かながわ正社員就職フェア2021

川崎会場 第一部（１月15日）

事業所名

所在地

アーネスト開発株式会社

出展企業一覧
業種

横浜市鶴見区上の宮１－３６－２

情報通信業

事業内容
ユーザーの開発プロジェクトに携わり、要件定義からリ
リースまでの開発工程を行います。またリリース後の運
用、バージョンアップなど全てのソフトウェア事業をサ
ポートします。

求人番号

職種

※黄色は「経験不問」の求人

14040-19457211

就業場所

採用人数

企業ホームページ

システムエンジニア・プログラマ

横浜市鶴見区

5人 https://earnestdevelopment.co.jp/

2人 http://www.bananaen.com/

株式会社アイ・ディ・エス

川崎市中原区新丸子町７３４－２

医療，福祉

高齢者認知症対応型共同生活介護施設（高齢者グループ
ホーム）の運営。高齢者福祉にかかわる業務全般。

14140-14904711

介護職（高齢者グループホーム）

川崎市宮前区
川崎市多摩区
川崎市中原区
川崎市川崎区

株式会社内堀製作所

横浜市都筑区大丸２４

製造業

自動車用エンジン部品の製作

14150-21495511

マシニングオペレータＣＡＤ／ＣＡＭ含む

横浜市都筑区

1人 http://www.uchibori-yokohama.co.jp

ＨＭＬ株式会社

川崎市中原区小杉町３－２０－１
２０ ６階

情報通信業

各種ソフトウェアの設計・開発～運用保守、ソリュー
ションサービスの提供、機械設計、海外事業、コンサル
ティングといった幅広い分野に精通した会社です。

14140-14901611

プログラマー・システムエンジニア

川崎市中原区

2人 http://hml-human.com/

14150-21727511

一般事務

株式会社エフ・エム・シー

横浜市青葉区あざみ野１－４－３ 三橋ビル
医療，福祉
４階

株式会社オート電機

光ビル

大和市深見西４－６－３

株式会社鎌倉ハムクラウン商会

製造業

横浜市磯子区磯子６－４０－１２

製造業

医療コンサルタント

自動車用電装品全般（オーディオ、ナビゲーション、Ｅ
ＴＣ、ドライブレコーダー）の販売、取付、修理。
携帯ショップ、就労移行支援事業所の運営。

食肉加工業として無添加のハム、ソーセージ等を製造・
販売しています。
創業５９年を迎えた後も、更に業績を延ばし続けている
会社です。

3人
横浜市青葉区

14150-21730911

介護職

14160-7785811

カーメカニック／横浜市神奈川区

14160-7786211

自動車電装品全般の法人営業

3人

横浜市神奈川区

3人
1人 http://www.auto-denki.co.jp/

横浜市金沢区

14160-7788411

カーメカニック／横浜市金沢区

2人

14010-55918311

製造部員

1人
横浜市磯子区

14010-55917011

殺菌・梱包

http://www.kamakuraham.com
1人

横浜市都筑区早渕１－３－１５

学術研究，専
門・技術サービ
ス業

株式会社検査技研

川崎市川崎区殿町１－１５－３

学術研究，専
門・技術サービ
ス業

非破壊検査業

14040-19968511

非破壊検査員

川崎市川崎区

1人 http://www.kensagiken.co.jp

株式会社コマス

横浜市港北区新横浜３－７－１８
１８ビル３階

情報通信業

情報通信関連ソフトウェア開発、業務系ソフトウェア開
発及び基本
ソフトウェア開発

14150-21592011

ソフトウェア開発エンジニア

横浜市港北区

2人 https://www.comas.jp/

情報通信業

ＩＴ関連事業 １．バイオ関連分野を中心にＩＴ関連業
務 ２．半
導体関連分野を主にしたＩＴ関連 ３．非破壊関連分野
を主にしたＩＴ関連

14010-57051711

システムエンジニア

横浜市中区

3人 http://www.system-creation.com

14010-56894011

介護員（正社員）

横浜市中区
川崎市麻生区

1人

14010-56913211

ケアスタッフ／小規模多機能居宅介護

株式会社グラフィック

株式会社システムクリエーション

セントケア神奈川株式会社

大同生命保険株式会社

横浜支社

日総第

横浜市中区海岸通４－１７ 東信ビル６Ｆ

横浜市中区太田町４丁目５５番地
車道ビル７Ｆ

横浜市中区尾上町３－３５
ビル７階

横浜馬

横浜第一有楽

セントケア神奈川には神奈川県内に７２の営業所があ
り、訪問入浴・訪問介護・デイサービス・グループホー
ム・訪問看護・リフォーム・福祉用具・ショートステイ
等１３種類のサービスを実施

http://www.saintc-k.com

14010-56912811

ケアスタッフ／麻生区高石

14010-56909311

ケアスタッフ／麻生区金程

川崎市麻生区

1人
1人

企業向けを中心とした個人保険・団体保険・企業年金な
ど各種生命保険商品の販売と顧客サービス。

14010-56243711

企業福利厚生プランナー（法人営業）

横浜市中区

学術研究，専
門・技術サービ
ス業

サービス業、建設コンサルタント、測量、地質調査
支店：東京、東北（仙台）、東関東（千葉）、福島、北
海道
営業所：横浜他１５営業所

14010-56765411

施工管理補助

横浜市西区

5人 http://www.t-tech.co.jp

14140-14681211

タクシードライバー

川崎市宮前区

3人 https://www.toei-taxi.com/

14040-19535711

設備管理（茅ヶ崎市）

茅ヶ崎市

1人

横浜市西区みなとみらい２－３－５
イーンズタワーＣ棟９階

東栄興業株式会社

川崎市宮前区犬蔵１－９－２３

運輸業，郵便業

貨物運輸として、設立後、平成１１年５月タクシー部を
設立。５８台で営業中です。

川崎市川崎区南町１－１

サービス業（他
に分類されない
もの）

ごみ焼却施設、粗大ごみ施設等の運営・運転、維持管
理、ＲＩ使用施設の運転管理

Hitz環境サービス株式会社

1人

金融業，保険業

株式会社高島テクノロジーセンター

東栄タクシー

ク

医療，福祉

求人情報の公開までお待ちください

10人 http://www.daido-life.co.jp.

https://www.hitzesc.jp

14040-19536811

設備管理（秦野市）

秦野市

1人

平和交通株式会社

株式会社ミクロスソフトウエア

株式会社山崎歯車製作所

医療法人社団横浜育明会

横浜市中区太田町３－３３

川崎市高津区坂戸３－２－１
６Ｆ

厚木市戸田６７４番地

横浜市都筑区東山田町１３５７

運輸業，郵便業

ＫＳＰ西棟

タクシー、ハイヤー業。

情報通信業

交通インフラ・電気自動車車載器・カーナビ地図・各種
通信システム等、世界各地のシステムを開発。最先端の
技術を駆使し、国内外のプロジェクトを展開していくグ
ローバルなポテンシャル企業です

製造業

軌道保線作業製品・制作・販売
精密機械加工部品製
造・アッセンブリ製品等組立ＯＡ機器組立装置設計・制
作
＊ハローワーク厚木庁舎内に会社パンフ展示有り

医療，福祉

平成６年に開設。定員１６３床の大規模な介護老人保健
施設です。他、併設クリニックや通所リハビリ、訪問リ
ハビリ、訪問歯科、居宅支援事業など幅広い医療介護
サービスを展開しています。

14010-56740011

タクシー乗務員及び養成乗務員（和田町）

横浜市保土ケ谷区

5人

14010-56741311

タクシー乗務員及び養成乗務員（間門）

横浜市中区

5人

14010-56742611

タクシー乗務員及び養成乗務員／保土ケ谷

横浜市保土ケ谷区

5人

14010-56743911

タクシー乗務員及び養成乗務員（関内）

横浜市中区

5人 http://www.heiwa-koutsu.co.jp

14010-56744111

タクシー乗務員及び養成乗務員（新子安）

横浜市神奈川区

5人

14010-56745711

タクシー乗務員及び養成乗務員（新横浜）

横浜市港北区

5人

14010-56746811

タクシー乗務員及び養成乗務員（西）

横浜市西区

5人

14140-14743111

システムエンジニア

川崎市高津区

3人 http://www.micros.co.jp/

14100-11707711

設計（伊勢原工場）

14100-11709211

製造（伊勢原工場）

14100-11710011

営業（伊勢原工場）

14150-21578311

介護職

1人
伊勢原市

2人 https://www.yamatech.co.jp/
2人

横浜市都筑区

5人 http://www.tuduki-senior-c.com

