
かながわ正社員就職フェア2022　横浜会場　第二部（８月27日開催）　出展企業一覧 令和４年８月22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

14010-34760021 重機オペレーター
東京23区、横浜市、
川崎市、ほか神奈川
県内市町村

2人

14010-34764521 解体及び現場作業員
東京23区、横浜市、
川崎市、ほか神奈川
県内市町村

2人

14010-34765421 工事施工管理
東京23区、横浜市、
川崎市、ほか神奈川
県内市町村

2人

14010-34771221 解体工事の見積積算 横浜市港南区 1人

14110-2728821 ソフトウェア開発技術者 厚木市 3人

14110-2729221 デジタル回路・アナログ回路設計開発 厚木市 3人

14110-2730621 配線盤設計・布線回路設計・ＰＬＣ開発 厚木市 3人

14110-2731921 各種産業用設備機械の設計開発技術者 秦野市 3人

14110-2736221 品質保証業務・品質管理業務 秦野市 1人

14010-35762721 タクシー乗務社員（磯子区） 横浜市磯子区 10人

14010-35760121 タクシー乗務社員（都筑区） 横浜市都筑区 10人

14010-35756221 タクシー乗務社員（南区） 横浜市南区 10人

14010-35754721 タクシー乗務社員（青葉区） 横浜市青葉区 10人

14010-35752121 タクシー乗務社員（川崎） 川崎市川崎区 10人

14010-35750621 タクシー乗務社員（相模原） 相模原市中央区 10人

14010-35748821 タクシー乗務社員（金沢区） 横浜市金沢区 10人

14010-35746021 タクシー乗務社員（大和） 大和市 10人

14010-35039821 殺菌・梱包 横浜市磯子区 1人

14010-37585421 総務事務 横浜市磯子区 1人

（株）関工テクノシード　※追加出展 横浜市旭区本宿町75－26
サービス業（他に
分類されないも
の）

一般電気工事
太陽光パネル設置工事施工・管理
電気通信工事

14010-39689521 電気工事士 横浜市旭区 5人 http://www.kankoh.co.jp

（株）グラフィック 横浜市都筑区早渕１－３－15
学術研究，専門・
技術サービス業

地質調査、環境調査、建設コンサルタント
測量、設計、施工管理 14150-13246421 測量工 横浜市都筑区 2人 https://www.gpc.co.jp/

14040-12741721 自動車部品のプレス作業（横浜市金沢区） 横浜市金沢区 5人

14040-12742821 自動車部品の組立・溶接（横浜市金沢区） 横浜市金沢区 2人

14040-12743221 フォークリフトオペレーター 横浜市中区 1人

14040-12751221 自動車部品の組立溶接作業（横浜市中区） 横浜市中区 4人

14040-14360521 飛行機エンジン製造（横須賀市） 横須賀市 2人

14040-14362321 金型部品の加工スタッフ（厚木市） 厚木市 2人

14040-14363621 備品管理・資材調達（寒川町） 高座郡寒川町 1人

14040-14364921 フォークリフトオペレーター（寒川町） 高座郡寒川町 5人

14150-13351321 コンビニエンスストア店長候補 厚木市 2人

14150-14347421 コンビニエンスストア店長候補 相模原市緑区 2人

14150-14348321 コンビニエンスストア店長候補 横浜市港北区ほか 2人

14150-14346521 コンビニエンスストア店長候補 厚木市ほか 2人

14150-14345221 コンビニエンスストア店長候補 東京都品川区ほか 2人

14150-14339421 コンビニエンスストア店長候補 横浜市港南区ほか 2人

14150-14340921 コンビニエンスストア店長候補 横浜市戸塚区ほか 2人

14150-14341121 コンビニエンスストア店長候補 足柄上郡中井町 2人

（株）Ｃ＆Ｓ 横浜市西区楠町18－４　小池ビル４階 情報通信業 コンピューターソフトウェア業 14010-35822321 Ｗｅｂ系ＳＥ、プログラマ 横浜市西区 2人 http://www.cands-inc.jp/

（株）サンズ 横浜市都筑区すみれが丘13－６ 卸売業，小売業

コンビニエンス店「ファミリーマート」（４４店
舗）所在地：神奈川／横浜市川崎市相模原市大和
市厚木市　東京／新宿区世田谷区品川区北区港区
大田区小金井市町田市狛江市三鷹市東久留米市
他

https://www.suns-co.com

（株）Ａ・Ｒ・Ｐ 秦野市堀川166－１
学術研究，専門・
技術サービス業

メカトロニクス及びエレクトロニクス製品の設
計・開発サービス事業。専門技術者の派遣事業
（派１４－３０１９７８）自社製品開発・販売事
業

http://www.arp-id.co.jp/

（株）クロサワエンジニアリング
横浜市鶴見区鶴見中央５－４－10　ベル
スベイサイド３階・４階

製造業

創業５０年以上にわたり、製造・物流業を中心に
専門性の高い請負事業を展開しています。ＩＴ事
業では高技術の委託・派遣事業を行っています。
派１４－０２００１６／１４－ユ０２００１３

https://www.9630-engineering.jp/

（株）浦山工務店 横浜市港南区日野１－９－３ 建設業
建造物（ＳＲＣ造、ＲＣ造、Ｓ造など）の解体工
事

 https://www.urayama-k.co.jp

神奈川都市交通（株） 横浜市西区桜木町７－41 運輸業，郵便業 ハイヤー、タクシー、自動車整備、運行管理。 http://www.toshikoutsu.co.jp/

（株）鎌倉ハムクラウン商会 横浜市磯子区磯子６－40－12 製造業

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６０年を迎えた後も、更に業績を延ばし続け
ている会社です。

http://www.kamakuraham.com



14010-35080821 介護スタッフ正社員 横浜市栄区 1人

14010-36677821 介護スタッフ正社員 鎌倉市 1人

14040-12552421 施設警備スタッフ（浜川崎事業所） 川崎市川崎区 2人

14040-12596321 施設警備スタッフ（横浜事業所） 横浜市磯子区 2人

14040-12597621 施設警備スタッフ（京浜事業所） 横浜市鶴見区 2人

14040-12598921 施設警備スタッフ（川崎事業場） 川崎市幸区 2人

14040-12600121 施設警備スタッフ（神奈川中部事業所） 横浜市栄区 2人

14010-35935321 バス運転士
綾瀬市、横浜市旭
区、横浜市保土ヶ谷
区

3人

14010-35936621 バス整備士
綾瀬市、横浜市旭
区、横浜市保土ヶ谷
区

1人

（株）大鵬 横浜市中区山下町186　白楽天ビル４階
宿泊業，飲食サー
ビス業

横浜中華街で大人気の店、鵬天閣は焼き小籠包で
行列ができるお店です。レストランや食べ放題も
ございます。

14010-35627221 販売・接客 横浜市中区 1人 http://www.houtenkaku.com/

（株）高島テクノロジーセンター　※追加出展
横浜市西区みなとみらい２－３－５　ク
イーンズタワーＣ棟９階

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、東関東（千葉）、福島
営業所：横浜他１４営業所

14010-38879821 施工管理補助 横浜市西区 5人 http://www.t-tech.co.jp

14010-35221121 現場監督・補助業務（根岸事業所） 横浜市中区 2人

14010-35226521 現場監督・補助業務（川崎事業所） 川崎市川崎区 2人

14010-35228321 現場監督・補助業務（京浜事業所） 横浜市神奈川区 2人

（株）ビィバリュー 鎌倉市小町２－１－５
宿泊業，飲食サー
ビス業

飲食業。湘南エリアを中心に、イタリアン（アマ
ルフィイ、デラセーラ他）とんかつ（あら珠）和
食レストラン（こまち市場風凛）鉄板焼き（七里
ガ浜）等を経営。東京、千葉に出店有。

14080-10528621 飲食店でのホール接客・キッチン調理 横浜市港北区 5人 http://www.be-value.co.jp

Ｈｉｔｚ環境サービス（株）
川崎市川崎区南町１－１　日本生命川崎
ビル８階

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 14040-12509721 設備管理（茅ヶ崎市） 茅ヶ崎市 1人 https://www.hitzesc.jp

（株）へいあん 平塚市桜ケ丘１－35 医療，福祉

（株）柳屋 横須賀市上町１－45 卸売業，小売業

衣料品・雑貨の小売業として、創業以来地域のお
客様に、あって良かった「ありがとう」と言って
頂けるお店を目指しております。店舗は横須賀市
に５店舗、横浜市４店舗の合計９店にて展開中で
す

14050-4904821 店長候補 横須賀市、横浜市 1人 http://www.yanagiya-inc.co.jp

14100-8653721 平面ケンマ・溶接（厚木工場） 厚木市 2人

14100-8650921 設計（伊勢原工場） 伊勢原市 1人

14100-8654821 営業（伊勢原工場） 伊勢原市 2人

14100-8651121 製造・組立（伊勢原工場） 伊勢原市 2人

14100-8652021 製造／フライス盤、旋盤加工（伊勢原工場） 伊勢原市 2人

（株）山勝 綾瀬市吉岡東２－７－22 製造業

14100-7798921
戸建住宅リフォーム・塗装の営業スタッフ（厚
木支店）

厚木市 2人

14100-7804221
戸建住宅リフォーム・塗装の営業スタッフ（横
浜支店）

横浜市戸塚区 2人

14100-7809921
戸建住宅リフォーム・塗装の営業スタッフ（秦
野支店）

秦野市 2人

14100-7813521 塗装工・塗装職人＜厚木支店＞ 厚木市 2人

14100-7815321 塗装工・塗装職人＜横浜支店＞ 横浜市戸塚区 2人

14100-7817921 塗装工・塗装職人＜秦野支店＞ 秦野市 2人

（株）ユービー 横浜市西区北幸１－11－15 情報通信業

（株）山崎歯車製作所　※追加出展 伊勢原市歌川１－１－11 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

https://www.yamatech.co.jp/

ユーコーコミュニティー（株） 厚木市旭町４－１－２ 建設業
・外壁、屋根塗装工事・屋根葺き替え工事・雨漏
り防水工事
・外装内装リフォーム工事

 http://www.yuko-community.co.jp

セコムトセック（株） 川崎市川崎区砂子１－２－４
サービス業（他に
分類されないも
の）

施設警備、防災業務、消防設備点検。 https://www.secom-tosec.co.jp

相鉄バス（株） 横浜市西区北幸２－９－14 運輸業，郵便業 自動車（乗合バス、貸切バス）による運輸事業 https://www.sotetsu-bus-recruit.jp/

東邦工業（株） 横浜市神奈川区子安３－310
サービス業（他に
分類されないも
の）

製油所各種装置の清掃・補修・施設維持管理
産業廃棄物収集運搬業

https://toho-ind.co.jp

（福）伸こう福祉会
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44階

医療，福祉

介護事業（特養、グループホーム（ＧＨ）、デ
イ、介護付有料ホーム、居宅介護支援、ケアプラ
ザ）、保育事業、訪問看護事業、障害者支援事業
（障害者ＧＨ、就労支援）

http://www.shinkoufukushikai.com

出展キャンセル

出展キャンセル

出展キャンセル



14010-35638321 電気・通信設備保守点検エンジニア 横浜市神奈川区 1人

14010-35912121 ネットワークエンジニア 横浜市神奈川区 1人

14010-35721721 ホテルのフロント・ベル 横浜市西区 4人

14010-35774421 ホテルのレストランサービス 横浜市西区 3人

14010-35776621 調理全般業務 横浜市西区 3人

14010-35057221 システムエンジニア 横浜市西区 3人

14010-35059421 データセンター運用オペレーター 横浜市西区 2人

14080-10450721 電気工事施工管理技士 横浜市神奈川区 3人

14080-10449921 営業 横浜市神奈川区 1人

14010-35777921 訪問介護員、ケアワーカー（磯子） 横浜市磯子区 2人

14010-35876721 訪問介護員、ケアワーカー（中事業所） 横浜市中区 2人

14010-35891121 訪問介護員、ケアワーカー（横須賀南） 横須賀市 2人

14010-35893721 訪問介護員、ケアワーカー（西保土ケ谷） 横浜市保土ケ谷区 2人

14010-35910621 サービス提供責任者（磯子） 横浜市磯子区 1人

14010-35911921 サービス提供責任者（中事業所） 横浜市中区 1人

14010-35913021 サービス提供責任者（横須賀南） 横須賀市岩戸 1人

14010-35916221 サービス提供責任者（西保土ケ谷） 横浜市保土ケ谷区 1人

（株）ユニオンエンジニアリング
横浜市神奈川区平川町10－２　ハトヤビ
ル101

サービス業（他に
分類されないも
の）

公共事業保守委託、トンネル換気設備電気設備保
守、防災無線保守、ネットワーク構築・保守・設
計、ＳＥ業務、電気・通信・ネットワーク機器販
売、交通信号機保守委託。

https://unionengineering.co.jp

（株）若武者ケア
横浜市港南区日野南１－６－17　勇吉第
５ビル303

医療，福祉 訪問介護、居宅介護支援、訪問看護、通所介護 -

（株）ワイ・エム・エー
横浜市神奈川区台町13－20　カーサブラ
ンカビル801

建設業

公共・民間及び大手サブコン発注の電気工事を施
工する会社であり、住宅・マンションから公共施
設・工場・商業ビル等へ高品質で安全な電気設備
をお客様のニーズにお応えし、提供しています。

https://yma.jp/

（株）横浜グランドインターコンチネンタルホ
テル

横浜市西区みなとみらい１－１－１
宿泊業，飲食サー
ビス業

ホテル業及びそれに関わる一切の業務 http://www.interconti.co.jp/yokohama/

（株） 横浜電算 横浜市西区楠町４－７ 情報通信業 https://yokohamadensan.com/
創業（１９６６年）以来、情報サービス企業とし
て最良の技術・ノウハウを駆使し、価値あるサー
ビスを創出し提供してきました。


