品の荷受け（主にレンズ）
・簡単なパソコン入力・レンズ発注作業
・店舗内にある加工室において、メガネの加工にか
かわる業務並びにこれらに付帯する業務を行って
いただきます

（株）和真は総合型メガネ小売企業です。

メガネの加工・加工補助・レンズ発注作業員
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／浦和本館

シフト制 東京都新宿区高田馬場３丁目２２
－５

埼玉県さいたま市浦和区

【施設設備状況】
＊電話応対：困難な方は無
＊設備状況は店舗により異
なります。面接時に就業をご
希望される店舗を伺い、その
上でご案内します。
＊必要な合理的配慮につい
てはお申し出ください。
※従業員数店舗ごと異なる
※筆記試験は一般知識（漢
字・計算・時事問題等）
※東京都と神奈川県内勤務
の方は171,000円～

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時30分～18時30分

正社員以外
157,400円～
208,800円

(2)11時00分～20時00分

高卒以上 年齢
不問

就業時間は店舗により異なります

159
|

③

○店舗内物流業務
　・商品の入庫作業
　・値付け作業
　・ピッキング作業
　・その他バックヤードでの作業全般

＊シフト制勤務：９時～２２時の間の６時間
　就業時間欄は主な時間帯を記載しています。

株式会社　ヨドバシカメラ

株式会社　和真（和真メガネ）
・メガネ、サングラス、コンタクトレンズ、補聴器の接
客・　販売

・店舗内にて、メガネ、サングラス、コンタクトレン
ズ、補聴器の接客・販売にかかわる業務並びにこ
れらに付帯する業務を行っていただきます

（株）和真は総合型メガネ小売企業です。
新宿本館など東京都内２１店舗、藤沢店など神奈
川県内１２店舗、浦和本館など埼玉県内１４店舗、イ
オンモール船橋店など千葉県内２店舗あります。

接客・販売・販売補助 変形（１ヶ月単位）

美容機器メンテナンス

写真機・時計・眼鏡小売業

東京都内

神奈川・埼玉・千葉県内

東京都新宿区高田馬場３丁目２２
－５

機械、電気系の経験のある方尚可
東京都練馬区

東京都新宿区

店舗内物流作業／秋葉原店 シフト制

11



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
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

時給 企業全体 725人

不問
就業場所 32人 他

1人 うち女性 13人

13080- 3974182 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

時給 企業全体 725人

不問
就業場所 32人 他

1人 うち女性 13人

13080- 3972882 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 6,101人

就業場所 999人 他

5人 うち女性 195人

13090-57281581 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 都内及び近郊各店舗

時給 企業全体 4,300人

就業場所 412人 他

2人 うち女性 158人

13090-57293281 うちパート 147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） 15分

時給 企業全体 1,567人

就業場所 114人 他

2人 うち女性 32人

13090-57795281 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
就業場所

休憩時間（分） 60分 千代田区　文京区

【施設設備状況】
＊電話応対：困難な方は無
＊設備状況は店舗により異
なります。面接時に就業をご
希望される店舗を伺い、その
上でご案内します。
＊必要な合理的配慮につい
てはお申し出ください。
※従業員数店舗ごと異なる
※有給休暇、加入保険は法
定どおり。
※東京都と神奈川県内勤務
の方は時給990円～

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）
又は9時30分～22時00分

の間の4時間以上パート労働者
900円～
1,090円

高卒以上 年齢
不問

週２０時間以上で応相談 写真機・時計・眼鏡小売業
159
|

⑤

株式会社　和真（和真メガネ）
・メガネ、サングラス、コンタクトレンズ、補聴器の接
客・　販売

・店舗内にて、メガネ、サングラス、コンタクトレン
ズ、補聴器の接客・販売にかかわる業務並びにこ
れらに付帯する業務を行っていただきます

（株）和真は総合型メガネ小売企業です。
新宿本館など東京都内２１店舗、藤沢店など神奈
川県内１２店舗、浦和本館など埼玉県内１４店舗、イ
オンモール船橋店など千葉県内２店舗あります。

接客・販売・販売補助 (1) 9時30分～18時30分 東京都新宿区高田馬場３丁目２２
－５

東京都内

神奈川・埼玉・千葉県内

【施設設備状況】
●電話応対：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：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出くださ
い。
※有給休暇、加入保険は法
定どおり。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）
又は9時30分～20時00分

の間の4時間以上パート労働者
900円～
1,000円

高卒以上 年齢
不問

週２０時間以上で応相談 写真機・時計・眼鏡小売業
159
|

⑥

株式会社　和真（和真メガネ） ・メガネの加工・加工補助業務
・商品の荷受け（主にレンズ）
・簡単なパソコン入力・レンズ発注作業
・店舗内にある加工室において、メガネの加工にか
かわる業務並びにこれらに付帯する業務を行って
いただきます

（株）和真は総合型メガネ小売企業です。

メガネの加工・加工補助・レンズ発注作業員
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／浦和本館

(1) 9時30分～18時30分 東京都新宿区高田馬場３丁目２２
－５

埼玉県さいたま市浦和区

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　無
５　点字表示　無
６　トイレ　　洋式
※エレベーター以外一部階段昇降
必須箇所有
※上記の他、必要な合理的配慮に
ついてはお申し出下さい。
※３ヶ月毎の契約更新。正社員転
換の可能性あり。
※社会保険は労働条件により加入。
有給休暇は法定どおり。
休憩時間は法定通り。

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (1) 9時00分～16時00分

パート労働者
1,050円～
1,100円

(2)10時00分～17時00分

高卒以上 年齢
不問

(3)11時00分～18時00分 機械器具小売業（自動車，自転車
を除く）

169
|

②

株式会社　ビックカメラ ◎ビックロ新宿東口店のバックヤード業務
・ラベル貼り
・商品の補充、陳列
・商品の荷受け、清掃業務

※休憩時間は１日の就労時間が６時間を超える場
合４５分、８時間を超える場合１時間となります。

※お住まいの近隣店舗での就業も応相談。

バックヤード業務（新宿東口店） シフト制（相談可） 東京都豊島区高田３－２３－２３

東京都新宿区

・エレベーター：有
・出入口段差：有２ｃｍ
・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：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。
契約更新の可否は、本人の
勤務成績によります。

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
990円～
1,200円

の間の６時間程度

年齢
不問

旅館，ホテル

171
|

②

日本ホテル　株式会社
○ホテル厨房内及び従業員食堂での調理補助業
務

○料理の仕込み業務、調理器具の洗浄等

○その他関連する付随業務

調理補助 東京都豊島区西池袋１－６－１

東京都豊島区

実務経験有
レストラン厨房での実務経験尚可　調理師免許尚可

(1) 9時00分～17時45分

正社員以外
185,000円～
240,000円

(2)13時00分～21時45分

高卒以上 年齢
不問

(3)23時00分～ 7時45分

167
|

②

株式会社　ファミリーマート

以下の　店舗スタッフ業務の補助

・オペレーションマニュアルに基づく従業員採用、
教育
・商品をひきたてる売場づくり
・従業員給料や廃棄ロスをコントロールする経費管
理
・防犯などの安全管理　　　　など


＊就業時間は店舗の状況により異なります
＊障害の状況に応じ、電話応対などの仕事内容は
ご相談に応　じます。

店舗勤務スタッフ補助 下記は例示

その他の各種商品小売業（従業者
が常時５０人未満のもの）

東京都豊島区ほか

東京都豊島区東池袋３－１－１
　サンシャイン６０　１７階

・エレベーター：無
・車いす移動スペース：無
※就業場所により施設状況
は異なりますが、必要な合理
的配慮については申出くださ
い。
●契約期間は６ヶ月～１年、
実際に仕事を体験したうえで
再契約するかを決定します。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

12



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
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

時給 企業全体 218人

就業場所 33人 他

1人 うち女性 7人

13090-57111781 うちパート 28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 218人

就業場所 5人 水土

1人 うち女性 1人

13090-57024881 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
就業場所

休憩時間（分） 60分

時給 企業全体 218人

就業場所 5人 水土

1人 うち女性 1人

13090-57074281 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
就業場所

休憩時間（分） 60分

時給 企業全体 218人

就業場所 5人 水土

1人 うち女性 1人

13090-57079981 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
就業場所

休憩時間（分） 60分

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

13100-11140281 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

・電話応対（無）
・エレベーター（無）
・出入口段差（有４０Ｃｍ）
・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）


雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時00分～16時00分

パート労働者
898円～
898円

(2)11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

175
|

②

株式会社　マーノ

加工センターにて

・プラスティック容器の洗浄作業
・制服等のクリーニング
・休憩室、トイレ、廊下の清掃

容器の洗浄・清掃・クリーニング／三郷 東京都豊島区東池袋５丁目５１－１
２

埼玉県三郷市

・電話応対（無）
・エレベーター（無）
・出入口段差（有４０Ｃｍ）
・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）


・賞与について：年２回、本人の
評価により異なります。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時00分～16時00分

パート労働者
898円～
898円年齢

不問
他に分類されない事業サービス業

175
|

③

株式会社　マーノ

チームリーダー指導のもと、障がい者４人が１チーム
となりスーパーマーケット「マルエツ」の店舗業務を
します。
（店舗の清掃や商品整理など）

スーパー店舗業務／蒲生 東京都豊島区東池袋５丁目５１－１
２

埼玉県越谷市

・電話応対（無）
・エレベーター（無）
・出入口段差（有４０Ｃｍ）
・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）


・賞与について：年２回、本人の
評価により異なります。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時00分～16時00分

パート労働者
985円～
985円年齢

不問
他に分類されない事業サービス業

175
|

④

株式会社　マーノ

チームリーダー指導のもと、障がい者４人が１チーム
となりスーパーマーケット「マルエツ」の店舗業務を
します。
（店舗の清掃や商品整理など）

スーパー店舗業務／葛西 東京都豊島区東池袋５丁目５１－１
２

東京都江戸川区

・電話応対（無）
・エレベーター（無）
・出入口段差（有４０Ｃｍ）
・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）


・賞与について：年２回、本人の
評価により異なります。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時00分～16時00分

パート労働者
895円～
895円年齢

不問
他に分類されない事業サービス業

175
|

⑤

株式会社　マーノ

チームリーダー指導のもと、障がい者４人が１チーム
となりスーパーマーケット「マルエツ」の店舗業務を
します。
（店舗の清掃や商品整理など）

スーパー店舗業務／北柏 東京都豊島区東池袋５丁目５１－１
２

千葉県柏市

【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
822円～985

円年齢
不問

各種食料品小売業180

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


（障）商品加工・品出し他
【２／２７全都障害者面接会】

東京都北区滝野川７丁目２７－７

東京都板橋区

13



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
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

月給 企業全体 2,100人

不問
就業場所 20人 他

10人 うち女性 2人

13100-11149881 うちパート 2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 1,300人

不問
就業場所 600人 土日祝

1人 うち女性 400人

13110-28662281 うちパート 150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 1,300人

不問
就業場所 600人 土日祝

1人 うち女性 400人

13110-28666681 うちパート 150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

日給 企業全体 59人

不問
就業場所 50人 日祝他

1人 うち女性 24人

13110-28654281 うちパート 3人 毎　週

加入保険等
（月額換算） 時間外 あり 就業場所

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 5時間

休憩時間（分） 55分

月給 企業全体 1,240人

18歳
以上

就業場所 1,163人 他

2人 うち女性 80人

13120-22578181 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） 30時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

病院
１82
|

②

医療法人社団　苑田会
・シーツ交換
・ベッドメイキング
・院内清掃
・その他付随する業務

※仕事内容は、障害の状況、適性、スキルに応じ
て決定致します。

看護助手補助 東京都足立区竹の塚４－１－１２

東京都足立区

足立区内各病院になる可能性あり

【障害者用設備】
エレベーター　［無］
出入口段差　［有］
車いす移動　　［不可］
階段手すり　［無］
点字表示　　　［無］
トイレ　　　［洋式］
※店舗により若干異なります
ので、ご相談ください。
※自社保養所有。また、各
種レジャー施設割引制度
有。

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～
170,000円年齢

不問
自動車小売業

１81
|

②

株式会社　関東マツダ
・当社店舗での自動車の洗車と回送
　洗車：洗車機での洗車又は手洗い洗車、拭き上げ
　回送：近隣の店舗等（片道１時間前後）へ車を回送しま
す。

・その他雑務（片づけ等）
　修理部品の分別、清掃　等

　※障害の状況により、仕事内容については応相談。
　　（洗車、回送、いづれかでも可）
　※丁寧に指導いたします。

（障）洗車・回送【２／２７全都障害者面接会】 変形（１ヶ月単位） 北区田端６－１－１
田端ＡＳＵＫＡタワー１７階

普通自動車免許一種

東京都葛飾区

・契約更新の可能性あり
※就業場所における状況
出入口段差：無
階段手すり：片側
トイレ：車椅子用、洋式
エレベーター：有
椅子移動スペース：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。
※労働条件により各種保険
に加入いたします。　　　

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） 8時00分～20時00分

パート労働者
990円～
　　990円

の間の4時間以上

年齢
不問

週20時間以上で応相談 病院

156,716円～
162,400円

埼玉県草加市

転勤の可能性あり

足立区内各病院になる可能性あり

１82
|

③

医療法人社団　苑田会

・食器類洗浄
・厨房内清掃
・下膳
・その他付随する業務

厨房内作業 東京都足立区竹の塚４－１－１２

東京都足立区

・契約更新の可能性あり
※就業場所における状況
出入口段差：無
階段手すり：片側
トイレ：車椅子用、洋式
エレベーター：有
車椅子移動スペース：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。
※労働条件により各種保険
に加入します。

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） 9時00分～16時00分

パート労働者
990円～
　　990円

の間の4時間以上

年齢
不問

週20時間以上で応相談

・正社員登用制度あり　　　　
・勤務態度や適性を考慮し
て、３ヶ月～１年毎の契約を
予定
※就業場所における状況
エレベーター：有
車椅子移動スペース：有
出入口段差：無
階段手すり：無
トイレ：車椅子用
※上記の他、必要な合理的
配慮についてお申し出くださ
い。

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (1) 7時45分～16時30分

正社員以外
7,720円～
8,000円

高卒以上 年齢
不問

他に分類されない事業サービス業

東京都内
（通勤を考慮して配属
先を決定します）

184
|

②

クリナップハートフル株式会社
１．グループ会社本社ビルの清掃業務
・トイレ、ロビー、給湯室、通路、階段、外回りなど
　
２．グループ会社本社ビルの庶務業務
・メール便仕分け、発送、館内配布など

※仕事内容は、障害の状況、適性、スキルに応じ
て決定します。

電話対応：担当業務により有

清掃・庶務業務（請負） 東京都荒川区西日暮里６－２５－３
３Ｆ

東京都荒川区

※障害者設備は就業場所により
異なります※雇止め規定あり
【ご参考・モデル賃金】
●４５歳（４月１日入社の１年目実
績）
　月収２７９，０００円
　年収３，５００，０００円（月収×１
２ヶ月＋賞与）
※現業部門シフト（深夜勤務４３
Ｈ、時間外勤務３０Ｈの場合を
想定。配偶者、子ども１人）
●通勤手当は別途支給
●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
194,500円～
206,500円

(2)18時00分～ 9時00分

省令
２号

警備業
189
|

②

ＡＬＳＯＫ常駐警備　株式会社
　当社はＡＬＳＯＫグループにおいて、最大の常駐警備
部門を担う会社です。
　ＡＬＳＯＫは創業から半世紀を迎え、この間、オリンピッ
ク、国際会議、万国博覧会などの国家的イベントから大
規模災害発生時の緊急派遣まで、歴史に刻まれた数々
の警備実績がある会社になります。
　業務は、警備活動（受付・出入管理・巡回・モニター監
視など）を通して、対象施設の安心・安全を守ることとなり
ます。

※必要な合理的配慮についてはお申し出ください。

警備業務 変形（１ヶ月単位） 東京都墨田区錦糸１－２－１　アル
カセントラル１１Ｆ

14



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
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

時給 企業全体 4,700人

不問 就業場所 47人 他

10人 うち女性 7人

13120-22583781 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 就業場所

確定拠出年金 休憩時間（分） 60分

時給 企業全体 1,730人

不問
就業場所 159人 日祝他

うち女性 20人

13130-39012581 1人 うちパート 4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） 70分

時給 企業全体 1,730人

不問
就業場所 159人 日祝他

うち女性 20人

13130-39014781 1人 うちパート 4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） 70分

時給 企業全体 800人

不問
就業場所 80人 他

うち女性 30人

13130-39094381 10人 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） 0分

時給 企業全体 1,000人

不問
就業場所 500人 日祝他

うち女性 350人

13130-39005481 3人 うちパート 200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

年次有給休暇の付与：法定通り
／制服貸与：あり
就業時間・日数・曜日：週２０ｈ
～相談可
※他就業場所
　牛たん仙台なとり、かつき亭、
ステーキくに両国店・新小岩店
などから相談に応じます。
※設備等の状況：各就業場所
により異なりますので、ご相談く
ださい。
※従業員数は本社の従業員数

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
985円～1,200

円年齢
不問

食堂，レストラン（専門料理店を除
く）

東京都江東区

190
|

②

株式会社　ペッパーフードサー
ビス

ステーキ＆ハンバーグのファーストフード店でのサ
ラダの盛り付けなどの調理補助、お客様の誘導、
注文取り、配ぜん。

※障害に応じて仕事内容は相談可能。

※必要な合理的配慮についてはお申し出くださ
い。
　
※雇用期間は、１月１１日から１年ごとの契約です。

調理補助・接客 東京都墨田区太平４－１－３　オリ
ナスタワー１７階

就業場所階数：２階建の１．２
階　エレベーター：無
建物出入口　段差：有（１ｃ
ｍ）建物内車椅子移動ス
ペース：無　階段手すり：あり
玄関扉、事務所扉：引き戸
トイレ障害者用有り（洋式トイ
レ）トイレ手すり：有り
　　

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (1) 8時50分～17時30分

パート労働者
1,000円～
1,000円年齢

不問
自動車・同附属品製造業

193
｜
①

いすゞ自動車首都圏　株式会
社 ・拠点を車（ＡＴ限定可）でまわり、書類を受け取

り、届ける。
・社内をまわり、書類を受け取り、届ける。
※必要な合理的配慮についてはお申し出くださ
い。

書類の配送業務 変形（１ヶ月単位） 東京都江東区新木場１丁目１８－１
４

普通自動車免許ＡＴ

東京都墨田区

スポーツ施設提供業

東京都江東区

195

株式会社　ＴＨＩＮＫフィットネス

店舗内清掃業務全般

＊電話対応なし
※店舗（就業場所）は所在地南砂店の他にも江東
区内はもとより都内、市川市、千葉市等多数ありま
すので、通勤経路に合わせてお選びいただけま
す。
ただし、１店舗ごと２名までの募集です。
＊店舗の所在地等、詳細はハローワーク窓口にて
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。



クリーンスタッフ 東京都江東区南砂３－３－６

就業場所階数：２階建の１．２
階　エレベーター：無
建物出入口　段差：有（１ｃ
ｍ）建物内車椅子移動ス
ペース：無　階段手すり：あり
玄関扉、事務所扉：引き戸
トイレ障害者用有り（洋式トイ
レ）トイレ手すり：有り
　　

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (1) 8時50分～17時30分

パート労働者
1,000円～
1,000円年齢

不問
自動車・同附属品製造業

193
｜
②

いすゞ自動車首都圏　株式会
社

・小型、中型トラックの洗車
※必要な合理的配慮についてはお申し出くださ
い。

洗車業務 変形（１ヶ月単位） 東京都江東区新木場１丁目１８－１
４

普通自動車免許ＡＴ

東京都江戸川区

・勤務時間、日数は相談に
応じます　　　　　　　　　　
・有給休暇、加入保険は勤
務時間・日数により法定どお
り適用
（施設状況）
・エレベータ：あり、点字表
示：あり、階段手すり：あり
フロア内車椅子移動：不可、
トイレ車椅子対応：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

パート労働者
985円～985

円年齢
不問

病院

東京都江東区

196

社会福祉法人　仁生社
江戸川病院

○ベットメイク
○衣服等の洗濯他
・病院内で使用した衣類・タオルの集荷、洗濯、終
了後、各部署への戻し作業。
・女子更衣室清掃あり
○病棟カーテン取り付け、汚物回収、軽作業等
※必要な合理的配慮についてはお申し出くださ
い。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


リネン業務 東京都江戸川区東小岩２－２４－１
８

南砂店就業場所施設状況：
２Ｆ（せまい）出入口段差：な
しエレベーター：なし、点字
表示：なし、フロア内車いす
移動：スペースなし、階段手
すり：あり、トイレ：洋式　
※施設状況については就業
場所により異なります。
※各種保険加入は法定どお
り。
※６ヶ月経過後の年次有給
休暇日数は法定どおり付与。

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） 10:00～23：00の間の

パート労働者
930円～990

円

５時間以上

年齢
不問
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