
                               
 

企業情報                  かながわ若者就職支援センター 

企業名 株式会社 小俣組 
所在地 〒232-0027 

横浜市南区新川町5丁目28番地 

ＴＥＬ 

（FAX） 

045-251-3707 

045-251-3699 

事業内容 

 

建築物の設計及び施工請負並びに土木構造物の施工請負に関する業務 

不動産の売買・賃貸・管理・仲介等の取引に関する業務 

介護付有料老人ホーム経営 

企業ＰＲ 

 

 

大正11年の創業以来、弊社は地域に根ざした企業として、皆様の生活空

間の向上と社会貢献を理念に、激動の時代を通じて堅実かつ順調な歩み

を続けてまいりました。今後も住む人や利用する人の心になって、新し

い生活空間の創造を通して社会の発展に貢献すべく、たゆまぬ挑戦を続

けてまいります。 

募集内容 
※複数ある場合

は各々の職種に

ついて詳細を記

載ください。 

職種(雇用形態)：①施工管理職 ②建築積算職 

仕事内容：①神奈川県を中心とした建築・土木工事現場の施工管理全般 

     ②設計書や仕様書から工事に必要な材料や数量を洗い出し、

工事費を算出する業務 

勤務地等：①本社、現場    ②本社（入社後1～3年間は配属現場） 

若者への 

メッセージ 

（求める人

材等） 

・神奈川の町に貢献したい方、成長企業で腕を磨いていきたい方、 

 建設の基礎を学びたい方 

 

① 机の上の仕事だけでなく、外に出て体を使う仕事をしたい方、 

みんなで協力して物事を進めていきたい方 

待 遇 
 

 

 

 

給 与 ：①月給20万円～50万円 ②月給19万5千円～34万5千円 

勤務時間：①8：00～17：00 ②8：30～17：30 

勤務地 ：①本社、現場 ②本社 

休 日 ：①週休2日制（土・日）、祝日、年末年始、年次有給休暇、 

慶弔休暇、リフレッシュ休暇、育児休暇・介護休暇あり 

②週休2日制（土・日）、祝日、年末年始、年次有給休暇、 

慶弔休暇、育児休暇・介護休暇あり 

福利厚生：各種社会保険（雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金） 

各種慶弔制度、退職金制度、独身寮、家族寮、 

リゾートマンション（三浦海岸、新潟県魚沼市）、 

クラブ活動（野球、ゴルフ、釣り、フットサル、バスケット

ボール、マラソン） 

会社概要 設 立： 大正11年 

資本金： 1億円  

売上高： 155億8646万円（2018年7月実績） 

従業員数： 建設部門108名、介護部門407名 ※2019年7月現在 

事業所： 横浜市南区新川町5丁目28番地 

採用担当： 総務部総務課 瀬戸 隆利 

ＵＲＬ： https://www.komatagumi.co.jp/index.html 

 

ブースNO1 



                                    

企業情報                  かながわ若者就職支援センター 

企業名 株式会社大勝 
所在地 〒220-0023 

神奈川県横浜市西区平沼一丁目3番13号 

ＴＥＬ 

（FAX） 

045-326-2727 

045-326-2728 

事業内容 

 総合建設業（建築、土木、リニューアル工事他） 

企業ＰＲ 

 

 

1968年9月創業、創業52年目の会社です。 

財務体質の健全で、安心して働ける会社です。 

地元密着型の企業なので、転勤はありません。 

社内研修による社員育成制度があります。 

募集内容 
※複数ある場合

は各々の職種に

ついて詳細を記

載ください。 

職種(雇用形態)：①建築施工管理（正社員）  

②リニューアル工事施工管理（正社員） 

仕事内容：①主に鉄筋コンクリート造のマンション、特別養護介護老人

福祉施設の新築工事の現場監督業務 

     ②主にマンションの大規模修繕工事等の現場監督業務 

勤務地等：①各工事現場          

②各工事現場 

若者への 

メッセージ 

（求める人

材等） 

 

困難に立ち向かう行動力、新たな可能性を開く創造力をもって、未来の

街づくりに私たちと挑戦してみませんか？ 

 

待 遇 
 

 

 

 

給 与 ：180,000円～ 

勤務時間：8:00～17：00 

勤務地 ：主に横浜市内の建設工事現場 

休 日 ：土曜、日曜、祝日   

福利厚生：資格取得支援制度（1級建築施工管理技士講習費用約70万

円）、借上げ社宅制度（本人負担2万円）、資格取得祝金、

各種社会保険、退職金、財形貯蓄、保養施設、国内外社員旅

行、納涼会 など 

会社概要 設 立： 1968年9月 

資本金： 1億円 

売上高： 116億円 

従業員数： 103名 

事業所： 

採用担当： 高橋信雄 

ＵＲＬ：  www.daikatsu.com 
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企業情報                  かながわ若者就職支援センター 

企業名 ㈱日本ハウスホールディングス 
所在地 〒221-0835 

横浜市神奈川区鶴屋町３－３３－８ 

ＴＥＬ 

（FAX） 

045-287-3511 

045-287-3510 

事業内容 

 

木造注文住宅の販売・施工・管理 

各種リフォーム工事 

企業ＰＲ 

 

 

木造注文住宅で培ったノウハウで「檜」にこだわる高耐久住宅。 

「孫の代まで檜１００年住宅」をブランドに「エネルギー自給自足」の

提案。お客様満足と社員の物心両面の幸せを追求します。 

募集内容 
※複数ある場合

は各々の職種に

ついて詳細を記

載ください。 

職種(雇用形態)：① 正社員   ② 

仕事内容：①営業職（新築・リフォーム）  ③一般事務 

     ②技術職（設計・工事・インテリア） 

勤務地等：① 横浜市  ②相模原市  ③藤沢市 ④厚木市 

 

 

若者への 

メッセージ 

（求める人

材等） 

・住宅・建築に興味のある方 

・人と接する事が好きな方 

・お客様から「ありがとう」と言われる仕事がしたい方 

・ 

待 遇 
 

 

 

 

給 与 ：２４０，０００～ （一般事務は１８７，０００円～） 

勤務時間：９：００～１８：００ 

勤務地 ：神奈川県内の各支店・営業所 

休 日 ：火曜・水曜他（年間休日１１０日） 

福利厚生：社会保険完備 

     団体生命保険 

     研修旅行 

     持株会制度 

     各種表彰制度 

会社概要 設 立：    １９６９年２月１３日 

資本金：    ３８億７，３３７万円 

売上高：   ３９５億５，２００万円 

従業員数：  １１５０名 

事業所：   全国１４６支店・営業所・出張所 

採用担当：   船木 正徳 

ＵＲＬ：  mfunaki@nihonhouse-hd.co.jp 
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企業情報                  かながわ若者就職支援センター 

企業名 山九重機工株式会社 
所在地 〒210-0826 

川崎市川崎区塩浜4-13-1 

ＴＥＬ 

（FAX） 

044-280-1039 

044-280-1040 

事業内容 

 

建設業(管・とび土木・機械器具設置・鋼構造物工事) 運輸業(一般貨

物自動車運送・港湾運送) 労働者派遣業(派14-302554) 

企業ＰＲ 

 

 

重量物・特大物の輸送・据付、機械のメンテナンス作業を得意としてい

ます。東証一部上場、山九(株)の完全子会社で社内に認定訓練校を設置

し、その他資格取得にも積極的です。 

 

募集内容 
※複数ある場合

は各々の職種に

ついて詳細を記

載ください。 

職種(雇用形態)：①施工管理   ②技能職(鳶、仕上げ、製缶) 

仕事内容：①水処理場や焼却炉等の各種プラントの機器類据付、メンテ

ナンスの計画作成及び施工管理 

     ②水処理場や焼却炉等の各種プラントの機器類据付、メンテ

ナンス 

勤務地等：①本社(川崎)     ②本社(川崎) 

 

① 、②ともに本人の希望があれば千葉、茨城でも就業可 

若者への 

メッセージ 

（求める人

材等） 

「成長する意欲を持っているかどうか」 

当社は社員数が決して多いわけではないため、一人ひとりが担当する業

務の幅は決して狭くはありません。そのため、まずは仕事に対してやる

気を持って取り組めるかどうかは、採用にあたって重要なポイントにな

ります。そして、業務によって時にはリーダーとしてチームを引っ張

り、時にはチームの一員として仲間と協力することが求められます。そ

ういった意味でリーダーシップと協調性のバランスが取れている人を求

めています。 

待 遇 
 

 

 

 

給 与 ：①191,500～310,000   ②170,000～350,000 

勤務時間：①、②ともに8:00～17:00、月平均労働日数22.1日 

勤務地 ：本社(川崎) 

休 日 ：土日祝(年間休日100日) 2020年度より120日 

福利厚生：雇用、労災、健康、厚生年金等の各保険 

     時間外、技能、家族、住宅等の各手当 

     資格取得の際の費用負担、借上宿舎の提供(条件あり) 

会社概要 設 立：  昭和42年 

資本金：  9,000万 

売上高：  5,354百万円(2017年度) 

従業員数：125名(うち女性11名) 

事業所： 本社(川崎)、千葉、市川、茨城、東京 

採用担当： 三谷 仁宏(ミタニ ヨシヒロ) 

ＵＲＬ：  y_mitani@sankyujk.co.jp 
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企業情報                  かながわ若者就職支援センター 

企業名 岡田運輸株式会社 
所在地 〒210-0851 川崎市川崎区浜町2-12-16 

ＴＥＬ 

（FAX） 

044-344-4371 
（044-344-4329） 

事業内容 

 
陸上貨物運送業 

企業ＰＲ 

 

 

■日本製鉄グループ、積水化学工業グループ、関西ペイントグループ等

大手企業グループの元請け輸送を担当 

■安心・安全第一の経営方針の下、輸送技術を磨き、平成21年に全国ド

ライバーズコンテストにおいて、中小企業初の内閣総理大臣賞を受賞 

募集内容 
※複数ある場合は

各々の職種につい

て詳細を記載くだ

さい。 

職種(雇用形態)：①運転職（正規） 

仕事内容：①ＴＲ、大型、4ｔ等の運転 

勤務地等：①川崎市川崎区浜町2丁目(TR、大型) 

②厚木市金田1番地（大型、4ｔ） 

 

若者への 

メッセージ 

（求める人

材等） 

■輸送技術の高いプロ集団です 

■現状に満足せず、輸送技術を高めたい方は大歓迎です 

■「車両と人」の健康管理を継続的に実施しています 

■大手企業グループの元請として、安定した経営基盤を有しています 

■定年後の再雇用希望者が多い 

 

 

待 遇 
 

 

 

 

給 与 ：※下記ご参照  
勤務時間：所定労働時間：8時間/日、時間外労働：30～50時間/月 

勤務地 ：川崎市川崎区、厚木市金田 

休 日 ：日曜日、土曜日（月2～3回）、祝日 

福利厚生：仮眠室、休憩室、浴場など 

     雛祭り、端午の節句、Xmas等に贈呈品あり 

年末餅つき、賞与時に奥様功労金支給、年1回制服支給 

 

 

※TR：55万円/月程度、大型：45万円/月程度、4ｔ：40万円/月程度 

会社概要 設 立：昭和28年2月 

資本金：32百万円 

売上高：36億円 

従業員数：200名 

事業所：本社（川崎）、厚木、名古屋、守山、大阪、鹿沼、野木、一関 

採用担当：大越雅則（本社）、加藤正人（厚木） 

ＵＲＬ：https://www.okada-unyu.co.jp/ 
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企業情報                  かながわ若者就職支援センター 

企業名 西濃運輸株式会社 川崎支店 
所在地 〒210-0863 

川崎市川崎区夜光3-2-3 DPL川崎夜光3階 

ＴＥＬ 

（FAX） 

03-5857-7620 

FAX 

044-277-4355 

事業内容 

 

一般貨物自動車運送業 

 

企業ＰＲ 

 

 

企業間物流量国内第一位 

先輩社員と一緒に乗車し研修（1-3か月）を行ってからの独り立ちとな

るので未経験・業務に不安のある方でもＯＫです。 

20代～50代まで幅広い世代が活躍しています！ 

募集内容 
※複数ある場合

は各々の職種に

ついて詳細を記

載ください。 

職種(雇用形態)：①ドライバー（正社員）②現場荷卸作業員（正社員）

（日勤・夜勤あり） 

仕事内容：①トラックを用いた配達・集荷業務 

     ②支店での荷物仕分け作業 

勤務地等：①所在地と同じ・県内に他9か所営業所あり 

 

 

若者への 

メッセージ 

（求める人

材等） 

車の運転が好きな方はもちろん、職場内・お客さんともコミュニケー

ションが多いので人と関わることが好きな方に向いています。 

 若い人も多く、明るい職場です。時間に追われることも多いですが充

実した仕事をチームで行いましょう。 

※普通自動車免許又は中型自動車免許（AT限定不可） 

 （リフト免許あれば尚可） 

 

待 遇 
 

 

 

 

給 与 ：25万円～40万円 ※昇給・賞与あり 

勤務時間：8：00～17：15（※休憩75分含む）残業平均40時間ほど 

勤務地 ：所在地と同じ（集配エリア：川崎市宮前・高津・中原区） 

休 日 ：日・祝 他・月平均３日（交替で出勤になることもありま

す。その際は代休制度あり）  年間休日115日（2019年） 

福利厚生：各種社会保険・年金基金・従業員持株制度・社内預金制度・

退職金制度・独身寮あり 

 

会社概要 設 立：  2005年  創業1946年 

資本金：  1億円 

売上高： 2717億円 

従業員数：12450名 

事業所：  

採用担当： 川崎支店：石坪 

ＵＲＬ：  https://www.seino.co.jp/ 
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企業情報                  かながわ若者就職支援センター 

企業名 相鉄バス株式会社 

所在地 〒220-0004 

横浜市西区北幸二丁目９番１４号 

ＴＥＬ 

（FAX） 

045-322-9517 

045-319-2254 

事業内容 旅客自動車運送事業 

企業ＰＲ 

 

 

神奈川県に根付いた相鉄グループは運輸業・流通業・不動産業・ホテル業、その他さまざまな

分野で事業を展開しております。私たち相鉄バスは運輸旅客として、横浜市内・神奈川県央

地区の生活の足として、人々の暮らしをサポートしております。 

募集内容 

※複数ある場

合は各々の職

種について詳

細を記載くださ

い。 

職種(雇用形態)：①バス運転士（正社員）②バス整備士（正社員） 

仕事内容：①バスの運転およびお客様への接遇 ②バス車両の保守管理・整備 

勤務地等：①綾瀬営業所（綾瀬市小園847） 

②旭営業所（横浜市旭区下川井町393） 

➂横浜営業所（横浜市保土ヶ谷区峰沢町112-1） 

若者への 

メッセージ 

（求める人材

等） 

相鉄バスでは運転士だけには留まらないキャリアアップがあります。まずは地元地域の交通インフ

ラを支えるバス運転士からスタートし、その後は営業所の事務所員（運行管理者）や本社員

を目指せる道があります。「車が好き」、「運転が好き」という方、あなたの「好き」を活かして新た

な一歩を踏み出してみませんか。 

待 遇 

 

 

 

 

給与   ： 基本給187,600円～223,800円 

＋賞与年2回＋時間外手当＋その他の手当 

勤務時間： 5：00位～27：00位 

勤務地  ：綾瀬・旭・横浜営業所のいずれか 

休   日：4週8日   

福利厚生：共済組合／マイカー通勤可／社員食堂／制服貸与／ 

中小企業退職金詳細 

 

※基本給は年齢給を採用しています。年齢に応じベースの給与が決まります。 

※2年目以降はさらに別途勤続給が加算されます。 

※賞与は年2回、昨年度実績は年額4ヵ月分です。 

会社概要 設 立   ： 2001年4月4日 

資本金  ： 1億円 

売上高  ： 60,1億円 

従業員数： 590人 

事業所  ： 綾瀬・旭・横浜営業所 

採用担当： 熊野・土倉 

ＵＲＬ  ： https://www.sotetsu-bus-recruit.jp/（採用HP） 
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企業情報                  かながわ若者就職支援センター 

企業名 トヨタ輸送関東株式会社   
所在地 〒236-0002 

神奈川県横浜市金沢区鳥浜町12-11ｼﾞﾀﾋﾞﾙ 

ＴＥＬ 

（FAX） 

045-770-0320 

045-770-0322 

事業内容 

 

一般貨物自動車運送事業 

キャリアカー(自動車専用運搬車両)によるトヨタ車の輸送 

企業ＰＲ 

 

 

関東地区のトヨタ物流拠点(生産工場・港・保管地)に近接の3営業所を

構え、トヨタの新車を中心とした自動車輸送のプロ集団です。 

仕事は安定しており業績も堅調です。社員一人ひとりが気持ちよく 

誇りを持って働ける職場環境を整えております。 

 

募集内容 
※複数ある場合

は各々の職種に

ついて詳細を記

載ください。 

職種(雇用形態)：①正社員    

仕事内容：①キャリアカードライバー（牽引･大型・中型） 

      

勤務地等：①横浜営業所     

 

 

若者への 

メッセージ 

（求める人

材等） 

新入社員の方には3ヶ月間の研修期間を設け、専門の指導員が作業 

要領等を丁寧に教える為、未経験の方でも知識、技能が身に付きます。 

トヨタ輸送グループの中核会社としての責任の下、法令遵守の精神 

で会社運営に取り組んでいます。 

勤務時間、休日も明確で、ご家族との休日を大切に考える方、生活に 

将来設計を持ち、長く安心して働きたい方には最適な職場です。 

GWには家族参加の懇親会(BBQ)等のイベントもあり楽しい職場ですよ。 

 

待 遇 
 

 

 

 

給 与 ：初級25万～32万（賞与含め 420万/年収） 

     以降勤続年数により昇格(初級→中級→上級→EX→CX) 

勤務時間：昼勤(6:00～)夜勤(18:00～) 10h/日 2h残業有り/日 

     ※昼夜勤1週間交代シフト制 

勤務地 ：横浜営業所 

休 日 ：土･日(土曜交代勤務有り) 118日/年 

長期連休(GW･夏期･年末年始 各7日～10日) 

福利厚生：社会保険･労働組合･退職金(中退協) 

     運転免許他、各種資格取得補助制度 

会社概要 設 立： 1967年（S42年）1月  

資本金： 2,000万円  

売上高： 20億円（2018年度） 

従業員数：220名 

事業所：東富士営業所・東京営業所・横浜営業所  

採用担当：常務取締役 古澤秀之・横浜営業所長 平野匠 

ＵＲＬ： http://toyotayusoukantou.jp/ 

 

ブースNO８ 



                                    

企業情報                  かながわ若者就職支援センター 

企業名 日本通運株式会社横浜支店 
所在地 〒231-0005 

横浜市中区尾上町5丁目78番地 

ＴＥＬ 

（FAX） 

045-212-7312 

045-201-1371 

事業内容 

 

貨物自動車運送事業 

企業ＰＲ 

 

 

 

「運べないものはない」 

世界中でものを動かすグローバルロジスティクス企業です。 

募集内容 
※複数ある場合

は各々の職種に

ついて詳細を記

載ください。 

職種(雇用形態)：① 正社員   

仕事内容：① 引越、輸送、倉庫内作業 

勤務地等：① 中区、都筑区、瀬谷区         
※ 詳細は求人票をご確認ください。 

 

若者への 

メッセージ 

（求める人

材等） 

 

「私たちの挑戦 それは物流から新たな価値を創ること」 

この言葉は、私たち日通グループの企業理念です。 

新たな価値創造のカギを握るのは「人」です。日本通運の新しい担い手

となる皆さんに出会えることを、社員一同、楽しみにしています。 

 

待 遇 
 

 

 

 

給 与 ：178,000円～229,000円 

勤務時間：8：30～17：30 

勤務地 ：中区、都筑区、瀬谷区 

休 日 ：日曜日、祝日、年末年始(12/30～1/4)、5/1、土曜日 

     ただし、土曜日のうち10日間を労働日とする。 

福利厚生：社会保険(雇用・労災・健康・厚生) 

     退職金制度あり、持株会、財形 

会社概要 設 立 ： 昭和12年 

資本金 ： 701億7500万円 

売上高 ： 2兆1385億100万円 

従業員数： 31,871人 

事業所 ： 日本通運株式会社 

採用担当： 総務 加山 

ＵＲＬ ： www.nittsu.co.jp 

 

 

 

 

 

 

 

ブースNO９ 



                                    
 

企業情報                  かながわ若者就職支援センター 

企業名 株式会社マルノウチ 
所在地 〒102-0083 

東京都千代田区麹町４-５ 紀尾井町アオ

キビル 

ＴＥＬ 

（FAX） 

03-3265-4551 

03-3234-0744 

事業内容 

 

運輸業 

企業ＰＲ 

 

 

「車」「人」「物」を運ぶ３つの事業を展開しております。 

①商品自動車の積載運輸事業 

 東日本随一の実績があり積載車両を１４０台程度保有し運行していま

す。 

②主にＶＩＰがお乗りになる社有車の運行管理事業 

 １００社以上の民間企業や学校法人、社会福祉法人、公官庁などの社

有車を運行しています。 

③清涼飲料水の配送事業 

 主に大手飲料メーカーの配送を受託し４５０名ほどの従業員が従事し

ています。 

募集内容 
※複数ある場合

は各々の職種に

ついて詳細を記

載ください。 

職種(雇用形態)：①積載車ドライバー（正社員） 

仕事内容：①商品自動車の積載輸送 

勤務地等：①神奈川県川崎市 

若者への 

メッセージ 

（求める人

材等） 

屋外で活動的に働きたい希望のある方。 

仕事や人との関わりを通して成長したいと思っている方。 

挨拶、返事のしっかりと出来る方。 

※明朗快活な方はもちろん、黙々と努力するタイプの方も活躍していま

す。 

待 遇 
 

 

 

 

給 与 ：210,000円～333,000円 

勤務時間：18:00～15:00（変形1ヶ月単位） 

勤務地 ：神奈川県川崎市  

休 日 ：会社カレンダーによるシフト制 

     GW、夏期、年末年始は各1週間程度休みあり 

     105日 

福利厚生：各種保険完備 

会社概要 設 立：1958年9月26日  

資本金：5,000万円 

売上高：76.5億円 

従業員数：1,157名 

事業所：一都三県他 

採用担当：宮本 大輝 

ＵＲＬ： http://www.marunouchi-corp.co.jp/  

 

 

ブースNO10 



                                    
 

企業情報                  かながわ若者就職支援センター 

企業名 横浜市交通局 
所在地 〒220-0022 

 横浜市西区花咲町６-145 

横浜花咲ビル７階 

ＴＥＬ 

（FAX） 

045-326-3833 

045-322-3911 

事業内容 

 

市営バス・地下鉄の運営 

企業ＰＲ 

 

 

大型自動車第二種運転免許を持っていなくてもバス乗務員を目指せま

す。 

充実の研修×働きやすさ×長年の実績が、あなたの市営バス運転手デビ

ューを積極的にサポート！ 

①年間休125日／残業30h以下 

②未経験から憧れの市営バス運転手になれます 

③安全運行が最優先！休憩もしっかり 

募集内容 
※複数ある場合

は各々の職種に

ついて詳細を記

載ください。 

職種(雇用形態)：①バス乗務員 ②バス乗務員（養成枠） 

仕事内容：①一般乗合バスなどの乗務（運転・接遇）に従事します。 

②嘱託員として研修や営業所業務等を行いながら自動車教習所で大型自

動車第二種運転免許を取得します。教習所費用は交通局が全額負担しま

す。（試験手数料、免許交付手数料を除く） 

三次試験に合格し、正規採用後は、一般乗合バスなどの乗務（運転・接

遇）に従事します。 

勤務地等：①、②横浜市内各営業所 

若者への 

メッセージ 

（求める人

材等） 

未経験歓迎！採用日時点で、大型自動車第二種運転免許の受験資格があ

る方、バスの運転手になりたい方は、ゼロから目指せるチャンスです！ 

 

待 遇 
 

 

 

 

給 与 ：172,028円～207,524円 

勤務時間：８時間（シフトにより早朝、深夜勤務など毎日異なります） 

勤務地 ：横浜市内各営業所 

休 日 ：年間休日125日（４週８休、年次休暇20日、夏季休暇５日） 

     特別休暇（病気・結婚・出産・服忌など） 

福利厚生：通勤手当、住居手当、扶養手当、期末手当、慶弔休暇など 

会社概要 設 立：1921年 

資本金：55億7500万円 

乗車料収入：595億3991万円（平成29年度決算） 

従業員数：2364人 

事業所：横浜市西区花咲町6-145 

採用担当：人事課人事組織係 採用担当 

ＵＲＬ：https://www.city.yokohama.lg.jp/kotsu/ 

 

 

ブースNO11 



 

                                    

企業情報                  かながわ若者就職支援センター 

企業名 
株式会社アーク警備システム 

横浜支社 
所在地 〒221-0835 

横浜市神奈川区鶴屋町3-33-18  SKビル

6F‐B号 

ＴＥＬ 

（FAX） 

045-548-8641 

 

045-548-8642 

事業内容 

 

横浜支社としては警備業中心。グループとしては施設関係、飲食業、コ

ンサルティング等の部署がある。 

企業ＰＲ 

 

 

昨年までに10支社に展開。20代から70代まで幅広く活躍している。2020

年オリンピック認定企業。横浜市より就労支援事業認定企業である。さ

らなる飛躍と新しい事業展開を検討している。 

 

募集内容 
※複数ある場合

は各々の職種に

ついて詳細を記

載ください。 

職種(雇用形態)：①警備業務（正社員・アルバイト）②管理職候補 

仕事内容：①警備業務 

     ②支社管理、人事管理 

勤務地等：①横浜支社   ②他、神奈川地区、東京地区、各支社 

 

 

若者への 

メッセージ 

（求める人

材等） 

とにかく社会に出よう！実績や経験を積み重ねていくしか自信につなが

っていかない。当社には生活保護を受けていた人もいる。自立するとい

うことは苦しいかもしれない。でも苦しみを乗り越えたからこそ喜びも

味わえることができるのも事実だと思う。勇気を持って強く生きる力を

身に着けてほしい。できれば、将来に夢を持ってほしい。管理職など人

の上に立つような人材になってほしい。 

待 遇 
 

 

 

 

給 与 ：日給8400～9000からスタート 

勤務時間：基本8:00～17:00 

勤務地 ：各現場 

休 日 ：日曜日他、希望に応じて 

福利厚生：各種保険完備 東急ハーベストクラブ会員 

会社概要 設 立：  平成5年 

資本金：  1500万 授権資本金6000万 

売上高：  

従業員数： 350 

事業所： 本社（渋谷）神奈川地区（横浜支社、川崎支社、厚木支社） 

採用担当： 横山 

ＵＲＬ： yokoyamat@arc-group.jp 

 

ブースNO12 



                                    
 

企業情報                  かながわ若者就職支援センター 

企業名 
イオンディライトセキュリテ

ィ株式会社 神奈川営業所 
所在地 〒231-0032 

横浜市中区不老町1-1-5 横浜東芝ビル7階 

ＴＥＬ 

（FAX） 

045-227-4061 

045-651-5374 

事業内容 

 

イオングループの商業施設を中心に全国展開している施設警備専門会社 

企業ＰＲ 

 

 

親会社イオンディライト㈱100％出資の警備会社です。商業施設を中心

に蓄積してきたノウハウをベースに、高品質な警備保守業務をお届けす

るセキュリティのエキスパートです。 

募集内容 
※複数ある場合

は各々の職種に

ついて詳細を記

載ください。 

職種(雇用形態)：①正社員 

仕事内容：①商業施設常駐警備 

      ・出入管理、受付業務 ・店内外巡回業務  

・開閉店業務 ・防災センター業務 ・緊急事案対応  

・鍵の授受及び管理 ・拾得物管理 

     ②ホテル、オフィスビル常駐警備 

      ・上記類似業務 

勤務地等：①イオン店舗②ホテル及び複合施設③オフィスビル 

若者への 

メッセージ 

（求める人

材等） 

・元気のある、ハキハキした性格 

・前向きに業務に取り組む姿勢 

・現場での経験を積みスタッフとして活躍する道もあり 

 

待 遇 
 

 

 

 

給 与 ：173,000円～ 

勤務時間：9:00～翌9:00、9:00～18:00、19:00～翌9:00 

     （就業先により、時間は異なる） 

勤務地 ：横浜ワールドポーターズ、イオン天王町店、イオン東神奈川

店、イオン本牧店 

休 日 ：月9日、年108日 

福利厚生：社会保険（健康保険、厚生年金、雇用保険、労災） 

     イオングループ共済組合 

会社概要 設 立： 2004年3月 

資本金： 3,000万円 

売上高： 90億1300万円 

従業員数：1883名 

事業所：北海道事業部、東北事業部、北関東事業部、南関東事業部、 

    中部事業部、関西事業部、中四国・九州事業部 

採用担当：白川耕次 

ＵＲＬ：http://www.aeondelight-security.co.jp 

 

ブースNO13 



                                    
 

企業情報                  かながわ若者就職支援センター 

企業名 株式会社スリーエス 横浜支店 
所在地 〒221-0052 

横浜市神奈川区栄町３番地４ 

ﾊﾟｼﾌｨｯｸﾏｰｸｽ横浜ｲｰｽﾄ 4Ｆ 

ＴＥＬ 

（FAX） 

045-440-3707 

045-440-3708 

事業内容 

 

警備の請負及びその保障に関する事業 

企業ＰＲ 

 

 

警備業界NO.1のセコム㈱と東証1部上場の日本管財㈱の共同出資により

設立された常駐施設警備の専門会社です。 

創業から４０年、「警備は人なり」をモットーに、全国の様々な施設に

おいて誠実で質の高い警備サービスを提供し、年商100億円の警備会社

に成長してきました。 

募集内容 
※複数ある場合

は各々の職種に

ついて詳細を記

載ください。 

職種(雇用形態)：①施設警備員（正社員） 

②管理スタッフ・幹部候補（正社員） 

仕事内容：①施設に常駐し出入管理、巡回等の警備業務を実施 

     ②警備員の指導・教育や、契約先への提案・交渉等を行う 

勤務地 ：①横浜市、川崎市、相模原市、その他神奈川県内 

     ②横浜市もしくは東京都渋谷区 

若者への 

メッセージ 

（求める人

材等） 

私たちの仕事は、施設とそれを利用する皆さま、近隣にお住まいの皆様

など関係する多くの方々に『安全』と『安心』を提供することです。 

ですから、常に冷静に節度ある態度で行動できる方、円滑なコミュニケ

ーションができる方、警備の専門知識や技能の習得に前向きに取り組め

る方を求めています。 

待 遇 
 

 

 

 

給 与 ：月給２１万円～２５万円 

勤務時間：①施設警備員：ローテーション勤務 

     ②管理スタッフ・幹部候補：９：００～１８：００ 

休 日 ：①施設警備員：ローテーションによる 

     ②管理スタッフ・幹部候補：土・日・祝日、年末年始 

福利厚生：社員持株制度、財形貯蓄制度、団体保険制度、慶弔見舞金、

資格取得支援制度 他 

会社概要 設 立：1978年12月 

資本金：5,000万円 

売上高: 105億9,000万円（2018年3月期） 

従業員数：3,000人 

事業所：東京、仙台、名古屋、大阪、福岡等、国内32か所 

採用担当：横浜支店 平野 路明 

ＵＲＬ：http://www.3-s.co.jp   

 

 

 

 

 

 

ブースNO14 



                                    
 

企業情報                  かながわ若者就職支援センター 

企業名 株式会社セノン 神奈川支社 
所在地 〒231-0062 

神奈川県横浜市中区桜木町1-1-8 

日石横浜ビル12階 

ＴＥＬ 

（FAX） 

 

045(683)1010 

045(683)1019 

 

事業内容 常駐警備、機械警備、車両運行管理、他 

 

企業ＰＲ 

 

 

弊社が軸としているのは『人』による誠心誠意の警備です。「安全・

安心のプロフェッショナル」としての正確な判断力と臨機応変な対応力

を備え、人ならではの気配りを大切にし『心』が通じ合う温かいサービ

スを提供しています。 

 

募集内容 
※複数ある場合

は各々の職種に

ついて詳細を記

載ください。 

職種(雇用形態)：セキュリティスタッフ（正社員） 

 

仕事内容：施設警備（監視業務、出入管理業務、見回り業務など） 

勤務地域：神奈川県内（横浜、川崎、平塚、綾瀬など） 

     ※本人の希望・適正を踏まえて決定します。 

 

若者への 

メッセージ 

（求める人

材等） 

お堅いイメージを持たれがちな警備業界ですが、勤務中はお客様から

頼られる存在となり、プライベートは仲間同士和気あいあいと明るくメ

リハリある職場環境です。 

接客に近い業務が多いことから人と接することが好きな方大歓迎。 

全国展開していることと、業務をしっかりサポートしてくれる環境を

用意していますので初めてな方でも安心して働くことができます。 

  

待 遇 
 

 

 

 

給 与 ：185,000円～240,000円 ※試用期間3ヵ月(時給983円) 

手 当 ：技術手当、残業手当、深夜勤務手当、他 

勤務時間：①9:00～翌8:59 ②9:00～18:00 ③18:00～翌9:00 

     休憩時間／①480分(仮眠240分) ②60分 ③300分(仮眠240分) 

勤 務 先：オフィスビル、商業施設、研究所、工場など 

休 日 ：シフト制(休日指定可能) 

福利厚生：各種保険加入、通勤手当、育児休暇、こども手当、 

賞与(年2回)、レクリエーション、他 

 

会社概要 設 立   ： 1969年5月16日 

資本金   ： 7億8,100万円（2019年3月末現在） 

売上高   ： 364億円（2019年3月末現在） 

従業員数  ： 8,300名（2019年3月末現在） 

事業所   ： 46事業所 

採用担当  ： 福原 史織 

ＵＲＬ   ： https://www.senon.co.jp/ 
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企業情報                  かながわ若者就職支援センター 

企業名 株式会社イノベイションオブメディカルサービス 

所在地 〒243-0034 

神奈川県厚木市船子579-1 

ＴＥＬ 

（FAX） 

046-220-1188 

046-220-1199 

事業内容 福祉用具レンタル・販売  住宅改修  調剤薬局  治験支援 

企業ＰＲ 

 

 

私達IMSは、医療・福祉を通じて地域社会から頼られる存在となり接す

るあらゆる人々に貢献することを目指しています。この企業理念を実践

する為、社員一丸となり日々の業務を行っています。 

募集内容 
※複数ある場合

は各々の職種に

ついて詳細を記

載ください。 

職種(雇用形態)：正社員  

仕事内容：①営業職（福祉用具専門相談員） ②営業事務 

     ③調剤薬局事務         ④住宅改修施工 

勤務地等：戸塚区、港南区、鶴見区、宮前区、厚木市、藤沢市、相模原

市、横須賀市、平塚市、その他 

若者への 

メッセージ 

（求める人

材等） 

■医療と福祉 ～迅速・安心・安楽～■ 

医療は患者様と一緒に＜病気＞を治療する視点ですが、介護･福祉は＜

生活＞を看るという視点です。 

また、福祉用具専門相談にと介護事務職はアシスタント関係ではなく、

各課に分かれて責任をもって品質向上に努めています。 

■責任をもって仕事にあたる■ 

給与や待遇は、労働の対価と考えています。「自分の時間も大切に」、

常に「創意」「工夫」の視点で業務改善を意識しています。 

■評価制度■ 

年に2回、「育成面接」を設けています。これは、各メンバーが上司と

話し合って個々のスキルや適性に合わせた目標を設定する場です。  

また、その目標に対する結果をプレゼンする機会も年に2回あり、自分

の目標を営業所のメンバーと共有し、飛び交うアドバイスや質問で、自

分では気づかない部分を客観的に把握し、さらなる成長の足がかりにす

ることができます。 

待 遇 
 

 

 

 

給 与 ： 

勤務時間：8：30～17：10 

休 日 ：年間１１８日 （日曜、祝日、土曜月２回程度）  

福利厚生：住宅手当、調剤費補助、人間ドック、確定拠出年金401K、 

     ベネフィットステーション 

会社概要 設 立：  昭和57年10月 

資本金：  2,000万円 

売上高   73億9000万円(2018年６月) 

従業員数：260人 

事業所： 神奈川県厚木市船子579-1 

採用担当：管理部 総務課 採用担当 

ＵＲＬ：  http://www.ims-inc.co.jp/ 
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企業情報                  かながわ若者就職支援センター 

企業名 ＳＯＭＰＯケア株式会社 
所在地 〒231-0015 

神奈川県横浜市中区尾上町3-35 

ＴＥＬ 

（FAX） 

045-222-7311 

045-663-2711 

事業内容 

 

有料老人ホーム・サービス付高齢者住宅・グループホーム・デイサービ

スの運営 居宅サービス事業 

企業ＰＲ 

 

 

最高品質の介護サービスの実現を目指し、カスタムメイドケア、人材育

成、認知症ケア、食事、医療連携、余暇時間の充実。 

ＩＣＴ・デジタルの活用、産学連携に注力しています 

募集内容 
※複数ある場合

は各々の職種に

ついて詳細を記

載ください。 

職種(雇用形態)：①介護スタッフ正社員 ② 介護スタッフパート 

仕事内容：①②有料老人ホームでの介護のお仕事です。食事・排泄・入

浴介助のみならず、充実した生活を送って頂くために、アクティビティ

や趣味活動のサポートも行っていきます。 

勤務地等：①②ともに神奈川県全域に多数事業所あり 

就業場所や働き方も柔軟に対応いたします。 

 

※介護スタッフ以外の職種(調理スタッフなど)も複数ございます。 

若者への 

メッセージ 

（求める人

材等） 

SOMPOケアが求めている人財は「誠実さと高い倫理観」、「協調性」、

「素直さ」を持った人です。 

無資格・未経験の方も業界初の自社研修センターで知識や技術を学んで

いただき、配属先でも最低1ヶ月の研修を行いますので、安心して就業し

ていただけます。 

待 遇 
 

 

 

 

給 与 ：202,700円～240,800円 (諸手当含) 

勤務時間：①7:00～16:00②11:00～20:00③16:00～翌10:00 

※各事業所で変更あり 

勤務地 ：神奈川県全域に多数事業所あり 

休 日 ：110日+リフレッシュ休暇3日   

福利厚生：雇用保険、労働者災害補償保険、健康保険、厚生年金 

■慶事見舞金、リゾートホテル宿泊割引、レジャー施設割引など制度有

り■研修制度■退職金制度有り(勤続3年以上)■資格取得支援制度あり■

労働組合■保険各種割引■通信教育講座の優待価格■メンタルサポート

制度■子育て支援制度 

会社概要 設 立：  平成9年 

資本金：  39億2516万円 

売上高： 507億2400万円 

従業員数：23,739人 

事業所： 東京都品川区東品川4-12-8 

採用担当： 前田 龍二 

ＵＲＬ：  https://www.sompocare.com/ 
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企業情報                  かながわ若者就職支援センター 

企業名 パナソニックエイジフリー株式会社 

所在地 〒108-0075 

東京都港区港南３－８－１ 

森永乳業港南ビル ７Ｆ 

ＴＥＬ 

（FAX） 

TEL:03-5715-4303 

FAX:03-3450-9957 

事業内容 

 

介護サービスの提供 

企業ＰＲ 

 

 

パナソニックの先進洗練された新たな介護サービスへ共にチャレンジ! 

入居されるお客様は20名。一人一人の顔が見えるサービスが提供できま

す。ゼロから作り上げる楽しさをぜひ味わってください。 

募集内容 
※複数ある場合

は各々の職種に

ついて詳細を記

載ください。 

職種(雇用形態)：①正社員  ②パート 

仕事内容：①②アクティビティやレクレーションなどの企画、実践と介

護業務（身体介護・生活援助）をお願いいたします。 

勤務地等： 

① エイジフリーハウス 横浜十日市場町 
（〒226-0025 横浜市緑区十日市場町879番地3） 

② エイジフリーハウス横浜岡津町 
（〒245-0003 横浜市泉区岡津町162）    ※その他神奈川県内に多数拠点あり！ 

若者への 

メッセージ 

（求める人

材等） 

とても明るい雰囲気です。未経験の方でも先輩社員が優しく仕事を教え

ます。20～60台まで幅広い年齢層の職員が活躍しており、人間関係もと

ても良好です。まずは見学だけでも構いません。お気軽にご連絡下さ

い。 

待 遇 
 

 

 

 

給 与 ：月給 23万6,000円～25万7,100円（正社員） 

     時給 1,113円～1,171円（パート社員） 

勤務時間：(1)7：00～16：00 

(2)9：00～18：00 

(3)11:00～20:00 

(4)16：00～翌10：00  ※シフト勤務 

勤務地 ：神奈川県内に多数ございます。 

休 日 ：月8～10日 年間114日（有給休暇あり ※取得促進）  

福利厚生：各種社会保険完備 

(厚生年金、健康保険、雇用保険、労災保険) 

産休・育休制度など 

会社概要 設 立： 1998年 

資本金： 5000万円（パナソニック株式会社 100％出資） 

売上高： 非公開 

従業員数： 4,400名（2017年10月現在） 

事業所：299（2017年現在） 

採用担当： 大河原 良恵 

ＵＲＬ：https://panasonic.co.jp/ls/paf/ 
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企業情報                  かながわ若者就職支援センター 

企業名 社会福祉法人 秀峰会 
所在地 〒221-0844 

横浜市神奈川県沢渡1-2菱興新高島台ビル

４階  

ＴＥＬ 

（FAX） 

045-534-4186 

045-290-0811 

事業内容 介護事業・保育事業 

企業ＰＲ 

 

 

私たち秀峰会は、横浜市を中心に、『その人らしく生活できること』を

支えたいという願いを持って事業展開してきました。地域社会の一員と

して社会貢献活動を続け、介護・医療・保育・障がいの各分野で連携を

図りながら、あらゆるシーンに支援し続けます。また、2019年4月には

川崎市高津区に新設施設（特別養護老人ホーム『高津 山桜の森』）が

開所しました。就労管理システムを導入し、法人全体で残業平均時間10

時間と働きやすい環境も整っています。 

募集内容 
※複数ある場合

は各々の職種に

ついて詳細を記

載ください。 

職種(雇用形態)： 

① 新卒向け求人 『総合福祉職(介護職)』(正職員) 

② 事務（人事労務・給与管理・採用）（正職員） 

仕事内容： 

① 介護職としてご利用者の日常生活支援を行います。 

② 労務管理や給与計算、採用を行います。 

勤務地等： 

① 横浜市内・川崎市内の各事業所 

② 横浜市神奈川区 法人本部       他多数 

若者への 

メッセージ 

（求める人

材等） 

『福祉のミライを創り続ける』という使命を持って、地域の皆様ととも

に歩みを進められる方とお会いしたいと思います。 

待 遇 
 

 

 

 

給 与 ：月額 \217,000～  ※1 

勤務時間：シフトによる （例 7：00～16：00、8：30～17：30など） 

勤務地 ：配属先事業所による 

休 日 ：年間公休数 114日（月9日+拡大公休6日間）    

福利厚生：退職金制度、永年勤続表彰制度（10、20年）、借り上げ社宅、 

奨学金返済支援制度、保育園基本保育料一部法人負担 など 
※1 給与欄は新卒向け求人『総合福祉職』を記載 

会社概要 設 立： 1983(昭和58)年 

資本金： 社会福祉法人のためなし 

事業収入：（118億6153万） ※2018.3月 

従業員数：2,994名 ※正職員、準職員、登録ヘルパー含む 

事業所： 横浜法人本部ほか 事業所数160か所 

採用担当：人財部 深瀬  

ＵＲＬ： https://shuhokai.or.jp/  
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企業情報                  かながわ若者就職支援センター 

企業名 株式会社ニチイ学館 川崎支店 
所在地 〒210-0007 

川崎市川崎区駅前本町26-4 ラウンドクロス川崎6F 
ＴＥＬ 

（FAX） 

044-245-5354 

(044-245-5465) 

事業内容 

 

①介護事業 ②医療関連事業 ③保育事業 

企業ＰＲ 

 

 

「社業の発展を通して豊かな人間生活の向上に貢献する」を経営理念と

し、総合生活支援企業として人々の生活に関わりの深い分野で事業を展

開しています。今後においても、誰もが安心して暮らすことができる社

会の実現に努めていきます。 

募集内容 
※複数ある場合

は各々の職種に

ついて詳細を記

載ください。 

職種(雇用形態)：①サービス提供責任者（正社員） ②介護業務及び介護関連業務

（契約社員）  ③訪問介護業務（パート労働者） 

仕事内容：①・訪問介護業務・ヘルパー指導育成・担当者会議・モニタリング・事務

処理 

     ②・食事介助・排泄介助・入浴介助・レクリエーション 

     ③・訪問介護業務（身体介護や生活援助） 

勤務地等：①川崎市川崎区、中原区、幸区、高津区、宮前区、横浜市緑区、鶴見区、

神奈川区、港北区   

②、③ ①に加え、横浜市青葉区、都筑区 

若者への 

メッセージ 

（求める人

材等） 

当社には、若いスタッフが自ら考えチャレンジできる風土があります。

もちろん、必要な時は上司や先輩がしっかりサポートしますので、失敗

を恐れずにチャレンジしてください。介護のお仕事が未経験の方も大歓

迎。希望する地域で、あなたに合ったお仕事を選べるほか、決め細やか

な研修制度があるので、安心してお仕事を始めることができます。少し

でも興味をもたれましたらぜひご相談ください。 

待 遇 
 

 

 

 

給 与 ：①月給226,630円～246,630円 ②月給191,952円～198,832円 

     ③時間給1,281円～1,551円  

勤務時間：①9:00～18:00 ※シフトによる月平均172時間 

     ②7:00～16:00、11:00～20:00、16:30～9:30等 ※シフト制 

     ③8:00～20:00の間の3時間以上 

休 日 ：①、②週休二日制（4週6休以上）  

福利厚生：①～③通勤交通費実費支給（上限50,000円） 

①、②社会保険完備 

      

会社概要 設 立：  1973年8月 

資本金：  119億3,300万円 

売上高：  2,878億円（年商） 

従業員数： 95,992名（社員・業務社員） 

事業所： 本社（東京）、5支社、94支店、11営業所 

採用担当： 池田、粟村 

ＵＲＬ：  https://www.nichiigakkan.co.jp/ 
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