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株式会社ハッソー https://www.hasso.co.jp 経理・一般事務
●給与・残業の計算（タイムカードあり）●入金・出金の仕訳伝票作成●電話応対、社内清掃

など一般事務
14160-03212021 1416-001489-7 こん包業 242-0002 神奈川県大和市つきみ野２丁目６番地 242-0002 神奈川県大和市つきみ野２丁目６番地

※ＷｏｒｄやＥｘｃｅｌなど

のＰＣ基本操作

試用期間あ

り
３ヶ月 180,000円～210,000円

ダイレクトメール封入発送作業カタログ・教科

書他、梱包発送作業

地域の方々とふれあいの場になればと毎月第３日曜日にサンデーマー

ケットを開催。今後はお子様が安心して楽しめるイベントも考えてい

ます。また社員が充実した日々を送れるよう努めております。

代表取締役社

長
片岡靖尋 大和公共職業安定所

株式会社関本組厚木事業所
http://www.sekimotogumi.

co.jp/
機械の運搬・設置業務（重量鳶）

・国内大手工作機械メーカー様の製品をエンドユーザー様の工場へ輸送し、実際に使用できる

よう設置・組立・調整等を行います。

・多数の超重量物用の重機、トレーラー、トラックを保有しております。高い技術力、職人の

技、最新の重機を決集して、我々に取扱いが出来ない機械重量物はありません。・業務に必要

なクレーン等の技能資格は会社負担で取得できます。

一生ものの技術が身につきます。・未経験でも構いません、是非応募して下さい。

14100-05474121 1410-101282-3 特定貨物自動車運送業 243-0023 神奈川県厚木市戸田７１３－２ 243-0023 神奈川県厚木市戸田７１３－２
試用期間あ

り
３ヶ月 250,000円～450,000円

貨物自動車運送事業全国８事業所に展開してい

ます（厚木、川崎、横浜、栃木、岩手、石川、

静岡）

一流工作機械メーカーの機械の運搬据付業当社は創立５０余年の、関

東では指折りの重量物取扱い、機械器具設置業の会社です。
代表取締役 野寺忠 厚木公共職業安定所

株式会社デルタエンジニアリング

https://www.delta-

group.co.jp/delta-

engineering/

人材コーディネーター／横浜市西区

技術系人材コーディネータ

担当エリアは神奈川を中心としたメーカー及びＩＴ系の会社になります。求人内容をヒアリン

グし、該当する求職者をご提案。対象となる職種は機電系、化学系、ＩＴ系の研究、開発、生

産管理、保守、サービスエンジニアが中心になります。

13010-49112021 1301-572256-1 その他の専門サービス業 100-0006
東京都千代田区有楽町１丁目７－１有

楽町電気ビルヂング北館６Ｆ
220-0004

神奈川県横浜市西区北幸１－１１ー１５横

浜ＳＴビル４Ｆ当社横浜営業所

基本的なＰＣスキル（Ｅｘｃ

ｅｌ、Ｗｏｒｄ）

試用期間あ

り
３ヶ月 180,000円～230,000円

技術系人材サービス及び経営コンサルテイング

業１３－ユ－０１０９４７

大手メーカーを中心として、研究・開発・設計などの派遣・請負・受

託業務並びに、取引先への正社員紹介・紹介予定派遣を全国展開で

行っている、技術系人材サービスの会社です。

代表取締役 北島直行 飯田橋公共職業安定所

日本エヌ・シー・エイチ株式会社 http://www.nchjapan.com 営業／神奈川県／直行直帰

製造工場などの機械・設備に使用するメンテナンス剤を販売する提案営業です。ご自宅より直

行直帰のスタイルですので出社の必要はありません。当社のメンテナンス剤を用いて、お客様

のコスト削減や環境保全のお手伝いをするお仕事です。

13010-48015421 1301-581510-0 化学製品卸売業 101-0047
東京都千代田区内神田２－５－１大手

町ＮＳビル２Ｆ
000-0000 神奈川県内

基本的なＰＣ操作（ＷＯＲ

Ｄ・ＥＸＣＥＬ）

試用期間あ

り
６ヶ月間 200,000円～200,000円

外資系化学剤メーカー（電気・電子機器洗浄

剤・水処理剤・バイオ製剤・脱脂洗浄剤・防錆

剤・潤滑剤等の製造、販売、アフターサービ

ス）

１９１９年アメリカで誕生し現在世界６０ヶ国で１万人の営業員が活

躍する業界のリーディングカンパニーＮＣＨグループの日本法人で

す。研究開発・製造・販売を一貫して自社で行っています。

代表取締役社

長

ウオルター・

エム・レヴィ
飯田橋公共職業安定所

株式会社総和建設 建設業管理事務
パソコンを使用してゼネコン対応の書類作成、社内の資料作成を行っていただきます。その他

能力の向上に伴い専門的な内容の仕事も増えます。
14100-05414321 1410-613922-2 大工工事業 243-0211 神奈川県厚木市三田３２８２－２ 243-0211 神奈川県厚木市三田３２８２－２

試用期間あ

り
３ヶ月 180,000円～180,000円 型枠大工事業

会社の業務内容は建物の基礎構造部分を製作していく時の型枠工事業

です。社員は平均年齢２０歳台の若者が活躍しています。安定成長し

ている当社で共に働く従業員を求めています。

代表取締役 依田弘治 厚木公共職業安定所

一般財団法人京浜保健衛生協会 https://www.keihin.gr.jp/ 一般事務（企画事務）

◆健康診断スタッフやレントゲン車を手配している部門での業務・アルバイトスタッフのスケ

ジューリング・勤怠システムへの入力・スケジュールシステムへの入力・健康診断スタッフへ

の地図作成～発送・レントゲン車配車計画等※ＰＣ作業がメインとなります。ＰＣ得意な方歓

迎

14140-05980621 1414-102141-6 医療に附帯するサービス業 213-0034
神奈川県川崎市高津区上作延８１１－

１
213-0034 神奈川県川崎市高津区上作延８１１－１

試用期間あ

り
３ヶ月 160,000円～200,000円

健康診断並びに調査研究指導及び診療【会社案

内に地図あり・川崎北所】

◆内閣府認可の公益法人。京浜メディカルグループを形成し、病院、

臨床検査機関等があり、当協会も診療所を併設している。
理事長 矢作淳 川崎北公共職業安定所

関野運輸株式会社
http://www.sekinounyu.co

m
一般事務（貿易事務）

貿易事務の仕事です。具体的な仕事内容は貨物輸出入時の通関書類の作成及び通関準備や船積

書類（Ｂ／Ｌデータ作成）作成業務や保税倉庫からコンテナヤードや倉庫へのトラック運送手

配、危険品貨物の申請業務や船会社・航空会社へのブッキング、船腹スペース予約代行業務等

です。主に電話やメールでのやり取りになります。パソコンは基本的な（エクセル・ワード・

メール）操作ができる方希望です。未経験からの人も多数就業していますので応募可能です。

※普通自動車運転免許あれば尚可

14010-23141221 1401-000720-4 港湾運送業 231-0005
神奈川県横浜市中区本町２－２２京阪

横浜ビル６Ｆ
231-0005

神奈川県横浜市中区本町２－２２京阪横浜

ビル６Ｆ

パソコン基本的な操作（エク

セル・ワード・メール）

試用期間あ

り
６ケ月 187,500円～250,000円 通関業、一般港湾運送事業

当社は時代のニ－ズにマッチした輸出入を取り扱っている通関業並び

に一般港湾運送事業を行っています。
代表取締役 須之内茂教 横浜公共職業安定所

シンヨー株式会社 https://www.sinyo.com
営業職（本社リニューアル部）／手当が充

実！

マンションの大規模修繕工事における営業全般＊新規および既存営業＊社内事務処理＊積算・

見積など
14040-08092021 1404-202875-4 塗装工事業 210-0858 神奈川県川崎市川崎区大川町８－６ 210-0858 神奈川県川崎市川崎区大川町８－６

ワード（文書作成）やエクセ

ル（表作成）基本操作スマー

トフォンやタブレット端末の

基本操作

試用期間あ

り
３ヶ月 245,000円～350,000円

塗装・建築・機械・リフォーム公害対策エンジ

ニアリング

創業以来、順調に業績を伸ばし塗装業から始めた仕事も現在建築・機

械・リフォーム分野にも進出
代表取締役 中尾祐輔 川崎公共職業安定所

シンヨー株式会社 https://www.sinyo.com
営業職（本社営業部）／年間休日１２５日

／手当が充実！

マンションの大規模修繕工事における営業全般＊新規および既存営業＊社内事務処理＊積算・

見積など
14040-08093721 1404-202875-4 塗装工事業 210-0858 神奈川県川崎市川崎区大川町８－６ 210-0858 神奈川県川崎市川崎区大川町８－６

ワード（文書作成）やエクセ

ル（表作成）基本操作スマー

トフォンやタブレット端末の

基本操作

試用期間あ

り
３ヶ月 245,000円～350,000円

塗装・建築・機械・リフォーム公害対策エンジ

ニアリング

創業以来、順調に業績を伸ばし塗装業から始めた仕事も現在建築・機

械・リフォーム分野にも進出
代表取締役 中尾祐輔 川崎公共職業安定所

昭和電子工業株式会社 http://www.showa-ele.jp 設計業務アシスタント 図面整理、製造銘板の発行、宅配便受付管理、その他。 14090-06230121 1409-003362-1
発電用・送電用・配電用電気機械器具製

造業
252-0329

神奈川県相模原市南区北里２丁目９－

９
252-0329 神奈川県相模原市南区北里２丁目９－９

Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄが使い

こなせる。

試用期間あ

り
３ヶ月 180,000円～220,000円

主に鉄道事業者の変電所で使用する計測装置の

設計・製造・販売を行なっている会社です。販

売後のメンテナンス等の現場作業・工事につい

弊社の製品は鉄道の変電分野で幅広く支持され創業以来約４０年の実

績があります。製品開発に当たっては、電力専門分野、マイコン周辺

のハード・ソフトの開発に携われます。

代表取締役 筒井昌昭 相模原公共職業安定所

ＳｍｉｌｅＳｅｅｄ事業協同組合
http://smileseed-

hyogo.com

正社員：技能実習生監理組合での事務（三

浦支部）

◆海外からの外国人実習生の受入管理業務を行うお仕事です。＊実習生を受け入れる企業のお

手伝い受け入れに必要な書類の作成、事務所と連絡を取り、情報収集といった事務作業等事務

所での作業がメインになります。事務所とのコミニュケーションも大切なお仕事です。

28050-10914621 2805-623167-2 事業協同組合（他に分類されないもの） 670-0965
兵庫県姫路市東延末５－４７井上ビル

２階
238-0243 神奈川県三浦市三崎５丁目２４５－７

エクセル・ワード書類作成程

度

試用期間あ

り
３ヶ月 200,000円～220,000円 外国人技能実習生受け入れ事業

労働者人口の減少により、今後外国人技能実習生の受け入れ増加が予

想されます。需要が高まり事業の成長が見込まれます。社員研修も充

実しており、安心して働くことができます。

代表理事 正林淳生 姫路公共職業安定所

株式会社リフテック https://liftec.jp ルート営業（関東）

＊エリア：関東地方（中部方面あり）既存のお客様に向けて定期点検加入・買い替えなどの

ルート営業を担当して頂きます主に電話での業務になります※応募を希望される場合は、ハ

ローワークの窓口にて、紹介状の交付を受けてください。

34030-03415821 3403-613460-5 その他の無店舗小売業 737-0933 広島県呉市焼山桜ヶ丘１－１１－１２ 216-0002
神奈川県川崎市宮前区東有馬３－２２－８

サンハイツ１０１「関東営業所」
エクセル・ワードの基本操作

試用期間あ

り
４ヶ月 250,000円～600,000円

昇降機販売・取付、福祉用品の販売・レンタ

ル、訪問看護事業、車両販売事業
’０７年３月創業、全員が経営者の考えを持つ若々しい会社 代表取締役 谷本忠士 呉公共職業安定所

たにした会計事務所（谷下祥春） http://tanishita-kaikei.net 税務・会計業務の補助
・顧問先の巡回監査・会計入力、申告書作成の補助・税務相談、経営指南＊未経験者歓迎で

す。サポート体制もそろっております。
14090-06091521 1409-617544-8 公認会計士事務所，税理士事務所 252-0325

神奈川県相模原市南区新磯野１丁目２

７－２
252-0325

神奈川県相模原市南区新磯野１丁目２７－

２

試用期間あ

り
３ヶ月 230,000円～300,000円

相模原市に拠点を置き、近隣地域で税務会計業

務を行っている会計事務所です。当法人のコン

セプトは地域密着です。地域活動を支えてこそ

顧問先と我々従業員が皆一緒に同じ速度で成長し、また、そのような

お手伝いができたら良いなという思いで、がんばって笑顔で皆が働い

ている会社です。

代表 谷下祥春 相模原公共職業安定所

株式会社Ｇ＆Ｇ厚木営業所
http://www.give-and-

give.com/
派遣スタッフの労務管理・サポート

人材不足でお困りの企業様、お仕事探しでお困りのスタッフさんの力になるお仕事です。派遣

スタッフさんの労務管理やサポートを行い、働きやすい環境づくりをお願いします。・スタッ

フさんにお仕事のご紹介をし、職場見学や入社初日に同行します。・スタッフさんが派遣先に

入社した後もアフターフォローを行います。時にはお悩みを聞いて一緒に解決してあげること

もあります・新規営業は行いませんが、以前に取引のあった企業様に弊社の人材サービスにつ

いてご説明をすることがあります。

14100-05122421 1410-617557-7 労働者派遣業 243-0014
神奈川県厚木市旭町１－２２－２０ハ

ラダ旭町ビル７Ｆ－Ａ
243-0014

神奈川県厚木市旭町１－２２－２０ハラダ

旭町ビル７Ｆ－Ａ

試用期間あ

り
２か月 160,000円～160,000円

企業様の人材不足の解決や、求職者様のお仕事

探しをサポートする人材総合サービス会社で

す。人材派遣・人材紹介を中心に、外国人材の

提案や、企業の採用部門の運用代行などを行っ

ています。

全国に２５拠点展開し、「企業」と「人」の懸け橋となるよう成長を

続けています。「明日を優しさと笑顔で満たす」企業でありたいとい

う思いのもと、マッチングのプロとして尽力しています。

代表取締役 正橋晋一郎 厚木公共職業安定所

高幸建設株式会社
http://www.takako-

kensetsu.co.jp/
事務、経理

データ入力やサポート業務を担当していただきます。簿記の知識と経験がある方が望ましいで

すが、他の分野を専門とされていた方でも丁寧に指導いたしますので、簿記の基本的理解があ

れば問題ありません。社内・社外関係者との連携も多いので、コミュニケーション力があり、

人と一緒にプロジェクトを進めていくことが好きな方に向いています。少数精鋭で業務を行っ

ているため、将来的には幹部にと、考えております。男性の多い職場でパワフルに日々業務を

遂行しております。

14120-02329221 1412-000706-4 一般土木建築工事業 249-0005 神奈川県逗子市桜山４－７－５ 249-0005 神奈川県逗子市桜山４－７－５ エクセル、ワード
試用期間あ

り
３ケ月 200,000円～250,000円 一般土木作業・シールド作業・保線作業

鹿島建設（株）、西武建設（株）、ユニオン建設（株）の協力会社と

して、又、神奈川県のＡ級業者として安定した工事量を保持してい

る。

代表取締役 岡川直 横浜南公共職業安定所

株式会社日本電工 http://www.nichiden.co.jp 営業職（横浜営業所）

◆企画営業取引先に向け、ＬＥＤ・電気自動車ＥＶサービスを提案することがあなたのミッ

ションです。▼一人立ちするまで責任をもって指導していきます。▼個人宅への営業は一切あ

りません▼目標はありますが、ノルマはありません。＊未経験者も大歓迎です。今まで営業経

験がない方は是非チャレンジして下さい！

27130-06087221 2713-402456-9 電気工事業 573-0163
大阪府枚方市長尾元町５－１－８ＮＤ

ビル２Ｆ
222-0033

神奈川県横浜市港北区新横浜２丁目１２－

３成田ビル８Ｆ関東支店・横浜営業所

試用期間あ

り
１～３ケ月 221,000円～341,000円

大手企業オフィス、店舗、工場、官公庁舎など

の工事を多く手がけています。最近ではＬＥＤ

／電気自動車ＥＶなど最新工事に着手してお

り、今の時代のニーズに合ったものが中心と

なっています。

あちこちでエコがささやかれている今、右肩上がりに業績を伸ばして

います！■年間休日１２０日以上」■誕生日休暇あり■「選べる勤務

地」働きやすさが自慢です！

代表取締役 草野昌一 枚方公共職業安定所

ＪＡＰＡＮＣＡＲＳ株式会社 www.japancars.co.jp 経理事務・人事・総務／川崎市川崎区 中古車購入輸出業務経験者欠員の為急募中古車販売経験者大歓迎※初心者も大歓迎 14040-07369421 1404-620318-3 自動車小売業 210-0831 神奈川県川崎市川崎区観音１－５－４ 210-0831
神奈川県川崎市川崎区観音１－５－４川崎

駅よりバス観音１丁目バス停下車徒歩２分

ＰＣ入力（英語出来れば尚

可・簡単な翻訳あり）

試用期間あ

り

３ヶ月もしく

は６カ月
200,000円～300,000円

全国のオークション会場の中古車を購入し、輸

出をしています。
急成長している会社です。社員層は２０代から４０代が主です。 代表取締役

オン・ゴオ

ン・ハン
川崎公共職業安定所

株式会社住まいの広場 www.sumainohiroba.com
不動産仲介営業／月給３０万スタート未経

験から収入アップ

興味を持ってくださったお客様へ不動産仲介の反響営業具体的には・お問い合わせ頂いたお客

様対応。１００％反響営業です。・予算、エリア、希望条件のヒアリング・物件の現地案内・

条件の整理や資金計画の提案等の商談・契約、ローン等の各種手続き営業の特徴・集客は広告

部が担当。お客様対応に集中できます・マッチングメールやマーケティングオートメーション

等最新技術で、スピード感を持ってお客様対応が可能・オンラインで接客・案内ができるよう

ＩＴツールを導入

14090-05808921 1409-613374-0 不動産代理業・仲介業 252-0231
神奈川県相模原市中央区相模原４丁目

６－１６
252-0231

神奈川県相模原市中央区相模原４丁目６－

１６

試用期間あ

り

経験により最

長６ケ月間
250,000円～350,000円

不動産の賃貸、売買、仲介、コンサルタント業

不動産投資業、投資顧問業、住宅リフォーム、

好調な業績を続ける中、体制強化と人材の育成

を見据えた採用

収入が働きやすさに本人も家族も満足！職場環境作りに費用と労力は

惜しみません！当社が目指すのはお客様と社員の幸せを叶える企業。
代表取締役 齋藤幸夫 相模原公共職業安定所

有限会社モトフット http://www.motofoot.co.jp 販売員【急募】【トライアル併用】

○オートバイの車両販売・部品の店頭販売及びネット販売・国内外のオートバイを扱っていま

す。・スズキ、ホンダ、ヤマハ、カワサキ、ハーレー、ＢＭＷ、トライアンフ等様々な車両に

携われます。※途中で整備スタッフへの職種変更も可能です。※二輪品質評価者、損害保険募

集人資格取得出来ます。

14090-05848621 1409-103517-1 自動車小売業 252-0334
神奈川県相模原市南区若松２－１９－

５
252-0334 神奈川県相模原市南区若松２－１９－５

試用期間あ

り
１～３ヶ月 200,000円～391,800円

オートバイの整備、車検、タイヤ交換、販売、

レンタルバイク、レッカー、ネット販売。関東

運輸局指定工場２－１３１３認証工場２－４５

９８

私達モトフットはバイクに乗る全ての人が安心、安全、快適にオート

バイライフを過ごせるよう、全力を尽くします。地元密着で３５年！

親切、丁寧、一生懸命な対応をモットーに一台一台仕上げます

代表取締役 佐藤晶三 相模原公共職業安定所

医療法人社団博陽会
http://www.otakeganka.co

m/
受付・検査員（古淵）

◎眼科クリニックでの勤務です。カルテ作成、診療報酬請求業務、電話対応、視力検査、検査

機器の操作、患者様誘導などをご担当して頂きます。基礎研修で、病気の知識、薬の名称、保

険制度について学んで頂きます。未経験の方でも専門的な知識を身につけることができます。

県外にも複数の眼科クリニックがあり、キャリア形成希望の場合は医院のマネージャーを目指

すことも可能です。

14090-05981721 1409-107076-8 一般診療所 252-0344
神奈川県相模原市南区古淵２－１６－

１５マスカットビル２階
252-0344

神奈川県相模原市南区古淵２－１０－１

【古淵医院】

試用期間あ

り
３ヶ月 151,000円～151,000円 眼科診療、メガネ・コンタクトの検査

最高水準の医療技術と設備で、職場環境も整備されており、福利厚生

面も充実しています。働きやすい環境で親切に指導します。
理事長 大竹博司 相模原公共職業安定所

医療法人社団博陽会
http://www.otakeganka.co

m/
受付・検査員（つきみ野）

◎眼科クリニックでの勤務です。カルテ作成、診療報酬請求業務、電話対応、視力検査、検査

機器の操作、患者様誘導などをご担当して頂きます。基礎研修で、病気の知識、薬の名称、保

険制度について学んで頂きます。未経験の方でも専門的な知識を身につけることができます。

県外にも複数の眼科クリニックがあり、キャリア形成希望の場合は医院のマネージャーを目指

すことも可能です。

14090-05984521 1409-107076-8 一般診療所 252-0344
神奈川県相模原市南区古淵２－１６－

１５マスカットビル２階
242-0001

神奈川県大和市下鶴間５２１－８つきみ野

メディカルセンター２Ｆつきみ野医院

試用期間あ

り
３ヶ月 151,000円～151,000円 眼科診療、メガネ・コンタクトの検査

最高水準の医療技術と設備で、職場環境も整備されており、福利厚生

面も充実しています。働きやすい環境で親切に指導します。
理事長 大竹博司 相模原公共職業安定所

株式会社川島製作所 https://www.kmco.co.jp/ 営業職

当社製品の企業向け営業です。得意先の業界は通信、自動車、宇宙開発、医療、大学・研究機

関など様々で、大手企業の事業部もあります。主な訪問先は神奈川、東京、関東圏です。当社

は基本的には一部の自社開発カタログ品・規格品を除き、得意先の開発製品向け部品の受託生

産が主で、得意先のニーズ、引き合い図面の獲得を行っていただきます。既存得意先で慣れて

いただいたら、新規顧客開拓、展示会での売り込み、生産工場との納期調整、プロジェクトの

進捗管理等業務範囲を広げていただきます。入社後は当面先輩社員に同行し、保有技術、工業

系の知識も含めＯＪＴ教育となります。業務上、社用車（ＡＴ車）の運転が必要となります。

※経験不問です。

14140-05218821 1414-000040-4 電子デバイス製造業 214-0031
神奈川県川崎市多摩区東生田１丁目３

－５
214-0031 神奈川県川崎市多摩区東生田１丁目３－５

Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ、出来

ればＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔの

操作。

試用期間あ

り
３ヶ月 180,000円～250,000円

電気通信機器用同軸コネクタ及び光コネクタ、

通信デバイス関連部品、自動車部品、空調用部

品、宇宙開発・衛星搭載部品、医療機器部品等

の製造。また、強みとしてこれら部品の自社内

めっき実施。

創業９７年目の精密金属部品製造会社で、川崎本社の他、東北にグ

ループ工場５箇所保有。職場雰囲気はアットホームで、科学技術の発

展や豊かな社会づくりに貢献できるやりがいのある仕事です。

代表取締役 川島健二 川崎北公共職業安定所

関東スターワークス株式会社横浜テクニカルセ

ンター
http://www.star-w-k.com 採用サポート

弊社人事部にて採用業務を担当頂きます。【主な業務内容】・応募者の問い合わせ対応・面接

設定、実施・営業と連携しての求人作成・各種データ更新・採用関連に関するスケジュール管

理採用関連の業務経験や事務や営業等の実務経験が有れば、歓迎致しますが、経験が無くても

入社後研修致します。

14010-20385721 1401-618958-1 労働者派遣業 221-0056
神奈川県横浜市神奈川区金港町１－４

横浜イーストスクエア３階
221-0056

神奈川県横浜市神奈川区金港町１－４横浜

イーストスクエア３階当社横浜テクニカルセ

ンター

エクセルやワードなどの代表

的なオフィスソフトを使用し

ます。

試用期間あ

り
６ヶ月 208,588円～260,752円

関東地域に根差した技術集団として、多様な分

野（機械・電気・電子・情報・化学）における

最先端の研究・開発・設計支援事業を展開して

おります。派１４ー３０１５０２

技術を通じて地域企業・社会の発展に貢献することを企業理念とし、

多様なジャンルの開発・設計・生産技術等のプロジェクトに取り組ん

でいます。社員の技術力向上の為、研修制度がございます。

代表取締役 飯田仁也 横浜公共職業安定所

ＪＡＰＡＮＣＡＲＳ株式会社 www.japancars.co.jp 総合事務員／川崎市川崎区
事務経験チャット対応事務処理簡単な経理など日本語の他に、英語又は中国語のどちらかがで

きる方（広東語の方尚可）
14040-07199521 1404-620318-3 自動車小売業 210-0831 神奈川県川崎市川崎区観音１－５－４ 210-0831

神奈川県川崎市川崎区観音１－５－４川崎

駅よりバス観音１丁目バス停下車徒歩２分

ＰＣ入力（英語出来れば尚

可・簡単な翻訳あり）

試用期間あ

り

３ヶ月もしく

は６カ月
200,000円～300,000円

全国のオークション会場の中古車を購入し、輸

出をしています。
急成長している会社です。社員層は２０代から４０代が主です。 代表取締役

オン・ゴオ

ン・ハン
川崎公共職業安定所

株式会社ハンズゴルフ http://www.hanzgolf.com ゴルフ練習場の一般事務・秘書業務
一般簡単事務作業や秘書業務パソコンスキル（エクセル、ワード、パワーポイント）会議書

記、簡単な発注、制作依頼、企画書作成運転免許保持者ゴルフ経験のある方
14010-20079721 1401-524218-2 スポーツ施設提供業 240-0044

神奈川県横浜市保土ヶ谷区仏向町１５

５８
240-0044 神奈川県横浜市保土ヶ谷区仏向町１５５８

パソコンスキル（エクセル、

ワード、パワーポイント）表

やグラフの作成

試用期間あ

り

１ヶ月から

６ヶ月
230,000円～280,000円 ゴルフ事業、温浴事業、健康増進事業

平成８年に大型ゴルフ練習場をオープンし、フィットネス、スパ等の

事業を展開してきました。現在新規プロジェクトを推進しており、今

後の成長が期待される。

代表取締役社

長
韓宇 横浜公共職業安定所

京極運輸商事株式会社 http://www.kyogoku.co.jp/ 事務職／川崎市

◇配車計画管理及び月次収支管理・荷主から依頼された製品の配車計画の作成・荷主及び各運

送会社への連絡調整・荷主工場製品倉庫での軽作業あり・毎月の運賃集計、請求書作成及び支

払明細の作成・再生ドラム配車計画、伝票管理及び各運送会社への連絡、調整

13010-39612221 1302-400684-3 一般貨物自動車運送業 103-0007 東京都中央区日本橋浜町１－２－１ 210-0862

神奈川県川崎市川崎区浮島町９－２ＪＦＥ

コンテイナー（株）川崎工場構内（当社事

務所）

エクセル、ワードの基本操

作、資格等不要

試用期間あ

り

入社日から９

０日経過後の

月末まで

154,000円～214,200円

石油製品・化学品等の運送事業を中核として、

港湾運送事業、通関事業、倉庫事業、ドラム缶

等、容器販売事業を含めた総合物流関連事業を

全国的に展開しております。

ジャスダックに上場し、明治２４創業を誇る企業です。「信用第一」

を企業理念とし、全員がコンプライアンスのもと、「誠意・善意・熱

意」を以って、家族的な雰囲気のなか、明るく働いています。

代表取締役社

長
玉川寿 飯田橋公共職業安定所

綜合カーボン株式会社
http://www.sohgoh-

c.co.jp
営業職／東戸塚営業所

法人営業工業用製品（炭素製品）の加工依頼の受注活動。量産品ではなく、少量多品種の製品

を取り扱います。大半が既存のお客様への提案営業。
14030-03507621 1403-003215-9 化学製品卸売業 245-0062 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町９０ 244-0801

神奈川県横浜市戸塚区品濃町５４９－２三

宅ビル６０１－４東戸塚営業所

基本的な入力、メール、ＥＸ

ＣＥＬ

試用期間あ

り
３ヵ月 170,000円～260,000円 カーボン製品の製造販売

ＩＴ関連等先端分野メーカーに用いられる当社ファインカーボン加工

製品は、高い評価を得ており業務拡大を求められている。
代表取締役 木原大平 戸塚公共職業安定所

綜合カーボン株式会社
http://www.sohgoh-

c.co.jp
営業職／綾瀬営業所

法人営業工業用製品（炭素製品）の加工依頼の受注活動。量産品ではなく、少量多品種の製品

を取り扱います。大半が既存のお客様への提案営業。
14030-03508921 1403-003215-9 化学製品卸売業 245-0062 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町９０ 252-1108

神奈川県綾瀬市深谷上８丁目２０－１７綾

瀬営業所

基本的な入力、メール、ＥＸ

ＣＥＬ

試用期間あ

り
３ヵ月 170,000円～260,000円 カーボン製品の製造販売

ＩＴ関連等先端分野メーカーに用いられる当社ファインカーボン加工

製品は、高い評価を得ており業務拡大を求められている。
代表取締役 木原大平 戸塚公共職業安定所

株式会社ハウスリンク http://www.hslink.co.jp
事務及び管理業務／未経験者／ＪＲ川崎駅

徒歩５分

自社管理物件の入居者募集資料作成や契約補助業務全般などを担当して頂きます。【主にお任

せする仕事】・ＰＣによる書類作成（契約書、更新契約書、精算書、領収証募集チラシ等の作

成）・お客様や業者様からの電話応対、来客対応・管理物件の巡回点検（社用車にて川崎市幸

区周辺のマンション、アパートの共用部分の点検）・家賃、契約金、更新料等の入金確認、書

類の確認作業・事務所内の備品管理、備品発注・通帳記帳、支払い業務

14040-06979921 1404-622158-2 不動産代理業・仲介業 212-0012
神奈川県川崎市幸区中幸町４－５０－

３エムエヌビル４階
212-0012

神奈川県川崎市幸区中幸町４－５０－３エ

ムエヌビル４階

パソコン基本操作（Ｅｘｃｅ

ｌ、Ｗｏｒｄ）

試用期間な

し
265,000円～300,000円

アパート・マンションの賃貸契約、更新、解約

等の業務。空室物件のエアコン、給湯器、水栓

金具交換等のリフォーム業務。管理物件の巡回

及び定期点検。

賃貸管理専門の会社です。お客様へのきめ細かな対応とサポートをさ

せていただきます。メンテナンス、リフォームや修繕まで、賃貸管理

に関する様々なご相談にお応えしています。

代表取締役 大貫敦史 川崎公共職業安定所

阪神製菓株式会社横浜支店
http://www.the-

food.com/hanshin-seika/
ルート営業

・主に関東周辺の既存得意先（主にスーパー）への自社商品の定期的な販売促進業務。・見積

もり書作成・季節の演出・ＰＯＰ設置提案等の販売促進活動。・新規開拓の飛び込み営業は一

切ありません。※未経験の方でも一から指導いたします。

14030-03461021 1403-920205-2 パン・菓子製造業 245-0052 神奈川県横浜市戸塚区秋葉町９番地１ 245-0052 神奈川県横浜市戸塚区秋葉町９番地１ ワード・エクセル・メール
試用期間あ

り
３ヶ月 183,500円～250,000円 和菓子・洋菓子の製造及び卸売業

スーパーマーケット（イオン・スーパー三和・サミット・オリンピッ

ク等）で和洋菓子を販売。味と品質にこだわった清潔な職場です。
支店長 鈴木勝樹 戸塚公共職業安定所



株式会社ＲＩＳＥ
施工は行わない害獣・害虫の駆除提案営業

（横浜支店）

【仕事内容】お問い合わせがあるお客様からの自宅に訪問し状況把握・原状回復する為に提案

をして頂きます。テレアポ・飛び込み営業などはありません。１００％反響営業になりますの

で、営業未経験の方でもすぐに慣れる事が出来ます。成約率も非常に高く年収１，０００万円

を超える可能性もあります。残業はほとんどありません。＊未経験者大歓迎です。

27030-13017921 2703-635284-3 広告業 542-0081
大阪府大阪市中央区南船場２丁目６－

２４ＫＯＣビル４Ｆ
225-0002

神奈川県横浜市青葉区美しが丘１－１３－

１０吉村ビル１０７株式会社ＲＩＳＥ横浜支

店

特に必要ありませんが、簡単

なパソコン入力はあります。

試用期間あ

り
３ヶ月 250,000円～800,000円

自社でメディアを持ち、運営まで一貫して行って

いる会社です。企業のＨＰの企画やデザイン、

マ－ケティングコンサルなども行い業種ごとに経

営課題を解決します。その他ブランドリサイク

ル業等。

設立して間もない企業の為、プラスになる提案など積極的に取り入れ

ていく会社です。グループ企業にｗｅｂ制作やリサイクル事業なと展

開しており、様々な事業や役職に取り組むことが可能です。

代表取締役 和田崇宏 大阪西公共職業安定所

株式会社ＩＮＦＯＲＭ
衣類、アクセサリー、雑貨等の販売（川崎

市）

＊ＡＺＵＬＢＹＭＯＵＳＳＹでのお仕事です。洋服の販売や商品陳列など店内業務全般・未経

験の方でも丁寧に指導しますので、歓迎します。【就職氷河期専用求人】
09010-11377421 0901-621055-4 その他の織物・衣服・身の回り品小売業 321-0923 栃木県宇都宮市下栗町６０３ー３ 212-8576

神奈川県川崎市幸区堀川町７２－１ラゾーナ

川崎プラザＡＺＵＬＢＹＭＯＵＳＳＹ（株

式会社ＩＮＦＯＲＭ）

試用期間あ

り
１ヶ月程度 190,000円～300,000円

衣類、アクセサリー、雑貨等の販売及び販売代

行、飲食店

アパレル事業（ＡＺＵＬＢＹＭＯＵＳＳＹ・ＲＯＤＥＯＣＲＯＷＮＳ

ＷＩＤＥＢＯＷＬ）飲食業（香川一福、焼きたて屋）
代表取締役 平田哲平 宇都宮公共職業安定所

千田みずほ株式会社
http://www.gohansuki.co

m
営業事務

１．米穀類仕入状況ＰＣ入力作業２．配送関連、倉庫関連料金等ＰＣ入力作業３．仕入分類、

振分け等ＰＣ入力作業４．倉庫等現地立ち合い作業他
14010-18955821 1401-507217-6 農畜産物・水産物卸売業 240-0064

神奈川県横浜市保土ヶ谷区峰岡町１丁

目２１番地
240-0064

神奈川県横浜市保土ヶ谷区峰岡町１丁目２

１番地
ＰＣ基本操作

試用期間あ

り
３ヶ月 122,550円～174,230円

米穀類卸売業横浜、新潟、シンガポールに拠点

があり。関連会社に炊飯、弁当事業あり。

おいしいお米や環境を汚染しない研がずに炊ける無洗米、地球と身体

にやさしいオーガニック米や米菓原料米、醸造用米原料等の販売来年

創業１００周年を迎えます。

代表取締役 千田法久 横浜公共職業安定所

ダイカンサービス株式会社横浜支店 http://www.daikan.co.jp 事務スタッフ

ダスキン商品、サービスに関わる営業事務のお仕事です。・社内、お客様からの電話応対・

データ入力業務・伝票処理・売上管理業務・勤怠管理業務・他先輩社員がしっかり指導・サ

ポートしますので未経験でも安心してご応募いただけます。

14150-06522521 1415-924310-5 その他の物品賃貸業 223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町８５３ 223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町８５３
試用期間な

し
175,000円～195,000円

ダスキン事業（ダスキン商品のレンタルサービ

ス及び販売）ケア事業（オフィス・ハウスク

リーニング並び害虫駆除サービス）自社オリジ

創業以来、環境商材の総合商社として、快適で働きやすいオフィス環

境作りのお手伝いをしております。２０１６年にはサカイ引越セン

ターグループ傘下に入り経営基盤が一層強化されました。

支店長 高橋和彦 港北公共職業安定所

大友産業株式会社
http://www.otomosangyo.

co.jp
ルート営業（アルミ建材の既存店営業）

●既存のお客様（大手ビルダーや建設会社）へアルミサッシ建材の営業をします。＊お客様訪

問＊ヒアリング＊見積＊受注＊現場打合せ☆新規営業・飛込み営業はありません。☆未経験の

方も丁寧に指導します。安心してご応募ください。〔営業エリア〕神奈川県内中心〔社用車〕

普通乗用車

14160-02504921 1416-001135-4 建築材料卸売業 252-1108
神奈川県綾瀬市深谷上７丁目６番４１

号
252-1108

神奈川県綾瀬市深谷上７丁目６－４１小田

急線長後駅からバス綾瀬小学校前バス停下

車３分

パソコン（エクセル・ワー

ド）の基本操作

試用期間あ

り
３ヶ月 160,000円～200,000円

住宅用サッシ・エクステリア・住宅機材のトー

タル提案並びに販売施工

地域への貢献と環境への取り組みを社員一丸となり、更なる成長を目

指しております
代表取締役 室井智直 大和公共職業安定所

株式会社ケイ・ジー・ケイ http://www.kgk-kak.co.jp/ 営業技術者

・顧客に対し、新製品の案内等の営業、商談・顧客の要望に従って、インキ供給システムのレ

イアウト、見積・現地施工監理・仕様書、取説書の作成と引渡し丁寧に指導します。＊１級・

２級管工事施工管理技士、第１種・第２種電気工事士などの各種資格取得支援制度は充実して

います（全額会社負担）

14090-04973521 1409-100886-6 一般産業用機械・装置製造業 252-0253
神奈川県相模原市中央区南橋本４－４

－２０
252-0253

神奈川県相模原市中央区南橋本４－４－２

０

試用期間あ

り
６ヶ月 170,000円～325,000円

空気駆動ポンプ、定量機、定量弁の設計・製

造・据付。各種制御盤やインキ供給システムの

設計・製造・据付。顧客は自動車メーカー印刷

メーカー、新聞社などと直接取引をおこなって

います。

日本で初めてエア駆動ポンプを各産業界に採用された、国産エアポン

プのパイオニアメーカーです。研究開発から製品化まで、単独機器か

ら設備システム、メンテナンスまで一貫して行っています。

代表取締役 西村果佳枝 相模原公共職業安定所

株式会社開店市場
https://www.kaitenichiba.j

p
【急募】営業事務＜横浜市都筑区＞

事務所内での受注処理業務です。※お客様の遊休資産（機械備品）買取売買契約等の事務処理

業務電話・メール・ＦＡＸ等の応対・日程調整などの業務※ＰＣのタッチタイピングが必須に

なります。

13130-08654021 1313-423274-4 他に分類されない卸売業 132-0031 東京都江戸川区松島１丁目２８－１１ 224-0027
神奈川県横浜市都筑区大棚町４３２－２株

式会社開店市場横浜エリアセンター

ＰＣによるＥｘｃｅｌ・Ｗｏ

ｒｄ、メール送受信基本操作

出来る方。

試用期間あ

り
３ケ月 160,000円～180,000円

２０００年に創業した動産総合商社です。事業

拠点は札幌から福岡までの１６ケ所で全国をカ

バーし、リース満了物件や遊休資産を買取して

いるあらゆる動産を取扱う点が最大強みの会社

です。

「元気・笑顔」を大切にしています。社員一同、開店市場に関わるす

べての方々にご満足頂く為に、より一層の努力と改善を続けておりま

す。ですから開店市場の周りにはいつも笑顔があふれています

代表取締役社

長
酒井智浩 木場公共職業安定所

株式会社エムジーエス神奈川支店横浜オフィス http://kk-mgs.com/ 営業（未経験者可）
受注～見積り、工事管理など一連の対応をお任せします。〔具体的な仕事内容〕・営業廻り・

見積りの作成・職人の手配・工事の管理・請求書の作成※神奈川・東京近郊の現場です。
14030-03299321 1403-919362-7 石工・れんが・タイル・ブロック工事業 245-0018

神奈川県横浜市泉区上飯田町１８０６

－４
245-0018 神奈川県横浜市泉区上飯田町１８０６－４ ワード・エクセル

試用期間あ

り
６ヶ月 210,000円～270,000円

石材の販売及びブロック積布設・道路縁石積・

インターロッキングブロックの布設

創業６０年余り、東海以北を中心に誠心誠意の施工実績を重ね、業績

を順調に伸ばしています。横浜では建築外構・公園等に使われる石材

が中心です。

代表取締役 宮田力 戸塚公共職業安定所

ダイカンサービス株式会社横浜支店 http://www.daikan.co.jp ルートセールス

既存顧客を中心にダスキン商品の（マット・モップ等）交換作業や商品の提案をして頂くお仕

事です。（１）マット・モップ等の交換業務（２）交換先での追加提案（３）新規開拓での提

案活動・土日完全週休２日制（年間休日１２３日）

14150-06208421 1415-924310-5 その他の物品賃貸業 223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町８５３ 223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町８５３
試用期間な

し
185,000円～212,000円

ダスキン事業（ダスキン商品のレンタルサービ

ス及び販売）ケア事業（オフィス・ハウスク

リーニング並び害虫駆除サービス）自社オリジ

ナル環境商材の販売・サカイ取扱い商品の販売

もできます

創業以来、環境商材の総合商社として、快適で働きやすいオフィス環

境作りのお手伝いをしております。２０１６年にはサカイ引越セン

ターグループ傘下に入り経営基盤が一層強化されました。

支店長 高橋和彦 港北公共職業安定所

株式会社ＮＭＴＪａｐａｎ http://www.nmtgroup.jp 一般事務／管理業務補助 ・アートメイクスクールの運営補助・クリニック運営補助・営業活動やマーケティング支援 14010-17359521 1401-631624-6 各種商品卸売業 231-0861
神奈川県横浜市中区元町４－１７９

ウィスタリア元町３Ｆ
231-0861

神奈川県横浜市中区元町４－１７９ウィスタ

リア元町３Ｆ
特記事項参照

試用期間あ

り
３ヶ月 168,000円～190,000円

医療機器・化粧品製造販売アートメイクスクー

ル運営アートメイククリニック運営

医療機器・化粧品製造販売では実績有りアートメイクスクール運営に

あっては、実績創立２０年以上米国ＢＩＯＴＯＵＣＨ社日本総代理店
代表取締役 土屋恵美 横浜公共職業安定所

株式会社ＮＭＴＪａｐａｎ http://www.nmtgroup.jp 一般事務及び広報業務
・美容クリニック及びアートメイクスクールの一般事務補助と広報業務・公式ＳＮＳの運用※

ＳＮＳや広報ＰＲに興味関心がある方歓迎
14010-17401921 1401-631624-6 各種商品卸売業 231-0861

神奈川県横浜市中区元町４－１７９

ウィスタリア元町３Ｆ
231-0861

神奈川県横浜市中区元町４－１７９ウィスタ

リア元町３Ｆ

Ｅｘｃｅｌ・Ｐｏｗｅｒｐｏ

ｉｎｔの簡単な操作ができる

方求人に関する特記事項参照

試用期間あ

り
３ヶ月 168,000円～190,000円

医療機器・化粧品製造販売アートメイクスクー

ル運営アートメイククリニック運営

医療機器・化粧品製造販売では実績有りアートメイクスクール運営に

あっては、実績創立２０年以上米国ＢＩＯＴＯＵＣＨ社日本総代理店
代表取締役 土屋恵美 横浜公共職業安定所

株式会社Ｇ＆Ｇ厚木営業所
http://www.give-and-

give.com/

人材サービスの法人営業とスタッフサポー

ト

企業様の人材不足を解決するためのサービス提案と、就業スタッフさんのサポートをお願いし

ます。「企業」と「人」の懸け橋となるお仕事です。【企業様に対して】「人材採用」に関す

るお悩みのヒアリングを行い、企業様の課題に合わせたサービスのご説明を行います。【就業

スタッフさんに対して】希望の仕事内容や就業条件を伺い、ピッタリのお仕事をご紹介しま

す。職場見学や入社初日に同行し、就業後にも困ったことがないかの相談や声掛けを行いま

す。

14100-04050521 1410-617557-7 労働者派遣業 243-0014
神奈川県厚木市旭町１－２２－２０ハ

ラダ旭町ビル７Ｆ－Ａ
243-0014

神奈川県厚木市旭町１－２２－２０ハラダ

旭町ビル７Ｆ－Ａ

試用期間あ

り
２か月 160,000円～160,000円

企業様の人材不足の解決や、求職者様のお仕事

探しをサポートする人材総合サービス会社で

す。人材派遣・人材紹介を中心に、外国人材の

提案や、企業の採用部門の運用代行などを行っ

ています。

全国に２５拠点展開し、「企業」と「人」の懸け橋となるよう成長を

続けています。「明日を優しさと笑顔で満たす」企業でありたいとい

う思いのもと、マッチングのプロとして尽力しています。

代表取締役 正橋晋一郎 厚木公共職業安定所

株式会社ホケングループ湘南
http://www.hgs-

1771.com/
営業社員（損害保険・生命保険）

＊当社は東京海上日動火災、東京海上日動あんしん生命の代理店です。＊損害保険の更新手続

が主な仕事となります。＊研修制度がありますので、不安なく社員として勤務できます。【エ

リア】神奈川県内【社用車】軽自動車（ＡＴ）

14080-04983821 1408-619933-5 保険媒介代理業 251-0861
神奈川県藤沢市大庭５２０２－１藤和

第二ビル２０２
251-0861

神奈川県藤沢市大庭５２０２－１藤和第二

ビル２０２

試用期間な

し
250,000円～330,000円 損害保険、生命保険代理業

取引先東京海上日動火災保険株式会社、東京海上日動あんしん生命保

険株式会社
代表取締役 米山一己 藤沢公共職業安定所

株式会社リフテック https://liftec.jp 新規開拓営業（関東）
＊エリア：関東地方（中部方面あり）工務店さん・福祉用具店さんなどを中心に新たな取引先

を開拓していく、新規開拓営業を担当して頂きます主に訪問・電話での業務になります
34030-02563121 3403-613460-5 その他の無店舗小売業 737-0933 広島県呉市焼山桜ヶ丘１－１１－１２ 216-0002

神奈川県川崎市宮前区東有馬３－２２－８

サンハイツ１０１「関東営業所」
エクセル・ワードの基本操作

試用期間あ

り
４ヶ月 250,000円～600,000円

昇降機販売・取付、福祉用品の販売・レンタ

ル、訪問看護事業、車両販売事業
’０７年３月創業、全員が経営者の考えを持つ若々しい会社 代表取締役 谷本忠士 呉公共職業安定所

丸忠建工株式会社
http://www.maruchu-

k.com

営業（産廃）／未経験ＯＫ／年間休日１２

５日／土日休み

・建設会社／工場／一般企業へのルート営業（社有車有）・不随する書類等作成初めから一人

で活動するような事はありません。先輩と一緒に行動してもらい、ゆっくり経験を積んで頂き

ます。☆環境問題に直接関わる事ができる、お仕事です。☆初めてで自信のない方でも大歓

迎！！☆性別を問わずご活躍いただけるお仕事です。

14040-05718021 1404-617785-4 舗装工事業 230-0071
神奈川県横浜市鶴見区駒岡２－１３－

７
230-0071 神奈川県横浜市鶴見区駒岡２－１３－７

簡単なエクセル操作できれば

尚可

試用期間あ

り
３ヶ月 180,000円～200,000円

産業廃棄物収集運搬処理（事業系廃棄物収集・

処理・リサイクル）建設業（路面切削工事／大

きな機械で古い道路を削る）どちらも安定して

いて子供の未来を明るくする大切な仕事です。

ひとりひとりが能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り、働きやすい

雇用環境を目指しています。プライベート、子育てと仕事を両立させ

ることができるよう協力しあっています。

代表取締役 鈴木哲也 川崎公共職業安定所

有限会社ジョイファーム小田原
https://www.joyfarm-

odawara.com
営業・企画

○営業…農作物の販売等（既存顧客）加工食料品の販売・営業＊電話・来客対応＊発注対応営

業範囲：主に東京・神奈川方面社用車：普通車・軽バン○書類作成・書類管理＊ＰＣ入力あり

（既存ソフトへの入力、エクセル・ワード基本操作等）○その他付随する業務

14070-01459121 1407-202959-5 耕種農業 250-0203 神奈川県小田原市曽我岸５３１ 250-0203 神奈川県小田原市曽我岸５３１
試用期間あ

り
１４日以内 220,000円～220,000円 農作物の販売と農産加工品の販売

市内農家７０名から成り立ち、特に有機・減農薬の農産加工品を北海

道から南は愛知県に納入している。静岡県の農家とも連係して組織の

拡大事業の発展に努めている。

代表取締役 鳥居啓宣 小田原公共職業安定所

株式会社グローアップパートナーズ リフォーム営業アドバイザー

物件を新しく造り上げるリフォームの提案・提携する管理会社マンションの原状回復からリ

フォームまでの提案・現場の進捗確認、施工管理＊活動エリア：東京、神奈川県エリア中心で

す。他埼玉、千葉エリアあり・移動手段は電車＊未経験者の方も先輩が同行して仕事を覚えて

もらいますので安心してご応募ください。

14150-05741921 1415-623061-7 その他の専門サービス業 223-0053
神奈川県横浜市港北区綱島西２－１１

－２１アービル堀濱第２２階
223-0053

神奈川県横浜市港北区綱島西２－１１－２

１アービル堀濱第２２階

パソコン基本操作。入力だけ

ではなく、ワード、エクセル

を使って表の作成をしてもら

うこともあります。

試用期間あ

り

３ヶ月～６ヶ

月
193,000円～310,000円

賃貸住宅のリフォーム、原状回復工事のプラン

ニング、施工管理後のアフターフォローなどす

べてを管理しています。

リフォームは、一つとして同じものがなく全てオーダーメイドです。

工事の大小を問わず取引先様やオーナー様と向き合い、要望を形に変

えています。

代表取締役 益戸康吉 港北公共職業安定所

ＫＲＨ株式会社 http://krh.co.jp
建設現場で使用されるクサビ式足場の営

業：相模原支店

【工事部門】もしくは、【販売・レンタル部門】での営業職をお任せします。１，工事部門に

ついて新規顧客・既存顧客営業（足場施工の工事計画の受注業務）、積算、見積作成、現場打

合せ、作業指示、現場管理、請求、入金確認等の現場工事に関する一連の業務をお任せしま

す。２，販売・レンタル部門について新規顧客・既存顧客に対し、当社で開発・製造している

『クサビ式足場』を中心とした仮設資材の販売営業、レンタル営業をお任せします。研修終了

後、個々の適性や希望に応じ、【工事部門】、【販売・レンタル部門】のいずれかに配属とな

ります。

21020-04111921 2102-105247-0 一般土木建築工事業 503-0212
岐阜県安八郡輪之内町中郷新田２５４

４－２
243-0301 神奈川県愛甲郡愛川町角田４６４９－１

試用期間あ

り
６か月 170,000円～200,000円

◎業界でトップクラスのシェアを誇る「クサビ

式足場」、建設現場でよく見かける「足場」の

販売及びレンタル・施工等の提案を行っており

ます。

「クサビ式足場」に早くから着目し、設立当初から、技術開発と普及

に努めてまいりました。その結果、最先端の確かな技術力を会得し、

自信を持ってお客様に提案し続けております。

代表取締役 野田幸弘 大垣公共職業安定所

小松会病院（小松誠一郎）
http://www.komatsukai.co

m
事務 一般事務他、求人活動、金融機関手続き、物品購入、倉庫管理、施設営繕等※社用車利用有り 14090-04259421 1409-003273-1 病院 252-0325 神奈川県相模原市南区新磯野２３３７ 252-0325 神奈川県相模原市南区新磯野２３３７ エクセル、ワード

試用期間あ

り

入職より３カ

月
105,000円～105,000円

老人慢性疾患で、ご入院の患者様を中心にした

内科の病院です。
医療療養病床４０２床 院長 小松誠一郎 相模原公共職業安定所

株式会社第一保険センター http://hoken-ippo.com 営業職
損保、生保の新規顧客開拓や既顧客のサポートおよび契約更新の業務※普通自動車運転免許あ

れば尚可
14010-15795221 1401-625505-2 保険媒介代理業 231-0032

神奈川県横浜市中区不老町一丁目２－

１中央第６関内ビル１０階
231-0032

神奈川県横浜市中区不老町一丁目２－１中

央第６関内ビル１０階

ワード、エクセルの基本的入

力が使える方

試用期間あ

り
６か月 250,000円～400,000円

生保・損保代理店。生命保険会社９社損害保険

会社６社の取扱があり、相鉄線いずみ野駅前で

も来店型保険ショップを展開しております。

当社は、お客様のニーズにあった保険をご自身で「選択する」ために

担当者がお客様の立場にたち、多数の保険会社の保険商品の中から心

を込めて提案することで高い評価をいただいております。

代表取締役守

屋健一
横浜公共職業安定所

株式会社第一保険センター http://hoken-ippo.com 事務職
損保、生保の新規顧客開拓や既顧客のサポートおよび契約更新の業務の事務処理全般を担当さ

れる方を募集いたします。※普通自動車運転免許あれば尚可
14010-15797421 1401-625505-2 保険媒介代理業 231-0032

神奈川県横浜市中区不老町一丁目２－

１中央第６関内ビル１０階
231-0032

神奈川県横浜市中区不老町一丁目２－１中

央第６関内ビル１０階

ワード、エクセルの基本的入

力が使える方

試用期間あ

り
６か月 250,000円～400,000円

生保・損保代理店。生命保険会社９社損害保険

会社６社の取扱があり、相鉄線いずみ野駅前で

も来店型保険ショップを展開しております。

当社は、お客様のニーズにあった保険をご自身で「選択する」ために

担当者がお客様の立場にたち、多数の保険会社の保険商品の中から心

を込めて提案することで高い評価をいただいております。

代表取締役守

屋健一
横浜公共職業安定所

医療法人社団優和会湘南健診クリニック
https://dock.you-wa-

kai.or.jp/
経理

・売掛金の管理業務・伝票入力業務・その他、経理に付随する業務全般・総務に付随する事務

（書類の封入など）＊ホームページをご参照ください。
14120-01612721 1412-104753-8 老人福祉・介護事業 237-0063

神奈川県横須賀市追浜東町３丁目５３

－１２
237-0063

神奈川県横須賀市追浜東町３丁目５３－１

２

試用期間あ

り
３ヶ月 240,000円～300,000円

各企業・団体等へ検診車による出張健康診断業

務及び当社施設での人間ドック・健康診断業務

介護事業（グループホーム・デイサービスの運

営）

人間ドック・生活習慣病健診・婦人科健診・特殊（職業病）健診等、

各種健康診断を取り扱っています。横須賀市で唯一の出張健康診断機

関で、最新鋭のデジタル撮影可能な健診車を所有しています。

理事長 渡井喜一 横浜南公共職業安定所

檜工業株式会社 http://www.hinokikk.co.jp 営業（横浜市）
・得意先を訪問しての受注業務・見積書作成業務（価格、納期調整業務）・請求業務・電話で

の受注業務・そのほか得意先対応全般
22031-01159621 2203-003669-6

暖房・調理等装置，配管工事用附属品製

造業
412-0047 静岡県御殿場市神場２２７３－１ 225-0012

神奈川県横浜市青葉区あざみ野南１－１６－

８東京支店

試用期間あ

り
３カ月 210,000円～340,000円

冷暖房用吹出口、吸込口・各種ダンパー排煙

口、厨房用フード各種フィルター等の製造販

売。日本吹出口工業会の中堅企業で、着実に業

績を伸ばしている。＊

営業範囲は、中部、関東、東北地方に及ぶ。得意先３００余社。豊か

な人材を積極経営で進展してぃる健全な企業。
代表取締役 林泰博

沼津公共職業安定所御

殿場出張所

株式会社アルバース https://www.alvaus.co.jp/ 営業事務／横浜オフィス・港北区

公・民間病院を中心とした得意先、医療機関との取引のある会社です。・受発注管理（専用シ

ステムを使用）・出入庫業務（届いた商品の検品や発送・返品など）・各種書類の作成（請求

書・発注書・納品書発行）・来客、電話対応等

13010-30622821 1301-567167-6 その他の機械器具卸売業 113-0024
東京都文京区西片１丁目１５番１５号

ＫＤＸ春日ビル
222-0033

神奈川県横浜市港北区新横浜３－８－１１

メットライフ新横浜ビル５階当社横浜オフィ

ス

ワードやエクセルの基本操作

ができる方。エクセルは関

数・表作成等の操作ができる

方。

試用期間あ

り
３ヶ月 169,000円～265,600円 循環器領域に係る医療機器販売事業

循環器領域のプロフェッショナル集団です。循環器領域のオールラウ

ンダーとして専門性の高い医療現場に貢献することが弊社の使命と考

えます。

代表取締役 河野秀行 飯田橋公共職業安定所

アオイ工販株式会社 http://www.aoi-inc.co.jp 営業事務（横浜営業所）
・パソコン入出力作業（見積書・納品書・請求書等の作成、受発注業務）・電話、来客対応・

その他付帯する業務
22050-02254921 2205-614032-3 産業機械器具卸売業 411-0824 静岡県三島市長伏１３９－１ 252-1136

神奈川県綾瀬市寺尾西３－９－３６アオイ工

販株式会社横浜営業所

メール、エクセル、ワードな

ど一般的なＰＣスキル

試用期間あ

り
３ヶ月 170,000円～231,500円

空圧機器を始めとする一般産業機械部品の販売

＊

環境に優しい継手・チューブの製造・販売を約５０年間行っていま

す。
代表取締役 小野田勝美 三島公共職業安定所

有限会社東進 販売、配達、営業
自動車部品・用品の販売にかかわる仕事社用車による配送※飛び込み営業、ノルマはありませ

ん。
14150-05310621 1415-003531-9 自動車小売業 222-0033

神奈川県横浜市港北区新横浜１丁目１

３－１３
222-0033

神奈川県横浜市港北区新横浜１丁目１３－

１３

試用期間あ

り
３か月 190,000円～250,000円

自動車部品・用品を卸売・一部店頭にて小売り

もしています。

顧客先は主に神奈川県内のタクシー会社です。開業当初は、タクシー

のオートドアーの販売・取付けをしていた会社でしたので、今でも多

少はその関連の仕事があります。

代表取締役 佐野直人 港北公共職業安定所

ゴールドエッグ株式会社 http://www.gold-egg.co.jp 事務職
・電話やファックスなどで得意先及び仕入先への受発注業務・当社システムを使用したコン

ピューターの入力業務
27070-06345721 2707-620000-2 農畜産物・水産物卸売業 581-0813 大阪府八尾市泉町１丁目１３０－１ 252-0815

神奈川県藤沢市石川６－１６－１８湘南Ｇ

Ｐセンター
エクセル、ワード

試用期間あ

り
３か月 172,900円～172,900円 鶏卵卸売業

業界では首位に列しており、年商１４０億円。年々順調に発展しでい

ます。
代表取締役 浪越智 布施公共職業安定所

アキヤマ株式会社
http://www.akiyama-

kk.co.jp
営業（ルートセールス）【川崎営業所】

●主に川崎の工場へ安全保護具（工業用マスク、手袋等）、各種作業工具、産業用ガス等を販

売する営業（ルートセールス）です。＊既存顧客の管理、訪問、受注品の納品等＊新規開拓営

業はありません。＊半年程度かけて丁寧にＯＪＴを行います。安心してご応募ください。

14040-04828921 1404-001323-4 他に分類されない小売業 210-0851
神奈川県川崎市川崎区浜町１－１０－

３
210-0851

神奈川県川崎市川崎区浜町１－１０－３Ｊ

Ｒ川崎駅から臨港バス浜町３丁目バス停か

ら徒歩１分

エクセル基本操作
試用期間あ

り
３ヶ月 200,000円～250,000円 高圧ガス及び溶接材料、安全保護具等の卸売業

横浜・川崎地域を中心に、県内で営業を展開しており、社員数２２名

の規模です。
代表取締役 秋山正之 川崎公共職業安定所

高井産業株式会社
http://www.takai-

sangyou.co.jp
営業（未経験者）

お客様からのニーズに応え、以下の事業を幅広く行っています。当社の営業業務をお願いしま

す。・仮設資材の製造販売・部品加工販売・海外販売・ソーラー発電資材の製造販売・コロナ

対策グッズ（冷感マスク・虫よけライトなど）他生活関連用品販売・インターネット販売、新

製品開発など※未経験の方も丁寧に指導いたします。

14010-13739921 1401-627538-0 金属加工機械製造業 232-0041
神奈川県横浜市南区睦町１－３３－１

９
221-0014

神奈川県横浜市神奈川区入江１－７－１６

当社神奈川支社

パソコン操作（Ｗｏｒｄ、Ｅ

ｘｃｅｌ）

試用期間あ

り
３ヶ月 220,000円～400,000円

建設仮設資材、機械部品と金型製造販売プラス

チックとゴム製品成形加工国際貿易ソーラー発

電蓄電システムの資材の販売及び工事

少人数の明るい職場です。海外企業との取引が非常に多い為、他国の

物事を体験する事ができます。入社時に安心の教育研修プログラムが

あります。英語と中国語ができる方は歓迎です。

代表取締役 楊振華 横浜公共職業安定所

株式会社ドリームプランニング 不動産仲介・仕入れ営業

不動産仲介業（完全反響）・基本的に自社物件をネットに掲載。電話やメールでお問い合わせ

がきたお客様の希望条件をヒアリングし物件を提案する。・案内のない日は物件の下見や物件

写真の撮影、調査、来客対応。仕入れ営業・街の不動産業者を訪問し、情報収集。・底地、借

地、再建築不可、傾斜地等の訳アリ物件を含めた不動産（負動産）の買取を行います難しい不

動産の売買のお手伝いをすることで法律にも詳しくなり、売買の幅が広がり空き家問題等の解

決にお役に立ちます。

14010-13531721 1401-936304-1 建物売買業，土地売買業 231-0866 神奈川県横浜市中区柏葉３－１ 231-0866 神奈川県横浜市中区柏葉３－１
簡単な操作（ワード、エクセ

ル）

試用期間あ

り
３か月 175,000円～500,000円 不動産業 代表取締役 高橋樹人 横浜公共職業安定所

戸田興業株式会社 http://www.todaco.jp
営業事務（川崎区）☆土日祝日休／年間休

日１２５日☆

弊社製造品を中心に下記事務業務を行っていただきます！・起票、受注、出荷に伴う入力業

務・電話応対・ピッキングなどの簡単な軽作業等＊わからないことは、一から丁寧に指導しま

す。＊定着率が良く、子育て中の方等も活躍中です！

14040-04387921 1404-001748-1 産業機械器具卸売業 210-0843
神奈川県川崎市川崎区小田栄１－５－

１１
210-0843 神奈川県川崎市川崎区小田栄１－５－１１

所定のフォーマットに入力出

来るレベル

試用期間あ

り
６ヶ月 175,000円～240,000円

高圧ガス機器製造・修理・販売溶材・機械工

具・理化学機器販売

創業以来７０余年に渡り実績を重ねて参りました。製造部門と商事部

門の２部門から成り、製造部門については半導体設備等に多数部品供

給するに至りました。堅実経営により安定した会社です。

代表取締役 戸田毅 川崎公共職業安定所

ナカタ電機株式会社相模原工場 一般事務（正社員）
盤の設計・製造やパネルメーター部品販売の会社です。受発注処理請求書、納品書作成在庫の

管理ＰＣ端末入力電話応対、来客応対、雑務等
14090-03431521 1409-100807-5

発電用・送電用・配電用電気機械器具製

造業
252-0216

神奈川県相模原市中央区清新６丁目１

８－２２
252-0216

神奈川県相模原市中央区清新６丁目１８－

２２

試用期間あ

り
３ヶ月 180,000円～220,000円 電機機器製造販売

大手企業との直接取引による安定した経営と最先端技術・設備による

設計及び製造会社

代表取締役社

長
西村彰治 相模原公共職業安定所

株式会社ＲｅＬＩＦＥ 営業スタッフ
・外壁・屋根・リフォームなど、快適な住まいづくりのご提案をする営業スタッフです。最初

は、ご提案をお声がけ慣れてきたら、御見積や工事のお打合せまでご案内してもらいます。
14090-03339021 1409-619990-0 建築リフォーム工事業 252-0336

神奈川県相模原市南区当麻１１９２－

２
252-0336 神奈川県相模原市南区当麻１１９２－２ 簡単な入力作業

試用期間あ

り
３か月 210,000円～210,000円

原状回復工事・内装工事・リフォーム工事・ハ

ウスクリーニング・サッシ販売・外壁工事

未経験者から独立（会社設立）したスタッフもいます！見習い期間か

ら手厚いサポート。完全にお仕事に対する姿勢を重視する会社ですの

で、結果は全てお給料に反映します（昇給）。

代表取締役 片岡誠 相模原公共職業安定所



医療法人社団博陽会
http://www.otakeganka.co

m/
受付・検査員（相模原）

◎眼科クリニックでの勤務です。カルテ作成、診療報酬請求業務、電話対応、視力検査、検査

機器の操作、患者様誘導などをご担当して頂きます。基礎研修で、病気の知識、薬の名称、保

険制度について学んで頂きます。未経験の方でも専門的な知識を身につけることができます。

県外にも複数の眼科クリニックがあり、キャリア形成希望の場合は医院のマネージャーを目指

すことも可能です。

14090-03395621 1409-107076-8 一般診療所 252-0344
神奈川県相模原市南区古淵２－１６－

１５マスカットビル２階
252-0238

神奈川県相模原市中央区星が丘１－１－３

さがみメディカルモール２階

簡単なタイピングができる程

度

試用期間あ

り
３ヶ月 151,000円～151,000円 眼科診療、メガネ・コンタクトの検査

最高水準の医療技術と設備で、職場環境も整備されており、福利厚生

面も充実しています。働きやすい環境で親切に指導します。
理事長 大竹博司 相模原公共職業安定所

アオイ工販株式会社 http://www.aoi-inc.co.jp 法人営業（横浜営業所）＊急募＊

グループ会社である、流体・空圧機器メーカー株式会社アオイが製造する「継手・チューブ」

および関連商品の法人営業です。・主に既存のお客様に製品の紹介・提案する営業です。・個

人ノルマ、飛び込み営業はありません。・営業は社有車（ＡＴ車）を使用します。・入社後

は、先輩社員との営業同行を通じて、商談の進め方・お客様対応・製品知識・業界知識等を学

んでいただきます。＊未経験の方でも丁寧に指導いたしますので、安心してご応募ください。

22050-01884221 2205-614032-3 産業機械器具卸売業 411-0824 静岡県三島市長伏１３９－１ 252-1136
神奈川県綾瀬市寺尾西３－９－３６アオイ工

販株式会社横浜営業所

エクセル・ワード・メールな

ど一般的なＰＣスキル

試用期間あ

り
３ヶ月 170,000円～224,000円

空圧機器を始めとする一般産業機械部品の販売

＊

環境に優しい継手・チューブの製造・販売を約５０年間行っていま

す。
代表取締役 小野田勝美 三島公共職業安定所

株式会社ホットスタッフコーポレーション 営業／横浜市

社有車でのルート営業カー用品店などの得意先を回り、自動車用アルミホイール用品の営業を

行って頂きます。販売店に卸として訪問し、注文を伺ったり、新製品のご案内をするなどが中

心ですので、飛込みやノルマはありません。研修期間を３ヶ月ほど設け、指導致します。営業

先には当初、前担当の先輩社員が随行し、得意先に紹介していきます。

40180-03828621 4018-004051-5 自動車卸売業 816-0981 福岡県大野城市若草３丁目１１－２７ 231-0035
神奈川県横浜市中区千歳町１－２横浜ＴＨ

ビル５０２号

試用期間あ

り
３ヶ月 171,000円～250,000円 自動車用品卸売業

全国に拠点を展開している自動車用アルミホイールメーカーです。福

岡県大野城市に本社を置く無借金の安定企業です。近年は上場企業の

グループ会社となり、安心して働ける会社です。

代表取締役 松本誠一 福岡南公共職業安定所

株式会社仲田コーティング
http://www.nakata-

coating.co.jp
経理事務 経理事務 14010-10996421 1401-503584-3 その他のプラスチック製品製造業 240-0041

神奈川県横浜市保土ヶ谷区東川島町８

２
240-0041 神奈川県横浜市保土ヶ谷区東川島町８２

試用期間あ

り
３カ月 150,000円～200,000円

粉体樹脂コーティングＦＡコート、フッ素樹脂

コーティングパウダースラッシュ成形機製造販売
少数精鋭で独創的商品を開発績極的に新規事業に取組 代表取締役 松野竹己 横浜公共職業安定所

株式会社仲田コーティング
http://www.nakata-

coating.co.jp
総務・人事 総務、人事の業務を担当して頂きます。 14010-11003421 1401-503584-3 その他のプラスチック製品製造業 240-0041

神奈川県横浜市保土ヶ谷区東川島町８

２
240-0041 神奈川県横浜市保土ヶ谷区東川島町８２

エクセル、ワード、パワーポ

イント

試用期間あ

り
３カ月 150,000円～200,000円

粉体樹脂コーティングＦＡコート、フッ素樹脂

コーティングパウダースラッシュ成形機製造販売
少数精鋭で独創的商品を開発績極的に新規事業に取組 代表取締役 松野竹己 横浜公共職業安定所

厚木国際観光株式会社 http://www.akkgolf.com キャディマスター室業務

＊ゴルフ場キャディマスター室業務・キャディ管理（スケジューリング・勤怠管理）・プレー

進行管理・クローク、ポーター業務（バッグ運搬・カートによる場内送迎・清掃）＊将来の幹

部候補となる人材を募集いたします。

14100-02429621 1410-000326-0 スポーツ施設提供業 243-0203 神奈川県厚木市下荻野１９２０ 243-0203 神奈川県厚木市下荻野１９２０ 一般的なＰＣ操作スキル
試用期間あ

り
３ケ月 200,000円～200,000円 ゴルフ場運営

当社は、神奈川県厚木市で６０年以上の歴史を持つゴルフ場「厚木国

際カントリー倶楽部」を運営しています。丹沢連峰を望む豊かな自然

の下、意欲をもって伸び伸びと働ける環境です。

取締役社長 小室秀夫 厚木公共職業安定所


