
かながわ正社員就職フェア2022　川崎会場　第一部（７月３日開催）　出展企業一覧 令和４年７月１日現在

事業所名 所在地 業種 事業内容 求人番号
※黄色は「経験不問」の求人

職種 就業場所 採用人数 企業ホームページ

あいおいニッセイ同和損害保険（株）
川崎市川崎区南町１－１　日本生命ビル
７階

金融業，保険業 損害保険業 14040-9936621 リスクコンサルタント 川崎市川崎区 ３人 -

14010-28618021 Webアプリケーションエンジニア 横浜市西区 ３人

14010-28624921 フィールドアプリケーションエンジニア 横浜市西区 ３人

14010-28633021 ヘルプデスクエンジニア 横浜市西区 ３人

14090-6841321 共済・福祉制度推進スタッフ 相模原市中央区 ５人

14090-6842621 共済・福祉制度推進スタッフ 厚木市 ５人

14090-6844121 共済・福祉制度推進スタッフ 大和市 ５人

14080-8583021 秦野商工会議所共催・福祉制度推進スタッフ 秦野市 ２人

14080-8592721 小田原箱根商工会・福祉制度推進スタッフ 小田原市 ３人

14080-8594221 平塚商工会議所共催・福祉制度推進スタッフ 平塚市 ２人

14080-8599921 茅ヶ崎商工会議所共催・福祉制度推進スタッフ 茅ヶ崎市 ３人

14080-8596421 鎌倉商工会議所共催・福祉制度推進スタッフ 鎌倉市 ３人

14080-8601321 藤沢商工会議所共催・福祉制度推進スタッフ 藤沢市 ３人

（株）ASFON TRUST NETWORK
横浜市港北区新横浜２－11－５　川浅ビ
ル６階

サービス業（他
に分類されない
もの）

１民間介護施設紹介センター「みんかい」の運営
２「みんかい」パートナー事業者の運営支援
３高齢者生活応援マガジン「元気かい！！みんか
い」発行　他

14150-9553921 コールセンタースタッフ 横浜市港北区 ３人 http://minkai.jp

14090-7619921 製造系技術職（無期雇用派遣労働者） 模原市緑区 10人

14090-7618621 機械系技術職（無期雇用派遣労働者） 模原市緑区 10人

14090-7620721 情報系技術職（無期雇用派遣労働者） 模原市緑区 10人

14090-7617321 電気系技術職（無期雇用派遣労働者） 模原市緑区 10人

（株）ウィル
横浜市西区北幸１－11－15　横浜ＳＴビ
ル14階

サービス業（他
に分類されない
もの）

（株）内堀製作所 横浜市都筑区大丸24 製造業
自動車等エンジン部品・建設機械部品・産業ロ
ボット部品の金属切削加工 14150-9790121 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

（株）エス・イー・プロジェクト　川崎支社 川崎市中原区宮内１－23－５ 情報通信業
電気、電子機器及び装置の開発、製造、修理等を
行っています。
１４１４－６１７３４４－０

14140-7076921 住宅設備　他　設置工事作業 川崎市中原区 ２人 https://www.se-project.co.jp

関越ソフトウェア（株）
川崎市多摩区登戸3398－１　大樹生命登
戸ビル６階

情報通信業
ソフトウェア開発及びコンピュタ－オンライン業
務の管理、運用（派遣業）
派１４－３０１５３１

14140-6795521 データセンターオペレーション業務 川崎市内 ３人 http://www.kanetsu-sw.co.jp/

（株）関工テクノシード　※追加出展 横浜市旭区本宿町75－26 建設業

（株）ケンテックス 横浜市都筑区折本町354 卸売業，小売業
自動車修理工場向けの機械工具、設備、塗料の販
売と技術研修、コンサルティング等のサービスを
提供しています。

14150-9785821 営業職 横浜市都筑区 ２人 https://kentexblog.wordpress.com/

14040-10067621 施工管理（川崎区） 川崎市川崎区 ２人

14040-10066321 鳶・仕上・製缶（川崎区） 川崎市川崎区 ２人

14040-10069121 施工管理（市原市） 千葉県市原市 ２人

14040-10064521 鳶・仕上・製缶（市原市） 千葉県市原市 ２人

14040-10282421 土木施工管理／補助／未経験者 川崎市川崎区 ２人

14040-10452621 積算・営業職 横浜市鶴見区 ２人

（株）成建ホームサービス 川崎市宮前区土橋２－６－17 建設業 住宅の点検・補修・アフターサービスの実施 14140-6848021 住宅の点検・補修業務 川崎市宮前区 ２人 http://www.seiken-grp.co.jp/index.php

14040-08893521 金属熱処理・一般作業 横浜市鶴見区 ５人

14040-10657621 機械設備保全整備（正社員）／横浜市鶴見 横浜市鶴見区 ３人

14040-10658921 経理（正社員）／横浜市鶴見区 横浜市鶴見区 １人

田村工業（株） 横浜市鶴見区元宮２－３－20 製造業

輸送用機械器具製造業（自動車部品、建設機械部
品等、金属製品の熱処理加工及び付帯加工）主な
得意先、三菱ふそうトラック・バス　株式会社・
いすゞ自動車株式会社等。

http://www.tamura-kougyo.co.jp

（株）アルプスビジネスサービス
相模原市緑区西橋本１－16－18　アルプ
ス技研第２ビル６階

サービス業（他
に分類されない
もの）

http://www.jinzai-abs.co.jp/

１大手メーカーのアウトソーシング業務（開発・
設計・実験・評価・据付・メンテナンス）　２技
術・事務・介護系派遣業務
＊派１４－０９０００３　＊１４－ユー３００１
２５

山九重機工（株） 川崎市川崎区塩浜４－13－１ 建設業
建設業（管・とび土工・機械器具設置・鋼構造物
工事）、運輸業（一般貨物自動車運送・港湾運
送）

http://www.sankyujk.co.jp

アクサ生命保険（株）
相模原市中央区中央３－12－３　相模原
商工会議所本館２階

金融業，保険業 生命保険業 http://www.axa.co.jp/

（株）アイシーオー 横浜市西区楠町５－５ 情報通信業
ソフトウェアの設計・開発および評価・検証
（派１４－３０２０７２）

http://www.ico-net.co.jp

須藤工業（株） 川崎市川崎区浅野町４－10 製造業
主に上水・下水・工水の各種塗覆装直管異形管・
水管橋・タンク（鋼製・ステンレス製）の設計、
製作、施工、保全

http://www.sudoh.co.jp/

出展キャンセル

当日会場でご確認ください



（株）ツクイ
横浜市港南区上大岡西１－６－１　ゆめ
おおおかオフィスタワー16階

医療，福祉

デイサービス、在宅事業サービス（訪問介護／訪
問入浴／訪問看護／居宅介護支援（ケアプラン作
成））、居住系介護サービス（有料老人ホーム／
サービス付き高齢者向け住宅／グループホーム）
等

14010-25454021 介護職員 横浜市中区 ２人 https://www.tsukui.net

デンセイシリウス（株） 川崎市高津区久本３－９－25 情報通信業

東栄興業（株） 川崎市宮前区犬蔵１－14－25 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。 14140-6823721 タクシードライバー 川崎市宮前区 ３人 https://www.toei-taxi.com/

（株）はれコーポレーション
岡山県岡山市北区表町１－５－１　岡山
シンフォニービル

医療，福祉

14040-10032621 事務長（有料老人ホーム） 川崎市川崎区 １人

14040-10046821 本社　総務職 川崎市川崎区 １人

14040-10047221 介護管理部門スタッフ 川崎市川崎区 １人

14040-10048521 本社　経理職 川崎市川崎区 １人

14040-10049421 設備メンテナンススタッフ 川崎市川崎区 １人

14040-10050921 福祉用具の提案営業 横浜市鶴見区 １人

14040-10051121 デイサービス介護スタッフ 横浜市鶴見区 １人

14040-10052021 介護スタッフ 川崎市川崎区 １人

14010-30275121 組込ソフトウェア開発技術者 横浜市中区 ２人

14010-30276021 ソフトウェアテスト技術者 横浜市中区 ２人

14010-30277721 ソリューション営業 横浜市中区 ２人

（株）ロピア 川崎市幸区南幸町２－９ 卸売業，小売業 食品スーパーマーケットの経営 14040-10014421 総合職 横浜市都筑区 ５人 http://lopia.jp

（株）ヒューマンテック 川崎市川崎区浜町４－６－19 医療，福祉

川崎で百年にわたり様々な事業で地域に貢献して
きたシムラグループの一員として、主に川崎・横
浜にて各種介護サービス等を展開。
地域に根ざし安心と信頼を積み重ねて安定成長を
続けています。

http://chantere.jp/

（株）feat　※追加出展
横浜市中区本町４－４０－１　横浜第一
ビル８階

情報通信業

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

http://www.feat-inc.com

当日会場でご確認ください

出展キャンセル


