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川崎会場

第二部（７月３日開催）

事業所名

出展企業一覧

所在地

令和４年７月１日現在

業種

事業内容

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

情報通信業

１、システム設計、開発、保守およびネットワー
ク構築 ２、会計、給与、販売などの業務パッ
ケージソフトウェアの導入サポート支援、運用サ
ポート、操作指導 ３、パソコン教室運営

14140-6656821

ＳＥＳ営業

川崎市麻生区

１人 http://www.isis.co.jp/

神奈川県川崎市中原区新丸子町734－２
カメリアパレス700

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。

14140-6566821

介護職（高齢者グループホーム）

川崎市中原区

２人 http://www.bananaen.com/

アンダンテ（株）

横浜市港北区新横浜２－６－13
ステーションビル７階

医療，福祉

（株）神奈川フェンス土木

横浜市戸塚区汲沢町302

アイシス（株）

川崎市麻生区万福寺１－１－１
ケ丘シティビルディング３階

（株）アイ・ディ・エス

楠原輸送（株）

新百合

新横浜

建設業

横浜市神奈川区東神奈川２－43－１

学術研究，専
門・技術サービ
ス業

（株）検査技研

川崎市川崎区殿町１－15－３

（株）システムクリエーション

横浜市中区海岸通４－17

セントラルエンジニアリング（株）

横浜市港北区新横浜２－３－19
ム新横浜ビル３階

プライ

（株）ダイサン

大阪府中央区南本町２－６－12
リオンＮＢＦタワー３階

サンマ

大同生命保険（株）

横浜支社

横浜市中区尾上町３－35
ビル７階

横浜第一有楽

横浜市港北区新横浜２－13－13
新横浜ビル５階

（株）ツガワ

横浜市港北区新羽町1181

（株）古川

（株）フロンティアポート

（株）山崎歯車製作所

（医）横浜育明会

藤沢市湘南台１－６－３
南２階

ＴＰＲ

ハイコート湘

小田原市寿町１－２－32

※追加出展

横浜市港北区新横浜１－17－12
リックス新横浜ビル８階

厚木市戸田674

横浜市都筑区東山田町1357

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）
港湾運送事業、通関業、倉庫業、工場構内作業、
貨物自動車運送事業、労働者派遣事業他
般１４－３００４４３

非破壊検査業

土木施工管理

横浜市戸塚区

３人

14030-5217321

事務

横浜市戸塚区

１人

ドライアイス工場作業員

川崎市川崎区

２人

倉庫手元作業員

川崎市川崎区

３人 http://www.kusuhara.co.jp

フォークリフトオペレーター

川崎市川崎区

５人

非破壊検査員

川崎市川崎区

１人 http://www.kensagiken.co.jp

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

14010-28677821
14010-28687221
14010-28695221
14040-8700121
14010-25160121

システムエンジニア

横浜市中区

３人 http://www.system-creation.com

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）

14150-10843621

技術職（機械系・電気系・ＩＴ系他）

横浜市港北区

５人 https://www.central-eng.co.jp/

建設業

一般住宅用の建築足場「ビケ足場」の設計から組
立・解体まで一貫した施工サービスを実施してお
ります。

14040-10322321

足場施工スタッフ

川崎市川崎区

５人 http://www.daisan-g.co.jp

金融業，保険業

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。

14010-27901421

企業福祉厚生プランナー

横浜市中区

10人 https://www.daido-life.co.jp/

情報通信業

ソフトウェア開発（オ一プン系・Ｗｅｂ系）
生産管埋システムや設備管理システムなど

14150-9452221

WEBオープン系エンジニア／プログラマ

横浜市港北区

２人 https://www.taskforce.co.jp

製造業

医療機器、環境関連機器、半導体関連装置等の開
発設計から製造、物流まで行っています。

14150-9483121

営業

横浜市港北区

２人 http://www.tsugawa.com

製造工場の生産管理

厚木市

５人

食品等の充填・小分包装・加工

14080-7961921
14080-7964721
14080-7962121
14080-7963021

製造工場の物流管理

厚木市

５人

製造工場の品質管理・保証業務

厚木市

５人

製造工場の保守・メンテナンス業務

厚木市

５人

システムエンジニア（SE)

横浜市港北区

２人 https://www.fpcom.jp/

14100-5715921
14100-5717021
14100-5716121
14100-5714621
14100-5713321

平面ケンマ・溶接（厚木工場）

厚木市

２人

製造（フライス盤、旋盤加工）伊勢原工場

伊勢原市

２人

営業（伊勢原工場）

伊勢原市

２人 https://www.yamatech.co.jp/

製造・組立（伊勢原工場）

伊勢原市

２人

設計（伊勢原工場）

伊勢原市

１人

14150-9436221

介護職

横浜市都筑区

３人 http://www.tuduki-senior-c.com

運輸業，郵便業

情報通信業

製造業

医療，福祉

http://www.tokai-package.co.jp

当日会場でご確認ください

卸売業，小売業

インテ

14030-5218621

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

東信ビル６階 情報通信業

（株）タスクフォース

トーカイ・パッケージングシステム（株）

運輸業，郵便業

当日会場でご確認ください

ソフトウェア開発及びシステム保守、運用業務
派１４－３０３３０５

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

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。

14150-10997421

（株）横浜グランドインターコンチネンタルホ
横浜市西区みなとみらい１－１－１
テル

宿泊業，飲食
サービス業

（株）横浜リテラ

製造業

横浜市戸塚区上矢部町1965－４

リバウンドエレクトロニクス（株）

横浜市港北区新横浜２－15－10

（株）ロックシステム

横浜市神奈川区守屋町３－９－13
Ｐビルディング301Ａ

出展キャンセル
紙器製造、印刷全般

卸売業，小売業

営業事務

横浜市戸塚区

１人

物流作業（フォークリフト業務）

横浜市戸塚区

１人 http://www.yokohamalitera.com

紙器印刷・加工機オペレーター

横浜市戸塚区

２人

営業

横浜市神奈川区

２人

技術員（弱電設備施工等）

横浜市神奈川区

２人 https://www.locksystem.co.jp/

営業事務

横浜市神奈川区

２人

当日会場でご確認ください

卸売業，小売業

ＴＶ

14030-5252921
14030-5253121
14030-5251621

・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

14010-24933221
14010-24934521
14010-24937621

