
かながわ正社員就職フェア2021　相模原会場（９月８日開催）　出展企業一覧

事業所名 所在地 業種 事業内容
求人番号

※黄色は「経験不
問」の求人です

職種 就業場所 採用人数 企業ホームページ

14100-7355011 ４ｔトラックドライバー：食品ドライ 座間市 3人

14100-7356311 ４ｔトラックドライバー：食品チルド 座間市 3人

（株）エステック
横浜市南区共進町２－４９－１
ＹＯＫＯＨＡＭＡ　ＢＬＤＧ．２Ｆ

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
の建設設備（給排水、空調等）にかかる仕事を大手
ゼネコンにより受注し、年間1,300戸の施工管理業務
を35年間続けている会社

14010-34096911 現場監督 横浜市南区 2人 http://www.stec-k.jp/

（株）ＮＰＫ 首都圏域営業所 川崎市宮前区有馬１－１－２５－２０６
サービス業（他
に分類されない
もの）

・総合サービス業・警備業（施設警備・交通誘導警
備・貴重品運搬警備業務）・指定管理業務・介護事
業・農業法人・ワイナリー事業

14140-9563211 施設常駐警備
川崎市高津区
川崎市多摩区
川崎市宮前区

1人 http://www.np-k.co.jp

オーケー（株）
※出展キャンセル

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120店舗以上のディスカウントストアー、
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。

14010-35831211 総合（店舗スタッフ） 横浜市西区 10人 http://ok-corporation.jp

14160-4834511 カーメカニック 大和市 5人

14160-4833211 携帯電話ショップの販売スタッフ 大和市 3人

14090-8638911 各種製造装置の組立・配線及び付帯する業務 相模原市南区 2人

14090-8635011 製造装置の設計 相模原市南区 2人

14010-35684611 管理業務 横浜市旭区 1人

14010-35690011 電気工事士 横浜市旭区 1人

14090-8876511 製造（裁断機操作・営繕作業） 相模原市緑区 1人

14090-8868511 製造スタッフ【断熱材の裁断】 相模原市緑区 1人

（株）昌和精機
※出展キャンセル

相模原市緑区若柳５４２－７ 製造業
医療機器・分析器・半導体関連装置等精密機器の部
品加工・組立、チタン、ステンレス等の切削加工、
半田付け、ロー付け、溶接等組立

14090-8917011 #製造スタッフ #生産技術 #部品組立 相模原市緑区 1人 https://www.syouwa-seiki.co.jp

14140-9596711 施工管理 川崎市宮前区 2人

14140-9595111 企画営業 川崎市宮前区 2人

14010-36243911 准看護士 相模原市南区 1人

14010-36247211 介護職員（デイサービスケアスタッフ） 相模原市南区 1人

14010-36297811 ショートステイ介護員 相模原市中央区 2人

14010-36360411 介護職 相模原市南区 3人

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
新横浜ミネタビル３階

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）

14150-13484711 技術職（機械系・電気系・ＩＴ系他） 横浜市港北区 3人 https://www.central-eng.co.jp/

14100-7231311 介護職員（フルタイム・夜勤なし） 海老名市 5人

14100-7230011 介護職員 海老名市 5人

14100-7232611 看護職員 海老名市 2人

14140-9519611 営業職【法人営業】（川崎市中原区） 川崎市中原区 1人

14140-9518311 システムエンジニア 川崎市中原区 2人

14140-9516411 プログラマー/川崎市中原区 川崎市中原区 2人

14140-9513811 通信機器プログラム開発システムエンジニア 川崎市中原区 2人

東邦電子（株） 相模原市緑区西橋本２－４－３ 製造業
温度制御系、温度センサ等の温度調節機器、半導体
検査治具（プローブカード）遠隔監視通報装置の製
造・販売

14090-8551811 購買・資材管理 相模原市中央区 1人 http://www.toho-inc.com

14040-11816811 設備管理 横須賀市 2人

14040-11814111 設備管理 秦野市 1人

14010-36076111 ソフトウェアテスト技術者 横浜市中区 2人

14010-36080011 ＬＳＩ・ＦＰＧＡ設計技術者 横浜市中区 2人

14010-36089411 組込ソフトウェア開発技術者 横浜市中区 2人

http://www.kankoh.co.jp

https://www.oohiros.co.jp/

http://sanki-group.com

http://www.chusinkai.net

http://www.eec.co.jp/

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

https//www.hitzesc.jp

http://www.saintc-k.com

http://www.feat-inc.com

https://www.cross-me.co.jp

―

横浜市旭区本宿町７５－２６ サービス業
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

（株）関工テクノシード

Ｈｉｔｚ環境サービス（株）
川崎市川崎区南町１－１
日精川崎ビル８Ｆ

サービス業
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

（株）クロスメディア 相模原市緑区下九沢１７４３－１ 製造業
断熱カバー（ファインジャケット）の製造販売
人工衛星用カバーの製造

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７Ｆ

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

（株）電子工学センター 川崎市中原区上小田中７－６－１７ 情報通信業

オープン・Ｗｅｂ・汎用系など幅広い業種・業務シ
ステムの開発、通信・制御系組込みソフトウェアの
開発および運用・保守。自社パッケージ製品の開
発・販売

（株）ｆｅａｔ
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
サービス業

精密機械器具製造請負、半導体製造装置の製造、電
子部品・ＵＮＩＴ品の組立

製造業相模原市南区麻溝台１－６－１３（株）大浩

（有）エスケーライン横浜
神奈川支店（三紀グループ）

座間市栗原１５８８ 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1,400名）

（株）オート電機 大和市深見西４丁目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。

（株）スキャンインター 川崎市宮前区鷺沼１－１８－１－３０３ 卸売業，小売業
住宅メーカー・個人顧客への輸入キッチン販売、
オーニング販売施工

（社福）中心会 海老名市上今泉４丁目７－１ 医療，福祉
社会福祉法人中心会が国及び地方公共団体の委託・
指定を受けて行っている福祉事業の複合施設です。
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14100-7379511 技術 海老名市 2人

14100-7381611 営業 海老名市 2人

14100-7390911 システム保守 藤沢市 2人

14100-7200911 営業（伊勢原工場） 伊勢原市 2人

14100-7198711 製造（伊勢原工場） 伊勢原市 2人

14100-7197111 設計（伊勢原工場） 伊勢原市 1人

（株）和僑 相模原市緑区橋本３－２９－６ 卸売業，小売業
チケット売買、外貨両替、自動販売機運営、ブラン
ド品・貴金属売買

14090-8940011 店舗運営・販売、営業事務・運営補助

相模原市緑区
東京都新宿区
東京都港区
東京都八王子市

10人 https://www.access-ticket.com

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

http://www.brains-system.co.jp

（株）山崎歯車製作所 厚木市戸田６７４ 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Ｏ
Ａ機器組立装置設計

（株）ブレーンズ・システム 海老名市柏ケ谷４６１－１ 情報通信業

全国のケーブルテレビ局や放送局への収録・編集・
送出システム等を提案し、設計から施工・販売まで
も行う会社で、更にこれらのシステム及び機器の保
守・修理業務も行っている。


