
かながわ正社員就職フェア2021　横浜会場 第二部（９月14日）　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

職種 就業場所 採用人数 企業ホームページ

14160-4908011 金属加工の製造 綾瀬市 3人

14160-4907411 金属加工の営業 綾瀬市 1人

14160-4904811 技術職 綾瀬市 1人

14160-4903711 金属加工品の検査・管理 綾瀬市 1人

井上鋼材（株） 横浜市鶴見区鶴見中央３丁目６－２５ 卸売業，小売業

鋼材販売・加工、土木建材製品販売・施工、一般建
築・鉄骨工事の請負、一般建築工事の設計及び監督
業務、ダンプカーの泥落とし装置「スパッツ」や敷
鉄板の販売・レンタル業・書籍文具販売

14040-12264711 営業職 横浜市鶴見区 5名 http://www.inoue-kouzai.co.jp

14140-9299211 介護職員（横浜市南区）有料老人ホーム 横浜市南区 1人

14140-9408711 介護職員（横浜市鶴見区）有料老人ホーム 横浜市鶴見区 1人

14140-9409811 介護職員（横浜市鶴見区）グループホーム 横浜市鶴見区 1人

14140-9411011 介護職員（平塚市）グループホーム 平塚市 1人

14140-9412311 介護職員（平塚市）有料老人ホーム 平塚市 1人

14140-9414911 介護指導員（平塚市）有料老人ホーム 平塚市 1人

14140-9415111 ケアマネ（平塚市）有料老人ホーム 平塚市 1人

14030-6823811 安全管理スタッフ/地域限定職 横浜市瀬谷区 1人

14030-6833411 フロントスタッフ/地域限定職 横浜市瀬谷区 1人

14030-6837911 クローラクレーン整備組立解体施工管理者 千葉県木更津市 1人

14030-6838111 土木技術者（東京機械センター） 横浜市瀬谷区 2人

14030-6842011 建設機械技術者（東京機械センター） 横浜市瀬谷区 2人

14030-6846111 本社管理部門スタッフ/総合職 横浜市瀬谷区 1人

14090-8641511 製造装置の設計 相模原市南区 2人

14090-8640211 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

14160-4709011 総務事務 大和市 1人

14160-4704711 施工管理 大和市 2人

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。 14010-35676611 タクシー乗務員（川崎） 川崎市川崎区 10人 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59年を迎えた後も、更に
業績を延ばし続けている会社です。

14010-35798611 製造部員 横浜市磯子区 1人 http://www.kamakuraham.com

14010-35679711 管理業務 横浜市旭区 1人

14010-35686111 電気工事士 横浜市旭区 1人

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

14010-37259011 ソフトウェア設計 相模原市南区 2人 http://www.crea-td.com

14110-3341011 介護福祉士 秦野市 6人

14110-3344911 介護職員（日勤常勤） 秦野市 5人

14110-3346711 介護職員（正社員） 秦野市 5人

14110-3352911 介護職員（ナースエイド） 秦野市 5人

14150-13588111 看護助手 横浜市緑区 5人

14150-13615011 看護助手（日勤常勤） 横浜市緑区 5人

14140-9597811 企画営業 川崎市宮前区 2人

14140-9598211 施工管理 川崎市宮前区 2人

（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

―

（医社）三喜会　鶴巻温泉病院 秦野市鶴巻北１－１６－１ 医療，福祉
診療科目は内科・リハビリテーション科・神経内
科・歯科

https://www.sankikai.or.jp/tsurumaki

（医社）三喜会　横浜新緑総合病院 横浜市緑区十日市場町１７２６－７ 医療，福祉
236床　一般病院（うち回復期リハ病棟37床）　内・
外・消・整・脳・眼・婦・循・呼・泌・肛・皮・
放・麻・リハビリ・健診・人間ドック

http://www.shinmidori.com

（株）カタヤマ 大和市つきみ野２丁目１－９ 建設業
分譲・賃貸マンション等集合住宅大規模修繕工事
公・私立学校及び公営住宅等外壁修繕工事

http://www.katayama-square.co.jp

（株）関工テクノシード 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

http://www.kankoh.co.jp

（株）エスシー・マシーナリ 横浜市瀬谷区北町２５－９
不動産業，物品
賃貸業

建設機械レンタル業、建設機械の設計・整備・管
理・設置解体工事 、機械化施工・仮設電気工事の支
援

https://www.sc-m.jp 

（株）大浩 相模原市南区麻溝台１－６－１３ 製造業
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

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

泉工業（株） 綾瀬市深谷上８丁目４－３ 製造業
半導体製造装置・熱風発生装置・食品機械などの金
属製部品の製作及び組み立て
プラズマ処理装置・油回収装置の開発・製作・販売

http://www.izumikg.co.jp/

（株）エクセレントケアシステム　関東支社
川崎市中原区新丸子東２丁目９２６
ナンブハイツ２０１号室

医療，福祉
老人ホーム、グループホーム、訪問事業所、デイ
サービス等

http://www.excare.co.jp
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14140-9266211 特別養護老人ホーム介護職 川崎市麻生区 2人

14140-9268411 地域包括支援センター相談員 川崎市麻生区 2人

14010-34199011 建築施工管理 横浜市西区 3人

14010-34183611 土木施工管理 横浜市西区 3人

14010-34228511 ＣＡＤオペレーター 横浜市西区 3人

14010-35976911 バス運転士
綾瀬市
横浜市旭区
横浜市保土ケ谷区

5人

14010-35978711 バス整備士
綾瀬市
横浜市旭区
横浜市保土ケ谷区

1人

第一生命保険（株）　横浜総合支社
横浜市神奈川区金港町６－６
横浜みなと第一生命ビル４Ｆ

金融業，保険業
生命保険業。個人及び企業向け各種保険・年金商品
の引受。契約保全サービス等の保険料業務及び関連
業務。

― 営業職（未経験可） 横浜市神奈川区 18人 https://www.dai-ichi-life.co.jp/

14120-3742611 足場資材運搬運転手 横浜市旭区 2人

14120-3167411 鳶工・足場組立解体作業員 逗子市 3人

東栄興業（株） 川崎市宮前区犬蔵１丁目１４番２５号 運輸業，郵便業
貨物運輸として、設立後、平成11年５月タクシー部
を設立。58台で営業中です

14140-9281211 タクシードライバー 川崎市宮前区 3人 https://www.toei-taxi.com/

（株）トライアングル 横浜市港北区新羽町１８０７－１ 建設業

一般建築・福祉リフォーム業・マンションリフォー
ム・福祉機器販売金物販売・福祉住環境コンサル
ティング業務。業界未経験の仲間が多く活躍してい
ます。

14150-13668111 介護保険工事の提案と施工 横浜市港北区 2人 http://www.tri-angle.jp

14040-11800511 設備管理（横須賀市） 横須賀市 2人

14040-11798211 設備管理（秦野市） 秦野市 1人

14010-36093711 ソフトウェアテスト技術者 横浜市中区 2人

14010-36097411 ＬＳＩ・ＦＰＧＡ設計技術者 横浜市中区 2人

14010-36101511 組込ソフトウェア開発技術者 横浜市中区 2人

14100-7378211 技術 海老名市 2人

14100-7384711 営業 海老名市 2人

14100-7395511 システム保守 藤沢市 2人

13040-71497511 １２月オープン！/デイ/ケアスタッフ 横浜市神奈川区 1人

13040-71493111 ミモザ横濱紫陽花苑/有料/ケアスタッフ 横浜市瀬谷区 1人

13040-71490311 ミモザ白寿庵大倉山/小規模多機能/ケア 横浜市港北区 1人

13040-71486711 ミモザ横濱紅葉苑/有料/介護/正社員 横浜市戸塚区 1人

13040-71484911 ミモザ横濱楓苑/有料老人/介護/正社員 横浜市戸塚区 1人

14010-37061711 外構工事スタッフ 横浜市港南区 2人

14010-37062811 営業・設計プランナー 横浜市港南区 2人

（医社）横浜育明会　都筑シニアセンター 横浜市都筑区東山田町１３５７ 医療，福祉

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。

14150-13262111 介護職 横浜市都筑区 5人 http://www.tuduki-senior-c.com

ミモザ（株）
東京都品川区南品川二丁目２番５号 ３
階

医療，福祉
「介護サービス」の提供を通じて、社会に貢献する
会社で、ご本人の尊厳とご家族の意志を尊重した丁
寧で温かい介護プランを実践します。

http://www.mimoza-care.jp/

山創建設（株） 横浜市港南区芹が谷１－２６－１０ 建設業
外構・エクステリアの設計施工、住宅リフォーム、
擁壁工事、造園工事、ペットガーデンの作成、ペッ
トイベントへの出展

https://www.yamaso.net

（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
サービス事業

http://www.feat-inc.com

（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・販売までを
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。

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

（株）拓伸
逗子市桜山２－９－３３
クリエイト湘南ビル２Ｆ

建設業

架設工事部　マンション、工場、オフィスビル、一
戸建て、橋梁等の修繕工事に伴う仮設足場の設置、
解体。
建築工事部　一戸建て等新築改修に伴う現場施工管
理

http://www.tobi-takushin.co.jp

Ｈｉｔｚ環境サービス（株）
川崎市川崎区南町１－１
日生川崎ビル８Ｆ

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

https//www.hitzesc.jp

（株）センチュリー工業 横浜市西区西平沼町８－１３ 建設業
総合建設業、土木工事、建築工事、舗装工事、港湾
工事

https://centurykogyo.com

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/

（社福）鈴保福祉会　柿生アルナ園 川崎市麻生区上麻生５－１９－１０ 医療，福祉

特養アルナ園（定員：入所80名、短期２名、通所18
名）
居宅介護支援・地域包括支援
川崎市特養しゅくがわらの運営、柿生保育園の設
置・経営

http://www.arunaen.jp/
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（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

14090-8945711 店舗運営・販売・営業事務・運営補助

相模原市緑区
横浜市西区
東京都新宿区
東京都港区

10人 https://www.access-ticket.com

（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号室

医療，福祉 訪問介護、居宅介護支援、訪問看護、通所介護 14010-35667011 訪問介護員及びケアワーカー

横浜市金沢区
横浜市泉区
横浜市保土ケ谷区
横浜市緑区

4人 ―


