
はじめは10人で清掃･印刷業務からスタート。親会社の信頼を得て徐々に拡大
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2009年 厚生労働省 精神障害者雇用促進モデル事業 受託
2014年 独立行政法人高齢･障害･求職者雇用支援機構

『職場改善好事例』最優秀賞(厚生労働大臣賞)受賞
2016年 「精神障害者雇用優良企業」認定
2017年 「障害者活躍企業」認定
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内13人が障がいのある社員
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障がいのある社員
身体 知的 精神 小計

ダイバーシティ推進室 2 1 3 3 1 7
人財育成部　職場定着推進室 1 1 6 2 9
企画総務部 3 3 6 4 13
相娯園事業部 20 20 10 30
田端事業部 印刷グループ 20 6 26 6 32

書類発送グループ 17 2 19 4 23
営業オフィス清掃グループ 6 6 12 2 14
ビジネスサポートグループ 1 19 4 24 5 1 30
物流グループ 1 17 3 21 5 26

神奈川事業部 32 1 33 5 38
日比谷事業部 日比谷喫茶グループdl.cafe日比谷店 9 1 10 2 12

日比谷喫茶グループdl.cafe皇居前店 9 9 4 13
オフィササポートグループ日比谷チーム 5 1 6 2 8
オフィササポートグループ平河町チーム 6 1 7 2 9

豊洲事業部 豊洲オフィスサポートグループ5階チーム 1 11 4 16 6 22
豊洲オフィスサポートグループ3階チーム 1 7 2 10 2 12
dl.cafe豊洲店 8 2 10 3 13

大阪事業部 1 16 15 32 7 1 40
新宿事業部 8 8 6 14
役員等 1 5 6

6 215 49
(2%) (80%) (18%)

（2021年6月1日現在） 77 雇用ポイント 345.0うち重度

270

合計

87 14 371合計

障がいの
ない社員

出向

【相娯園】グラウンド清掃G【田端】印刷G・書類発送G 業務開始
【神奈川】ランドリーG【喫茶】日比谷喫茶G【相娯園】見心寮G  業務開始

【神奈川】清掃G【田端】営業オフィス清掃G 業務開始

【相娯園】グラウンド整備G 業務開始
【大阪】大阪事業部 業務開始

【喫茶】豊洲G  業務開始
【喫茶】皇居前G 業務開始

【豊洲】豊洲事業部準備G 業務開始
【日比谷･豊洲･新宿･DLS】オフィスサポートG 業務開始

【平河町】オフィスサポートG 業務開始

【田端】ビジネスサポートG 業務開始
【日比谷・豊洲】ビジネスサポートG 業務開始

【新宿】ビジネスサポートG 業務開始
【豊洲】DLS豊洲チーム 業務開始

【田端】物流業務開始


会社概要・沿革

				会社概要 カイシャ ガイヨウ



				会社名称				第一生命チャレンジド株式会社
（Dai-ichi Life Challenged Co.,Ltd.）（略称DLC）

				ホームページ				http://www.dcha.jp/

				会社設立				２００６年８月１日（特例子会社認定：２００６年１１月１日）

				資本金				５,０００万円　（株主：第一生命保険株式会社１００％）

				役員				代表取締役　　薗部　俊彦（社長）
常務取締役　　網屋　裕二、大塚　良一
取締役　　　　久原 直子、他非常勤3名
監査役　　　　１名（非常勤）

				主な事業				主として第一生命保険株式会社より委託された業務を営む
①印刷業務　②書類の作成･発送業務　③事務補助業務
④清掃業務　⑤ 喫茶・給茶業務





				沿革 エンカク



				2006年

		8月
10月
11月 ガツ ガツ ガツ		会社設立　<相娯園>グラウンド清掃G・<田端>印刷G　業務開始
<田端>書類発送G　業務開始
特例子会社認定 トクレイ コガイシャ ニンテイ

				2007年
		4月
5月 ガツ ガツ		<神奈川>ランドリーG・<喫茶>日比谷喫茶G　業務開始
<相娯園>見心寮清掃G　業務開始 キッサ ヒビヤ

				200８年
		4月
10月		<神奈川>清掃G　業務開始
<田端>営業オフィス清掃G　業務開始

				2009年		5月 ガツ		厚生労働省「精神障害者雇用促進モデル事業」受託

				2011年		4月		<喫茶>豊洲G　業務開始 キッサ トヨス ギョウム

				2012年		11月 ガツ		<喫茶>皇居前G　業務開始 キッサ

				2013年		10月 ガツ		<相娯園>第一生命グループ企業からの受託により、グラウンド整備Ｇ　業務開始

				2014年		10月 ガツ		<大阪>大阪事業部　業務開始

				2015年
2016年		10月
3月 ガツ		<田端>ビジネスサポートG　業務開始
精神障害者等雇用優良企業　認定 ギョウム カイシ

				2016年
2017年		4月
2月		ビジネスサポートG　日比谷・豊洲で業務開始
ビジネスサポートG　新宿で業務開始 シンジュク

				2017年
 ネン		11月
12月 ガツ		職場定着推進室 ＤＬＳ豊洲チーム　業務開始
障害者活躍企業　認定 ショクバ テイチャク スイシンシツ トヨス ギョウム カイシ ショウガイシャ カツヤク キギョウ ニンテイ

				2018年

 ネン		4月

7月 ガツ ガツ		ビジネスサポートG（日比谷・豊洲・新宿）・DLS豊洲を
オフィスサポートGに組織変更
職場定着推進室　豊洲事業部準備G　業務開始 ヒビヤ トヨス シンジュク トヨス ソシキ ヘンコウ ショクバ トヨス ジギョウ ブ ジュンビ ギョウム カイシ

				2019年 ネン		４月 ガツ		<印刷><喫茶><相娯園><神奈川><田端><豊洲><オフィスサポート><大阪>
8事業部に組織再編 キッサ ソウゴエン カナガワ タバタ トヨス オオサカ ジギョウ ブ ソシキ サイヘン







社員数推移

		年 ネン		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021

		総社員数 ソウ シャイン スウ		10		37		60		99		116		138		143		156		177		211		226		238		256		277		306		371

		うち障がいのある社員数 ショウ シャインスウ		7		24		41		61		71		92		95		108		123		146		164		173		185		203		218		270

		年 ネン		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021

		一般社員 イッパン シャイン		7		23		40		60		70		90		89		100		110		129		139		137		144		160		171		218

		トレーナー		0		0		0		0		0		1		5		7		12		13		22		30		34		35		35		39

		リーダー以上 イジョウ		1		10		16		33		40		42		44		44		46		57		54		59		64		68		87		100

		出向者 シュッコウシャ		2		4		4		6		6		5		5		5		9		12		11		12		14		14		13		14

		身体 シンタイ		6						出向者 シュッコウシャ				14

		知的 チテキ		215						サブリーダー以上 イジョウ				100

		精神 セイシン		49						トレーナー				39

		合計 ゴウケイ		270						一般社員 イッパン シャイン				218
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社員数推移（2021年6月）
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2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	10	37	60	99	116	138	143	156	177	211	226	238	256	277	306	371	うち障がいのある社員数	



























2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	7	24	41	61	71	92	95	108	123	146	164	173	185	203	218	270	



障がいの内訳（2021年6月）

[値]

(2%)

[値]
(80%)
[値]
(18%)

身体	知的	精神	6	215	49	
職位別社員数推移
一般社員	
2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	7	23	40	60	70	90	89	100	110	129	139	137	144	160	171	218	トレーナー	


2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	0	0	0	0	0	1	5	7	12	13	22	30	34	35	35	39	リーダー以上	
2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	1	10	16	33	40	42	44	44	46	57	54	59	64	68	87	100	出向者	











2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2	4	4	6	6	5	5	5	9	12	11	12	14	14	13	14	


社員数内訳

		社員数内訳 シャインスウ ウチワケ																				最終更新日： サイシュウ コウシンビ				2021/04/16

						障がいのある社員 ショウ シャイン								障がいのない社員 ショウ シャイン		出向 シュッコウ		合計 ゴウケイ

						身体 シンタイ		知的 チテキ		精神 セイシン		小計 ショウケイ

		ダイバーシティ推進室 スイシンシツ						2		1		3		3		1		7

		人財育成部　職場定着推進室 ジンザイ イクセイブ ショクバ テイチャク スイシン シツ				1						1		6		2		9

		企画総務部 キカク ソウム ブ						3				3		6		4		13

		相娯園事業部 ソウゴエン ジギョウ ブ						20				20		10				30

		田端事業部 タバタ ジギョウブ		印刷グループ インサツ				20		6		26		6				32

				書類発送グループ ショルイ ハッソウ				17		2		19		4				23

				営業オフィス清掃グループ エイギョウ セイソウ				6		6		12		2				14

				ビジネスサポートグループ		1		19		4		24		5		1		30

				物流グループ ブツリュウ		1		17		3		21		5				26

		神奈川事業部 カナガワ ジギョウ ブ						32		1		33		5				38

		日比谷事業部 ヒビヤ ジギョウブ		日比谷喫茶グループ
dl.cafe日比谷店 ヒビヤ キッサ ヒビヤテン				9		1		10		2				12

				日比谷喫茶グループ
dl.cafe皇居前店 ヒビヤ キッサ コウキョ マエ テン				9				9		4				13

				オフィササポートグループ
日比谷チーム ヒビヤ				5		1		6		2				8

				オフィササポートグループ
平河町チーム ヒラカワチョウ				6		1		7		2				9

		豊洲事業部 トヨス ジギョウブ		豊洲オフィスサポートグループ
5階チーム トヨス カイ		1		11		4		16		6				22

				豊洲オフィスサポートグループ
3階チーム		1		7		2		10		2				12														0.0

				dl.cafe豊洲店 トヨス				8		2		10		3				13

		大阪事業部 オオサカ ジギョウ ブ				1		16		15		32		7		1		40

		新宿事業部 シンジュク ジギョウブ						8				8		6				14

		役員等 ヤクイン ナド												1		5		6

		合計 ゴウケイ				6		215		49		270		87		14		371

						(2%)		(80%)		(18%)

		（2021年6月1日現在） ネン ガツ ニチ ゲンザイ						うち重度 ジュウド				77		雇用ポイント コヨウ				345.0













雇用率

				第一生命の法定雇用率 ダイイチ セイメイ ホウテイ コヨウ リツ

						2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021

				雇用
率 コヨウ リツ		2.01		2.02		2.04		2.06		2.17		2.25		2.23		2.23		2.20		2.22		2.22















第一生命グループの障害者雇用率

雇用	
率	

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2.0099999999999998	2.02	2.04	2.06	2.17	2.25	2.23	2.23	2.2000000000000002	2.2200000000000002	2.2200000000000002	

役職員数推移・内訳



				（役職員数推移） ヤク ショクイン カズ スイイ				＊非常勤役員を除く ヒ ジョウキン ヤクイン ノゾ																								（役職員数推移） ヤク ショクイン カズ スイイ								＊非常勤役員を除く ヒ ジョウキン ヤクイン ノゾ

						18年度 ネンド		19年度 ネンド		20年度 ネンド		21年度 ネンド		22年度 ネンド		23年度 ネンド				24年度 ネンド		25年度 ネンド		26年度 ネンド										18年度 ネンド						19年度 ネンド								20年度 ネンド								21年度 ネンド								22年度 ネンド								23年度 ネンド

				障がい区分 ショウ クブン		8/1		4/1		4/1		4/1		4/1		4/1				4/1		4/1		4/1								障がい区分 ショウ クブン		8/1		10/1		1/1		4/1		7/1		10/1		1/1		4/1		7/1		10/1		1/1		4/1		7/1		10/1		1/1		4/1		7/1		10/1		1/1		4/1		7/1		10/1		11/1

						現在 ゲンザイ		現在 ゲンザイ		現在 ゲンザイ		現在 ゲンザイ		現在 ゲンザイ		現在 ゲンザイ				現在 ゲンザイ		現在 ゲンザイ		現在 ゲンザイ										現在 ゲンザイ		現在 ゲンザイ		現在 ゲンザイ		現在 ゲンザイ		現在 ゲンザイ		現在 ゲンザイ		現在 ゲンザイ		現在 ゲンザイ		現在 ゲンザイ		現在 ゲンザイ		現在 ゲンザイ		現在 ゲンザイ		現在 ゲンザイ		現在 ゲンザイ		現在 ゲンザイ		現在 ゲンザイ		現在 ゲンザイ		現在 ゲンザイ		現在 ゲンザイ		現在 ゲンザイ		現在 ゲンザイ		現在 ゲンザイ		現在 ゲンザイ

				身体障がい シンタイ ショウ		1名		2名		3名		5名		5名		5名				4名		4名		6名								身体障がい シンタイ ショウ		1名						2名				3名				3名				4名				5名				5名				5名				5名				5名						5名

				知的障がい チテキ ショウ		6名		17名		31名		47名		52名		68名				72名		84名		97名								知的障がい チテキ ショウ		6名						17名				20名				31名				32名				47名				49名				47名				49名				52名						60名

				精神障がい セイシン ショウ		-		5名		7名		9名		14名		19名				19名		20名		20名								精神障がい セイシン ショウ		-						5名				5名				7名				8名				9名				13名				9名				13名				14名						19名

				障がいのある社員 ショウ シャイン		7名		24名		41名		61名		71名		92名				95名		108名		123名								障がいのある職員 ショウ ショクイン		7名						24名				28名				41名				44名				61名				67名				61名				67名				71名						84名

				障がいのない社員 ショウ シャイン		3名		13名		20名		38名		45名		46名				48名		48名		54名								障がいのない職員		3名						13名				13名				20名				25名				38名				41名				38名				41名				45名						48名

				（うち出向者） シュッコウシャ		(  2名 ）		(  4名 ）		(  4名 ）		(  5名 ）		(  5名 ）		(  5名 ）				(  5名 ）		(  5名 ）		(  9名 ）								（うち出向者） シュッコウシャ		(  2名 ）						(  4名 ）				(  4名 ）				(  4名 ）				(  4名 ）				(  5名 ）				(  5名 ）				(  5名 ）				(  5名 ）				(  5名 ）						(  4名 ）

				合計 ゴウケイ		10名		37名		61名		99名		116名		138名				143名		156名		177名								合計 ゴウケイ		10名						37名				41名				61名				69名				99名				108名				99名				108名				116名						132名



																																		2006						2007								2008								2009								2010								2011
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障がいのない社員	3



8/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	3	13	20	38	45	46	48	身体障がい	



8/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	1	2	3	5	5	5	4	知的障がい	



8/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	6	17	31	47	52	68	72	精神障がい	

8/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	0	5	7	9	14	19	19	







職員数　推移
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8/1	10/1	1/1	4/1	7/1	10/1	1/1	4/1	7/1	10/1	1/1	4/1	7/1	10/1	1/1	4/1	7/1	10/1	1/1	4/1	7/1	10/1	11/1	1	2	3	3	4	5	5	5	5	5	5	

8/1	10/1	1/1	4/1	7/1	10/1	1/1	4/1	7/1	10/1	1/1	4/1	7/1	10/1	1/1	4/1	7/1	10/1	1/1	4/1	7/1	10/1	11/1	6	17	20	31	32	47	49	47	49	52	60	

8/1	10/1	1/1	4/1	7/1	10/1	1/1	4/1	7/1	10/1	1/1	4/1	7/1	10/1	1/1	4/1	7/1	10/1	1/1	4/1	7/1	10/1	11/1	0	5	5	7	8	9	13	9	13	14	19	

8/1	10/1	1/1	4/1	7/1	10/1	1/1	4/1	7/1	10/1	1/1	4/1	7/1	10/1	1/1	4/1	7/1	10/1	1/1	4/1	7/1	10/1	11/1	3	13	13	20	25	38	41	38	41	45	48	







障がいのない社員	

46



8/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	3	13	20	38	45	46	48	身体障がい	



8/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	1	2	3	5	5	5	4	知的障がい	



8/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	6	17	31	47	52	68	72	精神障がい	



8/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	0	5	7	9	14	19	19	







身体障がい	











4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	8/1	6	4	5	5	5	3	2	1	知的障がい	

4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	8/1	97	72	68	52	47	31	17	6	精神障がい	













4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	8/1	20	19	19	14	9	7	5	0	障がいのない社員	

4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	8/1	54	48	46	45	38	20	13	3	





身体障がい	









4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	8/1	4	5	5	5	3	2	1	知的障がい	

4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	8/1	72	68	52	47	31	17	6	精神障がい	











4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	8/1	19	19	14	9	7	5	0	障がいのない社員	

4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	8/1	48	46	45	38	20	13	3	





身体障がい	5

5

5

4

4

6

8/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	1	2	3	5	5	5	4	4	6	知的障が	い	6



17

31

47

52

68

72

84

97



8/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	6	17	31	47	52	68	72	84	97	精神障がい	



5

7

9

14

19

19

20

20



8/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	0	5	7	9	14	19	19	20	20	障がいのない社員	3

13

20

38

45

46

48

48

54



8/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	3	13	20	38	45	46	48	48	54	









職員内訳

				社員数内訳 シャインスウ スウ ウチワケ



																																雇用ポイント コヨウ		178.5										雇用ポイント コヨウ



				事業部・グループ ジギョウ ブ										障がいのある社員 シャイン																障がいのない社員 シャイン				合計 ゴウケイ						重度 ジュウド		短時間 タンジカン				検算 ケンザン

														身体 シンタイ				知的 チテキ				精神 セイシン				小計 ショウケイ														2ｐ		0.5ｐ

				事業本部 ジギョウ ホンブ				職場定着推進室 ショクバ テイチャク スイシンシツ						　				　				　				0				7				7						0		0		0.0		0.0				齊藤Ｋ[室長]､小井土K、臼井ＫＨ､梶野ＫＨ､小関Ｓ､今田Ｓ、鯉沼信Ｓ､ サイトウ シツチョウ コイド ウスイ カジノ コセキ イマダ

								大阪事業部準備室 オオサカ ジギョウ ブ ジュンビシツ																		0				2				2						0		0		0.0		0.0				杉山K、佐藤S スギヤマ サトウ

				田端 タバタ				印刷 インサツ						3				7				4				14				7				21						6		0		20.0		20.0				澤山S､綿貫Ｌ､代SL､萩野SL、事務スタ3 サワ ヤマ ワタヌキ ダイ ジム

								書類発送 ショルイ ハッソウ						2				30				7				39				8				47						9		2		47.0		47.0				齋藤未Ｌ､青山Ｌ､半田Ｌ､倉持L､重吉Ｌ、保野SL､事務スタ2 サイトウ ミ アオヤマ ハンダ クラモチ シゲ ヨシ ホ ノ ジム

								営業ｵﾌｨｽ清掃 エイギョウ セイソウ						　				4				6				10				1				11						3		0		13.0		13.0		（重・短＝1名1ｐ） シゲル タン メイ		青木S アオキ

				相娯園 ソウ ゴ エン				グラウンド清掃 セイソウ						2				10				　				12				2				14						7		0		19.0		19.0		（重・短＝1名1ｐ） シゲル タン メイ		山岸Ｌ､小林SL､スタ0（定年） ヤマギシ コバヤシ テイネン

								見心寮清掃 ケン シン リョウ セイソウ						　				10				　				10				2				12						6		0		16.0		16.0		（↑T主任を含む） シュニン フク		岩﨑S､石井Ｌ イワ イシイ

								グラウンド整備 セイビ																		0				5				5						0		0		0.0		0.0				（高橋Ｋ、主任３名、松井Ｌ） タカハシ シュニン メイ マツイ

				神奈川 カナガワ				ランドリー						　				7				　				7				2				9						6		0		13.0		13.0				松村Ｌ､目代Ｌ マツムラ モク ダイ

								清掃 セイソウ						　				10				　				10				1				11						7		0		17.0		17.0				堀添Ｌ ホリ ゾ

				喫茶 キッサ				日比谷 ヒビヤ						　				5				2				7				2				9						2		1		8.5		8.5				金子Ｓ､野本Ｌ カネコ ノモト

								皇居前 コウキョ マエ						　				7				1				8				3				11						3		0		11.0		11.0				長田Ｌ、阿部Ｌ、原SL オサダ ハラ

								豊洲 トヨス						　				7				2				9				5				14						3		0		12.0		12.0				新藤KH、鯉沼圭Ｌ、日暮Ｌ、粟野Ｌ、内田SL シンドウ コイヌマ ケイ ヒグラシ アワノ ウチダ

				企画総務部 キカク ソウム ブ										　				2				　				2				7				9						0		0		2.0		2.0				大石Ｂ、谷嶋Ｂ、新倉B、斉藤雅ＫＨ、坂口Ｓ、大槻Ａ、中村 オオイシ タニシマ ニイクラ サイトウ マサ サカグチ オオツキ ナカムラ

				社長・常務 シャチョウ ジョウム										　				　				　				0				3				3						0		0		0.0		0.0				社長、常務 シャチョウ ジョウム

				合計 ゴウケイ										7				99				22				128				57				185						52		3.0		178.5		178.5

				41913.0																				うち重度 ジュウド				54		平均年齢 ヘイキン ネンレイ				35.4歳						54		←含む短･重度2名 フク タン ジュウド メイ



														重度 ジュウド		7		重度 ジュウド		47						重度 ジュウド		54												男 オトコ		97名		32.6歳

																																								女 オンナ		88名		38.5歳

																																								合計 ゴウケイ		185名		35.4歳



				第一生命の法定雇用率 ダイイチ セイメイ ホウテイ コヨウ リツ

						Ｈ18				Ｈ19				Ｈ20				Ｈ21				Ｈ22				Ｈ23				Ｈ24				Ｈ25				Ｈ26				Ｈ27



						2006年
6月1日 ネン ガツ ニチ				2007年
6月1日 ネン ガツ ニチ				2008年
6月1日 ネン ガツ ニチ				2009年
6月1日 ネン ガツ ニチ				2010年
6月1日 ネン ガツ ニチ				2011年
6月1日 ネン ガツ ニチ				2012年
6月1日 ネン ガツ ニチ				2013年
6月1日 ネン ガツ ニチ				2014年
6月1日 ガツ ニチ				2015年
6月1日 ガツ ニチ

				雇用率 コヨウリツ		(未達成） ミタッセイ				1.80%				1.82%				1.95%				2.01%				2.02%				2.03%				2.06%				2.13%				2.25%



				　　第一生命の障がい者雇用率は、当社設立(2006年8月)の翌年（2007年度）より継続して、
　　法定雇用率（1.8％､2013年4月～2.0％）を達成しています。〔厚生労働省に報告〕 ダイ イチ セイメイ ショウ シャ コヨウリツ トウシャ セツリツ ネン ガツ ヨクトシ ネンド ケイゾク ホウテイ コヨウリツ ネン ガツ タッセイ コウセイ ロウドウ ショウ ホウコク







				事業部・グループ ジギョウ ブ										一般職員 イッパン ショクイン				トレーナー				サブ
リーダー		リーダー		主任 シュニン		課長補佐 カチョウ ホサ		他
スタッフ ホカ		出向者 シュッコウシャ		合計 ゴウケイ

				田端 タバタ				印刷 インサツ						8				1				　		3		1		　		3		　		16

								書類発送 ショルイ ハッソウ						26				3				　		4		1		　		3		　		37

								営業ｵﾌｨｽ清掃 エイギョウ セイソウ						10				　				　		2		　		　		　		　		12

				相娯園 ソウ ゴ エン				グラウンド清掃 セイソウ						9				　				　		2		1		　		2		　		14

								見心寮清掃 ケン シン リョウ セイソウ						7				　				　		1		1		　		1		　		10

				東戸塚 ヒガシトツカ				ランドリー						7				　				　		1		1		　		　		　		9

								清掃 セイソウ						8				　				　		2		　		　		　		　		10

				喫茶 キッサ				日比谷喫茶 ヒビヤ キッサ						4				1				　		2		1		　		　		　		8

								皇居前 コウキョ マエ						7				　				　		1		　		　		　		　		8

								豊洲 トヨス						8				1				1		2		1		　		　		　		13

				職場定着推進室 ショクバ テイチャク スイシン シツ														　				　		1		2		2		　		　		5

				企画総務部 キカク ソウム ブ										1				　				　		1		1		　		1		3		7

				社長・常務 シャチョウ ジョウム														　				　		　		　		　		　		2		2

				合計 ゴウケイ										95				6				1		22		10		2		10		5		151

				41334.0







2014.10～職員内訳

				社員数内訳 シャインスウ スウ ウチワケ



																																雇用ポイント コヨウ		183.5										雇用ポイント コヨウ



				事業部・グループ ジギョウ ブ										障がいのある社員 シャイン																障がいのない社員 シャイン				合計 ゴウケイ						重度 ジュウド		短時間 タンジカン				検算 ケンザン

														身体 シンタイ				知的 チテキ				精神 セイシン				小計 ショウケイ														2ｐ		0.5ｐ

				事業本部 ジギョウ ホンブ				職場定着推進室 ショクバ テイチャク スイシンシツ						　				　				　				0				8				8						0		0		0.0		0.0				齊藤Ｋ[室長]､小井土K、長田ＫＨ､梶野ＫＨ､小関Ｓ､今田Ｓ、鯉沼信Ｓ､鯉沼圭L サイトウ シツチョウ コイド ナガタ カジノ コセキ イマダ コイヌマ ケイ

								業務開発推進室 ギョウム カイハツ スイシンシツ

				田端 タバタ				印刷 インサツ						3				7				4				14				7				21						6		0		20.0		20.0				澤山S､綿貫Ｌ､代SL､萩野SL、事務スタ3 サワ ヤマ ワタヌキ ダイ ジム

								書類発送 ショルイ ハッソウ						2				30				7				39				8				47						9		2		47.0		47.0				齋藤未Ｌ､青山Ｌ､半田Ｌ､重吉Ｌ、保野SL､磯部ＳＬ、事務スタ2 サイトウ ミ アオヤマ ハンダ シゲ ヨシ ホ ノ イソベ ジム

								営業ｵﾌｨｽ清掃 エイギョウ セイソウ						　				4				6				10				2				12						3		0		13.0		13.0		（重・短＝1名1ｐ） シゲル タン メイ		青木S､倉持L アオキ

				相娯園 ソウ ゴ エン				グラウンド清掃 セイソウ						2				10				　				12				2				14						7		0		19.0		19.0		（重・短＝1名1ｐ） シゲル タン メイ		山岸Ｌ､小林SL､スタ0（定年） ヤマギシ コバヤシ テイネン

								見心寮清掃 ケン シン リョウ セイソウ						　				10				　				10				2				12						6		0		16.0		16.0		（↑T主任を含む） シュニン フク		岩﨑S､石井Ｌ イワ イシイ

								グラウンド整備 セイビ																		0				5				5						0		0		0.0		0.0				（高橋Ｋ、主任３名、松井Ｌ） タカハシ シュニン メイ マツイ

				神奈川 カナガワ										　				17				　				17				3				20						13		0		30.0		30.0				堀添S、松村Ｌ､目代Ｌ マツムラ モク ダイ

				喫茶 キッサ				日比谷 ヒビヤ						　				5				2				7				2				9						2		1		8.5		8.5				金子Ｓ､野本Ｌ カネコ ノモト

								皇居前 コウキョ マエ						　				7				1				8				3				11						3		0		11.0		11.0				長田Ｌ、阿部Ｌ、原SL オサダ ハラ

								豊洲 トヨス						　				7				2				9				4				13						3		0		12.0		12.0				新藤KH、日暮Ｌ、粟野Ｌ、内田SL シンドウ ヒグラシ アワノ ウチダ

				大阪														3				1				4				2				6						1		0		5.0		5.0				杉山K、佐藤S スギヤマ サトウ

				企画総務部 キカク ソウム ブ										　				2				　				2				7				9						0		0		2.0		2.0				大石Ｂ、谷嶋Ｂ、新倉B、斉藤雅ＫＨ、坂口Ｓ、大槻Ａ、中村 オオイシ タニシマ ニイクラ サイトウ マサ サカグチ オオツキ ナカムラ

				社長・常務 シャチョウ ジョウム										　				　				　				0				3				3						0		0		0.0		0.0				社長、常務 シャチョウ ジョウム

				合計 ゴウケイ										7				102				23				132				58				190						53		3.0		183.5		183.5

				42005.0																				うち重度 ジュウド				55		平均年齢 ヘイキン ネンレイ				35.6歳						55		←含む短･重度2名 フク タン ジュウド メイ



														重度 ジュウド		7		重度 ジュウド		48						重度 ジュウド		55												男 オトコ		99名		32.7歳

																																								女 オンナ		91名		38.9歳

																																								合計 ゴウケイ		190名		35.6歳



				第一生命の法定雇用率 ダイイチ セイメイ ホウテイ コヨウ リツ

						Ｈ18				Ｈ19				Ｈ20				Ｈ21				Ｈ22				Ｈ23				Ｈ24				Ｈ25				Ｈ26



						2006年
6月1日 ネン ガツ ニチ				2007年
6月1日 ネン ガツ ニチ				2008年
6月1日 ネン ガツ ニチ				2009年
6月1日 ネン ガツ ニチ				2010年
6月1日 ネン ガツ ニチ				2011年
6月1日 ネン ガツ ニチ				2012年
6月1日 ネン ガツ ニチ				2013年
6月1日 ネン ガツ ニチ				2014年
6月1日 ガツ ニチ

				雇用率 コヨウリツ		(未達成） ミタッセイ				1.80%				1.82%				1.95%				2.01%				2.02%				2.03%				2.06%				2.13%



				　　第一生命の障がい者雇用率は、当社設立(2006年8月)の翌年（2007年度）より継続して、
　　法定雇用率（1.8％､2013年4月～2.0％）を達成しています。〔厚生労働省に報告〕 ダイ イチ セイメイ ショウ シャ コヨウリツ トウシャ セツリツ ネン ガツ ヨクトシ ネンド ケイゾク ホウテイ コヨウリツ ネン ガツ タッセイ コウセイ ロウドウ ショウ ホウコク







				事業部・グループ ジギョウ ブ										一般職員 イッパン ショクイン				トレーナー				サブ
リーダー		リーダー		主任 シュニン		課長補佐 カチョウ ホサ		他
スタッフ ホカ		出向者 シュッコウシャ		合計 ゴウケイ

				田端 タバタ				印刷 インサツ						8				1				　		3		1		　		3		　		16

								書類発送 ショルイ ハッソウ						26				3				　		4		1		　		3		　		37

								営業ｵﾌｨｽ清掃 エイギョウ セイソウ						10				　				　		2		　		　		　		　		12

				相娯園 ソウ ゴ エン				グラウンド清掃 セイソウ						9				　				　		2		1		　		2		　		14

								見心寮清掃 ケン シン リョウ セイソウ						7				　				　		1		1		　		1		　		10

				東戸塚 ヒガシトツカ				ランドリー						7				　				　		1		1		　		　		　		9

								清掃 セイソウ						8				　				　		2		　		　		　		　		10

				喫茶 キッサ				日比谷喫茶 ヒビヤ キッサ						4				1				　		2		1		　		　		　		8

								皇居前 コウキョ マエ						7				　				　		1		　		　		　		　		8

								豊洲 トヨス						8				1				1		2		1		　		　		　		13

				職場定着推進室 ショクバ テイチャク スイシン シツ														　				　		1		2		2		　		　		5

				企画総務部 キカク ソウム ブ										1				　				　		1		1		　		1		3		7

				社長・常務 シャチョウ ジョウム														　				　		　		　		　		　		2		2

				合計 ゴウケイ										95				6				1		22		10		2		10		5		151

				41334.0







2015.4～職員内訳

				社員数内訳 シャインスウ スウ ウチワケ



																																雇用ポイント コヨウ		201.5								↓30h/w		雇用ポイント コヨウ



				事業部・グループ ジギョウ ブ										障がいのある社員 シャイン																障がいのない社員 シャイン				合計 ゴウケイ						重度 ジュウド		短時間 タンジカン				検算 ケンザン

														身体 シンタイ				知的 チテキ				精神 セイシン				小計 ショウケイ														2ｐ		0.5ｐ

				田端 タバタ				印刷 インサツ						3				7				5				15				8				23						6		0		21.0		21.0				澤山S、鯉沼信S､綿貫Ｌ､萩野L、代SL､事務スタ3 サワ ヤマ ワタヌキ ダイ ジム

								書類発送 ショルイ ハッソウ						2				38				8				48				6				54						9		2		55.0		56.0				青山S､重吉S､半田Ｌ､保野L､磯部ｓＬ､池田ｓＬ ハンダ ホ ノ イソベ イケダ

								営業ｵﾌｨｽ清掃 エイギョウ セイソウ						　				4				6				10				2				12						4		0		14.0		14.0		（重・短＝1名1ｐ） シゲル タン メイ		青木S､倉持L アオキ

				相娯園 ソウ ゴ エン				グラウンド清掃 セイソウ						1				11				　				12				2				14						7		0		18.0		19.0		（重・短＝1名1ｐ） シゲル タン メイ		山岸Ｌ､小林SL､ ヤマギシ コバヤシ

								見心寮清掃 ケン シン リョウ セイソウ						　				11				　				11				2				13						7		0		18.0		18.0		（↑T主任を含む） シュニン フク		岩﨑S､石井Ｌ イワ イシイ

								グラウンド整備 セイビ																		0				5				5						0		0		0.0		0.0				（高橋Ｋ、主任３名、松井Ｌ） タカハシ シュニン メイ マツイ

				神奈川 カナガワ										　				17				　				17				3				20						13		0		30.0		30.0				堀添S、松村Ｌ､目代Ｌ マツムラ モク ダイ

				喫茶 キッサ				日比谷 ヒビヤ						　				5				2				7				2				9						2		1		8.5		8.5				金子S､長田Ｌ カネコ

								皇居前 コウキョ マエ						　				8				0				8				3				11						4		0		12.0		12.0				野本Ｌ、阿部Ｌ、原L ハラ

								豊洲 トヨス						　				7				2				9				6				15						3		0		12.0		12.0				新藤KH、日暮Ｌ、粟野Ｌ、内田L、渡邉ｓL、中島ｓＬ シンドウ ヒグラシ アワノ ウチダ ワタナベ ナカジマ

				大阪										1				5				3				9				3				12						1		0		11.0		10.0				杉山K、佐藤S、伊集院L スギヤマ サトウ イジュウイン

				事業本部 ジギョウ ホンブ				職場定着推進室 ショクバ テイチャク スイシンシツ						　				　				　				0				8				8						0		0		0.0		0.0				須賀田B／齊藤Ｋ[室長]、長田ＫＨ､梶野ＫＨ､小関Ｓ､今田Ｓ ス ガ タ ナガタ カジノ コセキ イマダ

								業務開発推進室 ギョウム カイハツ スイシンシツ																																										小井土K[室長]､鯉沼圭L シツチョウ

								企画総務部						　				2				　				2				8				10						0		0		2.0		2.0				新倉B、大石Ｂ、谷嶋Ｂ、鳥海B、斉藤雅ＫＨ、坂口Ｓ、大槻Ａ、貝瀬 オオイシ タニシマ トリウミ サイトウ マサ サカグチ オオツキ カイ セ

				社長・常務 シャチョウ ジョウム										　				　				　				0				3				3						0		0		0.0		0.0				湯浅社長、小田垣常務、網屋顧問 ユアサ シャチョウ オダガキ ジョウム アミ ヤ コモン

				合計 ゴウケイ										7				115				26				148				61				209						56		3.0		201.5		202.5

				42217.0																				うち重度 ジュウド				55		平均年齢 ヘイキン ネンレイ				35.6歳						55		←含む短･重度2名 フク タン ジュウド メイ



														重度 ジュウド		7		重度 ジュウド		51						重度 ジュウド		58												男 オトコ		99名		32.7歳

																																								女 オンナ		91名		38.9歳

																																								合計 ゴウケイ		190名		35.6歳



				第一生命の法定雇用率 ダイイチ セイメイ ホウテイ コヨウ リツ

						Ｈ18				Ｈ19				Ｈ20				Ｈ21				Ｈ22				Ｈ23				Ｈ24				Ｈ25				Ｈ26				Ｈ27



						2006年
6月1日 ネン ガツ ニチ				2007年
6月1日 ネン ガツ ニチ				2008年
6月1日 ネン ガツ ニチ				2009年
6月1日 ネン ガツ ニチ				2010年
6月1日 ネン ガツ ニチ				2011年
6月1日 ネン ガツ ニチ				2012年
6月1日 ネン ガツ ニチ				2013年
6月1日 ネン ガツ ニチ				2014年
6月1日 ガツ ニチ				2015年
6月1日 ガツ ニチ

				雇用率 コヨウリツ		(未達成） ミタッセイ				1.80%				1.82%				1.95%				2.01%				2.02%				2.03%				2.06%				2.13%				2.25%



				　　第一生命の障がい者雇用率は、当社設立(2006年8月)の翌年（2007年度）より継続して、
　　法定雇用率（1.8％､2013年4月～2.0％）を達成しています。〔厚生労働省に報告〕 ダイ イチ セイメイ ショウ シャ コヨウリツ トウシャ セツリツ ネン ガツ ヨクトシ ネンド ケイゾク ホウテイ コヨウリツ ネン ガツ タッセイ コウセイ ロウドウ ショウ ホウコク







				事業部・グループ ジギョウ ブ										一般職員 イッパン ショクイン				トレーナー				サブ
リーダー		リーダー		主任 シュニン		課長補佐 カチョウ ホサ		他
スタッフ ホカ		出向者 シュッコウシャ		合計 ゴウケイ

				田端 タバタ				印刷 インサツ						8				1				　		3		1		　		3		　		16

								書類発送 ショルイ ハッソウ						26				3				　		4		1		　		3		　		37

								営業ｵﾌｨｽ清掃 エイギョウ セイソウ						10				　				　		2		　		　		　		　		12

				相娯園 ソウ ゴ エン				グラウンド清掃 セイソウ						9				　				　		2		1		　		2		　		14

								見心寮清掃 ケン シン リョウ セイソウ						7				　				　		1		1		　		1		　		10

				東戸塚 ヒガシトツカ				ランドリー						7				　				　		1		1		　		　		　		9

								清掃 セイソウ						8				　				　		2		　		　		　		　		10

				喫茶 キッサ				日比谷喫茶 ヒビヤ キッサ						4				1				　		2		1		　		　		　		8

								皇居前 コウキョ マエ						7				　				　		1		　		　		　		　		8

								豊洲 トヨス						8				1				1		2		1		　		　		　		13

				職場定着推進室 ショクバ テイチャク スイシン シツ														　				　		1		2		2		　		　		5

				企画総務部 キカク ソウム ブ										1				　				　		1		1		　		1		3		7

				社長・常務 シャチョウ ジョウム														　				　		　		　		　		　		2		2

				合計 ゴウケイ										95				6				1		22		10		2		10		5		151

				41334.0







2015.10～職員内訳

				社員数内訳 シャインスウ スウ ウチワケ



																																雇用ポイント コヨウ		202.5								↓30h/w		雇用ポイント コヨウ



				事業部・グループ ジギョウ ブ										障がいのある社員 シャイン																障がいのない社員 シャイン				合計 ゴウケイ						重度 ジュウド		短時間 タンジカン				検算 ケンザン

														身体 シンタイ				知的 チテキ				精神 セイシン				小計 ショウケイ														2ｐ		0.5ｐ

				田端 タバタ				印刷 インサツ						3				7				4				14				7				21						6		0		20.0		20.0				澤山S、鯉沼信S､萩野L、代SL､事務スタ3 サワ ヤマ ダイ ジム

								書類発送 ショルイ ハッソウ						1				23				6				30				6				36						6		2		35.0		35.0				青山S､重吉S､半田Ｌ､保野L､磯部ｓＬ､池田ｓＬ ハンダ ホ ノ イソベ イケダ

								営業ｵﾌｨｽ清掃 エイギョウ セイソウ										4				6				10				2				12						4		0		14.0		14.0		（重・短＝1名1ｐ） シゲル タン メイ		青木S､倉持L アオキ

								ビジネスサポート						1				15				4				20				4				24						2		0		22.0		22.0				綿貫Ｌ､鯉沼圭L

				相娯園 ソウ ゴ エン				グラウンド清掃 セイソウ						1				11				　				12				2				14						7		0		18.0		19.0		（重・短＝1名1ｐ） シゲル タン メイ		山岸Ｌ､小林SL､ ヤマギシ コバヤシ

								見心寮清掃 ケン シン リョウ セイソウ						　				11				　				11				2				13						7		0		18.0		18.0				岩﨑S､石井Ｌ イワ イシイ

								グラウンド整備 セイビ																		0				5				5						0		0		0.0		0.0				（高橋Ｋ、主任３名、松井Ｌ） タカハシ シュニン メイ マツイ

				喫茶 キッサ				日比谷 ヒビヤ						　				5				2				7				2				9						2		1		8.5		8.5				金子S､長田Ｌ カネコ

								豊洲 トヨス						　				7				2				9				6				15						3		0		12.0		12.0				新藤KH、日暮Ｌ、粟野Ｌ、内田L、渡邉ｓL、中島ｓＬ シンドウ ヒグラシ アワノ ウチダ ワタナベ ナカジマ

								皇居前 コウキョ マエ						　				8								8				3				11						4		0		12.0		12.0				野本Ｌ、阿部Ｌ、原L ハラ

				神奈川 カナガワ										　				17				　				17				3				20						13		0		30.0		30.0				堀添S、松村Ｌ､目代Ｌ マツムラ モク ダイ

				大阪										1				5				3				9				3				12						2		0		11.0		11.0				杉山K、佐藤S、伊集院L スギヤマ サトウ イジュウイン

				事業本部 ジギョウ ホンブ				職場定着推進室 ショクバ テイチャク スイシンシツ						　				　				　				0				7				7						0		0		0.0		0.0				須賀田B／齊藤Ｋ[室長]、長田ＫＨ､梶野ＫＨ､小関Ｓ､今田Ｓ ス ガ タ ナガタ カジノ コセキ イマダ

								業務開発推進室 ギョウム カイハツ スイシンシツ																																										小井土K[室長] シツチョウ

								企画総務部						　				2				　				2				9				11						0		0		2.0		2.0				新倉B、大石Ｂ、谷嶋Ｂ、鳥海B、斉藤雅ＫＨ、坂口Ｓ、大槻Ａ、貝瀬、卜部 オオイシ タニシマ トリウミ サイトウ マサ サカグチ オオツキ カイ セ ウラベ

				社長・取締役 シャチョウ トリシマリヤク										　				　				　				0				2				2						0		0		0.0		0.0				湯浅社長、網屋顧問 ユアサ シャチョウ アミ ヤ コモン

				合計 ゴウケイ										7				115				27				149				63				212						56		3.0		202.5		203.5

				42278.0																				うち重度 ジュウド				56		平均年齢 ヘイキン ネンレイ				35.6歳						56		←含む短･重度2名 フク タン ジュウド メイ



														重度 ジュウド		7		重度 ジュウド		51						重度 ジュウド		58												男 オトコ		99名		32.7歳

																																								女 オンナ		91名		38.9歳

																																								合計 ゴウケイ		190名		35.6歳



				第一生命の法定雇用率 ダイイチ セイメイ ホウテイ コヨウ リツ

						Ｈ18				Ｈ19				Ｈ20				Ｈ21				Ｈ22				Ｈ23				Ｈ24				Ｈ25				Ｈ26				Ｈ27



						2006年
6月1日 ネン ガツ ニチ				2007年
6月1日 ネン ガツ ニチ				2008年
6月1日 ネン ガツ ニチ				2009年
6月1日 ネン ガツ ニチ				2010年
6月1日 ネン ガツ ニチ				2011年
6月1日 ネン ガツ ニチ				2012年
6月1日 ネン ガツ ニチ				2013年
6月1日 ネン ガツ ニチ				2014年
6月1日 ガツ ニチ				2015年
6月1日 ガツ ニチ

				雇用率 コヨウリツ		(未達成） ミタッセイ				1.80%				1.82%				1.95%				2.01%				2.02%				2.03%				2.06%				2.13%				2.25%



				　　第一生命の障がい者雇用率は、当社設立(2006年8月)の翌年（2007年度）より継続して、
　　法定雇用率（1.8％､2013年4月～2.0％）を達成しています。〔厚生労働省に報告〕 ダイ イチ セイメイ ショウ シャ コヨウリツ トウシャ セツリツ ネン ガツ ヨクトシ ネンド ケイゾク ホウテイ コヨウリツ ネン ガツ タッセイ コウセイ ロウドウ ショウ ホウコク







				事業部・グループ ジギョウ ブ										一般職員 イッパン ショクイン				トレーナー				サブ
リーダー		リーダー		主任 シュニン		課長補佐 カチョウ ホサ		他
スタッフ ホカ		出向者 シュッコウシャ		合計 ゴウケイ

				田端 タバタ				印刷 インサツ						8				1				　		3		1		　		3		　		16

								書類発送 ショルイ ハッソウ						26				3				　		4		1		　		3		　		37

								営業ｵﾌｨｽ清掃 エイギョウ セイソウ						10				　				　		2		　		　		　		　		12

				相娯園 ソウ ゴ エン				グラウンド清掃 セイソウ						9				　				　		2		1		　		2		　		14

								見心寮清掃 ケン シン リョウ セイソウ						7				　				　		1		1		　		1		　		10

				東戸塚 ヒガシトツカ				ランドリー						7				　				　		1		1		　		　		　		9

								清掃 セイソウ						8				　				　		2		　		　		　		　		10

				喫茶 キッサ				日比谷喫茶 ヒビヤ キッサ						4				1				　		2		1		　		　		　		8

								皇居前 コウキョ マエ						7				　				　		1		　		　		　		　		8

								豊洲 トヨス						8				1				1		2		1		　		　		　		13

				職場定着推進室 ショクバ テイチャク スイシン シツ														　				　		1		2		2		　		　		5

				企画総務部 キカク ソウム ブ										1				　				　		1		1		　		1		3		7

				社長・常務 シャチョウ ジョウム														　				　		　		　		　		　		2		2

				合計 ゴウケイ										95				6				1		22		10		2		10		5		151

				41334.0







2016.5～職員内訳

				社員数内訳 シャインスウ スウ ウチワケ



																																雇用ポイント コヨウ		220.5								重度
短時間 ジュウド タンジカン		短時間
30h/w
以下 イカ		雇用ポイント コヨウ



				事業部・グループ ジギョウ ブ										障がいのある社員 シャイン																障がいのない社員 シャイン				合計 ゴウケイ						重度 ジュウド								検算 ケンザン

														身体 シンタイ				知的 チテキ				精神 セイシン				小計 ショウケイ														2ｐ		1ｐ		0.5ｐ								1/1		3/1		2015/4/1　異動、追加 イドウ ツイカ

				田端 タバタ				印刷 インサツ						3				8				4				15				7				22						6		0		0		21.0		21.0				20.0		-1.0		澤山S、鯉沼信S､萩野L、代SL､事務スタ3 サワ ヤマ ダイ ジム

								書類発送 ショルイ ハッソウ						1				25				6				32				5				37						7		0		2		38.0		38.0				35.0				青山S､重吉S､半田Ｌ､保野L､磯部ｓＬ､池田ｓＬ ハンダ ホ ノ イソベ イケダ

								ビジネスサポート						1				17				6				24				5				29						2		0		0		26.0		26.0				23.0				綿貫Ｌ､鯉沼圭L

								営業ｵﾌｨｽ清掃 エイギョウ セイソウ										4				6				10				2				12						4		0		0		14.0		14.0				14.0				青木S､倉持L アオキ

				相娯園 ソウ ゴ エン				グラウンド清掃 セイソウ						1				13				　				14				2				16						7		1		0		21.0		21.0				18.0		-2.0		山岸Ｌ､小林SL､ ヤマギシ コバヤシ

								グラウンド整備 セイビ																		0				5				5						0		0		0		0.0		0.0				0.0				（高橋Ｋ、主任３名、松井Ｌ） タカハシ シュニン メイ マツイ

								見心寮清掃 ケン シン リョウ セイソウ						　				11				　				11				2				13						7		0		0		18.0		18.0				18.0				岩﨑S､石井Ｌ イワ イシイ

				喫茶 キッサ				日比谷 ヒビヤ						　				5				2				7				1				8						2		0		1		8.5		8.5				8.5				金子S､長田Ｌ カネコ

								皇居前 コウキョ マエ						　				8								8				3				11						4		0		0		12.0		12.0				12.0				野本Ｌ、阿部Ｌ、原L ハラ

								豊洲 トヨス						　				7				2				9				6				15						3		0		0		12.0		12.0				12.0				新藤KH、日暮Ｌ、粟野Ｌ、内田L、渡邉ｓL、中島ｓＬ シンドウ ヒグラシ アワノ ウチダ ワタナベ ナカジマ

				神奈川 カナガワ										　				17				　				17				3				20						13		0		0		30.0		30.0				30.0				堀添S、松村Ｌ､目代Ｌ マツムラ モク ダイ

				大阪										1				7				7				15				3				18						3		0		0		18.0		18.0				11.0				杉山K、佐藤S、伊集院L スギヤマ サトウ イジュウイン

				事業本部 ジギョウ ホンブ				企画総務部						　				2				　				2				7				9						0		0		0		2.0		2.0				2.0				新倉B、大石Ｂ、谷嶋Ｂ、鳥海B、斉藤雅ＫＨ、坂口Ｓ、大槻Ａ、貝瀬、卜部 オオイシ タニシマ トリウミ サイトウ マサ サカグチ オオツキ カイ セ ウラベ

								職場定着推進室 ショクバ テイチャク スイシンシツ						　				　				　				0				7				7						0		0		0		0.0		0.0				0.0				須賀田B／齊藤Ｋ[室長]、長田ＫＨ､梶野ＫＨ､小関Ｓ､今田Ｓ ス ガ タ ナガタ カジノ コセキ イマダ

								業務開発推進室 ギョウム カイハツ スイシンシツ																																								0.0				0.0				小井土K[室長] シツチョウ

				役員 ヤクイン										　				　				　				0				4				4						0		0		0		0.0		0.0				0.0				湯浅社長、網屋顧問 ユアサ シャチョウ アミ ヤ コモン

				合計 ゴウケイ										7				124				33				164				62				226						58		1		3		220.5		220.5				203.5		-3.0		200.5

				42461.0																				うち重度 ジュウド				59		平均年齢 ヘイキン ネンレイ				35.1歳						59		←重度
短時間→ ジュウド タンジカン		4



														重度 ジュウド		7		重度 ジュウド		48						重度 ジュウド		55												男 オトコ		109名		31.8歳

																																								女 オンナ		100名		38.6歳

																																								合計 ゴウケイ		209名		35.1歳



				第一生命の法定雇用率 ダイイチ セイメイ ホウテイ コヨウ リツ

						Ｈ18				Ｈ19				Ｈ20				Ｈ21				Ｈ22				Ｈ23				Ｈ24				Ｈ25				Ｈ26				Ｈ27



						2006年
6月1日 ネン ガツ ニチ				2007年
6月1日 ネン ガツ ニチ				2008年
6月1日 ネン ガツ ニチ				2009年
6月1日 ネン ガツ ニチ				2010年
6月1日 ネン ガツ ニチ				2011年
6月1日 ネン ガツ ニチ				2012年
6月1日 ネン ガツ ニチ				2013年
6月1日 ネン ガツ ニチ				2014年
6月1日 ガツ ニチ				2015年
6月1日 ガツ ニチ

				雇用率 コヨウリツ		(未達成） ミタッセイ				1.80%				1.82%				1.95%				2.01%				2.02%				2.03%				2.06%				2.13%				2.25%



				　　第一生命の障がい者雇用率は、当社設立(2006年8月)の翌年（2007年度）より継続して、
　　法定雇用率（1.8％､2013年4月～2.0％）を達成しています。〔厚生労働省に報告〕 ダイ イチ セイメイ ショウ シャ コヨウリツ トウシャ セツリツ ネン ガツ ヨクトシ ネンド ケイゾク ホウテイ コヨウリツ ネン ガツ タッセイ コウセイ ロウドウ ショウ ホウコク



																																																		20		18		0		35		8.5		12		12		30		11



				事業部・グループ ジギョウ ブ										一般職員 イッパン ショクイン				トレーナー				サブ
リーダー		リーダー		主任 シュニン		課長補佐 カチョウ ホサ		他
スタッフ ホカ		出向者 シュッコウシャ		合計 ゴウケイ

				田端 タバタ				印刷 インサツ						8				1				　		3		1		　		3		　		16

								書類発送 ショルイ ハッソウ						26				3				　		4		1		　		3		　		37

								営業ｵﾌｨｽ清掃 エイギョウ セイソウ						10				　				　		2		　		　		　		　		12

				相娯園 ソウ ゴ エン				グラウンド清掃 セイソウ						9				　				　		2		1		　		2		　		14

								見心寮清掃 ケン シン リョウ セイソウ						7				　				　		1		1		　		1		　		10

				東戸塚 ヒガシトツカ				ランドリー						7				　				　		1		1		　		　		　		9

								清掃 セイソウ						8				　				　		2		　		　		　		　		10

				喫茶 キッサ				日比谷喫茶 ヒビヤ キッサ						4				1				　		2		1		　		　		　		8

								皇居前 コウキョ マエ						7				　				　		1		　		　		　		　		8

								豊洲 トヨス						8				1				1		2		1		　		　		　		13

				職場定着推進室 ショクバ テイチャク スイシン シツ														　				　		1		2		2		　		　		5

				企画総務部 キカク ソウム ブ										1				　				　		1		1		　		1		3		7

				社長・常務 シャチョウ ジョウム														　				　		　		　		　		　		2		2

				合計 ゴウケイ										95				6				1		22		10		2		10		5		151

				41334.0







旧職員内訳

				従業員数内訳 ジュウギョウイン スウ ウチワケ



										職員 ショクイン														スタッフ				小計 ショウケイ		合計 ゴウケイ

										身体 シンタイ				知的 チテキ				精神 セイシン				小計 ショウケイ

				事業部・グループ ジギョウ ブ						男 オトコ		女 オンナ		男 オトコ		女 オンナ		男 オトコ		女 オンナ				男 オトコ		女 オンナ

				相娯園 ソウ ゴ エン		ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ清掃 セイソウ				1				8		1						10				4		4		14				←身体(男)1はＴ主任 シンタイ オトコ シュニン

						見心寮清掃 ケン シン リョウ セイソウ										7						7				3		3		10

				田端 タバタ		印刷 インサツ				1				5				2		2		10		2		5		7		17

						書類発送 ショルイ ハッソウ				2				14		6		3		2		27		1		7		8		35

						営業ｵﾌｨｽ清掃 エイギョウ セイソウ								4		1		5				10				2		2		12

						(事業部付) ジギョウ ブ ヅ																0		1		0		1		1

						職場定着推進室 ショクバ テイチャク スイシン シツ																0				4		4		4

				東戸塚 ヒガシトツカ		ランドリー								4		2						6				2		2		8

						清掃 セイソウ								7		2						9				2		2		11

				喫茶 キッサ		日比谷喫茶 ヒビヤ キッサ										3				2		5				2		2		7

						豊洲 トヨス								1		6				2		9				5		5		14

				社長・常務 シャチョウ ジョウム																		0		2				2		2				←※2011/05～は社長も含める シャチョウ フク

				企画総務部 キカク ソウム ブ										1								1		4		2		6		7

				合計 ゴウケイ						4		0		44		28		10		8		94		10		38		48		142				←※2011/05～は社長も含める シャチョウ フク

										4				72				18						48

						41061.0										平均年齢 ヘイキン ネンレイ				男 33.0歳				女 38.6歳				計 36.0歳



																																				男 オトコ		69名		33才

																																				女 オンナ		74名		38.6才

																																				合計 ゴウケイ		143名		36才



				第一生命の法定雇用率 ダイイチ セイメイ ホウテイ コヨウ リツ



								平成18年
6月1日 ヘイセイ ネン ガツ ニチ				平成19年
6月1日 ヘイセイ ネン ガツ ニチ				平成20年
6月1日 ヘイセイ ネン ガツ ニチ				平成21年
6月1日 ヘイセイ ネン ガツ ニチ				平成22年
6月1日 ヘイセイ ネン ガツ ニチ				平成23年
6月1日 ヘイセイ ネン ガツ ニチ

				雇用率 コヨウリツ				(未達成） ミタッセイ				1.80%				1.82%				1.95%				2.01%				2.02%



				　　第一生命の障がい者雇用率は、当社設立の翌年（平成19年度）より継続して、
　　法定雇用率（1.8％）を達成しています。〔厚生労働省に報告〕 ダイ イチ セイメイ ショウ シャ コヨウリツ トウシャ セツリツ ヨクトシ ヘイセイ ネンド ケイゾク ホウテイ コヨウリツ タッセイ コウセイ ロウドウ ショウ ホウコク
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2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	10	37	60	99	116	138	143	156	177	211	226	238	256	277	うち障がいのある社員数	



























2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	7	24	41	61	71	92	95	108	123	146	164	173	185	203	社員数推移

総社員数	



























2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	10	37	60	99	116	138	143	156	177	211	226	238	256	277	306	うち障がいのある社員数	





























2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	7	24	41	61	71	92	95	108	123	146	164	173	185	203	218	





障がいの内訳（2020年4月）　

[値]

(3%)

[値]
(77%)
[値]
(20%)

身体	知的	精神	6	215	49	
職位別社員数（2020年4月）


一般社員	トレーナー	リーダー以	上	出向者	171	35	87	13	



20210601人員

		第一生命チャレンジド　従業員名簿 ダイイチ セイメイ ジュウギョウイン メイボ						5/10/21		現在 ゲンザイ

		＜キャリアローテーション者＞ シャ												入力不要 ニュウリョク フヨウ

		個人番号 コジン バンゴウ

masayuki toriumi＠dlc: masayuki toriumi＠dlc:
数字のみ入力
全角文字があるとセルがアミかけされます		勤務形態 キンム ケイタイ		事業所		グループ・事業部 ジギョウ ブ		職位 ショクイ		氏名

masayuki toriumi＠dlc: masayuki toriumi＠dlc:
姓と名の間は全角スペース
半角スペースがあるとセルがアミかけされます
		フリガナ

masayuki toriumi＠dlc: masayuki toriumi＠dlc:
姓と名の間は全角スペース

		LC041116		CR		田端 タバタ		－		代表取締役社長 ダイヒョウ トリ シャチョウ		橋爪　浩 ハシヅメ ヒロシ		ハシヅメ　ヒロシ

		LC041923		CR		田端 タバタ		－		常務取締役 ジョウム トリシマリ ヤク		網屋　裕二 アミヤ ユウジ		アミヤ　ユウジ

		LC041946		CR		田端 タバタ		－		常務取締役 ジョウム トリシマリ ヤク		梅田　克乗		ウメダ　カツノリ

		LC044455		CR		田端 タバタ		－		常務取締役 ジョウム トリシマリ ヤク		田川　俊幸		タガワ　トシユキ

		LC045537		CR		大阪 オオサカ		－		常務取締役 ジョウム トリシマリ ヤク		久原　直子 クハラ ナオコ		クハラ　ナオコ

		LC048331		CR		田端 タバタ		人財育成部 ジンザイ イクセイブ		部長 ブチョウ		瀨口　晴隆		セグチ　ハルタカ

		LC048436		CR		田端 タバタ		企画総務部 キカク ソウム ブ		部長 ブチョウ		安部　洋子 アベ ヨウコ		アベ　ヨウコ

		LC040174		CR		田端 タバタ		人財育成部 ジンザイ イクセイブ		課長 カチョウ		小井土　佳子 コイド ヨシコ		コイド　ヨシコ

		LC043707		CR		大阪 オオサカ		大阪事業部		課長 カチョウ		杉山　真治 スギヤマ シンジ		スギヤマ　シンジ

		LC050353		CR		田端 タバタ		企画総務部 キカク ソウム ブ		課長 カチョウ		立森　あかね タチモリ		タチモリ　アカネ

		LC051276		CR		田端 タバタ		企画総務部 キカク ソウム ブ		課長 カチョウ		田山　寿江 タヤマ スミエ		タヤマ　スミエ

		LC100861		CR		田端 タバタ		企画総務部 キカク ソウム ブ		課長 カチョウ		山田　潤子 ヤマダ ジュンコ		ヤマダ　ジュンコ

		LC040092		CR		田端 タバタ		ダイバーシティ推進室 スイシンシツ		シニアエキスパート		谷嶋　哲朗 タニシマ テツロウ		タニシマ　テツロウ

		LC060300		CR		田端 タバタ		田端事業部（ビジネスサポートグループ）		一般 イッパン		北村　亮太 キタムラ リョウタ		キタムラ　リョウタ

		LC000268		CR		－		－		産業医 サンギョウイ		小林　靖 コバヤシ ヤスシ		コバヤシ　ヤスシ



		＜プロパー役員＞ ヤクイン												入力不要 ニュウリョク フヨウ

		個人番号 コジン バンゴウ

masayuki toriumi＠dlc: masayuki toriumi＠dlc:
数字のみ入力
全角文字があるとセルがアミかけされます		勤務形態 キンム ケイタイ		事業所		グループ・事業部 ジギョウ ブ		職位 ショクイ		氏名

masayuki toriumi＠dlc: masayuki toriumi＠dlc:
姓と名の間は全角スペース
半角スペースがあるとセルがアミかけされます
		フリガナ

masayuki toriumi＠dlc: masayuki toriumi＠dlc:
姓と名の間は全角スペース

		LC010001		斡旋 アッセン		田端 タバタ		－		取締役会長 トリ カイチョウ		渡邉　寿美恵		ワタナベ　スミエ

		＜プロパー社員＞ シャイン

		個人番号 コジン バンゴウ

masayuki toriumi＠dlc: masayuki toriumi＠dlc:
数字のみ入力
全角文字があるとセルがアミかけされます		勤務形態 キンム ケイタイ		事業所		グループ・事業部 ジギョウ ブ		職位 ショクイ		氏名

masayuki toriumi＠dlc: masayuki toriumi＠dlc:
姓と名の間は全角スペース
半角スペースがあるとセルがアミかけされます
		フリガナ

masayuki toriumi＠dlc: masayuki toriumi＠dlc:
姓と名の間は全角スペース

		LC000010		正社員		田端 タバタ		田端事業部（ビジネスサポートグループ）		一般 イッパン		山﨑　優大 ヤマサキ マサヒロ		ヤマサキ　マサヒロ

		LC000017		嘱託社員 ショクタク シャイン		田端 タバタ		田端事業部（物流グループ）		一般 イッパン		荒井　由美子 アライ ユミコ		アライ　ユミコ

		LC000025		正社員		神奈川		神奈川事業部		一般 イッパン		増田　圭介 マスダ ケイスケ		マスダ　ケイスケ

		LC000026		正社員		神奈川		神奈川事業部		一般 イッパン		早坂　竜一 ハヤサカ リョウイチ		ハヤサカ　リョウイチ

		LC000031		正社員 セイ		日比谷 ヒビヤ		日比谷事業部（日比谷喫茶グループ）		一般 イッパン		庄司　愛 ショウジ アイ		ショウジ　アイ

		LC000033		嘱託社員 ショクタク シャイン		田端 タバタ		田端事業部（物流グループ）		一般 イッパン		福田　英子 フクダ エイコ		フクダ　エイコ

		LC000035		正社員		相娯園 ソウ ゴ エン		相娯園事業部		一般 イッパン		伊東　由美 イトウ ユミ		イトウ　ユミ

		LC000036		正社員		田端 タバタ		田端事業部（物流グループ）		一般 イッパン		伊藤　さわ子 イトウ サワコ		イトウ　サワコ

		LC000039		正社員		田端 タバタ		田端事業部（物流グループ）		一般 イッパン		常松　菜穂子 ツネマツ ナオコ		ツネマツ　ナオコ

		LC000053		正社員		田端 タバタ		ダイバーシティ推進室 スイシンシツ		一般 イッパン		大森　友美 オオモリ トモミ		オオモリ　トモミ

		LC000054		正社員		神奈川		神奈川事業部		一般 イッパン		野村　祐樹 ノムラ ユウキ		ノムラ　ユウキ

		LC000056		正社員		神奈川		神奈川事業部		一般 イッパン		棚橋　優子 タナハシ ユウコ		タナハシ　ユウコ

		LC000057		正社員		神奈川		神奈川事業部		一般 イッパン		越智　美花子 オチ ミカコ		オチ　ミカコ

		LC000062		正社員		田端 タバタ		田端事業部（ビジネスサポートグループ）		一般 イッパン		飯田　充宏 イイダ ミツヒロ		イイダ　ミツヒロ

		LC000064		正社員		田端 タバタ		田端事業部（物流グループ）		一般 イッパン		小田内　哲 オダウチ サトシ		オダウチ　サトシ

		LC000071		正社員		神奈川		神奈川事業部		一般 イッパン		石橋　遼 イシバシ リョウ		イシバシ　リョウ

		LC000075		正社員		神奈川		神奈川事業部		一般 イッパン		粟野　薫 アワノ カオル		アワノ　カオル

		LC000077		正社員		相娯園 ソウ ゴ エン		相娯園事業部		一般 イッパン		福士　春美 フクシ ハルミ		フクシ　ハルミ

		LC000079		正社員		田端 タバタ		田端事業部（営業オフィス清掃グループ）		一般 イッパン		加納　宏彰 カノウ ヒロアキ		カノウ　ヒロアキ

		LC000082		正社員		神奈川		神奈川事業部		一般 イッパン		山玉　佑弥 ヤマタマ ユウヤ		ヤマタマ　ユウヤ

		LC000090		正社員		神奈川		神奈川事業部		一般 イッパン		上田　真義 ウエダ マサヨシ		ウエダ　マサヨシ

		LC000091		正社員		神奈川		神奈川事業部		一般 イッパン		尾﨑　真澄 オザキ マスミ		オザキ　マスミ

		LC000096		正社員		田端 タバタ		田端事業部（書類発送グループ）		一般 イッパン		米元　智広 ヨネモト トモヒロ		ヨネモト　トモヒロ

		LC000110		嘱託社員 ショクタク シャイン		田端 タバタ		田端事業部（印刷グループ）		一般 イッパン		中田　貴美子 ナカタ キミコ		ナカタ　キミコ

		LC000112		嘱託社員 ショクタク シャイン		豊洲 トヨス		豊洲事業部		一般 イッパン		荒張　優子 アラ ハリ ユウコ		アラハリ　ユウコ

		LC000115		正社員 セイ		相娯園 ソウ ゴ エン		相娯園事業部		一般 イッパン		佐藤　明美 サトウ アケミ		サトウ　アケミ

		LC000116		正社員 セイ		田端 タバタ		田端事業部（営業オフィス清掃グループ）		一般 イッパン		竹ノ内　裕 タケノウチ ヒロシ		タケノウチ　ヒロシ

		LC000117		正社員 セイ		田端 タバタ		田端事業部（営業オフィス清掃グループ）		一般 イッパン		中村　淳一 ナカムラ ジュンイチ		ナカムラ　ジュンイチ

		LC000122		正社員 セイ		田端 タバタ		田端事業部（物流グループ）		一般 イッパン		矢野　慧 ヤノ アキラ		ヤノ　アキラ

		LC000127		正社員 セイ		神奈川		神奈川事業部		一般 イッパン		金箱　浩史 カネ バコ ヒロフミ		カネバコ　ヒロフミ

		LC000143		正社員 セイ		相娯園 ソウ ゴ エン		相娯園事業部		一般 イッパン		細田　迪隆 ホソダ ミチタカ		ホソダ　ミチタカ

		LC000146		正社員 セイ		豊洲 トヨス		豊洲事業部		一般 イッパン		谷平　洋子 タニヒラ ヨウコ		タニヒラ　ヨウコ

		LC000148		正社員 セイ		豊洲 トヨス		豊洲事業部		一般 イッパン		長澤　笑子 ナガサワ エミコ		ナガサワ　エミコ

		LC000149		正社員 セイ		豊洲 トヨス		豊洲事業部		一般 イッパン		佐藤　理奈 サトウ リナ		サトウ　リナ

		LC000151		正社員 セイ		相娯園 ソウ ゴ エン		相娯園事業部		一般 イッパン		岩崎　仁彦 イワサキ ヒトヒコ		イワサキ　ヒトヒコ

		LC000153		正社員 セイ		新宿 シンジュク		新宿事業部		一般 イッパン		遠藤　ひとみ エンドウ ヒトミ		エンドウ　ヒトミ

		LC000160		正社員 セイ		田端 タバタ		田端事業部（営業オフィス清掃グループ）		一般 イッパン		八島　透 ヤシマ トオル		ヤシマ　トオル

		LC000161		正社員 セイ		田端 タバタ		田端事業部（営業オフィス清掃グループ）		一般 イッパン		篠　雄悟 シノ ユウ ゴ		シノ　ユウゴ

		LC000163		正社員 セイ		日比谷 ヒ		日比谷事業部（日比谷喫茶グループ）		一般 イッパン		田辺　喜代美 タナベ キヨミ		タナベ　キヨミ

		LC000167		正社員 セイ		相娯園 ソウ ゴ エン		相娯園事業部		一般 イッパン		石嵜　将行 イシザキ マサユキ		イシザキ　マサユキ

		LC000169		正社員 セイ		田端 タバタ		田端事業部（書類発送グループ）		一般 イッパン		渡辺　健一 ワタナベ ケンイチ		ワタナベ　ケンイチ

		LC000170		正社員 セイ		田端 タバタ		田端事業部（印刷グループ）		一般 イッパン		藤掛　穂菜実 フジカケ ホナミ		フジカケ　ホナミ

		LC000178		正社員 セイ		田端 タバタ		田端事業部（物流グループ）		一般 イッパン		吉田　弥生 ヨシダ ヤヨイ		ヨシダ　ヤヨイ

		LC000182		正社員 セイ		豊洲 トヨス		豊洲事業部（豊洲オフィスサポートグループ）		一般 イッパン		森山　桂太郎 モリヤマ　 ケイタロウ		モリヤマ　ケイタロウ

		LC000186		正社員 セイ		日比谷		日比谷事業部（日比谷喫茶グループ）		一般 イッパン		吉川　奈身子 ヨシカワ ナミコ		ヨシカワ　ナミコ

		LC000188		正社員 セイ		日比谷		日比谷事業部（日比谷喫茶グループ）		一般 イッパン		早乙女　典子 サオトメ ノリコ		サオトメ　ノリコ

		LC000191		正社員 セイ		豊洲 トヨス		豊洲事業部（豊洲オフィスサポートグループ）		一般 イッパン		広浜　光 ヒロハマ ヒカル		ヒロハマ　ヒカル

		LC000195		正社員 セイ		田端 タバタ		田端事業部（ビジネスサポートグループ）		一般 イッパン		山口　実希 ヤマグチ　　ミキ		ヤマグチ　ミキ

		LC000198		正社員 セイ		新宿 シンジュク		新宿事業部		一般 イッパン		竹平　智仁 タケヒラ トモト		タケヒラ　トモト

		LC000199		正社員 セイ		田端 タバタ		田端事業部（印刷グループ）		一般 イッパン		内野　颯太 ウチノ ソウタ		ウチノ　ソウタ

		LC000201		正社員 セイ		田端 タバタ		田端事業部（書類発送グループ）		一般 イッパン		鹿庭　裕太郎 カニワ ユウタロウ		カニワ　ユウタロウ

		LC000209		特別嘱託社員 トクベツ ショクタク シャイン		田端 タバタ		田端事業部（書類発送グループ）		一般 イッパン		鈴木　深雪 スズキ ミユキ		スズキ　ミユキ

		LC000212		正社員 セイ		豊洲 トヨス		豊洲事業部（豊洲オフィスサポートグループ）		一般 イッパン		筒井　陽 ツツイ ヒカル		ツツイ　ヒカル

		LC000215		正社員 セイ		田端 タバタ		田端事業部（印刷グループ）		一般 イッパン		根本　翔一朗 ネモト ショウイチロウ		ネモト　ショウイチロウ

		LC000220		正社員 セイ		田端 タバタ		田端事業部（書類発送グループ）		一般 イッパン		佐々木　馳 ササキ チ		ササキ　チ

		LC000221		正社員 セイ		田端 タバタ		田端事業部（書類発送グループ）		一般 イッパン		庄野　直樹 ショウノ ナオキ		ショウノ　ナオキ

		LC000222		正社員 セイ		田端 タバタ		田端事業部（書類発送グループ）		一般 イッパン		鈴木　健太 スズキ ケンタ		スズキ　ケンタ

		LC000226		正社員 セイ		相娯園 ソ		相娯園事業部		一般 イッパン		石川　まゆ イシカワ		イシカワ　マユ

		LC000228		正社員 セイ		神奈川		神奈川事業部		一般 イッパン		岡部　克潤 オカベ カツヒロ		オカベ　カツヒロ

		LC000231		正社員 セイ		豊洲 トヨス		豊洲事業部（豊洲オフィスサポートグループ）		一般 イッパン		橋爪　いづみ ハシヅメ		ハシヅメ　イヅミ

		LC000234		正社員 セイ		田端 タバタ		田端事業部（営業オフィス清掃グループ）		一般 イッパン		鄭　玉仙 チョン オクソン		チョン　オクソン

		LC000236		正社員 セイ		日比谷 ヒビヤ		日比谷事業部（日比谷喫茶グループ）		一般 イッパン		永長　佳奈子 ナガオサ カナコ		ナガオサ　カナコ

		LC000238		正社員 セイ		相娯園 ソ		相娯園事業部		一般 イッパン		関　克敏 セキ カツトシ		セキ　カツトシ

		LC000241		正社員 セイ		日比谷 ヒ		日比谷事業部（日比谷喫茶グループ）		一般 イッパン		原野　貴生美 ハラノ　　　キオミ		ハラノ　キオミ

		LC000243		正社員 セイ		大阪 オオサカ		大阪事業部		一般 イッパン		樋口　雄亮 ヒグチ ユウスケ		ヒグチ　ユウスケ

		LC000244		正社員 セイ		大阪 オオサカ		大阪事業部		一般 イッパン		小森　舞子 コモリ マイコ		コモリ　マイコ

		LC000252		正社員		田端 タバタ		田端事業部（印刷グループ）		一般 イッパン		山口　真衣 ヤマグチ マイ		ヤマグチ　マイ

		LC000253		正社員		豊洲 トヨス		豊洲事業部（豊洲オフィスサポートグループ）		一般 イッパン		飯田　けやき イイダ ケヤキ		イイダ　ケヤキ

		LC000254		正社員		田端 タバタ		田端事業部（物流グループ）		一般 イッパン		岩成　彩香 イワナリ アヤカ		イワナリ　アヤカ

		LC000255		正社員		新宿 シンジュク		新宿事業部		一般 イッパン		大野　賢斗 オオノ ケン ト		オオノ　ケント

		LC000257		正社員		田端 タバタ		田端事業部（ビジネスサポートグループ）		一般 イッパン		後藤　琴美 ゴトウ コトミ		ゴトウ　コトミ

		LC000258		正社員		豊洲 トヨス		豊洲事業部（豊洲オフィスサポートグループ）		一般 イッパン		嶋岡　美空 シマオカ ミク		シマオカ　ミク

		LC000259		正社員		田端 タバタ		田端事業部（ビジネスサポートグループ）		一般 イッパン		谷内　正和 タニウチ マサカズ		タニウチ　マサカズ

		LC000260		正社員		田端 タバタ		田端事業部（書類発送グループ）		一般 イッパン		中島　渓介 ナカジマ ケイ スケ		ナカジマ　ケイスケ

		LC000261		正社員		田端 タバタ		田端事業部（書類発送グループ）		一般 イッパン		三浦　健太郎 ミウラ ケンタロウ		ミウラ　ケンタロウ

		LC000262		正社員		田端 タバタ		田端事業部（ビジネスサポートグループ）		一般 イッパン		宮城　賢志郎 ミヤギ ケンシロウ		ミヤギ　ケンシロウ

		LC000263		正社員		相娯園 ソウ ゴ エン		相娯園事業部		一般 イッパン		田中　駿鋭 タナカ シュンエイ		タナカ　シュンエイ

		LC000264		正社員		日比谷		日比谷事業部（日比谷喫茶グループ）		一般 イッパン		井上　蓮 イノウエ レン		イノウエ　レン

		LC000266		正社員		田端 タバタ		田端事業部（物流グループ）		一般 イッパン		山時　康司 サン トキ コウジ		サントキ　コウジ

		LC000273		正社員 セイ		大阪 オオサカ		大阪事業部		一般 イッパン		藤川　頌之 フジカワ ノブユキ		フジカワ　ノブユキ

		LC000275		正社員 セイ		大阪 オオサカ		大阪事業部		一般 イッパン		山﨑　和人 ヤマザキ カズト		ヤマザキ　カズト

		LC000301		正社員		田端 タバタ		企画総務部 キカク ソウム ブ		一般 イッパン		髙橋　翼天 タカ ハシ ツバサ		タカハシ　ツバサ

		LC000302		正社員		新宿 シンジュク		新宿事業部		一般 イッパン		杉山　健太 スギヤマ ケンタ		スギヤマ　ケンタ

		LC000303		正社員		田端 タバタ		ダイバーシティ推進室 スイシンシツ		一般 イッパン		中村　凪 ナカムラ ナギ		ナカムラ　ナギ

		LC000304		正社員		田端 タバタ		田端事業部（物流グループ）		一般 イッパン		大村　緋南太 オオムラ ヒナタ		オオムラ　ヒナタ

		LC000305		正社員		田端 タバタ		田端事業部（物流グループ）		一般 イッパン		田中　秀人 タナカ シュウト		タナカ　シュウト

		LC000306		正社員		田端 タバタ		田端事業部（ビジネスサポートグループ）		一般 イッパン		鵜野　ともか ウノ		ウノ　トモカ

		LC000308		正社員		神奈川		神奈川事業部		一般 イッパン		櫻井　裕佑 サクライ ユウスケ		サクライ　ユウスケ

		LC000309		正社員		大阪 オオサカ		大阪事業部		一般 イッパン		神谷　友樹 カミヤ ユウキ		カミヤ　ユウキ

		LC000310		正社員		大阪 オオサカ		大阪事業部		一般 イッパン		柴田　翔馬 シバタ ショウマ		シバタ　ショウマ

		LC000311		正社員		大阪 オオサカ		大阪事業部		一般 イッパン		鳥生　翔 トリウ カケル		トリウ　カケル

		LC000312		正社員		大阪 オオサカ		大阪事業部		一般 イッパン		中江　政俊 ナカエ マサトシ		ナカエ　マサトシ

		LC000313		正社員		大阪 オオサカ		大阪事業部		一般 イッパン		村上　由依 ムラカミ ユイ		ムラカミ　ユイ

		LC000317		正社員		神奈川		神奈川事業部		一般 イッパン		菅原　壮真 スガワラ ソウ マ		スガワラ　ソウマ

		LC000322		正社員 セイシャイン		田端 タバタ		田端事業部（印刷グループ）		一般 イッパン		小泉　一 コイズミ ハジメ		コイズミ　ハジメ

		LC000323		正社員 セイシャイン		田端 タバタ		田端事業部（印刷グループ）		一般 イッパン		渋沢　優介 シブサワ ユウスケ		シブサワ　ユウスケ

		LC000324		正社員 セイシャイン		田端 タバタ		田端事業部（物流グループ）		一般 イッパン		淺岡　創 アサオカ ツクル		アサオカ　ツクル

		LC000325		正社員 セイシャイン		田端 タバタ		田端事業部（物流グループ）		一般 イッパン		下鳥　美咲 シモトリ ミサキ		シモトリ　ミサキ

		LC000326		正社員 セイシャイン		田端 タバタ		田端事業部（物流グループ）		一般 イッパン		並木　諒平 ナミキ リョウヘイ		ナミキ　リョウヘイ

		LC000327		正社員 セイシャイン		田端 タバタ		田端事業部（物流グループ）		一般 イッパン		栁原　美紀 ヤナギハラ ミキ		ヤナギハラ　ミキ

		LC000328		正社員 セイシャイン		田端 タバタ		田端事業部（ビジネスサポートグループ）		一般 イッパン		勝本　怜緒 カツモト レオ		カツモト　レオ

		LC000329		正社員 セイシャイン		豊洲 トヨス		豊洲事業部（豊洲オフィスサポートグループ）		一般 イッパン		芝野　貴博 シバノ タカヒロ		シバノ　タカヒロ

		LC000330		正社員 セイシャイン		田端 タバタ		田端事業部（ビジネスサポートグループ）		一般 イッパン		秦　凜太郎 ハタ リンタロウ		ハタ　リンタロウ

		LC000331		正社員 セイシャイン		田端 タバタ		田端事業部（ビジネスサポートグループ）		一般 イッパン		早川　美帆 ハヤカワ ミホ		ハヤカワ　ミホ

		LC000332		正社員 セイシャイン		日比谷		日比谷事業部（日比谷喫茶グループ）		一般 イッパン		石倉　安七 イシクラ アンナ		イシクラ　アンナ

		LC000333		正社員 セイシャイン		神奈川		神奈川事業部		一般 イッパン		小野　詩菜 オノ シイナ		オノ　シイナ

		LC000334		正社員 セイシャイン		神奈川		神奈川事業部		一般 イッパン		佐藤　直樹 サトウ ナオキ		サトウ　ナオキ

		LC000335		正社員 セイシャイン		大阪 オオサカ		大阪事業部		一般 イッパン		白石　果鈴 シライシ カリン		シライシ　カリン

		LC000336		正社員 セイシャイン		豊洲 トヨス		豊洲事業部		一般 イッパン		八島　史織 ヤシマ シオリ		ヤシマ　シオリ

		LC000338		正社員 セイ シャイン		神奈川		神奈川事業部		一般 イッパン		馬場　孝行 ババ タカユキ		ババ　タカユキ

		LC000346		正社員 セイシャイン		大阪 オオサカ		大阪事業部		一般 イッパン		中山　寛隆 ナカヤマ　ヒロタカ		ナカヤマ　ヒロタカ

		LC000347		正社員 セイシャイン		大阪 オオサカ		大阪事業部		一般 イッパン		森　規泰 モリ　ノリヤス		モリ　ノリヤス

		LC000348		正社員 セイシャイン		日比谷 ヒビヤ		日比谷事業部（日比谷喫茶グループ）		一般 イッパン		赤木　美月 アカギ ミヅキ		アカギ　ミヅキ

		LC000349		正社員 セイシャイン		豊洲 トヨス		豊洲事業部（豊洲オフィスサポートグループ）		一般 イッパン		浦岡　美咲 ウラ オカ ミサキ		ウラオカ　ミサキ

		LC000350		正社員 セイシャイン		豊洲 トヨス		豊洲事業部（豊洲オフィスサポートグループ）		一般 イッパン		中川　昭 ナカガワ アキラ		ナカガワ　アキラ

		LC000351		正社員 セイシャイン		田端 タバタ		田端事業部（ビジネスサポートグループ）		一般 イッパン		本多　晃大 ホンダ コウ ダイ		ホンダ　コウダイ

		LC000353		正社員 セイシャイン		平河町 ヒラカワチョウ		日比谷事業部（オフィスサポートグループ）		一般 イッパン		中野　嶺也 ナカノ レイ ヤ		ナカノ　レイヤ

		LC000354		正社員 セイシャイン		田端 タバタ		田端事業部（印刷グループ）		一般 イッパン		加嶋　美希 カ ジマ ミキ		カジマ　ミキ

		LC000357		正社員 セイ シャイン		豊洲 トヨス		豊洲事業部（豊洲オフィスサポートグループ）		一般 イッパン		辰見　龍斗 タツミ リョウ ト		タツミ　リョウト

		LC000358		正社員 セイ シャイン		豊洲 トヨス		豊洲事業部（豊洲オフィスサポートグループ）		一般 イッパン		山本　幸枝 ヤマモト　ユキエ		ヤマモト　ユキエ

		LC000359		正社員 セイ シャイン		田端 タバタ		田端事業部（ビジネスサポートグループ）		一般 イッパン		古梶　貴大 コカジ　タカヒロ		コカジ　タカヒロ

		LC000360		正社員 セイ シャイン		田端 タバタ		田端事業部（印刷グループ）		一般 イッパン		林　清貴 ハヤシ　キヨタカ		ハヤシ　キヨタカ

		LC000361		正社員 セイ シャイン		新宿 シンジュク		新宿事業部		一般 イッパン		木下　透真 キノシタ　トウマ		キノシタ　トウマ

		LC000362		正社員 セイ シャイン		新宿 シンジュク		新宿事業部		一般 イッパン		鳥海　千暁 トリウミ　チアキ		トリウミ　チアキ

		LC000363		正社員 セイ シャイン		田端 タバタ		田端事業部（ビジネスサポートグループ）		一般 イッパン		上地　翔也 ウエチ　ショウヤ		ウエチ　ショウヤ

		LC000364		正社員 セイ シャイン		日比谷		日比谷事業部（日比谷喫茶グループ）		一般 イッパン		中村　竜己 ナカムラ　タツミ		ナカムラ　タツミ

		LC000365		正社員 セイ シャイン		豊洲 トヨス		豊洲事業部		一般 イッパン		倉本　麻衣 クラモト マイ		クラモト　マイ

		LC000367		正社員 セイ シャイン		平河町 ヒラカワチョウ		日比谷事業部（オフィスサポートグループ）		一般 イッパン		波多野　智 ハタノ　サトシ		ハタノ　サトシ

		LC000368		正社員 セイ シャイン		日比谷 ヒビヤ		日比谷事業部（オフィスサポートグループ）		一般 イッパン		山田　美優 ヤマダ　ミユウ		ヤマダ　ミユウ

		LC000369		正社員 セイ シャイン		大阪 オオサカ		大阪事業部		一般 イッパン		宮元　ゆりこ ミヤモト　ユリコ		ミヤモト　ユリコ

		LC000370		正社員 セイ シャイン		大阪 オオサカ		大阪事業部		一般 イッパン		森下　直亮 モリシタ　ナオアキ		モリシタ　ナオアキ

		LC000374		正社員 セイ シャイン		神奈川		神奈川事業部		一般 イッパン		新井　真澄 アライ マスミ		アライ　マスミ

		LC000376		正社員 セイシャイン		日比谷		日比谷事業部（日比谷喫茶グループ）		一般 イッパン		加藤　将太 カトウ ショウタ		カトウ　ショウタ

		LC000382		正社員 セイシャイン		豊洲 トヨス		豊洲事業部（豊洲オフィスサポートグループ）		一般 イッパン		加久保　武 カ クボ タケル		カクボ　タケル

		LC000384		正社員 セイシャイン		田端 タバタ		田端事業部（印刷グループ）		一般 イッパン		井出　篤史 イデ アツシ		イデ　アツシ

		LC000385		正社員 セイシャイン		神奈川		神奈川事業部		一般 イッパン		樋口　裕之 ヒグチ ヒロユキ		ヒグチ　ヒロユキ

		LC000386		正社員 セイシャイン		田端 タバタ		田端事業部（書類発送グループ）		一般 イッパン		福岡　祥一 フクオカ ショウ イチ

Tachimori Akane: 祥が表示できないところでは祥を使用
		フクオカ　ショウイチ

		LC000387		正社員 セイシャイン		豊洲 トヨス		豊洲事業部（豊洲オフィスサポートグループ）		一般 イッパン		井戸上　翔 イド カミ カケル		イドガミ　カケル

		LC000391		正社員 セイシャイン		田端 タバタ		田端事業部（印刷グループ）		一般 イッパン		伊藤　太陽 いとう たいよう		イトウ　タイヨウ

		LC000392		正社員 セイシャイン		田端 タバタ		田端事業部（印刷グループ）		一般 イッパン		中村　淳平 なかむら じゅんぺい		ナカムラ　ジュンペイ

		LC000393		正社員 セイシャイン		田端 タバタ		田端事業部（ビジネスサポートグループ）		一般 イッパン		熊谷　歩		クマガイ　アユム

		LC000394		正社員 セイシャイン		田端 タバタ		田端事業部（物流グループ）		一般 イッパン		森 勇人 もり はやと		モリ　ハヤト

		LC000395		正社員 セイシャイン		田端 タバタ		田端事業部（書類発送グループ）		一般 イッパン		吉川　智哉 よしかわ ともや		ヨシカワ　トモヤ

		LC000396		正社員 セイシャイン		豊洲 トヨス		豊洲事業部（豊洲オフィスサポートグループ）		一般 イッパン		黒田　航 くろだ こう		クロダ　コウ

		LC000397		正社員 セイシャイン		豊洲 トヨス		豊洲事業部（豊洲オフィスサポートグループ）		一般 イッパン		仲田　秀怜 なかだ ひで さと		ナカダ　ヒデサト

		LC000398		正社員 セイシャイン		日比谷		日比谷事業部（オフィスサポートグループ）		一般 イッパン		藤田　公孝 フジタ オオヤケ タカシ		フジタ　キミタカ

		LC000399		正社員 セイシャイン		大阪 オオサカ		大阪事業部		一般 イッパン		金﨑　有樹 アリ キ		カナサキ　ユウキ

		LC000400		正社員 セイシャイン		神奈川		神奈川事業部		一般 イッパン		堀内　創太		ホリウチ　ソウタ

		LC000401		正社員 セイシャイン		大阪 オオサカ		大阪事業部		一般 イッパン		小林　由梨奈 コバヤシ ユ リ ナ		コバヤシ　ユリナ

		LC000402		正社員 セイシャイン		大阪 オオサカ		大阪事業部		一般 イッパン		酒井　基行		サカイ　モトユキ

		LC000413		正社員 セイシャイン		田端 タバタ		田端事業部（営業オフィス清掃グループ）		一般 イッパン		髙田　裕司		タカダ　ユウジ

		LC000414		正社員 セイシャイン		田端 タバタ		田端事業部（ビジネスサポートグループ）		一般 イッパン		西村　亮彦 ニシムラ アキヒコ		ニシムラ　アキヒコ

		LC000415		正社員 セイシャイン		豊洲 トヨス		豊洲事業部（豊洲オフィスサポートグループ）		一般 イッパン		宇田　善彦 ウダ ヨシヒコ		ウダ　ヨシヒコ

		LC000416		正社員 セイシャイン		大阪 オオサカ		大阪事業部		一般 イッパン		谷本　和信		タニモト　カズノブ

		LC000417		正社員 セイシャイン		大阪 オオサカ		大阪事業部		一般 イッパン		則包　令児		ノリカネ　リョウジ

		LC000419		正社員 セイシャイン		田端 タバタ		田端事業部（印刷グループ）		一般 イッパン		小野寺　由香 オノデラ ユカ		オノデラ　ユカ

		LC000420		正社員 セイシャイン		田端 タバタ		田端事業部（営業オフィス清掃グループ）		一般 イッパン		荒井　優太 アライ ユウタ		アライ　ユウタ

		LC000422		正社員 セイシャイン		田端 タバタ		田端事業部（営業オフィス清掃グループ）		一般 イッパン		緒方　快聖 オガタ ココロヨ セイ		オガタ　カイセイ

		LC000424		正社員 セイシャイン		田端 タバタ		田端事業部（印刷グループ）		一般 イッパン		天野　可奈子		アマノ　カナコ

		LC000425		正社員 セイシャイン		大阪 オオサカ		大阪事業部		一般 イッパン		樽谷　直樹		タルタニ　ナオキ

		LC000433		正社員 セイシャイン		神奈川		神奈川事業部		一般 イッパン		金井　光 カナイ ヒカ		カナイ　ヒカル

		LC000434		正社員 セイシャイン		豊洲 トヨス		豊洲事業部（豊洲オフィスサポートグループ）		一般 イッパン		小笠原　千怜 オガサワラ チサト		オガサワラ　チサト

		LC000435		正社員 セイシャイン		平河町 ヒラカワチョウ		日比谷事業部（オフィスサポートグループ）		一般 イッパン		曽我　拓哉　 ソガ タクヤ		ソガ　タクヤ

		LC000436		正社員 セイシャイン		大阪 オオサカ		大阪事業部		一般 イッパン		内門　拓也		ウチカド　タクヤ

		LC000437		正社員 セイシャイン		大阪 オオサカ		大阪事業部		一般 イッパン		田村　野々花		タムラ　ノノカ

		LC000439		正社員 セイシャイン		相娯園 ソ		相娯園事業部		一般 イッパン		山本　舞 ヤマモト マイ		ヤマモト　マイ

		LC000440		契約社員 ケイヤク シャイン		豊洲 トヨス		豊洲事業部（豊洲オフィスサポートグループ）		一般 イッパン		松永　充生		マツナガ　ミツキ

		LC000441		契約社員 ケイヤク シャイン		大阪 オオサカ		大阪事業部		一般 イッパン		菅原　早苗		スガハラ　サナエ

		LC000444		契約社員 ケイヤク シャイン		田端 タバタ		企画総務部 キカク ソウム ブ		一般 イッパン		松下　魁心		マツシタ 　カイシン

		LC000445		契約社員 ケイヤク シャイン		田端 タバタ		田端事業部（印刷グループ）		一般 イッパン		青木　悠悟		アオキ　ユウゴ

		LC000446		契約社員 ケイヤク シャイン		田端 タバタ		田端事業部（印刷グループ）		一般 イッパン		阿部　姫依		アベ　ヒヨリ

		LC000447		契約社員 ケイヤク シャイン		田端 タバタ		田端事業部（印刷グループ）		一般 イッパン		進藤　祐太		シンドウ　ユウタ

		LC000448		契約社員 ケイヤク シャイン		田端 タバタ		田端事業部（印刷グループ）		一般 イッパン		谷口　昇太郎		タニグチ　ショウタロウ

		LC000449		契約社員 ケイヤク シャイン		田端 タバタ		田端事業部（印刷グループ）		一般 イッパン		中川　彩乃		ナカガワ　アヤノ

		LC000450		契約社員 ケイヤク シャイン		田端 タバタ		田端事業部（書類発送グループ）		一般 イッパン		内山　莉沙 ウチヤマ リサ		ウチヤマ　リサ

		LC000451		契約社員 ケイヤク シャイン		田端 タバタ		田端事業部（書類発送グループ）		一般 イッパン		冨澤　瑠衣		トミザワ　ルイ

		LC000452		契約社員 ケイヤク シャイン		田端 タバタ		田端事業部（書類発送グループ）		一般 イッパン		和田　一 ワダ ハジメ		ワダ　ハジメ

		LC000453		契約社員 ケイヤク シャイン		田端 タバタ		田端事業部（ビジネスサポートグループ）		一般 イッパン		今内　直己 イマウチ チョク		イマウチ　ナオキ

		LC000454		契約社員 ケイヤク シャイン		田端 タバタ		田端事業部（ビジネスサポートグループ）		一般 イッパン		大石　龍人 オオイシ リュウ ジン		オオイシ　タツト

		LC000455		契約社員 ケイヤク シャイン		田端 タバタ		田端事業部（ビジネスサポートグループ）		一般 イッパン		葛西　武士 カサイ タケシ		カサイ　タケシ

		LC000456		契約社員 ケイヤク シャイン		田端 タバタ		田端事業部（ビジネスサポートグループ）		一般 イッパン		髙澤　智史 ダカイ サワ トモフミ		タカサワ　サトシ

		LC000457		契約社員 ケイヤク シャイン		田端 タバタ		田端事業部（物流グループ）		一般 イッパン		佐野　晃汰 サノ コウ タ		サノ　コウタ

		LC000458		契約社員 ケイヤク シャイン		田端 タバタ		田端事業部（物流グループ）		一般 イッパン		松尾　虎太郎 マツオ トラタロウ		マツオ　コタロウ

		LC000459		契約社員 ケイヤク シャイン		相娯園 ソ		相娯園事業部		一般 イッパン		大友　大地 オオトモ ダイチ		オオトモ　ダイチ

		LC000460		契約社員 ケイヤク シャイン		相娯園 ソ		相娯園事業部		一般 イッパン		岡　桃愛		オカ　モモア

		LC000461		契約社員 ケイヤク シャイン		相娯園 ソ		相娯園事業部		一般 イッパン		小泉　彩奈恵 コイズミ サイ ナ エ

Kaise Asako: 戸籍：横井		コイズミ　サナエ

		LC000462		契約社員 ケイヤク シャイン		相娯園 ソ		相娯園事業部		一般 イッパン		平野　陽仁 ヒラノ ヨウ ジン		ヒラノ　ハルヒト

		LC000463		契約社員 ケイヤク シャイン		神奈川		神奈川事業部		一般 イッパン		飯田　あかり イイダ		イイダ　アカリ

		LC000464		契約社員 ケイヤク シャイン		神奈川		神奈川事業部		一般 イッパン		石田　将太郎 イシダ ショウタロウ		イシダ　ショウタロウ

		LC000465		契約社員 ケイヤク シャイン		神奈川		神奈川事業部		一般 イッパン		岩村　心 イワムラ ココロ		イワムラ　シン

		LC000466		契約社員 ケイヤク シャイン		神奈川		神奈川事業部		一般 イッパン		乙坂　彩音 オツ サカ サイ オト		オトサカ　アヤネ

		LC000467		契約社員 ケイヤク シャイン		神奈川		神奈川事業部		一般 イッパン		松下　涼 リョウ		マツシタ　リョウ

		LC000468		契約社員 ケイヤク シャイン		神奈川		神奈川事業部		一般 イッパン		三上　一樹 ミカミ カズキ		ミカミ　カズキ

		LC000469		契約社員 ケイヤク シャイン		神奈川		神奈川事業部		一般 イッパン		森田　力 モリタ リキ		モリタ　リキ

		LC000470		契約社員 ケイヤク シャイン		神奈川		神奈川事業部		一般 イッパン		吉満　亮裕		ヨシミツ　リョウスケ

		LC000471		契約社員 ケイヤク シャイン		日比谷 ヒビヤ		日比谷事業部（日比谷喫茶グループ）		一般 イッパン		飯島　ゆずは イイジマ		イイジマ　ユズハ

		LC000472		契約社員 ケイヤク シャイン		日比谷 ヒビヤ		日比谷事業部（日比谷喫茶グループ）		一般 イッパン		大河原　さくら オオガワラ		オオガワラ　サクラ

		LC000473		契約社員 ケイヤク シャイン		日比谷 ヒビヤ		日比谷事業部（日比谷喫茶グループ）		一般 イッパン		岡村　麻耶 オカムラ マヤ		オカムラ　マヤ

		LC000474		契約社員 ケイヤク シャイン		平河町 ヒラカワチョウ		日比谷事業部（オフィスサポートグループ）		一般 イッパン		菅田　直渡 スゲタ チョク ワタリ		スゲタ　ナオト

		LC000475		契約社員 ケイヤク シャイン		平河町 ヒラカワチョウ		日比谷事業部（オフィスサポートグループ）		一般 イッパン		戸部　絢香 トベ アヤカ		トベ　アヤカ

		LC000476		契約社員 ケイヤク シャイン		平河町 ヒラカワチョウ		日比谷事業部（オフィスサポートグループ）		一般 イッパン		本田　光 ホンダ ヒカル		ホンダ　ヒカル

		LC000477		契約社員 ケイヤク シャイン		豊洲 トヨス		豊洲事業部（豊洲オフィスサポートグループ）		一般 イッパン		太田　琴美 オオタ コトミ		オオタ　コトミ

		LC000478		契約社員 ケイヤク シャイン		豊洲 トヨス		豊洲事業部（豊洲オフィスサポートグループ）		一般 イッパン		小室　圭登 コムロ ケイ ト		コムロ　ケイト

		LC000479		契約社員 ケイヤク シャイン		豊洲 トヨス		豊洲事業部（豊洲オフィスサポートグループ）		一般 イッパン		高橋　大稀		タカハシ　タイキ

		LC000480		契約社員 ケイヤク シャイン		豊洲 トヨス		豊洲事業部（豊洲オフィスサポートグループ）		一般 イッパン		西村　彰馬		ニシムラ　ショウマ

		LC000481		契約社員 ケイヤク シャイン		豊洲 トヨス		豊洲事業部（豊洲オフィスサポートグループ）		一般 イッパン		眞鍋　達也		マナベ　タツヤ

		LC000482		契約社員 ケイヤク シャイン		豊洲 トヨス		豊洲事業部		一般 イッパン		長岡　由樹 ナガオカ ユキ		ナガオカ　ユウキ

		LC000483		契約社員 ケイヤク シャイン		豊洲 トヨス		豊洲事業部		一般 イッパン		廣野　春佳 ヒロノ ハル ケイ		ヒロノ　ハルカ

		LC000484		契約社員 ケイヤク シャイン		新宿 シンジュク		新宿事業部		一般 イッパン		蓑田　樹里 サ タ キ サト		ミノダ　ジュリ

		LC000485		契約社員 ケイヤク シャイン		大阪 オオサカ		大阪事業部		一般 イッパン		岡田　大輝 オカダ ダイ カガヤ		オカダ　ダイキ

		LC000034		正社員		田端 タバタ		ダイバーシティ推進室 スイシンシツ		課長 カチョウ		齊藤　朋実 サイトウ トモ ミ		サイトウ　トモミ

		LC000065		正社員		田端 タバタ		人財育成部 ジンザイ イクセイブ		課長 カチョウ		梶野　耕平 カジノ コウヘイ		カジノ　コウヘイ

		LC000233		正社員 セイ		大阪 オオサカ		大阪事業部		課長 カチョウ		佐藤　浩 サトウ ヒロシ		サトウ　ヒロシ

		LC000204		正社員 セイ		相娯園 ソ		相娯園事業部		課長(技) カチョウ		高橋　秋生 タカハシ アキオ		タカハシ　アキオ

		LC000018		正社員		田端 タバタ		田端事業部（印刷グループ）		課長補佐 カチョウ ホサ		長田　聡美 ナガタ サトミ		ナガタ　サトミ

		LC000019		正社員		日比谷 ヒビヤ		日比谷事業部（オフィスサポートグループ）		課長補佐 カチョウ ホサ		鯉沼　圭子 コイヌマ ケイコ		コイヌマ　ケイコ

		LC000022		正社員		田端 タバタ		人財育成部 ジンザイ イクセイブ		課長補佐 カチョウ ホサ		堀添　美智代 ホリ ゾエ ミチヨ		ホリゾエ　ミチヨ

		LC000042		正社員		田端 タバタ		人財育成部 ジンザイ イクセイブ		課長補佐 カチョウ ホサ		新藤　優 シンドウ ユタカ		シンドウ　ユタカ

		LC000073		正社員		田端 タバタ		人財育成部 ジンザイ イクセイブ		課長補佐 カチョウ ホサ		斉藤　雅子 サイトウ マサコ		サイトウ　マサコ

		LC000074		正社員		田端 タバタ		ダイバーシティ推進室 スイシンシツ		課長補佐 カチョウ ホサ		今田　貴子 イマダ タカコ		イマダ　タカコ

		LC000120		正社員 セイ		田端 タバタ		企画総務部 キカク ソウム ブ		課長補佐 カチョウ ホサ		鯉沼　信吾 コイ ヌマ シン ゴ		コイヌマ　シンゴ

		LC000250		正社員 セイ		大阪 オオサカ		大阪事業部		課長補佐 カチョウ ホサ		伊集院　貴子 イジュウイン タカコ		イジュウイン　タカコ

		LC000021		契約社員 ケイヤク シャイン		田端 タバタ		田端事業部（印刷グループ）		シニアエキスパート		青木　幸子 アオキ サチコ		アオキ　サチコ

		LC000043		契約社員 ケイヤク シャイン		相娯園 ソウ ゴ エン		相娯園事業部		シニアエキスパート		山岸　康子 ヤマギシ ヤスコ		ヤマギシ　ヤスコ

		LC000138		契約社員 ケイヤク シャイン		田端 タバタ		田端事業部（書類発送グループ）		シニアエキスパート		重吉　美智代 シゲ ヨシ ミチヨ		シゲヨシ　ミチヨ

		LC000177		契約社員 ケイヤク シャイン		相娯園 ソ		相娯園事業部		シニアエキスパート		小林　芳美 コバヤシ ヨシミ		コバヤシ　ヨシミ

		LC000205		契約社員 ケイヤク シャイン		相娯園 ソ		相娯園事業部		シニアエキスパート		増井　一秀 マスイ カズヒデ		マスイ　カズヒデ

		LC000321		嘱託社員 ショクタク シャイン		相娯園 ソウ ゴ エン		相娯園事業部		シニアエキスパート		大石　民夫 オオイシ タミオ		オオイシ　タミオ

		LC000381		契約社員 ケイヤク シャイン		豊洲 トヨス		豊洲事業部（豊洲オフィスサポートグループ）		シニアエキスパート		新倉　美智子 ニイクラ ミチコ		ニイクラ　ミチコ

		LC000411		契約社員 ケイヤク シャイン		田端 タバタ		田端事業部（物流グループ）		シニアエキスパート		浅野　輝一

Kaise Asako: 扶養あり1人		アサノ　テルカズ

		LC000412		契約社員 ケイヤク シャイン		田端 タバタ		田端事業部（物流グループ）		シニアエキスパート		天野　久		アマノ　ヒサシ

		LC000487		契約社員 ケイヤク シャイン		新宿 シンジュク		新宿事業部		シニアエキスパート		小幡　等 オバタ ヒト

Kaise Asako: 扶養あり
		

Tachimori Akane: 祥が表示できないところでは祥を使用
		オバタ　ヒトシ

		LC000488		契約社員 ケイヤク シャイン		新宿 シンジュク		新宿事業部		シニアエキスパート		田巻　和美 タマキ カズミ

Kaise Asako: 扶養あり		

masayuki toriumi＠dlc: masayuki toriumi＠dlc:
姓と名の間は全角スペース
半角スペースがあるとセルがアミかけされます
		タマキ　カズヨシ

		LC000489		契約社員 ケイヤク シャイン		新宿 シンジュク		新宿事業部		シニアエキスパート		藤井　雅彦 フジイ マサヒコ

Kaise Asako: 扶養あり
		フジイ　マサヒコ

		LC000020		正社員		田端 タバタ		田端事業部（営業オフィス清掃グループ）		主任 シュニン		坂口　正二郎 サカグチ ショウジロウ		サカグチ　ショウジロウ

		LC000061		正社員		神奈川		神奈川事業部		主任 シュニン		松村　里香 マツムラ リカ		マツムラ　リカ

		LC000084		正社員		神奈川		神奈川事業部		主任 シュニン		目代　貴美恵 モク ダイ キミエ		モクダイ　キミエ

		LC000114		正社員 セイ		相娯園 ソウ ゴ エン		相娯園事業部		主任 シュニン		石井　美江 イシイ ヨシエ		イシイ　ヨシエ

		LC000118		正社員 セイ		日比谷 ヒビヤ		日比谷事業部（オフィスサポートグループ）		主任 シュニン		青山　あかね アオヤマ　 アカネ		アオヤマ　　アカネ

		LC000137		正社員 セイ		田端 タバタ		企画総務部 キカク ソウム ブ		主任 シュニン		澤山　香 サワヤマ カオリ		サワヤマ　カオリ

		LC000155		正社員 セイ		田端 タバタ		企画総務部 キカク ソウム ブ		主任 シュニン		綿貫　庸平 ワタヌキ ヨウヘイ		ワタヌキ　ヨウヘイ

		LC000213		正社員 セイ		豊洲 トヨス		豊洲事業部（豊洲オフィスサポートグループ）		主任 シュニン		古谷　佐和 フルヤ サワ		フルヤ　サワ

		LC000235		正社員 セイ		日比谷 ヒビヤ		日比谷事業部（日比谷喫茶グループ）		主任 シュニン		内田　薫 ウチダ カオル		ウチダ　カオル

		LC000237		正社員 セイ		豊洲 トヨス		豊洲事業部		主任 シュニン		樋口　景子 ヒグチ ケイコ		ヒグチ　ケイコ

		LC000239		正社員 セイ		田端 タバタ		田端事業部（物流グループ）		主任 シュニン		保野　尚美 ヤスノ ナオミ		ヤスノ　ナオミ

		LC000249		正社員 セイ		日比谷		日比谷事業部（日比谷喫茶グループ）		主任 シュニン		坂本　亜紀子 サカモト アキコ		サカモト　アキコ

		LC000316		正社員		豊洲 トヨス		豊洲事業部（豊洲オフィスサポートグループ）		主任 シュニン		稲葉　由香里 イナバ ユカリ		イナバ　ユカリ

		LC000340		正社員 セイ シャイン		田端 タバタ		田端事業部（ビジネスサポートグループ）		主任 シュニン		佐藤　英恵 サトウ ハナエ		サトウ　ハナエ

		LC000207		正社員 セイ		相娯園 ソ		相娯園事業部		主任1(技) シュニン ワザ		黒木　香 クロキ カオル		クロキ　カオル

		LC000001		正社員		田端 タバタ		田端事業部（ビジネスサポートグループ）		トレーナー		石井　陽大 イシイ ヨウ ダイ		イシイ　ヨウダイ

		LC000015		正社員		田端 タバタ		田端事業部（物流グループ）		トレーナー		小見　あづさ オミ アヅサ		オミ　アヅサ

		LC000024		正社員		神奈川		神奈川事業部		トレーナー		田堀　貴士 タホリ タカシ		タホリ　タカシ

		LC000029		正社員		日比谷 ヒビヤ		日比谷事業部（日比谷喫茶グループ）		トレーナー		松井　恵瑠 マツイ メグ ル		マツイ　メグル

		LC000066		正社員		日比谷 ヒビヤ		日比谷事業部（オフィスサポートグループ）		トレーナー		浅古　貴行 アサコ タカユキ		アサコ　タカユキ

		LC000072		正社員		神奈川		神奈川事業部		トレーナー		木村　泰介 キムラ タイスケ		キムラ　タイスケ

		LC000083		正社員		田端 タバタ		田端事業部（印刷グループ）		トレーナー		渡邊　康 ワタナベ ヤスシ		ワタナベ　ヤスシ

		LC000086		正社員		田端 タバタ		田端事業部（印刷グループ）		トレーナー		馬場　哲哉 ババ テツヤ		ババ　テツヤ

		LC000092		正社員		神奈川		神奈川事業部		トレーナー		小沢　美里 オザワ ミサト		オザワ　ミサト

		LC000109		正社員 セイ		田端 タバタ		田端事業部（営業オフィス清掃グループ）		トレーナー		嶋田　和純 シマダ カズヨシ		シマダ　カズヨシ

		LC000121		正社員 セイ		田端 タバタ		田端事業部（印刷グループ）		トレーナー		山田　浩平 ヤマダ コウヘイ		ヤマダ　コウヘイ

		LC000123		正社員 セイ		神奈川		神奈川事業部		トレーナー		平野　俊憲 ヒラノ トシノリ		ヒラノ　トシノリ

		LC000129		正社員 セイ		田端 タバタ		田端事業部（ビジネスサポートグループ）		トレーナー		藤井　享里 フジイ ユキ ノリ		フジイ　ユキノリ

		LC000130		正社員 セイ		日比谷 ヒ		日比谷事業部（日比谷喫茶グループ）		トレーナー		佐藤　愛子 サトウ アイコ		サトウ　アイコ

		LC000131		正社員 セイ		田端 タバタ		田端事業部（書類発送グループ）		トレーナー		中丸　忠雄 ナカマル タダオ		ナカマル　タダオ

		LC000134		正社員 セイ		豊洲 トヨス		豊洲事業部		トレーナー		竹内　直美 タケウチ ナオミ		タケウチ　ナオミ

		LC000147		正社員 セイ		日比谷 ヒビヤ		日比谷事業部（オフィスサポートグループ）		トレーナー		中野　朝子 ナカノ アサコ		ナカノ　アサコ

		LC000157		正社員 セイ		田端 タバタ		田端事業部（ビジネスサポートグループ）		トレーナー		井手　恵都 イデ ケイ ト		イデ　ケイト

		LC000158		正社員 セイ		田端 タバタ		田端事業部（物流グループ）		トレーナー		佐野　秀樹 サノ ヒデキ		サノ　ヒデキ

		LC000159		正社員 セイ		日比谷		日比谷事業部（日比谷喫茶グループ）		トレーナー		依知川　淳 イチカワ ジュン		イチカワ　ジュン

		LC000179		正社員 セイ		相娯園 ソ		相娯園事業部		トレーナー		篠本　光恵 シノモト ミツエ		シノモト　ミツエ

		LC000184		正社員 セイ		日比谷		日比谷事業部（日比谷喫茶グループ）		トレーナー		米澤　理恵 ヨネザワ リエ		ヨネザワ　リエ

		LC000187		正社員 セイ		豊洲 トヨス		豊洲事業部		トレーナー		佐々木　亮介 ササキ リョウスケ		ササキ　リョウスケ

		LC000197		正社員 セイ		田端 タバタ		企画総務部 キカク ソウム ブ		トレーナー		金　蘭 キム ラン		キム　ラン

		LC000202		正社員 セイ		日比谷 ヒ		日比谷事業部（日比谷喫茶グループ）		トレーナー		高橋　豊 タカハシ　 ユタカ		タカハシ　ユタカ

		LC000218		正社員 セイ		田端 タバタ		田端事業部（印刷グループ）		トレーナー		本山　要 モトヤマ ハジメ		モトヤマ　ハジメ

		LC000223		正社員 セイ		平河町 ヒラカワチョウ		日比谷事業部（オフィスサポートグループ）		トレーナー		髙野　剛史 タカノ ツヨシ		タカノ　ツヨシ

		LC000224		正社員 セイ		新宿 シンジュク		新宿事業部		トレーナー		竹内　涼太 タケウチ　 リョウタ		タケウチ　リョウタ

		LC000245		正社員 セイ		大阪 オオサカ		大阪事業部		トレーナー		松塲　愛 マツ バ アイ		マツバ　アイ

		LC000251		正社員		田端 タバタ		田端事業部（印刷グループ）		トレーナー		栗原　拓也 クリハラ タクヤ		クリハラ　タクヤ

		LC000265		正社員		相娯園 ソ		相娯園事業部		トレーナー		岩本　頼宜 イワモト ヨリノブ		イワモト　ヨリノブ

		LC000274		正社員 セイ		大阪 オオサカ		大阪事業部		トレーナー		森岡　大晟 モリオカ タイセイ		モリオカ　タイセイ

		LC000278		正社員 セイ		豊洲 トヨス		豊洲事業部（豊洲オフィスサポートグループ）		トレーナー		石井　貴俊 イシイ タカトシ		イシイ　タカトシ

		LC000283		正社員		田端 タバタ		田端事業部（印刷グループ）		トレーナー		前野　佳久 マエノ ヨシヒサ		マエノ　ヨシヒサ

		LC000294		正社員		大阪 オオサカ		大阪事業部		トレーナー		髙橋　和輝 タカハシ カズキ		タカハシ　カズキ

		LC000295		正社員		大阪 オオサカ		大阪事業部		トレーナー		山中　誠介 ヤマナカ セイスケ		ヤマナカ　セイスケ

		LC000298		正社員		田端 タバタ		田端事業部（ビジネスサポートグループ）		トレーナー		吉岡　由太 ヨシオカ ユウ タ		ヨシオカ　ユウタ

		LC000003		契約社員 ケイヤク シャイン

第一生命チャレンジド株式会社: 4/18修正		相娯園 ソウ ゴ エン		相娯園事業部		パートナー（トレーナー）		石積　弘英 イシ ヅミ ヒロ ヒデ		イシヅミ　ヒロヒデ

		LC000108		契約社員 ケイヤク シャイン		田端 タバタ		田端事業部（営業オフィス清掃グループ）		パートナー（トレーナー）		秋元　匠作 アキモト ショウサク		アキモト　ショウサク

		LC000013		正社員		田端 タバタ		田端事業部（書類発送グループ）		リーダー		二見　雄一 フタミ ユウイチ		フタミ　ユウイチ

		LC000016		正社員		田端 タバタ		田端事業部（ビジネスサポートグループ）		リーダー		渡邊　敦 ワタナベ アツシ		ワタナベ　アツシ

		LC000030		正社員		日比谷 ヒビヤ		日比谷事業部（日比谷喫茶グループ）		リーダー		秋山　夏子 アキヤマ ナツコ		アキヤマ　ナツコ

		LC000046		正社員		田端 タバタ		田端事業部（営業オフィス清掃グループ）		リーダー		角田　怜 ツノダ サトシ		ツノダ　サトシ

		LC000049		正社員		田端 タバタ		田端事業部（印刷グループ）		リーダー		舟橋　亜香音 フナバシ アカネ		フナバシ　アカネ

		LC000085		正社員		日比谷		日比谷事業部（日比谷喫茶グループ）		リーダー		阿部　真佑子 アベ マユコ		アベ　マユコ

		LC000088		正社員		豊洲 トヨス		豊洲事業部（豊洲オフィスサポートグループ）		リーダー		木本　幸彦 キモト ユキヒコ		キモト　ユキヒコ

		LC000119		正社員 セイ		田端 タバタ		田端事業部（印刷グループ）		リーダー		日暮　美沙貴 ヒグラシ ミサキ		ヒグラシ　ミサキ

		LC000124		正社員 セイ		田端 タバタ		田端事業部（物流グループ）		リーダー		半田　幸恵 ハンダ ユキエ		ハンダ　ユキエ

		LC000126		正社員		田端 タバタ		ダイバーシティ推進室 スイシンシツ		リーダー		倉持　夏織 クラモチ カオリ		クラモチ　カオリ

		LC000128		正社員 セイ		田端 タバタ		田端事業部（物流グループ）		リーダー		中尾　創 ナカオ ソウ		ナカオ　ソウ

		LC000166		正社員 セイ		田端 タバタ		田端事業部（印刷グループ）		リーダー		清水　孝子 シミズ タカコ		シミズ　タカコ

		LC000181		正社員 セイ		豊洲 トヨス		豊洲事業部（豊洲オフィスサポートグループ）		リーダー		御簾納　雄一 ミスノ　 ユウイチ		ミスノ　ユウイチ

		LC000200		正社員 セイ		田端 タバタ		田端事業部（書類発送グループ）		リーダー		中村　泰也 ナカムラ ヤスナリ		ナカムラ　ヤスナリ

		LC000208		正社員 セイ		相娯園 ソ		相娯園事業部		リーダー		松井　良江 マツイ ヨシ エ		マツイ　ヨシエ

		LC000225		正社員 セイ		相娯園 ソ		相娯園事業部		リーダー		川本　勝之 カワモト カツユキ		カワモト　カツユキ

		LC000246		正社員 セイ		田端 タバタ		田端事業部（書類発送グループ）		リーダー		磯部　敏江 イソベ　 トシエ		イソベ　　トシエ

		LC000248		正社員		田端 タバタ		田端事業部（ビジネスサポートグループ）		リーダー		池田　育子 イケダ イクコ		イケダ　イクコ

		LC000269		正社員		田端 タバタ		企画総務部 キカク ソウム ブ		リーダー		貝瀬　麻子 カイセ アサコ		カイセ　アサコ

		LC000271		正社員 セイ		大阪 オオサカ		大阪事業部		リーダー		岩本　慎司 イワモト シンジ		イワモト　シンジ

		LC000276		正社員 セイ		日比谷 ヒビヤ		日比谷事業部（日比谷喫茶グループ）		リーダー		中島　多恵子 ナカジマ タエコ		ナカジマ　タエコ

		LC000299		正社員 セイ シャイン		相娯園 ソ		相娯園事業部		リーダー		久保　文子 クボ　 トモコ		クボ　　トモコ

		LC000300		正社員		大阪 オオサカ		大阪事業部		リーダー		中園　千絵 ナカゾノ チエ		ナカゾノ　チエ

		LC000314		正社員		田端 タバタ		田端事業部（書類発送グループ）		リーダー		清水　由起子 シミズ ユキコ		シミズ　ユキコ

		LC000315		正社員		田端 タバタ		人財育成部 ジンザイ イクセイブ		リーダー		棚谷　真智姫 タナヤ マチコ		タナヤ　マチコ

		LC000319		正社員		豊洲 トヨス		豊洲事業部（豊洲オフィスサポートグループ）		リーダー		鈴木　亜砂美 スズキ アサミ		スズキ　アサミ

		LC000320		正社員 セイシャイン		田端 タバタ		田端事業部（営業オフィス清掃グループ）		リーダー		平野　悠紀 ヒラノ ユキ		ヒラノ　ユキ

		LC000339		正社員 セイ シャイン		大阪 オオサカ		大阪事業部		リーダー		中谷　有希 ナカタニ ユキ		ナカタニ　ユキ

		LC000342		正社員 セイ シャイン		田端 タバタ		ダイバーシティ推進室		リーダー		大嶋　千晶 オオシマ チアキ		オオシマ　チアキ

		LC000371		正社員 セイ シャイン		田端 タバタ		田端事業部（ビジネスサポートグループ）		リーダー		三井　京子 ミツイ キョウコ		ミツイ　キョウコ

		LC000372		正社員 セイ シャイン		新宿 シンジュク		新宿事業部		リーダー		岡安　彰彦 オカヤス アキヒコ		オカヤス　アキヒコ

		LC000373		正社員 セイ シャイン		田端 タバタ		人財育成部 ジンザイ イクセイブ		リーダー		田中　紗耶未		タナカ　サヤミ

		LC000375		正社員 セイシャイン		大阪 オオサカ		大阪事業部		リーダー		濵岡　美帆		ハマオカ　ミホ

		LC000377		正社員 セイシャイン		日比谷		日比谷事業部（日比谷喫茶グループ）		リーダー		川名　利加子 カワナ リカコ		カワナ　リカコ

		LC000378		正社員 セイシャイン		田端 タバタ		田端事業部（書類発送グループ）		リーダー		近藤　礼子 コンドウ レイコ		コンドウ　レイコ

		LC000379		正社員 セイシャイン		新宿 シンジュク		新宿事業部		リーダー		古川　大貴 フルカワ ダイキ		フルカワ　ダイキ

		LC000380		正社員 セイシャイン		豊洲 トヨス		豊洲事業部（豊洲オフィスサポートグループ）		リーダー		小野　裕子 オノ ユウコ		オノ　ユウコ

		LC000383		正社員 セイシャイン		豊洲 トヨス		豊洲事業部		リーダー		佐々木　悠 ササキ ハルカ		ササキ　ハルカ

		LC000388		正社員 セイシャイン		平河町 ヒラカワチョウ		日比谷事業部（オフィスサポートグループ）		リーダー		木村　浩子 キムラ ヒロコ		キムラ　ヒロコ

		LC000389		正社員 セイシャイン		豊洲 トヨス		豊洲事業部（豊洲オフィスサポートグループ）		リーダー		水谷　一斗 ミズタニ カズ ト		ミズタニ　カズト

		LC000390		正社員 セイシャイン		豊洲 トヨス		豊洲事業部（豊洲オフィスサポートグループ）		リーダー		安永　有希子 ヤスナガ ユキコ		ヤスナガ　ユキコ

		LC000403		正社員 セイシャイン		田端 タバタ		田端事業部（印刷グループ）		リーダー		佐々木　幸子
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姓と名の間は全角スペース		ササキ　サチコ

		LC000404		正社員 セイシャイン		豊洲 トヨス		豊洲事業部		リーダー		首藤　梓		シュトウ　アズサ

		LC000405		正社員 セイシャイン		神奈川		神奈川事業部		リーダー		長谷川 直人		ハセガワ　ナオト

		LC000406		正社員 セイシャイン		神奈川		神奈川事業部		リーダー		中島　真里		ナカジマ　マリ

		LC000408		正社員 セイシャイン		大阪 オオサカ		大阪事業部		リーダー		佐藤　若菜		サトウ　ワカナ

		LC000409		正社員 セイシャイン		大阪 オオサカ		大阪事業部		リーダー		田邉　怜号		タナベ　レイナ

		LC000410		正社員 セイシャイン		田端 タバタ		人財育成部 ジンザイ イクセイブ		リーダー		越後 和子		エチゴ　カズコ

		LC000418		正社員 セイシャイン		田端 タバタ		田端事業部（ビジネスサポートグループ）		リーダー		市川　和人		イチカワ　カズト

		LC000423		正社員 セイシャイン		豊洲 トヨス		豊洲事業部（豊洲オフィスサポートグループ）		リーダー		千葉　華恵子 チバ ハナ エ コ		チバ　カエコ

		LC000426		正社員 セイシャイン		田端 タバタ		田端事業部（印刷グループ）		リーダー		村山　正子		ムラヤマ　マサコ

		LC000427		正社員 セイシャイン		神奈川		神奈川事業部		リーダー		森　幸子		モリ　サチコ

		LC000430		正社員 セイシャイン		日比谷 ヒビヤ		日比谷事業部（日比谷喫茶グループ）		リーダー		小池　梓		コイケ　アズサ

		LC000432		正社員 セイシャイン		新宿 シンジュク		新宿事業部		リーダー		青山　巧 アオヤマ タク		アオヤマ　タクミ

		LC000438		正社員 セイシャイン		田端 タバタ		企画総務部 キカク ソウム ブ		リーダー		代　佑介		ダイ　ユウスケ

		LC000442		契約社員 ケイヤク シャイン		田端 タバタ		田端事業部（物流グループ）		リーダー		吉野　由紀子		ヨシノ　ユキコ

		LC000443		契約社員 ケイヤク シャイン		平河町 ヒラカワチョウ		日比谷事業部（オフィスサポートグループ）		リーダー		池之上　夕子		イケノウエ　ユウコ

		LC000486		契約社員 ケイヤク シャイン		田端 タバタ		田端事業部（ビジネスサポートグループ）		リーダー		鈴木　優花		スズキ　ユウカ

		LC000490		契約社員 ケイヤク シャイン		相娯園 ソ		相娯園事業部		リーダー		川松　佳里 カワマツ カ サト		カワマツ　カオリ

		LC000491		契約社員 ケイヤク シャイン		田端 タバタ		企画総務部 キカク ソウム ブ		リーダー		池田　夏美 イケダ ナツミ		イケダ　ナツミ

		LC000282		正社員		日比谷 ヒビヤ		日比谷事業部（オフィスサポートグループ）		一般		大根　彩奈 オオネ アヤナ		オオネ　アヤナ

		LC000285		正社員		田端 タバタ		田端事業部（書類発送グループ）		一般		白井　美羽 シライ ミウ		シライ　ミウ

		LC000288		正社員		相娯園 ソ		相娯園事業部		一般		伊藤　大地 イトウ ダイチ		イトウ　ダイチ

		LC000291		正社員		大阪 オオサカ		大阪事業部		一般		市部　良太 イチベ リョウタ		イチベ　リョウタ

		LC000292		正社員		大阪 オオサカ		大阪事業部		一般		奥村　侑平 オクムラ ユウヘイ		オクムラ　ユウヘイ

		LC000293		正社員		大阪 オオサカ		大阪事業部		一般		越智　麻帆 オチ マホ		オチ　マホ

		LC000296		正社員		相娯園 ソ		相娯園事業部		一般		安仁屋　点史 アニヤ タテシ		アニヤ　タテシ

		LC000297		正社員		田端 タバタ		田端事業部（書類発送グループ）		一般		島田　峰月 シマダ ミツキ		シマダ　ミツキ
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