
かながわ正社員就職フェア2022　横浜会場　第一部（８月27日開催）　出展企業一覧 令和４年８月26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

（株）アーキ・ピーアンドシー 横浜市西区楠町４　横浜楠町ビル２階
学術研究，専門・
技術サービス業

建築積算、設計 14010-35726321 建設業積算業務 横浜市西区 3人 http://www.archi-pc.co.jp

会津電業（株） 横浜市保土ケ谷区星川１－17－15 建設業
電気設備工事業、管工事業、建築工事業、消防設
備工事業、内装工事、電気通信 14010-35664921 電気工事士 横浜市保土ヶ谷区 1人 http://www.aizu-eng.co.jp/

（株）ASFON TRUST NETWORK　※追加出展
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

14150-13728021 コールセンタースタッフ 横浜市港北区 2人 http://minkai.jp

14150-14865121 介護職員/小規模デイサービス/戸塚 横浜市戸塚区 1人

14150-14866021 介護職員/小規模デイサービス/根岸 横浜市磯子区 1人

14150-14867721 介護職員/デイサービス/西横浜 横浜市西区 1人

14150-14868821 介護職員/小規模デイサービス/小雀 横浜市戸塚区 1人

14150-14869221 介護職員/デイサービス/逗子 逗子市 1人

14150-14870621 介護職員/デイサービス/平戸 横浜市戸塚区 1人

14150-14871921 介護職員/デイサービス/十日市場 横浜市緑区 1人

14010-40339621 介護職員/デイサービス/井土ヶ谷 横浜市南区 1人

14010-40342821 介護職員/デイサービス/希望ヶ丘 横浜市旭区 1人

14010-40344521 介護職員/小規模デイサービス/別所 横浜市南区 2人

14010-40347621 介護職員/小規模デイサービス 横浜市神奈川区 1人

14010-40352521 保育士/持ち帰り業務なし/小規模保育園 横浜市神奈川区 1人

14010-40360521 保育士/持ち帰り業務なし/小規模保育園 横浜市磯子区 1人

神奈川県横浜市鶴見区馬場２－９－９

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　派１４－３０１１０４　１４－ユ－３００
９４０

14040-14484621 介護スタッフ 横浜市鶴見区 3人

（株）エイチ・アイ・デー
平塚市代官町10－13　ファーストビル代
官町３階

製造業
あらゆる分野の革新装置開発（機械・電気設計、
システム設計）を請負うと共に装置試作、試運転
立上げまでをコア事業としてます。

40040-13863721 機械設計・電気制御設計・ソフト開発 平塚市 1人 http://www.kk-hid.co.jp

14010-35768621 空調設備工事 横浜市保土ケ谷区 1人

14010-35778121 電気工事管理 横浜市保土ケ谷区 1人

オーケー（株）
横浜市西区みなとみらい６－３－６
オーケーみなとみらいビル10階

卸売業，小売業

首都圏に１３０店舗以上のディスカウントセン
ター、ディスカウントスーパーマーケットを展開
しています。食品の他、雑貨、レジャー用品等幅
広い品揃えで多くの方にご利用頂いています。

14010-35701621 総合（店舗スタッフ）
東京・神奈川・千
葉・埼玉の各店舗

10人 http://ok-corporation.jp

14160-4635121 カーメカニック／横浜市神奈川区 横浜市神奈川区 2人

14160-4763921 カーメカニック／横浜市金沢区 横浜市金沢区 2人

14160-4765021 自動車電装品全般の法人営業／金沢区 横浜市金沢区 1人

14160-4766721 自動車電装品全般の法人営業／神奈川区 横浜市神奈川区 2人

（福）かながわ共同会 秦野市南矢名３－２－１　秦野精華園内 医療，福祉

神奈川中央交通（株） 平塚市八重咲町６－18 運輸業，郵便業
旅客自動車運送事業、不動産業、飲食・娯楽業、
ホテル業 14060-5851621 バス運転士

神奈川県・東京都内
の何れかの営業所

100人
https://www.youtube.com/watch?v=-
npk9CtX7iE&feature=youtu.be

14100-7719221 倉庫員／伊勢原 伊勢原市 2人

14100-7725821 ４ｔドライバー／伊勢原 伊勢原市 3人

14010-34776921 ソフトウェア設計 横浜市神奈川区 2人

14010-34780521 機械設計 横浜市神奈川区 2人

ケイズエーアイエム（株）
横浜市都筑区中久保田西１－24－41
ヴィンテージビル２階

建設業

空調設備工事と保守点検を中心に２４年。設備管
理業から建物総合管理業として急成長。現状に満
足せず「社員の豊かさ無くして企業の成長なし」
の方針で革新的に進化し続けています。

14150-12904121 未経験からビル設備フィールドエンジニア 横浜市都筑区 2人 http://www.ksgr.co.jp

（株）エフリンク 横浜市保土ヶ谷区峰沢町35 建設業

東京・神奈川を中心として商業施設及び保育園や
老人ホーム等の空調換気給排水設備を施工。飲食
店舗等のメンテナンス等を行う工事管理会社で
す。

-

クレアテクノデザイン（株）
横浜市神奈川区台町７－２　ハイツ横浜
612号室

サービス業（他に
分類されないも
の）

日本のモノづくりメーカーに派遣や請負を通じて
設計開発のサポートをしております。派１４－３
０２２２９

-

（株）金谷商運 座間市ひばりが丘５－23－６ 運輸業，郵便業

運送業：鋼材の加工品輸送を主にした、重量物運
搬
・鋼材加工及び販売
・倉庫業他　　＊ハローワーク厚木庁舎内に会社
パンフ展示有り

http://www.kaneya-s.co.jp

（株）オート電機 大和市深見西４－６－３ 製造業

自動車用電装品全般（オーディオ、ナビゲーショ
ン、ＥＴＣ、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。

http://www.auto-denki.co.jp/

横浜市港北区新横浜２－６－13　新横浜
ステーションビル７階

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、障害者専門デイサービス、企業主導型保育事
業

アンダンテ（株）　※追加出展 医療，福祉 http://www/andante-inc.com

出展キャンセル



（株）サンライズサービス
横浜市西区みなとみらい２－２－１　横
浜ランドマークタワー11階

宿泊業，飲食サー
ビス業

宅配寿司「つきじ海賓」「おすし日和」宅配釜
飯・天丼の運営
海鮮丼、つけめん、ジンギスカン等の飲食店の運
営
葬祭・ケータリング等の飲食店の運営

14010-35753021 ストアマネジメント職（店長候補） 横浜市南区、他 5人 http://www.sunrise-service.co.jp/

14010-35855321 運用管理技術者 横浜市中区 3人

14010-35857921 システムエンジニア・プログラマ 横浜市中区 3人

（株）システムクリエーション　※追加出展 横浜市中区海岸通４－17　東信ビル６階 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

14010-38685821 システムエンジニア 横浜市中区 3人 http://www.system-creation.com/

信陽ビジネスサービス（株）
小田原市本町２－10－27 信陽商事ビル４
階

情報通信業

（株）スキーム
大和市中央林間３－23－15　コートハウ
スジュノ502号室

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。

14160-4606521 システムエンジニア・プログラマ（本社） 大和市 5人 http://www.scheme.co.jp

14030-6533921 生活支援員（障害者支援施設まつかぜ） 横浜市泉区 5人

14030-6531321 介護職（特別養護老人ホーム泉の郷日野南） 横浜市港南区 10人

14010-35414921 セキュリティスタッフ警備 川崎市高津区 3人

14010-35436421 セキュリティスタッフ警備 川崎市麻生区 2人

14010-35438621 セキュリティスタッフ警備 綾瀬市 2人

14010-35439921 セキュリティスタッフ警備 横浜市中区 2人

14010-35440721 セキュリティスタッフ警備 平塚市 3人

14010-35449021 セキュリティスタッフ警備 横浜市西区 3人

14010-35450221 セキュリティスタッフ警備 横浜市西区 3人

14010-35456121 セキュリティスタッフ警備 川崎市幸区 2人

14010-35392921 セキュリティスタッフ警備 川崎市幸区 3人

14010-35201321 介護職／デイサービス 横浜市港南区 1人

14010-35231721 介護職／グループホーム 横浜市南区 1人

14010-35233221 ドライバー兼介護職／訪問入浴サポート 横浜市南区 1人

14010-35236321 介護職／訪問入浴サポートスタッフ 横浜市南区 1人

14010-35246921 介護職／ショートステイ 横浜市中区 1人

（株）泰成 横浜市青葉区町1730 建設業

土木建設業
１．戸建住宅造成工事
２．駐車場（地下車庫）外構工事
３．横浜市公共工事
４．宅地の改築

14150-12903921 土木工事現場監督 横浜市青葉区 1人 http://www.taisei34.co.jp/

（株）タスクフォース　※追加出展
横浜市港北区新横浜２－13－13　ＴＰＲ
新横浜ビル５階

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 14150-14661321 プログラマー 横浜市港北区 2人 https://www.taskforce.co.jp

（株）テクモ
藤沢市石川５－27－１　ＰＫＧ湘南ビル
２階

学術研究，専門・
技術サービス業

（株）ＦＵＪＩジャパン
横浜市中区桜木町３－７－２　桜木町シ
ティビル７階

建設業

14060-5737921 葬祭ディレクター
神奈川県内、東京都
内

5人

14060-5748721 料飲スタッフ
神奈川県内、東京都
内

5人

（株）ホンダカーズ中央神奈川 大和市深見3591－２ 卸売業，小売業 ホンダ自動車ディラー 14160-5086321 自動車整備士
大和市他、県内事業
所

10人 http://www.hondacars-chuokanagawa.co.jp/

（福）横浜市社会福祉協議会　※追加出展
横浜市中区桜木町１－１　横浜市健康福
祉総合センター７階

医療，福祉

社会福祉事業。
地域福祉活動の推進、福祉サービスの実施、相談
活動、ボランティアや市民活動の支援、共同募金
運動への協力など

14010-38849321 正規職員（ケアマネ・社福士・介福士等） 横浜市中区 5人 http://www.yokohamashakyo.jp/

（株）ライブナー 伊勢原市東大竹937－１
宿泊業，飲食サー
ビス業

リジョー（株） 横浜市港北区小机町560 運輸業，郵便業
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）

34010-34427621 冷機器、空調機器等　搬入・設置／横浜 横浜市港北区 1人 http://www.rijo-g.co.jp/

（株）セノン　神奈川支社
横浜市中区桜木町１－１－18　日石横浜
ビル12階

サービス業（他に
分類されないも
の）

警備業、車両運行管理業、建物設備管理及び清掃 http://www.senon.co.jp

（株）ジェー・アイ・ピー
横浜市中区尾上町３－35　横浜第一有楽
ビル３階

情報通信業
各種コンピュータソフトウェア開発
各種情報処理サービス
派１４－３０１６６３

http://www.kjip.co.jp

セントケア神奈川（株）
横浜市中区太田町４－55　横浜馬車道ビ
ル７階

医療，福祉

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

（福）誠幸会 横浜市泉区上飯田町2083－１ 医療，福祉

特養、ケアハウス、デイサービス、就労継続支援
Ｂ型、グループホーム、認可及び企業主導型保育
園、地域ケアプラザなど高齢者や障害者、子ども
等幅広い福祉サービスを提供する総合福祉法人で
す。

https://i-seikoukai.or.jp/

平安レイサービス（株） 平塚市桜ケ丘１－35
生活関連サービス
業，娯楽業

私たちは、冠婚・葬祭を通じ、皆様の人生に寄り
添うサービスを提供しています。

https://heian-group.co.jp/
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出展キャンセル


