
LEC（レック）横浜本校　4 階教室及び 7 階教室

書 類 選 考

なし

事 前 予 約対 象 者

以 下 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）

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

〒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 4 年 1 月 26 日（水）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（参加企業 6 社）
※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
●  面接会にふさわしい服装でお越しください。

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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LEC 横浜本校
GS21 ビル

就職活動証明書　発行可

参加企業・求人内容は裏面をご覧ください。

SmileSmile

水

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）

水

若者センター就職面接会 検索

神奈川県内でしごとを探している方や、神奈川県内でしごとを探している方や、神奈川県内でしごとを探している方や、
SmileSmile



求人番号

1
所在地

HP
設立 平成5年(1993年) 資本金 1,000万円

従業員数 70人 電話 03-3639-1740

2
所在地

HP
設立 昭和63年(1988年) 資本金 2,000万円

従業員数 25人 電話 044-953-8422

3
所在地

HP
設立 平成13年(2001年) 資本金 1億円

従業員数 598人 電話 045-322-9517

4
所在地

HP
設立 昭和33年(1958年) 資本金 28億6,882万円

従業員数 13,000人 電話 045-263-6407

5
所在地

HP
設立 平成24年(2012年) 資本金 1,000万円

従業員数 1,460人 電話 03-3349-1076

6
所在地

HP
設立 昭和63年(1988年) 資本金 ー

従業員数 988人 電話 045-981-2000

店舗スタッフ(グロサリー部門)　〈採用人数・10人〉

http://www.asmokaigo.co.jp
●仕事内容：訪問による食事・入浴・排泄等の身体介護、居室清掃、洗濯等
の生活支援が主な仕事です。訪問先は関連会社が運営するベストライフ横浜
港南(住宅型有料老人ホーム)のみ。●賃金：月額178,000円～220,000円

14010-
57045211

●仕事内容：訪問による食事・入浴・排泄等の身体介護、居室清掃、洗濯等
の生活支援が主な仕事です。訪問先は関連会社が運営するベストライフ横浜
港南(住宅型有料老人ホーム)のみ。●賃金：月額193,000円～240,000円

14010-
57053211

会社の特徴：株式会社アスモ(東証二部上場)の100%出資子会社。「顧
客満足ありきの介護」を目指し、積極的で計画的な介護拠点の出店を
行っています。

●仕事内容：店舗の中で一番大きな割合を占める部門。食品・冷凍食品・飲
料・お酒などの品出し、発注を担当。売り場にいる時間が長く、お客様のご
案内役としての役割も果たします。●賃金：月額217,500円～345,000円

14010-
57034111

●仕事内容：グロサリー、精肉、水産、青果、総菜・寿司、ベーカリー、レ
ジ等のオールラウンドプレイヤー。その他、売上管理やパート社員のマネジ
メント業務。●賃金：月額217,500円～345,000円

14010-
57040611

総合(店舗スタッフ)　〈採用人数・10人〉

会社の特徴：電車・バスを中心に総合サービス事業集団を目指す相鉄
グループの一企業。公共運送の使命を全うするため一丸となって努力を
続けて行きます。

CADを使用した建築図面の作成　 〈採用人数・2人〉

14010-
57010811

http://ok-corporation.jp
●仕事内容：商品バーコードの読み取り、お客様とお金の受け渡しやサービ
スカウンター業務。会計をメインに、カゴ移動やサービスカウンター業務な
ども任せられます。●賃金：月額217,500円～345,000円

14010-
57030011

※【ユースエール認定企業】とは、若者の雇用・育成に積極的で、若者の雇用
管理の状況などが優良な中小企業を、若者雇用促進法に基づき厚生労働大臣が
「ユースエール認定企業」として認定する制度。新卒の離職率、残業時間や有
給の取得日数などの細かい基準をクリアした中小企業だけが認定されます。

●仕事内容：AUTO・CADを使用して図面作成及び修正補助業務です。その
他にBIM(ビルディングインフォメーションモデリング)を活用した業務にも
取り組みます。●賃金：月額200,000円～290,000円

会社の特徴：CADを使用して、建築の図面を書いている会社です。
CAD等のIT技術力を駆使し、建築総合エンジニアリングを目指していま
す。

組込系エンジニア(自動車分野)　〈採用人数・2人〉

●仕事内容：自動車メーカー向け車両計測/計量制御システムのソフトウェ
ア開発・テストを担当していただきます。
●賃金：月額178,000円～349,000円

会社の特徴：情報技術(IT)をキーワードとして、システム開発・業務
サポート・PC教育のトライアングルサービスを提供。新百合ヶ丘を中
心とした地域密着型企業として事業展開。【ユースエール認定企業】

14140-
14876511

14010-
57009611

https://ydh-recruit.com
●仕事内容：高齢の入院患者様に対する介護のお仕事です。当院はご高齢の
患者様が長期に療養生活を過ごされる病院です。ご就職にあたり、介護の専
門資格は必要ありません。●賃金：月額188,000円～188,000円

14150-
21963611

職種・仕事内容・賃金

相鉄バス株式会社

オーケー株式会社

医療法人若葉会　横浜田園都市病院

横浜市西区みなとみらい6-3-6 オ-ケ-みなとみらいビル10階

横浜市西区北幸2-9-14

横浜市西区岡野2-15-32 日鴻ビル1階

企業プロフィール

株式会社アミック　横浜営業所

アイシス株式会社
川崎市麻生区万福寺1-1-1 新百合ヶ丘シティビルディング3階

●仕事内容：乗合バスの運転業務。養成制度(普通一種又は中型、大型一種
保持者で、試験合格者は指定の教習所にて大型二種を取得する)あり。
●賃金：月額198,000円～226,800円

●仕事内容：当社バス車両の保守管理・整備。エンジンルーム・ボディ・タ
イヤ回り・電装系、油圧系等、当社の整備工場で完結できる点検・修理・整
備を担当。●賃金：月額234,000円～272,900円

横浜市緑区長津田町3031-2

株式会社アスモ介護サービス　港南
横浜市磯子区田中2-1-2 KKビル102

●仕事内容：訪問による食事・入浴・排泄等の身体介護、居室清掃、洗濯等
の生活支援が主な仕事です。訪問先は関連会社が運営するベストライフ横浜
港南(住宅型有料老人ホーム)のみ。●賃金：月額218,000円～255,000円

14010-
57062211

14010-
57487311

14010-
57488611

https://www.amic-design.co.jp

現場工事写真撮影・検査確認　〈採用人数・1人〉

●仕事内容：建設中の現場で、完成時に見えなくなる工事の記録や、現場に
納入された品物が図面通りなのかを確認した記録を写真で残し、最後にファ
イリングする仕事です。●賃金：月額200,000円～470,000円

●仕事内容：患者様のお食事と職員食の料理の盛り付け、食器洗浄、簡単な
調理など調理補助業務がメインのお仕事。病院ならではの大量調理や衛生管
理、病院の知識について学べます。●賃金：月額158,340円～158,340円

14150-
21962311

会社の特徴：弊院は、自宅や施設では受け入れが難しい、医療ニーズ
の高い方に、継続的な医療・看護・介護を提供する、「療養型」の病院
です。

企業説明会&合同就職面接会　企業プロフィール及び求人一覧表

■開催日時：1月26日(水) 13:00~16:00　■会場：LEC(レック)横浜本校　(横浜市西区北幸2-4-3 GM21ビル)　■主催：神奈川労働局　■共催：ハローワーク横浜

介護職(横浜港南)有資格者　〈採用人数・2人〉

介護職(横浜港南)介護福祉士　〈採用人数・2人〉

バス運転士　〈採用人数・5人〉

バス整備士　〈採用人数・1人〉

店舗スタッフ(レジ部門)　〈採用人数・10人〉

介護職(横浜港南)無資格者　〈採用人数・2人〉

ケアワーカー　〈採用人数・5人〉

調理補助　〈採用人数・1人〉

会社の特徴：首都圏に120店舗以上のディスカウントセンター、ディ
スカウントスーパーマーケットを展開。「高品質・Everyday Low
Price」を経営方針に、お客様に愛される店造りをしています。

https://www.sotetsu-bus-recruit.jp

http://www.isis.co.jp


