かながわ正社員就職フェア2021
事業所名

川崎会場 第二部（１月15日）

出展企業一覧

所在地

業種

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
※出展キャンセル

川崎市川崎区南町１－１ 日本生命川崎ビル
金融業，保険業
７Ｆ

アクサ生命保険株式会社

東京都港区白金一丁目１７番３号
ラチナタワー

ＮＢＦプ

金融業，保険業

事業内容

生命保険業

アンダンテ株式会社
①いこい家 岸根公園
②いこい家 希望ヶ丘
③いこい家 別所
④いこい家 井土ヶ谷
⑤ぴーまん保育園 新杉田
⑥ぴーまん保育園 反町

横浜市港北区新横浜２－６－１３
テーションビル７階

新横浜ス

医療，福祉

①～④：地域密着和風デイサービス 訪問リハビリマッサージ
高齢者専門宅配弁当 放課後デイサービス 障がい者専門在宅
サービス 企業主導型保育事業 １４－ユ－３００９４０
⑤～⑥：企業主導型保育園

求人番号

職種

※黄色は「経験不問」の求人

就業場所

採用人数

企業ホームページ

14090-14230511

商工会議所共済・福祉制度推進スタッフ

相模原市中央区

5人 http://www.axa.co.jp/

14010-56096011

介護職員（デイサービス）／岸根公園

横浜市神奈川区

1人

14010-56106711

介護職員（デイサービス）／希望ヶ丘

横浜市旭区

1人
http://www.andante-ink.cpm

14010-56114711

介護職員（デイサービス）／別所

横浜市南区

1人

14010-56118411

介護職員（デイサービス）／井土ヶ谷

横浜市南区

1人

14010-56133411

保育士／ぴーまん保育園新杉田

横浜市磯子区

1人
-

14010-56125511
伊豆箱根交通株式会社

静岡県三島市大場３００番地

有限会社エスケーライン横浜（三紀グループ） 座間市栗原１５８８

株式会社エステック

株式会社エデルタ

有限会社大沼

横浜市南区共進町２－４９－１

横浜市西区みなとみらい３－６－３
パークビル７Ｆ

横浜事業所

※出展キャンセル

株式会社神奈川フェンス土木

株式会社カナモト

上代工業株式会社

※追加出展

※出展キャンセル

※追加出展

コアフューテック株式会社

澤村電気工業株式会社

※追加出展

運輸業，郵便業

総合物流業（関連会社３２社、グループの資本金総額２億６千３
百万円、総従業員数１４００名）
＊ハローワーク厚木庁舎内に会社パンフ展示有り

14100-12129911

1人

タクシー乗務員

小田原市

5人 http://www.izuhakone.co.jp/taxi

４ｔトラックドライバー：食品チルド

3人
座間市

http://sanki-group.com

４ｔトラックドライバー：食品ドライ

建設業

東京都、神奈川県におけるマンションやホテルなどの建築設備
（給排水、空調等）にかかる仕事を大手ゼネコンより受注し、年
間約１，３００戸の施工管理業務を３５年間続けている会社

14010-55701711

現場監督

横浜市南区

2人 http://www.stec-k.jp/

情報通信業

ソフトウェア（Ｗｅｂ・オープン・メインフレーム等）の企画・
設計・開発。インフラ／ネットワークの設計・構築。データベー
ス設計、制御系開発。

14010-57270911

ＳＥ・ＰＧ

横浜市西区

5人 http://www.edelta.co.jp

14030-10993811

土工/未経験者歓迎

宿泊業，飲食
サービス業

横浜市戸塚区汲沢町３０２

建設業

東京都港区芝大門１丁目７番地７
ビル

22050-7199611

横浜市神奈川区

14100-12130711

川崎市川崎区東田町８ パレールビル

高速道路を中心とした環境対策工事（遮音壁・動物保護・自然保
護）安全対策工事（防護柵・立入防止柵）標識、各種フェンス工
事、一般土木工事（急傾斜地対策ほか）

3人

3人
横浜市戸塚区

https://www.kanafen.co.jp/

14030-10994211

土木施工監理

3人

14140-14935911

機械オペレーター

1人

14140-14936111

工程設計スタッフ

14140-14938811

溶接スタッフ

1人

14140-14678311

ソフトウエアテスト

2人

浜松町Ｋ 不動産業，物品
賃貸業

川崎市高津区下野毛１－１１－２３

川崎市中原区新丸子東２－８８８
ル２階

製造業

ＫＴＳビ

横浜市都筑区佐江戸町１８１

情報通信業

横浜市西区高島２－１９－２
ビル４階

株式会社スキーム

大和市中央林間３－２３－１５
スジュノ５０２

社会福祉法人鈴保福祉会

川崎市麻生区上麻生５－１９－１０

当社はエレベータ部品等の鋼材のレーザー加工製缶・溶接・機械
加工・塗装等を工場内で作業する会社です。

コンピュータにおけるシステム及びプログラムの設計、作成、評
価。それに附帯する業務。
派１４－３０１３９８

川崎市高津区

1人 http://www.kamishiro.co.jp/

川崎市中原区

https://www.corefutec.co.jp/

14140-14679611

ソフトウエア開発

創業７０年間小形の直流モータを製造して国内及び海外に供給し
て来ました。特長のある製品を提供する事で現在に至っておりま
す。川崎より横浜に工場を移転し事業の着実な発展を目指してお
ります

14150-22041411

生産管理・外注管理・調達、検査等

横浜市都筑区

4人 http://www.sawamura.co.jp/

情報通信業

高技術と責任意識を持つ少数精鋭スタッフが、主にＳＥＳ・派遣
でＩＴ技術サービスを提供しています。本社では高品質と信頼性
を持つソフトウェアの社内受託開発も行っています。

14160-7575411

システムエンジニア・プログラマ（本社）

大和市

3人 http://www.scheme.co.jp

医療，福祉

特養アルナ園（定員：入所８０名、短期２名、通所１８名）
居宅介護支援・地域包括支援
川崎市特養しゅくがわらの運営、柿生保育園の設置・経営

製造業

株式会社ジェイワンホームズ
※出展キャンセル

セントラルエンジニアリング株式会社

ＭＭ

運輸業，郵便業

伊豆箱根鉄道系列タクシー専業会社。
＊車両２８１両、県下最大規模。
タクシー事業を通し静岡県の移動を５０年以上支えて参りまし
た。

保育士／ぴーまん保育園反町

3人

横浜西口神谷 不動産業，物品
賃貸業

横浜市港北区新横浜２－３－１９
新横浜ビル３階

コートハウ

プライム

学術研究，専
門・技術サービ
ス業

製品開発事業（音声増幅装置、鍵管理システム等）技術開発支援
（派１４－３０１６３７）社会インフラ等の設計開発支援（発電
所、防災、鉄道等）輸送機器関連の設計開発支援（自動車・航空
機等）

14140-14676411

特別養護老人ホーム介護職

2人
川崎市麻生区

14140-14677011

地域包括支援センター相談職

14150-21741211

技術職(機械系・電気系・IT系）

http://www.arunaen.jp/
2人

横浜市港北区

3人 https://www.central-eng.co.jp/

長栄興業株式会社

※出展キャンセル

川崎市高津区上作延５３９－５

建設業

デンセイシリウス株式会社
※出展キャンセル

川崎市高津区久本３－９－２５

情報通信業

東邦電子株式会社

相模原市緑区西橋本２－４－３

製造業

岡山県岡山市北区表町(本社)

医療，福祉

※出展キャンセル

株式会社はれコーポレーション

横浜市中区本町４－４０－１
８Ｆ

株式会社ｆｅａｔ

マツダ流通株式会社

川崎市川崎区東扇島６－１５

ミモザ株式会社

株式会社横浜リテラ

リジョー株式会社

横浜第一ビル

東京都品川区南品川二丁目２番５号

※追加出展

※追加出展

株式会社ロックシステム

横浜市戸塚区上矢部町１９６５－４

横浜市港北区小机町５６０

横浜市神奈川区守屋町３－９－１３

情報通信業

運輸業，郵便業

医療，福祉

製造業

運輸業，郵便業

卸売業，小売業

求人情報の公開までお待ちください

コンシューマ・ファクトリ製品、医療、Ｉｏｔシステム、自動車
を対象としたソフト・ハードウェア設計開発から評価、支援・
ユーザビリティに至る技術サービス事業

◎松田産業株式会社（東証一部上場企業）のグループ企業として
物流部門を担っています。◎大手食品メーカーの冷凍食品を主に
取り扱っています。配送エリアは関東近県、日帰り運行です。

「介護サービス」の提供を通じて、社会に貢献する会社で、ご本
人の尊厳とご家族の意志を尊重した丁寧で温かい介護プランを実
践します。

紙器製造、印刷全般

一般貨物運送、倉庫、中重量物品搬出入及び据付け、引越
一般労働者派遣事業（般３４－３００３０９）

・物理セキュリティの施工サービス業（錠前、出入管理装置、セ
キュリティゲート、生体認証装置の販売と施工）
・物理セキュリティシステム構築に関する企画と提案

14010-56458211

法人向けソリューション提案営業

1人

14010-56457811

ソフトウェアテスト技術者

2人
横浜市中区

http://www.feat-inc.com

14010-56453611

ＬＳＩ・ＦＰＧＡ設計技術者

2人

14010-56450411

組込ソフトウェア開発技術者

2人

14040-19991811

食品輸送大型トラック

2人

14040-19992211

大型金属輸送ドライバー

14040-19993511

ロジスティクスオペレーター

2人

13040-17331112

ミモザ宮前グループホーム／介護職

1人

川崎市川崎区

1人 https://www.matsuda-ryutu.co.jp

川崎市宮前区

13040-17347212

ミモザ宮前小規模多機能／ケアスタッフ

http://www.mimoza-care.jp/

1人

14030-291221

営業職

横浜市戸塚区

1人

14030-290821

経理事務

横浜市戸塚区

1人 http://www.yokohamalitera.com

14030-288921

紙器印刷・加工機オペレーター

横浜市戸塚区

2人

34010-53304311

冷凍冷蔵機器・空調機器・精密機器等搬入

横浜市港北区

1人 http://www.rijo-g.co.jp/

14010-55845311

営業事務

14010-55846611

技術員（弱電設備施工等）

14010-55847911

営業

2人
横浜市神奈川区

3人 https://www.locksystem.co.jp/
2人

