
月給 企業全体 2,121人

59歳
以下

就業場所 300人
土日祝
他

1人 うち女性 40人

13010-51821092 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生・財形
月平均時間（時） 5時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体 2,121人

59歳
以下

就業場所 33人 他

1人 うち女性 0人

13010-51820692 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 2,121人

59歳
以下

就業場所 24人 他

1人 うち女性 2人

13010-51819792 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 841人

不問
就業場所 33人

土日祝
他

1人 うち女性 7人

13010-53104492 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 841人

不問
就業場所 28人

土日祝
他

1人 うち女性 4人

13010-53074792 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

  ＡｕｔｏＣＡＤの基本知識、操作 休憩時間（分） 60分

・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

 　
※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
 ※正社員登用あり

※確定給付年金・・・勤続３年以
上適用あり

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
202,500円～
298,500円

高卒以上 年齢
不問

5
|

⑨

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）の施工設計 東京都千代田区霞が関３－２－５
霞が関ビルディング３２階

その他の職別工事業

千葉県千葉市中央区

5
|

④

ナブコシステム　株式会社

パッケージを使用した建築工事（建具工事）の積
算業務

建築工事（建具工事）の積算

東京都文京区本郷１－１９－６ ・出入り口段差　　無
 ・出入り口ドア　引き戸

・エレベーター　　有
 ・階段手すり　　有

・車椅子移動スペース　無
 ・トイレ　　　　洋式

 ・電話対応　　　　無
 

＊必要な合理的配慮について
はお申し出ください。

雇用期間の定めなし (1) 8時30分～17時30分

正社員
170,000円～
200,000円

高卒以上 省令１
号

その他の職別工事業

エクセル、ワードの基本知識、操作
建具工事の積算(あれば可）

東京都国立市

東京都千代田区霞が関３－２－５
霞が関ビルディング３２階

・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　
 ※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
 ※正社員登用あり

※確定給付年金・・・勤続３年以
上適用あり

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）
199,500円～
295,500円

(1) 8時30分～17時30分

正社員以外

高卒以上 年齢
不問

173,000円～
250,000円

高卒以上 省令１
号

3
｜
③

株式会社　太平エンジニアリン
グ

当社が受注したお客様のビルに直接出勤して、
 チームで日常業務清掃を行います。

 

 ・床
 ・窓ガラス（高所作業はありません）

 ・エントランス
 ・トイレ

 ・応接室等
 

担当するビルは決まっており、複数の現場を移動す
ることはありません。

 清掃業務

・出入り口段差　　無
 ・出入り口ドア　引き戸

・エレベーター　　有
 ・階段手すり　　有

・車椅子移動スペース　無
 ・トイレ　　　　洋式

 ・電話応対　　　　無
 

＊必要な合理的配慮について
はお申し出ください。

雇用期間の定めなし (1) 8時30分～17時30分

正社員
200,000円～
260,000円

(2) 9時00分～18時00分

高卒以上 省令１
号

(3)11時00分～20時00分

建物サービス業

東京都渋谷区

3
｜
②

株式会社　太平エンジニアリン
グ

当社が受注したお客様のビルに直接出勤して、設
 備管理をしてもらう仕事です。

 

・空調設備、電気設備、給排水設備、その他の設
 備機器の運転管理、監視及び点検業務

 

 ・法定点検、専門業者の点検業務監督
 

・各種設備機器及び建築付帯設備の応急処置、
小修繕

 設備管理業務 変形（１ヶ月単位） 東京都文京区本郷１－１９－６

建物サービス業

冷凍機主任技術者３種、２級電気工事士、ボイラー
２級等所持者優遇

東京都文京区

3
｜
①

株式会社　太平エンジニアリン
グ ・本社　新築工事部門（工事現場配属なし）におい

て、Ａｕｔｏ－ＣＡＤ、Ｔ－ｆａｓ，Ｒｅｂｒｏ等のＣＡＤソ
フトを使った給排水や空調などの建築設備の図面

 作成や設計補助業務を行います。
 

 ・電話対応が困難な方は配慮します。

 ＣＡＤオペレーター 東京都文京区本郷１－１９－６ ・出入り口段差　有１０ｃｍ
 ・出入り口ドア　引き戸

・エレベーター　有
 ・階段手すり　　無

・車椅子移動スペース　無
 ・トイレ　　　　洋式

・電話対応　　　電話対応が困
 難な方は配慮します。

 

・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

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

建物サービス業

 ＣＡＤソフトが使える方
設備設計等の経験者は優遇します
ＣＡＤ利用技術者資格所持者は優遇します

東京都文京区

(1) 8時30分～17時30分

正社員
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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 841人

不問
就業場所 33人

土日祝
他

1人 うち女性 7人

13010-53094092 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 841人

不問
就業場所 190人

土日祝
他

1人 うち女性 31人

13010-53115592 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 841人

不問
就業場所 190人

1人 うち女性 31人

13010-53118392 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 5,249人

18歳
以上

就業場所 750人 他

1人 うち女性 60人

13010-51837592 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） 45時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体 361人

不問
就業場所 148人 他

1人 うち女性 13人

13010-51890192 うちパート 7人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 45分

設備：
・出入口段差　無
・エレベーター　有
・出入口ドア　開き戸／引き
戸／自動
・車椅子移動スペース　無

 ・トイレ　洋式
 ・電話応対　有

 

＊必要な合理的配慮につい
てはお申し出ください。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 8時30分～19時00分

正社員以外
172,992円～
172,992円

(2)22時00分～ 8時30分

高卒以上 省令
２号

一般土木建築工事業

鉄骨・建築、鉄塔のＣＡＤによる図面作成ができるこ
 と、（実務経験でなくても可）ＣＡＤ使える方

栃木県小山市

東京都中央区月島４－１６－１３ ＜就業場所における現在の施設等
 の状況＞

・電話応対：有（電話応対が困難な
 方はなし）

・出入口ドア：自動
 ・出入口段差：無　

・エレベーター：有
 ・車椅子移動スペース　有

・階段手摺：片側
・トイレ：洋式

 　　　
*必要な合理的配慮については申し

 出ください。
 ＊正社員登用の可能性あり（昇給、
賞与、退職金あり）

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 8時30分～17時00分

正社員以外
200,000円～
300,000円

短時間勤務について相
談可

高卒以上 年齢
不問

(1) 8時30分～17時30分
土日祝
他正社員以外

202,500円～
298,500円

高卒以上

警備業

1,020円～
1,020円

東京都千代田区

11
｜
③

株式会社　巴コーポレーション  ・鉄骨・建築、鉄塔のＣＡＤ設計業務
 

 ・その他付随業務
　パソコンを使用した事務処理、電話応対（応相

 談）

＊正社員登用の可能性あり
＊短時間勤務についても相談可能です
＊単身用住宅もあります

ＣＡＤ設計業務／栃木県

東京都中央区日本橋浜町１－１－
１２　プラザＡＮＳビル５階

5
|

⑫

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）の施工設計

・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
※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
 ※正社員登用あり

※確定給付年金・・・勤続３年以
上適用あり

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
202,500円～
298,500円

高卒以上 年齢
不問

  ＡｕｔｏＣＡＤの基本知識、操作

9
｜
②

株式会社　全日警
 ・施設常駐警備

 

（就労場所の従業員数　４２名）
＊株式会社　全日警　東京中央支社の所属となり
ます。　　（所在地：東京都江東区森下３－２０－９）

セキュリティスタッフ 変形（１ヶ月単位）

(3) 8時30分～ 8時29分

年齢
不問

その他の職別工事業

東京都千代田区

東京都千代田区霞が関３－２－５
霞が関ビルディング３２階

・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
 ※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
 ※正社員登用あり

※確定給付年金・・・勤続３年以
上適用あり

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

  ＡｕｔｏＣＡＤの基本知識、操作

5
|

⑪

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）の施工設計

・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

 ※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

 ※正社員登用あり
※確定給付年金・・・勤続３年以
上適用あり

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
202,500円～
298,500円

高卒以上 年齢
不問

5
|

⑩

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）の施工設計 東京都千代田区霞が関３－２－５
霞が関ビルディング３２階

その他の職別工事業

東京都国立市

その他の職別工事業

 ＡｕｔｏＣＡＤの基本知識、操作
埼玉県さいたま市北区

東京都千代田区霞が関３－２－５
霞が関ビルディング３２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

時給 企業全体 6,000人

不問
就業場所 25人 土日祝

2人 うち女性 25人

13010-52954592 うちパート 18人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

時給 企業全体 4,600人

不問
就業場所 2,500人

土日祝
他

5人 うち女性 1,800人

13010-52854192 うちパート 35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

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

13010-51911892 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
194,000円～
194,000円

うち女性 300人

13010-53158092 うちパート 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

時給 企業全体 588人

不問
就業場所 9人 日祝他

2人 うち女性 5人

13010-52327892 うちパート 3人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

医薬品・化粧品小売業

 普通自動車の運転必須
ルート配送の経験あれば尚可
普通自動車免許（ペーパードライバー不可）

東京都大田区

東京都中央区築地４－３－８　　登
喜和ビル８Ｆ

●電話応対（有）
●出入口段差（有）
●出入口ドア（開き戸）
●エレベーター（有）
●階段手すり（有）
●車椅子移動スペース（無）

 ●トイレ（洋式）
＊曜日・時間等応相談（働き方

 は気兼ねなく相談ください）
 ＊有給休暇は法定どおり

＊加入保険、有給休暇は法定
 通り

＊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00分

パート労働者
1,100円～
1,300円

高卒以上 年齢
不問

28
｜
④

田辺薬局　株式会社
 店舗へ医薬品や書類などのルート配送

・配達エリア：東京・神奈川・千葉・埼玉（１ヶ月ごと
 のローテーション）

 ・ワンボックス車を使用します。
・荷物は軽い医薬品が多いです。
・医薬品は箱に入った錠剤など小さなものがメイン
です。
・荷物の運搬には台車を使用します。
・車に積み込む際に荷物の上げ下ろしが発生する
程度です。

 ルート配送／大田区

〈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。

＊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) 7時45分～15時45分

正社員以外

年齢
不問

生命保険業
25
｜
④

ジブラルタ生命保険　株式会
社

 社内便の受・発送
 郵便の仕分け　等

 

同職種に１７名の聴覚障害の方が従事しています。
 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 ＊メインのコミュニケーションは手話になります。

手話ができない方でも筆談等でコミュニケーション
 をとることが可能です。

 

＊無期契約社員への登用の可能性あり。

 社内便業務／港区 東京都千代田区永田町２丁目１３
－１０

東京都港区

賃金例：週３０時間勤務者の場
合、月給はフルタイム勤務者の

 ３／４となります。
＊当初は年度末までの契約。そ

 の後年度ごとの１年契約。
 【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。

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）

東京都文京区

23
｜
②

東洋熱工業　株式会社
 ・ＣＡＤ（ＣＡＤ　ｗｅ’ｌｌ　Ｔｆａｓ）を使用して

　空調・衛生設備の施工図を作成する。
＊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。
 

 

ＣＡＤオペレーター 東京都中央区京橋２－５－１２

 ・ＣＡＤ　ｗｅ’ｌｌ　Ｔｆａｓ又はＣＡＰＥ使用経験
・建築設備知識
・工事施工管理技士あれば尚良

＜就業場所における現在の施
 設等の状況＞

・出入口段差：有
 ・出入口ドア：自動

・エレベーター：有
 ・階段手すり：有（一部有、片側）

・トイレ：洋式
 ・車椅子移動スペース：有

・雇用期間は初回３ヶ月。その
後年度末（３月末）までの契約の

 後、年度ごとの契約。
・契約更新の可能性あり。但し

 最長で５回目の年度末まで。
・評価による無期登用制度あり。

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (1) 9時00分～13時00分

パート労働者
1,030円～
1,030円

高卒以上 年齢
不問

14
｜
⑤

学校法人　順天堂

 

 ・順天堂医院、病棟でのベッドメイキング業務
・その他看護助手補助業務

 看護助手補助 東京都文京区本郷２丁目１番１号

職業・教育支援施設

職業・教育支援施設

東京都文京区

14
｜
④

学校法人　順天堂 院内保育所における保育士補助業務を担当して
 いただきます

 

 ・オムツ交換
 ・ミルク補助

 ・遊戯補助
 ・装飾作成補助

・イベント補助（運動会など）　他

東京都文京区本郷２丁目１番１号 ＜就業場所における現在の施
 設等の状況＞

・出入口段差：有
 ・出入口ドア：引き戸

・エレベーター：有
 ・階段手すり：有（両方）

・トイレ：洋式
 ・車椅子移動スペース：有

＊雇用期間は初回３ヶ月。その
後年度末（３月末）までの契約。
以降年度毎の契約。契約更新
の可能性あり。ただし最長で２０

 ２４年３月３１日まで。
＊評価による無期登用制度あり

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (1) 9時00分～17時00分

パート労働者
1,150円～
1,150円年齢

不問

 保育士補助業務

69



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 588人

不問
就業場所 9人 日祝他

2人 うち女性 5人

13010-52351992 うちパート 3人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

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

13010-52445692 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

年俸 企業全体 4,186人

不問
就業場所 24人 日祝他

2人 うち女性 18人

13010-52458192 うちパート 4人 毎　週

加入保険等
普通自動車免許 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 1,133人

不問
就業場所 816人 他

2人 うち女性 419人

13010-51873992 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
月平均時間（時） 10時間

休憩時間（分） 90分

時給 企業全体 1,133人

不問
就業場所 116人 他

3人 うち女性 76人

13010-51875492 うちパート 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生 月平均時間（時） 10時間 就業場所

休憩時間（分） 90分

〈就業場所における現在の施設等
 の状況〉

・エレベーター（有）
 ・建物内車椅子移動（スペース無）

・階段手すり（無）
・トイレ（洋式）

 ・出入口段差（有）
 ・点字表示（無）　

※必要な合理的配慮については申
 し出ください。

 ・勤務時間・勤務日数応相談
 ・契約社員、正社員登用制度有

・契約社員となった場合は時間給が
上昇します

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時00分～18時30分

正社員以外
167,280円～
167,280円年齢

不問

36
|

③

株式会社　シップス

シップス物流センターでの衣料品の仕分け、検
 品、ピッキングなど

その他出荷、入荷作業。

 商品管理（衣料品） 東京都中央区銀座１－２０－１５

〈就業場所における現在の施設等
 の状況〉

・エレベーター（有）
 ・建物内車椅子移動（スペース無）

・階段手すり（無）
・トイレ（洋式）

 ・出入口段差（有）
・点字表示（無）

 ・電話応対（有）
※必要な合理的配慮については申

 し出ください。
 ・勤務時間・勤務日数応相談

 ・契約社員、正社員登用制度有
・契約社員となった場合は時間給が
上昇します。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1)10時00分～19時30分

正社員以外
167,280円～
167,280円

(2)11時00分～20時30分

年齢
不問

(3)12時00分～21時30分

他に分類されない小売業

1,020円～
1,020円

東京都江東区

36
|

②

株式会社　シップス

店舗における衣料品の販売・接客

 販売（衣料品） 東京都中央区銀座１－２０－１５

他に分類されない小売業

(1) 8時30分～18時30分

正社員以外
180,000円～
300,000円

（１）の間で１日７～８時間
、週３５または４０時間で応
相談高卒以上 年齢

不問
医薬品・化粧品小売業

東京都中央区、渋谷区

1,020円～
1,020円

32
|

⑤

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。

医療品配送員　江東 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

 【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

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時00分～19時00分

正社員以外
180,000円～
300,000円

（１）の間で１日７～８時間
、週３５または４０時間で応
相談高卒以上 年齢

不問
医薬品・化粧品小売業

2,160,000円
～

3,600,000円

東京都江東区

東京都大田区

32
|

④

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。

医療品配送員　池尻大橋 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

2,160,000円
～

3,600,000円

●電話応対（有）
●出入口段差（有）
●出入口ドア（開き戸）
●エレベーター（有）
●階段手すり（有）
●車椅子移動スペース（無）

 ●トイレ（洋式）
＊曜日・時間等応相談（働き方

 は気兼ねなく相談ください）
 ＊有給休暇は法定どおり

＊加入保険、有給休暇は法定
 通り

＊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00分

パート労働者
1,100円～
1,300円

高卒以上 年齢
不問

 【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

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

28
｜
⑤

田辺薬局　株式会社
 初心者の方歓迎です。

 お薬の知識がなくても大丈夫です。
 お薬の出入庫業をしていただきます。

注文を受けたお薬を棚から取り出して注文元別に
仕分けていただく簡単なお仕事です。また、入荷し

 たお薬を決められた棚に保管していただきます。
 冷暖房完備できれいな倉庫内での軽作業です。

 電話の取次ぎをしていただきます。
仕事に慣れるまではしっかりフォローするので未経
験者でも安心です。

軽作業スタッフ／大田区 東京都中央区築地４－３－８　　登
喜和ビル８Ｆ

医薬品・化粧品小売業

東京都目黒区
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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

年俸 企業全体 2,617人

不問
就業場所 1,659人 土日祝

1人 うち女性 656人

13010-51841192 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

時給 企業全体 1,190人

不問
就業場所 3人

土日祝
他

1人 うち女性 2人

13010-51655892 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 36人

不問
就業場所 12人 土日祝

1人 うち女性 1人

13010-51216892 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
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

時給 企業全体 6,273人

不問
就業場所 2,417人 日祝他

2人
1,020円～
1,020円

うち女性 1,595人

13010-51925592 うちパート 14人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生・財形
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

時給 企業全体 1,891人

不問
就業場所 1,068人 祝他

1人 うち女性 593人

13010-51884792 うちパート 674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

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (1) 8時00分～16時15分

正社員以外
156,825円～
156,825円

(2) 9時00分～17時15分

高卒以上 年齢
不問

(3)11時00分～19時15分49

株式会社　帝国ホテル
 

 ・クリーニング前の衣類の検品及び仕分け作業
 

 ・クリーニング後の衣類の運搬
 

 ・その他簡単な修理等を含む軽作業
 

 ※業務はＯＪＴで丁寧に指導いたします。
 

※当初の契約は２ヶ月ですが、更新後は６ヶ月契約
 となり、時給は１，１００円になります。

 軽作業（ランドリー） 交替制あり 千代田区内幸町１丁目１－１

旅館，ホテル

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (1) 8時30分～16時30分

パート労働者 (2) 8時30分～15時30分

高卒以上 年齢
不問

 （２）は土曜日に出勤した　場合 高等教育機関

1,020円～
1,020円

東京都千代田区

＜就業場所における現在の施
 設等の状況＞

 ●エレベーター：有
●階段手すり：有

 ●トイレ：洋式
●出入口段差：有

 ●電話対応：無
●建物内車椅子移動スペース：

 一部のみ有
＊上記のほか、必要な合理的

 配慮については申し出下さい。
 ※賞与は雇用期間等により支給
の有無が異なります。

東京都千代田区

45
|

⑥

学校法人　　日本医科大学
 ・病院内外の清掃業務（女性更衣室の清掃含む）

 ・ユニフォームの回収、仕分け
 ・ファイリング

 ・郵便、宅配便の仕分け
 ・軽作業等

 用務員（パート） 東京都文京区千駄木１丁目１－５

【就業場所における現在の施設
 等の状況】

 ・電話応対（無）　・出入口段差
（有：１０ｃｍ）　・出入口ドア（開き

 戸）　・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）

＊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１
 ２か月毎の契約更新

＊労働条件により該当する保険
に加入＊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
1,020円～
1,020円年齢

不問

44
|

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

 ・その他　環境整備
 

※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

不動産管理業

東京都文京区

・雇用期間は初回３か月。
 　その後３か月～１年毎の更新

 ・１週３０時間勤務～３５時間勤務
・年金については「日本私立学

 校振興共済事業団」に加入
 【障害者対応設備】

●出入口段差：有
 ●エレベーター：有　

●階段手すり：片側
 ●トイレ：洋式

●車椅子移動スペース：無
●電話応対：なし

◎賃金支払日（毎月２５日）につ
いて、就業開始日により「当月
払い」か「翌月払い」かが決まり

 ます。
＜＜設備状況＞＞◆出入口段
差（無）◆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（可）

 ◆電話対応（無）
◎必要な合理的配慮について

 はお申し出ください。
 ◎障害者職業生活相談員配置

◎職場適応援助者（ジョブコー
チ）支援：応相談

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

パート労働者
1,000円～
1,200円

週３０時間以上就業をお
願いいたします。※週２０
時間以上就業も応相談高卒以上 年齢

不問
医薬品・化粧品小売業

42
|

③

ロクシタンジャポン　株式会社
 ・フライヤー（リーフレット）折込／袋への封入作業

 ・化粧品サンプルセット組作業
 ・商品シール貼付作業

 ・商品の検品
 　（数量確認及び汚れや傷のチェック）

 ・上記作業の完了報告
 ・化粧品ギフト詰め合わせ作業

 　（ギフトボックス組立て作業含む）
 ・その他倉庫業務に付随する軽作業

 　（事務所内で行える作業）

 倉庫軽作業／市川市
9：00～19：00の間の
7時間以上

東京都千代田区平河町２丁目１６
－１　平河町森タワー１２階

（就労トレーニング経験あれば尚可）
千葉県市川市

39
｜
⑤

株式会社　ミスミ
 ・ＣＡＤデータ確認業務

 ・特注品の作図
 ・３Ｄデータを図面化、自動解析の実施

 ・サプライヤーとの納期、価格調整
 　（電話・ＦＡＸ・メール）
 ・受注システムへの入力

・見積製品に対する技術問い合わせの対応

 技術職（ＣＡＤ） フレックス

（２）はコアタイム 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

２ＤＣＡＤ、３ＤＣＡＤ操作

東京都文京区後楽２－５－１　　飯
田橋ファーストビル

＜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
187,500円～
343,750円

(2)11時00分～15時00分

年齢
不問
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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

時給 企業全体2,613人

不問
就業場所 93人 土日祝

2人 うち女性 20人

13130-38566791 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
1,050円～1,100円 月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

時給 企業全体2,427人

不問
就業場所 111人 日祝他

1人 うち女性 18人

13030-25278691 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

時給 企業全体2,427人

不問
就業場所 111人

土日祝
他

1人 うち女性 18人

13030-25242391 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

時給 企業全体2,427人

不問
就業場所 111人

土日祝
他

1人 うち女性 18人

13030-25251691 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

時給 企業全体5,300人

不問
就業場所1,175人 土日祝

1人 うち女性 770人

13030-25814391 うちパート 171人 毎　週

加入保険等
時間外 なし 就業場所

雇用・労災・健康・厚生
ＪＲ駅構内、ＪＲ社員食堂等

休憩時間（分） 0分

東京都台東区他

 東京都台東区台東一丁目３０－７
秋葉原アイマークビル１１階

食堂，レストラン（専門料理店を除
く）

＊年次有給休暇・加入保険
は雇用条件により適用しま

 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。
 （無期６５歳・有期７０歳）

＊採用１年目は２ヶ月更新、
その後は６ヶ月更新となりま
す。

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
1,020円～
1,020円

73
|

①

株式会社
日本レストランエンタプライズ
外食事業本部

食器洗浄、調理補助、テーブルやフロア拭き、その
 他付随する業務等

（ＪＲ東日本グループ会社の日本レストランエンタ
プライズが運営する「レストラン・ラーメン店・社員

 食堂・老人ホームの食堂等」）
 

※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。
 

・最寄駅（東京・上野・田端・池袋・秋葉原・田町・
品川・大森・新川崎・立川・八王子等）

食堂のバックヤード業務

【設備状況】
・エレベーター：有（使用不可）
・トイレ：洋式
・車椅子移動スペース：無
・点字表示：無
・出入口段差：有
・手すり：有（一部分のみ）
※業務遂行上の合理的配慮の
確認のため、障害の状況（障害
種別や程度）や配慮事項等を
可能な範囲で応募書類にご記
入いただくかお申し出ください。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時30分～16時30分

パート労働者
940円～
940円

71
|

④

日本電設工業　株式会社
 中央学園内の研修施設及び宿泊施設の清掃

 ・通路、階段、ホールの掃き掃除・モップ掛け
 ・教室、会議室の拭き掃除

 ・宿泊室の掃除機掛け
 ・トイレ清掃

・その他付随する業務

 清掃スタッフ

千葉県柏市

電気工事業

東京都台東区

東京都台東区池之端１－２－２３
ＮＤＫ第二池之端ビル

【設備状況】
・エレベーター：有
・トイレ：洋式
・車椅子移動スペース：無
・点字表示：無
・出入口段差：有　１５ｃｍ
・階段手すり：有／両側
※業務遂行上の合理的配
慮の確認のため、障害の状
況（障害種別や程度）や配
慮事項等を可能な範囲で応
募書類にご記入いただくかお
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

パート労働者
1,020円～
1,020円

【設備状況】
・エレベーター：有
・トイレ：洋式
・車椅子移動スペース：無
・点字表示：無
・出入口段差：有　１５ｃｍ
・階段手すり：有／両側
※業務遂行上の合理的配
慮の確認のため、障害の状
況（障害種別や程度）や配
慮事項等を可能な範囲で応
募書類にご記入いただくかお
申し出ください。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 7時00分～16時00分

パート労働者
1,050円～
1,050円

(2)11時00分～20時00分

(3)20時00分～ 5時00分

東京都台東区池之端１－２－２３
ＮＤＫ第二池之端ビル

電気工事業

71
|

②

日本電設工業　株式会社
監視室での入館管理、巡回、施錠開錠、モニター

 監視を交代で行います。
 

 ※夜勤ありの業務
 

守衛スタッフ 東京都台東区池之端１－２－２３
ＮＤＫ第二池之端ビル

電気工事業

東京都台東区

66
|

③

株式会社　新開トランスポート
システムズ  倉庫内作業

 ・部品の出庫、添付品のチェック、包装の業務
・庫内整理、包装材のリサイクル仕分、トレー清掃

 などの簡単な作業
 

＊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。

 倉庫内軽作業 大田区東海２－１－１
品川区八潮３－２－２８
府中市日新町２－２
浦安市千鳥１５－１９

貨物運送取扱業（集配利用運送
業を除く）

71
|

③

日本電設工業　株式会社
 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

 

※上記業務に伴うエレベーター乗降時の操作及び
来客対応あり

清掃スタッフ

東京都大田区ほか

就業場所施設状況及び就
業時間は営業所によって異

 なります
＊羽田営業所の就業時間は
９：００～１８：００、その他の営

 業所は８：３０～１７：３０
 

※「雇止め年齢６５歳」（６５歳
 以上応募可）

※勤務地は相談の上決定さ
 せていただきます

※昇給は業務成績により適
宜実施

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
168,000円～
176,000円年齢

不問
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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

時給 企業全体3,000人

不問
就業場所 806人 他

1人
930円～
930円

うち女性 444人

11010-21185391 うちパート 191人 その他

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） 1時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体2,106人

不問
就業場所 611人 土日祝

2人 うち女性 45人

13120-22782291 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

時給 企業全体9,000人

不問
就業場所 119人 他

10人 うち女性 40人

13120-22770691 うちパート 6人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

時給 企業全体9,000人

不問
就業場所 119人 土日祝

3人 うち女性 40人

13120-22769191 うちパート 6人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 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

13110-27256591 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

病院

東京都足立区

東京都足立区竹の塚４－１－１２
 【施設設備状況】

電話応対：無
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
建物内車椅子移動スペース：有
フレックスタイム制：無
※上記の他必要な合理的配慮
についてはお申し出ください。
※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分の
間の４時間以上

パート労働者
1,020円～
1,020円

勤務日数・勤務時間は
週20時間以上で応相談

年齢
不問

82
｜
②

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

東京都墨田区太平４－１－３　オリ
ナスタワー１７階 ＜施設設備状況＞

・　就業場所階数　１７階
 ・　出入口段差　無

・　エレベーター　有
・　階段手すり　無
・　車椅子移動　可

 ・　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。
※年次有給休暇の付与：法
定通り／制服貸与：なし

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (1) 9時00分～18時00分

パート労働者
1,013円～
1,200円年齢

不問

年次有給休暇の付与：法定
 通り／制服貸与：あり

 ※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。

※従業員数は本社の従業員
 数

※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。
※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～18時00分

パート労働者
1,013円～
1,200円年齢

不問

79
｜
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。

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

食堂，レストラン（専門料理店を除
く）

東京都墨田区

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 8時20分～17時20分

正社員以外
163,200円～
179,200円

高卒以上 年齢
不問

116,400円～
116,400円

埼玉県戸田市

79
｜
③

株式会社　ペッパーフードサー
ビス

外食チェーンを運営する上場企業の清掃のお仕
 事です。

 　掃き掃除、モップ清掃、汚れチェック
 　掃除機がけ、拭き掃除等

 　掃き掃除、清掃エリアは、順次拡大予定です
 

※その他事務全般について、補助業務からお願い
しますが、仕事の内容については、個別に相談に
応じます。

清掃（庶務）

食堂，レストラン（専門料理店を除
く）

東京都墨田区

パソコン操作（ワード、エクセル）

77
｜
③

株式会社　小森コーポレーショ
ン

入社後は生産部門を中心に環境順応・製品理解
のための技術・技能について基礎訓練を行い、そ
の後適性・能力に応じて、組立、機械加工、工場

 内物流、清掃各部門へ配属します。
 

 【業務内容の例】
 ・組立…印刷機械の部品組み立て、調整

 ・機械加工…工作機材を用いた部品の加工
・工場内物流…部品ピッキング、ラインへの配膳

機械製造・工場内清掃

■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。)
■食事補助手当あり（１食あたり
２４０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。（無期６５歳・有期７０歳）
※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ヶ月未満） (1) 9時00分～17時00分

正社員以外 (2) 9時00分～16時00分

食堂，レストラン（専門料理店を除
く）

73
|

②

株式会社
日本レストランエンタプライズ
ＣＫ本部

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） 埼玉県戸田市美女木１２６９－１７

生活関連産業用機械製造業

茨城県つくば市

東京都墨田区吾妻橋３－１１－１

＜施設設備状況＞
・電話応対‐困難な方はなし

 ・出入口段差あり（１ｃｍ）
・階段手すり　片側・トイレ

 洋式
・エレベータ　あり　・建物内

 車椅子移動スペースなし
※必要な合理的配慮につい

 てはお申し出ください。
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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

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

13110-27259391 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 350人

不問
就業場所 20人 日他

4人 うち女性 3人

13110-27136091 うちパート 17人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 0分

時給 企業全体 350人

不問
就業場所 10人 日他

5人 うち女性 6人

13110-27184191 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） 0分

月給 企業全体 528人

不問
就業場所 20人

土日祝
他

2人 うち女性 1人

13080- 6496792 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 528人

不問
就業場所 20人

土日祝
他

2人 うち女性 1人

13080- 6508192 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

電気機械器具卸売業

東京都大田区

東京都新宿区新宿１－３－７ 〈就業場所における現在の
 施設等の状況〉

・電話応対：なし
 ・出入口段差：なし

・出入口ドア：開き戸
 ・エレベーター：なし

・階段手すり：あり（片側）
 ・車椅子移動スペース：なし

・トイレ：洋式
 ・点字表示：なし

 

※上記の他必要な合理的配
慮についてはお申出ください

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
163,431円～
163,431円

就業時間は応相談

年齢
不問

88
|

②

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）
 

フロア内を回り伝票に記載のある指定の棚から商
品（住宅設備機器（軽量物中心））を台車に載せ、

 配送準備等をしていただきます。
 

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２階（大田区）

〈就業場所における現在の
 施設等の状況〉

・電話応対：なし
 ・出入口段差：なし

・出入口ドア：開き戸
 ・エレベーター：なし

・階段手すり：あり（片側）
 ・車椅子移動スペース：なし

・トイレ：洋式
 ・点字表示：なし

 

※上記の他必要な合理的配
慮についてはお申出ください

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
163,431円～
163,431円

就業時間は応相談

年齢
不問

88
|

①

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）
 

フロア内を回り伝票に記載のある指定の棚から商
品（エアコンの室外機等の重量物あり）を台車に載

 せ、配送準備等をしていただきます。
 

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１・３階（大田区） 東京都新宿区新宿１－３－７

電気機械器具卸売業

東京都大田区

老人福祉・介護事業

普通自動車免許（ＡＴ限定）あれば尚可

各勤務地

東京都足立区千住１丁目４－１　東
京芸術センター１３０９号室
※令和２年２月　移転予定
東京都台東区上野６－１６－１７
朝日生命上野昭和通ビル６階

【施設設備状況】
 階段手すり：無
トイレ：車椅子用

  出入り口段差：無 
※施設状況は就業場所によ
り異なる。

※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） 8時３０分～１8時00分の
間の４時間以上

パート労働者
1,020円～
1,100円

勤務日数・勤務時間は
週20時間以上で応相談

年齢
不問

老人福祉・介護事業

東京都荒川区

85
｜
③

ベストリハ　株式会社

 残業は一切ナシ！　年間休日は１２４日間。
 デイサービスを利用されるお客様に対するサポート
業務
・介助業務（体操指導、リハビリ補助、移動介助
等）
・送迎業務（ＡＴ車）を行えれば尚可。
※介護に関して未経験・無資格・ブランクのある方

 も歓迎です
※希望勤務地考慮（五反野・西新井・北千住・西
日暮里・立石・墨田・小岩・竹ノ塚・台東・早稲田・
高田馬場・西早稲田・山王、蒲田、赤羽、東向島、
一之江、四谷、西落合、亀有、西新井西）

 ケアスタッフ（介護職）

85
｜
②

ベストリハ　株式会社
自社のデイサービス利用者の昼食及び全国に配

 送する冷凍食品の調理をします。
お弁当のおかずの調理として揚げ物、煮物の調
理、サポートをお任せします。また、洗浄、片付けも
行います。

 黙々と作業したい方にピッタリのお仕事です。
接客業務はありません。

 調理スタッフ

 【施設設備状況】
電話応対：無
出入口段差：無
階段手すり：両側
トイレ：車椅子用、洋式
エレベーター：有
建物内車椅子移動スペース：有
フレックスタイム制：無
※上記の他必要な合理的配慮
についてはお申し出ください。
※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分の
間の４時間以上

パート労働者
1,020円～
1,020円

勤務日数・勤務時間は
週20時間以上で応相談

年齢
不問

82
｜
③

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

東京都足立区千住１丁目４－１　東
京芸術センター１３０９号室
※令和２年２月　移転予定
東京都台東区上野６－１６－１７
朝日生命上野昭和通ビル６階

【施設設備状況】
エレベーター：無
階段手すり：無
トイレ：洋式

 出入り口段差：無

※上記の他、必要な合理的配
慮についてはお申し出ください
※労働条件に応じて各種保険
に加入します
 ※年次有給休暇は法定どおり
付与します

雇用期間の定めなし 5時３０分～１４時30分の
間の４時間以上

パート労働者
1,020円～
1,200円

勤務日数・勤務時間は
週20時間以上で応相談

年齢
不問

東京都足立区竹の塚４－１－１２

病院

74



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 650人

不問
就業場所 220人 他

1人 うち女性 160人

13080- 7277892 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

時給 企業全体5,000人

不問 （各県毎の
時給による）

就業場所 320人 他

1人 うち女性 190人

13080- 8821392 うちパート 220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 135,975円～
149,205円

月平均時間（時） 10時間 就業場所

休憩時間（分） 45分

時給 企業全体 908人

不問
就業場所 70人

土日祝
他

2人 うち女性 16人

13100-10215091 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
月平均時間（時） 10時間 就業場所

休憩時間（分） 60分 埼玉県草加市

時給 企業全体 4,297人

不問
就業場所 94人 他

5人 うち女性 3人

13100-10232391 うちパート 4人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

時給 企業全体 4,297人

不問
就業場所 41人 他

2人 うち女性 0人

13100-10233691 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

埼玉県さいたま市中央
区

【共通設備】　施設状況は就業
 場所により異なります。

・エレベーター［無］
 ・車いす移動　［不可］　

・玄関ドア［手動］
 ・建物内段差　［有］

 ＊就業場所は応募時に相談。
＊上記の他、必要な合理的配

 慮についてはお申出ください。
＊業務遂行上の配慮等の確認
のため、障害の状況や配慮事
項　等を可能な範囲で応募書
類にご記入ください。
 ＊雇止め規定あり

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 8時00分～17時00分

正社員以外
158,100円～
204,000円年齢

不問

110
|

③

株式会社カクヤス

当社は、毎日たくさんのトラックで居酒屋やレストラン等
にお酒やジュースをお届けしており、その供給拠点であ
る業務用センター内でのお仕事となります。主な仕事内

 容は・・・
 ・メーカーから入荷したお酒を検品し、所定の棚に並べる

 ・出荷するお酒を所定の棚からピッキング
 ・ダンボール箱の片付け、倉庫内清掃

 ・リサイクル瓶の仕分け
など。１人ひとりの特性や経験・スキルに応じて仕事内容
を決めています。２０ｋｇ前後の重量物を運ぶこともあるの
である程度の体力は必要ですが、リラックスした雰囲気
の中で仕事ができるのでとても気持ちの良い汗をかける
職場です。

倉庫内スタッフ／埼玉・千葉 東京都北区豊島２－３－１

食料・飲料卸売業

930円～
1,200円

110
|

②

株式会社カクヤス

当社は、毎日たくさんのトラックで居酒屋やレストラン等
にお酒やジュースをお届けしており、その供給拠点であ
る業務用センター内でのお仕事となります。主な仕事内

 容は・・・
 ・メーカーから入荷したお酒を検品し、所定の棚に並べる

 ・出荷するお酒を所定の棚からピッキング
 ・ダンボール箱の片付け、倉庫内清掃

 ・リサイクル瓶の仕分け
など。１人ひとりの特性や経験・スキルに応じて仕事内容
を決めています。２０ｋｇ前後の重量物を運ぶこともあるの
である程度の体力は必要ですが、リラックスした雰囲気
の中で仕事ができるのでとても気持ちの良い汗をかける
職場です。

倉庫内スタッフ／東京・横浜

東京都北区赤羽南　２丁目２０－７ ＜就業場所における現在の
 施設等の状況＞　　　　　　　

・エレベーター［有］
 ・出入口段差［有］

・車いす移動スペース［無］
 ・階段手すり［有（片）］

・点字表示　　［無］
 ・トイレ［洋式・和式］

 

※上記の他、必要な合理的
配慮についてはお申出くださ
い。
 ＊賞与実績：４千～３万円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時00分～17時00分

パート労働者
950円～
1,013円

高卒以上 年齢
不問

食料・飲料卸売業

1,020円～
1,200円

東京都大田区

東京都北区豊島２－３－１ 【共通設備】　施設状況は就業
 場所により異なります。

・エレベーター［無］
 ・車いす移動　［不可］　

・玄関ドア［手動］
 ・建物内段差　［有］

 ＊就業場所は応募時に相談。
＊上記の他、必要な合理的配

 慮についてはお申出ください。
＊業務遂行上の配慮等の確認
のため、障害の状況や配慮事
項　等を可能な範囲で応募書
類にご記入ください。
＊雇止め規定あり

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 8時00分～17時00分

正社員以外
173,400円～
204,000円年齢

不問

109
|

②

株式会社ＤＮＰロジスティクス

ピッキング
仕分
梱包

 発送準備等
 

＊慣れたら一人で判断をして行っていただく仕事で
 す。

 

 ＊配属部署により繁忙期に残業増える可能性あり。
 

 ＊正社員登用制度あり

作業職

〈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：あり（２０ｃｍ）
 ・出入口ドア：引き戸

・エレベーター：あり
 ・階段手すり：あり（両側）　

・車椅子移動スペース：なし
 ・トイレ：車椅子用あり

＊施設状況は就業場所により異
 なる

＊上記の他、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）  又は8時30分～17時30分

正社員以外
925円～
1,015円

の間の7時間

高卒以上 年齢
不問

就業時間は相談可104

株式会社　紀伊國屋書店
 仕入れ業務全般

 

 入荷商品の仕分け、検品、返品作業
 

 店内清掃、店頭商品の管理、問合せ応対　など
 

※将来的に上記業務全般を担当していただきます

仕入（軽作業） (1) 9時00分～16時45分 東京都新宿区新宿３丁目１７番７号

書籍・文房具小売業

東京・神奈川・埼玉
・千葉の各店舗

その他の道路貨物運送業

東京都北区、板橋区

東京都新宿区

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：あり

 ・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
※正社員登用実績あり

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時15分～18時15分

正社員以外
300,000円～
300,000円

状況に応じて相談可

年齢
不問

電話受付業務またはテレマーケティングの経験の
ある方歓迎

99
|

④

ヒルトン・リゾーツ・マーケティン
グ・コーポレーション

◆説明会・体験宿泊の日時を確保する
 　オペレーター業務

 

◆お客様情報・説明会・宿泊日時などを
 　システムへ入力

 

◆ご宿泊の日程変更や様々なご要望への
 　対応

 

 ◆説明会直前のお客様へのリマインド連絡
 

◆お客様からの各種お問い合わせ対応　　など

カスタマーケア

建物売買業，土地売買業
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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6,454人

就業場所2,937人 日祝他

2人 うち女性 1,997人

13040-47909992 うちパート 0人 その他

加入保険等
時間外 なし 就業場所

雇用・労災・健康・厚生

休憩時間（分） 60分

時給 企業全体6,454人

就業場所2,937人 他

2人 うち女性 1,997人

13040-47911292 うちパート 0人 その他

加入保険等
時間外 なし 就業場所

雇用・労災・健康・厚生

休憩時間（分） 60分

時給 企業全体3,700人

 
就業場所 20人 他

3人 うち女性 15人

13090-52477491 うちパート 18人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 45分

時給 企業全体3,700人

 
就業場所 20人 他

5人 うち女性 15人

13090-52471591 うちパート 18人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 45分

時給 企業全体3,700人

 
就業場所 20人 他

5人 うち女性 15人

13090-52476991 うちパート 18人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 45分

・電話応対：無
 ・出入口段差：店舗による

・出入口ドア：自動
 ・エレベーター：無

・車いす移動スペース：無
 ・トイレ：洋式

※必要な合理的配慮につい
 ては申出ください。

※店舗につきましては当社
ホームページをご参照くださ
い
※人事制度により雇止め（定
年）規定あり

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 8時00分～15時00分

パート労働者
933円～
980円

(2) 9時00分～16時00分

年齢
不問

119
｜
③

株式会社　ビッグ・エー

 店舗内での商品補充
 商品整理
 店内清掃

店頭の自転車整理

店舗商品補充・整理、清掃、自転車整理／千葉 東京都板橋区大山東町２５－１３

 ・電話応対：無
 ・出入口段差：店舗による

・出入口ドア：自動
 ・エレベーター：無

・車いす移動スペース：無
 ・トイレ：洋式

※必要な合理的配慮につい
 ては申出ください。

※店舗につきましては当社
ホームページをご参照くださ
い
※人事制度により雇止め（定
年）規定あり

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 8時00分～15時00分

パート労働者
1,018円～
1,080円

(2) 9時00分～16時00分

年齢
不問

百貨店，総合スーパー

千葉県内（船橋市他）

東京都板橋区

119
｜
②

株式会社　ビッグ・エー

 店舗内での商品補充
 商品整理
 店内清掃

店頭の自転車整理

店舗商品補充・整理、清掃、自転車整理 東京都板橋区大山東町２５－１３

百貨店，総合スーパー

 ・電話応対：無　　　　　　
 ・階段手すり：有（片）

・出入口ドア：引き戸
  ・エレベーター：無
・車いす移動スペース：無

 ・トイレ：洋式
※必要な合理的配慮につい

 てはお申出ください。
※人事制度により雇止め（定
年）規定あり

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 7時00分～14時00分

パート労働者
1,018円～
1,018円

(2)12時00分～19時00分

年齢
不問

119
｜
①

株式会社　ビッグ・エー

板橋区にある物流センターの倉庫内での商品仕
 分け作業。

ある程度の数量の商品や重さ（１０ｋｇ位）のある商
 品を仕分けする、体力が必要な作業です。

倉庫内作業 東京都板橋区大山東町２５－１３

百貨店，総合スーパー

東京都内（板橋区他）

 ・出入口段差（有）
・トイレ（洋式・和式）

 ・エレベーター（有）
・フレックスタイム制（なし）

 ・階段手すり（片側）
・建物内車いす移動（配慮可）

 ※就業場所で異なります。
※必要な合理的配慮について

 はお申し出ください。
※健康管理　年２回定期健康

 診断を実施
 ※ユニホーム　貸与

※後日適性検査あり

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） ８時３０分～１５時３０分の
間の７時間程度
※平日・土日とも6～7時
間で週30時間程度（勤務
日数・勤務時間とも相談
可）

パート労働者

1,013円
年齢
不問

115
|

③

学校法人慈恵大学

 病院給食調理補助業務
 ・野菜、果物の洗浄

 ・野菜等の皮むき等下処理
 ・盛付け

 ・調理場内の清掃等
 　

≪契約期間≫初回は２ヶ月の契約。更新後、年度
 毎更新。

 

＊現在、本学では約６０名の方々が障害者として勤
務しています。教職員全員が建学の精神である、
「病気を診ずして病人を診よ」の理念のもとに働い
ています。

調理員（パートタイム職員） 変形（１ヶ月単位） 東京都港区西新橋３－２５－８

東京都港区

・電話応対（応相談）
 ・出入口段差（有）

・トイレ（洋式・和式）
 ・エレベーター（有）

・フレックスタイム制（なし）
 ・階段手すり（片側）

・建物内車いす移動（配慮可）
 ※就業場所で異なります。　

※必要な合理的配慮について
 はお申し出ください。

 ※正社員登用制度あり
≪契約期間≫初回は２ヶ月の
契約。更新後、年度毎更新。

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
(2) 9時00分～17時30分

年齢
不問

東京都狛江市
千葉県柏市

115
|

②

学校法人慈恵大学

１　入院、外来、手術室での診療環境の整備に関す
 る業務

２　診療および看護に必要な物品の点検、調整に関
 する業務

 ３　患者ケアに関する業務
 ＜具体例＞・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、ベッドメイクなど

 ※配属部署により就業時間は多少異なります。
 ※経験、希望等により応相談

＊現在、本学では約６０名の方々が障害者として勤務
しています。教職員全員が建学の精神である、「病気
を診ずして病人を診よ」の理念のもとに働いています。

 看護補助員 変形（１ヶ月単位） 東京都港区西新橋３－２５－８

病院

東京都港区

東京都葛飾区・狛江市
千葉県柏市
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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

時給 企業全体3,700人

 
就業場所 20人 他

5人 うち女性 15人

13090-52479891 うちパート 18人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 45分

時給 企業全体1,931人

 
就業場所 581人 他

2人 うち女性 184人

13090-52017291 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

時給 企業全体5,177人

 
就業場所 30人 他

2人 うち女性 20人

13090-52483691 うちパート 25人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体
10,699

人
 

就業場所
10,699

人
他

1人 うち女性 4,715人

13090-52327091 うちパート1,285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

時給 企業全体
10,699

人
 

就業場所
10,699

人
他

1人 うち女性 4,715人

13090-52317591 うちパート1,285人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 20時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

東京都港区

 （各施設により異なります）
・電話応対：無

 ・エレベーター：有
・点字表示：無
・建物内車いす移動スペー

 ス：無
・出入口段差：無

 ・階段手すり：有／片側
 ・トイレ：和式・洋式

※上記の他、必要な合理的
配慮についてはお申し出下

 さい。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 7時00分～15時30分

パート労働者
1,020円～
1,200円

(2) 8時30分～17時00分

年齢
不問

(3)11時30分～20時00分

東京都港区

130
｜
④

株式会社　プリンスホテル  ・料理盛り付け
 ・洗い場

 ・汁器の整理、運搬　など
 

 ※早番、遅番制度の職場あり。
 ※必要に応じて就業時間等相談に応じます。

※就業時間等は週２０時間以上で相談に応じま
す。

調理補助 交替制あり 東京都豊島区南池袋１－１６－１５

旅館，ホテル

 （各施設により異なります）
・電話応対：無

 ・エレベーター：有
・点字表示：無
・建物内車いす移動スペース：

 無
・出入口段差：無

 ・階段手すり：有／片側
 ・トイレ：和式・洋式

※上記の他、必要な合理的配
 慮についてはお申し出下さい。

※賞与は会社の業績等により支
給の有無を決定いたします。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 7時00分～15時30分

正社員以外
165,200円～
200,000円

(2) 8時30分～17時00分

年齢
不問

(3)11時30分～20時00分

130
｜
③

株式会社　プリンスホテル
 ・料理盛り付け

 ・洗い場
 ・汁器の整理、運搬　など

 

 ※早番、遅番制度の職場あり。
 ※必要に応じて就業時間等相談に応じます。

調理補助 交替制あり 東京都豊島区南池袋１－１６－１５

旅館，ホテル

・エレベーター：無
 ・出入口段差：有１０センチ

・車いす移動スペース：無
 ・階段手すり：無

・点字表示：無
・トイレ：洋式

 ・電話対応：無
※上記の他、必要な合理的配

 慮については申出ください。
 ※更新は勤怠状況による。

※社会保険・有給休暇は法定
 通り。

※休憩時間は就労時間による。

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）  6時30分～23時30分

パート労働者
1,020円～
1,070円

の間の4時間以上

高卒以上 年齢
不問

東京都豊島区他

123

株式会社　シャノアール
 ・喫茶店（セルフサービスのカフェ）での調理・接客

 ・サンドイッチなどの軽食の作成
 ・ドリンク作成

 ・レジ業務
 ・テーブル拭き

 ・フロア清掃
※カウンター内での調理・接客のお仕事です。

カフェスタッフ・接客 東京都豊島区東池袋３－１－１　サ
ンシャイン６０ビル４５階

その他の飲食店

・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。
※アルバイト社員就業規則によ
り雇止め規定あり

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）  9時00分～18時00分

パート労働者
1,020円～
1,200円

の間の６時間程度

年齢
不問

122
｜
②

日本ホテル　株式会社

東京都豊島区他

○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
 

※契約社員～正社員への登用の可能性あり。

調理補助 東京都豊島区西池袋１－６－１

旅館，ホテル

調理の経験（包丁などの調理器具を使用した家庭
 での調理経験でも可）調理師免許尚可　レストラン

厨房での実務経験尚可

百貨店，総合スーパー

埼玉県内（さいたま市見沼区他）

東京都板橋区大山東町２５－１３ ・電話応対：無
 ・出入口段差：店舗による

・出入口ドア：自動
 ・エレベーター：無

・車いす移動スペース：無
 ・トイレ：洋式

※必要な合理的配慮につい
 ては申出ください。

※店舗につきましては当社
ホームページをご参照くださ
い
※人事制度により雇止め（定
年）規定あり

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 8時00分～15時00分

パート労働者
933円～
950円

(2) 9時00分～16時00分

年齢
不問

119
｜
④

株式会社　ビッグ・エー

 店舗内での商品補充
 商品整理
 店内清掃

店頭の自転車整理

店舗商品補充・整理、清掃、自転車整理／埼玉

77



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 454人

就業場所 235人
土日祝
他

1人 うち女性 75人

13040-47921592 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生
就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体3,521人

就業場所 700人 土日祝

2人 うち女性 400人

13040-47952492 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） 5時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体1,818人

就業場所 22人 他

2人 うち女性 5人

13040-48391492 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） 20時間

休憩時間（分） 60分

時給 企業全体2,400人

就業場所 66人 土日祝

1人 うち女性 15人

13040-48422492 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

時給 企業全体2,400人

就業場所 1人 土日祝

1人 うち女性 0人

13040-48427092 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

 【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
・車椅子移動スペース　無

 ・階段手すり　有
・玄関ドア手動（暗証番号に

 よる開閉）
※必要な合理的配慮につい
てはお申し出ください。
  ※雇止め規定あり

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 8時00分～15時00分

パート労働者
923円～
1,200円

(2) 9時00分～16時00分

年齢
不問

※就業時間は応相談

150
|

③

トッパン・フォームズ・オペレー
ション　株式会社  独身寮の清掃補助（男性寮）

 ・寮敷地内、寮内の清掃
 ・ゴミの収集、分別

・寮管理人から指示があり、仕事を覚えてもらいま
 す。

 ・建物内は階段での移動になります。
（地上４階建）

 清掃補助／幕張  東京都港区東新橋１－７－３
トッパンフォームズビル６Ｆ

情報処理・提供サービス業

【施設状況】
・エレベーター　有

 ・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（暗証番号

 入力による開閉）
※必要な合理的配慮につい
てはお申し出ください。
 ※雇止め規定あり

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 8時00分～15時00分

パート労働者
1,013円～
1,200円

(2) 9時00分～16時00分

年齢
不問

※就業時間は応相談

千葉県千葉市花見川区

※当社運営の携帯電話ショップ
（東京都、埼玉県、千葉県、神奈
川県のいずれか）

150
|

②

トッパン・フォームズ・オペレー
ション　株式会社

 独身寮の清掃補助（男性寮）
 

 ・寮敷地内、寮内の清掃
 ・ゴミの収集、分別

・寮管理人から指示があり、仕事を覚えてもらいま
 す。

 ・建物内は階段での移動になります。
 （地上５階建）

 

 清掃補助／目白  東京都港区東新橋１－７－３
トッパンフォームズビル６Ｆ

情報処理・提供サービス業

・出入り口段差（なし）
 ・トイレ（洋式）

・エレベーター（なし）
・マイカー通勤（就業場所によ

 る）
 ・車椅子移動（スペースなし）

※上記の他、必要な合理的配
 慮についてはお申出下さい。

※施設状況は就業場所により異
 なります。

※昇給追記：人事考課により有
 無を決定

※年間休日：１２６日（２０１９年度
見通し）

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (2) 9時45分～18時45分

正社員以外
186,000円～
246,400円

(3)11時00分～20時00分

高卒以上 年齢
不問

又は9時45分～21時の間
の8時間程度

147
|

②

株式会社　ＴＤモバイル

・携帯電話ショップ（ドコモ・ａｕ・ソフトバンクショッ
プ）にてお客様に各商品やサービスをご提案いた

 だきます。
・スマートフォンやタブレット端末の販売、料金診断

 や故障受付など、地域のお客様への接客・サービ
  ス全般に携わります。

※社員個人向けの販売ノルマはありません。店舗と
 しての売上目標を達成するために店舗メンバーで

  協力して取り組んでいます。
※教育研修制度が充実しているので接客経験や専門
知識がなくてもご安心ください。定期的な研修やマン

 ツーマンのＯＪＴ研修、通信教育にてサポートします。
※就業時間はシフト制（他シフトあり）

携帯電話ショップでの接客販売 (1)10時00分～19時00分 東京都港区浜松町１－３０－５　浜
松町スクエア

他に分類されない小売業

（休日
はシフト
制）

東京都港区

東京都豊島区

東京都港区

東京都港区赤坂８－１－１９　日本
生命赤坂ビル

・エレベーター：有
 ・建物段差：有（５ｃｍ）

・洋式トイレ：有
 ・障害者トイレ：有　　　

・車椅子の移動スペース：無
 ・玄関：自動

※必要な合理的配慮につい
 てはお申し出ください。

※次のステップに進む方は
適性テスト有り。

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

200,000円
(2) 9時30分～18時30分

高卒以上 年齢
不問

管理，補助的経済活動を行う事業
所（７２専門サービス業）

東京都品川区

137
|

③

株式会社ユナイテッドアローズ

  ■業務内容
 １、日常カフェ業務

　　開店準備から、セッティング、ドリンク・フードの
提供、レジ対応、お客様のお迎え入れ、お見送りま

 で一連。
※カウンターごしでの接客対応。障がいに配慮しま

 す。
 ２、カフェ企画サポート全般

　　各種イベント企画に対してのアイデア出し等、
 企画サポート全般。

社歴や年齢に関係なく、実力と継続が評価される
社風です。
※正社員登用の可能性あり

 カフェ業務

・エレベーター：有
・建物段差：有
・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
※雇止め規定あり

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1) 9時00分～17時00分

正社員以外
150,000円～
160,000円年齢

不問

131
|

②

株式会社　セガホールディング
ス  社内メールサービス

 （郵便物、宅配便の回収、仕分等）
 

 

 

※初回契約は３ヶ月、その後年度更新

 メールサービス  東京都品川区西品川１－１－１
 住友不動産大崎ガーデンタワー

※シフト制（実働8時間） その他の織物・衣服・身の回り品小
売業
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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

時給 企業全体6,800人

就業場所1,200人 土日祝

1人 うち女性 800人

13040-48483692 うちパート 60人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

就業場所

雇用・労災・健康・厚生

休憩時間（分） 60分

時給 企業全体1,107人

不問
就業場所 10人 土日祝

1人 うち女性 7人

13060-22812191 うちパート 7人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 0分

時給 企業全体 905人

不問
就業場所 188人 他

3人 うち女性 21人

13060-22815691 うちパート 2人 その他

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 5時間 就業場所

休憩時間（分） 0分

月給 企業全体 307人

59歳
以下

就業場所 51人 他

3人 うち女性 11人

13060-22819891 うちパート 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

時給 企業全体7,300人

不問
就業場所 43人 土日祝

3人 うち女性 27人

13170-56986591 うちパート 26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

各種食料品小売業

東京都三鷹市

160
|

②

ＡＮＡウィングフェローズ・ヴイ
王子株式会社

１．ＡＮＡグループ社員に貸与される制服等の受付と管
 理

・制服等貸与品のタタミ・仕分け、カウンターでの受付業
 務

 ・クリーニング業者への出品・納品業務
 ２．コンビニエンスストア業務

 ・レジ、検品、発注、商品陳列、品出し、ＰＯＰ作成、
 　接客業務など（以下勤務地）

・殿町ビジネスセンター店
 川崎市川崎区殿町３－２６－３

 ・訓練センター店　大田区東糀谷６－７－５６　
 ・コンポーネントビル店　大田区羽田空港３－５－５

☆ジョブローテーションとして、職場・仕事の内容が変わ
る可能性があります。

（障）カスタマーフロント職／羽田 交替制あり 東京都大田区羽田空港３－３－２

162
｜
④

株式会社　キャメル珈琲　三鷹
シェアードサービスセンター

 女性が多く活躍している職場です。
直営店カルディコーヒーファームの運営をお手伝い
する業務です。店舗で使用する買物かご清掃や
シール貼り作業を行います。本社の依頼を受けて
資材の仕分けや梱包も行います。納期に合わせて
作業を行うため、他者と協力してお仕事できる方が
向いています。オフィス内作業で２０代～４０代の方

 が活躍中です。
 【１日の流れ】

 　９：００～１２：００　シール貼り（休憩あり）
 １２：００～１３：００　昼休憩

１３：００～１６：００　買物かご清掃（休憩あり）

軽作業／パート

 ☆施設整備状況　
　エレベーター有／建物内車椅
子移動スペース有／階段手すり
有／車椅子専用トイレ完備／事
業所出入口　自動扉完備バリア

 フリーの事務所です。
 ☆電話対応　応相談

☆通勤手当は当社規定に従い
 支給します。

☆賃金は、あくまでも初任給で
 す。

☆引越し費用、移動費用は当
社負担（条件あり）

雇用期間の定めなし (1) 7時00分～19時10分

正社員
164,840円～
164,840円

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
1,020円～
1,020円

(2)18時00分～23時00分

年齢
不問

(3)23時00分～ 6時00分

東京都三鷹市上連雀１－１２－１７
三鷹ビジネスパーク２階 ・エレベーター：有

・車椅子移動スペース：有
・出入口段差：無

 ・車椅子対応トイレ有（１Ｆ）
※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
＊年次有給休暇、社会保険

 等加入は法令に基づきます
 ＊長期勤務出来る方優遇

 ＊スタッフ割引制度有り　
 ＊正社員への登用制度あり

雇用期間の定めなし 9時00分～16時00分

パート労働者
1,015円～
1,100円

の間の6時間以上

年齢
不問

他に分類されない事業サービス業

東京都大田区

(2) 7時00分～21時30分

高卒程度以上 省令１
号

東京都大田区

159

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。

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

他に分類されない事業サービス業

・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。
・休憩時間、年次有給休暇は法

 定通り付与いたします。
 【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、洋式、和式
※必要な合理的配慮について
はお申し出ください。

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） 8:45～17:00の間の

パート労働者
1,013円～
1,013円

4時間以上

年齢
不問

※週20時間以上で応相談

158
|

②

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わせください。
※電話応対はありません。

 （障）介護補助職 東京都大田区大森北１丁目３４－６

病院

東京都大田区

 ＜施設設備状況＞
　出入り口段差：無

 　エレベーター：有　　　
　階段手すり：有（片側）

 　トイレ：障害者用有　　
　建物内車椅子移動スペー

 ス：有
 

※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。

・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
 ・車椅子移動スペース：無

※施設状況は就業場所によ
 り異なります。

※必要な合理的配慮につい
てはお申し出ください。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）
　※採用日～令和2年3月31日
　　 4月1日～原則1年毎の更新

(1) 8時30分～17時00分

1,013円
※就業時間は応相談

（週20時間以上）パート労働者 年齢
不問

高等教育機関
155
|

③

学校法人　昭和大学 ・大学、病院内清掃業務
 　廊下・窓ふき・（トイレ清掃）等

＊加入保険・有給休暇・休憩時間については就業
条件により法定通り
 

 用務員 東京都品川区旗の台　１－５－８

東京都品川区
東京都世田谷区
東京都江東区
神奈川県横浜市
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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

時給 企業全体 550人

不問
就業場所 11人 他

1人 うち女性 11人

13070-13862692 うちパート 3人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分 東京都新宿区　等

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

13070-13854092 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生 1,200円～
1,300円

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 460人

不問
就業場所 400人 他

2人 うち女性 200人

13070-13859492 うちパート 40人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

労災
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 0分

時給 企業全体 156人

不問
就業場所 73人

土日祝
他

1人 うち女性 27人

13070-13855392 うちパート 0人 毎　週

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・財形
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体1,500人

59歳
以下

就業場所 20人 他

1人 うち女性 15人

13070-14264492 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） 1時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

179

珈琲館株式会社  喫茶店の運営
 ・お冷を持っていき、注文を受け、オーダーを提供

 ・レジ業務
・キッチン業務は、コーヒー抽出やサンドイッチ等の

 仕込み・軽作業をしていただきます。

その他、お店に係る清掃等も含めて携わっていた
だきます。

店舗勤務・接客・キッチン軽作業 変形（１ヶ月単位）

・エレベーター：有
 ・階段手すり：有（片側）

・出入口段差：有（６ｃｍ）
 ・トイレ：洋式

 ・車椅子移動スペース：無
※必要な合理的配慮はお申し
出ください。
※加入保険・休憩時間・有給休
暇は、就業時間により法定どおり
適用。
※雇用期間は会社の年度に合
わせて更新後は２／１から６か月
もしくは１年ごとの更新になりま

 す。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (1)10時00分～16時00分

パート労働者
1,020円～
1,020円年齢

不問178

日邦薬品工業　株式会社
 ＜業務内容は本人の特性や希望に応じて相談＞

 ・会議室、流し、トイレの清掃業務
 ・会議室の整備（椅子、机の移動）

 ・荷物や郵便物の各階への配布
 ・他県事業所宛の荷物の梱包及び発送
 　（荷物は５ｋｇを超えるものもあります。）

・郵便物の発送（郵便局徒歩３分）
東京都渋谷区

喫茶店

東京都渋谷区

 東京都渋谷区千駄ケ谷５－１５－２
珈琲館グループ本社ビル

・エレベーター：無
 ・階段手すり：片側

・出入り口段差：有（２０ｃｍ）
・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。
※22時以降の就労について
は18歳以上の方が対象

雇用期間の定めなし 6時00分～23時00分

正社員
196,000円～
254,000円

の間の8時間程度

省令１
号

東京都渋谷区代々木３－４６－１６

医薬品・化粧品等卸売業

清掃・軽作業

東京都目黒区

東京都目黒区下目黒　１－８－１

176
｜
③

株式会社　目黒雅叙園
 中華鍋、おたまなど調理用具全般の洗浄

 

 ※食器洗浄はありません。
※洗浄後の調理用具の移動、運搬あり（８ｋｇぐらい

 まで）シンクの高さが低めです。

調理用具の洗浄（中華）

高卒以上

167
｜
③

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

・エレベーター：有
 ・階段手すり：無

・出入り口段差：無
 ・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。
※週4日以上勤務できる方
※加入保険・休憩時間・有
給休暇は、就業時間により法
定どおり適用。
※最初の契約は３月３１日ま
で、以後１年（年度）更新

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） ９時00分～22時00分

パート労働者
1,050円～
1,500円

の間の4時間以上

高卒以上 年齢
不問

 清掃業務 東京都渋谷区渋谷２丁目９－８

年齢
不問

東京都渋谷区

家庭等で清掃のご経験があれば、充分対応可能です

163

株式会社スリムビューティハウ
ス

 【女性限定求人】※均等法適用除外
 

 女性専用エステティックサロン内の簡単な清掃
・施術ルーム内をモップ、箒、雑巾等を使用して清

  掃して頂きます。
・雑巾を絞る動作など、手首等を使っての立ち仕

 事です。
・１人現場ですが、慣れるまでは店舗に勤務してい
る社員が指導します。

集会場

美容業

東京都中央区

移動電気通信業

・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

東京都渋谷区代々木３－２２－７
新宿文化クイントビル３Ｆ

・エレベーター：有
・出入口段差：有（二段）
・階段手すり：有

 ・点字表示：無
・車椅子移動スペース：無
・トイレ：洋式
 ※必要な合理的配慮について
はお申し出ください。
※有給、休暇、保険加入等は

 契約内容による。（法定内）
※最初の契約期間（３ヶ月間）は

 試用期間とみなします。
※各店舗１名ずつ採用予定
※週20時間以上で応相談

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） 10時00分～18時00分

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
177,480円～
192,270円

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。
 ※必要な合理的配慮につい

 てはお申し出ください。
※適性検査あり（面接会当

 日は行いません）
※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。

パート労働者
1,050円～
1,200円

の間の6時間程度

年齢
不問
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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

時給 企業全体2,190人

不問
就業場所 4人 火他

1人 うち女性 0人

13070-13885792 うちパート 0人 その他

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災・健康・厚生・財形
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

時給 企業全体2,190人

不問
就業場所 4人 火他

1人 うち女性 0人

13070-13886292 うちパート 1人 その他

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体1,926人

不問
就業場所 112人 他

1人 うち女性 90人

13070-13877792 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

時給 企業全体1,926人

不問
就業場所 112人 他

1人 うち女性 90人

13070-13878292 うちパート 98人 その他

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 45分

時給 企業全体1,926人

不問
就業場所 26人 他

1人 うち女性 18人

13070-13879592 うちパート 22人 その他

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 45分

年齢
不問

・エレベーター：有
 ・階段手すり：片側

・トイレ：洋式
 ・車椅子移動スペース：無

・出入り口段差：有（最大で１
 ５ｃｍ程度）

※必要な合理的配慮につい
 てはお申し出ください。

※加入保険・休憩時間・有
給休暇は、就業時間により法
定どおり適用。
※22時以降の就労について
は18歳以上の方が対象

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） 10時00分～23時00分

パート労働者
1,020円～
1,020円

の間の5時間以上

高卒以上 年齢
不問

181
｜
③

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
学び、作業を一通り習得して頂きます。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。

店舗スタッフ／星乃珈琲店／新宿アルタ店 東京都渋谷区猿楽町１０－１１　ＮＲ
Ｓビル

食堂，レストラン（専門料理店を除
く）

東京都新宿区

食堂，レストラン（専門料理店を除
く）

東京都大田区

181
｜
②

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／大田
区

東京都渋谷区猿楽町１０－１１　ＮＲ
Ｓビル

・エレベーター：無
・階段手すり：片側
・トイレ：洋式

 ・車椅子移動スペース：無
 ・出入口段差：有（２０ｃｍ位）

※必要な合理的配慮につい
 てはお申し出ください。

※二次選考時に適性検査を
実施します。

 ■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。

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

食堂，レストラン（専門料理店を除
く）

東京都大田区

東京都渋谷区猿楽町１０－１１　ＮＲ
Ｓビル

・エレベーター：無
・階段手すり：片側
・トイレ：洋式

 ・車椅子移動スペース：無
 ・出入口段差：有（２０ｃｍ位）

 ※必要な合理的配慮につい
 てはお申し出ください。

※加入保険・休憩時間・有
給休暇は、就業時間により法
定どおり適用。

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） 8時00分～17時00分

パート労働者
1,020円～
1,020円

の間の5時間以上

180
｜
①

東日本三菱自動車販売　株式
会社

店舗から回収したリサイクル品の仕分け作業を行っ
 ていただきます。

 

 【主な業務内容】
・社内ルート配送（車両は当社でご用意いたします）

 補助要員
・リサイクル品仕分け（事務所内での作業となりま
す。）
・リサイクル品回収

軽作業／エコ推進室志村 変形（１年単位）

運転経験（ペーパードライバー及び初心者不可）　　　　　　

181
｜
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／大田
区

変形（１ヶ月単位）

・エレベーター：無
・階段手すり：片側
・出入口段差：有（１０ｃｍ）
・トイレ：洋式
・車椅子移動スペース：無
※必要な合理的配慮はお申し
出ください。
※加入保険・休憩時間・有給休
暇は、就業時間により法定どおり
適用。
※契約更新は、双方の話し合い
によります。契約更新後は年度
単位の１年間の雇用契約に移行
します。（初年度は３月末迄）

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
1,020円～
1,020円

(2) 9時30分～18時15分

年齢
不問

180
｜
②

東日本三菱自動車販売　株式
会社 近隣の店舗に車でリサイクル品の回収に行ってい

ただき、事業所で仕分け作業を行っていただきま
す。
 

 【主な業務内容】
 ・リサイクル品回収、仕分け

 ※まれに、大型荷物（オフィス家具等）の運搬業務
 あり。

軽作業／エコ推進室東京　立川市 変形（１年単位）

普通自動車免許

東京都立川市

東京都目黒区鷹番１－４－７

自動車小売業

東京都板橋区

運転経験（ペーパードライバー及び初心者不可）

東京都目黒区鷹番１－４－７ ・エレベーター：無
・階段手すり：片側
・出入口段差：有（１０ｃｍ）
・トイレ：洋式
・車椅子移動スペース：無
※必要な合理的配慮はお申し
出ください。
※加入保険・休憩時間・有給休
暇は、就業時間により法定どおり
適用。
※契約更新は、双方の話し合い
によります。契約更新後は年度
単位の１年間の雇用契約に移行
します。（初年度は３月末迄）

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
1,020円～
1,020円

(2) 9時30分～18時15分

年齢
不問

自動車小売業

普通自動車免許
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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

時給 企業全体1,926人

不問
就業場所 21人 他

1人 うち女性 16人

13070-13831992 うちパート 18人 その他

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 45分

時給 企業全体1,926人

不問
就業場所 32人 他

1人 うち女性 24人

13070-13880392 うちパート 27人 その他

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 45分

時給 企業全体1,926人

不問
就業場所 14人 他

1人 うち女性 6人

13070-13843292 うちパート 12人 その他

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 45分

時給 企業全体1,926人

不問
就業場所 10人 他

1人 うち女性 8人

13070-13881892 うちパート 8人 その他

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 45分

時給 企業全体1,926人

不問
就業場所 14人 他

1人 うち女性 8人

13070-13882992 うちパート 8人 その他

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 45分

1,020円～
1,020円

の間の5時間以上

高卒以上 年齢
不問

181
｜
⑧

日本レストランシステム株式会
社

＊黒毛和牛専門店の仲卸「腰塚」の焼肉店での調
  理・接客のお仕事です。

＊入社後、調理の基礎を覚え、店舗の全メニュー
を習得して頂きます。

店舗スタッフ／焼肉腰塚たまプラーザ店

181
｜
⑦

日本レストランシステム株式会
社 ＊全国に展開している「洋麺屋五右衛門」等での

お仕事です。未経験の方を積極的に採用し、基本
 から御教え致します。

 

＊入社後はまず、調理の基礎を覚えてもらい、店
 舗の全メニューを習得して頂きます。

店舗スタッフ／洋麺屋五右衛門　立川高島屋店

・エレベーター：有
・階段手すり：片側
・トイレ：洋式
・出入口段差：有（３ｃｍ）
 ・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。
※加入保険・休憩時間・有
給休暇は、就業時間により法
定どおり適用。
※22時以降の就労について
は18歳以上の方が対象

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） 10時00分～23時00分

パート労働者
1,020円～
1,020円

の間の5時間以上

年齢
不問

181
｜
⑥

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。

食堂，レストラン（専門料理店を除
く）

神奈川県横浜市青葉区

東京都渋谷区猿楽町１０－１１　ＮＲ
Ｓビル

※施設の設備状況につきま
しては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。
※加入保険・休憩時間・有
給休暇は、就業時間により法
定どおり適用。
※22時以降の就労について
は18歳以上の方が対象

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） 10時00分～23時00分

パート労働者

調理スタッフ／地鶏や・新宿パレットピル店

東京都新宿区

食堂，レストラン（専門料理店を除
く）

東京都立川市

食堂，レストラン（専門料理店を除
く）

埼玉県草加市

東京都渋谷区猿楽町１０－１１　ＮＲ
Ｓビル

・エレベーター：有
 ・階段手すり：片側

・トイレ：洋式
 ・車椅子移動スペース：無

・出入り口段差：有（最大で１
 ５ｃｍ程度）

※必要な合理的配慮につい
 てはお申し出ください。

※加入保険・休憩時間・有
給休暇は、就業時間により法
定どおり適用。
※22時以降の就労について
は18歳以上の方が対象

東京都渋谷区猿楽町１０－１１　ＮＲ
Ｓビル

食堂，レストラン（専門料理店を除
く）

東京都渋谷区猿楽町１０－１１　ＮＲ
Ｓビル

※施設の設備状況につきま
しては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。
※加入保険・休憩時間・有
給休暇は、就業時間により法
定どおり適用。

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） 10時00分～21時00分

パート労働者
1,020円～
1,020円

の間の5時間以上

高校卒 年齢
不問

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） 7時00分～23時00分

パート労働者
930円～
930円

の間の5時間以上

高卒以上 年齢
不問

東京都渋谷区猿楽町１０－１１　ＮＲ
Ｓビル

181
｜
⑤

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
学び、作業を一通り習得して頂きます。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。

店舗スタッフ／星乃珈琲店／草加店

・エレベーター：有
・階段手すり：片側
・トイレ：洋式
・車椅子移動スペース：無
・出入口段差：有（最大で１５

 ｃｍ程度）
※必要な合理的配慮につい

 てはお申し出ください。
※加入保険・休憩時間・有
給休暇は、就業時間により法
定どおり適用。
※22時以降の就労について
は18歳以上の方が対象

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） 6時00分～23時00分

パート労働者
930円～
930円

の間の5時間以上

高卒以上 年齢
不問

181
｜
④

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
学び、作業を一通り習得して頂きます。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。

店舗スタッフ／星乃珈琲店／与野本町店

食堂，レストラン（専門料理店を除
く）

埼玉県さいたま市中央区
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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

時給 企業全体1,926人

不問
就業場所 10人 他

1人 うち女性 3人

13070-13883192 うちパート 8人 その他

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 45分

時給 企業全体1,926人

不問
就業場所 10人 他

1人 うち女性 3人

13070-13884492 うちパート 8人 その他

加入保険等
時間外 なし

雇用・労災
月平均時間（時） 就業場所

休憩時間（分） 45分

日給 企業全体1,416人

不問
就業場所 311人 土日祝

1人 うち女性 171人

13070-13868492 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 8,400円～
8,800円

月平均時間（時） 5時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

日給 企業全体 670人

不問
就業場所 50人 土日祝

1人 うち女性 20人

13070-13864392 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 8,400円～
8,800円

月平均時間（時） 5時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

日給 企業全体1,945人

不問
就業場所 32人 土日祝

3人 うち女性 21人

13070-13863092 うちパート 20人 毎　週

加入保険等
時間外 あり

雇用・労災・健康・厚生 6,300円～
6,600円

月平均時間（時） 5時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

182
｜
⑥

株式会社ＦＬＡＶＯＲＷＯＲＫＳ
（フレーバーワークス）

ベイクルーズグループが運営する飲食店で販売す
  るパン・スイーツを製造する工場での清掃業務。

 

 ＜具体的な業務内容＞
玄関、会議室、休憩室、更衣室、通路、階段の清

 掃、トイレ、クリーンルームのシンクなど水回りの清
 掃、備品補充、ゴミ捨て　等

 

 ※特殊な器具等の使用はありません。

 東京都渋谷区渋谷１－２３－２１　
ＳＨＩＢＵＹＡ　ＣＡＳＴ　４Ｆ

喫茶店

東京都渋谷区

喫茶店

東京都北区

年齢
不問

・エレベーター：無
 ・階段手すり：有

・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。
※就業時間等、労働条件に
ついては相談に応じます。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） ９時30分～18時30分

パート労働者
1,050円～
1,100円

の間の6時間

 東京都渋谷区渋谷１－２３－２１　
ＳＨＩＢＵＹＡ　ＣＡＳＴ　４Ｆ

東京都渋谷区渋谷１－２３－２１ ・エレベーター：有
・階段手すり：無
・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。

※就業時間は30時間以上にて
相談に応じます。
※２次面接に進まれる方は、実
技試験（６時間（１０：００～１７：０
０））を予定しております。
※社内は服装も自由なカジュア
ルな環境です。

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
171,360円～
179,520円

(2) 9時30分～18時30分

年齢
不問

クリンネス（Ｂ．Ｃ．ＢＡＫＥＲＹ尾久）

・エレベーター：有
・階段手すり：無
・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。

※就業時間は30時間以上にて
相談に応じます。
※２次面接に進まれる方は、実
技試験（６時間（１０：００～１７：０
０））を予定しております。
※社内は服装も自由なカジュア
ルな環境です。

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
171,360円～
179,520円

(2) 9時30分～18時30分

年齢
不問

東京都新宿区

食堂，レストラン（専門料理店を除
く）

東京都豊島区

182
｜
⑤

株式会社ＦＬＡＶＯＲＷＯＲＫＳ
（フレーバーワークス）  ・社内クリンネス業務

本社内の共有スペースの清掃、各フロアーのゴミの
分別、所有マンションの清掃、本社内の什器管理

 等
 

 ・庶務業務
書類のファイリング、ＰＤＦ化、シュレッダー作業
等

社内クリンネス

182
｜
③

株式会社ベイクルーズ  ・社内クリンネス業務
本社内の共有スペースの清掃、各フロアーのゴミの
分別、所有マンションの清掃、本社内の什器管理

 等
 

 ・庶務業務
書類のファイリング、ＰＤＦ化、シュレッダー作業
等

社内クリンネス

東京都渋谷区猿楽町１０－１１　ＮＲ
Ｓビル

※施設の設備状況につきま
しては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。
※加入保険・休憩時間・有
給休暇は、就業時間により法
定どおり適用。
※22時以降の就労について
は18歳以上の方が対象

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） 10時00分～23時30分

パート労働者
1,020円～
1,020円

の間の5時間以上

高卒以上 年齢
不問

衣服卸売業

東京都渋谷区
基本的なＰＣスキルあれば尚可
（ワード・エクセル・メール等）

基本的なＰＣスキルあれば尚可
（ワード・エクセル・メール等）

181
｜
⑩

日本レストランシステム株式会
社 ＊仙台名物の牛たん焼きの専門店です。厳選した

上質の牛たんを１枚ずつ丁寧に炭火で焼き上げま
 す。未経験の方にも丁寧にお教えいたします。

 

＊入社後まずは調理基礎を覚え、店舗メニューを
 習得して頂きます。

店舗スタッフ／牛たん焼き仙台辺見池袋サンシャイ
ン店

※施設の設備状況につきま
しては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。
※加入保険・休憩時間・有
給休暇は、就業時間により法
定どおり適用。
※22時以降の就労について
は18歳以上の方が対象

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） 10時00分～23時30分

パート労働者
1,020円～
1,020円

の間の5時間以上

高卒以上 年齢
不問

181
｜
⑨

日本レストランシステム株式会
社 ＊仙台名物の牛たん焼きの専門店です。厳選した

上質の牛たんを１枚ずつ丁寧に炭火で焼き上げま
 す。未経験の方にも丁寧にお教えいたします。

 

＊入社後まずは調理基礎を覚え、店舗メニューを
 習得して頂きます。

店舗スタッフ／牛たん焼き仙台辺見新宿パレットビ
ル店

東京都渋谷区猿楽町１０－１１　ＮＲ
Ｓビル

食堂，レストラン（専門料理店を除
く）
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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

時給 企業全体5,963人

就業場所 246人 他

3人 時間外 あり うち女性 163人 シフト制

13040-48512292 月平均時間（時） 10時間 うちパート 124人 毎　週

加入保険等

雇用・労災・健康・厚生
就業場所

時給 企業全体5,963人

就業場所 17人 他

3人 うち女性 7人 シフト制

13040-48514692 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

時給 企業全体5,963人

就業場所 13人 土日祝

3人 うち女性 0人

13040-48632592 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

月給 企業全体 455人

就業場所 455人 他

1人 うち女性 200人

13040-48596292 うちパート 0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） 10時間 就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体2,145人

59歳
以下

就業場所2,145人
土日祝
他

5人 うち女性 501人

13040-48602892 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

厚生年金基金
休憩時間（分） 60分

東京都品川区
東京都世田谷区
（転勤の可能性あり）パソコン操作

エレベーター、建物内段差、
障害者用トイレ、洋式トイレ、
車椅子の移動スペース、階
段の手すり、玄関ドアの有無
や種類は店舗によって異なり

 ます。　
 マイカー通勤は不可

※必要な合理的配慮につい
 てはお申し出ください。

※転勤の範囲　東京都内・
神奈川県内

雇用期間の定めなし (1) 8時30分～17時00分

正社員
167,000円～
232,000円省令１

号

193
|

②

城南信用金庫

相談業務、集金業務、預金・融資業務

 営業職 東京都品川区西五反田７丁目２－
３

中小企業等金融業

・エレベーター：有
・建物段差：有

 ・洋式トイレ：無
・障害者用トイレ：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

 ・玄関ドア手動
※必要な合理的配慮について
はお申し出ください。
 ※時短の勤務の場合、時給計

 算（１０５８円）になります
※昇給・賞与は昨年度実績によ

 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

168,400円

・実働7時間35分
・就業時間は週30時間以
上で応相談（備考欄参
照）

年齢
不問

旅館，ホテル191

株式会社グランドニッコー東京  調理部門において
＊野菜の皮むき
＊仕込み全般
＊盛り付け　等

※ユニフォーム貸与
※正社員登用制度あり
※休日はシフトによる（月9～10回）

 調理補助 東京都港区台場２－６－１

・エレベーター　有
 ・建物段差　有

・障害者用トイレ　有
 ・洋式トイレ　有

・階段手すり　無
 ・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。

 ＊加入保険・休憩時間・年次
有給休暇は就業時間・日数に

 より法定通り付与します。
＊雇止め規定（パート社員規
定に定年規定）あり

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） 9時～18時の間の6時間

パート労働者

930円
（週20時間以上で応相談）

高卒以上 年齢
不問

185
|

③

キャリアロード株式会社

東京都港区

185
|

②

キャリアロード株式会社

 ・ピッキング
・パッキング

倉庫内軽作業／千葉営業所 (1) 8時30分～17時30分

千葉県市川市

・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

・階段手すり　無
 ・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。

 ＊加入保険・休憩時間・年次
有給休暇は就業時間・日数に
より法定通り付与します。
＊雇止め規定（パート社員規
定に定年規定）あり

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） 8時30分～17時30分の間の

パート労働者

930円

東京都港区芝３－３－１５　芝ＭＯ
ＮＴビル２Ｆ

185
|

①

キャリアロード株式会社
 ・ピッキング
 ・パッキング

 

＊仕事の内容は応相談

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

パート労働者

1,015円
高卒以上 年齢

不問
他に分類されない事業サービス業

（週20時間以上で応相談） 他に分類されない事業サービス業

＊残業時間は応相談

休憩時間（分）　　 60分
（法定・現場による）

東京都江東区

6時間以上

高卒以上 年齢
不問

 ・倉庫内の軽作業
 ・ピッキング、梱包作業

・部材配送、清掃作業等

倉庫内作業／市川センター 東京都港区芝３－３－１５　芝ＭＯ
ＮＴビル２Ｆ

他に分類されない事業サービス業

休憩時間（分）　　 60分
（法定・現場による）

休憩時間（分）　　 60分
（法定・現場による）

千葉県船橋市

東京都港区芝３－３－１５　芝ＭＯ
ＮＴビル２Ｆ

・エレベーター　　有
 ・建物段差　　　無

・障害者用トイレ　無
 ・洋式トイレ　　有

 ・階段手すり　有（社屋内）　
・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。
 ＊加入保険・休憩時間・年次
有給休暇は就業時間・日数に
より法定通り付与します。
＊雇止め規定（パート社員規
定に定年規定）あり

 倉庫内作業／江東区新砂 9時～18時の間の
4時間以上

（週20時間以上で応相談）
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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3,454人

就業場所 10人
土日祝
他

2人 うち女性 8人

13040-48605492 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
就業場所

休憩時間（分） 60分

月給 企業全体3,454人

就業場所 10人
土日祝
他

2人 うち女性 8人

13040-48608592 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

年齢
不問

その他の専門サービス業

東京都新宿区

196
|

③

株式会社　ＬＡＶＡ　Ｉｎｔｅｒｎａｔ
ｉｏｎａｌ

全国に４００店舗以上展開している「ホットヨガスタジ
 オＬＡＶＡ」での店舗運営のサポート業務です。

１日８本以上行われるレッスンの裏で、更衣室やパ
ウダールーム、シャワー室の清掃や、タオルたたみ

 等の業務が中心となります。
その方のスキルに応じて、業務の幅を広げることも

 検討いたします。
 

 ※女性用シャワー室の清掃があります。
※東京・千葉・埼玉・神奈川に店舗があります。就
業場所についてはご相談に応じます。
※週２０時間以上からのスタートもご相談可能で
す。

清掃スタッフ／新宿東口店 9時～20時の間の
5時間以上

東京都港区北青山１丁目２－３　青
山ビル　９Ｆ

・エレベーター　：有
 ・建物段差　：有

・障害者用トイレ：無
 ・洋式トイレ：有

 ・車椅子移動スペース：無
・階段手すり　　：有

 ・玄関ドア　：手動ドア
※必要な合理的配慮につい

 てはお申し出ください。
※女性用シャワー室の清掃
があります。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） ※1日6～8時間勤務

正社員以外
124,900円～
166,500円

※時短勤務（週30時間以
上）からの開始も相談可
能です。

年齢
不問

その他の専門サービス業
196
|

②

株式会社　ＬＡＶＡ　Ｉｎｔｅｒｎａｔ
ｉｏｎａｌ

全国に４００店舗以上展開している「ホットヨガスタジ
 オＬＡＶＡ」での店舗運営のサポート業務です。

１日８本以上行われるレッスンの裏で、更衣室やパ
ウダールーム、シャワー室の清掃や、タオルたたみ

 等の業務が中心となります。
その方のスキルに応じて、業務の幅を広げることも

 検討いたします。
  ※女性用シャワー室の清掃があります。
※東京・千葉・埼玉・神奈川に店舗があります。就
業場所についてはご相談に応じます。
※時短勤務（週３０時間以上）からのスタートもご相
談可能です。

清掃スタッフ／新宿東口店 9時～20時の間の
6時間以上

東京都港区北青山１丁目２－３　青
山ビル　９Ｆ

東京都新宿区

・エレベーター　：有
 ・建物段差　：有

・障害者用トイレ：無
 ・洋式トイレ：有

 ・車椅子移動スペース：無
・階段手すり　：有

 ・玄関ドア　：手動ドア
※必要な合理的配慮につい

 てはお申し出ください。
※女性用シャワー室の清掃
があります。

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） ※1日6～8時間勤務

パート労働者
1,020円

※時短勤務（週20時間以
上）からの開始も相談可
能です。
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