
LEC（レック）横浜本校　4 階教室及び 7 階教室

書 類 選 考

なし

参 加 企 業

8 社
事 前 予 約対 象 者

以 下裏 面 掲 載 当日参加可
優 先

・39 歳以下の求職中の若年者 ( 神奈川県内でしごとを探している方 )
・令和 4 年 3 月卒業見込みの新卒者（高校生以下不可）

〒220-0004  神奈川県横浜市西区北幸 2-4-3 GM21 ビル
横浜 ST ビル ( かながわ総合しごと館・スマイルワーク ) から徒歩 3 分

お問い合わせ先

会場

開催日時

対象者

主催 共催神奈川労働局

協力 スマイルワーク ( かながわ総合しごと館 )：ハローワークプラザよこはま、よこはま若者サポートステーション、
かながわ若者就職支援センター、横浜新卒応援ハローワーク、マザーズハローワーク横浜

ハローワーク横浜

LEC（レック）横浜本校　4 階教室及び 7 階教室

神奈川労働局委託若年者地域連携事業事務局　（受託運営：株式会社東京リーガルマインド）

定員に限りがありますので、参加希望の方は下記サイトよりお申し込みください ( 事前予約優先 )
https://www.kanagawa-wakamono.jp/seminar/gosetsu/smilework-gosetsu/

〒220-0004 横浜市西区北幸 1-11-15 横浜 ST ビル 5 階　　かながわ若者就職支援センター　合同就職面接会係

令和 3 年 12 月 9 日（木）13：00 ～ 16：00

( 受付時間　月曜日～金曜日 　9:30 ～ 18:00 )〇  電話 045-410-3357

合同就職面接会合同就職面接会

〇  受付開始（開場 12:30）
※新型コロナウイルス対策のため、マスク着用、手指消毒、検温にご協力ください。
〇  企業説明会（定員 36 名）
※企業説明会終了後に面接会応募を受け付け致します。( おひとり 2 社まで )
〇  面接会（1 人 15 分程度を予定）
〇  終了
●  写真付きの履歴書及び職務経歴書 ( コピーをして複数枚お持ちください。)
●  面接会にふさわしい服装でお越しください。
●  当日のスケジュールについては、裏面にてご確認ください。

企業説明会＆企業説明会＆企業説明会＆

国・神奈川県・横浜市の「しごと」に関わるサービスを
提供している施設を「かながわ総合しごと館

(スマイルワーク)」と呼んでいます。

16階　横浜新卒応援ハローワーク
16階　マザーズハローワーク横浜
  5階　かながわ若者就職支援センター
  5階　シニア・ジョブスタイル・かながわ
  3階　よこはま若者サポートステーション
  1階　ハローワークプラザよこはま
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かながわ総合しごと館
横浜 ST ビル

LEC 横浜本校
GS21 ビル

就職活動証明書　発行可

次回開催：令和 4 年 1 月 26 日 ( 水 )

SmileSmile

SmileSmile

木

13：00 ～（7 階教室）

13：30 ～ 14：00（7 階教室）

14：15 ～ 16：00（4 階教室）
16：00（最終受付 15：30）



(開場12:30) 受付 13:00～ 企業説明会 (13:30～14:00) 面接会 (14:15～16:00)

企業別受付順に4階面接会場へ移動

受付開始　14:00～ 企業別受付順に4階面接会場へ移動

企業別受付順に4階面接会場へ移動

受付開始　14:00～ 企業別受付順に4階面接会場へ移動

◆ 参加企業紹介 (すべて正社員雇用求人です。)
事業内容

1

所在地

HP https://tg-yokoene.com 電話 045-231-2682

設立 2008年 資本金 7,000万円

売上高 116億円(2020年度実績) 従業員数 797名(2021年10月末現在)

2

所在地

HP https://taskforce.co.jp 電話 045-474-4638

設立 1989年 資本金 2,000万円

売上高 4億5,000万円 従業員数 52名

3

所在地

HP https://ftrade.co.jp 電話 045-534-9811

設立 1999年 資本金 3,000万円

売上高 2億7,000万円 従業員数 76名

4

所在地

HP https://ysk-hd.co.jp 電話 045-321-2602

設立 1936年 資本金 4,000万円(横浜商工)

売上高 230億円(グループ全体) 従業員数 393名(グループ全体)

5

所在地

HP https://life-21.co.jp 電話 045-505-5100

設立 1996年 資本金 1,500万円

売上高 70億円 従業員数 230名

6

所在地

HP https://sompocare.com 電話 0120-332-295

設立 1997年 資本金 39億2,516万円

売上高 1,238億円 従業員数 23,512名

7

所在地

HP https://tsukui-hd.co.jp 電話 045-842-4181

設立 2020年(持株会社化により) 資本金 500万円(持株会社化により)

売上高 932億4,900万円
(ツクイホールディングス連結)

従業員数 21,500名

8

所在地

HP https://bstem.jp 電話 045-224-3540

設立 1961年 資本金 6億5,446万円

売上高 241億7,500万円 従業員数 4,526名

SOMPOケア株式会社

株式会社ハリマビステム

東京都品川区東品川4-12-8 品川シーサイドイーストタワー

◆「企業説明会&合同就職面接会」当日のスケジュール

ソフトウェア開発（生産・工程管理
システム、ビル管理システム等）
【ユースエール認定企業】

ソフトバンクショップ・ワイモバイ
ルショップ運営

横浜市港北区新横浜2-13-13 TPR新横浜ビル5階

横浜市鶴見区鶴見中央4-15-10

株式会社タスクフォース

予約内容

横浜市西区伊勢町3-148

参加企業プロフィール

東京ガス横浜中央エネルギー株式会社

株式会社エフ・トレード
システム開発事業、コンテンツ開発
事業、教育事業、試験配信事業
【ユースエール認定企業】横浜市港北区新横浜3-13-6 新横浜葉山ビル6階

商社として、自動車に係る部品や整
備機器等の販売や整備、携帯販売、
総合介護サービス等、多岐にわたる
事業展開を行っております。

募集内容

①職種：総合職(2022年新卒のみ)
●仕事内容：東京ガス（株）の委託保安業務、取扱商材の販売、営業、設置、
メンテナンス、リフォーム営業、公共施設の大規模工事、法人営業等。
●賃金：213,000円
②職種：リフォーム工事の営業・施工管理
●仕事内容：お客様との打ち合わせ、見積作成、リフォーム工事の管理、引
き渡し等。●賃金：200,000円～270,000円
③職種：ガスメーターの交換工事・設備点検
●仕事内容：一般家庭・学校・施設等を巡回し、ガスメーター点検及び交換
作業等。●賃金：200,000円～270,000円

ライフ21株式会社

①企業説明会・面接会

②企業説明会

③面接会

④企業説明会・面接会

⑤企業説明会

⑥面接会

事前予約の方(優先)

当日参加の方や時間
説明会・面接会とも定員や時間に限りが
ありますので、参加出来ない場合があります。

①職種：プログラマー
●仕事内容：業務用ソフトウェアの設計・開発・テスト
●賃金：189,000円～　(最終学歴、プログラマー経験の有無により異なりま
す。)

①職種：販売、受付業務
●仕事内容：ソフトバンク・ワイモバイルショップでの接客販売
●賃金：221,000円～235,000円

①職種：初級システムエンジニア
●仕事内容：取引先企業にて評価検証業務(プログラム、機材のバグ・エラー
のチェックを行います。)
●賃金：174,500円

①職種：自動車部品商社でのルート営業職
●仕事内容：お客様への提案営業を通じて、“お客様の為に”を実現。
②職種：自動車のメカニック職
●仕事内容：エンドユーザー様とお取引先様の架け橋となる。
③職種：ａｕショップスタッフ
●仕事内容：ａｕショップでの接客・販売。お客様の生活を豊かに。
④職種：介護サービス
●仕事内容：老人ホームでの総合介護サービスの提供。
※①～④共通  /●賃金：207,600円～(専短等)、219,600円～(大卒等)、職種に
より異なります。

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16階

①職種：ケアスタッフ(介護職)
●仕事内容：有料老人ホームでのお仕事です。食事、排せつ、入浴業務のみ
ならず、充実した生活を送っていただくために、アクティビティや趣味活動
のサポートも行っていただきます。
●賃金：212,700円～302,800円 (資格、地域により異なります。)

①職種：総合職（建物のメンテナンスエンジニア）
●仕事内容：専門知識を持つ「ビルディング・ドクター」となり建物全体を
守ります。建物に常駐して電気、機械、給排水に関する諸設備の運転・点
検・管理を行います。また、お客様からの依頼事項や緊急対応、工事業者の
作業立会や調整等も行います。
●賃金：222,000円 (初任給)

7階受付にて受付票の記入
(マスク着用、手指消毒、検温)

7階受付にて受付票の記入
(マスク着用、手指消毒、検温)

東京ガス（株）の委託保安業務、ガ
ス・電気・空調・水まわり等、住環
境にかかわる機器販売・修理・点
検・設置・アフターフォロー。リ
フォームや環境商材（エネファー
ム・太陽光発電）の販売提案等。

有料老人ホーム・サービス付き高齢
者向け住宅・グループホームの運
営・居宅サービス事業

総合ビルメンテナンス業。電気設
備、空調設備、給排水設備などの点
検・修繕業務、環境衛生管理、２４
時間設備緊急センター、清掃業務、
警備業務、リフォーム工事、省エネ
事業他関連サービス全般

YSKグループ
(横浜商工株式会社、S-PLANET、神奈川福祉文化協会)

横浜市西区平沼1-40-17

株式会社ツクイ
介護保険事業(デイサービス事業)、
住まい事業(有料老人ホーム、サー
ビス付き高齢者向け住宅、グループ
ホーム)、在宅事業(訪問介護、訪問
入浴、訪問看護、居宅介護支援・ケ
アプラン作成等)

①職種：ケアクルー(介護職)
●仕事内容：ツクイのサービスを利用しているお客様への介護サポート。
②職種：調理職
●仕事内容：ツクイのサービスを利用しているお客様への調理業務。
※①②共通  ●賃金：191,250円～276,250円(サービスや事業所、経験により
異なります。)

横浜市港南区上大岡西1-6-1

7階にて企業説明会参加

7階にて企業説明会参加
(席に余裕があれば参加可)


	合同就職面接会チラシ（表面）
	合同就職面接会チラシ（裏面）

