
かながわ正社員就職フェア2021　藤沢会場（９月18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

①14080-9833011 介護職員（デイサービス）/材木座 鎌倉市 1人

②14080-9836911 介護職員（デイサービス）/北鎌倉 鎌倉市 1人

③14080-9837111 介護職員（デイサービス）/今泉 鎌倉市 1人

14160-4944911 技術職 綾瀬市 1人

14160-4949511 金属加工品の検査・管理 綾瀬市 1人

14160-4950311 金属加工の営業 綾瀬市 1人

14160-4953111 金属加工の製造 綾瀬市 3人

伊豆箱根交通（株） 静岡県三島市大場３００ 運輸業，郵便業
伊豆箱根鉄道系列タクシー専業会社。
＊車両281両、県下最大規模。
タクシー事業を通し静岡県の移動を50年以上支えて参りました

22050-04543711 タクシー乗務員 小田原市 10人 http://www.izuhakone.co.jp/taxi

14100-7762811 ４ｔトラックドライバー：食品ドライ 座間市 3人

14100-7764511 ４ｔトラックドライバー：食品チルド 座間市 3人

14140-9416711 介護職員（平塚市）有料老人ホーム 平塚市 1人

14140-9417811 介護職員（平塚市）グループホーム 平塚市 1人

14140-9418211 介護指導職（平塚市）有料老人ホーム 平塚市 1人

14140-9420311 ケアマネ（平塚市）有料老人ホーム 平塚市 1人

14080-9961411 一般事務 茅ヶ崎市 1人

14080-9962011 清掃スタッフ 茅ヶ崎市 1人

14030-6799911 土木工事/未経験者歓迎 横浜市戸塚区 3人

14030-6801011 土木施工管理 横浜市戸塚区 3人

コーワテック（株） 高座郡寒川町一之宮５－１８－１８ 製造業
放送中継車、電源車等の特種自動車のボデー架装。油のリサイク
ル装置販売及び水環境整備処理剤販売

14080-9785511 特装車製造 寒川町 1人 ―

三和工業（株） 藤沢市遠藤２９８－５ 建設業
河川・道路工事・下水道工事・上水道工事・造成工事の請負・施
工管理

14080-9784211 土木技術者・見習い 藤沢市 2人 http://www.sanwa-kougyou.com

14080-9936211 介護ケアスタッフ／小坪デイサービス 逗子市 1人

14080-9942711 介護ケアスタッフ／ホームフレンド湘南台 藤沢市 1人

14080-9945511 介護ケアスタッフ／ホームフレンド浜竹 茅ヶ崎市 2人

14080-9947011 介護ケアスタッフ／ホームフレンド辻堂 藤沢市 1人

14080-9949611 介護ケアスタッフ／ホームフレンド藤沢 藤沢市 1人

14080-9951211 介護ケアスタッフ／ホームフレンド辻堂 藤沢市 1人

14080-9954011 介護ケアスタッフ／ホームフレンド浜竹 茅ヶ崎市 3人

14140-9271111 地域包括支援センター相談員 川崎市麻生区 2人

14140-9273811 特別養護老人ホーム介護職 川崎市麻生区 2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）

14150-13599211 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/

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。

14010-35772611 タクシー乗務員（養成） 横浜市中区 1人 http://www.daiichi-koutsu.co.jp/

14120-3741311 足場資材運搬運転手 横浜市旭区 2人

14120-3739211 鳶工・足場組立解体作業員 逗子市 3人

（株）ナンバーワン・クラブ
※出展キャンセル

― ― ― ― ― ― ― ―

14040-11775011 設備管理（横須賀市） 横須賀市 2人

14040-11770711 設備管理（秦野市） 秦野市 1人

14010-36158811 ソフトウェアテスト技術者 横浜市中区 2人

14010-36160011 ＬＳＩ・ＦＰＧＡ設計技術者 横浜市中区 2人

14010-36161311 組込ソフトウェア開発技術者 横浜市中区 2人

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。

13040-71449311 【ミモザ湘南台新館】有料/ケア/正社員 藤沢市 1人 http://www.mimoza-care.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/

アンダンテ（株）
①いこい家　材木座
②いこい家　北鎌倉
③いこい家　今泉

①鎌倉市雪ノ下６３６－１０
立花大倉ビル
②鎌倉市小袋谷２－１７－２
第２サニーハイツヒライ１０２
③鎌倉市岩瀬１－１７－５
アオパレス大船１階

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、放課後等デイサービス、障がい者専門在宅サービ
ス、企業主導型保育事業

http://www.andnte-inc.com

（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 

（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

（株）神奈川フェンス土木 横浜市戸塚区汲沢町３０２ 建設業
高速道路を中心とした環境対策工事（遮音壁・動物保護・
自然保護）安全対策工事（防護柵・立入防止柵）
標識、各種フェンス工事、一般土木工事（急傾斜地対策ほか）

https://www.kanafen.co.jp 

（株）エフ・エム・シー 茅ヶ崎市茅ヶ崎２３３－５
サービス業（他に
分類されないも
の）

清掃業
総合ビル管理業、包材販売　他

―

（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/

（有）湘南ホームフレンド
藤沢市辻堂神台１－３－３９
オザワビル８階

医療，福祉
訪問介護・居宅介護支援・福祉用具貸与・販売・通所介護・グ
ループホーム・小規模多機能型居宅介護支援

―

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）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

（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
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14100-7222011 営業（伊勢原工場） 伊勢原市 2人

14100-7219711 製造（伊勢原工場） 伊勢原市 2人

14100-7217911 設計（伊勢原工場） 伊勢原市 1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

14150-13274511 介護職 横浜市都筑区 5人 http://www.tuduki-senior-c.com

14030-6888911 印刷機・加工機オペレーター 横浜市戸塚区 2人

14030-6942111 営業 横浜市戸塚区 1人

（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）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


