
2/16（水）開催
神奈川県若年者合同就職面接会

｢新卒学生｣のみ採用
出展企業一覧

※出展企業は予告なく変更される場合があります。
〒240-0064　横浜市保土ヶ谷区峰岡町1-21
TEL●045-331-5255　担当●杉本　剛
URL●http://www.gohansuki.com　E-mail●t-sugimoto@senda-web.co.jp
設立●昭和55年　資本金●3,000万円　売上高●30億円
従業員数●63人　事業所●フードセンター横浜市保土ヶ谷区
事業内容●炊飯米、中食・お惣菜の製造加工・販売

会社概要

募集職種・仕事内容・応募資格
①製造スタッフ
仕事内容●炊飯・赤飯作業、調理、お弁当の
製造
求める人物像・資格●食品に興味のある方、
経験不問

待遇
給与●月給172,000円以上
勤務時間●8:00～16:50
勤務地●横浜市保土ヶ谷区峰沢町259-1
休日●交替制（4週（6休））、夏季休暇、冬期
休暇
福利厚生●賞与2、交通費全給、各種社会保
険完備

（株）ジャンボリア1

企業ＰＲ

食品製造業

お米や大豆、野菜、魚などを中心とした栄養バランスに
優れたより自然な日本型の味を研究し、「安心・安全」な
食を最新の設備で提供しております。

新卒 既卒
大学院
大　学
短　大 ●
高　専
専　門
高　校 ●

採用対象

2/16（水）開催
神奈川県若年者合同就職面接会

｢新卒学生」｢既卒者｣
採用

出展企業一覧
※出展企業は予告なく変更される場合があります。

〒210-0804　川崎市川崎区藤崎1-18-6-402
TEL●044-230-3015　担当●大滝・平岡
URL●http://www.pc-soap.com　E-mail●pc-soap-otaki@pc-soap.com
設立●平成15年3月6日　資本金●300万円　売上高●1億円（21年度実績）
従業員数●25人
事業所●パーソナル・ケア・S・O・A・P　①川崎区浜町②川崎区藤崎③宮前区宮前平
事業内容●介護保険指定訪問介護・自立支援居宅介護・夜間対応型訪問介護

会社概要

募集職種・仕事内容・応募資格
①訪問介護員
仕事内容●24時間対応訪問介護
求める人物像・資格●ホームヘルパー2級以
上・原付免許、普通自動車免許あれば尚可
＊資格のない方には、資格取得補助があります
②サービス提供責任者
仕事内容●サービス提供責任者業務
求める人物像・資格●介護福祉士　＊経験者
優遇

待遇
給与●①月給18万円～　経験、能力、技術に
より加給、優遇します。②月給20万円～　経
験、能力、技術、担当主任件数により加給、
優遇します。
勤務時間●①24時間シフト制
　　　　　②8:30～18:00　＊シフト制あり
勤務地●①川崎区、幸区、中原区、高津区、
宮前区②川崎区事業所、宮前区営業所
休日●①4週8休、年末・夏季各2日、特別・
慶弔休暇あり②週休2日制、他①と同様
福利厚生●賞与3回、交通費支給（規定によ
る）各種社会保険完備、残業・夜勤・当直他

（株）S・O・A・P2

企業ＰＲ

24時間対応ホームヘルプサービス

高齢の方や障害を持った方々が安心して暮らせる生活サ
ポートとして、24時間対応の訪問介護サービスを行って
います。H20年9月よりオペレーションセンターを設置
し地域密着型の『夜間対応型訪問介護』も始めました。

新卒 既卒
大学院
大　学 ● ●
短　大 ● ●
高　専 ● ●
専　門 ● ●
高　校 ● ●

採用対象

〒251-0055　神奈川県藤沢市南藤沢16-16　FDIビル
TEL●0466-52-0877（代表）　担当●社長室　関根幸二
URL●http://www.tackleberry.co.jp　E-mail●k-sekine@tackleberry.co.jp
設立●2000年4月　資本金●3億2,970万円　売上高●46億5,821万円（2010年7月期）
従業員数●230名（2010年12月末現在）　事業所●本社（神奈川県藤沢市）、直営、フランチ
ャイズあわせ海外含め全国で166店舗を展開（2011年2月15日現在）
事業内容●釣具の買取・販売およびフランチャイズ事業の展開

会社概要

募集職種・仕事内容・応募資格
①総合職
仕事内容●直営店舗での勤務を経験いただ
き、店舗のマネジメントあるいは商品企画・
開発やマーケティング、新規事業の立ち上げ
等に携わっていただきます。全国転勤あり。
②地域限定職
仕事内容●直営店舗での勤務が中心となりま
す。転居を伴う転勤がございません。
総合職へと変更いただくことで総合職同様の
キャリアアップの道をご用意しています。
求める人物像・資格●①②柔軟な発想で何事
にもポジティブに取組むバイタリティある方。

待遇
給与●①月給20万円～22万円、
　　　②月給18万円～20万円
勤務時間●①、②店舗：11時～21時（シフト
制勤務、店舗によって異なります）、本社：9
時～18時
勤務地●①全国および海外、②地域限定
休日●①、②月6～8日、夏季、年末年始、慶
弔、特別休暇他有給
福利厚生●①、②住宅補助制度、ハワイ・グ
アムおよび全国15カ所保養所、社員割引販売
制度、年間表彰他

（株）タックルベリー3

企業ＰＲ

釣具の買取・販売およびフランチャイズ事業の展開

釣具の買取・販売のパイオニアとして市場を切り拓き、
「＠タックルベリー」を全国で166店舗（海外含む）を展
開しています。フィッシングライフの総合プランナーを
目指し、今後も攻めの事業展開を進めてまいります。

新卒 既卒
大学院 ● ●
大　学 ● ●
短　大 ● ●
高　専 ● ●
専　門 ● ●
高　校

採用対象

〒220-0011　神奈川県横浜市西区高島2-3-22　横浜OTビル5F
TEL●045-450-5285　担当●システム営業部　金子
URL●http://www.azbros.co.jp　E-mail●kaneko@azbros.co.jp 
設立●2005年4月15日　資本金●1,000万円　売上高●3億5千万円
従業員数●8名　事業所●横浜
事業内容●コンピュータソフトウエア開発・販売

会社概要

募集職種・仕事内容・応募資格
①SE（PG）
仕事内容●金融・物流・組込などの設計・開発
求める人物像・資格●JAVA・C＋＋・C#・
PHPなどの開発経験技術者（1年以上あれば
可能）
②ネットワークエンジニア
仕事内容●各種ネットワークの設計・構築・
運用
求める人物像・資格●ネットワークの運用・
設計構築経験者（1年以上あれば可能）

待遇
給与●月給20万～40万（スキル見合い）
勤務時間●9時～18時
勤務地●横浜・関東近郊
休日●完全週休二日制、祝日、夏季休暇・
　　　年末年始
福利厚生●昇給1、賞与3、交通費全額支給、
各種保険完備

（株）AZBrothers4

企業ＰＲ

コンピュータソフトウエア開発・販売

人とITで未来を創造するをモチーフに若い会社で、これ
から社員一人一人の力を合わせて出来る事をやって行く
会社です。会社自体はソフト開発・NW関係をメインで行
っておりますが社員が考えた事を実行して行く会社です。

新卒 既卒
大学院 ●
大　学 ●
短　大 ●
高　専 ●
専　門 ● ●
高　校 ●

採用対象



〒245-0016　横浜市泉区和泉町2794-9
TEL●045-804-1834　担当●一ノ瀬大樹
URL●http://www.ichinosekensou.co.jp/　E-mail●daiki@ichinosekensou.co.jp
設立●昭和58年12月2日　資本金●5,000万円　売上高●24億8千万円（平成21年8月期）
従業員数●30人　事業所●本社（横浜市泉区）、資材センター、国内1拠点
事業内容●ビル・マンションの大規模修繕事業

会社概要

募集職種・仕事内容・応募資格
①営業
仕事内容●改修業の営業
求める人物像・資格●明るく、元気な応対が
できる人・資格不門
②施工管理
仕事内容●施工管理
求める人物像・資格●時間を守れる人・臨機
応変にふるまえる人・資格不問

待遇
給与●高卒月給172,000円　短大・高専・専
門卒月給184,000円　大卒月給194,000円
※経験・能力により当社規定の上考慮します。
勤務時間●9:00～18:00
勤務地●本社
休日●日・祝・隔週土曜日・夏季休暇・年末
年始　他
福利厚生●昇1、賞2、通勤手当:実費（上限あ
り）マイカー通勤可、雇用　労災　健康　厚
生　慶弔見舞

（株）一ノ瀬建創5

企業ＰＲ

ビル・マンションの大規模修繕事業

私たちは、ビル・マンションの大規模修繕事業をとして、
お客様の大切な資産の価値をお守りするために日々努力
しています。お客様の喜びの声、お礼言葉に共感できる
若い人を募集します。

新卒 既卒
大学院
大　学 ● ●
短　大 ● ●
高　専 ● ●
専　門 ● ●
高　校 ●

採用対象

〒243-0433　神奈川県海老名市河原口218-3
TEL●046-205-4083　担当●厚木営業所　多和田
URL●http://www.gpc.co.jp/　E-mail●si-st@gpc.co.jp
設立●1984年　資本金●3,000万円　売上高●10億円
従業員数●150名　事業所●厚木、横浜（新設）、東京、大阪、名古屋、静岡、長野
事業内容●地質調査、測量、環境調査

会社概要

募集職種・仕事内容・応募資格
①地質調査、測量、環境調査
仕事内容●高速道路、空港などの大型プロジ
ェクトから戸建ての家の調査、測量等を行っ
ていただきます。
求める人物像・資格●明るく元気に対応出来
る方、未経験可　普通免許

待遇
給与●月給180,000～（中途採用は3～6ヶ月
の試用期間あり、資格考慮）
勤務時間●8:00～17:00
勤務地●厚木営業所、横浜営業所（新設予定）
他希望により東京、大阪、名古屋、静岡、長
野
休日●月23日稼動（およそ隔週休二日に相当
します）による当社カレンダーの休日
福利厚生●昇給1回、賞与2回、各種保険加
入、交通費支給

（株）グラフィック6

企業ＰＲ

地質調査、測量、環境調査

全国各地に事業所を展開し、高速道路・空港などの大型
プロジェクトから戸建ての家の調査、測量などを行って
おります。従業員数150名、平均年齢30歳の若い社員が
活躍しております。勤務地は希望に応じます。

新卒 既卒
大学院 ● ●
大　学 ● ●
短　大 ● ●
高　専 ● ●
専　門 ●
高　校

採用対象

〒160-8404　東京都新宿区新宿1-7-10  
TEL●03-3341-9021　担当●溝口・山村
URL●http://abekogyo.co.jp/　E-mail●saiyo@abekogyo.co.jp
設立●昭和21年12月28日　資本金●2億円　売上高●115億3千万（平成22年3月期）
従業員数●264人　事業所●25ヶ所
事業内容●木製建具の製造、販売

会社概要

募集職種・仕事内容・応募資格
①支店営業（ルート営業）
仕事内容●地域の建具店・建材店に対するオ
リジナルのAKドア・収納家具・建具等の販売
求める人物像・資格●常に明るく、前向きに
｢やる気｣を持って行動できる人。※普通自動
車免許（AT不可）
■新卒・既卒者・若年者歓迎■
専・短卒以上。業界経験のある若年者歓迎！

待遇
給与●経験・年齢・職歴等に応じて決定いた
します。（参考）専・短卒20万円、大卒21万
円※新卒の場合
勤務時間●8:30～17:30
勤務地●営業各支店（首都圏中心に関東、東
海、山梨等）
休日●完全週休2日（土・日）、祝日、年末年
始（6日）、夏季休暇（6日）、有給休暇（初年
度10日）、特別休暇　※年間休暇120日以上
福利厚生●昇格降格審査あり（年2回）、賞与
（年3回）、交通費全額支給、各種社会保険完
備

阿部興業（株）7

企業ＰＲ

木製建具の専門メーカー

｢建具｣ ｢ドア｣のエキスパートとして60年以上の歴史を
持つ企業です。特に木の持つ美しさ、機能性にこだわり
続けてきた私たちは、その魅力について深い知識を持つ
日本でも数少ない企業です。

新卒 既卒
大学院
大　学 ● ●
短　大 ● ●
高　専
専　門 ● ●
高　校

採用対象

本社　〒250-0012　小田原市本町2-10-27　信陽商事ビル4F
支社　〒220-0011　横浜市西区高島2-12-6　ジャストビル1-5F  
TEL●0465-24-1471　担当●総務部採用担当　前田
URL●http://www.e-shinyo.jp　E-mail●saiyo@e-shinyo.jp　設立●1988年11月
資本金●1,200万円　売上高●6億9,000万円（2010年3月末）
従業員数●70名　事業所●小田原本社、横浜支社　事業内容●情報システムの企画・開発・運
用、制御システム開発、コンピュータシステム導入のコンサルティング

会社概要

募集職種・仕事内容・応募資格
①組込みソフトウェア開発SE
仕事内容●ソフトウェアを組込み製品に付加
価値を高める　求める人物像・資格●電気・
電子・情報通信技術を活用した物作りに興味
がある人、人とコミュニケーションを取るこ
とが好きな人
②アプリケーションシステムエンジニア
仕事内容●企業の戦略に基づきIT活用のコン
サルティング、システム設計開発、運用支援
を行う　求める人物像・資格●人とコミュニ
ケーションを取ることが好きな人、経営・経
済に興味のある人

待遇
給与●月給20万3,000円　※能力・経験・年
齢等を考慮し当社規程により決定
勤務時間●9:00～17:45
勤務地●横浜、小田原、東京
休日●完全週休二日（土日）祝日、年末年始、
特別（慶弔）休暇　年間休日数　120日
福利厚生●賞与年2回（6、12月）、交通費全
額、時間外手当、社会保険完備、厚生年金基
金、退職金共済、財形貯蓄制度、資格取得奨
励制度、健保直営保養所（伊豆）、健保提携リ
ゾートホテル

信陽ビジネスサービス（株）8

企業ＰＲ

ソフトウェア開発・情報処理サービス

さがみ信用金庫関連会社。金融・製造業の業務系アプリ
に強みがあり、制御系開発にも力を入れています。理系
・文系各々のジャンルを生かして「お客様のため＝自分
のため」を実践、設立以来無借金経営を貫いています。

新卒 既卒
大学院
大　学 ● ●
短　大
高　専
専　門
高　校

採用対象

〒221-0057　横浜市神奈川区青木町3-15　SSビル201号室  
TEL●045-440-5545　担当●島崎ふみひこ
URL●http://www.figurenet.com　E-mail●contact@figurenet.com
設立●2001年4月　資本金●1,000万円　売上高●1億7,000万円（2010年6月実績）
従業員数●7名（パート含む）　事業所●横浜
事業内容●ネット上における電子部品のエージェント。入手困難な電子部品を世界中から探し
てくる「調達代行」、並びに「販売代行」。

会社概要

募集職種・仕事内容・応募資格
①総合職（内勤営業）
仕事内容●電子部品の調達、販売業務。
求める人物像・資格●明るく前向きな人。英
語は必要ですが、何よりも凛とした謙虚さ、
ロジカルに考えられる力、そして筋道を通す
心が要求されます。会社と共に成長をしてい
く気概のある若者を募集します。

待遇
給与●（大卒）月給195,000円
　　　（専・高専・短大）月給165,000円
勤務時間●9:00～18:00
勤務地●横浜市
休日●週休2日制、祝日、年末年始等
福利厚生●各種保険（雇用保険、健康保険・
厚生年金保険、労災保険）、昇給年1回、賞与
年2回、交通費全額支給

（株）フィギュアネット9

企業ＰＲ

インターネット上の電子部品エージェント商社

インターネット上のエージェントという新しいタイプの
会社です。世界中のお客様から毎日数百の引合いを頂き、
玉石混合のインターネットの世界から電子部品を調達し
ている少数精鋭の会社です。電子部品のお助け隊（R）

新卒 既卒
大学院
大　学 ● ●
短　大 ● ●
高　専 ● ●
専　門 ● ●
高　校

採用対象

〒231-0012　神奈川県横浜市中区相生町6-104　横浜相生町ビル2F  
TEL●045-222-3310　担当●佐藤沙也子
URL●http://http://trust-tech.jp/　E-mail●sayako_satou@trust-tech.jp
設立●1997年8月　資本金●14億7,449万円　売上高●112億62百万円（平成22年6月期）
従業員数●857名　事業所●本社（東京）および国内11拠点　事業内容●技術分野の請負、委
託および特定労働者派遣、有料職業紹介事業。機械、電気、電子、化学、情報システムの各分
野における開発・設計・試作・実験評価・生産技術・品質保証等の技術分野を担当。

会社概要

募集職種・仕事内容・応募資格
①設計開発エンジニア　仕事内容●産業用機
械、自動車、車載電装部品、工作機械、生産
設備などの設計開発（機械・電気・電子回路
など）　求める人物像・資格●上記製品、それ
に類似するもの、または何かしらの製品の設
計経験1年以上※機械、電気、電子、化学、
情報系学校卒業で未経験者も歓迎
②フィールドエンジニア　仕事内容●半導体
製造装置や工作機械など産業用機械の組立、
調整、据付、立上、メンテナンス　求める人
物像・資格●組立調整経験者または電気工事
士や自動車整備士経験者も優遇

待遇
給与●経験により優遇
①月給（基本給＋職務手当）21万～40万円
②月給（基本給＋職務手当）19万～30万円
勤務時間●①②9:00～18:00企業により多少
変動あり
勤務地●①②神奈川県内および近隣都県
休日●①②土日、祝祭日、GW、年末年始、
夏季休暇あり（年間休日は112日に統一）
福利厚生●社会保険、厚生年金、労災、雇用
保険完全加入、資格取得支援制度有、退職金
制度有（入社後3年以上）、有給休暇、単身・
家族借上式社宅あり（家賃4割自己負担）

（株）トラスト・テック　横浜営業所10

企業ＰＲ

技術者の請負、委託、特定労働者派遣事業

私達は、技術者専門集団としてコンプライアンスを旨と
し、お客様への最適なソリューションの提供と技術者の
ステップアップを支援することで、雇用の創出と自己実
現の場を提供することで社会に貢献しています。

新卒 既卒
大学院 ● ●
大　学 ● ●
短　大 ● ●
高　専 ● ●
専　門 ● ●
高　校 ●

採用対象



〒106-0045　東京都港区麻布十番2-11-5　麻布新和ビル3F
TEL●03-5419-4173　担当●管理部　山本
URL●http://www.wireaction.jp　E-mail●yamamoto@wireaction.jp
設立●平成12年　資本金●8,500万円　売上高●1億2千万円（22年度実績）
従業員数●90人　事業所●東京都港区
事業内容●テレビ番組の放送内容を記録し、データーベース化して配信する事業

会社概要

募集職種・仕事内容・応募資格
①総合職（制作・開発・営業）
仕事内容●テレビを視聴し、放送内容をテキ
スト化するモニタリング業務、社内SE、営業
求める人物像・資格●ベンチャー企業で自身
をスキルアップしたいという上昇志向のある
方。資格、経験不問

待遇
給与●年俸制240万円以上
勤務時間●①7:00～16:00
　　　　　②16:00～0:00
　　　　　③23:00～8:00
勤務地●本社
休日●完全週休2日制、有給休暇、慶弔休暇
福利厚生●交通費（月額5万円迄）支給、各
種社会保険完備

（株）ワイヤーアクション11

企業ＰＲ

テレビ放送内容の放送ログ情報配信事業

24時間体制でテレビ番組をログするという新しいビジ
ネスモデルにチャレンジ じているベンチャー企業です。
平均年齢29歳の若い社員が活躍する会社です（電通関連
会社）

新卒 既卒
大学院 ● ●
大　学 ● ●
短　大 ● ●
高　専 ● ●
専　門 ● ●
高　校

採用対象

〒220-8133　神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1-1　横浜ランドマークタワー33階
TEL●045-228-3181　担当●総務部　兼若　佳男
URL●http://www.aquesti.co.jp　E-mail●ykanewaka@aquesti.co.jp
設立●1988年12月　資本金●5,800万円　売上高●3億9,000万円
従業員数●30名　事業所●本社（西区みなとみらい）
事業内容●各種システム開発・コンピュータソフト開発・シーケンサソフト開発

会社概要

募集職種・仕事内容・応募資格
①システムエンジニア（PC）
仕事内容●主にwindows系開発言語によるソ
フトウェアの設計／開発／調整
求める人物像・資格●健康で元気のある方、
真面目に物事に取り組める方、困難な事にも
立ち向かえる勇気のある方
②システムエンジニア（PLC）
仕事内容●主にシーケンサ（PLC）系開発言
語によるソフトウェアの設計／開発／調整
求める人物像・資格●健康で元気のある方、
真面目に物事に取り組める方、困難な事にも
立ち向かえる勇気のある方

待遇
給与●①②年俸制2,520,000円～、
※経験・年齢・能力など考慮の上、当社規定
により加給・優遇します
勤務時間●①②平日9:00～17:00
勤務地●①②本社（横浜）
休日●①②土、日、祝祭日、年末年始、特別
・慶弔休暇
福利厚生●昇1、賞2、交通費全給、各種社会
保険完備、財形貯蓄

（株）アクエスティ12

企業ＰＲ

ソフトウェア開発

我が社は、コンピュータ及びシーケンサソフトウェアの
設計／開発／調整を主業務とした各種システム開発を行
ってます。平均年齢は32歳と若いですが、知識と経験の
両方を兼ね備えている、プロフェッショナル集団です。

新卒 既卒
大学院 ● ●
大　学 ● ●
短　大 ● ●
高　専 ● ●
専　門 ● ●
高　校

採用対象

〒222-0033　神奈川県横浜市港北区新横浜3-9-18　新横浜TECHビルA館8階  
TEL●045-476-3344　担当●鈴木誠一
URL●http://www.kamegaya.co.jp　E-mail●saiyou@kamegaya.co.jp
設立●昭和25年　資本金●1億8,325万円　売上高●260億円（平成22年9月実績）
従業員数●1448人（パート含）　事業所●神奈川・東京の各店舗
事業内容●ドラッグストア「Fit Care DEPOT」及びコスメティックストア「musee de peau」
のチェーン経営

会社概要

募集職種・仕事内容・応募資格
①店長候補・販売スタッフ（2011年新卒及び
既卒）
仕事内容●レジ・品出し・接客・商品管理
求める人物像・資格●カメガヤの企業理念に
共感し、共に成長していただける方
②薬剤師（2011年新卒及び既卒）
仕事内容●調剤・OTC
求める人物像・資格●薬剤師資格をお持ちの
方、カメガヤの企業理念に共感し、共に成長
していただける方

待遇
給与●①月給22万円以上＋インセンティブ
（別途登録販売者手当支給）※経験・能力など
考慮の上、当社規定により加給・優遇します。
②月給31万円以上＋インセンティブ（別途管
理薬剤師手当支給）※経験・能力など考慮の
上、当社規定により加給・優遇　
勤務時間●①②ローテーション制（各店各部
署による）　勤務地●①②神奈川・東京の各店
舗　休日●4週8休制、有給・慶弔・特別・育
児・介護休暇
福利厚生●昇1、賞2、交通費全給、各種社会
保険完備

（株）カメガヤ（Fit Care DEPOT／musee de peau）13

企業ＰＲ

小売業（ドラッグストア）

横浜・川崎を中心にスーパードラッグストア「フィット
ケア・デポ」及びコスメティックメガストア「ミュゼ・
ド・ポウ」を約60店舗展開し、20年連続で増収している
成長企業です。

新卒 既卒
大学院 ● ●
大　学 ● ●
短　大 ● ●
高　専 ●
専　門 ● ●
高　校 ●

採用対象

〒222-0033　横浜市港北区新横浜2-4-19富士火災横浜ビル
TEL●045-475-5600　担当●総務部　中山
URL●http://jp.fujitsu.com/group/fst/　E-mail●fst-recruit@cs.jp.fujitsu.com
設立●2005年6月　資本金●1億円　売上高●176億1,331万円（2009年度実績）
従業員数●972名　事業所●新横浜（本社）、静岡、浜松、名古屋、千種、松本、神戸
事業内容●システムインテグレーション、ICTインフラサービス、情報利活用サービス等

会社概要

募集職種・仕事内容・応募資格
①コーポレートスタッフ職（経理・総務）
仕事内容●購買／支払管理／決算処理／財務
諸表作成／業績報告書作成…など経理業務全
般をお任せする予定です。
求める人物像・資格●コミュニケーション能
力・自己管理能力・論理的思考能力、または
能力を伸ばすことができる方 
日商簿記2級相当の知識があると望ましい 

待遇
給与●2010年4月初任給実績 
　　修士卒　月給22万8,500円以上 
　　大学卒　月給20万5,500円以上 
　　高専卒　月給18万5,00円以上
　　短大卒　月給16万9,500円以上
　　高校卒　月給15万7,500円以上
勤務時間●8:40～17:30
勤務地●新横浜本社（転勤の可能性有）
休日●完全週休2日制（土・日）、祝日・年末
年始、年次有給休暇（20日）など
福利厚生●当社規程による

（株）富士通ソフトウェアテクノロジーズ14

企業ＰＲ

ソフトウェア開発

富士通ソフトウェアテクノロジーズは、富士通グループ
の一員として信頼性の高いICTシステムに必須となるサ
ービス／プロダクトを提供しています。

新卒 既卒
大学院 ● ●
大　学 ● ●
短　大 ●
高　専 ● ●
専　門 ● ●
高　校 ●

採用対象

〒210-0012　神奈川県川崎市川崎区宮前町11-24　大澤ビル
TEL●044-222-3141　担当●南雲茂美
URL●http://www.ksc-inspect.co.jp/　E-mail●info@ksc-inspect.co.jp
設立●昭和52年　資本金●1,550万円　売上高●2億5,000万円　従業員数●35人
事業所●川崎市川崎区（本社）
事業内容●水力発電所、火力発電所、石油プラント、土木、建築物等の各種検査、調査、計測、
監督業務。

会社概要

募集職種・仕事内容・応募資格
①非破壊検査員　仕事内容●水力発電所、火
力発電所、石油プラント、土木、建築物等の
各種検査、調査、計測、監督業務。
求める人物像・資格●Word、Excel、CADで
きれば尚可。
②一般事務　仕事内容●データ入力、書類作
成、電話応対、その他庶務業務。
求める人物像・資格●Word、Excelできれば
尚可。※①②意欲溢れる人間性・協調性の豊
かな方。仕事を通じて社会に貢献したいと考
えている方を求めます。経験不問。

待遇
給与●①月給17～30万円
　　　②月給17～23万円
※経験・年齢・能力など考慮の上、当社規定
により決定します。
勤務時間●8:30～17:00
勤務地●川崎市川崎区／本社
休日●土日祝日（祝日のある週の土曜日は出
勤）、年末年始、夏季休暇
福利厚生●昇1、賞2、交通費全給、各種社会
保険完備、資格手当、出張手当、家族手当

検査サービス（株）15

企業ＰＲ

非破壊検査

私たちは心と技術でお客様の安全をお守り致します。当
社は主に電力関係の業務を行っており、あまり景気不景
気に左右されません。若手の社員が多いため、仕事の相
談がしやすく、すぐうちとけられます。

新卒 既卒
大学院 ● ●
大　学 ● ●
短　大 ● ●
高　専 ● ●
専　門 ● ●
高　校

採用対象

〒231-8689　横浜市中区上野町2-88
TEL●045-623-0830　担当●管理室　治武（ジブ）
URL●http://yoshikawa-japan.com/　E-mail●yosicokanri@yoshikawa-japan.com
設立●1957年1月　資本金●1億円　売上高●25億円
従業員数●本社30人、海外（現地採用）60人
事業所●本社（横浜市中区）、海外：フランス、カナダ、イギリス
事業内容●食料品、酒類の輸出入、卸売、特定米穀販売

会社概要

募集職種・仕事内容・応募資格
①営業スタッフ
仕事内容●海外の食品流通業者に商品を紹
介、新規取引の開拓・拡大
求める人物像・資格●礼儀正しく、健康的、
明るい応対ができる方　※要日常英会話・普
通運転免許
②業務関連スタッフ
仕事内容●発注・集荷チェック・倉庫業者と
の対応・船積書類作成・その他OA関連業務
求める人物像・資格●礼儀正しく、健康的、
明るい応対ができる方　※普通運転免許

待遇
給与●①②大学新卒20.8万円・短大新卒18.5
万円　※経験 ・能力など考慮の上、当社規定
により優遇します。
勤務時間●①②9:00 - 17:15
勤務地●①②本社
休日●①②土日・祝祭日・夏期・年末年始・
慶弔休暇・有給（最高22日） 
福利厚生●昇1、賞2、交通費全給、各種社会
保険完備、横浜市福祉共済、海外研修制度

吉川商事（株）16

企業ＰＲ

食料品輸出入・卸売業

私達は、世界のさまざまな食のニーズを敏感にキャッチ
し、マルフジブランドのオリジナル商品の開発を通して
世界の食卓を豊かにしています。食文化や食品販売に興
味のある若い方の応募をお待ちしています。

新卒 既卒
大学院
大　学 ● ●
短　大 ● ●
高　専 ● ●
専　門 ● ●
高　校 ●

採用対象



〒253-0085　神奈川県茅ヶ崎市矢畑1222
TEL●0467-82-6101　担当●業務管理ブロック　山崎　恵里
URL●http://www.vellizza.co.jp/　E-mail●e-yamazaki@vellizza.co.jp
設立●1959年　資本金●6,000万円　
従業員数●160人　事業所●茅ヶ崎本社、新潟工場（燕市）、ベトナム工場（ホーチミン市）、
タイオフィス（バンコク市）
事業内容●自動車純正用品の企画・開発・製造・販売

会社概要

募集職種・仕事内容・応募資格
①開発・営業
仕事内容●自動車純正用品の企画・開発・設
計・営業　求める人物像・資格●ものづくり
や自動車に対する興味、関心のある人。新し
いものを自分の手で作り出したい、という意
欲のある人。理工系学部出身者歓迎。
②総合職
仕事内容●経理、総務、人事、法務、営業、
購買、渉外など
求める人物像・資格●チャレンジ精神のある
人。新しいことに積極的に取り組み、継続し
て自己啓発のできる人。

待遇
給与●①②大卒・院卒200,000円（試用期間
終了後　職務手当30,000円支給）、短大・専
門・高専卒178,000円（試用期間終了後職務
手当30,000円支給）
勤務時間●①②8:30～17:30　
勤務地●①②神奈川県茅ヶ崎市
休日●①②完全週休2日（会社カレンダーに
よる）年末年始、GW、夏期　それぞれ7～10
日の連続休暇
福利厚生●賞与2回、昇給1回、交通費全額、
マイカー通勤可、各種社会保険完備、保養施
設あり

ナガタベルリッツア（株）17

企業ＰＲ

自動車純正用品の企画・製造・販売

創立52年の実績あるメーカーです。自動車をより使いや
すく、個性的にする純正用品の企画をしてみませんか？
若手社員にも、新商品開発のチャンスがあります。茅ヶ
崎からあなたの感性を発信してください。

新卒 既卒
大学院 ●
大　学 ● ●
短　大 ● ●
高　専 ● ●
専　門 ● ●
高　校

採用対象

〒103-0027　東京都中央区日本橋3-12-2　朝日ビルヂング2F
TEL●03-3243-8107　担当●上田　
URL●http://jid-net.co.jp/　E-mail●jinji@jid-net.co.jp
設立●1988年9月9日　資本金●7億9,500万円　売上高●40億1,900万円
従業員数●221人　事業所●本社、全国16支店2営業所
事業内容●アパートやマンションなど不動産物件を借りる際に必要な保証人を受託する、それ
が「賃貸保証事業」です。

会社概要

募集職種・仕事内容・応募資格
①営業職
仕事内容●1）代理店開拓営業　2）商品利用
促進営業　3）滞納コンサルティング業務
求める人物像・資格●情熱と挑戦する心を持
った方。普通自動車免許（ペーパードライバ
ー不可）
②事務職
仕事内容●1）申込み審査業務　2）契約管理
業務　3）お家賃の滞納報告に関する受付業
務　4）その他バックオフィス系業務
求める人物像・資格●情熱と挑戦する心を持
った方。簡単なPC操作

待遇
給与●①月給221,250～250,000円＋営業
手当2万円（試用期間3か月満了後）
②月給221,250～250,000円
勤務時間●①②9:00～18:00、10:00～19:00
勤務地●①首都圏の支店（応相談）②本社（平
成23年初夏、千葉県木更津市内に移転予定。）
休日●①②完全週休2日制（シフト制）、
有給、GW、夏季、年末年始、慶弔
福利厚生●昇給1、業績報酬2、交通費全給、
健康、厚生、雇用、労働

日本賃貸保証（株）18

企業ＰＲ

不動産の賃貸保証業

保証人がいなくても住まいを借りられる。そんな時代を
創り出したのが私たちです。私たちの社会的使命は「あ
らゆる人々のために、公平で公正な社会づくりに貢献し
ていくこと」です。

新卒 既卒
大学院 ● ●
大　学 ● ●
短　大 ●
高　専 ●
専　門 ●
高　校 ●

採用対象

〒210-0818　神奈川県川崎市川崎区中瀬3-21-6　臨港バス本社ビル4階  
TEL●044-280-3311　担当●竹内・松崎・高橋
URL●http://www.rinkobus.co.jp/rinko_com_info.html　E-mail●rb-kai@rinkobus.co.jp
設立●昭和47年　資本金●3,200万円　売上高●2億7,200万円（平成21年度実績）
従業員数●69名　事業所●本社（川崎市川崎区）
事業内容●不動産業・旅行業・飲食業・商事業等

会社概要

募集職種・仕事内容・応募資格
①総合職（総務・経理・営業など）
仕事内容●不動産仲介業や旅行業、飲食店業
や商事の運営や管理、営業などです。
求める人物像・資格●○将来の幹部候補とい
う認識を持ち、幅広い分野に関心を持って常
に自己研鑽に努めることができる人。○地域
社会への貢献という情熱を持ち、サービス精
神あふれる人。○営業はもちろん、従業員が
お客様という立場の事務・管理部門にも必要
なコミュニケーション能力がある人。
以上を意識して一緒に事業展開してくださる
方、お待ちしております。

待遇
給与●大卒月給193,300円、短大・専門卒月
給163,600円、高卒月給155,000円
勤務時間●9:00～18:00
勤務地●本社（川崎市川崎区）
休日●週休2日制、年末年始、慶弔休暇、年
次有給休暇
福利厚生●交通費支給、賞与、各種社会保険
完備（雇用保険・健康保険・厚生年金保険・
労災保険）、京急グループ共済組合（各種給付
金・京急グループ施設利用特典有）、財形貯
蓄、保存有給休暇制度

臨港コミュニティ（株）19

企業ＰＲ

不動産業・旅行業・飲食業

当社は川崎・横浜を地盤に置く川崎鶴見臨港バス(株)の
グループ会社です。沿線にある不動産物件の賃貸業、バ
ス旅行を中心にした旅行業、その他飲食店、商事業、定
期券発売業等の地域密着型の事業を行っております。

新卒 既卒
大学院
大　学 ● ●
短　大 ● ●
高　専 ● ●
専　門 ● ●
高　校 ●

採用対象

〒240-0064　横浜市保土ヶ谷区峰岡町1-21
TEL●本社045-335-2613　横浜工場045-331-4589　担当●箕輪
URL●http://www.gohansuki.com
設立●大正8年創業　資本金●9,000万円　売上高●100億円
従業員数●60名　事業所●横浜工場、新潟工場、名古屋営業所
事業内容●米穀類製造加工販売

会社概要

募集職種・仕事内容・応募資格
①精米工場スタッフ
仕事内容●各種製造工程を経験頂きます
　　　　　・原料投入
　　　　　・精米機操作
　　　　　・精米加工
　　　　　・機械メンテナス
上記を経験しリーダーとして活躍して頂きます
求める人物像・資格●将来の幹部候補生とし
て、チャレンジ精神を持って積極的に取組む
意欲のある方を求めます。

待遇
給与●①月給172,000円以上
勤務時間●8:00～17:00
勤務地●横浜市保土ヶ谷区峰沢町260
休日●日曜、祝日、他月2日（公休）
福利厚生●昼食補助1日200円
　　　　　会員制リゾート施設有り
　　　　　各種社会保険完備

千田みずほ（株）20

企業ＰＲ

外食産業、ホテル等へ業務用お米の販売会社

大手焼肉チェーン、外食産業、ホテルを中心に業務用の
お米を提供しています。又日本酒、煎餅、味噌、みりんの
原料としてのお米も提供しています。他お弁当、おにぎ
り、おこわと幅広くお米を提供し、安定成長しています。

新卒 既卒
大学院
大　学
短　大 ● ●
高　専
専　門
高　校 ● ●

採用対象

〒252-0002　神奈川県座間市小松原2-20-20
TEL●046-266-2013　担当●総務部　比留川　美千子
URL●http://www.kouken-net.co.jp/index.htm　E-mail●info@kouken-net.co.jp
設立●1993年　資本金●1,000万円　 
従業員数●35名　事業所●東北営業所・九州営業所
事業内容●切削工具の再研削及び製作（切削工具の再研加工は工具の再利用となりエコ環境作
りに貢献しています）

会社概要

募集職種・仕事内容・応募資格
①技能職（研磨工）
仕事内容●研磨機・NC研削機による業務
求める人物像・資格●未経験者歓迎。技術を
身につけることを目指している方（最新の研
磨技術を身につけることは、将来的にも貴重
な財産となります）
②営業職
仕事内容●主に社有車にてルート営業・新規
顧客営業。
求める人物像・資格●普通運転免許。明るく
元気に仕事を行える方。

待遇
給与●月給18万円以上（年齢・経験・能力を
考慮）
勤務時間●8:30～17:30
勤務地●座間市（本社）
休日●日・祝日・土（隔週）
当社カレンダーによる。
福利厚生●各種社会保険完備、その他手当有
り、昇給1回、賞与2回

（株）工研21

企業ＰＲ

切削工具の再研削及び製作

まだ創業15年の若い会社です。世界トップレベルの超精
密CNC工具研機により、工具の素材からデザイン製品化
に至るまでのトータルプラニング・プロデュースをする
会社です。

新卒 既卒
大学院
大　学 ● ●
短　大 ● ●
高　専 ● ●
専　門 ● ●
高　校 ● ●

採用対象

〒238-0004　神奈川県横須賀市小川町14-1　ニッセイ横須賀センタービル8F
TEL●046-824-8572　担当●畠山　清　URL●http://www.nmeweb.jp/index.html   
E-mail●science@nme.co.jp　設立●1980年1月　資本金●5,000万円　売上高●6,807百万
円（2010年3月決算）　従業員数●346名　事業所●本社（横須賀市小川町）
事業内容●日本水産（株）グループ企業。海洋・地球に関わる研究・技術開発を支援するため、
最先端の海洋調査に関わる技術力を用いて、独立行政法人海洋研究開発機構が所有する各種船
舶や潜水船、各種調査観測機器の運航・運用・保守管理を行う企業です。

会社概要

募集職種・仕事内容・応募資格
①海洋観測技術職　仕事内容●海洋調査船に
乗船し、各種海洋観測装置を取扱い、様々な
海洋データを取得し、得られたデータを処理
し、研究者に提供する仕事です。また、観測
装置の機能向上などの技術開発も行います。
年間100日を超える乗船業務があります。
求める人物像・資格●平成23年3月までに工
学系（電気電子、機械、海洋工学、情報工学 
など）／自然科学系（地質学、地球物理学、
海洋学など）大学 を卒業、あるいは大学院博
士課程または修士課程を修了した者。「深海
の謎に挑戦したい人」を求む。

待遇
給与●①月給20万円以上　※経験・年齢・能
力など考慮の上、当社規定により優遇します。
勤務時間●⑴09:00～17:30（陸上勤務）
　　　　　⑵乗船勤務の際には別に定める。
勤務地●①追浜事務所（横須賀市夏島町）
休日●①土日祝祭日・年末年始・年次有給休
暇・特別有給休暇・創立記念日等。但し、乗
船中の休日は原則として振替休暇とする。
昇給・賞与●昇1、賞2、交通費全給。
福利厚生●各種社会保険完備、宿舎；当社規
定による、借り上げ独身寮および借り上げ社
宅制度あり。

日本海洋事業（株）22

企業ＰＲ

海洋調査サービス業

当社は独立行政法人海洋研究開発機構から業務を受託
し、地球環境に大きな影響を与える海洋底のダイナミク
スを探るための調査支援業務をしています。海洋調査に
興味がある方の応募をお待ちしています。

新卒 既卒
大学院 ● ●
大　学 ● ●
短　大
高　専
専　門
高　校

採用対象



〒231-0002　神奈川県横浜市中区海岸通四丁目17番地　東信ビル4F
TEL●045-210-0327　担当●長 正久（ちょう まさひさ）
URL●http://www.ico-net.co.jp　E-mail●saiyoh@ico-net.co.jp
設立●平成17年　資本金●1,000万円　売上高●2億円（平成20年度実績）
従業員数●26人　事業所●中区海岸通（本社）
事業内容●家電製品等の組込ソフトウェア、移動通信体用ソフトウェア、その他アプリケーシ
ョンソフトなどの設計開発。

会社概要

募集職種・仕事内容・応募資格
①プログラマー
仕事内容●各種ソフトウェアの要件定義、設
計開発、評価業務。
求める人物像・資格●C、C++、VC++、C#、
VB.NET、JAVAのいずれかの開発言語で1年
以上ある方。

待遇
給与●月給180,000円～月給250,000円
※経験・年齢・能力など考慮の上、当社規定
により加給・優遇します。
勤務時間●9:00～18:00
勤務地●本社及び神奈川県内、東京都内
休日●完全週休二日制（土日祝日）、年末年始
（6日）、夏季休暇（3日）、特別・慶弔休暇
福利厚生●昇給年1回、賞与年2回、交通費全
額支給、各種社会保険完備、家族手当、借り
上げ料制度

（株）アイシーオー23

企業ＰＲ

ソフトウェア開発

組込み制御ソフト、シミュレーションソフトなど弊社の
案件は多岐にわたります。また、要件定義や設計から開
発・試験まで参加することが可能なので、幅広い知識を
身に付けたエンジニアになることができます。

新卒 既卒
大学院 ● ●
大　学 ● ●
短　大 ● ●
高　専 ● ●
専　門 ● ●
高　校 ●

採用対象

〒216-0001　神奈川県川崎市宮前区野川907
TEL●044-777-1711　担当●根上幸恵
URL●http:// homepage2.nifty.com/teikyo-r/　E-mail●s-neagari@nifty.com
設立●平成4年4月　従業員数●80人　事業所●所在地のみ
事業内容●介護老人保健施設（施設サービス、居宅介護サービス）

会社概要

募集職種・仕事内容・応募資格
①看護師・准看護師
仕事内容●老人の看護全般　求める人物像・
資格●看護師、准看護師免許
②介護福祉士　仕事内容●老人の介護全般
（食事・入浴・排泄の介助）　求める人物像・
資格●介護福祉士免許
③介護職員（無資格可）　仕事内容●老人の介
護全般（食事・入浴・排泄の介助）　求める人
物像・資格●特に必要なし（入職後、資格取
得目指す人）※①②③共に、人が好きで、チ
ームワークで仕事ができる方、お待ちしてお
ります！

待遇
給与●①看：月給257,902円以上　准：月給
215,894円以上　②月給200,920円　③月
給188,928円　※①②③夜勤手当5回含む
勤務時間●①②③日勤8:30～17:00
夜勤16:30～9:00　その他早番、遅番あり
勤務地●①②③所在地に同じ
休日●①②③4週6休制（シフト制）、祝日、
年末年始、創立記念日、特別休暇、有給休暇
福利厚生●昇1、賞2（4.0ヶ月　22年度実績
※人事院勧告による）、交通費全給（最高55,0
00円迄）、各種社会保険完備、家族手当、住
宅手当、独身寮完備（女子）

学校法人帝京大学　帝京大学老人保健センター　慈宏之里24

企業ＰＲ

介護老人保健施設

私たちは、施設理念『その人らしさを大切にします』を
モットーに、治療ではなくケアを心がけています。設立
主体が帝京大学なので、安心して長く働けるのも魅力で
す。研修制度の充実も自慢です！

新卒 既卒
大学院 ● ●
大　学 ● ●
短　大 ● ●
高　専 ● ●
専　門 ● ●
高　校 ●

採用対象

〒242-0016　神奈川県大和市大和南2-5-1
TEL●046-264-8420　担当●総務課　菊地　裕
URL●http://www.haken-ys.com/　E-mail●h.kikuchi@haken-ys.com
設立●平成2年4月　資本金●1,000万円　売上高●16億円
従業員数●800名　事業所●神奈川・東京・栃木・静岡・九州　等　
事業内容●一般労働者派遣、有料職業紹介、アウトソーシング

会社概要

募集職種・仕事内容・応募資格
①人材コーディネーター
仕事内容●派遣スタッフの管理、企業への人
材紹介等
求める人物像・資格●はじめは誰でも未経験。
新しい事にチャレンジし、元気に仕事が出来
る方をお待ちしております。普通自動車第一
種免許（1年以上の運転歴）
②事務
仕事内容●電話応対、データ入力、給与計算等
求める人物像・資格●広い視野を持って日々
向上心を持っている方。多少のPC入力経験。

待遇
給与●①月給23万円以上
　　　②月給16万円以上
勤務時間●8:00～17:00　※内、休憩1時間
勤務地●本社：神奈川県大和市
拠点：神奈川・東京・栃木・静岡・九州等
休日●土日（週休2日制）
※①は土曜出勤（月1程度）有り
※GW・夏期休暇・年末年始有り
福利厚生●賞与年2回、昇給※社内規定によ
る。退職金制度※社内規定による。
各種保険加入：雇用、労災、健康、厚生
交通費別途支給、車両手当て別途支給

（株）ワイエス25

企業ＰＲ

人材派遣・有料職業紹介・アウトソーシング業

大手製造・物流メーカー等への人材の紹介をしておりま
す。東京・神奈川県を中心に福島・栃木・静岡、先日か
ら九州へも進出いたしました。幅広いニーズへの対応を
目指す企業です。

新卒 既卒
大学院 ● ●
大　学 ● ●
短　大 ● ●
高　専 ● ●
専　門 ● ●
高　校 ●

採用対象

〒221-8705　神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-33-8
TEL●045-415-8810　担当●管理部　松本
URL●http:// www.verite.jp　E-mail●matsumotoma@verite.co.jp
設立●1948年（昭和23年）　資本金●37億7,276万円
売上高●92億4,300万円（2010年3月期）
従業員数●391人（パート、嘱託等を除く）2010年3月期
事業所●本社（横浜）、全国90店舗　事業内容●宝飾品専門小売店チェーン

会社概要

募集職種・仕事内容・応募資格
①販売職
仕事内容●宝飾品等の販売及び店舗運営業務
全般
求める人物像・資格●人と接することが好き
な方（経験・資格不問）

待遇
給与●①月給大卒192,000円、短・専卒172,0
00円以上※経験・年齢・能力など考慮の上、
当社規定により加給・優遇します。
勤務時間●①9:30～21:30　※店舗の営業時
間により異なる。シフト制　実働8時間
勤務地●①全国各店舗
休日●①シフト制（月8～10日）年間休日110日
福利厚生●昇1、賞2（業績による）、交通費
全給、各種社会保険完備、財形貯蓄制度、社
員持株会、借上げ社宅

（株）ベリテ26

企業ＰＲ

宝飾品専門小売店チェーン

全国に90店舗を展開する宝飾品専門小売店チェーン〈東
証二部上場企業〉

新卒 既卒
大学院
大　学 ● ●
短　大 ● ●
高　専
専　門 ● ●
高　校 ●

採用対象

〒213-0006　神奈川県川崎市高津区下野毛1-8-28 
TEL●044-833-0133　担当●佐々木俊文
URL●http://www.komyokk.co.jp/　E-mail●t.sasaki@komyokk.co.jp
設立●昭和22年8月　資本金●1億円　売上高●27億5千万円
従業員数●200名（子会社含む）　事業所●本社　川崎（6事業所）
事業内容●測定器・分析機器・警報機器等の製造販売

会社概要

募集職種・仕事内容・応募資格
①開発・設計
仕事内容●計測器の機構設計・性能設計
求める人物像・資格●能力向上に意欲ある方
②研究・開発
仕事内容●化学反応を利用した装置の開発
求める人物像・資格●能力向上に意欲ある方
③一般事務
仕事内容●総務・品質保証・貿易
求める人物像・資格●能力向上に意欲ある方

待遇
給与●月給①大学院卒　227,000円
　　　　　②大学卒　206,000円
勤務時間●午前9:00～17:00
勤務地●川崎市（本社）
休日●完全週休二日制
福利厚生●加入保険　雇用　労災　健康　　
厚生　財形

光明理化学工業（株）27

企業ＰＲ

分析機器・警報機器等製造販売

創業以来63年北川式ガス検知器を初め各種ガス等によ
る災害、公害を未然に防ぐ分析機器・警報機器を開発工
業化し、日本をはじめ米国・英国・ヨーロッパ・アジア
圏においてその需要に応えております。

新卒 既卒
大学院 ● ●
大　学 ● ●
短　大
高　専
専　門
高　校

採用対象

〒211-0043　神奈川県川崎市中原区新城中町16-10
TEL●044-777-5158　担当●三原真奈美
URL●http://www.rngoto.com　E-mail●m-mihara@rngoto.com
設立●昭和57年10月　資本金●1億円    
従業員数●90名　事業所●川崎本社・支店　東京支店
事業内容●改修工事業

会社概要

募集職種・仕事内容・応募資格
①塗装工
仕事内容●主に共同住宅の総合改修工事にお
ける塗装・防水・洗浄その他工事。
求める人物像・資格●健康で真面目に勤務で
きる方・技術習得を目標としている方。
②一般事務
仕事内容●一般事務（電話応対・秘書業務・
営業事務補佐業務・経理業務）。
求める人物像・資格●明るく仕事に取り組め
る方、広範囲に目配り・気配り・心配りので
きる方。

待遇
給与●①日給・10,000円～（未経験8,000円
～）②月給・220,000円（諸手当含む）～
勤務時間●①8:30～18:00（夏期）
　　　　　　8:30～17:00（冬期）
　　　　　②9:00～17:30　
勤務地●①施工現場（関東一円）
②川崎市中原区新城中町16-10　本社
休日●①日曜日②日曜日・祝日（月1回土曜
日に当番制にて出勤有但し使用期間中は月2
回出勤）

（株）アール・エヌ・ゴトー28

企業ＰＲ

改修工事業

不況の中、毎年順調に受注・売上げが増大しています。
中小企業ではありますが、改修工事の専業者として業界
においては、信頼と実績を誇り、安定した経営を行って
おります。

新卒 既卒
大学院
大　学 ● ●
短　大 ● ●
高　専 ● ●
専　門 ● ●
高　校 ●

採用対象



〒222-0033　神奈川県横浜市港北区新横浜1-28-8　コムシス新横浜ビル
TEL●045-476-3111　担当●安楽・木川
URL●http://www.comsis.co.jp/　E-mail●honsha-jinji@comsis.co.jp
設立●平成2年　資本金●1億円　売上高●52億円（2009年度実績）
従業員数●450名　事業所●新横浜、千葉、宇都宮、名古屋、津、大阪、福岡
事業内容●通信制御ソフトウェア開発

会社概要

募集職種・仕事内容・応募資格
①システムエンジニア
仕事内容●ソフトウェアの開発
求める人物像・資格●実務経験5年以上
②評価技術者
仕事内容●システムテスト仕様書作成・実施
求める人物像・資格●実務経験5年以上
③ハードエンジニア
仕事内容●デジタル及びアナログ回路設計
求める人物像・資格●実務経験5年以上
④システム営業職
仕事内容●新規顧客開拓、システム営業全般
求める人物像・資格●実務経験5年以上

待遇
給与●①②③月給18～34万円
　　　④20～26万円
勤務時間●①②③④9:00～17:45
勤務地●①②③④新横浜
※転勤の可能性あり
休日●①②③④完全週休二日制、祝日、年末
年始、夏季休暇、特別・慶弔休暇
福利厚生●昇1、賞1、交通費上限あり、各種
社会保険完備、家族手当

コムシス（株）29

企業ＰＲ

ソフトウェア開発

社会で広く使われているモビリティ・デジタル家電カー
ナビETC等の通信・制御系システム開発からシステムソ
リューション（道路鉄道等の公共システム）まで多岐に
わたる最先端通信技術のシステム開発を行っています。

新卒 既卒
大学院 ● ●
大　学 ● ●
短　大
高　専
専　門
高　校

採用対象

〒222-0033　神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-19　新横浜ミネタビル4F
TEL●045-476-7484　担当●青木
URL●http://www.cfs-corp.jp　E-mail●Saiyo@cfs-corp.ne.jp
設立●1947年　資本金●7,091百万円　売上高●144,338百万円（2010年2月期）
従業員数●1,159名　事業所●神奈川・静岡・東京・千葉・茨城・埼玉・山梨・三重の各店舗
事業内容●ドラッグストアの経営

会社概要

募集職種・仕事内容・応募資格
①店舗販売員
仕事内容●店舗スタッフ
求める人物像・資格●将来店長候補になりう
る人物・全国転居を伴う異動が可能な方

待遇
給与●①月額205,100円以上
勤務時間●①シフト制（1日実働8時間）
勤務地●①神奈川・静岡・東京・千葉・茨城
・埼玉・山梨・三重
休日●①年間116日（月9日＋連続休暇制度
年間8日間）
福利厚生●社会保険完備、寮（借上社宅）制
度、財形貯蓄、退職金制度、社員持株会、社
員購入割引制度　他

（株）CFSコーポレーション30

企業ＰＲ

小売業（ドラッグストア）

イオングループのドラッグストア中核として出店エリア
拡大中！　是非東証一部上場のおなじみ「ハックドラッ
グ」で一緒に働きませんか？

新卒 既卒
大学院 ● ●
大　学 ● ●
短　大
高　専
専　門
高　校

採用対象

〒220-8109　神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1　横浜ランドマークタワー9階　　　
TEL●045-222-5725　担当●人事グループ　岡本将一
URL●http://www.geomatec.co.jp　E-mail●recruit@geomatec.co.jp
設立●昭和28年　資本金●40億4,385万円　売上高●78億8,800万円（2010年3月実績）
従業員数●482名　事業所●本社（神奈川県横浜市）、R＆Dセンター（東京都大田区）、金成工
場（宮城県栗原市）、赤穂工場（兵庫県赤穂市）　事業内容●フラットパネルディスプレイ用基
板、光学機器用部品、固体レーザー用光学系部品、その他真空成膜製品の製造及び販売他

会社概要

募集職種・仕事内容・応募資格
①営業職
仕事内容●取引先大手家電メーカーや大学研
究所を訪問し、技術の提案・提供、ニーズの
把握。また新製品受注は初期段階から、自社
技術部門の研究員とコンビを組んで対応して
いきます。
求める人物像・資格●大卒以上、経験不問。
②事務職
仕事内容●総務・経理等の事務系職種全般。
求める人物像・資格●大卒以上、経験不問。

待遇
給与●大卒201,400円～、修士了210,400円
～　※経験・能力など考慮の上、当社規定に
より加給・優遇します。 勤務時間●8:45～
17:45（実働8時間）　勤務地●本社（神奈川
県横浜市）　休日休暇●完全週休二日制（土・
日・祝　※会社カレンダーによる）、年次有給
休暇、年末年始、夏季、特別・慶弔休暇　年
間休日115日　福利厚生●昇給年1回（4月）、
賞与年2回（6月・12月）、交通費全額支給、
各種社会保険完備、家族手当、従業員持株会、
退職金制度、財形貯蓄制度、借上社宅制度、
資格取得援助、各種教育制度

ジオマテック（株）31

企業ＰＲ

電気機械器具製造業

真空成膜技術はタッチパネルやディスプレイへの薄膜加
工だけでなく、あらゆるものづくりへその応用範囲を広
げています。新しい事にチャレンジできる人、自分の考
えを持って行動に移せる人をお待ちしています。

新卒 既卒
大学院 ● ●
大　学 ● ●
短　大
高　専
専　門
高　校

採用対象

〒231-0062　神奈川県横浜市西区桜木町2-2　港陽ビル9F
TEL●045-680-2121　担当●小林　知佳　URL●http://www.pep-p.co.jp/  
E-mail●chika@pep-c.co.jp　設立●平成元年　資本金●3,000万円　売上高●4億6,400万
（平成20年度実績）　従業員数●13人　事業所●本社（横浜市中区桜木町）　事業内容●当社
は、セールスプロモーションやイベント等をプロデュースしています。弊社のオリジナルイベ
ント「アロハ・ヨコハマ」は、今年10回を迎え、毎年30万人以上動員しています。2010年に
東証一部のテー・オー・ダブリューとの資本提携で、さらなる飛躍をめざします。

会社概要

募集職種・仕事内容・応募資格
①プランナー・ディレクター
仕事内容●イベントの企画・提案・制作全般
を担当します。クライアントに対して、自分
達が考えたアイデアやプランを企画提案しま
す。採用された企画は、イベント実施まで自
分達が制作推進します。※初めてのかたにも
親切・丁寧に先輩社員が指導しますので、安
心して業務に打ち込めます
求める人物像・資格●好奇心や冒険心を持っ
て業務に打ち込める人。素直でやる気をもっ
て業務できる人。イベント広告業志望。未経
験者でも歓迎です。

待遇
給与●①月給20～40万円以上※経験・年齢・
能力など考慮の上、当社規定により優遇しま
す。　勤務時間●①専門業務型最良労働制（み
なし労働時間／1日8時間）※コアタイム9:30
～18:30
勤務地●①本社（横浜市中区桜木町）
休日●①週休二日制、祝日、年末年始、夏季
休暇、特別・慶弔休暇※イベント日程により
出社することもあります。（振替休日有）
昇給賞与●昇1、賞2、※個人業績により支給。
福利厚生●各種社会保険完備、社員旅行、資
格支援制度

（株）ペッププランニング32

企業ＰＲ

イベント企画・制作

私たちは、イベントプロモーションを通して、明るく楽
しい活気ある社会づくりに貢献しよう努めています。イ
ベント広告に興味があり、あたらしいムーブメントを発
信したいと思う人の応募をお待ちしています。

新卒 既卒
大学院
大　学 ● ●
短　大
高　専
専　門
高　校

採用対象

〒210-0052　神奈川県横浜市神奈川区栄町2-9　東部ヨコハマビル
TEL●045-461-1651　担当●総務部人事課　今野　順夫
URL●http://www.tohbu.co.jp/　E-mail●Jinji@tohbu.co.jp
設立●昭和18年12月　資本金●5億5,303万円　売上高●97億7千万円（平成22年3月期）
従業員数●328名　事業所●16営業所（神奈川、千葉、埼玉、茨城、福島、群馬、新潟、富
山、静岡、兵庫）、1整備工場（神奈川）
事業内容●貨物自動車運送事業、商品販売事業、不動産賃貸事業、その他事業

会社概要

募集職種・仕事内容・応募資格
総合職
（事務・販売・管理　※転勤もあります）
仕事内容●事務・販売・運行管理等
求める人物像・資格●仕事に意欲的に取り組
める方、発想力、忍耐力を持って仕事に取り
組める方、普通運転免許保有者

待遇
給与●月給200,100円（平成22年度実績）以
上※経験・年齢・能力など考慮の上、当社規
定により加給・優遇します。及び通勤費（月
額3万円まで）
勤務時間●9:00～17:30（本社）
勤務地●本社及び営業所
休日●年間95日（月7～8日）
　　　※1カ月単位の変形労働時間制
　　　有給休暇11日（初年度）
福利厚生●昇給年1回、賞与年2回、
各種社会保険完備、退職金、財形貯蓄、持株、
社宅・独身寮完備（神奈川県）

東部ネットワーク（株）33

企業ＰＲ

総合物流業

・ジャスダック市場株式上場
・強固な財務体質（無借金経営）
・安定した収益基盤（取引先は大手荷主）

新卒 既卒
大学院 ● ●
大　学 ● ●
短　大
高　専
専　門
高　校

採用対象

〒220-6217　神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-5　クイーンズタワーC18階
TEL●045-640-3707　担当●人事採用グループ　能間・辰巳
URL●http://www.alpsgiken.co.jp　E-mail●honsya.rec@alpsgiken.co.jp
設立●昭和46年1月　資本金●23億47百万円　売上高●連結155億68百万円
従業員数●連結3,082名（平成21年12月）　事業所●全国25ヶ所
事業内容●開発・設計技術者の正社員派遣事業、技術プロジェクトの受託事業、自社工場にお
ける製品開発事業、ソフトウェア開発事業

会社概要

募集職種・仕事内容・応募資格
①機械系技術職、電気電子系技術職、ソフト
ウェア開発技術職
仕事内容●自動車や航空機などの輸送機器、
デジタルカメラなどの精密機器、産業用機器
関係、半導体関係、情報通信機器関係、環境
エネルギー関係など、それぞれの業界トップ
メーカーでの開発・設計の仕事です。
求める人物像・資格●新卒・既卒とも、成長
意欲が高く、行動力、適応力を養いたい方。

待遇
給与●①月給21万円以上（大卒初任給）
※経験・年齢・能力・前職給与を充分考慮し
た上で優遇します。
※別途、残業代を全額支給します。
勤務時間●①8:30～17:30
勤務地●①全国23拠点
休日●①夏季休暇、年末年始休暇、年次有給
休暇、特別有給休暇、公用休暇、育児休暇、
介護休暇、慶弔休暇　福利厚生●保養所、会
員制リゾートクラブ加盟、持株制度、共済会、
企業内確定拠出年金（401k）、財形貯蓄、団
体保険制度、各種クラブ活動

（株）アルプス技研34

企業ＰＲ

開発・設計技術者の正社員派遣事業

経営理念に［HearttoHeart］という言葉を掲げています。技
術が人を育てるのではなく人が技術を育てる、アルプス技
研にはそんな理念が根付ています。また技術者は製品や
領域などの垣根を超えて開発設計に携われます。

新卒 既卒
大学院 ● ●
大　学 ● ●
短　大 ●
高　専 ●
専　門 ●
高　校

採用対象



〒190-0003　東京都立川市栄町4-16-1
TEL●042-540-2060　担当●久田・倉田
URL●http://hisada.biz　E-mail●info@hisada.biz
設立●1977年　資本金●1,000万円　売上高●18億円　従業員数●130人
事業所●立川（本社）・立川ルミネ店・国分寺店・吉祥寺店・池袋店・荻窪店・銀座店・新宿店
・浦和店・北千住店・たまプラーザ店・溝の口店・札幌店・富山店・名古屋店・福岡店・パリ
16区・パリ1区　事業内容●ナチュラルチーズの輸入・販売

会社概要

募集職種・仕事内容・応募資格
①ナチュラルチーズの販売
仕事内容●チーズ専門店におけるナチュラル
チーズの販売・管理
求める人物像・資格●人と接することが好き
な方、粘り強く仕事に取り組める方、もちろ
んチーズに興味のある方もご応募をお待ちし
ております。

待遇
給与●大卒・院卒　：月給178,000円
　　　短大・専門卒：月給168,000円
【既卒者】154,000円～（3ヶ月間は試用期間）
※経験・年齢・能力など考慮の上、当社規定
により決定いたします。
勤務時間●店舗により異なる
勤務地●東京・神奈川・埼玉・大阪・名古屋
・富山・福岡・北海道
休日●月6～7回
福利厚生●昇給年1回・賞与年1回・各種社会
保険・社員寮・互助会制度・社販割引制度・
交通費支給（15,000円まで／月）

（株）久田35

企業ＰＲ

ナチュラルチーズの輸入販売

チーズのプロになろう！社内資格制度と独立支援制度も
ありますので、日々の努力とやる気があれば、3年～5年
就業後、当社のバックアップのもと、全国の有名百貨店
や駅ビル等に自分のお店を出す事も夢ではまりません。

新卒 既卒
大学院 ● ●
大　学 ● ●
短　大 ● ●
高　専 ● ●
専　門 ● ●
高　校 ●

採用対象

〒247-0056　神奈川県鎌倉市大船2-14-13　　　
TEL●0467-45-5119　担当●毛藤　三恵子
URL●http://www.aboc.co.jp　E-mail●k-moutou@aboc.co.jp
設立●昭和50年6月　資本金●4,800万円　売上高●6億8,208万円
従業員数●35名　事業所●本社（鎌倉市）、東京（港区）、横浜（中区）、大阪（大阪市）
東北（盛岡市）、北海道（札幌市）各営業所
事業内容●表示板製造・販売・設置、専門書出版・印刷、遊具安全点検・製造・修繕

会社概要

募集職種・仕事内容・応募資格
①企画営業職　仕事内容●自治体・設計事務
所・造園業者からの引合いに応じての提案営
業　②コンピュータ技術職　仕事内容●はな
せんせサイト管理運営・社内システム開発提
案　③サインデザイン・設計製作・開発スタ
ッフ　仕事内容●サイン板面や遊具等のデザ
イン、製作、本体の設計　④コピーライト・
編集スタッフ　仕事内容●自然系の書籍や自
治体発行印刷物の企画・編集・コピーライト
全ての職種に　求める人物像・資格●「植物・
生物に関心が強く、基礎業務を大切にし開拓
精神旺盛な人」です。

待遇
給与●①②③④月給20万円～（年収280万円
～300万円）※経験、年令、能力等考慮の上
当社規定により加給・優遇します。
勤務時間●①②③④8:30～17:30
　　　　　休憩60分
勤務地●①横浜、東京、大阪　
　　　　②③④鎌倉本社
休日●①②③④週休二日制、祝日（年間112
日）※土曜（繁忙期出社あり）年末年始、夏
季、冬季、GW、特別休暇　福利厚生●健康、
厚生、雇用、労災、各保険、退職金制度、産
休、育休、定期健康診断

（株）アボック社36

企業ＰＲ

公共サイン・ラベル・遊具の企画、設計、施工

自然・各種情報の案内役のパブリックサイン（案内・解
説板）を35年間創り続けてきました。正確な植物名称・
学名を基本に出版、公園遊具安全サインの製作、点検な
ど総合的な視野で「生き物空間」に関わっています。

新卒 既卒
大学院 ●
大　学 ● ●
短　大 ●
高　専
専　門 ● ●
高　校

採用対象

〒241-0001　神奈川県横浜市旭区上白根町792-4
TEL●045-958-1088　担当●介護支援課　白石
URL●http://www1.ocn.ne.jp/̃chinju/　E-mail●chinju@wine.ocn.ne.jp 
設立●平成17年4月
従業員数●78名　事業所●特別養護老人ホーム　椿寿
事業内容●高齢者の介護

会社概要

募集職種・仕事内容・応募資格
①介護
仕事内容●高齢者の介護
求める人物像・資格●子育て中の方や経験・
資格の無い方も椿寿では応援させて頂きます。
未経験、資格の無い方もご相談下さい。

待遇
給与●①月給基本給、154,500円以上
扶養手当（配偶者13,500円）
資格手当（介護福祉士15,000円、ホームヘル
パー2級3,000円）、夜勤手当（1回10,000円）
※その他詳細はお問い合わせ下さい
勤務時間●①8:30～17:30、7:30～16:30
11:00～20:00、16:00～翌10:00（シフト制）
勤務地●特別養護老人ホーム　椿寿
休日●年次有給休暇、特別有給休暇、育児休
暇、介護休暇
福利厚生●共済

特別養護老人ホーム　椿寿37

企業ＰＲ

高齢者介護

私たちは『見えない人の目に、聞こえない人の耳に、物
言わぬ人の言葉に』なり、お一人、お一人が生き生きと
生活出来るよう、心を込めた介護を提供したいと考えて
おります。

新卒 既卒
大学院
大　学 ● ●
短　大 ● ●
高　専
専　門 ● ●
高　校 ●

採用対象

〒234-0054　神奈川県横浜市港南区港南台4丁目24-8
TEL●045-832-1500　担当●河原
URL●http://www.vanguard2002.com/index.html　E-mail●vg-hp@vanguard2002.com
設立●昭和54年　資本金●4,600万円
従業員数●400名（グループ全体）　事業所●横浜市港南区港南台4丁目24-8　他
事業内容●旅行用品、スポーツ・レジャー用品の製造および販売／冷凍加工食品の生産輸入販売

会社概要

募集職種・仕事内容・応募資格
①営業企画スタッフ
仕事内容●商品の企画および販売。
求める人物像・資格●「自分で、興味のある
物を創りたい。」、「自分で、買いたい物を売り
たい。」。　企画から営業まで、なんでもチャ
レンジしたい方を、歓迎します。

待遇
給与●16万円以上☆経験・年齢・能力など考
慮の上、当社規定により加給・優遇します。
勤務時間●9:00～18:00
勤務地●横浜市港南区　他
休日●完全週休2日制
福利厚生●社宅・寮制度　社会保険完備

（株）バンガード38

企業ＰＲ

旅行用品製造卸販売／冷凍食品製造卸販売

旅行用品からレジャ－用品まで、キャラクタ－商品・特
許商品等のオリジナル商品を中心に、物作りから販売ま
で行っております。　また冷凍加工食品は、海外自社工
場より、輸入販売しております。

新卒 既卒
大学院
大　学 ● ●
短　大 ● ●
高　専 ● ●
専　門 ● ●
高　校 ●

採用対象

〒251-0025　神奈川県藤沢市鵠沼石上1-13-13-403　TEL●0466-50-1077
担当●高崎達夫　URL●http://www.wit-jp.com/    
設立●平成6年4月　資本金●1,000万円　売上高●3億円（平成21年度）
従業員数●10名　事業所●本社：神奈川県藤沢市鵠沼石上（藤沢駅南口より徒歩5分） 
静岡営業所
事業内容●⑴一般土木工事設計・施工・管理　⑵推進工事（各種工法）・特殊工事 
⑶CADによるよる図面作成、教育

会社概要

募集職種・仕事内容・応募資格
①土木施工管理職員
仕事内容●⑴工事完工までの全体工程の設
定。始まったら日々といった工程管理。 
⑵工事が安全に行われているか、事故発生要
因は無いか、安全管理。⑶予算内で仕事が進
んでいるか、予定外の支出の予測等、原価管
理、などを行って頂きます。
求める人物像・資格●当社は人物重視です。
土木が好き、現場が好き、やる気がある方を
お待ちしております。「やる気」と「技術者」
になりたいという熱意が大切なので、土木の
専門知識はこれから身につけましょう。

待遇
給与●月給／高専卒20万円、大学卒21万円
　　　【試用期間3ヶ月（同条件にて）】 
勤務時間●8:00～17:00
勤務地●本社（神奈川県藤沢市）その他、現
場。＊基本的には現場での仕事となります。
特に南関東や東海地区への出張が多いです。 
休日●隔週休2日（日・隔土）祝日他　年間
104日（年末年始、GW、夏季、当社カレン
ダーによります）年次有給休暇（10～20日、
最高40日まで保有可）　福利厚生●雇用保
険、労災保険、健康保険、厚生年金保険。福
利厚生施設（保養所）・定期健康診断　その他

（株）ウィット39

企業ＰＲ

建設コンサルタント

大手ゼネコンを相手にアドバイスや設計まで、行える高
い技術力があります。本社はマンションの1室と小規模
ですが、うんと鍛えて、どんどん仕事を任せます。若い
世代と共に技術力を高めていきたいと思っています。

新卒 既卒
大学院 ● ●
大　学 ● ●
短　大 ● ●
高　専 ● ●
専　門 ● ●
高　校

採用対象

〒215-0033　神奈川県川崎市麻生区栗木2-7-5  
TEL●044-981-6315　担当●宮内勝則
URL●http://www.ydkinc.co.jp　E-mail●miyauchi-k@jsn.ydkinc.co.jp
設立●昭和27年　資本金●1億円　売上高●49億円（平成21年度実績）　従業員数●421名
事業所●東京都稲城市（本社）、岩手県遠野市、佐賀県、中国江蘇省昆山
事業内容●精密機械部品の切削加工、半導体製造装置、メカトロニクス機器の組立製造、
及び情報処理装置の新規生産、リペア

会社概要

募集職種・仕事内容・応募資格
①営業
仕事内容●既存のお客様への納品、打合せ。
求める人物像・資格●専門卒以上、製造業に
興味がある方。※ポジティブ・アクションに
より女性歓迎です。
②製造技術者
仕事内容●半導体装置・検査装置の組立・配
線、検査。
求める人物像・資格●電気系専門卒以上の方。

待遇
給与●月給197,000円（別途諸手当有り）
勤務時間●8:30～17:30
勤務地●神奈川県川崎市麻生区栗木2-7-5
休日●日祝（月1回土曜日出勤有り）、GW、
夏季休暇、年末年始、特別・慶弔休暇
福利厚生●交通費全額支給、各種社会保険完
備、家族手当

（株）ワイ・デー・ケー40

企業ＰＲ

半導体、液晶等の生産設備、検査設備製造

半導体・液晶分野の製造、検査装置および情報処理機器
等の装置設計から精密切削加工、クリーンルーム内での
装置組立、海外を含めたインスタレーションまでのトー
タルソリューションを提供しております。

新卒 既卒
大学院 ● ●
大　学 ● ●
短　大
高　専 ● ●
専　門 ● ●
高　校

採用対象



〒220-6212　神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-5 クイーンズタワーC棟12階
TEL●045-228-3320　担当●森　亮　URL●http://www.orkney.co.jp/　E-mail●japan.
contact@orkney.co.jp　設立●2002年　資本金●2,500万円　売上高●2億1,600万円
従業員数●19名　事業所●本社　事業内容●ロケーションインテリジェンスのエキスパート
として地理情報空間技術を活用したシステム、アプリケーションを開発しています。Google 
MapsAPI Premier 開発パートナー。FOSS4G（オープンソースによる地理空間情報ソフトウェ
ア）普及活動のためOSGeo財団を支援しています。

会社概要

募集職種・仕事内容・応募資格
①コンサルティング営業　仕事内容●お客様
の課題とニーズを聞き取り解決策を提案。　
求める人物像・資格●お客様とコミュニケー
ションをスムーズに行い、かつスケジュール
管理、企画作成及び提案等ができる方。
②アプリケーション開発　仕事内容●地理情
報分野のWebアプリケーション開発の仕事
です。将来はお客様の課題を解決するコンサ
ルタントにスキルアップも可能です。 求める
人物像・資格●地理空間情報、クラウドコン
ピューティング、オープンソースに興味があ
る方歓迎。※未経験者でも丁寧に指導します。

待遇
給与●①②月給18万円以上※経験・年齢・能
力など考慮の上、当社規定により優遇します。
勤務時間●①②1日標準8時間・週40時間（フ
レックスタイム制　コアタイムは午前10時
から午後4時まで）
勤務地●①②本社（横浜市西区）
休日●①②完全週休二日制、祝日、年末年始、
夏季休暇、特別・慶弔休暇、年間休日120日
程度（年度により変動があります）
福利厚生●交通費月額5万円まで支給、各種
社会保険完備

（株）オークニー41

企業ＰＲ

地理情報ソリューションプロバイダ

私達は、オープンソースの地理空間情報技術を活用したシ
ステム構築及びアプリケーション開発分野で豊富な実績
があります。地理空間情報、クラウドコンピューティング、
Webアプリに興味のある方の応募をお待ちしています。

新卒 既卒
大学院 ● ●
大　学 ● ●
短　大 ● ●
高　専 ● ●
専　門 ● ●
高　校

採用対象

〒252-1102　神奈川県綾瀬市本蓼川271
TEL●0467-77-9311　担当●事務部　今井雪枝
URL●http://www.iwase-plating.co.jp　E-mail●jimubu@iwase-plating.co.jp
設立●昭和42年　資本金●1,000万円　売上高●15億円
従業員数●86人　事業所●（本社）神奈川県綾瀬市（大阪支店）兵庫県伊丹市
事業内容●電気・貴金属メッキ処理、プレス加工、駐輪機械製造・販売・施工、駐輪・駐車場
経営

会社概要

募集職種・仕事内容・応募資格
①パーキングシステム事業部営業
仕事内容●駐輪駐車場用地確保・市場調査
求める人物像・資格●普通自動車運転免許、
PC入力あり、専門学校卒以上、経験不問、営
業経験1年以上あれば尚可
②めっき事業部営業
仕事内容●得意先営業、新規開拓見積書作成
求める人物像・資格●普通自動車運転免許、
PC入力あり、専門学校卒以上、経験不問、営
業経験1年以上あれば尚可

待遇
給与●①②月給240,188円以上　
※固定残業代込（30h相当）
勤務時間●①②8:00～17:00
勤務地●①②本社
休日●①②週休2日制、土日
（土曜出勤日が月1回程度あるが、土曜出勤日
は例年、計画的有給消化日として休んでいま
す。）、年末年始、夏季休暇、特別・慶弔休暇
福利厚生●昇1、賞2、交通費全額（計算方法
ガソリン代換算）、自動車通勤可、各種社会保
険完備

（株）イワセ42

企業ＰＲ

めっき・プレス・駐輪駐車場経営・駐輪機製造

電気亜鉛メッキでは、自動車・電子関連等安定したユー
ザーを持ち県内屈指の規模の実績を誇りますが、近年で
は駐輪機製造・販売・工事と新規分野の開拓にも努力し、
実績を上げています。

新卒 既卒
大学院 ● ●
大　学 ● ●
短　大 ● ●
高　専
専　門 ● ●
高　校

採用対象

〒216-0035　神奈川県川崎市宮前区馬絹607
TEL●044-870-7260　担当●井伊
URL●http://www.recruitls.jp/　E-mail●ii@gf-h.jp
設立●平成19年　資本金●300万円　従業員数●25名　事業所●川崎、川口
事業内容●寝具・関連商品の企画販売・メンテナンス

会社概要

募集職種・仕事内容・応募資格
①企画営業
仕事内容●寝具・インテリア関連商品の企画
営業
求める人物像・資格●仕事を通じて成長した
い、業績に見合った報酬を得たい、自分自身
を変えたい、そんな方なら未経験でも歓迎で
す。

待遇
給与●月給28万円以上（一律手当て含む）＋
業績手当＋歩合給
勤務時間●9:00～18:00
勤務地●①川崎②川口
休日●週休二日制（当社カレンダーに準ず
る）、年末年始、夏季休暇、特別・慶弔休暇
福利厚生●昇1、賞2、各種社会保険完備

（株）ライフスタイル43

企業ＰＲ

寝具小売業

創業400年以上の歴史を持つ「京都西川」の商品を中心
に自社オリジナル商品を交えながら、担当エリアに向か
いお客様の理想の睡眠空間をプランニングして頂きま
す。営業が未経験の方でも充実した研修により安心です。

新卒 既卒
大学院
大　学 ● ●
短　大 ● ●
高　専 ● ●
専　門 ● ●
高　校 ●

採用対象

〒243-0014　神奈川県厚木市旭町3-2-1 DIAビル6F
TEL●046-220-1815　担当●中家
URL●http://www.inatex.jp　E-mail●jinji@inatex.jp
設立●平成17年12月　資本金●9,500,000円　売上高●3億円
従業員数●80名　事業所●静岡（本社）、厚木、京都、福岡
事業内容●エンジニアリングやファクトリーソリューション、オフィス業務にいたる、アウト
ソーシング及び人材派遣

会社概要

募集職種・仕事内容・応募資格
①機械設計　仕事内容●自動車や家電、精密
機械の機械設計　求める人物像・資格●何等
かの機械設計経験者。または機械系卒の方。
②電気・電子設計　仕事内容●デジタル家電
や通信機器、生産装置の電気・電子回路設計
求める人物像・資格●何等かの電気・電子関
連設計経験者。または電気・電子系卒の方。
③ソフト開発　仕事内容●業務系アプリケー
ション、組込制御開発　求める人物像・資格
●Java、.net、C、C++、アセンブラなど、
何等かのソフト開発経験者。
※フィールドエンジニア等も募集します。

待遇
給与●①②③月額20万～35万円　※経験に
より加給優遇します。
勤務時間●①②③9:00～18:00　※勤務地に
より多少変わる場合があります。
勤務地●神奈川県、東京、静岡、大阪、福岡
休日●完全週休二日制、年末年始、夏期休暇、
特別、慶弔
福利厚生●昇1、賞2、交通費支給（月3万円
迄）、各種社会保険、社員寮

（株）アテックス44

企業ＰＲ

エンジニア系人材派遣

私たちは、お客様の企業価値創造をサポートする専門集
団です。神奈川、静岡を拠点とした事業展開を行い、地
域社会に根づいた技術プロ集団として魅力ある会社作り
を目指しております。

新卒 既卒
大学院 ● ●
大　学 ● ●
短　大 ● ●
高　専 ● ●
専　門 ● ●
高　校 ●

採用対象

〒231-0033　神奈川県横浜市中区長者町4-9-1　　　　
TEL●045-662-2611　担当●採用担当　氏家　潤
URL●http://www.ysl.co.jp　E-mail●ysg.recruit@ysl.co.jp
設立●1948年8月　資本金●9,000万円　売上高●29憶5,000万円（2010年実績・連結）
従業員数●正社員25名　パート150名　事業所●関内本社、ナーシングホーム北久里浜、ナー
シングホーム横浜・長者町（今夏オープン予定）
事業内容●有料老人ホームにおける介護・看護サービス、施設企画・運営

会社概要

募集職種・仕事内容・応募資格
①介護専門職
仕事内容●有料老人ホーム介護スタッフ
求める人物像・資格●大学・短大・専門学校
卒業見込みまたは既卒の方。
②看護専門職
仕事内容●有料老人ホーム看護スタッフ
求める人物像・資格●大学・短大・専門学校
卒業見込み又は既卒の看護師、準看護師の方。
③総合職（総務、営業、企画）
仕事内容●有料老人ホームの企画・運営スタ
ッフ　求める人物像・資格●2011年3月に大
学・短大・専門学校卒業見込みの方

待遇
給与●①月給18万円以上（夜勤手当含む）
②月給22万円以上③月給18万円以上
勤務時間●①9:00～18:00　遅番、夜勤あり
　　　　　②③9:00～18:00
勤務地●①②③ナーシングホーム北久里浜も
しくはナーシングホーム横浜・長者町
休日●①②シフト制4週8休③週休二日制
※年次有給、特別休暇、育児・介護休暇制度
福利厚生●昇1、賞2、交通費全額、各種社会
保険完備（健康保険、雇用保険、厚生年金、
厚生年金基金）

横浜石油（株）45

企業ＰＲ

有料老人ホームにおける介護・看護サービス

創業以来百年を超える永い歴史と伝統を誇りと思いなが
らも、常に新しい事に挑戦していく勇気も同じように大
切な事だと考え、実行している会社です。

新卒 既卒
大学院 ● ●
大　学 ● ●
短　大 ● ●
高　専 ● ●
専　門 ● ●
高　校

採用対象

〒104-0045　東京都中央区築地2-14-8　東銀座プラザビル7階
TEL●03-3253-8830　担当●金澤
URL●http://www.hopes-ise.co.jp　E-mail●saiyo@hopes-ise.co.jp
設立●平成3年　資本金●5,000万円　売上高●10億5,000万円（2009年度実績）
従業員数●79名　事業内容●①情報システムの設計・開発　②業務改善コンサルティング

会社概要

募集職種・仕事内容・応募資格
①システムエンジニア
仕事内容●業務システムの設計・開発
求める人物像・資格●自分自身を成長させた
い、スキルを磨きたいという強い意欲をお持
ちの方。
自らの限界を自分で決めるのではなく、更に
高みを目指す向上心を持った方。
言われたことをこなすだけではなく、自分で
考え、行動できるような積極性を持った方。
※大卒以上、文理不問、資格不問、未経験可

待遇
給与●①月給22万円
（試用期間中は月給18万円）
勤務時間●①9:00～18:00
勤務地●①東京本社および都内近郊
休日●①土日祝、年末年始
福利厚生●社会保険完備、交通費支給（上限
5万円／月）

（株）ホープス46

企業ＰＲ

情報システムの設計・開発

ホープス［HOPES］のSは複数形のSです。社員の希望、
お客様の希望、当社に関わる全ての希望を会社の希望と
し、その実現を目指しています。若い社員が多く、上司
に対しても自分の意見を述べやすい自由闊達な社風です。

新卒 既卒
大学院 ● ●
大　学 ● ●
短　大
高　専
専　門
高　校

採用対象



2/16（水）開催
神奈川県若年者合同就職面接会

｢既卒者｣のみ採用
出展企業一覧

※出展企業は予告なく変更される場合があります。
〒244-0845　神奈川県横浜市栄区金井町33番地
TEL●045-853-1064　担当●植田光男
URL●http://www.kyoshin-k.com　E-mail●ueda@kyoshin-k.com
設立●昭和55年8月　資本金●1千万円　売上高●140億円（平成21年度実績）
従業員数●35人　事業所●本社、横浜、藤沢、浦安、東北、新潟、名古屋、大阪、岡山、福
岡、他出荷センター（仙台、戸田）
事業内容●低・中層建築物の基礎地盤改良補強材料である固化材、鋼管等の販売。

会社概要

募集職種・仕事内容・応募資格
①営業事務　仕事内容●各顧客からの受発注
業務や配車補助業務。 求める人物像・資格●
明るく元気で誠実に出来る方。要普免・PCワ
ード・エクセル。※未経験可。
②営業　仕事内容●各顧客へのルート販売営
業。 求める人物像・資格●明るく元気で誠実
に出来る方。要普免・PCワード・エクセル。
※未経験可
③事務職　仕事内容●総務関係業務。
求める人物像・資格●明るく元気で誠実に出
来る方。要普免・PCワード・エクセル。※未
経験可。

待遇
給与●①②③月給19万円以上　※経験・年齢
・能力など考慮の上、当社規定により加給・
優遇します。
勤務時間●①②③月～金8:30～17:00
　　　　　　　　土8:30～12:00
勤務地●①②③本社／横浜営業所
休日●①②③日、祝日、年末年始、夏季休暇、
特別・慶弔休暇他。
福利厚生●昇1、賞2、交通費全給、各種社会
保険完備、その他諸手当あり。

（株）協伸建材興業47

企業ＰＲ

住宅資材販売

大手ハウスメーカーを始めとする住宅・共同住宅等建設
会社が建築する低・中層建築物の基礎地盤改良補強材（固
化材や鋼管等）の販売を全国展開しております。その業
容は年々拡大の一途であります。

新卒 既卒
大学院
大　学 ● ●
短　大 ● ●
高　専 ● ●
専　門
高　校

採用対象

〒101-0062　東京都千代田区神田駿河台2-2　御茶ノ水杏雲ビル1階
TEL●03-5217-3677　担当●メディカル事業部　町田健一朗
URL●http://www.krasys.co.jp/　E-mail●kenichiro.machida@krasys.jp
設立●1996年9月5日　資本金●5,000万円　売上高●20億円
従業員数●70名　事業所●横浜支店・御茶ノ水支店・大阪支店
事業内容●医療・福祉業界への人材紹介・派遣業

会社概要

募集職種・仕事内容・応募資格
①営業職（コーディネイター職）
仕事内容●紹介先（医療・福祉機関）の開拓、
求職者の相談窓口業務、求職者と医療・福祉
機関双方への提案・交渉・調整、就労後
のアフターフォロー（各種相談窓口）等。
求める人物像・資格●勉強熱心な方。
②事務職（営業事務）
仕事内容●求人データ入力。求職者への電話
対応。採用に関する企画立案等。
求める人物像・資格●勉強熱心な方。

待遇
給与●①②月給22万円以上
※経験・能力を考慮の上、優遇いたします。
勤務時間●①② 9:00～17:30（実働7.5h、休
憩1h）（残業あり）
勤務地●①②横浜支店・御茶ノ水支店
休日●①②完全週休2日制（土日）、祝日、
夏季休暇（5日間）、年末年始、有休、特別
休暇（年間休日122日以上）
福利厚生●賞与、各種社会保険完備

クラシス（株）48

企業ＰＲ

医療・福祉業界への人材紹介・派遣業

医療・福祉業界に特化した人材サービス企業として、設
立15年目。全国にチェーン展開する「さくら薬局」（ク
ラフト株式会社）の100％出資企業。男女比50:50、平
均年齢30代の活気あるオフィスです。

新卒 既卒
大学院 ●
大　学 ●
短　大 ●
高　専 ●
専　門 ●
高　校 ●

採用対象

〒221-0835　神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-17-1　相鉄岩崎学園ビル3階
TEL●045-316-6817　担当●石井啓司
URL●http://www.shikaku.co.jp　E-mail●ishii-keiji@shikaku.co.jp
設立●1980年　資本金●1億円　売上高●115億円（2010年9月期実績）
従業員数●671名　事業所●新宿区（本社）、横浜、川崎、厚木、藤沢、町田、他
事業内容●各種国家資格受験講座の開催、各種セミナーの開催、教材の出版、法定講習

会社概要

募集職種・仕事内容・応募資格
①営業（ライセンスアドバイザー）
仕事内容●資格取得を考えている人に対し、
講座の案内から入校、合格までのサポートを
していただきます
求める人物像・資格●経験不問、営業経験2
年以上あれば尚可

待遇
給与●25万3,500円以上（営業手当込）＋イ
ンセンティブ＋賞与（4.7ヶ月分※2009年度
平均）  勤務時間●10:00～19:00　※シフト
勤務12:30～21:30もあり
勤務地●横浜支店・川崎支店・厚木支店・藤
沢支店・町田支店
休日●月9日（うるう年以外の2月は月8日）、
夏季休暇、年末年始休暇、年次有給休暇、慶
弔休暇　※年間休日112日
福利厚生●昇1、賞2、交通費全給、社会保険
完備、時間外手当、家族手当、役職手当、退
職金制度、慶弔見舞金支給制度、その他

（株）総合資格49

企業ＰＲ

教育／学校

1980年創業以来30年、無借金経営で安定した財政基盤
を持ち、不況に強い資格ビジネスで直近3年でも08年104
億、09年114億、10年115億と右肩上がり成長を継続し
ています。合格実績NO.1で圧倒的なシェアも誇ってます。

新卒 既卒
大学院 ●
大　学 ●
短　大 ●
高　専 ●
専　門 ●
高　校 ●

採用対象

〒180-0022　東京都武蔵野市境2-2-2 
TEL●0422-36-8847　担当●人事課採用担当
URL●http://www.iidasangyo.co.jp/　E-mail●jinji@iidasangyo.co.jp
設立●昭和52年7月8日　資本金●11億3,050万円　売上高●1,037億円（2010年4月期）
従業員数●493名（2010年4月末現在）　事業所●東京・神奈川・埼玉・千葉・栃木・茨城・静
岡・愛知に30箇所　事業内容●戸建分譲住宅の建築・販売・設計・施工、分譲マンション事
業、不動産仲介事業、注文住宅事業等

会社概要

募集職種・仕事内容・応募資格
①施工管理
仕事内容●木造戸建分譲住宅の現場監督。工
期・工程・予算・品質・安全管理を行って頂
きます。
求める人物像・資格●施工管理の実務経験者
歓迎。
②営業
仕事内容●不動産売買（戸建分譲住宅・土地
等）、不動産仲介等。
求める人物像・資格●何らかの営業経験（異
業種可）。宅地建物取引主任者優遇。

待遇
給与●①月給21万円～30万円（経験・能力に
より優遇）　②月給22万円～30万円＋イン
センティブ（経験・能力により優遇）　①②と
も各種資格手当有
勤務時間●①8:00～17:00
　　　　　②10:00～19:00
勤務地●本社及び各支店・店・営業所
休日●①土日　②水木
福利厚生●昇1、賞2、交通費支給（上限5万
円）、各種社会保険完備

（株）飯田産業50

企業ＰＲ

不動産業

首都圏を中心に、戸建分譲住宅の建築・販売・設計・施
工やマンション事業を行っている会社です。業績好調に
より、営業・施工管理の増員となります。

新卒 既卒
大学院 ●
大　学 ●
短　大 ●
高　専 ●
専　門 ●
高　校 ●

採用対象

〒107-0062　東京都港区南青山2-11-16　METLIFE青山ビル6F  
TEL●03-5772-7428　担当●採用担当
URL●http://www.aidect.jp/index.html　E-mail●recruit@aidect.jp
設立●2008年9月1日　資本金●2億1,000万円　売上高●3億5,000万円
従業員数●63名　事業所●東京（5店舗）神奈川（3店舗）埼玉（2店舗）本部（港区南青山）
事業内容●これまでのジュエリー業界が十分に提供できていなかったサービスを実現し、リピ
ート率No.1を目指しています。専門店『アイデクト』を運営。

会社概要

募集職種・仕事内容・応募資格
①ジュエリーコンシェルジュ
仕事内容●もっと身近に、親しみやすく、ジ
ュエリーを通じて、お客様の喜びや幸せのお
手伝いをしています。お客様のジュエリーに
関するご要望をお伺いし、ニーズに合わせた
オーダーメイド・リフォーム・修理等のご提
案を行います。また、使わなくなったジュエ
リーを買取らせていただき、リフォームし“世
界に一つだけ”のジュエリーとしてリユース
をします。
求める人物像・資格●明るく真面目に、ベス
トを尽くせる方。

待遇
給与●月給20万円以上
　　　（店長：月給25万円以上）
勤務時間●9:30～21:30（シフト制／実働8
時間）※店舗により異なる　勤務地●東京（銀
座・新宿・大森・吉祥寺・二子玉川）神奈川
（横浜・港南台・川崎）埼玉（大宮・浦和）本
部（港区南青山）各店舗　休日●週休2日制
（月8～10日）、リフレッシュ休暇（年間8日）
誕生日休暇、特別（慶弔）休暇、有給休暇（入
社6ヵ月後より）　福利厚生●交全給、社保
完、社割、各種表彰制度、ジュエリー資格取
得支援制度、各種研修

（株）アイデクト51

企業ＰＲ

ジュエリーのオーダーメイド・リフォームの専門店

6万件を超えるオーダーメイド・リフォーム・リユース
をお受けしたことで生まれた信頼感が当社にはあります。
お客様の世界に一つしかないジュエリーのために、私た
ちは全力を傾けています。

新卒 既卒
大学院 ●
大　学 ●
短　大 ●
高　専 ●
専　門 ●
高　校 ●

採用対象



〒220-8126　神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1　横浜ランドマークタワー26階
TEL●045-226-0714　担当●伊藤　仁
URL●http://www.humancrest.co.jp/　E-mail●saiyou@humancrest.co.jp
設立●2002年12月　資本金●5,150万円　売上高●4億7,400万円（2010年9月実績）
従業員数●49名　事業所●福岡
事業内容●システム検証サービス（品質改善コンサルティングサービスなど）

会社概要

募集職種・仕事内容・応募資格
①QAクリエーター
仕事内容●ソフトウェア検証
求める人物像・資格●Webシステム、Webサ
イト、Webアプリ等の開発経験をお持ちの
方。ネットワーク、サーバ関連の構築経験を
お持ちの方。第二新卒者歓迎
②ソリューションセールス
仕事内容●コンサルティング営業（新規・既存）
求める人物像・資格●法人営業の経験をお持
ちの方。IT業界における経験・知識をお持ち
の方。第二新卒者歓迎

待遇
給与●年俸285万円～456万円（12分割し、
毎月支給）　※経験、年齢、能力等考慮の上当
社規定により優遇します。
勤務時間●9:00～18:30　①はプロジェクト
により変動あり
勤務地●本社　①はプロジェクトにより変動
あり（首都圏）　休日●完全週休二日制、祝
日、年末年始、夏季休暇、慶弔休暇、育児・
介護休暇福利厚生●交通費支給（月5万円ま
で）、各種社会保険完備、資格取得支援制度、
健康保険組合提携保養所あり、会社業績によ
り決算賞与あり

（株）ヒューマンクレスト52

企業ＰＲ

情報サービス業

当社は、SNS、ソーシャルゲームなどのWebインテグレ
ーション分野におけるソフトウエア品質改善ベンダーで
す。マーケットリーダーとして、成長・進化し続ける分
野の発展に、共に貢献していきましょう。

新卒 既卒
大学院 ●
大　学 ●
短　大 ●
高　専 ●
専　門 ●
高　校

採用対象

〒143-0016　東京都大田区大森北6-26-22　桜ビル
TEL●03-3766-6211　担当●吉川竜海
URL●http://www.tohkon.co.jp　E-mail●tatsumi.yoshikawa@tohkon.co.jp
設立●1963年10月1日　資本金●2,000万円　売上高●13億円　従業員数●170名
事業所●東京都大田区・川崎市川崎区・川崎市幸区・川崎市中原区・厚木市（2ヶ所）
事業内容●物流業務請負、物流コンサルテーション、プラダン製品の設計・企画・製造・販売、
国内・輸出梱包、物流関連の人材派遣、有料職業紹介

会社概要

募集職種・仕事内容・応募資格
①物流センターでの入出荷業務、及び在庫管理
仕事内容●配布されたリストを基に、フォー
クリフト・重機・クレーン等の組立に使う部
品（ボルト・ナット・歯車等）を入出庫する
お仕事です。
求める人物像・資格●仕事に前向きに取り組
む方であれば、特別なスキルや経験は必要あ
りません。当社では意欲を持って仕事に取り
組む方には、その頑張りをしっかりと評価し
て、活躍のチャンスをどんどん与えていきた
いと考えています。

待遇
給与●月給176,000円～
※経験・年齢・能力などを考慮し、当社規定
により優遇します。
勤務時間●8:10～17:00
勤務地●神奈川県厚木市
休日●完全週休2日制（土・日他）、夏季・年
末年始・GW長期休暇、年間休日120日
福利厚生●昇給年1回・賞与年2回、各種社会
保険完備、交通費全額支給、制服貸与、健康
診断、有給・慶弔・産前産後・育児・介護休
暇制度、退職金制度

（株）トーコン53

企業ＰＲ

物流サービス業

当社は様々な物流サービスを提供しております。そして
物流企業としての財産はそこに勤めている「人」です。
当社は人を大切にしておりますので、将来のリーダー、
物流センターのリーダーを目指して活躍してください。

新卒 既卒
大学院 ●
大　学 ●
短　大 ●
高　専 ●
専　門 ●
高　校 ●

採用対象

〒221-0052　横浜市神奈川区栄町５-１横浜クリエーションスクエア７階　個別指導事業部
TEL●045-451-3759　担当●採用担当：倉科有里・渡邊めぐみ
URL●http://www.chuman.co.jp/personal/　E-mail●kobetsu@chuman-recruit.jp
設立●1968年1月（創業1954年）　資本金●5千万円　売上高●67億200万円
従業員数●366名　事業所●神奈川県・東京都内に48教室
事業内容●小中学生、現役高校生の進学ならびに学習指導（個別指導）

会社概要

募集職種・仕事内容・応募資格
①スクールマネージャー（教室長）
仕事内容●保護者・生徒との面談／生徒募集
の戦略立案・実施／講師の指導・育成／売上
管理など教室運営全般を取り仕切っていただ
きます。充実した研修やマニュアルもありま
すが、自らの裁量と責任で教室運営を行って
いただけます。
求める人物像・資格●大卒以上、未経験者・
第二新卒大歓迎！、何より人が好きな方／子
供達の人格形成に本気で取り組める方／自身
の成長のために努力を惜しまない方

待遇
給与●①月給23～50万円※年齢・経験・能力
を考慮の上、優遇します
勤務時間●①13時半～21時半（実働7時間15
分）※季節講習時は若干の変更があります
勤務地●①神奈川県内／東京都内の48教室
いずれか
休日●①週休２日（当社カレンダーによる）、
年末年始休暇、夏季・秋季休暇、年次有給休
暇、慶弔特別休暇、他
福利厚生●①各種社会保険完備（雇用、労災、
健康、厚生年金）、財形貯蓄制度、退職金制
度、健康診断、通勤交通費全額支給、他

（株）中萬学院　個別指導事業部54

企業ＰＲ

教育／サービス（学習指導塾）

私たちは創業から一貫して「何よりも“人”を大切にす
る」という中萬学院スピリットを受け継いでいます。生
徒、保護者、講師、そして自分。関わる人全てを幸せに
することが教室長の仕事です。

新卒 既卒
大学院 ●
大　学 ●
短　大
高　専
専　門
高　校

採用対象

〒103-0023　東京都中央区日本橋本町4-8-14　東京建物第3室町ビル
TEL●03-3245-2011　担当●池原・横山
URL●http://airex.co.jp/　E-mail●arxgr-saiyo@airex.jp
設立●1948年11月8日　資本金●8,000万円　売上高●40億6,300万円（グループ連結／
JASDAQ上場）　従業員数●500名（グループ全社）　事業所●仙台、柏、東京、厚木、浜松、
名古屋、京都、大阪、尼崎、神戸、広島、岡山、松山
事業内容●各種システム開発、ネットワーク・サーバシステムの構築、設計、運用・保守

会社概要

募集職種・仕事内容・応募資格
①各種システム開発技術者
仕事内容●Java、C言語を使った各種システ
ム開発
②ネットワーク・サーバ系技術者
仕事内容●ネットワークインフラの設計・構築
サーバシステムの設計・構築
求める人物像・資格●①②仕事の内容3年以
上の経験者の方。英文仕様書の読書き出来る
方尚可。

待遇
給与●月給200,000円～393,500円
※経験・年齢・能力など考慮の上、当社規定
により加給・優遇します。
勤務時間●9:00～17:45
勤務地●関東圏内、関西地区、中部地区
休日●完全週休二日制、祝日、年末年始、夏
季休暇、特別・慶弔休暇
福利厚生●昇1、賞2、交通費実費（45,000
円まで）、各種社会保険完備、家族手当、持株
会制度有り

アイレックスグループ55

企業ＰＲ

情報処理業、ソフトウェア開発

当社グループは、グループ力を最大限に発揮・グループ
会社とのシナジー効果によりシステム開発から検証・運
用・保守までをワンストップで対応出来る【トータルソ
リューションプロバイダー】を目指しています。

新卒 既卒
大学院 ●
大　学 ●
短　大
高　専 ●
専　門
高　校

採用対象


