
ブース
NO

会　社　名

業　種 福祉・介護 職　種 介護補助スタッフ 仕事内容

施設内のデイサロンにて入居者のお手伝い
見守りや話し相手、食事の介助（食事の陳列・お茶
出し・片付け等）レクリエーション（体操・合唱・お絵描
き等）など

求人数
雇用形態

１名
（パート）

就業場所

福岡市博多区金の隈
（アビタシオン博多ⅠⅡ
号館）

賃　金

時給：９６０円
通勤手当：規定により支給
残業手当：規定により支給
昇給：あり

業　種 福祉・介護 職　種 洗い場スタッフ 仕事内容

有料老人ホーム内の厨房にて、食器洗浄、片付け、
清掃など
１回あたり２００食程度の提供
食器洗浄は機械使用

求人数
雇用形態 １名（パート） 就業場所

福岡市博多区金の隈
（アビタシオン博多ⅠⅡ
号館）

賃　金

時給：９９９円（試用期間３ヶ月は時給９９０円）
通勤手当：規定により支給
残業手当：規定により支給
昇給：あり

業　種 福祉・介護 職　種 用務・清掃スタッフ 仕事内容 入居者のお部屋の清掃や共用部の清掃など

求人数
雇用形態 １名（パート） 就業場所

福岡市中央区薬院
（アビタシオン浄水）

賃　金

時給：８５１円（試用期間３ヶ月は時給８４２円）
通勤手当：規定により支給
残業手当：規定により支給
昇給：あり

業　種 サービス業 職　種
営業中のホール内外
清掃

仕事内容

営業時間中及び開店前のパチンコ店内の清掃
吸殻やゴミの回収
トイレ清掃
店内のホコリ取り等

求人数
雇用形態

各１名
（パート）

就業場所

①福岡市中央区春吉

②福岡県朝倉郡筑前町
賃　金

①時給：１０００円
②時給：９１０円
賞与：あり　通勤手当：２０，０００円/月迄

業　種 銀行業 職　種 一般事務 仕事内容

パソコン、銀行専用端末を使用した一般事務
データ入力作業
接客対応なし
※電話応対要相談

求人数
雇用形態

３名
（嘱託）

就業場所
福岡市博多区博多駅前
福岡市早良区百道浜

賃　金

月額：１４１，０００円～１７５，０００円
通勤手当：上限５０，０００円/月迄
昇給・賞与：あり

（株）玉屋 備　考

【就業時間・休日・必要な資格等】
（１）８：３０～１６：００　（２）１３：００～２０：３０
（３）１４：３０～２２：００
（１）（２）（３）いずれか（店舗により異なる）
休憩：４５分　就業日：シフト制
休日：シフト制　月６日～１０日程度
（店舗により異なる）
マイカー通勤可（無料駐車場あり）
制服あり（有料１，５００円）
※通院の配慮・就業時間短縮配慮可

備　考

【就業時間・休日・必要な資格等】
８：３０～１７：３０（休憩６０分）
時間外あり（月平均５時間）
就業日：月～金　休日：土日祝
有給休暇１３日（６ヶ月以上経過後）
マイカー通勤可※応相談
制服あり（無料）
※通院の配慮・就業時間の短縮可
※ジョブコーチ支援の受入可

（株）西日本シティ銀行

福岡県委託事業「障がい者雇用拡大・職業紹介事業」

「就職相談会」参加企業・求人一覧（2021.2.9 福岡会場・午後の部）

詳　　　　細

（株）アビタシオン

備　考

【就業時間・休日・必要な資格等】
８：４５～１７：３０のうち４～６ｈ程度（休憩６０
分）時間外あり（月平均５時間）
就業日・休日：シフト制
マイカー通勤可（無料駐車場あり）
制服あり（無料）
※通院の配慮・就業時間の短縮可
※ジョブコーチ支援受入可
◆正社員登用制度あり◆

備　考

【就業時間・休日・必要な資格等】
１６：３０～１９：３０　時間外なし
就業日・休日：シフト制
マイカー通勤可（無料駐車場あり）
制服あり（無料）
※通院の配慮・就業時間の短縮可
※ジョブコーチ支援受入可
◆正社員登用制度あり◆

備　考

【就業時間・休日・必要な資格等】
９：００～１５：００　時間外あり（月平均５時間）
就業日・休日：シフト制
マイカー通勤不可（バイク通勤は可）
制服あり（無料）
※通院の配慮・就業時間の短縮可
※ジョブコーチ支援受入可
◆正社員登用制度あり◆

この列が企業様のブース番号です。
レイアウト図でこちらの列番号をご確認ください。
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ブース
NO

会　社　名 詳　　　　細

業　種
文具・事務機器
関連

職　種 倉庫内作業 仕事内容

・文具の商品出荷（ピッキング）
・棚への在庫補充
・荷造り
・倉庫内清掃など

求人数
雇用形態

１名
(パート）

就業場所
筑後市大字野町
（筑後物流センター）

賃　金
時給：８５０円
通勤手当：当社規定による

業　種
文具・事務機器
関連

職種 事務 仕事内容
・ホームページの管理全般
・広告デザインの作成および管理

求人数
雇用形態

１名
（パート）

就業場所 福岡市博多区古門戸町 賃　金
時給：８５０円
通勤手当：当社規定による

業　種
文具・事務機器
関連

職　種 事務 仕事内容

・郵送物発送、受取、仕分け、各フロア配達
・経理帳票転記作業
・書類ファイリング、シュレッダー
・来客対応（インターホン対応）

求人数
雇用形態

１名
（パート）

就業場所 福岡市博多区古門戸町 賃　金
時給：８５０円
通勤手当：当社規定による

業　種
小売（スーパー
マーケット）

職　種
店舗部門業務、巡回清
掃業務

仕事内容

各店舗におけるバックヤード業務全般
（精肉・水産・青果・デリカ・ベーカリー・加工）
または店舗の品出し業務(接客対応有り）
ハロースマイルは基本巡回での店舗清掃業務

求人数
雇用形態

店舗により若干
名
（パート）

就業場所

福岡県内各店舗
・ハローデイ・ボンラパス
・かじや水産・ハローミー
ト・ハロースマイル

賃　金

時給：８４２円～
賞与：あり
通勤手当：あり

業　種
コンピューター
ITサービス

職　種 総務 仕事内容

■IR・開示・株主総会、株式実務、株主対応
■規定の作成、見直し、管理
■会社資産や備品などの管理業務
■各種契約書管理、検討・新拠点開設に伴う手続き

求人数
雇用形態

１名
（正社員・契約
社員）

就業場所 福岡市中央区天神 賃　金

月給：２６０，０００円～３５０，０００円
通勤手当：３０，０００円/月迄
昇給・賞与：あり

【就業時間・休日・必要な資格等】
８：００～１８：００内、４時間契約 時間外なし
就業日：シフト制（週５日程度）
休日：シフト制（月に９日）
制服あり（無料）紛失した際は自費負担
マイカー勤務可（駐車場有料３，５００円/月）
※障がいのある社員のための専門部署あり
※ジョブコーチ支援の受入可
（障害者就業・生活支援センター登録必須）

備　考

【共通就労条件】
フレックスタイム制
休憩：６時間以上の場合６０分
就業日：月～金
休日：土日祝　休暇：年末年始
時間外あり（月平均８．１時間）
通院の配慮・就業時間の短縮可
【必須スキル】上場企業でのIR/開示の経験・会社法
や金商法の基本的な知識
【歓迎スキル】株主総会や取締役会運営等の重要会
議運営経験・株主対応等の株式実務経験

(株)アイキューブドシステムズ

（株）ハローデイホールディングス 備　考

備　考

【就業時間・休日・必要な資格等】
９：００～１７：００　（休憩６０分）
就業日：月～金　　休日：土日祝
休暇：年末年始５日、夏季休暇
マイカー通勤可（駐車場あり）
※通院の配慮・就業時間短縮可
※ジョブコーチ支援受入可

備　考

【就業時間・休日・必要な資格等】
８：３０～１６：３０　（休憩６０分）
就業日：月～金　　休日：土日祝
休暇：年末年始休暇、夏季休暇
必要スキル：イラストレーターなどのデザインソ
フト操作その他PCスキル、webディレクターや
プランナー経験者歓迎
※通院の配慮・就業時間短縮可
※ジョブコーチ支援受入可

備　考

【就業時間・休日・必要な資格等】
８：３０～１６：３０　（休憩６０分）
就業日：月～金　　休日：土日祝
休暇：年末年始休暇、夏季休暇
必要スキル：メールやスケジュール確認をパソ
コンで行うため基本的な操作ができること、
ExcelやWordも出来れば仕事の幅も広がりま
す
※通院の配慮・就業時間短縮可
※ジョブコーチ支援受入可

(株)レイメイ藤井
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ブース
NO

会　社　名 詳　　　　細

業　種
コンピューター
ITサービス

職　種
サーバーサイドエンジニ
ア

仕事内容

■サーバーサイドの観点から、要件達成の為の技術的検
討、設計、実装の推進■ハイパフォーマンスなプロダクトを
実現する為の企画・実装の推進■チームにとって採用すべ
き技術領域の研究調査・導入の為の企画推進■チームの
生産性向上に対するプロアクティブな貢献

求人数
雇用形態

１名
（正社員・契約
社員）

就業場所 福岡市中央区天神 賃　金

月給：２７０，０００円～６５５，０００円
通勤手当：３０，０００円/月迄
昇給・賞与：あり

業　種
コンピューター
ITサービス

職　種
モバイルアプリエンジニ
ア

仕事内容

■CLOMO MDM Agent for Androidを始めとしたCLOMOモ
バイルアプリへの追加機能開発や改修作業■Xamarinを用
いたクロスプラットフォームモバイルアプリ開発■チームに
とって採用すべき技術領域の研究調査・導入のための企画
推進■チームの生産性向上に対するプロアクティブな貢献

求人数
雇用形態

１名
（正社員・契約
社員）

就業場所 福岡市中央区天神 賃　金

月給：３２０，０００円～６５５，０００円
通勤手当：３０，０００円/月迄
昇給・賞与：あり

業　種
コンピューター
ITサービス

職　種
モバイルアプリエンジニ
ア

仕事内容

■Xamarinを用いたクロスプラットフォームモバイルア
プリ開発■既存iOS/Androidアプリケーションの改善
■チームにとって採用すべき技術領域の研究調査・
導入のための企画推進■チームの生産性向上に対
するプロアクティブな貢献

求人数
雇用形態

１名
（正社員・契約
社員）

就業場所 福岡市中央区天神 賃　金

月給：３２０，０００円～６５５，０００円
通勤手当：３０，０００円/月迄
昇給・賞与：あり

業　種
コンピューター
ITサービス

職　種
プラットフォームエンジニ
ア

仕事内容

■Microsoft AzureをはじめとするIaaS,PaaSへの自社サー
ビス環境構築・運用■クラウドシステム・ネットワークのデー
タ保護セキュリティ施策の企画立案・遂行■サービス信頼
性向上の為の各種施策の企画立案・実施■サービス障害
発生時の応急措置・復旧

求人数
雇用形態

１名
（正社員・契約
社員）

就業場所 福岡市中央区天神 賃　金

月給：３２０，０００円～６５５，０００円
通勤手当：３０，０００円/月迄
昇給・賞与：あり

業　種
コンピューター
ITサービス

職　種 プログラムマネージャー 仕事内容

■開発プロジェクトの管理
■開発工数の予実管理
■外部開発パートナーとの契約および窓口対応
■開発プロセスの横断的改善に向けた取り組み等

求人数
雇用形態

１名
（正社員・契約
社員）

就業場所 福岡市中央区天神 賃　金

月給：２６０，０００円～３７０，０００円
通勤手当：３０，０００円/月迄
昇給・賞与：あり

備　考

【就業時間・休日・必要な資格等】
■共通就労条件参照
【必須スキル】システム開発プロジェクトにおける
プロジェクトマネジメントの実務経験・エンジニアの
生産性をあげることのできるコミュニケーション能
力
【歓迎スキル】プログラマーとしての実務経験・オ
フショアなどの外部開発パートナーとのカウンター
パートの経験

(株)アイキューブドシステムズ 備　考

【就業時間・休日・必要な資格等】
■共通就労条件参照
【必須スキル】C#/.NET Frameworkを使って
Windowsアプリの開発経験・コード品質にとって
ユニットテストが重要であることの理解・強い
オーナーシップ
【歓迎スキル】Windowｓサービスの開発経験・
WPFの開発経験・アプリの自動テスト・CI環境
構築の知識

備　考

【就業時間・休日・必要な資格等】
■共通就労条件参照
【必須スキル】Web系システム開発・構築、運用の
経験・Linuxでのサーバー構築運用経験・強い
オーナーシップ
【歓迎スキル】Ruby/Ruby on Railsを用いた開発
の経験・Micirosoft　AzureやAWSを使ったクラウド
インフラの構築、運用経験・ネットワーク技術の基
礎知識（VPN構築、ルーター設定等）・ログ解析、
モニタリング自動化の経験

備　考

【就業時間・休日・必要な資格等】
■共通就労条件参照
【必須スキル】オブジェクト指向でサーバーサイド
開発の経験・コード品質にとってユニットテストが
重要である事の理解・強いオーナーシップ
【歓迎スキル】Ruby/Ruby on Rails/Java等を用い
たサーバーサイド開発の経験・JavaScript/モダン
フレームワーク/ライブラリを用いたフロントエンド
開発の経験・WebAPIの設計と実装の知識、経験

備　考

【就業時間・休日・必要な資格等】
■共通就労条件参照
【必須スキル】Androidアプリの開発経験・コー
ド品質にとってユニットテストが重要であること
の理解・強いオーナーシップ
【歓迎スキル】業務用Androidアプリケーション
の開発経験・C#/.NET Frameworkを用いたア
プリ開発経験・モバイルアプリの自動テスト・CI
環境構築の知識、経験
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ブース
NO

会　社　名 詳　　　　細

業　種
コンピューター
ITサービス

職　種 コーポレートエンジニア 仕事内容

■社内システムの新規開発・情報セキュリティ対応
■システム構築のための要件定義、仕様策定
■開発ベンダーと要件定義、仕様調整・スケジュール管理
■社内システムの保守、運用

求人数
雇用形態

１名
（正社員・契約
社員）

就業場所 福岡市中央区天神 賃　金

月給：２６０，０００円～４８０，０００円
通勤手当：３０，０００円/月迄
昇給・賞与：あり

業　種
コンピューター
ITサービス

職　種 経理 仕事内容

■月次決算業務
■四半報および年次決算業務
■開示書類の作成
■営業売上管理　…等

求人数
雇用形態

１名
（正社員・契約
社員）

就業場所 福岡市中央区天神 賃　金

月給：２６０，０００円～３５０，０００円
通勤手当：３０，０００円/月迄
昇給・賞与：あり

業　種 製造業 職　種 生産ラインスタッフ 仕事内容
工場生産ラインでの機械加工または組立スタッフ
※工業系や機械知識をお持ちの方、歓迎

求人数
雇用形態

若干名
（契約社員）

就業場所 福岡市西区今宿東 賃　金

時給：８５０円～１，００0円
通勤手当：実費支給
昇給：あり
賞与：あり

業　種 製造業 職　種 事務職 仕事内容

事務作業：ファイリング・コピー・PC入力・電話応対等
（スキル、経験により配属）
※PCスキル：Word、Excel、Powerpointで
　書類作成、簡単な表計算ができる方

求人数
雇用形態

１名
（契約社員）

就業場所 福岡市西区今宿東 賃　金

時給：９００円～１，０００円
通勤手当：実費支給
昇給：あり
賞与：あり

業　種 医療 職　種 看護師、准看護師 仕事内容

精神科の看護業務
入院患者の看護、食事、入浴等の介助及び生活の
指導等
※看護師、准看護師の免許必須

求人数
雇用形態

１名
（正社員）

就業場所 筑紫野市大字天山 賃　金

月額：１６５，０００円～２６８，０００円
通勤手当：あり
扶養手当・住宅手当：世帯主の場合支給あり
昇給：あり
賞与：あり

医療法人みらい　筑紫野病院

【就業時間・休日・必要な資格等】
８：３０～１７：００（休憩６０分）
※夜勤あり １６：３０～９：００（月４～６回程度）
時間外あり（月平均２時間）
就業日：シフト制
休日：シフト制
制服あり
マイカー通勤可（駐車場あり）

三菱電機FA産業機器（株）

備　考

【就業時間・休日・必要な資格等】
■共通就労条件参照
【必須スキル】コーティング実務経験（２年以上）・
システム要件定義実務経験・セールス/エンジニ
アの両サイドとのコミュニケーション能力・１人称
で仕事を進める事ができ、セルフスターターであ
る事
【歓迎スキル】プロジェクトマネジメントの経験・社
内IT戦略立案経験・基幹業務（販売/仕入/会計/
勤怠）に関する知識とシステム導入や運用支援の
経験(株)アイキューブドシステムズ

備　考

【就業時間・休日・必要な資格等】
■共通就労条件参照
【必須スキル】経理財務部門の実務経験（３年
以上）
【歓迎スキル】上場企業または上場企業に近し
い規模や体制のある企業での経理財務経験

備　考

【就業時間・休日・必要な資格等】
８：３０～１７：００
（休憩４５分１２：００～１２：４５） 時間外なし
就業日：月～金　　休日：土日祝
休暇：GW・夏季・年末年始（最低７日の連続休
暇）慶弔・出産・育児
マイカー通勤可（近隣で自己手配）
制服あり（無料）
退職金制度あり（最低３年勤続）
※通院の配慮・就業時間の短縮可

備　考

【就業時間・休日・必要な資格等】
８：３０～１７：００
（休憩４５分１２：００～１２：４５） 時間外なし
就業日：月～金　　休日：土日祝
休暇：GW・夏季・年末年始（最低７日の連続休
暇）慶弔・出産・育児
マイカー通勤可（近隣で自己手配）
制服あり（無料）
退職金制度あり（最低３年勤続）
※通院の配慮・就業時間の短縮可

4/6



ブース
NO

会　社　名 詳　　　　細

業　種 医療 職　種 看護助手 仕事内容

精神科の看護補助業務及び入院患者の介護業務全
般入院患者の看護補助、リネン類の整理整頓、ベッ
ド清掃、食事の配膳、入浴介助等の患者の生活全
般の介助業務

求人数
雇用形態

１名
（パート）

就業場所 筑紫野市大字天山 賃　金
時給：８５０円～９００円
通勤手当：あり

業　種 医療 職　種 事務補助 仕事内容

文書事務、外来での事務補助、診断書作成等の補
助業務、レセプトの点検及び計算業務、その他上司
の指示の下に行う業務

求人数
雇用形態

１名
（パート）

就業場所 筑紫野市大字天山 賃　金
時給：８５０円～１，０００円
通勤手当：あり

業　種 医療 職　種 看護師、准看護師 仕事内容

精神科の看護業務
入院患者の看護、食事、入浴等の介助及び生活の
指導等

求人数
雇用形態

１名
（パート）

就業場所 筑紫野市大字天山 賃　金

時給：１，１００円～１，２００円
通勤手当：あり
※看護師、准看護師の免許必須

業　種 医療 職　種 介護助手 仕事内容

精神科の看護補助業務及び
入院患者の介護業務全般
入院患者の看護補助、リネン類の整理整頓、
ベッド清掃、食事の配膳、入浴介助等の
患者の生活全般の介助業務

求人数
雇用形態

１名
（正社員）

就業場所 筑紫野市大字天山 賃　金

月額：１４５，０００円～１６３，５００円
通勤手当：あり
扶養手当・住宅手当：世帯主の場合支給あり
昇給：あり
賞与：あり

業　種 医療 職　種 施設管理、環境整備 仕事内容

当院内での施設管理、環境整備業務
施設内外清掃、備品・用具等の修理、整理整頓、植
栽の手入れ、除草等

求人数
雇用形態

１名
（パート）

就業場所 筑紫野市大字天山 賃　金
時給：８５０円～９５０円
通勤手当：あり

備　考

【就業時間・休日・必要な資格等】
８：３０～１７：００（休憩６０分） 時間外なし
就業日：週３日程度勤務できる方を希望
（勤務曜日については、相談の上決定）
休日：日祝（応相談）
休暇：年末年始４日、夏季３日
マイカー通勤可（駐車場あり）
※勤務時間、病院への通院配慮あり

医療法人みらい　筑紫野病院

備　考

【就業時間・休日・必要な資格等】
８：３０～１７：００（休憩６０分） 時間外なし
就業日：月～土　休日：日祝
休暇：年末年始４日、夏季３日
制服あり　マイカー通勤可（駐車場あり）
パソコン：Excel、Wordの操作
出勤曜日及び１日の労働時間について、互い
の相談によって決定
（最低週２０時間以上の働ける方を希望）
◆正社員登用あり◆

備　考

【就業時間・休日・必要な資格等】
８：３０～１７：００（休憩６０分） 時間外なし
就業日：月～土　休日：日祝
休暇：年末年始４日、夏季３日
制服あり　マイカー通勤可（駐車場あり）
出勤曜日及び１日の労働時間について、互い
の相談によって決定
（最低週２０時間以上の働ける方を希望）
◆正社員登用あり◆

備　考

【就業時間・休日・必要な資格等】
８：３０～１７：００（休憩６０分） 時間外なし
※早番、遅番勤務あり
（早番  ７：００～１５：３０）
（遅番１０：３０～１９：００）
就業日：シフト制
休日：シフト制
制服あり
マイカー通勤可（駐車場あり）

備　考

【就業時間・休日・必要な資格等】
８：３０～１７：００（休憩６０分） 時間外なし
※早番、遅番勤務あり
（早番  ７：００～１５：３０)
（遅番１０：３０～１９：００）
就業日、休日：相談により決定
休暇：年末年始４日、夏季３日
制服あり　マイカー通勤可（駐車場あり）
※勤務時間、病院への通院配慮あり
◆正社員登用あり◆
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業　種 医療・福祉 職　種 事務職 仕事内容

以下のうちいずれか
・健康診断、人間ドックの予約受付に伴う事務手続き
・外来受診者の受付、会計に伴う事務手続き
・その他、事務手続き

求人数
雇用形態

１名
（正社員）

就業場所 福岡市中央区天神 賃　金
月給：１４３，５００円～
通勤手当：実費支給

業　種 医療・福祉 職　種 事務職 仕事内容

以下のうちいずれか
・健康診断、人間ドックの予約受付に伴う事務手続き
・外来受診者の受付、会計に伴う事務手続き
・その他、事務手続き

求人数
雇用形態

１名
（パート）

就業場所 福岡市中央区天神 賃　金
時給：９００円
通勤手当：実費支給

業　種 リース・レンタル 職　種 レンタカースタッフ 仕事内容
車内外清掃・車両管理（軽点検）・車両移動（駐車
場）

求人数
雇用形態

1名
（パート）

就業場所 福岡市博多区空港前 賃　金

時給：９５０円
出勤手当：３００円/日額　月定額
残業手当：１９，０００円/２０Hの場合

業　種

商社（自動車・
輸送機器）商社
（機械）/輸送機
器/倉庫/その
他専門店・小売

職　種 事務職 仕事内容

一般事務
（データ入力・集計・帳票類作成、社内便発送業務、
備品管理、電話応対）

求人数
雇用形態

２人
（契約社員）

就業場所 福岡市博多区東比恵 賃　金

時給：１，０００円
通勤手当：当社規定による

業　種 福祉サービス 職　種 ケア・アシスタント 仕事内容

・シーツ交換・ホール清掃
・引き膳・荷物チェック・レクリエーション
・利用者様と会話、配茶・洗濯物の管理など

求人数
雇用形態

１名
（パート）

就業場所

飯塚市花瀬
（特別養護老人ホームい
いづか）

賃　金

時給：９００円
※７：３０～８：３０、１８：００～１９：００は１，０００円
通勤手当：当社規定による
残業手当：当社規定による
昇給・賞与：あり

備　考

【就業時間・休日・必要な資格等】
８：３０～１７：３０　（休憩６０分）
就業日、休日：相談により決定
休暇：年末年始６日、その他
必要スキル：電話応対・PC文字入力など
※通院の配慮・就業時間短縮可
※ジョブコーチ支援受入可

医療法人　親愛

社会福祉法人いい穂会 備　考

【就業時間・休日・必要な資格等】
７：３０～１９：００のうち４時間程度
就業日：シフト制　休日シフト制
マイカー通勤可（無料駐車場あり）
制服あり（無料）
雇用期間令和３年４月１日～令和４年３月３１
日
※通院の配慮・就業時間短縮可
※ジョブコーチ支援可

ニッポンレンタカー九州(株) 備　考

【就業時間・休日・必要な資格等】
８：００～１７：００（休憩６０分）
時間外あり：平均月２０時間（状況による）
就業日・休日：シフト制
マイカー通勤可（有料駐車場あり：３，０００円）
制服あり（無料）
必要資格：自動車運転免許AT可

トヨタＬ＆Ｆ福岡(株) 備　考

【就業時間・休日・必要な資格等】
８：５０～１７：２０（休憩６０分）
時間外なし　就業日：月～金　休日：土日祝
ＯＡスキル：Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ
※通院の配慮・就業時間短縮可
※ジョブコーチ支援の受入可
◆正社員登用制度あり◆

備　考

【就業時間・休日・必要な資格等】
８：３０～１７：３０　（休憩６０分）
就業日：月～土　休日：日祝
休暇：年末年始６日、その他
必要スキル：電話応対・PC文字入力など
※通院の配慮・就業時間短縮可
※ジョブコーチ支援受入可
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