
受付日 2022年12月20日

紹介期限（開始） 2022年12月20日 〜 2023年3月31日 事業所登録番号 求人NO. HI 202212-139

フリガナ 企業全体 25名 当事業所

事業所名 うち女性

代表者名 法人番号

創業設立 資本金 34505 万円 HPのURL
本社所在地 100-6036 所在地地図

最寄駅

事業内容 業種

会社の特徴

フリガナ 部署・役職 電話

担当者名 E-mail FAX

仕事の内容 求人理由 増員

募集職種

求人区分 求人数 1 人 職位・役職名 特になし 職位・役職名特になし

雇用形態
更新の可能性 あり

更新の条件

試用期間 あり 3 ヶ月 同条件

年齢 不問 歳まで
年齢制限の理由

学歴

実務経験 必要

【word】 基本
【excel】 基本
【その他】

応募選考方法 選考方法 その他
その他 書類の返還

書類送付方法 メール 提出期限
選考場所 選考日時 随時
結果通知 10 日後 通知方法 メール

〜 交代制 月平均労働日数 14 日
〜 休憩時間 60 分 時間外月平均 0 時間
〜

または 9:00 〜 18:00 の間の 5時間以上
特記事項

その他 年末年始休暇あり 年間休日数 日
週休二日制　 毎週 その他 年次有給休暇 10 日

（名称） 最寄駅

（所在地） 所在地地図

対策方法 その他

賃金 賃金形態 給与について

月給 円〜　 円 賃金締切日 毎月
日給 円〜　 円 賃金支払日 翌月

時間給 1,300 円〜　 円

固定残業代なし 基本給 円　十 円支給

手当 円〜 円  昇給
（前年度実績）

円〜

円〜 円 支給回数 回/年

円〜 円 賞与月数 カ月分/年

通勤手当 全額支給 円まで 賞与の特記
保険・定年など 加入保険等

定年制 あり 60 歳
退職金 なし 勤続 0 年以上
再雇用 なし 0 歳まで
勤務延長 あり 65 歳まで

助成金利用

公開希望

求　人　票

ヴァルトジャパンカブシキガイシャ
従業員数
（人）

5名

VALT JAPAN株式会社 8名

本社

東京都千代田区霞が関 3-2-5　霞が関ビルディング 36F ワークスタイリング霞が関内 銀座線虎ノ門駅

小野 貴也 2010401113471

2014年8月1日 https://www.valt-japan.com/about

パート

パート

カワシマサオリ コーポレート室 080-4670-8735

川島沙織 kawashima-s@valt-japan.com

正社員以外の名称

募集主の氏名または名称バックオフィスアシスタント

年齢指針該当番号

雇用期間
定めあり 6か月

雇用期間についての特記

特になし年齢制限の特記

※試用期間は3ヶ月（同条件） ※スキルによ
り昇給あり ※社員登用制度あり

必要な実務経験
資格・スキル等

不問

資格・免許
パソコン
スキル

休日

提出書類
履歴書,職務経歴書、はあと紹介状

事業所と同じ

（パートの場合）週所定労働日数 勤務時間・勤務日は相談可

書類選考後

就業時間帯

就業時間の制度 変形労働時間制の種別

3日～5日

就業場所

銀座線虎ノ門駅

〒100-6036　東京都千代田区霞が関 3-2-5
霞が関ビルディング 36F ワークスタイリング霞が関内

屋内の受動喫煙対策の状況 あり 禁煙

末日

時間給

希望
はあと飯田橋

育児休業実績 あり
介護休業実績 なし

就労継続支援A型事業所 該当しない 労働組合 なし
特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者コース）

・障がい者特化型BPO事業「NEXT HERO」
・障がい者雇用支援事業（厚生労働省 有料職業紹介事業：許可番号 13 - ユ - 312207 ）
・延岡産品EC「のべちょる」の開発・運用事業
・CSR・CSV*推進支援事業（CSV=Creating Shared Value（共通価値の創造））
・前各号に附帯関連する一切の事業

「社会で活躍したい」という意志を持ちつつも、様々な事情により就業機会を得られていない/もしくは望ましくない条件での就業を余儀なく
されている方が、日本には1,000万人以上います。その一方で、日本の労働人口は20年後より約2,000万人減少するという、待ったなしの社会問
題を私たちは抱えています。労働市場における不均衡を是正し、新たな労働経済モデル・産業をつくり、経済成長と社会課題解決の双方を加速
化する組織が必要です。
私たちはその社会課題解決に挑戦していきます！ぜひその仲間になってください。

障害者雇用支援事業

☆★社員のサポート業務で活躍！　バックオフィスアシスタントを募集★☆

「VALT JAPAN株式会社」は、民間企業や官公庁、自治体と連携し、障がいや疾患、難病を抱えているなど就労困

難な方たちが仕事を通じて活躍できる社会の仕組み作りを行っています。

【具体的な仕事内容】

◆立替経費精算の1次チェック◆受け取り請求書のフォルダへの格納◆請求書や領収書の管理保管

◆社用クレジットカードの利用内容確認◆freeeを使ったカンタンな仕訳入力◆取引先コードの発番

◆案件と請求書の紐付け◆社内問い合わせ対応（Slack 使用）◆郵便物の振り分け　など

今回は経理経験が1年以上ある方限定の募集です◎

VALT JAPAN株式会社

【必須】 ◆経理経験が1年以上ある方 ◆基本的なPC操作が出来る方

託児施設 なし

固定残業代に関する特記

雇用,労災,健康,厚生

賞与
（前年度実績）

25日

住宅施設 なし

時間分の時間外手当として

土,日,祝、その他

書類,面接

試用期間中の労働条件

mailto:kawashima-s@valt-japan.com
mailto:kawashima-s@valt-japan.com
mailto:kawashima-s@valt-japan.com

