
月給 企業全体 570人

59歳
以下

就業場所 70人 土日祝

2人 うち女性 10人

13010-51991592 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） 16時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体 570人

59歳
以下

就業場所 70人 土日祝

2人 うち女性 10人

13010-52020192 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） 16時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体 570人

59歳
以下

就業場所 70人
土日祝
他

2人 うち女性 10人

13010-52049792 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） 16時間 就業場所

データベースの運用経験 休憩時間（分） 60分

月給 企業全体 570人

59歳
以下

就業場所 70人 土日祝

2人 うち女性 10人

13010-52073792 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） 16時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体 5,915人

不問
就業場所 3,711人 土日祝

2人 うち女性 1,031人

13010-52262892 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

その他の専門サービス業

 ＊障害者対応設備
・出入口段差　無
・エレベーター有
・出入口ドア　手動
・車椅子スペース　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。
＊将来的に業務都合又はスキ
ルにより、客先での作業の可能
性があります。

雇用期間の定めなし (1) 9時00分～18時00分

正社員
220,000円～
360,000円省令１

号

15
｜
①

アビームコンサルティング株式
会社

＊翻訳担当者として就労したい方を求めています
 ＊コンサル部門や管理部門から依頼される資料の

 翻訳業務及びレビュー業務（日⇔英）
＜翻訳専任として業務をお任せする場合：必須条

 件＞
 ・ＴＯＥＩＣ９００点以上

 ・翻訳経験２年以上（３年以上歓迎）
＜翻訳経験は少ないが、今後翻訳専任をめざし経

 験を積みたい方＞
 ・ＴＯＥＩＣ８００点以上

＊こちらの場合、翻訳業務の割合が２～３割程度に
なるため　他にサポート業務をお願いします。

事務スタッフ【翻訳業務】 (1) 9時00分～17時30分 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

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

東京都千代田区

 ＊正社員登用あり
＊通勤手当は当社規定により支

 給
＊必要な合理的配慮について

 はお申し出ください
施設設備他、障がいに関する配
慮事項詳細についてはＨＰの募

 集要項をご覧ください。
ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ａｂｅａｍ．ｃ
ｏｍ／ｊｐ／ｃａｒｅｅｒ／ｃｈａｌｌｅｎｇ
ｅｄ／ｒｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔｓ／（都合
上全角表記ですが入力の際は
半角入力して下さい

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

残業については原則無しで
すが状況によってはお願い
する場合があります

正社員以外
275,300円～
375,300円

高卒以上 年齢
不問

13
｜
④

株式会社　テイクス 社内事務システムの自動化ツール保守業務となり
 ます。

 Ａｃｃｅｓｓを使用した保守がメインとなります。
チームの増員となりますので、既存のエンジニアか

 らの業務レクチャー等、環境は整っております。
また、マニュアルや資料も充実していますので、ス

 キルを伸ばしたい方、ご相談下さい。

アクセスでのシステム保守運用

ソフトウェア業

Ａｃｃｅｓｓの使用
東京都中央区

東京都中央区八丁堀３－１１－１２
大基ビル２Ｆ

13
｜
③

株式会社　テイクス
業務システムにおけるデータベースの運用管理業

 務です。
日々の表領域チェック、インデックスの作成、デー
タファイルの追加作業など、ＤＢＡとしての基本的

 な業務からご担当頂きます。
スキルアップに応じてパフォーマンスチューニング

 や構築業務にも携わる事が可能です。
 

 データベース：ＯＲＡＣＬＥ、ＳＱＬｓｅｒｖｅｒ、ＭｙＳＱ
Ｌ

データベース運用管理業務 東京都中央区八丁堀３－１１－１２
大基ビル２Ｆ

 ＊障害者対応設備
・出入口段差　無・エレベーター
有・出入口ドア　手動・車椅子ス

 ペース　無・トイレ　洋式
 ＊制服貸与：なし／就業場所：禁煙

＊必要な合理的配慮についてはお
 申し出ください。

＊将来的に業務都合又はスキルに
より、客先での作業の可能性があり
ます

雇用期間の定めなし (1) 9時00分～18時00分

正社員
200,000円～
490,000円省令１

号
ソフトウェア業

東京都中央区

13
｜
②

株式会社　テイクス
保険系の営業部隊が使用するデータの分析ツー

 ルの作成業務です。
ＳＱＬ　Ｓｅａｖｅｒ、ｏｒａｃｌｅ、ＳＱＬを使用します。抽出
したデータをユーザーの要望に沿った形式に加
工・編集し納品まで行います。

保険営業支援情報分析ツール作成 東京都中央区八丁堀３－１１－１２
大基ビル２Ｆ

 ＊障害者対応設備
・出入口段差　無
・エレベーター　有
・出入口ドア　手動
・車椅子スペース　無

 ・トイレ　洋式
＊制服貸与：なし／就業場所：

 禁煙
＊必要な合理的配慮について

 はお申し出ください。
＊将来的に業務都合又はスキ
ルにより、客先での作業の可能

 性があります。

雇用期間の定めなし (1) 9時00分～18時00分

正社員
200,000円～
500,000円省令１

号
ソフトウェア業

 Ａｃｃｅｓｓ　ＶＢＡのツール作成業務
ＳＱＬの知識

東京都中央区

13
｜
①

株式会社　テイクス 通信業向けの管理システム開発を行って頂きま
 す。

Ｊａｖａを使用して、詳細設計～単体テストを行って
 頂きます。

ご要望をお伺いし、希望のフェーズへ振り分ける事
 も可能です。

チームで作業を行いますので、サポート環境も整っ
ております。

通信業務向けシステム開発Ｊａｖａ 東京都中央区八丁堀３－１１－１２
大基ビル２Ｆ

 ＊障害者対応設備
・出入口段差　無
・エレベーター有
・出入口ドア　手動
・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

 お申し出ください。
＊将来的に業務都合又はスキ
ルにより。客先での作業の可能

 性があります。
＊制服貸与：なし／就業場所：
禁煙

雇用期間の定めなし

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

ソフトウェア業

Ｊａｖａの開発経験（年数不問）
東京都中央区

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～18時00分

正社員
220,000円～
440,000円省令１

号

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 2,495人

不問
就業場所 1,289人 土日祝

1人 うち女性 792人

13010-51360092 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 830人

不問
就業場所 300人 土日祝

2人 うち女性 30人

13010-51908292 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

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

13010-53157692 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 2,617人

不問
就業場所 1,659人 土日祝

1人
187,500円～
343,750円

うち女性 656人

13010-51842492 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

厚生年金基金
休憩時間（分） 60分

月給 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

13010-51721292 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

＜就業場所における施設等の
 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。
※契約期間の更新上限有：５年
間

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
226,800円～
226,800円

障害内容により、勤務時
間は応相談≪短時間勤
務の場合は時給１，４００

円≫
年齢
不問

情報処理・提供サービス業
60
|

①

株式会社ＬＩＦＵＬＬ

品質改善推進ユニットでは、ＬＩＦＵＬＬグループの
サービス開発を支援するため、以下の様々なツー

 ルやサービスを提供しています。
◆プロジェクト管理ツールやＷｉｋｉなどの社内向け
Ｗｅｂサービス　◆サービスの品質を評価するため
のウェブサービスの導入　◆サービス検証に利用
するスマートフォン等の検証端末提供　◆その他、
品質改善に寄与するツールの開発・運用　◇上記
サービスの普及・推進のための保守・開発やユー

 ザーサポートをご担当いただきます。
 ＊地域限定正社員への登用実績有

＊契約更新の際に、能力と実績に応じ、賃金額見
直し有。

開発・ユーザーサポートと付随事務 東京都千代田区麹町１－４－４

・プログラミング経験
・Ｌｉｎｕｘなどのサーバー運用経験

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［有（片）］
●車椅子移動スペース［有］

 ●トイレ［洋式、車椅子用］
＊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 (2)11時00分～15時00分

年齢
不問

（２）はコアタイム

１ＳＥ・ＰＧ：システム開発（ＰＨＰ等）ＳＥ経験３年以
上
２ＷＥＢデザイン：プロモーション、商品紹介静的
ページ、ＣＳＳ等コーディング経験

39
｜
①

株式会社　ミスミ

 １,ＳＥ・プログラマー
 　・システム企画・要件定義・システムテスト

　・開発者および社内インフラ部門と連携したシス
 テム構成の検討

　・社内外のＡＰＩサービスを利用した機能設計・開
 発

 ２,ＥＣサイトのＷＥＢデザインコーダー
　・キャンペーンサイト、商品説明、バナー等のＷＥ

 Ｂデザイン制作
　・国内外１１サイトのコンテンツの新規制作、リメイ

 クデ　ザイン制作・リメイクコーディング
※上記１、２の内どちらか一つの職務への応募となり
ます

 ＩＴ職 フレックス

機械器具小売業（自動車，自転車
を除く）

3,000,000円
～5,500,000

円

東京都文京区

東京都文京区後楽２－５－１　　飯
田橋ファーストビル

25
｜
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

手話通訳・一般事務／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〉

●電話応対：応相談
 ●出入口段差：無　

●出入口ドア：会社入口／自動、事
 務室入口／自動

●エレベーター：有
 ●階段手すり：片側

●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
 ついては申し出ください。

＊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。

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

週２０時間以上で相談可能

年齢
不問

生命保険業

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）

東京都港区

 【障害者対応設備】
・エレベーター（有）・建物内車椅子

 移動（不可）
 ・階段手すり（片側）・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。
　
＊当初は年度末までの契約。その
後年度ごとの１年契約。

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

就業時間応相談(週３０時間
以上）

高卒以上 年齢
不問

管工事業（さく井工事業を除く）

管工事施工管理技士あれば尚良 東京都中央区

23
｜
①

東洋熱工業　株式会社

 ・空調設備の設計、補助業務
 ・空調設備施工費用の見積り計算

・原価管理、安全管理、その他
＊慣れるまで丁寧に指導します。
 

 

＊年度更新ですが長期雇用します。
 

＊勤務時間は週３０時間以上でご相談可能です。
 

 

設計技術者（補助者含む） 東京都中央区京橋２－５－１２

20
｜
①

ジョンソン・エンド・ジョンソン株
式会社 社内マッサージルームにて、当社社員に対するヘ

 ルスキーパー業務
 

 〇社員へのマッサージ施術（あん摩・マッサージ）
 〇施術を受けた方の履歴管理

〇マッサージルームの清掃　　など

＜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円年齢

不問

ヘルスキーパー 東京都千代田区西神田３丁目５番
２号

医療用機械器具・医療用品製造
業

あん摩マッサージ指圧師

あん摩・マッサージ指圧師としての業務経験２年以
 上

ＰＣスキル尚可

東京都千代田区

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

月給 企業全体4,182人

不問
就業場所 628人 土日祝

1人 うち女性 222人

13130-38328391 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） 10時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体
12,289

人
不問

就業場所3,673人
土日祝
他

2人 うち女性 716人

13130-38989091 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・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

時給 企業全体2,613人

不問
就業場所 26人

土日祝
他

1人 うち女性 8人

13130-38567891 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 1,100円～
1,200円

月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体 157人

不問
就業場所 138人 土日祝

1人 うち女性 96人

13130-38321491 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

月給 企業全体 157人

不問
就業場所 138人 土日祝

1人 うち女性 96人

13130-38325591 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

東京都港区

基本的なＩＴ知識があり実務において活用経験があること

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (1) 9時30分～17時30分

正社員以外
180,000円～
256,000円

高卒以上 年齢
不問

情報処理・提供サービス業
68
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②

株式会社　博報堂ＤＹアイ・
オー

社内システム、マイクロソフト、オフィス３６５のサイト
開発・作成・運用業務

※Ｗｅｂプログラミング知識、Ｅｘｃｅｌマクロ開発経験
あれば尚良し

 Ｗｅｂプログラマー　　

エレベーター：あり
建物入口段差：なし
トイレ：洋式、障害者用あり
フロア内車イス移動スペー
ス：あり　　階段手すり：あり
マイカー通勤：不可

 玄関ドア：自動　　
 

※通勤手当（上限なし）：当
 社規定による

※賞与～年１回（３月に支給）

雇用期間の定めなし (1) 9時30分～17時30分

正社員
180,000円～
256,000円

高卒以上 年齢
不問
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①

株式会社　博報堂ＤＹアイ・
オー

社内システム、マイクロソフト、オフィス３６５のサイト
開発・作成・運用業務

※Ｗｅｂプログラミング知識、Ｅｘｃｅｌマクロ開発経験
あれば尚良し

Ｗｅｂプログラマー（正社員） 東京都江東区豊洲５－６－１５　ＮＢ
Ｆ豊洲ガーデンフロント５階

情報処理・提供サービス業

東京都江東区豊洲５－６－１５　ＮＢ
Ｆ豊洲ガーデンフロント５階

エレベーター：あり
建物入口段差：なし
トイレ：洋式、障害者用あり
フロア内車イス移動スペー
ス：あり　　階段手すり：あり
マイカー通勤：不可

 玄関ドア：自動
 　　

※通勤手当（上限なし）：当
社規定による

東京都港区

貨物運送取扱業（集配利用運送
業を除く）

東京都江東区

基本的ＩＴ知識があり実務において活用経験があること

66
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①

株式会社　新開トランスポート
システムズ

 本社物流技術部における開発、管理業務
 ・社内管理、システム開発

 ・システム管理
 ・その他運用管理

 

※本人の適性、能力に応じて業務内容は相談させ
  ていた だきます。

※在宅勤務制度あり、業務内容に応じて制度の利
 用は相談させていただきます。

 社内システムエンジニア 江東区東陽３丁目７－１３
１０階建て５階

 エレベーター：有
建物内車椅子移動：有

 建物出入口：段差無、開き戸
階段手すり：有

 障害者用トイレ：有（ビル１階）
 

※「雇止め年齢６５歳」（６５歳以
 上応募可）

※昇給は業務成績により適宜実
 施

※正社員への登用制度がありま
す

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
176,000円～
192,000円年齢

不問

ＩＴ基礎知識を有しシステム開発、社内ＳＥの実務
経験があること

 １２階建てもしくは１１階建て
エレベーター：有

 建物内車椅子移動：スペース有
建物出入口：段差無、自動ドア

 階段手すり：有
障害者用トイレ：有、開き戸

 自社敷地内駐車場：無
※仕事の内容、就業時間につ

 いては適性、スキル、経験に
応じて相談させていただきま

 す。
※賃金は適性、スキル、経験に
応じて決定します。

雇用期間の定めなし (1) 8時30分～17時15分

正社員
180,000円～
280,000円

高校卒業以上 年齢
不問

ソフトウェア業

あん摩マッサージ指圧師

東京都江東区

システム開発の経験があれば尚可
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①

ＮＥＣソリューションイノベータ
株式会社  ・コンサルティング

 ・システム設計、開発、導入
 ・ソフトウェアの開発、構築

 ・電話対応あり（困難な方は応相談）
 

システムエンジニア（正社員）

 建物の１５階、１６階
エレベーター：有
建物内車椅子移動：スペー

 ス有
玄関出入口：段差無

 事務所出入口：ドアが重い
 障害者用トイレ：有

 

 ※正社員への登用制度あり
※障害特性や程度により、業
務内容や就業時間など考慮
しますu.

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (1) 9時15分～18時00分

正社員以外
210,000円～
230,000円年齢

不問
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①

ＭＸモバイリング　株式会社

＊軽作業や清掃を担当するパート社員（障がい
者）への業務指示や業務遂行フォローをお願いし

 ます。
 （現担当者が丁寧に引継ぎを行います）

＊ＰＣを使った業務指示書作成や、庶務業務もあり
 ます。

 

 

 ※提携保育園あり（優先入園、割引あり）
 ※産業医、看護師、障害者生活相談員配置

 

障がいスタッフサポート業務 東京都江東区豊洲３丁目２－２４
豊洲フォレシア

その他の専門サービス業

東京都江東区新木場１－１８－７

東京都江東区

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

月給 企業全体1,138人

不問
就業場所1,138人 土日祝

1人 うち女性 359人

13130-38355991 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 225人

不問
就業場所 100人 土日祝

1人 うち女性 39人

13080- 6919492 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2,079人

不問
就業場所 764人

土日祝
他

2人 うち女性 217人

13080- 7648492 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 650人

不問
就業場所 220人 他

1人 うち女性 160人

13080- 7298592 うちパート 25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） 4時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体4,500人

不問
就業場所1,000人

土日祝
他

1人 うち女性 500人

13080- 7638192 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） 45分

〈就業場所における現在の
 施設状況等〉

・エレベーター：有
 ・出入口段差：有（５ｃｍ）

・車椅子移動スペース：無
 ・階段手すり：無

・トイレ：洋式
 ・出入口ドア：引き戸

＊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。
 ＊雇止め規定：無

＊正社員登用制度あり

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1)10時00分～18時00分

正社員以外
210,000円～
210,000円

高卒以上 年齢
不問
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①

株式会社　三陽商会
社内システム部門にて以下の業務を行って

 いただきます。

 ・構築プロジェクト管理
 ・システム保守

 ・ドキュメント作成
 ・電話応対（応相談）

 ・ＰＣキッティング
 

 ＊社内は静かで、落ち着いた雰囲気です。
＊障害・適性等に応じて配置先を検討いたします。

システムの企画・開発・運用 東京都新宿区四谷本塩町６－１４

その他の織物・衣服・身の回り品
小売業

東京都新宿区

の間の8時間（相談可） 建物売買業，土地売買業

東京都新宿区

ＩＴ用語の理解
ｏｆｆｉｃｅの基本操作

テクニカルサポート、サポートエンジニア、
ヘルプデスクとしての二次対応経験者
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①

ヒルトン・リゾーツ・マーケティン
グ・コーポレーション

◆ＰＣ・モニター等のハードウェア・各種ソフトウェア
 　導入

 ◆トラブルシューティング・メンテナンス二次対応
 ◆ベンダー対応

 ◆システム・ネットワークセキュリティの構築
 ◆ハードウェアの在庫管理・購入前リサーチ

 ◆各種システム改善提案等
◆電話回線及びデータ回線の設置、テスト、
　及び電源投入のためにネットワーク及び
　テレコムチームと調整

ＩＴサポートエンジニア (1) 9時00分～18時00分 東京都新宿区西新宿８－１７－１
住友不動産新宿グランドタワー８階

〈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：なし
 ・出入口ドア：自動

・エレベーター：あり
 ・階段手すり：あり（片側）

・車いす移動スペース：あり
 ・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

 ※雇止め規定あり
※社員登用実績あり

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2)10時00分～19時00分

正社員以外
290,000円～
350,000円

 又は9時00分～19時00分

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：応相談
 ・出入口段差：有（１０ｃｍ）

・エレベーター：有
 ・階段手すり：片側

・車いす移動スペース：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。

 ＊雇用上限規定あり
＊正社員登用試験制度あり

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 7時00分～22時00分

正社員以外
180,000円～
280,000円

(2)10時00分～15時00分

高等学校、専門学校卒以上 年齢
不問

電子応用装置製造業

埼玉県所沢市
技術的なスキル
（設計・プログラム・電気系知識・ＣＡＤ等）
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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。

技術系スタッフ／所沢 フレックス

※(2)コアタイム

【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90

株式会社
ケーアイ・フレッシュアクセス  【管理本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

農畜産物・水産物卸売業

東京都新宿区西落合１丁目
３１番４号

東京都中野区

(3)11時00分～15時00分 情報処理・提供サービス業

東京都江東区

実務においてプログラム経験があること（必須）

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
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①

明治安田システム・テクノロ
ジー　株式会社

 ・システム計画・設計
 ・ソフトウェア開発

 （言語：ＣＯＢＯＬ、ＶＢ、ＪＡＶＡ等）
 ・ホストコンピュータ運用管理

 ・ネットワーク環境構築
 

 

 

 ※電話応対有（障害により応相談）
※就業場所１、２は親会社での請負

システムエンジニア（正社員） フレックス 東京都江東区東陽７丁目１番２号

就業場所施設は各施設によ
 り異なる。

 

雇用期間の定めなし (1) 9時00分～17時00分

正社員
196,000円～
295,500円

(2) 7時00分～22時00分

高卒以上 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4,500人

不問
就業場所1,000人

土日祝
他

4人 うち女性 500人

13080- 7646992 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） 45分

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- 7968892 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 955人

就業場所 169人 土日祝

1人 うち女性 65人

13040-47906092 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
月平均時間（時） 15時間 就業場所

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

13040-47914092 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1,090人

 
就業場所 200人

土日祝
他

1人 うち女性 51人

13090-52505391 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） 45分１年以上のプログラミング経験尚可

・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
170,000円～
280,000円

専門卒以上 年齢
不問

126
｜
①

エヌ・ティ・ティ・システム開発
株式会社

・業務アプリケーション
・制御系及びＷｅｂ系ネットワークシステム開発等
の詳細　　設計コーディング・テスト

プログラマー 東京都豊島区目白２－１６－２０　Ｔ
ＣＳ－ＨＤ南池袋ビル

ソフトウェア業

東京都豊島区

情報処理・提供サービス業

東京都品川区

システム言語の習得経験

東京都品川区西五反田３－５－２０
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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

※昇給・賞与は勤務実績・業績によります
・昇給は平成３０年４月１人平均実績
・賞与は平成３０年６月夏期支給実績

 システムエンジニア フレックス
・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
・車いす移動スペース：無
・マイカー通勤：不可
※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
190,000円～
238,000円

（標準労働時間：８時間）

省令１
号

・エレベーター：有
・出入口段差：無
・障害者トイレ：無
・洋式トイレ：有
・車椅子移動スペース：無

 ・階段手すり：有
 ・玄関ドア：手動（押し戸）

※必要な合理的配慮について
はお申し出ください。障害の程
度による勤務時間や業務内容
についてご要望がありましたら

 出来る限り対応致します。

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 
240,000円～
400,000円

高卒以上 年齢
不問

業界（建築）経験半年以上 東京都港区

（歓迎資格）一級建築士又は二級建築士 ※転勤の可能性あり（全国）
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①

日本ＥＲＩ株式会社 主に図面による建築物の確認、検査および住宅の
 性能評価に係る業務

 （構造整合性チェック等含む）
 

＊経験により、当初は補助的業務から始めて技術
者を目指していただくことも可能です。

※正社員登用制度あり
※筆記試験あり

 建築技術者 東京都港区赤坂８－１０－２４

建物サービス業

108
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⑥

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

・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

＜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）

・エレベーター：有
 ・出入口の段差：無

・出入口ドア：開き戸
 ・車いす移動スペース：有

・階段手すり：有（片側）
 ・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）

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

年齢
不問

勤務形態・日数は応相談

個人事業部門サポート 特定曜日のみ(2) 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

東京都新宿区

東京都新宿区四谷本塩町６－１４ 〈就業場所における現在の
 施設状況等〉

・エレベーター：有
 ・出入口段差：有（５ｃｍ）

・車椅子移動スペース：無
 ・階段手すり：無

・トイレ：洋式
 ・出入口ドア：引き戸

＊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。
 ＊雇止め規定：無

＊正社員登用制度あり

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1)10時00分～18時00分

正社員以外
210,000円～
210,000円

高等学校卒業程度 年齢
不問

会計システム、物流システム、企画生産システム、
人事システム、ＥＣシステム、情報系システム、イン
フラのうち１つ以上経験お持ちの方
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②

株式会社　三陽商会

 アパレル企業のオンラインサイト運営
 

 １．構築プロジェクト管理
 ２．システム保守

 ３．ドキュメント作成
 ◎ＰＣ入力（タッチタイピングできる方）　

◎エクセル、ワード、当社専用システムを使用
 　します。

 ◎電話応対：有（必須）
 

 ＊社内は静かです。
＊障害適性に応じて配置先を検討します。

ＥＣ

その他の織物・衣服・身の回り品
小売業

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

月給 企業全体 992人

就業場所 345人 土日祝

1人 うち女性 60人

13040-47934992 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1,099人

59歳
以下

就業場所 309人
土日祝
他

2人 うち女性 111人

13040-47955592 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） 20時間 就業場所

確定拠出年金
休憩時間（分） 45分

月給 企業全体 846人

就業場所 100人
土日祝
他

3人 うち女性 15人

13040-47967892 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 533人

59歳
以下

就業場所 443人
土日祝
他

1人 うち女性 128人

13040-47971692 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

厚生年金基金
休憩時間（分） 60分

月給 企業全体1,500人

就業場所 210人 土日祝

2人 うち女性 90人

13040-49131892 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

・障害者用トイレ　有
 ・洋式　有　

・車椅子の移動スペース　無
 ・階段手すり　有

・マイカー通勤　可
 ・玄関ドア　自動

・エレベーター　有
 ・建物段差　有

※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、２次面
接時に別途ウェブ適性検査
有

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）
＊初回契約～2月末、その後6カ月毎契約更新

(1) 9時00分～17時45分

191,000円～
210,000円正社員以外 年齢

不問
貨物運送取扱業（集配利用運送
業を除く）

 ・ＰＣ機器を使用した事務経験
・電話での顧客対応の経験

東京都江東区

プログラミング経験（わずかな経験で可）
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①

ディ－・エイチ・エル・ジャパン
 株式会社

（ＤＨＬ　Ｊａｐａｎ）

ＩＴ本部にて、当社アプリケーションを使用するお客
 様に対するテクニカルサポート、ヘルプデスク業務

 

 

 

※契約社員は３月１日に一斉に契約更新となりま
 す。

このため、３月１日以前に就労開始の場合、初回の
契約は２月末までとなります。その後６ヶ月毎の契約

 更新。
※正社員登用の可能性あり（実績あり）

 ＩＴテクニカルサポート

・エレベーター　有
 ・段差　無　

・障害者用トイレ　無
 ・洋式トイレ　有

・マイカー通勤　不可
 ・玄関ドア　自動

 ・車椅子移動スペース　無
・電話応対：あり（電話応対

 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。

雇用期間の定めなし (1) 9時00分～17時40分

正社員
180,000円～
250,000円省令１

号
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①

株式会社　ランドコンピュータ  システム開発（システムエンジニア、プログラマ）
 ・システム開発（設計）

 ・プログラミング
・プロジェクト支援作業

就労時間や仕事内容等、本人の希望を配慮した
上で、契約社員としての就労も可能です。ご相談下
さい。

システムエンジニア・プログラマ 東京都港区芝浦４－１３－２３　ＭＳ
芝浦ビル１０階

ソフトウェア業

東京都品川区東品川１－３７－８

東京都港区

・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

・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、事務所入口の

 ドアは手動となります。
※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
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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
※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

 プログラマー 東京都港区虎ノ門一丁目２１番１９
号　東急虎ノ門ビル３階

ソフトウェア業

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）

東京都港区

・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。

雇用期間の定めなし (1) 8時50分～17時20分

正社員
210,000円～
250,000円省令１

号

プログラマー経験
ソフトウェア（ＶＢ、ＪＡＶＡ等）知識
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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

ソフトウェア業

東京都品川区

東京都品川区西五反田１－３１－１
日本生命五反田ビル７階

・エレベーター：有
・建物段差：無

 ・玄関ドア：自動
・障害者用トイレ：無

 ・洋式トイレ：有　
・階段手すり：有

 ・車椅子移動スペース：無
・マイカー通勤：不可
※必要な合理的配慮について

 はお申し出ください。
※毎月の賃金は初任給を記
載。年齢、経験に応じて要相

 談。

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
165,000円～
236,500円

※賃金締切日前後は残
業になることもあります（月
により異なる）。高卒以上 年齢

不問
その他の電気機械器具製造業

・パソコン操作（ワード、エクセルへの入力が出来る
 方）

・アシスタント業務の経験者歓迎

東京都品川区
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①

日本ケミコン　株式会社 回路設計の部門にて設計アシスタント業務を、お
 願いいたします。

 

設計試作の手伝い、データ集計など試作部材の手
配

※正社員登用制度あり
※短時間勤務については要相談

 設計アシスタント業務 東京都品川区大崎五丁目６番４号
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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3,829人

就業場所1,838人
土日祝
他

2人 うち女性 433人

13040-48685092 うちパート 901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） 2時間 就業場所

休憩時間（分） 75分

月給 企業全体3,829人

就業場所1,838人
土日祝
他

2人 うち女性 433人

13040-48681792 うちパート 901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） 2時間 就業場所

休憩時間（分） 75分

月給 企業全体1,055人

就業場所 250人 土日祝

5人 うち女性 60人

13040-48434692 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

月給 企業全体3,289人

59歳
以下

就業場所1,606人
土日祝
他

1人 うち女性 270人

13040-48440592 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） 23時間 就業場所

厚生年金基金
休憩時間（分） 60分 転勤あり（全国各地）

時給 企業全体 390人

不問
就業場所 370人 土日祝

1人 うち女性 240人

13070-13873892 うちパート 100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

・エレベーター：有
・出入口段差：無
・車椅子移動：可
・階段手すり：有
・障害者用洋式：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。　　
※転勤は事情考慮の上相談

 させていただきます。
※賃金は卒後の年数及び経
験により決定します。

雇用期間の定めなし (1) 8時45分～17時30分

正社員
173,500円～
301,200円

（1）標準時間
コアタイム・フレキシブル
タイム指定無：仕事内容
欄参照

大学卒以上 省令１
号

情報処理・提供サービス業

ＳＥの実務経験３年以上
基本情報処理技術者又は同等資格

東京都港区

年齢
不問

東京都世田谷区

プログラミング経験者歓迎
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①

一般財団法人　材料科学技術
振興財団

 社内で利用するソフトの開発と保守。
 （Ｗｅｂアプリやスマートフォンアプリ、ＪＡＶＡ、

 　Ｃ＋＋、Ｃ＃などを使ったソフト開発経験者歓迎）
 　

プログラミング業務 東京都世田谷区喜多見１－１８－６

自然科学研究所

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時00分～17時30分

パート労働者

・エレベーター：有
・階段手すり：片側
・出入口段差：有（３ｃｍ）
・トイレ：洋式
・車椅子移動スペース：有（一部
通りにくい場所有）
＊通勤手当：通勤距離６０Ｋｍま

 で支給
※加入保険・有給休暇は就業
時間により法定どおり適用。
＊契約更新は業務量、勤務成
績、態度、運営業況により総合
的に判断します。
※週20時間以上で応相談

153
|

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

※契約期間　１年（更新あり）
※更新時正社員転換の可能性有り
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①

株式会社　富士通マーケティン
グ

製造・流通・サービス・公共・文教・医療・金融など
のお客様の経営戦略に基づき、先進技術を用いて
あらゆる情報システムの設計・開発・構築・導入を

 担い、運用を支援
 

 

 ※一次面接通過者は、二次面接時に筆記試験有
  ＊１２：００～１３：００、１７：３０～１７：４５、２１：４５～２２：０
０は休憩時間です。
※年次休暇は入社日により支給日数が異なりま
す。（最高日数２０日／年支給）

 システムエンジニア フレックス 東京都港区港南２－１５－３　品川
インターシティＣ棟

・エレベーター　有
・建物入口段差　無
・障害者用トイレ無⇒洋式有
・車椅子の移動スペース　有

 ・階段手すり　無
・マイカー通勤　不可

 ・玄関ドア⇒自動・開き戸
※必要な合理的配慮につい

 てはお申し出ください。
※応募書類の返却　なし（責
任廃棄）

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
170,000円～
266,700円

高卒以上 年齢
不問

 ＳＥ、社内ＳＥ 東京都港区高輪３－５－２３  ＳＩＡ
高輪台ビル

1,100円～
1,500円

ソフトウェア業

東京都港区

システム開発経験３年以上 （通勤圏内での異動可能性あり）

 【就業場所設備】
・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
・建物内車椅子移動　不可

 ・階段手すり　無
・玄関ドア　手動

 ・マイカー通勤　不可
※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ヶ月未満） (1) 9時00分～18時15分

正社員以外
180,000円～
200,000円年齢

不問

 【就業場所設備】
・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
・建物内車椅子移動　不可

 ・階段手すり　無
・玄関ドア　手動

 ・マイカー通勤　不可
※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ヶ月未満） (1) 9時00分～18時15分

正社員以外
180,000円～
200,000円年齢

不問
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②

株式会社　ＳＨＩＦＴ
 ビジネスサポートグループに配属されます。

ビジネスサポートグループとは、障がいのあるメン
バーがお互いの体調や、得意・不得意を理解して

 働いているグループです。
障がい者職業生活相談員が、各自の障害の状況
をヒアリングして業務を調整するなど、メンバーが

 無理なく働ける環境を意識しております。
 　「映像編集」の経験をお持ちの方を募集します。

 《主な仕事内容》
 ●社内外で撮影した映像データの編集

●その他、庶務作業の補助

映像編集 東京都港区麻布台２丁目４－５　メ
ソニック３９ＭＴビル１１階

その他の専門サービス業

映像編集の経験（以下のうち１つ以上該当する場合
 は尚可）

 ・Ｐｒｅｍｉｅｒｅ　Ｐｒｏ　
・映像業界での編集経験

東京都港区

152
|

①

株式会社　ＳＨＩＦＴ

 ビジネスサポートグループに配属されます。
ビジネスサポートグループとは、障がいのあるメン
バーがお互いの体調や、得意・不得意を理解して

 働いているグループです。
障がい者職業生活相談員が、各自の障害の状況
をヒアリングして業務を調整するなど、メンバーが

 無理なく働ける環境を意識しております。
 〈主な仕事内容〉

●品質保証業務を行う際に使用している端末（ス
  マートフォン、タブレットなど）の管理業務

●キッティング作業
●他、社内の情報システム関連の仕事

社内情報システム関連サポート

その他の専門サービス業

 パソコン操作（ワード、エクセル）
ＩＴ関連業務のご経験

東京都港区

東京都港区麻布台２丁目４－５　メ
ソニック３９ＭＴビル１１階
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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 230人

不問
就業場所 30人 土日祝

2人 うち女性 9人

13070-14269092 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） 45分

月給 企業全体
12,000

人

就業場所 0人 土日祝

10人
59歳
以下

うち女性 0人

13040-48589592 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

確定給付年金
休憩時間（分） 60分

企業全体 275人

時給 就業場所 203人 土日祝

1人
1,040円～
2,150円

うち女性 41人

13040-48624592 うちパート 12人 毎　週

加入保険等
【月給換算】 時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生
就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体1,544人

就業場所 785人 土日祝

2人 うち女性 189人

13040-48592992 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

就業場所

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 10時間

休憩時間（分） 45分

月給 企業全体 310人

59歳
以下

就業場所 55人 土日祝

5人 うち女性 32人

13040-48595792 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

・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　自動

※必要な合理的配慮につい
 てはお申し出ください。東京都品川区

何らかの開発経験

190

株式会社　日進サイエンティア
 ・自社パッケージの開発

 ・金融システム
 ・自治体システム

 

※Ｊａｖａ、Ｃ＃、ＶＢ．ｎｅｔでの開発業務全般

※賃金は月末締め、翌月末払い

※契約社員・パート採用も可（時給制）

 ＩＴエンジニア 東京都品川区南大井６－２６－２
大森ベルポートＢ館８Ｆ

ソフトウェア業
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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。

※正社員への登用あり
※就業時間は状況に応じ相談可能
※基本給は経験・能力を考慮し決定します

※フレックス制
（１）標準的な就業時間（２）就業可能時間（３）コア
タイム

雇用期間の定めなし (1) 9時30分～18時30分

正社員
197,500円～
350,000円

高卒以上 省令１
号

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

東京都港区
東京都台東区
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
ＩＴ資格があれば尚可 転勤の可能性あり

・エレベーター　　あり
・建物段差　　なし
・障害者用トイレ　なし

 ・洋式トイレ　あり　
・車いす移動スペース　あり

 ・階段手すり　あり　
・マイカー通勤　不可
・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。
※筆記試験は適性検査で

 す。

１エレベーター　有
２手すり　階段　有／廊下
無
３車椅子移動スペース　有
（執務室の扉が観音開き扉）
４障がい者用トイレ　有（洋

 式）
 ５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) 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

システムエンジニア・　プログラマー フレックス

・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

・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

※必要な合理的配慮につい
てはお申し出ください。
※就業場所の従業員数は非

 公開です。
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①

ＦＩＴＥＣ　株式会社
お客様の業務を理解し、システム企画・提案から、

 設計、開発、保守、運用までの一連の業務のうち、
 担当業務を行っていただきます。

担当業務は、経験年数や職種に応じて相談の上、
 決めさせていただきます。

 

※メールアドレスをお持ちの方は書類に記載して下
さい。

 

 ＳＥ・プログラマー 東京都品川区東品川４丁目１２番
地２号　品川シーサイドウエストタ
ワー

164,424円～
339,915円

東京都品川区

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
※勤務時間は相談の上、
決めさせていただきます。

高校卒業以上 年齢
不問

ソフトウェア業
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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。

※現住所およびＥメールアドレスの記載必須。当社
からのメールが届くよう受信設定願います。
※適性テストあり

システムエンジニア／勝どき 東京都港区赤坂１－８－１　赤坂イ
ンターシティＡＩＲ

省令１
号

月１回
障がい
の通院
制度あ
り

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）

東京都中央区

雇用期間の定めなし (1) 9時00分～18時00分

正社員
250,000円～
300,000円 その他の専門サービス業

168
｜
①

株式会社テクノ・セブン
 ・ソフトウェア設計、開発

 ・オープン系、ＷＥＢ系システムの開発
・社内システム教育のための講師（テキスト制作等

 含む）
 

※障がいによって相談に応じます。

社内システムエンジニア 東京都世田谷区池尻三丁目１－３

ソフトウェア業

 ・エレベーター：有
・階段手すり：片側
・出入り口段差：有
・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。
※ＴＣＳグループ健康保険組

 合
※昇給については実績に応

 じて考慮致します。
※正社員登用あり。
※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45分

正社員以外
196,580円～
243,580円年齢

不問

東京都世田谷区

ＣやＪａｖａやデータベースの経験あれば可
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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
22,224

人
59歳
以下

就業場所
22,224

人
土日祝

10人 うち女性 3,209人

13040-48603992 うちパート 毎　週

加入保険等
時間外 あり 就業場所

雇用・労災・健康・厚生・財形
月平均時間（時） 20時間

厚生年金基金
休憩時間（分） 60分

月給 企業全体 950人

就業場所 43人
土日祝
他

1人 うち女性 11人

13040-48622792 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

195

株式会社トラストネットワーク

 ・社内サイトの更新・運用
 ・ホームページの更新・運用

 ・総務事務補助
 　・データ入力

　・電話応対・お茶出し等来客対応（障害により応
 相談）

 　・文章・資料作成
 　・郵便物発送手配

 　・その他（メール対応）

※雇用期間は初回のみ６か月契約、以後年度毎
更新（原則更新）
※入社は２０２０年４月以降となります。

社内サイトの運用・一般事務 東京都港区六本木７－１８－２３　Ｅ
Ｘ六本木ビル４階

他に分類されない事業サービス業

プログラム経験者（ＨＴＭＬ、ＰＨＰ、データベース、
Ｗｏｒｄ　ｐｒｅｓｓ）のいずれかの実務経験ある方（３年
以上）

東京都港区

エレベーター　　　有
 段差　　　　無

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　有

マイカー通勤　　　不可
 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。

※通勤手当については勤務
 地より７０ｋｍ圏内全額支給

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
201,500円～
300,000円高卒以上 年齢

不問

194
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①

株式会社　東芝
 

 ・研究開発、開発設計（ハードウェア・ソフトウェア）
 ・システムエンジニア
 ・セールスエンジニア

 ・品質管理、知的財産　等

 技術職 フレックス 東京都港区芝浦１丁目１－１

発電用・送電用・配電用電気機械
器具製造業

【施設状況】
就業場所により異なります
・電話対応（電話対応が困
難な方は無し）
・階段手すり（両側）
・出入口段差あり（６段）
・エレベータ（あり）

 ・トイレ（車椅子用洋式）
・建物内車椅子スペース（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) 8時30分～17時15分

正社員
163,500円～
235,500円

※所定労働時間7時間45分

省令１
号

※就業時間（１）は標準時間

東京都港区・府中市
神奈川県川崎市
神奈川県横浜市鶴見
区　等（転勤の可能
有：全国）
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