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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）アイ・ディ・エス
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。

14140-9091611 介護職（高齢者グループホーム）

川崎市宮前区
川崎市多摩区
川崎市中原区
川崎市川崎区

2人 http://www.bananaen.com/

（株）アブソルート
横浜市中区太田町６－７９
Ａｂｓｏｌｕｔｅ横濱馬車道ビル

医療，福祉
医療機器の販売・輸出入業、医療機器の修理及びメンテナ
ンス、化粧品・医薬品・医薬部外品の販売・輸出入業、医
療に関する調査・研究・講習会の企画・実施　など

14010-36185411 訪問営業 横浜市中区 1人 https://www.absolute.co.jp

①14010-36223411 介護職員（デイサービス）/岸根公園 横浜市神奈川区 1人

②14010-36224011 介護職員（デイサービス）/希望ヶ丘 横浜市旭区 1人

③14010-36228111 介護職員（デイサービス）/別所 横浜市南区 1人

④14010-36231411 介護職員（デイサービス）/井土ヶ谷 横浜市南区 1人

⑤14010-36234611 保育士/ぴーまん保育園反町 横浜市神奈川区 1人

⑥14010-36235911 保育士/ぴーまん保育園新杉田 横浜市磯子区 1人

14100-7357611 ４ｔトラックドライバー：食品ドライ 座間市 3人

14100-7354411 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築
設備（給排水、空調等）にかかる仕事を大手ゼネコンより
受注し、年間約1,300戸の施工管理業務を35年間続けてい
る会社

14010-34112511 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

14140-9571811 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。

14010-35833411 総合（店舗スタッフ） 横浜市西区 10人 http://ok-corporation.jp

14140-9581511 機械オペレーター 川崎市高津区 1人

14140-9580211 溶接スタッフ 川崎市高津区 1人

14140-9581511 工程設計スタッフ 川崎市高津区 1人

14090-8892211 裁断機操作・ミシン営繕作業 相模原市緑区 1人

14090-8650411 製造スタッフ（断熱材の裁断） 相模原市緑区 1人

（医社）元気会　横浜病院
※出展キャンセル

横浜市緑区寺山町７２９ 医療，福祉
療養型医療施設　（医療・介護）
医療療養病棟、認知症治療病棟、介護医療院

14150-13548711 看護助手 横浜市緑区 5人 http://genkikaiyokohama.jp

（株）検査技研 川崎市川崎区殿町１－１５－３
学術研究，専
門・技術サービ
ス業

非破壊検査業 14040-12476511 非破壊検査員（川崎市） 川崎市川崎区 1人 http://www.kensagiken.co.jp

（株）ジャンボ
横浜市青葉区荏田町１４７４－４
ジャンボビル

情報通信業

ＩＴ技術を活かした販促支援・代行サービスをワンストッ
プで提供。出力印刷・発送、入力集計・データ処理、シス
テム構築、展示会サポート、事務局サポートなど、幅広く
事業を展開しています。

14150-13587911 営業職 横浜市青葉区 1人 https://www.jmb.co.jp

14010-36552511 訪問介護ヘルパー（セントケア横浜） 横浜市南区 1人

14010-36549611 ドライバー兼介護職/訪問入浴（横浜） 横浜市南区 1人

14010-36544211 デイサービス介護員（横浜） 横浜市中区 1人

14010-36553411 ショートステイ/セントケアリハス永田台 横浜市南区 1人

14010-36359811 施設介護スタッフ 横浜市戸塚区 1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）

14150-13601711 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/

（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）

http://sanki-group.com

アンダンテ（株）
①いこい家　岸根公園
②いこい家　希望ヶ丘
③いこい家　別所
④いこい家　井土ヶ谷
⑤ぴーまん保育園　反町
⑥ピーマン保育園　新杉田

横浜市神奈川区六角橋６－２９－１１
コスモ岸根公園１０６

医療，福祉
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

http://www.andante-ink.cpm

（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

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

上代工業（株） 川崎市高津区下野毛１－１１－２３ 製造業
当社はエレベータ部品等の鋼材のレーザー加工製缶・溶
接・機械加工・塗装等を工場内で作業する会社です

http://www.kamishiro.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

http://www.saintc-k.com
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第一交通（株）　横浜営業所 横浜市中区本牧十二天３－１３ 運輸業，郵便業
北九州に本社を構える第一交通グループの一員です。第一
交通は北海道から沖縄まで全国でタクシーを中心に旅客運
送事業を展開している大手タクシー会社です。

14010-35764611 タクシー乗務員（養成） 横浜市中区 1人 http://www.daiichi-koutsu.co.jp/

14010-34868311 建築営業職 横浜市南区 2人

14010-34866411 建築営業職 横浜市旭区 2人

14140-9509011 営業職【法人営業】（川崎市中原区） 川崎市中原区 1人

14140-9506211 システムエンジニア 川崎市中原区 2人

14140-9504711 プログラマー/川崎市中原区 川崎市中原区 2人

14140-9501611 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

東都東タクシー（株） 港北営業所 横浜市都筑区東山田４丁目４１－２２ 運輸業，郵便業
一般乗用旅客自動車運送事業（タクシー、ハイヤー事業）
都内有数の所有台数を有する業界大手です。「ハイグレー
ド車」・「ハイブリッド車」を導入しています。

14150-14386611 タクシー乗務員/隔勤未経験【氷河期限定】 横浜市都筑区 5人 http://www.toto-motors.co.jp/

東日電設（株） 川崎市多摩区中野島３－２０－２０ 建設業 鉄道信号保安設備の施工・保守・管理 14140-9126811 鉄道電気・土木工事作業員 川崎市多摩区 10人 http://www.tonichidensetsu.co.jp

14040-12987611 製鉄所の工事監督業務 川崎市川崎区 1人

14040-12986311 営業職/電機・制御機器の販売ルート営業 川崎市川崎区 1人

14040-12989111 県下・首都圏の工事監督業務 川崎市川崎区 1人

（株）花和産業
横須賀市野比３－３０－２６
ＮＮビル２０１

建設業
横須賀市などの公共工事の土木・建築工事の工事管理。
最近では、ＤｅＮＡベイスターズの練習場の工事を行い、
湘南エリアにも活動を広めています。

14050-4594711 現場監督（土木・建築） 横須賀市 2人 http://www.hanawasangyo.co.jp

14040-12509011 経理スタッフ 川崎市川崎区 1人

14040-12504711 介護スタッフ（資格不問） 川崎市川崎区 2人

14040-12507511 住宅型有料老人ホーム　生活相談員 川崎市川崎区 1人

14040-12506211 施設運営管理者候補 川崎市川崎区 1人

14040-12505811 介護スタッフ 川崎市川崎区 2人

（株）フロンティアポート
横浜市港北区新横浜１丁目１７－１２
インテリックス新横浜ビル８階

情報通信業 ソフトウェア開発及びシステム保守、運用業務 14150-13591411 システムエンジニア（ＳＥ） 横浜市港北区 5人 https://www.fpcom.jp/

（株）ベストライフ神奈川
東京都新宿区西新宿２－６－１
新宿住友ビル２９階

医療，福祉
有料老人ホームの建設、企画、販売、運営、管理及び当該
事業に関わる一切の事業

13080-47457311 介護職/ベストライフ横浜 横浜市西区 2人 http://bestlife-job.jp/

14100-7208311 営業（伊勢原工場） 伊勢原市 2人

14100-7206411 製造（伊勢原工場） 伊勢原市 2人

14100-7201111 設計（伊勢原工場） 伊勢原市 1人

①14010-33694811 介護員 横浜市南区 3人

②14010-33561611 介護員 横浜市南区 2人

③14010-33569011 介護員 横浜市中区 2人

④14010-33582511 介護員 横浜市南区 3人

⑤14010-33607311 介護員 横浜市保土ケ谷区2人

14030-6886311 印刷機・加工機オペレーター 横浜市戸塚区 2人

14030-6941911 営業 横浜市戸塚区 1人

大東建託（株）　横浜西支店
横浜市旭区二俣川２－５０－１４
コプレ二俣川９階

建設業
土地活用の企画・立案から賃貸物件の設計・施工・賃貸物
件の入居者斡旋・運営・管理までの土地活用のトータル・
サービス

http://www.kentaku.co.jp

八巧機電設備（株） 川崎市川崎区鋼管通５－４－２ 卸売業，小売業

機器の販売、電気・空調・給排水衛生工事、システム設
計、点検メンテナンスの４事業でお客様に頼りにされてい
ます。三菱電機の正規特約店で、小さい会社ですがお客様
からの信頼が高い会社です。

http://www.hakkokiden.co.jp

（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

http://www.eec.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ＯＡ機器
組立装置設計・制作

https://www.yamatech.co.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１００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）横浜リテラ 横浜市戸塚区上矢部町１９６５－４ 製造業 紙器製造、印刷全般 http://www.yokohamalitera.com

（社福）横浜社会福祉協会
①救護施設　清明の郷
②特別養護老人ホーム 横浜市天神
ホーム
③特別養護老人ホーム 本牧ホーム
④特別養護老人ホーム 南太田ホーム
⑤特別養護老人ホーム 梅の木ホーム

横浜市南区浦舟町三丁目４６番地 医療，福祉

社会福祉法、介護福祉法に基づく福祉施設です。特別養護
老人ホーム、ショートステイ、入浴など、地域の老人福祉
の拠点の１つとして、質の高いサービスを提供しておりま
す。

http://www.yoko-fukushi.or.jp/


