
北海道
業種 所在地 仕事内容

株式会社リペアサービス

https://fspartner.org/repair-service/

合同会社スマイルリング

https://fspartner.org/npo-smilering-jimdofree/

青森県

有限会社ローズリー資源

https://fspartner.org/rozure/

宮城県
桃浦かき生産者合同会社

https://fspartner.org/momonoura-kakillc/

株式会社マルキン

https://fspartner.org/kaki-marukin/

ミノリフーズ株式会社

https://fspartner.org/minori-foods/

株式会社ヤマサコウショウ

https://fspartner.org/yamasakousho/

石巻みなと商運株式会社

https://fspartner.org/is3710/

認定NPO法人Switch

https://fspartner.org/switch-sendai/

茨城県

高谷税理士事務所

https://fspartner.org/takayakaikei/

株式会社トータルステップ

https://fspartner.org/total-step/

株式会社つくばエンバイロンメントソリューションズ

https://fspartner.org/t-es/

株式会社ライフサポート山野

https://fspartner.org/is-yamano/

有限会社アップライジング

https://fspartner.org/eco-uprising/

群馬県
株式会社ナベジュウ

https://fspartner.org/nabejyu/

医療法人山崎会サンピエール病院

https://fspartner.org/st-pierre/

三朋企業株式会社

https://fspartner.org/e-sanpou/

株式会社オーケーコーポレーション

https://fspartner.org/okcorp/

埼玉県
大谷美装株式会社

https://fspartner.org/ootani-bisou/
越谷市NEW!

石巻市 ・発送作業　・事務処理風景　・トラックへの同乗

福祉サービス 仙台市

・事務補助業務

・対人援助補助業務

（Switchの独自の支援プログラムの準備、講座中のサポート、運営後型付けの補助業務、

　ハローワーク等やインターネットでの求人検索補助、その他業務）

税理士業務 つくば市 ・パソコンへの入力業務

建設業 つくば市 ・職人の作業風景（足場の施工方法・危険ポイント・ご近所配慮の方法等を説明しながら）

・現場又は会社方針

養豚業
・群馬県渋川市にある赤城農場見学

・従業員と一緒になって豚の飼養管理体験

企業名

水産加工品の製造スタッフ 牡鹿郡 ・製造, 水産加工業, 水産加工品の製造スタッフ

営業・企画・販売 石巻市 ・品質管理・製造（生産整備オペレーター、現場作業管理）・水産加工作業員

水産加工 石巻市

・魚介類加工品製造員（銀鮭、メヌケ、鯖などの様々な魚を酒粕や味噌・みりんなどで味付けする作業。その他

たらこ、辛子明太子、煮タコの製造。）

・魚肉すり身製造員（助宗たら、イワシ、サンマ、鯖などの魚肉すり身製品の製造に伴う作業。）

・加工製品製造員（国産鶏肉原料で鶏肉のすり身、せせり、軟骨の加工品の製造に伴う作業）

建設業 中川郡 ・現場作業見学 ・ アスファルト施工体験　・エクステリア工事体験

NEW! 生活関連サービス業 札幌市 全てをお見せ出来ます。事前にご要望を頂ければ、準備するよう努めます。

産業廃棄物処理業

総合リサイクル業

青森市

三戸郡

・廃棄物資源化に向けた分別作業　・機械類の解体　・缶プレス作業

・発泡スチロール溶融作業　・線の皮をむく剥離作業　・現場助手

運送業

産業廃棄物中間処分業

産業廃棄物収集運搬業
つくば市 ・産廃工場、がれき工場の実際の作業状況の見学　・廃棄物の手作業による選別作業体験

介護事業 水戸市 ・ショートステイでの介護見学やレクリエーション等へ体験参加

・院内見学：外来・病棟・社会復帰部門等

・体験実習：看護体験・介護体験等　・職業紹介、説明

建設業 太田市

・会社説明、業界説明 　・工場見学

・工場でダクト（空気や換気の通り道）の製造体験

北群馬郡

塗装業 ・会社では日々の現場のサポート、現場ではどのようにして塗装仕事をしているか。

会社見学・仕事体験受け入れ企業情報サイト「フェアスタートパートナー」掲載企業情報（2022年6月30日現在）

https://fspartner.org/

・水産加工品の製造

・牡蠣養殖
石巻市漁師・水産加工

空調設備業

高崎市

前橋市

伊勢崎市

NEW! タイヤアルミホイール販売、買取、修理

病院 高崎市

宇都宮市

・タイヤ交換作業 ・タイヤの組み替え

・バランス調整 ・オークション出品への流作業

・ホイール洗浄

栃木県
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千葉県

誠建クリエート株式会社

https://fspartner.org/seiken-create/

株式会社あんど

https://fspartner.org/and/

株式会社ホエル

https://fspartner.org/hoeru/

株式会社ファミリー・ホール

https://fspartner.org/familyhall/

株式会社和モリ建設

https://fspartner.org/wamori-kensetsu/

有限会社マリブエンタープロジェクト

https://fspartner.org/mep/

うまいラーメンショップ中野店

https://fspartner.org/umai-ramen/

元祖からあげ本舗だるま

浜野店

https://fspartner.org/daruma-hamano/

稲毛長沼店

https://fspartner.org/daruma-inagenaganuma/

東金店

https://fspartner.org/daruma-togene/

東京都

アサ電子工業株式会社　

https://fspartner.org/asadenshi/

テレコムエージェンシー株式会社

https://fspartner.org/telecomagency/

NPO法人おおもり子どもセンター

https://fspartner.org/porekodo/

株式会社足立造園

https://fspartner.org/niwa-adachi/

株式会社アウトプラッツ

https://fspartner.org/autoplatz-bmw/

桜庭土建株式会社

https://fspartner.org/sakuraba-doken/

株式会社森山土木

https://fspartner.org/moriyama-doboku/

認定NPO法人自立生活サポートセンター・もやい

https://fspartner.org/npomoyai/

特定非営利活動法人ケア・センターやわらぎ

https://fspartner.org/yawaragi/

株式会社ナナシフードサービス

https://fspartner.org/nanashi-food/

株式会社グリーゼ

https://fspartner.org/gliese/

株式会社TEAMS

https://fspartner.org/team-s/

株式会社阿部鋼業

https://fspartner.org/abekougyou/

一般社団法人ウーマンライフパートナー

https://fspartner.org/wlp/

株式会社Nexedi

https://fspartner.org/nexedi/

・居住支援、不動産業・建築関係、飲食関係、福祉サービス(障害・介護)、

　農業・酪農関係、事務職・各種現場職。

（一部グループ会社で行っている内容も含みます。）

・事務（パソコンを使っての書類作成や資料整理等）

・CAD（製図）・工場作業（町田工場）　・建設現場作業（県内各所）

コンサルタント・サービス業

Webマーケティングのコンサルティング、

コンテンツ制作など

町田市

居住支援法人 船橋市

・コンビニ業務（セブンイレブン）

・レジ接客　・品出し

渋谷区

・施工現場を写真で見る　･作業装備の装着体験

建設業・IT業・保険業 東金市 ・現場に関する体験　・事務作業等

中央区
・取材に同行して議事録を作成

・セミナーやワークショップのサポート　など

・植木の剪定、伐採、草刈、外構工事（ブロック・フェンス設置 等の見学　※当日の作業にもよります

・剪定、草刈、工事に伴う手元作業、作業機械の操作等の体験

・エクセル、オフィス、パワーポイント、CAD操作によるパース作成パソコン操作体験も可能

・学童の児童との交流

・幼児親子との交流

・イベント参加

大田区地域、居場所、交流、児童館

経済的に困っている方への

自立支援など
新宿区

・藤沢市地域共生社会推進室との協働事業である

「もやい畑＠藤沢市」（毎週木曜日開催）の畑作業を体験

飲食 千葉市 ・ラーメン作り　・接客等

飲食
千葉市

東金市
・接客体験　・厨房の見学等

介護 立川市 ・施設スタッフの生活支援業務の補助（居室清掃、リネン交換、食器洗い等）

飲食 町田市

・会社の理念や方針の説明　・店舗オペレーションの1日の流れ見学

・仕込み、調理、接客のオペレーション風景見学

・簡単な調理オペレーションと仕込みの補助体験など

小売業・福祉事業 船橋市

・営業

・クリーニング作業

・手元作業

船橋市

・会社概要と業績、経営理念と当社が大切にする価値観の説明

・ショールーム、サービス工場、事務スペース等社内の見学　・職場スタッフへのインタビュー、意見交換

・職場体験：サービス部門の軽作業体験　・働きながら整備士資格を取得できる弊社のサポート体制の説明

・その他（希望があれば事前にお知らせください）

・作業場である公園、資材置き場の見学

・公園での作業体験、道路補修での作業体験

・作業場である公園、資材置き場の見学

・公園での作業体験、道路補修での作業体験

大田区

大田区

建設業

建設業（※工事等の作業なし）

・軽作業、倉庫の整理整頓、車の洗車などのお手伝い

・告別式 会場など大切な方との最期のお時間、場所を作りあげるお手伝い

・ご葬儀にアシスタントとして立ち合い、真心を込めた対応や言葉遣い、姿勢などを見学

建設業 八街市

・携帯、インターネットの通信費の見直しの様子

・経営者交流会の様子
町田市通信

豊島区

練馬区

杉並区

建設業

葬祭業

造園土木業

千代田区情報通信業・IT

・事務所内見学と仕事内容の説明　・Macの使用可

・出張講座行います

（自立のためのお金の勉強会、だまされないための消費者教育など）

・仕事説明、IT業界説明（ご来社又はオンラインで）

・プログラミングを学びたい方には、別途個別指導も検討できます

デザイン制作業 港区

船橋市

接客・営業・販売・整備

・工作機械による加工工程（小平または八王子）

・組立工程（小平）

・研究開発部門（小平）

小平市

八王子市
製造業NEW!

鉄筋工事業 町田市
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神奈川県
株式会社マークアネ

https://fspartner.org/mark-ane/

株式会社ウイル

https://fspartner.org/will/

株式会社サクセスフルエイジングサポート

https://fspartner.org/successful-aging-support/

株式会社中和工建

https://fspartner.org/nakawakouken/

一般社団法人マミーサポート

https://fspartner.org/mam-sp/

株式会社タスクフォース

https://fspartner.org/taskforce/

株式会社SORA

https://fspartner.org/sora/

株式会社プロシード

https://fspartner.org/procd-k/

株式会社ともクリエーションズ

https://fspartner.org/tomocre/

株式会社三好商会

https://fspartner.org/mys/

有限会社嶋工業

https://fspartner.org/shima-kogyo/

株式会社クレイ

https://fspartner.org/clay-mc/

株式会社エヌ・アイ・シー

https://fspartner.org/nic/

株式会社スリーハイ

https://fspartner.org/threehigh/

株式会社あえるば

https://fspartner.org/aeruba/

株式会社白井組

https://fspartner.org/shiraigumi/

生活協同組合パルシステム神奈川

https://fspartner.org/palsystemkanagawa/

株式会社PRESENCE

https://fspartner.org/presence-care/

株式会社ウイングシステム

https://fspartner.org/wingsystem/

税理士法人エンパワージャパン

https://fspartner.org/empower-japan/

有限会社広耀

https://fspartner.org/koyo-naiso/

株式会社ナナシフードサービス

https://fspartner.org/nanashi-food/

有限会社川田製作所

https://fspartner.org/kawada-ss/

NPO法人スペースナナ

https://fspartner.org/spacenana/

株式会社高尚

https://fspartner.org/y-wagoh/

株式会社タウンニュース社

https://fspartner.org/townnews/

ウッドコンシェルジュ三代目合同会社

https://fspartner.org/woodconcierge3/

一般社団法人日本WEBライティング協会

https://fspartner.org/seomaster35/

・会社説明

・プログラミング体験
横浜市

教育・研修 平塚市
・体験講座　・セミナー運営補助

・事務作業　など

IT 鎌倉市
・会社内見学

・会社説明会

・会社見学

・仕事体験
横浜市自動車修理・福祉車両取り扱い

Webライティング教育、

ネット集客、ホームページ/文章制作
茅ケ崎市 ・SNS投稿に関するセミナー　・音楽会　・話す会

飲食

横浜市

川崎市

相模原市

・会社の理念や方針の説明　・店舗オペレーションの1日の流れ見学

・仕込み、調理、接客のオペレーション風景見学

・簡単な調理オペレーションと仕込みの補助体験など

製造業 小田原市 ・プレス加工という機械を使って、自動車用の金属部品等を作っている様子を見学

内装工事 横浜市 ・会社見学　・社長、社員との食事会も可

ソフトウェア業 横浜市

・情報処理に興味を持ってもらうことを目的として、弊社で実施している

　ＣＯＢＯＬ入門講座とデータ処理（マッチング）講座を無料で受講していただきます

・実際にソース入力、コンパイル、実行を行います（一人一台PC用意します）

・建物の建て方、直し方教えます　・色々な建築工事の現場を見学

介護事業 横浜市 ・利用者（高齢者）とのコミュニケーション　・介護の仕事内容の説明

生活協同組合 横浜市

・「施術・接客の様子」「施術研修」や「お客様向けのイベント」などの見学

・お子様連れでご来店されたお客様の「お子様の見守り」「お茶出しなどの接客」の体験
横浜市

教育サービス 小田原市
・セミナー開催時の事務局（弊社主催の研修・セミナー等での会場事前準備や来客受付等）

・セミナー自体も見学可能

製造業 横浜市

NEW! エステティック業 横浜市

・当社で製造販売しているヒーターの製造、加工の体験

・当社が運営するソーシャルカフェ「cafe ＆ factory ＤＥＮ」をはじめ、当社工場の見学

システム開発 横浜市 ・データベースの構築など説明

建材総合商社 横浜市

・会社見学時には本社内の各部門を見ていただき、会社の雰囲気を実感してもらいます。

・仕事体験については、部門によって業務は異なりますが、実際に社員が行っている業務を担当者指導のもとで

実体験していただけます。

建設業 川崎市 ・会社事務所で仕事内容、現場風景等、映像や写真にて説明

電気工事・通信販売 川崎市

・接客

・厨房の一部体験、及び見学

・事務所内や業務内容の事前見学が可能

・見学時は社員が誘導を行い仕事内容などの説明を行う

サービス業

情報処理（ソフトウェア開発）

・お客様に対する施術全般、美容機器の取り扱い方

・受付業務　・PC作業　など

・配送センター内の施設見学　・仕分け、積込み作業見学

・組合員宅へトラックで商品をお届けする業務見学　・営業業務見学

・商品やリサイクル品の仕分け、積込み作業の体験

・組合員宅へ商品をお届けするトラックへの同乗体験　・営業同行

建設工事業・宅地建物取引業 横浜市

税理士事務所 横浜市 ・会計ソフトを利用したデータ入力体験

・健康セミナーの見学

・受付業務
横浜市保健師

横浜市出版印刷業
・総務、人事、経理（一般事務）　・製作（DTPオペレーター）

・編集記者（営業と編集）各部門の見学

木材・建材の卸売、

木材に関するコンサルティング全般
藤沢市 ・木育イベントの現場同行　・木育イベントの体験

コミュニティカフェ 横浜市 ・接客や場づくりの体験

飲食・不動産 横浜市 ・飲食店でのホール業務体験（接客対応）　・食材の捌き方の見学

・現在施工中の現場見学及び監督実習伊勢原市建設業（現場管理）

飲食業 横須賀市
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医療法人社団　横浜育明会

https://fspartner.org/recruit-tuduki-senior-c/

株式会社 TAKI HOUSE

https://fspartner.org/taki-house/

株式会社メモワール

https://fspartner.org/memoire/

東立化工株式会社

https://fspartner.org/tohritsukakou/

株式会社ファームマネージメント

https://fspartner.org/firm-management/

岡村建興株式会社

https://fspartner.org/okamurakenkoh/

ジェクト株式会社

https://fspartner.org/jecto/

長屋電工株式会社

https://fspartner.org/nagaya/

株式会社阿部鋼業

https://fspartner.org/abekougyou/

社会福祉法人横浜共生会

https://fspartner.org/y-kyousei/

株式会社共和テクノ

https://fspartner.org/kyowa-tekuno/

株式会社ファミリー・ホール

https://fspartner.org/familyhall/

雉子亭 豊栄荘

https://fspartner.org/houeisou/

社会福祉法人 伸こう福祉会

https://fspartner.org/shinkoufukushikai/

NPO法人フェアスタートサポート

https://fspartner.org/fss/

山梨県

株式会社茂呂製作所

https://fspartner.org/moross/

長野県
春蘭の宿さかえや

https://fspartner.org/e-sakaeya/

静岡県
合同会社HAPPY

https://fspartner.org/happy-trimming/

有限会社イーリード

https://fspartner.org/ereed/

株式会社BuildEast

https://fspartner.org/build-east/

有限会社サンディオス

https://fspartner.org/sundios/

株式会社東海医療器械

https://fspartner.org/tokai-mi/

株式会社三十飛

https://fspartner.org/satohi/

株式会社うみのワークス

https://fspartner.org/uminoworks/

沼津市

飲食業、マツエク・ネイルサロン 沼津市 ・マツエク、ネイルの体験　・鮮魚の捌き方　など

製造業向けサービス業 韮崎市
・金属切削加工全般　・機械や治具の組立　・機械修理　・サービスエンジニア

・セールスエンジニア　・製造業専門事務職

広告企画・制作業

建設業・不動産業 沼津市

医療器械・福祉機器の販売 ・展示福祉用具の利用方法、車いす修理等見学

塗装業 三島市 ・現場のアシスタント（塗装（下塗り）の体験など）

・職場見学及び職場実習

・衣料品や青果物に対する流通加工体験等が可能
沼津市サービス業

沼津市 ・グラフィックデザイン　・ロボットプログラミング

横浜市

・当社業務の紹介と社員の仕事内容の説明

・現場見学

（ 現場見学に関しては、状況によっては開催できない可能性もあります。

 　その場合は、写真等で現場の状況を紹介させて頂きます ）

・現場体験　・図面作成　・家具デザイン

・接客業務　・食事配膳　・フロント業務

・館内業務　・清掃業務

高齢者介護、保育、障がい者支援 横浜市

・全ての施設において就労前の見学が可能

（新型コロナウィルスの感染拡大状況によっては見学NG）

・見学時は先輩職員が誘導

・仕事内容説明　・仕事体験（各施設で検討できます。お気軽にご相談ください。）

就労支援事業 横浜市
・デスクワーク見学（パソコンを使っての書類作成や電話応対、資料整理など）

・企業訪問時の同行

下高井郡旅館業

電気設備業 横浜市 ・電気配線の仕組みや配線作業　・現場見学

鉄筋工事業 横浜市
・事務（パソコンを使っての書類作成や資料整理等）　・CAD（製図）

・工場作業（町田工場）　・建設現場作業（県内各所）

葬祭業

横浜市

川崎市

藤沢市

・軽作業、倉庫の整理整頓、車の洗車などのお手伝い

・告別式 会場など大切な方との最期のお時間、場所を作りあげるお手伝い

・ご葬儀にアシスタントとして立ち合い、真心を込めた対応や言葉遣い、姿勢などを見学

旅館 足柄下郡

・スタッフと同じように制服を着用し、業務補助（荷物運搬、洗い物、盛り付けなど）、

　豊栄荘で働く全体の流れや雰囲気を見ることが出来ます

・社員寮に2日から1週間程度の日程で宿泊体験を予定しています（ご相談ください）

障害者支援施設等の運営 横浜市 ・各事業所の見学　・ケアスタッフの補助業務などの体験

送電線の建設・点検・保守

土木工事業 川崎市 ・現場責任者と一緒に施工現場立会　・書類作成補助

建築・不動産・学童保育 川崎市
・本社オフィス（事務職）　・中原工房、学童クラブAYUMIの見学

・不動産部賃貸管理物件の現場巡回　・定期イベントの参加等

プラスチック製品製造 厚木市 ・成型部　・加工、検査部　・医療機器製造部

その他・サービス業 横浜市 ・足場資材の整備、点検作業

横浜市冠婚葬祭業 ・ウエディング　・お葬式　・営業(営業は見学のみ）

介護職員 横浜市 ・施設内見学　・現場職員による仕事の流れの説明　など

トリミングサロン ・わんちゃんを洗ったり、カットしたりするトリミング作業富士市

土木工事作業・不動産営業 川崎市 ・土木工事作業内容の見学　・就業場所、物件の見学
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滋賀県

宮川バネ工業株式会社

https://fspartner.org/m-b-k/

株式会社大槻シール印刷

https://fspartner.org/otsuki-seal/

京都府

株式会社ワタナベ美装

https://fspartner.org/k-wb/

クリーンスペース株式会社

https://fspartner.org/clean-space/

株式会社大槻シール印刷

https://fspartner.org/otsuki-seal/

有限会社シオン

https://fspartner.org/flower-kaz/

大阪府
有限会社奥進システム

https://fspartner.org/okushin/

株式会社プロシード

https://fspartner.org/procd-k/

兵庫県
株式会社電建

https://fspartner.org/m-denken/

株式会社ハリマシギョウ

https://fspartner.org/harima-shigyou/

株式会社バイタルリード

https://fspartner.org/vitallea/

広島県

共栄美装株式会社

https://fspartner.org/kyoueibisou/

山陽石油株式会社

https://fspartner.org/sanyosekiyu/

株式会社シンギ

https://fspartner.org/shingi/

宝塚タクシーグループ

https://fspartner.org/takarazukataxi-g/

福岡県

BEAUTRIUM福岡店

https://fspartner.org/beautrium-fukuoka/

大分県

セブンイレブン佐伯城南町店（合同会社やのたか）

https://fspartner.org/ptj-sej-co-jp/

株式会社アイセック・ジャパン

https://fspartner.org/iscecj/

有限会社大宮工機

https://fspartner.org/ohmiyakouki/

・仕事風景全般の見学

・お店のお掃除のお手伝いやパーマのロッドを渡したりなど直接お客様に携わらないお仕事の体験
福岡市美容師

IT

石油製品販売 福山市 ・本社見学　・店舗見学　・店舗の仕事体験

生花店
京都市

宇治市

・お花の水上げ作業　・パック花の製作

・リボンづくり　・ポップ製作　など

・材料の入荷からバネの製造、組立、検査、梱包など、製品が出荷されるまでの工程の見学

・組立や検査の作業体験
金属製品製造業

京都市 ・コンピュータによるプリプレス作業（データ作成作業）・印刷工場

シール・ラベル印刷 湖南市 ・印刷作業

大阪市
・会社内見学

・会社説明会

シール・ラベル印刷

大阪市
システム開発

HP制作

東近江市

旅客運送業 広島市

・公共交通機関であるタクシ－の在り方 　・タクシ－車両の構造

・タクシ－の利便性（最近の配車システムなど）

・タクシ－乗務員の基礎知識　・その他

ビルメンテナンス 京都市 ・大学や企業での日常清掃実習　・機械を使った定期清掃実習

産業廃棄物処理業

ペットボトル再資源化処理
京都市 ・事務　・ペットボトルリサイクル

電気設備業 尼崎市

商社

（食品容器の企画・製造・販売）
広島市 ・職場内見学　・ショールーム見学

廃棄物処理業 広島市 ・工場内での分別作業

紙器製造 姫路市
・製造ライン見学（印刷・トムソン・貼り工程）・落丁体験

・検査、包装、梱包等の軽作業体験

コンビニエンスストア 佐伯市
・レジ接客業務

・商品補充業務等

・建設機械の簡単な整備　・ICタグのデータ読み取りや入力作業

・建設機械等の配送作業への同行　・濁水処理装置による処理の見学　他
島尻郡建設機械のレンタル業

出雲市

・ライブ文字入力うるま市

・受注現場の電気設備施工管理　・現場調査

・簡単な見積書の作成などの補佐業務、簡単な電気設備施工体験など

建設コンサルタント・システム開発

情報処理サービス業

島根県
・会社説明会（座学）

・オフィス見学

・プログラミング勉強実習

・HP制作勉強実習

沖縄県
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