
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 八王子市
医療法人社団明和会　西
八王子病院

パート 調理補助 13140-17725421 【求人票はこちら】 1

エレベーター：有／出入口ドア：自動／出入口
段差：無／階段手すり：有（片側）／車椅子移
動スペース：可／車椅子用トイレ：有／休憩
室：無／点字設備：無

2 八王子市／多摩市
ＭＳ＆ＡＤ事務サービス株
式会社

フルタイム 一般事務 13140-17726321 【求人票はこちら】 1

エレベーター：有／出入口ドア：開戸／出入口
段差：有／階段手すり：有（片側）／車椅子移
動スペース：無／車椅子用トイレ：有／休憩
室：無／点字設備：無

3 日野市
株式会社日野ヒューテッ
ク

パート 一般事務 13140-17724521 【求人票はこちら】 1
エレベーター：無／出入口ドア：手動／出入口
段差：有／階段手すり：有（片側）／車椅子移
動スペース：無／休憩室：無

4 八王子市 株式会社日本テクノス フルタイム 一般事務 13140-17727621 【求人票はこちら】 1

エレベーター：有／出入口ドア：自動／出入口
段差：スロープ有／階段手すり：有（片側）／
車椅子移動スペース：可／車椅子用トイレ：有
／休憩室：有

5 立川市 多摩信用金庫 フルタイム 一般事務 13150-24465421 【求人票はこちら】 2
エレベーター：有／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（片側）

6 - ① 昭島市 日本電子株式会社 フルタイム
一般事務（輸
出業務）

13150-25027121 【求人票はこちら】 1
エレベーター：有／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（片側）

6 - ② 昭島市 日本電子株式会社 フルタイム 設計業務 13150-25028021 【求人票はこちら】 1
エレベーター：有／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（片側）

7 昭島市
株式会社ＩＨＩジェットサー
ビス

パート 一般事務 13150-24463221 【求人票はこちら】 2
エレベーター：有／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（片側）

8 - ① 立川市
株式会社日立ソリューショ
ンズ・テクノロジー

フルタイム 一般事務 13150-24464521 【求人票はこちら】 1
エレベーター：有／出入口段差：有／車椅子
移動スペース：有／車椅子用トイレ：有／階段
手すり：有（片側）

9 - ② 青梅市・東大和市 青梅信用金庫 フルタイム 内部事務 13160-10864921 【求人票はこちら】 1
エレベーター：有/出入口段差：無/階段手す
り：片側/トイレ：洋式/建物内車椅子移動ス
ペース：無（一部有）

10 - ① 青梅市
やまびこジャパン株式会
社

フルタイム 一般事務 13160-10859721 【求人票はこちら】 1
エレベーター：有/出入口段差：有（１０cm）/階
段手すり：両側/トイレ：洋式・車椅子用/建物
内車椅子移動スペース：有

10 - ② 青梅市
やまびこジャパン株式会
社

パート 一般事務 13160-10860521 【求人票はこちら】 1
エレベーター：有/出入口段差：有（１０cm）/階
段手すり：両側/トイレ：洋式・車椅子用/建物
内車椅子移動スペース：有

11 日の出町・昭島市 株式会社ウメダ フルタイム
技能工（機械
工・溶接工）

13160-10880121 【求人票はこちら】 1
エレベーター：無/出入口段差：有（２０cm）/階
段手すり：片側/障害者用トイレ：無/建物内車
椅子移動スペース：無/更衣室・食堂２階に有

12 - ① 武蔵野市 株式会社　飯田産業 フルタイム 一般事務 13170-35716821 【求人票はこちら】 1
エレベータ－：有/車椅子移動スペース：有/階
段手すり：有/トイレ：洋式/出入口段差：無

12 - ② 武蔵野市 株式会社　飯田産業 パート 一般事務 13170-35715721 【求人票はこちら】 3
エレベータ－：有/車椅子移動スペース：有/階
段手すり：有/トイレ：洋式/出入口段差：無

13 武蔵野市 学校法人　成蹊学園 パート 学校事務職員 13170-35761921 【求人票はこちら】 1
エレベータ－：有/車椅子移動スペース：有/階
段手すり：有/トイレ：洋式/出入口段差：配属
先による

14 - ① 町田市 株式会社ビッグヨーサン パート
食品の品出し

等
13190-11625221 【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

14 - ② 町田市 株式会社ビッグヨーサン パート 青果の販売等 13190-11627421 【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

14 - ③ 町田市 株式会社ビッグヨーサン パート レジ等 13190-11628321 【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

15 町田市
みずほビジネス・チャレン
ジド株式会社

フルタイム 一般事務 13190-11629621 【求人票はこちら】 2
出入口段差：無／車椅子移動スペース：有／
車椅子用トイレ：有／階段手すり：有

ブース番号 求人番号
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https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1314017725421&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1314017726321&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1314017724521&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1314017727621&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1315024465421&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1315025027121&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1315025028021&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1315024463221&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1315024464521&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1316010864921&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1316010859721&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1316010860521&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1316010880121&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1317035716821&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1317035715721&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1317035761921&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1319011625221&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1319011627421&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1319011628321&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1319011629621&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
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16 町田市
コストコホールセールジャ
パン株式会社　多摩境倉
庫店

パート 食品製造 13190-11630021 【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：有／階段手すり：有

17 多摩市 ＪＵＫＩ　株式会社 パート 事務補助 13200-19064421 【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：可／車椅子用トイレ：有／階段
手すり：有

18 - ① 府中市
日本電気航空宇宙システ
ム　株式会社

フルタイム 技術職 13200-19062221 【求人票はこちら】 2

企業在籍型ジョブコーチ：無／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（片側）／休憩室：無／
電話対応：困難な方は無

18 - ② 府中市
日本電気航空宇宙システ
ム　株式会社

フルタイム 事務職 13200-19063521 【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／車椅子移動スペース：可／車椅子用トイ
レ：有／階段手すり：有（片側）／休憩室：無／
電話対応：困難な方は無

19 多摩市
朝日生命保険相互会社
多摩本社

フルタイム 一般事務 13200-19065321 【求人票はこちら】 3

企業在籍型ジョブコーチ：有／エレベーター：
有／点字設備：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（片側）
／休憩室：無
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https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1319011630021&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1320019064421&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1320019062221&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1320019063521&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1320019065321&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=

