
紹介状は不要ですが、参加希望の方は、前日までに都内ハローワークで参加申込をしてください。

主な就業場所
（区市町村）

企業名
フルタイム
／パート

募集職種 求人数 設備等状況

1 千代田区
ほけんの窓口グループ
株式会社

フルタイム
内勤職　（事

務）
13010-25828322 【求人票はこちら】 2

エレベーター：有/出入口段差：無／車椅子ト
イレ：有／階段手すり：有/車椅子移動スペー
ス：無

2 中央区
株式会社　グッドライフケ
ア東京

フルタイム
一般事務（中

央区）
13010-26186022 【求人票はこちら】 1

エレベーター：有/出入口段差：無／洋式トイ
レ：有／階段手すり：片側有/車椅子移動ス
ペース：無/出入口:開き戸

3 - ① 横浜市 中央労働金庫 フルタイム
事務職（横浜

市）
13010-25829222 【求人票はこちら】 3

エレベーター：有/出入口段差：無／洋式トイ
レ：有／階段手すり：片側有/車椅子移動ス
ペース：無/出入口:開き戸

3 - ② 千代田区 中央労働金庫 フルタイム
事務職（千代

田区）
13010-25830722 【求人票はこちら】 3

エレベーター：有/出入口段差：無／洋式トイ
レ：有／階段手すり：片側有/車椅子移動ス
ペース：無/出入口:開き戸

4 千代田区 学校法人　大原学園 フルタイム 学校事務 13010-25833522 【求人票はこちら】 1
エレベーター：有/出入口段差：有／洋式トイ
レ：有／階段手すり：片側有/車椅子移動ス
ペース：無/点字表示：無

5 - ① 東京・神奈川・千葉 株式会社　トモズ パート
商品管理及び

販売
13010-22085622 【求人票はこちら】 2

※就業場所：他有り（求人票参照）
＊設備状況については店舗により異なる

5 - ② 東京・神奈川・千葉 株式会社　トモズ フルタイム
商品管理及び

販売
13010-22088222 【求人票はこちら】 2

※就業場所：他有り（求人票参照）
＊設備状況については店舗により異なる

6 千代田区 株式会社　帝国ホテル フルタイム 軽作業 13010-22082822 【求人票はこちら】 1
エレベーター：有/出入口段差：無／洋式トイ
レ：有／階段手すり：片側/車椅子移動スペー
ス：有/出入口ドア：自動

7 - ① 文京区 学校法人　日本医科大学 パート
用務員（パー

ト）
13010-22090822 【求人票はこちら】 5

エレベーター：有/出入口段差：有／洋式トイ
レ：有／階段手すり：片側有/車椅子移動ス
ペース：無/電話対応：無

7 - ② 文京区 学校法人　日本医科大学 パート
事務員（パー

ト）
13010-22091922 【求人票はこちら】 5

エレベーター：有/出入口段差：有／洋式トイ
レ：有／階段手すり：片側/車椅子移動スペー
ス：無/電話対応：困難な方は無

8 中央区
株式会社　コナミデジタル
エンタテインメント

フルタイム 一般事務 13010-23187222 【求人票はこちら】 3
エレベーター：有/出入口段差：無／車椅子用
トイレ：有／階段手すり：片側有/車椅子移動
スペース：可/点字表示：無/休憩室：有

9 中央区
株式会社　オフィスバス
ターズ

パート
営業事務ス

タッフ
13010-26183922 【求人票はこちら】 1

エレベーター：有/出入口段差：無／洋式トイ
レ：有／階段手すり：片側有/フロア内ドア：常
時開/休憩室：有/車椅子移動スペース：無

10 - ① 千代田 クラフト　株式会社 パート
調剤薬局の薬

局事務
13010-26184522 【求人票はこちら】 1

エレベーター：無/出入口段差：無／洋式トイ
レ：有／階段手すり：片側有/バリアフリー対
応：無/休憩室：有/車椅子移動スペース：無

10 - ② 港区 クラフト　株式会社 パート
調剤薬局の薬

局事務
13010-26185622 【求人票はこちら】 1

エレベーター：有/出入口段差：有／洋式トイ
レ：有／階段手すり：片側有/休憩室：有/車椅
子移動スペース：無/バリアフリー対応：無

11 江東区 株式会社　ミキモト パート
事務職/江東

区
13010-26188222 【求人票はこちら】 2

エレベーター：有/出入口段差：無／洋式トイ
レ：有／階段手すり：片側有/休憩室：有/車椅
子移動スペース：有/出入口バリアフリー対
応：有

12 - ① 在宅勤務 アデコ　株式会社 パート
事務/在宅勤

務
13010-26190822 【求人票はこちら】 3 在宅勤務

12 - ② 豊島区 アデコ　株式会社 パート
問い合わせ対
応業務/ＵＱ

13010-26194022 【求人票はこちら】 8
エレベーター：有/出入口段差：有／車椅子ト
イレ：有／階段手すり：片側有/出入口ドア：開
き戸/休憩室：有/車椅子移動スペース：無

13 千代田区
全国農業協同組合連合
会

フルタイム 一般事務 13010-23667022 【求人票はこちら】 1

エレベーター：有/出入口段差：無／洋式・車
椅子用トイレ：有／階段手すり：片側有/車椅
子移動スペース：無/出入口ドア：自動/電話
対応：有/点字表示：有

ブース番号 求人番号

令和５年１月３１日　令和４年度第２回障害者就職面接会求人一覧（東京会場）　
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紹介状は不要ですが、参加希望の方は、前日までに都内ハローワークで参加申込をしてください。

主な就業場所
（区市町村）

企業名
フルタイム
／パート

募集職種 求人数 設備等状況ブース番号 求人番号

令和５年１月３１日　令和４年度第２回障害者就職面接会求人一覧（東京会場）　

14 中央区　 他（23区内及び浦安市） 東京シティ信用金庫 フルタイム 総合職 13010-25017822 【求人票はこちら】 2

※就業場所：他有り（求人票参照）
エレベーター：有/出入口段差：有／洋式トイ
レ：有／階段手すり：片側有/車椅子移動ス
ペース：無/出入口ドア：開き戸

15 - ① 中央区 ＡＢＣシステム　株式会社 フルタイム
運用オペレー

ター監視
13010-25056422 【求人票はこちら】 2

エレベーター：有/出入口段差：無／洋式トイ
レ：有／階段手すり：片側有/出入口ドア：自
動　/車椅子移動スペース：無

15 - ② 中央区 ＡＢＣシステム　株式会社 パート 軽作業 13010-25058822 【求人票はこちら】 1
エレベーター：有/出入口段差：無／洋式トイ
レ：有／階段手すり：片側有/出入口ドア：自
動　/車椅子移動スペース：無

16 - ① 中央区
株式会社　アドービジネス
コンサルタント（ＡＢＣ）

フルタイム
オープン系プ
ログラマー

13010-25079322 【求人票はこちら】 2
エレベーター：有/出入口段差：無／洋式トイ
レ：有／階段手すり：片側有/出入口ドア：自
動　/車椅子移動スペース：無/電話対応：有

16 - ② 中央区
株式会社　アドービジネス
コンサルタント（ＡＢＣ）

パート 軽作業・庶務 13010-25082722 【求人票はこちら】 1
エレベーター：有/出入口段差：無／洋式トイ
レ：有／階段手すり：片側有/出入口ドア：自
動　/車椅子移動スペース：無/電話対応：有

16 - ③ 中央区
株式会社　アドービジネス
コンサルタント（ＡＢＣ）

パート 軽作業 13010-25084922 【求人票はこちら】 1
エレベーター：有/出入口段差：無／洋式トイ
レ：有／階段手すり：片側有/出入口ドア：自
動　/車椅子移動スペース：無/電話対応：有

17 中央区
株式会社　東京建物アメ
ニティサポート

フルタイム
一般事務/本

社
13010-25780322 【求人票はこちら】 4

エレベーター：有/出入口段差：有／洋式トイ
レ：有／階段手すり：片側有/出入口ドア：自
動　/車椅子移動スペース：無

18 - ① 千代田区
ジョンソン・エンド・ジョンソ
ン　株式会社

フルタイム
一般事務/営
業管理事務

13010-25102122 【求人票はこちら】 5
エレベーター：有/出入口段差：無／車椅子ト
イレ：有／階段手すり：有/出入口ドア：開き戸
/車椅子移動スペース：有

18 - ② 大田区
ジョンソン・エンド・ジョンソ
ン　株式会社

フルタイム
一般事務/物
流管理事務

13010-25956022 【求人票はこちら】 3
エレベーター：有/出入口段差：無／車椅子ト
イレ：有／階段手すり：有/出入口ドア：開き戸
/車椅子移動スペース：有

19 千代田区　他 丸三証券　株式会社 フルタイム 一般事務 13010-23046022 【求人票はこちら】 2

※就業場所：他有り（求人票参照）
エレベーター：有/出入口段差：無／車椅子用
トイレ：有／階段手すり：片側/車椅子移動ス
ペース：有

20 千代田区
東日本高速道路　株式会
社

フルタイム 事務補助職 13010-25979922 【求人票はこちら】 5
エレベーター：有/出入口段差：無／車椅子ト
イレ：有／階段手すり：有/車椅子移動スペー
ス：有/点字表示：無

21 - ① 千代田区 株式会社　OSBS フルタイム 一般事務 13010-24300322 【求人票はこちら】 3
エレベーター：有/出入口段差：無／車椅子ト
イレ：有／階段手すり：片側有/車椅子移動ス
ペース：有

21 - ② 千代田区 株式会社　OSBS フルタイム
人事・労務業

務
13010-24317322 【求人票はこちら】 5

エレベーター：有/出入口段差：無／洋式トイ
レ：有／階段手すり：片側有/車椅子移動ス
ペース：有/休憩室：有/出入口ドア：開き戸

21 - ③ 千代田区 株式会社　OSBS フルタイム
印刷・名刺作

成
13010-24426422 【求人票はこちら】 4

エレベーター：有/出入口段差：無／洋式トイ
レ：有／階段手すり：片側有/車椅子移動ス
ペース：有/休憩室：有/出入口ドア：開き戸

22 千代田区
丸紅オフィスサポート　株
式会社

フルタイム 事務 13010-24262222 【求人票はこちら】 4
エレベーター：有/出入口段差：無／洋式トイ
レ：有／階段手すり：片側有/車椅子移動ス
ペース：無

23 千代田区　他
三菱ＵＦＪニコス　株式会
社

フルタイム 一般事務 13010-24222122 【求人票はこちら】 3

※就業場所：他有り（求人票参照）
エレベーター：有/出入口段差：有(10㎝)／洋
式トイレ：有／階段手すり：片側有/車椅子移
動スペース：無/出入口ドア：自動、各階：引き
戸

24 - ① 中央区
日本ＮＣＲサービス　株式
会社

パート
コールセン
タースタッフ

13010-23324922 【求人票はこちら】 1
エレベーター：有/出入口段差：無／洋式トイ
レ：有／階段手すり：片側/出入口ドア：開き戸

24 - ② 中央区
日本ＮＣＲサービス　株式
会社

パート 一般事務 13010-23329222 【求人票はこちら】 1
エレベーター：有/出入口段差：無／洋式トイ
レ：有／階段手すり：片側有/出入口ドア：開き
戸
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紹介状は不要ですが、参加希望の方は、前日までに都内ハローワークで参加申込をしてください。

主な就業場所
（区市町村）

企業名
フルタイム
／パート

募集職種 求人数 設備等状況ブース番号 求人番号

令和５年１月３１日　令和４年度第２回障害者就職面接会求人一覧（東京会場）　

25 千代田区
社会福祉法人　三井記念
病院

フルタイム 一般事務 13010-26005622 【求人票はこちら】 2
エレベーター：有/出入口段差：無／洋式トイ
レ：有／階段手すり：有/車椅子移動スペー
ス：無/出入口:引き戸

26 千代田区 東立商事　株式会社 パート
事務（総務・経

理・営業）
13010-25625622 【求人票はこちら】 2

エレベーター：有/出入口段差：有（2㎝）／洋
式トイレ：有／階段手すり：片側有/車椅子移
動スペース：無/休憩室：有

27 千代田区　他 富国生命保険相互会社 フルタイム 一般事務 13010-23526922 【求人票はこちら】 5
エレベーター：有/出入口段差：無／洋式トイ
レ：有／階段手すり：片側有/建物内車椅子移
動スペース：無

28 千代田区 太陽石油　株式会社 フルタイム
総合職（地域

限定）
13010-26196222 【求人票はこちら】 1

エレベーター：有/出入口段差：無／洋式トイ
レ：有フロア内ドア：手動/ラウンジ：有/車椅子
移動スペース：無

29 中央区 田辺薬局　株式会社 パート 一般事務 13010-25143122 【求人票はこちら】 1
エレベーター：有/出入口段差：有／洋式トイ
レ：有／階段手すり：有/車椅子移動スペー
ス：無/出入口ドア：開き戸/電話対応：有

30 - ① 中央区
ＡＧＣポリマー建材　株式
会社

パート 総務事務 13010-25217122 【求人票はこちら】 1
エレベーター：有/出入口段差：無／車椅子ト
イレ：有／階段手すり：片側有/車椅子移動ス
ペース：有/休憩室：有

30 - ② 中央区
ＡＧＣポリマー建材　株式
会社

パート 一般事務 13010-25228822 【求人票はこちら】 1
エレベーター：有/出入口段差：無／車椅子ト
イレ：有／階段手すり：片側有/車椅子移動ス
ペース：有/休憩室：有

31 - ① 文京区 学校法人　順天堂 パート
看護助手（内
視鏡洗浄）

13010-25788622 【求人票はこちら】 3
エレベーター：有/出入口段差：有／洋式トイ
レ：有／階段手すり：有/車椅子移動スペー
ス：有/出入口ドア:開き戸

31 - ② 文京区 学校法人　順天堂 フルタイム 事務一般職 13010-25805722 【求人票はこちら】 3
エレベーター：有/出入口段差：有／洋式トイ
レ：有／階段手すり：有/車椅子移動スペー
ス：有/出入口ドア:開き戸

31 - ③ 文京区 学校法人　順天堂 パート
用務員(大学
内日常清掃)

13010-25824922 【求人票はこちら】 5
エレベーター：有/出入口段差：有／洋式トイ
レ：有／階段手すり：有/車椅子移動スペー
ス：有/出入口ドア:開き戸

32 千代田区 株式会社　ビルネット パート 清掃業務 13010-24033522 【求人票はこちら】 4
エレベーター：有/出入口段差：有／洋式トイ
レ：有／階段手すり：片側有/点字表示：無/休
憩室：有

33 千代田区 もしくは さいたま市 日本信号　株式会社 パート 事務補助員 13010-22232122 【求人票はこちら】 1

エレベーター：有（埼玉は無）/出入口段差：無
（埼玉は有約5㎝）／車椅子移動スペース：有
（埼玉は無）／様式トイレ：有／出入り口ドア：
押し戸/階段手すり：有（片方）

34 - ① 豊島区 ランスタッド　株式会社 パート
事務職（人

事、労務等）
13010-25826622 【求人票はこちら】 2

エレベーター：有/出入口段差：無／洋式トイ
レ：有／階段手すり：有/車椅子移動スペー
ス：無/点字表示：無

34 - ② 豊島区 ランスタッド　株式会社 フルタイム
事務職（人

事、労務等）
13010-25827022 【求人票はこちら】 3

エレベーター：有/出入口段差：無／洋式トイ
レ：有／階段手すり：有/車椅子移動スペー
ス：無/点字表示：無

35 千代田区
株式会社　アイリスファー
マ

フルタイム 一般事務 13010-21982722 【求人票はこちら】 1
エレベーター：有/出入口段差：無／車椅子用
トイレ：有／階段手すり：片側/車椅子移動ス
ペース：無/出入口ドア：開き戸

36 千代田区
旭情報サービス　株式会
社

フルタイム 一般事務 13010-21418722 【求人票はこちら】 1
エレベーター：有/出入口段差：無／車椅子用
トイレ：有／階段手すり：片側/車椅子移動ス
ペース：無/出入口ドア：開き戸

37 千代田区 株式会社　読売情報開発 フルタイム 一般事務 13010-26586922 【求人票はこちら】 2
エレベーター：有/出入口段差：有／車椅子ト
イレ：有／階段手すり：片側有/車椅子移動ス
ペース：有/休憩室：有

38 - ① 千代田区
伊東国際特許事務所（伊
東忠重）

パート
軽作業事務
職・電子化業

務
13010-25577922 【求人票はこちら】 1

エレベーター：有/出入口段差：無／洋式トイ
レ：有／階段手すり：片側有/車椅子移動ス
ペース：有/休憩室：有
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紹介状は不要ですが、参加希望の方は、前日までに都内ハローワークで参加申込をしてください。

主な就業場所
（区市町村）

企業名
フルタイム
／パート

募集職種 求人数 設備等状況ブース番号 求人番号

令和５年１月３１日　令和４年度第２回障害者就職面接会求人一覧（東京会場）　

38 - ② 千代田区
伊東国際特許事務所（伊
東忠重）

パート 一般事務 13010-25593822 【求人票はこちら】 1
エレベーター：有/出入口段差：無／洋式トイ
レ：有／階段手すり：片側有/車椅子移動ス
ペース：有/休憩室：有

39 千代田区
株式会社　ナカノフドー建
設

フルタイム 一般事務 13010-26042422 【求人票はこちら】 1
エレベーター：有/出入口段差：無／洋式トイ
レ：有/出入口ドア：イＣカード式/車椅子移動
スペース：有

40 - ① 千代田区 株式会社　レイクス21 フルタイム
ＨＰ・システム
サポート業務

13010-26403222 【求人票はこちら】 1
エレベーター：有/出入口段差：無／車椅子ト
イレ：有／階段手すり：片側有/車椅子移動ス
ペース：有/点字表示：有/休憩室：無

40 - ② 千代田区 株式会社　レイクス21 パート
人事サポート

業務
13010-26405422 【求人票はこちら】 1

エレベーター：有/出入口段差：無／車椅子ト
イレ：有／階段手すり：片側有/車椅子移動ス
ペース：有/点字表示：無/休憩室：無

40 - ③ 千代田区 株式会社　レイクス21 パート 本社事務補助 13010-26406722 【求人票はこちら】 1
エレベーター：有/出入口段差：無／車椅子ト
イレ：有／階段手すり：片側有/車椅子移動ス
ペース：有/点字表示：無/休憩室：無

41 - ① 千代田区
日本アスペクトコア　株式
会社

フルタイム 事務サポート 13010-26588622 【求人票はこちら】 2
エレベーター：有/出入口段差：無／洋式トイ
レ：有／階段手すり：片側有/車椅子移動ス
ペース：無/点字表示：無

41 - ② 新宿区
日本アスペクトコア　株式
会社

フルタイム
スキャニング・

印刷補助
13010-26589022 【求人票はこちら】 2

エレベーター：有/出入口段差：有／多目的ト
イレ：有／階段手すり：片側有/車椅子移動ス
ペース：無/点字表示：無

42 中央区
伊藤忠アーバンコミュニ
ティ　株式会社

フルタイム
人事採用・給
与事務業務

13010-23038622 【求人票はこちら】 1
エレベーター：有/出入口段差：有／洋式トイ
レ：有／階段手すり：片側有/車椅子移動ス
ペース：無/点字表示：無/休憩室：有

43 中央区
株式会社　センチュリーア
ンドカンパニー

フルタイム
一般事務（日

本橋）
13010-22949322 【求人票はこちら】 1

エレベーター：有/出入口段差：無／洋式トイ
レ：有／階段手すり：無/車椅子移動スペー
ス：無/点字表示：無

44 - ① 千代田区 株式会社　トライグループ フルタイム 一般事務 13010-25410122 【求人票はこちら】 5
エレベーター：有/出入口段差：無／洋式トイ
レ：有／階段手すり：片側有/出入口ドア：開き
戸/休憩室：有

44 - ② 江東区・台東区 株式会社　トライグループ フルタイム
放課後児童ク
ラブ補助員

13010-25436122 【求人票はこちら】 3
＊各就業場所人数及び施設状況について
は、場所により異なります。

44 - ③ 千代田区　 他※要求人票確認 株式会社　トライグループ フルタイム
放課後児童ク
ラブ運営スタッ

フ
13010-25462822 【求人票はこちら】 2

※就業場所について要求人票確認
エレベーター：有/出入口段差：無／洋式トイ
レ：有／階段手すり：片側有/出入口ドア：開き
戸/休憩室：有

45 千代田区
生和コーポレーション　株
式会社

パート
事務作業・郵
便物の管理

13010-23017422 【求人票はこちら】 1

エレベーター：有/出入口段差：有（一段）／洋
式トイレ：有／階段手すり：片側有/車椅子移
動スペース：無/出入口ドア：開き戸/電話対
応：無（事務作業）

46 千代田区
山田コンサルティンググ
ループ　株式会社

フルタイム 一般事務 13010-22895422 【求人票はこちら】 4
エレベーター：有/出入口段差：無／車椅子用
トイレ：有／階段手すり：片側/車椅子移動ス
ペース：有/出入口ドア：開き戸

47 - ① 中央区
ヤマトボックスチャーター
株式会社

パート
一般事務/本

社
13010-25832922 【求人票はこちら】 3

エレベーター：無/出入口段差：無／洋式トイ
レ：有／階段手すり：片側有/出入口ドア：開き
戸/休憩室：有/車椅子移動スペース：有

47 - ② ※求人票参照
ヤマトボックスチャーター
株式会社

パート
集配車輌の横
乗りによる作

業助手
13010-25848722 【求人票はこちら】 2

※就業場所について要求人票確認
エレベーター：有/出入口段差：有／洋式トイ
レ：有／階段手すり：無/出入口ドア：開き戸/
休憩室：有/車椅子移動スペース：有

47 - ③ 大田区 ※求人票参照
ヤマトボックスチャーター
株式会社

パート
集配車輌の横
乗りによる作

業助手
13010-25856722 【求人票はこちら】 2

※就業場所について要求人票確認
エレベーター：有/出入口段差：無／車椅子ト
イレ：有／階段手すり：有/出入口ドア：開き戸
/休憩室：有/車椅子移動スペース：有

47 - ④ 板橋区 ※求人票参照
ヤマトボックスチャーター
株式会社

パート
集配車輌の横
乗りによる作

業助手
13010-25883622 【求人票はこちら】 2

※就業場所について要求人票確認
（板橋本町駅周辺に集合、解散となります）
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紹介状は不要ですが、参加希望の方は、前日までに都内ハローワークで参加申込をしてください。

主な就業場所
（区市町村）

企業名
フルタイム
／パート

募集職種 求人数 設備等状況ブース番号 求人番号

令和５年１月３１日　令和４年度第２回障害者就職面接会求人一覧（東京会場）　

48 中央区
サン・エム・システム　株
式会社

パート 事務 13010-26247822 【求人票はこちら】 1
エレベーター：有/出入口段差：有／洋式トイ
レ：有／階段手すり：無/車椅子移動スペー
ス：無/点字表示：無

49 中央区
株式会社　アルゴグラ
フィックス

フルタイム
システムエン

ジニア
13010-22409722 【求人票はこちら】 1

エレベーター：有/出入口段差：有／洋式トイ
レ：有／階段手すり：有（片側）/建物内車椅子
移動：可/点字表示：無

50 - ① 東京・千葉・埼玉・神奈川 株式会社　アクティオ フルタイム
軽作業（機械

整備系）
13010-22457222 【求人票はこちら】 2

※就業場所：他有り（求人票参照）
エレベーター：無/出入口段差：有／洋式トイ
レ：有／階段手すり：無/車椅子移動スペー
ス：無/点字表示：無

50 - ② 中央区 （他あり 東京・千葉・埼玉・神奈川） 株式会社　アクティオ フルタイム 事務 13010-22465222 【求人票はこちら】 2

※就業場所：他有り（求人票参照）エレベー
ター：無/出入口段差：有／洋式トイレ：有／階
段手すり：無/車椅子移動スペース：無/点字
表示：無

51 千代田区 三和電子　株式会社 フルタイム 一般事務 13010-22477822 【求人票はこちら】 2
エレベーター：有/出入口ドア：自動、引き戸／
洋式トイレ：有／階段手すり：有（片側）/車椅
子移動スペース：有

52 台東区 キャディ株式会社 パート 一般事務等 13030-17784521 【求人票はこちら】 1
エレベーター：有／出入口段差：無／車椅子
移動スペース：無／トイレ：洋／階段手すり：
有

53 - ① 台東区
クミアイ化学工業株式会
社

フルタイム
一般事務・営

業事務
13030-17730721 【求人票はこちら】 1

エレベーター：有／出入口段差：有10cm／車
椅子移動スペース：有／トイレ：洋／階段手す
り：有、片／点字表示　無

53 - ② 台東区
クミアイ化学工業株式会
社

パート
一般事務・営

業事務
13030-17731821 【求人票はこちら】 1

エレベーター：有／出入口段差：有10cm／車
椅子移動スペース：有／トイレ：洋／階段手す
り：有、片／点字表示　無

54 台東区
ガリレイパネルクリエイト
株式会社

フルタイム 一般事務 13030-17710621 【求人票はこちら】 1
エレベーター：有／出入口段差：無／車椅子
移動スペース：有／トイレ：洋／階段手すり：
無／マイカー通勤：不可

55 台東区
三菱マテリアルテクノ株式
会社

フルタイム 一般事務 13030-17757821 【求人票はこちら】 1
エレベーター:有／出入口段差：無／車椅子移
動スペース：有／車椅子用トイレ：有、洋／階
段手すり：有、片／点字表示：無

56 台東区
オリエンタルモーター株式
会社

フルタイム 一般事務 13030-17733521 【求人票はこちら】 2
エレベーター：有／出入口段差：無／車椅子
移動スペース：無／トイレ：洋／階段手すり：
有、片／点字表示　無

57 台東区 日本電設工業株式会社 パート 事務スタッフ 13030-17714721 【求人票はこちら】 1
エレベーター：有／出入口段差：有15cm／車
椅子移動スペース：無／トイレ：洋／階段手す
り：有、両／点字表示　無

58 都内 株式会社 ヤナセ フルタイム
洗車・車両回

送業務
13040-45045122 【求人票はこちら】 11

出入口段差：有／車椅子移動スペース：不可
／トイレ：洋式／階段手すり：有／エレベー
ター：有

59 - ① 港区
ヴィアトリス 製薬株式会
社

フルタイム
グループ　　ア

ドミ
13040-45064822 【求人票はこちら】 4

出入口段差：無／車椅子移動スペース：可／
トイレ：洋式／エレベーター：有

59 - ② 港区
ヴィアトリス 製薬株式会
社

フルタイム 人事事務 13040-45073822 【求人票はこちら】 1
出入口段差：無／車椅子移動スペース：可／
トイレ：洋式／エレベーター：有

60 - ① 港区 株式会社 ジャステック フルタイム
ＳＥ、

社内ＳＥ
13040-45111622 【求人票はこちら】 5

出入口段差：無／車椅子移動スペース：可／
トイレ：洋式／階段手すり：無／エレベーター：
有

60 - ② 港区 株式会社 ジャステック フルタイム 一般事務 13040-45123122 【求人票はこちら】 1
出入口段差：無／車椅子移動スペース：可／
トイレ：洋式／階段手すり：無／エレベーター：
有

61 港区
ＫＤＤＩプリシード 株式会
社

フルタイム 一般事務職 13040-46569422 【求人票はこちら】 2
出入口段差：有／車椅子移動スペース：不可
／トイレ：洋式／階段手すり：有／エレベー
ター：有
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紹介状は不要ですが、参加希望の方は、前日までに都内ハローワークで参加申込をしてください。

主な就業場所
（区市町村）

企業名
フルタイム
／パート

募集職種 求人数 設備等状況ブース番号 求人番号

令和５年１月３１日　令和４年度第２回障害者就職面接会求人一覧（東京会場）　

62 港区
ユーピーエス・ジャパン
株式会社

フルタイム
カスタマー　セ

ンター
13040-46658722 【求人票はこちら】 1

出入口段差：スロープ有／車椅子移動スペー
ス：不可／トイレ：洋式／エレベーター：有

63 - ① 東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県 株式会社 オンデーズ フルタイム
メガネ・サング
ラス等の販売

13040-45138022 【求人票はこちら】 5
出入口段差：有／車椅子移動スペース：不可
／トイレ：洋式／階段手すり：無／エレベー
ター：有

63 - ② 都内 株式会社 オンデーズ パート
メガネ・サング
ラス等の販売

13040-45149222 【求人票はこちら】 5
出入口段差：有／車椅子移動スペース：不可
／トイレ：洋式／階段手すり：無／エレベー
ター：有

64 - ① 品川区
株式会社 ＵＳＥＮ－ＮＥＸ
Ｔ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ

フルタイム
事務職［在籍

出向］
13040-45159422 【求人票はこちら】 1

出入口段差：無／車椅子移動スペース：可／
車椅子用トイレ：有／階段手すり：有／エレ
ベーター：有

64 - ② 渋谷区
株式会社 ＵＳＥＮ－ＮＥＸ
Ｔ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ

フルタイム
事務職［在籍

出向］
13040-45168722 【求人票はこちら】 1

出入口段差：無／車椅子移動スペース：可／
車椅子用トイレ：有／階段手すり：有／エレ
ベーター：有

65 港区
一般社団法人 東京アメリ
カンクラブ

パート
会員制クラブ

スタッフ
13040-45178922 【求人票はこちら】 2

出入口段差：有／車椅子移動スペース：不可
／トイレ：洋式／階段手すり：有／エレベー
ター：有

66 - ① 渋谷区 株式会社 トゥモローランド フルタイム
人事総務　ス

タッフ
13040-45314622 【求人票はこちら】 1

出入口段差：無／車椅子移動スペース：不可
／トイレ：洋式／階段手すり：有／エレベー
ター：有

66 - ② 渋谷・銀座・新宿・池袋等、全国各地 株式会社 トゥモローランド フルタイム
販売

スタッフ
13040-45321522 【求人票はこちら】 1

出入口段差：無／車椅子移動スペース：不可
／トイレ：洋式／階段手すり：有／エレベー
ター：有

66 - ③ 埼玉県川口市 株式会社 トゥモローランド パート 軽作業 13040-45335422 【求人票はこちら】 1
出入口段差：有／車椅子移動スペース：不可
／トイレ：洋式／階段手すり：有／エレベー
ター：有

67 - ① 港区
ＰＣＩソリューションズ 株式
会社

フルタイム プログラマー 13040-47176522 【求人票はこちら】 1
建物段差：無／車椅子移動スペース：可／障
害者用トイレ：有／階段手すり：有／エレベー
ター：有

67 - ② 港区
ＰＣＩソリューションズ 株式
会社

フルタイム 一般事務 13040-47184922 【求人票はこちら】 1
建物段差：無／車椅子移動スペース：可／障
害者用トイレ：有／階段手すり：有／エレベー
ター：有

67 - ③ 港区
ＰＣＩソリューションズ 株式
会社

フルタイム
採用業務　支

援
13040-47187022 【求人票はこちら】 1

建物段差：無／車椅子移動スペース：可／障
害者用トイレ：有／階段手すり：有／エレベー
ター：有

67 - ④ 港区
ＰＣＩソリューションズ 株式
会社

フルタイム
社内システム

支援
13040-47192922 【求人票はこちら】 1

建物段差：無／車椅子移動スペース：可／障
害者用トイレ：有／階段手すり：有／エレベー
ター：有

68 - ① 港区 株式会社 ニッスイ フルタイム 事務職 13040-46586722 【求人票はこちら】 1
出入口段差：無／車椅子移動スペース：可／
障害者用トイレ：有／階段手すり：有／エレ
ベーター：有

68 - ② 港区 株式会社 ニッスイ フルタイム
ＩＴ系事務　ス

タッフ
13040-46596922 【求人票はこちら】 1

出入口段差：無／車椅子移動スペース：可／
障害者用トイレ：有／階段手すり：有／エレ
ベーター：有

68 - ③ 港区 株式会社 ニッスイ フルタイム
経理部　　　ス
キャン　　ス

タッフ
13040-46608822 【求人票はこちら】 1

出入口段差：無／車椅子移動スペース：可／
障害者用トイレ：有／階段手すり：有／エレ
ベーター：有

69 新宿区 医療法人社団 悠翔会 フルタイム
一般事務、庶

務
13040-45349022 【求人票はこちら】 1

出入口段差：無／車椅子移動スペース：可／
トイレ：洋式／階段手すり：有／エレベーター：
有

70 港区 株式会社 ＴＤモバイル フルタイム 一般事務 13040-45361922 【求人票はこちら】 2
出入口段差：無／車椅子移動スペース：不可
／車椅子用トイレ：無／階段手すり：有／エレ
ベーター：有
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紹介状は不要ですが、参加希望の方は、前日までに都内ハローワークで参加申込をしてください。

主な就業場所
（区市町村）

企業名
フルタイム
／パート

募集職種 求人数 設備等状況ブース番号 求人番号

令和５年１月３１日　令和４年度第２回障害者就職面接会求人一覧（東京会場）　

71 - ① 港区
株式会社 ＴＢＳスパーク
ル

フルタイム
一般事務（人

事・総務）
13040-45983722 【求人票はこちら】 1

建物段差：有／車椅子移動スペース：可／車
椅子用トイレ：有／階段手すり：有／エレベー
ター：有

71 - ② 港区
株式会社 ＴＢＳスパーク
ル

パート
一般事務（人

事・総務）
13040-45987622 【求人票はこちら】 1

建物段差：有／車椅子移動スペース：可／車
椅子用トイレ：有／階段手すり：有／エレベー
ター：有

72 港区
三菱電機ソフトウエア 株
式会社

フルタイム 一般事務 13040-45371622 【求人票はこちら】 1
出入口段差：有／車椅子移動スペース：不可
／車椅子用トイレ：有／エレベーター：有

73 - ① 品川区・世田谷区・江東区・大田区・横浜市 学校法人 昭和大学 パート 事務補助員 13040-47236422 【求人票はこちら】 1
建物段差：有／車椅子移動スペース：不可／
障害者用トイレ：有／階段手すり：無／エレ
ベーター：有

73 - ② 品川区・世田谷区・江東区・大田区・横浜市 学校法人 昭和大学 パート 用務員 13040-47237722 【求人票はこちら】 1
建物段差：有／車椅子移動スペース：不可／
障害者用トイレ：有／階段手すり：無／エレ
ベーター：有

74 - ① 埼玉県北葛飾郡 ミライフ 株式会社 フルタイム 一般事務 13040-45380022 【求人票はこちら】 1
施設設備状況に関しましては面接時に確認く
ださい。

74 - ② 港区 ミライフ 株式会社 フルタイム 一般事務 13040-45384422 【求人票はこちら】 1
出入口段差：有／車椅子移動スペース：不可
／トイレ：洋式／階段手すり：無／エレベー
ター：有

75 港区 ＪＸ金属 株式会社 パート 一般事務 13040-45399322 【求人票はこちら】 1
エレベーター：有／車椅子移動スペース：可／
オストメイト対応トイレ：有／階段手すり：有／
休憩室：有

76 港区 日進畜産工業 株式会社 パート
スーパー　　で
の青果　　　ス

タッフ
13040-45405222 【求人票はこちら】 1

出入口段差：有／オストメイト対応トイレ：有／
階段手すり：有／エレベーター：有

77 - ① 港区 Ｍｏｄｉｓ 株式会社 フルタイム
インフラエンジ

ニア
13040-45426922 【求人票はこちら】 3

出入口段差：無／車椅子移動スペース：可／
車椅子用トイレ：有／階段手すり：有／エレ
ベーター：有

77 - ② 港区 Ｍｏｄｉｓ 株式会社 フルタイム
ソフトウエアプ
ログラム開発

13040-45432822 【求人票はこちら】 3
出入口段差：無／車椅子移動スペース：可／
車椅子用トイレ：有／階段手すり：有／エレ
ベーター：有

78 港区 八洲電機 株式会社 フルタイム 一般事務 13040-45454222 【求人票はこちら】 1
出入口段差：無／車椅子移動スペース：可／
車椅子用トイレ：有／階段手すり：有／エレ
ベーター：有

79 港区 森ビル 株式会社 フルタイム
一般事務・営

業事務
13040-45466822 【求人票はこちら】 2

出入口段差：無／車椅子移動スペース：可／
車椅子用トイレ：有(別フロア）／エレベーター：
有

80 - ① 品川区・世田谷区 城南信用金庫 フルタイム
事務職

〈正社員〉
13040-45504722 【求人票はこちら】 3

出入口段差：有／／階段手すり：有／エレ
ベーター：有／車椅子移動スペース・車椅子
用トイレ：店舗により異なる

80 - ② 品川区・世田谷区 城南信用金庫 フルタイム
事務職〈嘱託

職員〉
13040-45518222 【求人票はこちら】 2

出入口段差：有／／階段手すり：有／エレ
ベーター：有／車椅子移動スペース・車椅子
用トイレ：店舗により異なる

81 - ① 品川区 日本ケミコン 株式会社 フルタイム
一般事務（購

買・貿易）
13040-45531622 【求人票はこちら】 1

出入口階段：無／車椅子移動スペース：不可
／トイレ：洋式／階段手すり：有／エレベー
ター：有

81 - ② 品川区 日本ケミコン 株式会社 フルタイム 営業事務 13040-45541322 【求人票はこちら】 1
出入口階段：無／車椅子移動スペース：不可
／トイレ：洋式／階段手すり：有／エレベー
ター：有

82 品川区 ホーチキ 株式会社 フルタイム 一般事務職 13040-45563822 【求人票はこちら】 2
建物段差：有／車椅子移動スペース：不可／
トイレ：洋式／階段手すり：有／エレベーター：
有
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紹介状は不要ですが、参加希望の方は、前日までに都内ハローワークで参加申込をしてください。

主な就業場所
（区市町村）

企業名
フルタイム
／パート

募集職種 求人数 設備等状況ブース番号 求人番号

令和５年１月３１日　令和４年度第２回障害者就職面接会求人一覧（東京会場）　

83 - ① 千代田区
アクサ生命保険 株式会
社

フルタイム
事務スタッフ
[東京支社]

13040-45911522 【求人票はこちら】 1
施設設備状況に関しましては面接時に確認く
ださい。

83 - ② 港区
アクサ生命保険 株式会
社

フルタイム
業務企画事務

サポート
13040-45918722 【求人票はこちら】 1

施設設備状況に関しましては面接時に確認く
ださい。

83 - ③ 港区
アクサ生命保険 株式会
社

フルタイム
人事企画　運
営事務　サ

ポート
13040-45929522 【求人票はこちら】 1

施設設備状況に関しましては面接時に確認く
ださい。

84 - ① 港区
NXキャリアロード 株式会
社

パート
一般事務(本

社）
13040-45575022 【求人票はこちら】 1

建物段差：無／車椅子移動スペース：不可／
トイレ：洋式／階段手すり：有／エレベーター：
有

84 - ② 品川区
NXキャリアロード 株式会
社

パート
倉庫内作業
(大井セン

ター）
13040-45588722 【求人票はこちら】 2

建物段差：有／車椅子移動スペース：可／ト
イレ：洋式／階段手すり：有／エレベーター：
有

84 - ③ 江戸川区
NXキャリアロード 株式会
社

パート
倉庫内作業
（隅田川セン

ター）
13040-45609122 【求人票はこちら】 2

建物段差：有／車椅子移動スペース：不可／
トイレ：洋式／階段手すり：有／エレベーター：
有

84 - ④ 八王子市
NXキャリアロード 株式会
社

パート
倉庫内作業
（八王子事業

所）
13040-45621622 【求人票はこちら】 2

建物段差：有／車椅子移動スペース：不可／
トイレ：洋式／階段手すり：無／エレベーター：
有

85 - ① 品川区 株式会社 ゾフ パート 一般事務 13040-45639622 【求人票はこちら】 1
出入口段差：有／車椅子移動スペース：不可
／トイレ：洋式／階段手すり：無／エレベー
ター：有

85 - ② 品川区 株式会社 ゾフ フルタイム 一般事務 13040-45651422 【求人票はこちら】 3
出入口段差：有／車椅子移動スペース：不可
／トイレ：洋式／階段手すり：無／エレベー
ター：有

86 - ① 港区 株式会社 アトックス パート 一般事務 13040-45672622 【求人票はこちら】 1
建物段差：無／車椅子移動スペース：不可／
車椅子用トイレ：有／階段手すり：有／エレ
ベーター：有

86 - ② 港区 株式会社 アトックス フルタイム 一般事務 13040-45682322 【求人票はこちら】 1
建物段差：無／車椅子移動スペース：不可／
車椅子用トイレ：有／階段手すり：有／エレ
ベーター：有

87 品川区
株式会社 ＤＮＰデジタル
ソリューションズ

フルタイム
プログラム　補

助
13040-45700522 【求人票はこちら】 3

出入口段差：無／車椅子移動スペース：可／
車椅子用トイレ：有／階段手すり：有／エレ
ベーター：有

88 - ① 港区・台東区・川崎市のいずれか ＪＦＥシステムズ 株式会社 フルタイム
システムエン
ジニア・プログ

ラマー
13040-45713122 【求人票はこちら】 1

エレベーター：有／車椅子移動スペース：可／
車椅子用トイレ：有／階段手すり：有／

88 - ② 港区・台東区・川崎市のいずれか ＪＦＥシステムズ 株式会社 フルタイム 一般事務 13040-45723722 【求人票はこちら】 1
エレベーター：有／車椅子移動スペース：可／
車椅子用トイレ：有／階段手すり：有／

89 港区
株式会社  帝国データバ
ンク

フルタイム 一般事務 13040-46638322 【求人票はこちら】 1
建物段差：無／車椅子移動スペース：不可／
車椅子用トイレ：有／階段手すり：有／エレ
ベーター：有

90 - ① 港区 マネックス証券 株式会社 フルタイム エンジニア 13040-45745022 【求人票はこちら】 2
建物段差：無／車椅子移動スペース：不可／
トイレ：洋式／階段手すり：無／エレベーター：
有

90 - ② 港区 マネックス証券 株式会社 フルタイム 一般事務 13040-45760622 【求人票はこちら】 1
建物段差：無／車椅子移動スペース：不可／
トイレ：洋式／階段手すり：無／エレベーター：
有

91 港区 学校法人 北里研究所 パート 事務職 13040-45774722 【求人票はこちら】 2
出入口段差：無／車椅子移動スペース：可／
車椅子用トイレ：有／階段手すり：有／エレ
ベーター：有
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紹介状は不要ですが、参加希望の方は、前日までに都内ハローワークで参加申込をしてください。

主な就業場所
（区市町村）

企業名
フルタイム
／パート

募集職種 求人数 設備等状況ブース番号 求人番号

令和５年１月３１日　令和４年度第２回障害者就職面接会求人一覧（東京会場）　

92 港区 日本赤十字社 フルタイム
一般事務（嘱

託）
13040-45735522 【求人票はこちら】 2

出入口段差：無／障害者用トイレ：有／階段
手すり：有／エレベーター：有

93 - ① 品川区 株式会社 セガ フルタイム
ゲームの研究
開発職（正社

員）
13040-45791922 【求人票はこちら】 1

出入口段差：無／車椅子移動スペース：可／
車椅子用トイレ：有／階段手すり：有／エレ
ベーター：有

93 - ② 品川区 株式会社 セガ フルタイム
事務スタッフ
（正社員）

13040-45800222 【求人票はこちら】 1
出入口段差：無／車椅子移動スペース：可／
車椅子用トイレ：有／階段手すり：有／エレ
ベーター：有

93 - ③ 品川区 株式会社 セガ フルタイム
事務スタッフ
（契約社員）

13040-45807622 【求人票はこちら】 1
出入口段差：無／車椅子移動スペース：可／
車椅子用トイレ：有／階段手すり：有／エレ
ベーター：有

93 - ④ 品川区 株式会社 セガ フルタイム
ゲームの研究
開発職（契約

社員）
13040-45826322 【求人票はこちら】 1

出入口段差：無／車椅子移動スペース：可／
車椅子用トイレ：有／階段手すり：有／エレ
ベーター：有

94 - ① 品川区・江東区・港区　顧客拠点のいずれか
日本コンピュータ・ダイナ
ミクス 株式会社

パート
開発系・インフ
ラ系ＩＴエンジ

ニア
13040-45855822 【求人票はこちら】 3

施設設備状況に関しましては面接時に確認く
ださい。

94 - ② 在宅勤務
日本コンピュータ・ダイナ
ミクス 株式会社

パート システム開発 13040-45860422 【求人票はこちら】 3 在宅勤務を想定

95 - ① 港区
株式会社 アサヒセキュリ
ティ

パート
ドライバー補
助スタッフ

13040-45874022 【求人票はこちら】 1
出入口段差：有／車椅子移動スペース：不可
／トイレ：洋式／階段手すり：有／エレベー
ター：有

95 - ② 港区
株式会社 アサヒセキュリ
ティ

パート 事務作業 13040-45881622 【求人票はこちら】 2
出入口段差：有／車椅子移動スペース：不可
／トイレ：洋式／階段手すり：有／エレベー
ター：有

95 - ③ 港区
株式会社 アサヒセキュリ
ティ

パート
事務員（総務・

経理系）
13040-45885122 【求人票はこちら】 1

出入口段差：有／車椅子移動スペース：不可
／トイレ：洋式／階段手すり：有／エレベー
ター：有

96 - ① 港区
株式会社 ランドコン
ピュータ

フルタイム 一般事務 13040-45840622 【求人票はこちら】 1
出入口段差：無／車椅子移動スペース：不可
／トイレ：洋式／エレベーター：有

96 - ② 港区
株式会社 ランドコン
ピュータ

フルタイム
システムエン
ジニア・プログ

ラマ
13040-45846722 【求人票はこちら】 1

出入口段差：無／車椅子移動スペース：不可
／トイレ：洋式／エレベーター：有

97 - ① 港区
パーソルチャレンジ 株式
会社

フルタイム
パソコン入力
事務/田町

13040-45897922 【求人票はこちら】 4
出入口段差：無／車椅子移動スペース：可／
トイレ：洋式／階段手すり：有／エレベーター：
有

97 - ② 豊島区
パーソルチャレンジ 株式
会社

フルタイム
パソコン入力
事務/池袋

13040-45903522 【求人票はこちら】 4
出入口段差：無／車椅子移動スペース：可／
トイレ：洋式／階段手すり：有／エレベーター：
有

97 - ③ 千代田区
パーソルチャレンジ 株式
会社

フルタイム
パソコン入力
事務/秋葉原

13040-45906322 【求人票はこちら】 5
出入口段差：無／車椅子移動スペース：可／
障害者用トイレ：有／階段手すり：有／エレ
ベーター：有

98 足柄上郡・横浜市・海老名市
富士フイルムビジネスエ
キスパート 株式会社

パート
清掃業務、　ク
リーニング業

務
13040-46681722 【求人票はこちら】 3

出入口段差：無／車椅子移動スペース：可／
障害者用トイレ：有／階段手すり：有／エレ
ベーター：有

99 千代田区 アットホーム株式会社 フルタイム 一般事務 13060-18635121 【求人票はこちら】 1
出入口段差：有／車椅子移動スペース：可／
車椅子用トイレ：有／階段手すり：有／エレ
ベーター：有

100 大田区
アルプスアルパイン株式
会社

フルタイム 一般事務 13060-18611721 【求人票はこちら】 1
車椅子移動スペース：可／車椅子用トイレ：有
／エレベータ：有／健康管理室：有
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紹介状は不要ですが、参加希望の方は、前日までに都内ハローワークで参加申込をしてください。

主な就業場所
（区市町村）

企業名
フルタイム
／パート

募集職種 求人数 設備等状況ブース番号 求人番号

令和５年１月３１日　令和４年度第２回障害者就職面接会求人一覧（東京会場）　

101 - ① 大田区
社会医療法人財団仁医
会　牧田総合病院

パート
電話対応・事

務補助
13060-18692921 【求人票はこちら】 1

出入口段差：有／車椅子移動スペース：無／
車椅子用トイレ：有／階段手すり：有／エレ
ベーター：有

101 - ② 大田区
社会医療法人財団仁医
会　牧田総合病院

パート
事務補助（健
診センター）

13060-18693121 【求人票はこちら】 1
出入口段差：有／車椅子移動スペース：可／
車椅子用トイレ：有／階段手すり：有／エレ
ベーター：有

101 - ③ 大田区
社会医療法人財団仁医
会　牧田総合病院

パート
介護補助・看

護補助
13060-18694021 【求人票はこちら】 2

出入口段差：有／車椅子移動スペース：無／
車椅子用トイレ：有／階段手すり：有／エレ
ベーター：有

102 大田区 高砂香料工業株式会社 フルタイム 事務職 13060-18695721 【求人票はこちら】 2
出入口段差：無／車椅子移動スペース：可／
車椅子用トイレ：有／階段手すり：有／エレ
ベーター：有

103 - ① 大田区
日研トータルソーシング株
式会社

パート
事務補助（本

社）
13060-18619121 【求人票はこちら】 12

出入口段差：有／車椅子移動スペース：可／
車椅子用トイレ：有／階段手すり：無／エレ
ベーター：有

103 - ② 大田区
日研トータルソーシング株
式会社

パート
事務補助（コ
ンストラクショ
ン事業部）

13060-18634921 【求人票はこちら】 1
出入口段差：有／車椅子移動スペース：無／
車椅子用トイレ：無／階段手すり：無／エレ
ベーター：有

104 渋谷区 株式会社学究社 パート 事務職 13070-81077021 【求人票はこちら】 5
エレベーター：有／トイレ：洋式／階段手すり：
片側／出入口段差：有（２センチ）／車椅子移
動スペース：有

105 - ① 渋谷区 東邦警備保障株式会社 フルタイム
セキュリティス

タッフ
13070-81024321 【求人票はこちら】 2

エレベーター：有／トイレ：障害者用・洋式／
階段手すり：片側／出入口段差：無／車椅子
移動スペース：無／玄関ドア：自動

105 - ② 渋谷区 東邦警備保障株式会社 フルタイム
駐車場案内ス

タッフ
13070-81027121 【求人票はこちら】 2

エレベーター：有／トイレ：障害者用・洋式／
階段手すり：片側／出入口段差：無／車椅子
移動スペース：無／玄関ドア：自動

106 世田谷区　外 株式会社やさしい手 パート 清掃・軽作業 13070-80793721 【求人票はこちら】 1 各種施設状況はお問い合わせください

107 世田谷区 株式会社不二工機 パート 庶務、軽作業 13070-80795221 【求人票はこちら】 2
エレベーター：有／階段手すり：片側／出入口
段差：有（５センチ）／トイレ：車椅子用・洋式
／車椅子移動スペース：無

108 品川区　外 ライクキッズ株式会社 パート 用務員 13070-81373021 【求人票はこちら】 1
エレベーター：有／階段手すり：両側／出入口
段差：有（１０センチ）／トイレ：車椅子用・洋式
／車椅子移動スペース：無

109 - ① 新宿区
日本レストランシステム株
式会社

パート 店舗スタッフ 13070-81028021 【求人票はこちら】 5

エレベーター：有／階段手すり：片側／出入口
段差：有（２０センチ）／バリアフリー対応トイ
レ：無／トイレ：洋式／車椅子移動スペース：
無／休憩室：有

109 - ② 大田区
日本レストランシステム株
式会社

パート
調理製造・仕

分け
13070-81029721 【求人票はこちら】 5

エレベーター：無／階段手すり：片側／出入口
段差：有（２０センチ）／バリアフリー対応トイ
レ：無／トイレ：洋式／車椅子移動スペース：
無／休憩室：有

109 - ③ 渋谷区
日本レストランシステム株
式会社

パート 事務スタッフ 13070-81030521 【求人票はこちら】 3

企業在籍型ジョブコーチ：無／エレベーター：
無／出入口段差：有（20センチ）／階段手す
り：片側／バリアフリー対応トイレ：無／トイレ：
洋式／車椅子移動スペース：無／点字施設：
無／休憩室：有

110 - ① 八王子市 株式会社オープンハウス フルタイム 事務職 13070-80797421 【求人票はこちら】 6
出入口段差：無／会議室ドア：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：有／トイレ：車椅子用・洋式

110 - ② 横浜市 株式会社オープンハウス フルタイム 事務職 13070-80798321 【求人票はこちら】 11
出入口段差：無／会議室ドア：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：有／トイレ：車椅子用・洋式

110 - ③ 柏市 株式会社オープンハウス フルタイム 事務職 13070-80799621 【求人票はこちら】 5
出入口段差：無／会議室ドア：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：有／トイレ：車椅子用・洋式
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紹介状は不要ですが、参加希望の方は、前日までに都内ハローワークで参加申込をしてください。

主な就業場所
（区市町村）

企業名
フルタイム
／パート

募集職種 求人数 設備等状況ブース番号 求人番号

令和５年１月３１日　令和４年度第２回障害者就職面接会求人一覧（東京会場）　

111 - ① 三鷹市
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

フルタイム 一般事務 13170-35902521 【求人票はこちら】 2
施設設備状況については、面接時確認くださ
い

111 - ② 三鷹市
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

パート
軽作業（ａｎｎｅ

ｘ）
13170-35903421 【求人票はこちら】 4

施設設備状況については、面接時確認くださ
い

111 - ③ 三鷹市
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

パート 軽作業 13170-35904321 【求人票はこちら】 4
施設設備状況については、面接時確認くださ
い

112 - ① 港区
際コーポレーション株式
会社

パート 洗い場 13070-81375821 【求人票はこちら】 2
車椅子移動スペース：無／出入口段差：有／
障害者用トイレ：無

112 - ② 目黒区
際コーポレーション株式
会社

パート 調理補助 13070-81376221 【求人票はこちら】 1
車椅子移動スペース：無／出入口段差：有／
障害者用トイレ：無

112 - ③ 目黒区
際コーポレーション株式
会社

パート ホールスタッフ 13070-81377521 【求人票はこちら】 1
車椅子移動スペース：無／出入口段差：有／
障害者用トイレ：無

113 - ① 世田谷区
楽天ソシオビジネス株式
会社

フルタイム 一般事務 13070-80802321 【求人票はこちら】 3
エレベーター：有／建物内段差：無／階段手
すり：有／トイレ：障害者用・洋式／車椅子移
動スペース：有

113 - ② 世田谷区
楽天ソシオビジネス株式
会社

フルタイム
ＷＥＢ制作関

連
13070-80804921 【求人票はこちら】 1

エレベーター：有／建物内段差：無／階段手
すり：有／トイレ：障害者用・洋式／車椅子移
動スペース：有

113 - ③ 世田谷区
楽天ソシオビジネス株式
会社

フルタイム
エンジニア業

務
13070-80806021 【求人票はこちら】 1

エレベーター：有／建物内段差：無／階段手
すり：有／トイレ：障害者用・洋式／車椅子移
動スペース：有

114 渋谷区
株式会社アートネイ
チャー

フルタイム 一般事務 13070-81378421 【求人票はこちら】 1
エレベーター：有／階段手すり：無／トイレ：洋
式／出入口段差：無／車椅子移動スペース：
無

115 - ① 昭島市 新東産業株式会社 パート 清掃 13070-81556621 【求人票はこちら】 3
エレベーター：有／出入口段差：有／階段手
すり：片側／トイレ：洋式／建物内車椅子ス
ペース：有

115 - ② 横浜市 新東産業株式会社 パート 病院内清掃 13070-81557921 【求人票はこちら】 3
エレベーター：有／階段手すり：両側／出入口
段差：有（スロープ有）／トイレ：洋式・障害者
用／建物内車椅子スペース：有

115 - ③ 武蔵野市 新東産業株式会社 パート 清掃 13070-81560221 【求人票はこちら】 3

エレベーター：有／階段手すり：両側／出入口
段差：有（１５センチ・スロープ有）／トイレ：和
式・洋式・障害者用／建物内車椅子スペー
ス：無

116 渋谷区
みずほビジネスサービス
株式会社

フルタイム 事務補助員 13070-81380121 【求人票はこちら】 1
施設設備状況については、面接時確認くださ
い

117 - ① 渋谷区
デジタル・アドバタイジン
グ・コンソーシアム株式会
社

フルタイム 総務事務 13070-80808821 【求人票はこちら】 2
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（１０センチ）／車椅子
移動スペース：無

117 - ② さいたま市
デジタル・アドバタイジン
グ・コンソーシアム株式会
社

フルタイム 総務事務 13070-80809221 【求人票はこちら】 4
エレベーター：有／階段手すり：片側／トイレ：
車椅子用・洋式／出入口段差：無／車椅子移
動スペース：無

118 - ① 北区 株式会社ベイクルーズ フルタイム
工場クリンネ

ス
13070-80810621 【求人票はこちら】 1

電話対応：無／階段手すり：有／エレベー
ター：無／トイレ：洋式／出入口段差：有／車
椅子移動スペース：無

118 - ② 渋谷区 株式会社ベイクルーズ フルタイム
メールサービ

ス
13070-80811921 【求人票はこちら】 1

電話対応：有（困難な方は無）／階段手すり：
無／エレベーター：有／トイレ：洋式／出入口
段差：有／車椅子移動スペース：無
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紹介状は不要ですが、参加希望の方は、前日までに都内ハローワークで参加申込をしてください。

主な就業場所
（区市町村）

企業名
フルタイム
／パート

募集職種 求人数 設備等状況ブース番号 求人番号

令和５年１月３１日　令和４年度第２回障害者就職面接会求人一覧（東京会場）　

118 - ③ 渋谷区 株式会社ベイクルーズ フルタイム
社内クリンネ

ス
13070-80814721 【求人票はこちら】 1

電話対応：有（困難な方は無）／階段手すり：
無／エレベーター：有／トイレ：洋式／出入口
段差：有／車椅子移動スペース：無

119 - ① 目黒区 株式会社東急ストア パート 販売 13070-80815821 【求人票はこちら】 1
階段手すり：無／出入口段差：無／トイレ：洋
式／車椅子移動スペース：無

119 - ② 品川区 株式会社東急ストア パート 販売 13070-80817521 【求人票はこちら】 1
階段手すり：無／出入口段差：無／トイレ：洋
式／車椅子移動スペース：無

120 - ① 渋谷区 株式会社フジタ フルタイム 事務 13070-80822721 【求人票はこちら】 2
エレベーター：有／階段手すり：片側／出入口
段差：無／トイレ：車椅子用／建物内車椅子
移動スペース：有

120 - ② 渋谷区 株式会社フジタ フルタイム 技術 13070-80823821 【求人票はこちら】 2
エレベーター：有／階段手すり：片側／出入口
段差：無／トイレ：車椅子用／建物内車椅子
移動スペース：有

121 目黒区 株式会社ビザスク パート 事務職員 13070-80826421 【求人票はこちら】 1
エレベーター：有／トイレ：洋式／階段手すり：
両側／出入口段差：有（スロープ有）／建物内
車椅子移動スペース：有

122 - ① 浦安市 船橋市
株式会社ＪＲ東日本クロ
スステーション　本社

パート 商品補充 13070-80828621 【求人票はこちら】 3
施設設備状況に関しましては、面接時確認く
ださい

122 - ② 武蔵野市 国分寺市 昭島市
株式会社ＪＲ東日本クロ
スステーション　本社

パート 商品補充 13070-80829921 【求人票はこちら】 3
施設設備状況に関しましては、面接時確認く
ださい

122 - ③ 八王子市
株式会社ＪＲ東日本クロ
スステーション　本社

パート 商品補充 13070-80830721 【求人票はこちら】 1
施設設備状況に関しましては、面接時確認く
ださい

122 - ④ 杉並区、豊島区 新宿区、品川区 渋谷区、千代田区
株式会社ＪＲ東日本クロ
スステーション　本社

パート 商品補充 13070-80831821 【求人票はこちら】 6
施設設備状況に関しましては、面接時確認く
ださい

122 - ⑤ さいたま市
株式会社ＪＲ東日本クロ
スステーション　本社

パート 商品補充 13070-80834421 【求人票はこちら】 1
施設設備状況に関しましては、面接時確認く
ださい

123 - ① 渋谷区 株式会社アットキャド パート 入力事務 13070-81381021 【求人票はこちら】 3
出入口段差：無／階段手すり：片側／トイレ：
洋式（障害者用）／エレベーター：有

123 - ② 渋谷区 株式会社アットキャド パート ＰＣ事務 13070-81384221 【求人票はこちら】 3
出入口段差：無／階段手すり：片側／トイレ：
洋式（障害者用）／エレベーター：有

123 - ③ 渋谷区 株式会社アットキャド パート 一般事務 13070-81385521 【求人票はこちら】 3
出入口段差：無／階段手すり：片側／トイレ：
洋式（障害者用）／エレベーター：有

124 渋谷区 株式会社ソフトクリエイト フルタイム
営業アシスタ

ント
13070-81387321 【求人票はこちら】 1

エレベーター：有／トイレ：洋式／階段手すり：
片側／出入口段差：有（１５センチ）／車椅子
移動スペース：無

125 新宿区 東京美装興業　株式会社 フルタイム 事務 13080-99989721 【求人票はこちら】 2

出入口段差：無／出入口ドア：自動（ビル入
口）、押し引き戸（オフィス入口）／エレベー
ター：有／階段手すり：有（両側）／車椅子ス
ペース：有／トイレ：洋式（別フロアに多目的ト
イレ有り）／企業在籍型ジョブコーチ：無／点

126 千代田区 株式会社　ヨドバシカメラ フルタイム
店舗内物流作

業
13080-1683522 【求人票はこちら】 2

企業在籍型ジョブコーチ：無／トイレ：洋式／
建物内車椅子移動：不可／点字設備：無／休
憩室：有／店舗内の段差：有

127 新宿区 ＴＢＣグループ　株式会社 フルタイム 一般事務 13080-920022 【求人票はこちら】 5

エレベーター：有／階段手すり：有（片側）／ト
イレ：車椅子対応、洋式／出入口段差：無／
建物内車椅子移動：不可／点字設備：無／休
憩室：無
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https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1307081385521&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1307081387321&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1308099989721&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1308001683522&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1308000920022&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=


紹介状は不要ですが、参加希望の方は、前日までに都内ハローワークで参加申込をしてください。

主な就業場所
（区市町村）

企業名
フルタイム
／パート

募集職種 求人数 設備等状況ブース番号 求人番号

令和５年１月３１日　令和４年度第２回障害者就職面接会求人一覧（東京会場）　

128 新宿区　外
ケーオーデンタル　株式
会社

パート 一般事務 13080-1641622 【求人票はこちら】 2
出入口段差：無／出入口ドア：自動／エレ
ベーター：有／階段手すり：有／建物内車椅
子移動スペース：無／トイレ：洋式

129 新宿区　外
セントラル警備保障　株
式会社

フルタイム 事務職 13080-607622 【求人票はこちら】 2
エレベーター：有／階段手すり：有（片側）／ト
イレ：洋式／建物内車椅子移動：不可／点字
設備：無／休憩室：有（男女兼用）

130 - ① 新宿区 株式会社　三栄建築設計 フルタイム
システムサ
ポート業務

13080-1771022 【求人票はこちら】 1

企業在籍型ジョブコーチ：無／エレベーター：
有／出入口ドア：引き戸／休憩室：無／出入
口段差：スロープ有／階段手すり：有／建物
内車椅子移動：不可／トイレ：洋式／点字表
示：無

130 - ② 新宿区 株式会社　三栄建築設計 フルタイム
財務経理サ
ポート業務

13080-1773222 【求人票はこちら】 1

企業在籍型ジョブコーチ：無／エレベーター：
有／出入口ドア：引き戸／休憩室：無／出入
口段差：スロープ有／階段手すり：有／建物
内車椅子移動：不可／トイレ：洋式／点字表
示：無

130 - ③ 杉並区 株式会社　三栄建築設計 フルタイム 営業事務 13080-1775422 【求人票はこちら】 1

企業在籍型ジョブコーチ：無／エレベーター：
有／出入口ドア：引き戸／休憩室：無／出入
口段差：スロープ有／階段手すり：有／建物
内車椅子移動：不可／トイレ：洋式／点字表
示：無

131 新宿区
住友不動産ヴィラフォン
テーヌ　株式会社

フルタイム 事務（庶務） 13080-1678322 【求人票はこちら】 3

企業在籍型ジョブコーチ：無／エレベーター：
有／階段手すり：有（片側）／トイレ：洋式／建
物内車椅子移動：不可／点字設備：無／休憩
室：無

132 新宿区 株式会社　アデランス フルタイム 一般事務 13080-99994921 【求人票はこちら】 1
エレベーター：有／出入口段差：無／出入口ド
ア：手動／車椅子移動スペース：無／階段手
すり：有／トイレ：洋式

133 千代田区
株式会社　ケーアイ・フ
レッシュアクセス

フルタイム 庶務担当 13080-958122 【求人票はこちら】 1

エレベーター：有／出入口ドア：ビル出入口は
自動、事務所出入口は開き戸／出入口段差：
ビル出入口は段差あり、事務所出入口は段
差なし／階段手すり：出入口階段は手すりな
し、内階段の手すりは片側／トイレ：洋式／建

134 新宿区 株式会社　ＥＰ綜合 フルタイム 一般事務 13080-957222 【求人票はこちら】 2

企業型ジョブコーチ：無／エレベーター：有／
出入口段差：有（８ｃｍ）／建物内車椅子移
動：不可／階段手すり：有（片側）／点字設
備：無／トイレ：車椅子対応・洋式／休憩室：
有

135 新宿区
株式会社　アーキ・ジャパ
ン　東京本社

フルタイム 総務職 13080-576922 【求人票はこちら】 1

エレベーター：有／出入口ドア：自動ドア／出
入口段差：スロープ有／階段手すり：有（両
側）／車椅子移動スペース：有／トイレ：洋式
（車椅子対応はビル１階にあり）

136 杉並区　外 ライフサポート　株式会社 パート
庶務・清掃・軽

作業
13080-685122 【求人票はこちら】 1

企業在籍型ジョブコーチ：無／エレベーター：
無／階段手すり：階段無し／トイレ：車椅子対
応／点字設備：無／建物内車椅子移動：可／
休憩室：有

137 新宿区 株式会社　フェローズ フルタイム 一般事務 13080-1806822 【求人票はこちら】 3

企業在籍型ジョブコーチ：無／エレベーター：
有／階段手すり：有（片側）／トイレ：洋式・車
椅子対応有／建物内車椅子移動：可／点字
設備：無／休憩室：有

138 - ① 新宿区
株式会社　スタイル・フ
リー

フルタイム
システムエン
ジニア（契約

社員）
13080-949222 【求人票はこちら】 1

企業型ジョブコーチ：無／エレベーター：有／
階段手すり：両側／出入口段差：無／トイレ：
車いす用・洋式／建物内車椅子移動：可／点
字設備：無／休憩室：有

138 - ② 新宿区
株式会社　スタイル・フ
リー

フルタイム
システムエン
ジニア（正社

員）
13080-950722 【求人票はこちら】 1

企業型ジョブコーチ：無／エレベーター：有／
階段手すり：両側／出入口段差：無／トイレ：
車いす用・洋式／建物内車椅子移動：可／点
字設備：無／休憩室：有

139 - ① 江東区
株式会社　第一ビルメン
テナンス

パート
マンション清

掃Ａ
13080-590822 【求人票はこちら】 1

エレベーター：有／階段手すり：無／トイレ：洋
式／建物内車椅子移動：不可／点字設備：無
／休憩室：有

139 - ② 江東区
株式会社　第一ビルメン
テナンス

パート
マンション清

掃Ｂ
13080-598422 【求人票はこちら】 1

エレベーター：有／階段手すり：無／トイレ：洋
式／建物内車椅子移動：不可／点字設備：無
／休憩室：有

140 新宿区 RIZAP　株式会社 フルタイム 一般事務 13080-99429821 【求人票はこちら】 2

出入口段差：無／企業在籍型ジョブコーチ：有
／エレベーター：有／階段手すり：有（片側）／
トイレ：洋式／車いす移動スペース：有／点字
設備：無／休憩室：有／筆談環境：有

141 - ① 新宿区　外 辻・本郷　税理士法人 フルタイム
一般事務：税
理士補助業務

13080-99430421 【求人票はこちら】 1

エレベーター：有／出入口ドア：引き戸／出入
口段差：無／階段手すり：有（片側）／車椅子
移動スペース：可／トイレ：オストメイト・車椅
子対応
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https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1308001641622&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
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https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1308099429821&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
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紹介状は不要ですが、参加希望の方は、前日までに都内ハローワークで参加申込をしてください。

主な就業場所
（区市町村）

企業名
フルタイム
／パート

募集職種 求人数 設備等状況ブース番号 求人番号

令和５年１月３１日　令和４年度第２回障害者就職面接会求人一覧（東京会場）　

141 - ② 新宿区　外 辻・本郷　税理士法人 パート
一般事務：税
理士補助業務

13080-99433921 【求人票はこちら】 1

エレベーター：有／出入口ドア：引き戸／出入
口段差：無／階段手すり：有（片側）／車椅子
移動スペース：可／トイレ：オストメイト・車椅
子対応

142 中野区
株式会社　ディ・アイ・シス
テム

フルタイム 一般事務 13080-581722 【求人票はこちら】 1

エレベーター：有／出入口ドア：引き戸／出入
口段差：無／階段手すり：有（片側）／車椅子
移動スペース：可／トイレ：車椅子対応／休憩
室：有／点字表示：無／企業在籍型ジョブ
コーチ：無

143 - ① 新宿区 株式会社　ロッテ フルタイム 一般事務Ｂ 13080-83622 【求人票はこちら】 1

企業在籍型ジョブコーチ：無／エレベーター：
有／階段手すり：有（片側）／トイレ：車椅子対
応／建物内車椅子移動：可／点字設備：無／
休憩室：有

143 - ② 新宿区 株式会社　ロッテ フルタイム 一般事務Ａ 13080-99436721 【求人票はこちら】 1

企業在籍型ジョブコーチ：無／エレベーター：
有／階段手すり：有（片側）／トイレ：車椅子対
応／建物内車椅子移動：可／点字設備：無／
休憩室：有

144 豊島区
エヌ・ティ・ティ・システム
開発株式会社

フルタイム
人事部事務ス

タッフ
13090-48935521 【求人票はこちら】 1

出入口段差：無／車椅子移動スペース：無／
車椅子用トイレ：無／階段手すり：有／休憩
室：有

145 豊島区
独立行政法人　勤労者退
職金共済機構

パート 一般事務 13090-48489121 【求人票はこちら】 1
出入口段差：有／車椅子移動スペース：無／
車椅子用トイレ：無／階段手すり：無／休憩
室：有

146 - ① 豊島区・板橋区 東京信用金庫 パート 一般事務 13090-47959921 【求人票はこちら】 1
出入口段差：無／車椅子移動スペース：無／
車椅子用トイレ：無／階段手すり：有／休憩
室：有

146 - ② 豊島区・板橋区 東京信用金庫 フルタイム 一般事務 13090-47960721 【求人票はこちら】 1
出入口段差：無／車椅子移動スペース：無／
車椅子用トイレ：無／階段手すり：有／休憩
室：有

147 - ① 板橋区 株式会トプコン フルタイム
設計開発サ

ポート
13090-47961821 【求人票はこちら】 1

出入口段差：無／車椅子移動スペース：無／
車椅子用トイレ：無／階段手すり：有／休憩
室：有

147 - ② 板橋区 株式会トプコン フルタイム
営業アシスタ

ント
13090-47962221 【求人票はこちら】 1

出入口段差：無／車椅子移動スペース：無／
車椅子用トイレ：無／階段手すり：有／休憩
室：有

147 - ③ 板橋区 株式会トプコン フルタイム 一般事務 13090-47963521 【求人票はこちら】 1
出入口段差：無／車椅子移動スペース：無／
車椅子用トイレ：無／階段手すり：有／休憩
室：有

148 - ① 豊島区
トランス・コスモス株式会
社　本社

フルタイム
事務スタッフ

（契約）
13090-47964421 【求人票はこちら】 2

出入口段差：無／車椅子移動スペース：可／
車椅子用トイレ：有／階段手すり：有／休憩
室：有

148 - ② 豊島区
トランス・コスモス株式会
社　本社

フルタイム
事務スタッフ
（チームリー

ダー）
13090-47965321 【求人票はこちら】 2

出入口段差：無／車椅子移動スペース：可／
車椅子用トイレ：有／階段手すり：有／休憩
室：有

148 - ③ 豊島区
トランス・コスモス株式会
社　本社

フルタイム
Ｗｅｂ・　グラ

フィックデザイ
ナー

13090-47966621 【求人票はこちら】 3
出入口段差：無／車椅子移動スペース：可／
車椅子用トイレ：有／階段手すり：有／休憩
室：有

148 - ④ 豊島区
トランス・コスモス株式会
社　本社

フルタイム
Ｗｅｂエンジニ
ア/ｺｰﾀﾞｰ（契

約）
13090-47967921 【求人票はこちら】 2

出入口段差：無／車椅子移動スペース：可／
車椅子用トイレ：有／階段手すり：有／休憩
室：有

148 - ⑤ 豊島区
トランス・コスモス株式会
社　本社

フルタイム
Ｗｅｂ・　グラ

フィックデザイ
ナー（契約）

13090-47968121 【求人票はこちら】 2
出入口段差：無／車椅子移動スペース：可／
車椅子用トイレ：有／階段手すり：有／休憩
室：有

148 - ⑥ 豊島区
トランス・コスモス株式会
社　本社

フルタイム
Ｗｅｂエンジニ

ア/ｺｰﾀﾞｰ
13090-47969021 【求人票はこちら】 2

出入口段差：無／車椅子移動スペース：可／
車椅子用トイレ：有／階段手すり：有／休憩
室：有

149 豊島区
中高年事業団　やまて企
業組合

フルタイム 事務職 13090-48485421 【求人票はこちら】 1
出入口段差：無／車椅子移動スペース：有／
車椅子用トイレ：無／階段手すり：無／休憩
室：有
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紹介状は不要ですが、参加希望の方は、前日までに都内ハローワークで参加申込をしてください。

主な就業場所
（区市町村）

企業名
フルタイム
／パート

募集職種 求人数 設備等状況ブース番号 求人番号

令和５年１月３１日　令和４年度第２回障害者就職面接会求人一覧（東京会場）　

150 豊島区 株式会社ランドネット パート 一般事務 13090-48492521 【求人票はこちら】 1
出入口段差：無／車椅子移動スペース：無／
車椅子用トイレ：無／階段手すり：無／休憩
室：有

151 豊島区
株式会社　菱サ・ビルウェ
ア

フルタイム 一般事務 13090-48487621 【求人票はこちら】 1
出入口段差：有／車椅子移動スペース：無／
車椅子用トイレ：無／階段手すり：有／休憩
室：有

152 - ① 豊島区 株式会社アイヴィジット パート
コールスタッフ
及び一般事務

13090-48471121 【求人票はこちら】 3
出入口段差：有／車椅子移動スペース：無／
車椅子用トイレ：無／階段手すり：有／休憩
室：有

152 - ② 豊島区 株式会社アイヴィジット パート 一般事務 13090-48472021 【求人票はこちら】 1
出入口段差：有／車椅子移動スペース：無／
車椅子用トイレ：無／階段手すり：有／休憩
室：有

153 豊島区 ＢＸテンパル株式会社 パート 事務職 13090-48483221 【求人票はこちら】 1
出入口段差：有／車椅子移動スペース：有／
車椅子用トイレ：無／階段手すり：有／休憩
室：有

154 - ① 北区
株式会社　ニューテック康
和

フルタイム
総務・経理事

務
13100-9835921 【求人票はこちら】 1

出入口段差：有（５㎝）／車椅子用トイレ：無／
階段手すり：有（片側）／エレベーター：有

154 - ② 北区
株式会社　ニューテック康
和

フルタイム
総務・経理事

務
13100-9836121 【求人票はこちら】 1

出入口段差：有（５㎝）／車椅子用トイレ：無／
階段手すり：有（片側）／エレベーター：有

155 - ① 北区 株式会社 ＴＲＩＮＩＴＹ パート 一般事務 13100-9850321 【求人票はこちら】 2
出入口段差：無／車椅子用トイレ：無／階段
手すり：無／エレベーター：有

155 - ② 北区 株式会社 ＴＲＩＮＩＴＹ フルタイム 一般事務 13100-9851621 【求人票はこちら】 1
出入口段差：無／車椅子用トイレ：無／階段
手すり：無／エレベーター：有

156 荒川区 株式会社ADEKA フルタイム
事務アシスタ

ント
13110-22592821 【求人票はこちら】 2

出入口段差：無／車椅子用トイレ：有／階段
手すり：有／エレベーター：有

157 荒川区 日本アンテナ株式会社 フルタイム 事務職 13110-22593221 【求人票はこちら】 1
出入口段差：有／トイレ：洋式／階段手すり：
無／エレベーター：有

158 荒川区 株式会社ヨダ（工場） フルタイム
工場内の軽作

業
13110-22594521 【求人票はこちら】 2

出入口段差：有／トイレ：洋式／階段手すり：
無／エレベーター：無

159 墨田区
株式会社小森コーポレー
ション

フルタイム
一般事務・部

品管理
13120-23798721 【求人票はこちら】 2

出入口段差：有1cm／車椅子移動スペース：
無／トイレ：洋式／階段手すり：有（片側）／エ
レベーター：有

160 墨田区
東武タワースカイツリー株
式会社

パート 一般事務 13120-23800921 【求人票はこちら】 1
出入口段差：無／車椅子移動スペース：可／
トイレ：洋式／階段手すり：有(両側）／エレ
ベーター：有

161 墨田区 アサヒ飲料株式会社 フルタイム 一般事務 13120-23797021 【求人票はこちら】 1
出入口段差：無／車椅子移動スペース：可／
トイレ：洋式／階段手すり：有／エレベーター：
有

162 葛飾区 株式会社コンフォート パート 調理補助 13120-23799821 【求人票はこちら】 1
出入口段差：有3cm／車椅子移動スペース：
可／車椅子用トイレ：有／エレベーター：有

163 - ① 豊島区 ダイオーミウラ株式会社 パート
管理部門ス

タッフ
13120-23787921 【求人票はこちら】 1

ビル出入口段差：有（スロープ有）／車椅子移
動スペース：可／トイレ：洋式／エレベーター：
有

163 - ② 墨田区 ダイオーミウラ株式会社 パート
管理部門ス

タッフ
13120-23788121 【求人票はこちら】 1

ビル出入口段差：有／車椅子移動スペース：
可／トイレ：洋式／階段手すり：無／エレベー
ター：有
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紹介状は不要ですが、参加希望の方は、前日までに都内ハローワークで参加申込をしてください。

主な就業場所
（区市町村）

企業名
フルタイム
／パート

募集職種 求人数 設備等状況ブース番号 求人番号

令和５年１月３１日　令和４年度第２回障害者就職面接会求人一覧（東京会場）　

163 - ③ 墨田区 ダイオーミウラ株式会社 パート
WEB制作　製

版作業員
13120-23789021 【求人票はこちら】 1

ビル出入口段差：有／車椅子移動スペース：
可／トイレ：洋式／階段手すり：無／エレベー
ター：有

163 - ④ 川越市 ダイオーミウラ株式会社 パート
シール・ラベル

製造
13120-23791521 【求人票はこちら】 1

事務所出入口段差：有（スロープ・手すり有）
／車椅子異動スペース：可／トイレ：洋式／エ
レベーター：無

164 江東区
いすゞ自動車首都圏株式
会社

パート 社内配送業務 13130-30949621 【求人票はこちら】 1
出入口：引き戸・段差有（１cm）／車椅子移動
スペース：不可／障害者用トイレ：有／階段手
摺：有

165 江東区
月島テクノメンテサービス
株式会社

パート 一般事務 13130-30997321 【求人票はこちら】 2
出入口段差有／車椅子移動スペース：不可
／トイレ：洋式／階段手摺：片側

166 江東区
ＪＲＡシステムサービス株
式会社

フルタイム 一般事務 13130-30948321 【求人票はこちら】 3
出入口：自動ドア・段差有／車椅子移動ス
ペース：可／障害者用トイレ：無（洋式開き戸）
／階段手摺：有

167 江東区等 株式会社ミライト・ワン フルタイム 総合職 13130-30951721 【求人票はこちら】 1 ロケーションによるため要相談

168 江東区
株式会社ルーセントスク
エア

フルタイム
ソフトウエア開

発
13130-31240021 【求人票はこちら】 2

出入口：段差無／車椅子移動スペース：可／
障害者用トイレ：無／階段手摺：無

169 - ① 江東区 東電設計株式会社 フルタイム 事務系 13130-31146821 【求人票はこちら】 1
出入口：手動ドア・段差無／車椅子移動ス
ペース：可／障害者用トイレ：有／階段手摺：
有

169 - ② 江東区 東電設計株式会社 フルタイム 技術系 13130-31148521 【求人票はこちら】 1
出入口：手動ドア・段差無／車椅子移動ス
ペース：可／障害者用トイレ：有／階段手摺：
有

169 - ③ 江東区 東電設計株式会社 フルタイム 社内ＳＥ 13130-31150921 【求人票はこちら】 1
出入口：手動ドア・段差無／車椅子移動ス
ペース：可／障害者用トイレ：有／階段手摺：
有

170 - ① 江東区
ジュピターショップチャン
ネル株式会社

パート
通販コールセ
ンターオペ
レーター

13130-30910221 【求人票はこちら】 2
出入口：自動ドア・段差無／車椅子移動ス
ペース：不可／障害者用トイレ：有／階段手
摺：有

170 - ② 江東区
ジュピターショップチャン
ネル株式会社

フルタイム
社内ＳＥ

インフラ担当
13130-30911521 【求人票はこちら】 1

出入口：自動ドア・段差無／車椅子移動ス
ペース：不可／障害者用トイレ：有／階段手
摺：有

170 - ③ 江東区
ジュピターショップチャン
ネル株式会社

フルタイム
フロントエンド
エンジニア

13130-30913321 【求人票はこちら】 1
出入口：自動ドア・段差無／車椅子移動ス
ペース：不可／障害者用トイレ：有／階段手
摺：有

170 - ④ 江東区
ジュピターショップチャン
ネル株式会社

フルタイム
アプリケーショ

ン保守
13130-30915921 【求人票はこちら】 1

出入口：自動ドア・段差無／車椅子移動ス
ペース：不可／障害者用トイレ：有／階段手
摺：有

170 - ⑤ 江東区
ジュピターショップチャン
ネル株式会社

フルタイム
Ｗｅｂエンジニ

ア
13130-30916121 【求人票はこちら】 1

出入口：自動ドア・段差無／車椅子移動ス
ペース：不可／障害者用トイレ：有／階段手
摺：有

170 - ⑥ 江東区
ジュピターショップチャン
ネル株式会社

フルタイム
ＩＴ部門アシス

タント
13130-30917021 【求人票はこちら】 1

出入口：自動ドア・段差無／車椅子移動ス
ペース：不可／障害者用トイレ：有／階段手
摺：有

171 東京都内 株式会社ダイエー パート 軽作業 13130-30950021 【求人票はこちら】 5
・配属は、都内４５店舗のうち通勤可能な範囲
で相談可
・設備状況は店舗毎に異なります

172 江東区 株式会社ネクセライズ フルタイム 一般事務 13130-31168921 【求人票はこちら】 1
出入口：段差無／車椅子移動スペース：可／
障害者用トイレ：有
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https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1313030948321&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1313030951721&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1313031240021&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1313031146821&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1313031148521&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1313031150921&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1313030910221&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1313030911521&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1313030913321&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1313030915921&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1313030916121&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1313030917021&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1313030950021&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1313031168921&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=


紹介状は不要ですが、参加希望の方は、前日までに都内ハローワークで参加申込をしてください。

主な就業場所
（区市町村）

企業名
フルタイム
／パート

募集職種 求人数 設備等状況ブース番号 求人番号

令和５年１月３１日　令和４年度第２回障害者就職面接会求人一覧（東京会場）　

173 江東区
株式会社ＩＨＩ回転機械エ
ンジニアリング

フルタイム 一般事務 13130-30938521 【求人票はこちら】 2
出入口：自動ドア／車椅子移動スペース：可
／障害者用トイレ：有／階段手摺：有
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