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平成３０年度 厚木商工会議所 合同就職説明会 

出 展 者 ガ イ ド 

平成３０年５月２１日(月)１３：００～１６：００ 

厚木商工会議所 ５階大会議室（受付は１階） 

主催：厚木商工会議所  共催：厚木市・海老名商工会議所 

後援：神奈川県・厚木公共職業安定所・神奈川県内陸工業団地協同組合 

運営協力：株式会社学情 

■企業ブース訪問の流れ 

STEP.1STEP.1STEP.1STEP.1     

 

 

 

 

 

 

 

STEP.2STEP.2STEP.2STEP.2     STEP.3STEP.3STEP.3STEP.3    

受付受付受付受付 訪問カード記入訪問カード記入訪問カード記入訪問カード記入 企業ブース訪問企業ブース訪問企業ブース訪問企業ブース訪問 

「出展者ガイド」

等の資料をお受け

取りください。    

記載台で「企業訪問

カード」を記入。 

不足したら書き足し

ます。    

いよいよ出展者ブー

スを訪問！ 

企業や仕事の内容に

ついて、詳しく聞いて

みましょう。    

※本紙に記載された企業・団体情報は、出展者の責任に基づいて提供された情報です。 

応募条件や待遇等については、十分にご確認ください。 

        

         

        

        

   

 

 

 

「企業訪問カード」とは「企業訪問カード」とは「企業訪問カード」とは「企業訪問カード」とは    

氏名、電話番号、メールアドレス 等を 

記入する用紙です。訪問した企業に任意

でご提出ください。 

１F受付、５Fロビーに用意しています。 

 
出展者に連絡先等を

知らせるカードです。 
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出展者一覧（３３社） 
 

 出展者名  出展者名 

１ (社福)厚木慈光会 １８ 東立化工㈱ 

２ ALSOK グループ １９ ㈱ニッキ 

３ ㈱五十鈴 ２０ 日総工産㈱ 

４ ㈱ｲﾉﾍﾞｲｼｮﾝｵﾌﾞﾒﾃﾞｨｶﾙｻｰﾋﾞｽ ２１ ㈱富士テクノソリューションズ  

５ ㈱内田製作所 ２２ 牧野フライス精機㈱ 

６ ㈱Ａ・Ｒ・Ｐ ２３ 南関東花き園芸卸売市場 

７ (社福)神奈川やすらぎ会 
２４ 

横浜低温流通㈱/ 

横浜低温ロジスティック㈱ ８ 共和サービス警備保障㈱ 

９ (社福)くすのき ﾒｲｻﾑﾎｰﾙ ２５ ㈱リビングケア 

１０ (社福)紅梅会 ２６ ㈱ロボット工業 

１１ 相模中央交通㈱ ２７ 大森化成㈱ 

１２ ㈱三光 ２８ ㈱共和テクノ 

１３ ㈱試作工房 電 ２９ サンインテルネット㈱ 

１４ ㈱信和建設 ３０ 自動車部品工業㈱ 

１５ ㈲タイガープロパン ３１ 太陽建機レンタル㈱ 厚木支店 

１６ 滝川工業㈱ ３２ ㈱タズミ 

１７ 東横 INN 本厚木駅南口 ３３ 厚木商工会議所 

 

・番号は右図「会場図」の番号と対応しています。 

・受付・資料コーナーは１Fです。 

・「企業訪問カード」は１F、５F、どちらにもご用意しています。 
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会場図 
 

厚木商工会議所 ５階大会議室 
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出展者について 

 
 

  

 本日は「厚木商工会議所 合同就職説明会」にご来場いただきまして、

ありがとうございます。 

 

■出展者は商工会議所の会員事業所■出展者は商工会議所の会員事業所■出展者は商工会議所の会員事業所■出展者は商工会議所の会員事業所    

当説明会の出展企業は、厚木商工会議所もしくは海老名商工会議所の

会員事業所です。 
地域を支えている企業が集まっています。 

 
地域企業を知る機会は、実はあまり多くないのではないでしょうか。

初めて目にする企業名もあるかもしれません。 
どうぞブースに足を運んでいただき、各企業を知る機会にしていただ

けたらと思います。 
 
 

■■■■求人内容について求人内容について求人内容について求人内容について    

 当説明会では、すべての出展者は以下の条件で求人を出しています。 
 

求 人 対求 人 対求 人 対求 人 対 象象象象：：：：若年者（新卒～３９歳）若年者（新卒～３９歳）若年者（新卒～３９歳）若年者（新卒～３９歳）    

雇 用 形雇 用 形雇 用 形雇 用 形 態態態態：：：：正規雇用正規雇用正規雇用正規雇用 

採用予定地採用予定地採用予定地採用予定地：：：：県央地域県央地域県央地域県央地域を含むを含むを含むを含む 

 

 その他の事業内容、労働条件等の詳細は、 

各出展者へご確認ください。 

 

 

 

 本日の説明会が、皆様と企業との出会いの場になれば幸いです。 

ご不明な点がありましたら会場内スタッフにお声がけください。 
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01. (社福)厚木慈光会 社会福祉 

所在地 厚木市下川入 1296 

ＵＲＬ http://www.mutuaihome.or.jp/ 

創立 1987 年 従業員数 180 人 募集 ☑新卒 ☑既卒 

 

事業内容 特別養護老人ホーム(従来型･ユニット型)、短期入所、デイサ

ービス(1日型･半日型)、居宅介護支援、包括支援センター 

企業ＰＲ ｢共にあること 共に暮らす 共によろこぶ｣を理念に、地域福

祉の支えとなるべく多様な福祉サービスを提供しています。  

募集職種 

・人数 

①介護職員５名 ②看護職員１名 ③調理職員２名 

勤務内容 介護:ご利用者の日常生活に必要な支援やﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ等 

看護:ご利用者の健康管理･服薬管理等(夜勤なし) 

調理:真空調理を活用したご利用者のお食事提供等 

初任給 介護：214,200 円～(夜勤手当 3回分含む) 

看護：235,300 円～ 調理：162,700 円～ 

※交通費、扶養手当、住宅手当あり 

勤務地 

勤務時間 

休日等 

ムツアイホームやすらぎ もしくは ムツアイホームすこやか 

介護：7:00～16:00、9:00～18:00、13:00～22:00、22:00～

7:00(ｼﾌﾄ制) 看護：9:00～18:00(夜勤なし) 調理：6:30～

15:30、7:00～16:00、8:00～17:00、9:00～18:00(ｼﾌﾄ制) 

必要資格 介護：初任者研修以上 看護：准看護師または正看護師 

調理：調理師  ※介護･調理は無資格者応募可  

 

連

絡

先 

担当者 総務 高橋明久 

電話 ０４６－２４５－８３１２ 

メール mutuai@mutuaihome.or.jp 
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02. ALSOK グループ その他のサービス業 

所在地 東京都港区元赤坂 1-6-6 

ＵＲＬ https://www.alsok.co.jp/ 

創立 1965 年 従業員数 3.6 万人 募集 ☑新卒 ☑既卒 

 

事業内容 各種セキュリティサービス及びセキュリティシステムの企

画・開発・販売 

企業ＰＲ 警備業の垣根を越えた経済社会インフラ」を支える成長企業

です。 

募集職種 

・人数 

警備職、営業職、技術職（フィールド）、技術職（R&D）、経理

職、企画綜合職  全職種合計：約４００名 

勤務内容 警備職：警備用車両、バイク等に乗務し、ご契約先の緊急異

常対処等にあたる業務 

営業職：法人および個人に対する各種セキュリティシステム

の営業促進等を行う業務 他 

初任給 大学 213,000 円 

241,100 円（警備職）※警備職は機械警備隊員で所定内深夜手当含む。 

大学院 238,600 円 

※大学院初任給は企画綜合職、経理職および技術職（R&D）のみ適用されます。 

勤務地 

勤務時間 

休日等 

①勤務地：全国の各支社、支店、営業所、および本社 

※選考時に、希望入社エリアを伺います。 

②勤務時間：【管理部門】9：00～18：00【現業部門】週 38時

間労働を基準としたシフト制勤務 

③休日：【管理部門】週休 2 日制（原則として土日祝日）【現

業部門】１ヶ月 9～11 日 

必要資格 経理職：日商簿記２級以上 

その他の職種：普通自動車運転免許 

 

連

絡

先 

担当者 田島 沙織 

電話 03-3404-6081 

メール  
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03. (株)五十鈴 その他の製造業 

所在地 厚木市金田 126-1 

ＵＲＬ http：//www.isuz.co.jp 

創立 1972 年 従業員数 12 人 募集 ☑新卒 ☑既卒 

 

事業内容 鉄鋼・ｴﾈﾙｷﾞｰ分野で活躍される研究員様のｻﾎﾟｰﾀｰとして実験 

装置等のｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（設計製作）や計測器等の販売など。 

企業ＰＲ 責任感を持って個性を生かせる職場です。自由な発想でもの 

創りに携わる事を希望される方に最適です。 

募集職種 

・人数 

営業技術 2 名 

勤務内容 ・顧客訪問、打合せ、見積、発注、等 

 

 

初任給 200,000 円～270,000 円 

 

 

勤務地 

勤務時間 

休日等 

厚木市金田 126-1 

9：00～18：00 週休 2 日（休日出勤有り） 

夏季休暇 3 日、年末年始休暇 

必要資格 普通自動車第一種運転免許（AT限定可） 

＊入社後の資格取得支援制度有り 

 

連

絡

先 

担当者 代表 久保田 稔 

電話 046-297-0120 

メール kubota@isuz.co.jp 

 



8 
 

04. 

 

㈱ｲﾉﾍﾞｲｼｮﾝｵﾌﾞﾒﾃﾞｨｶﾙｻｰﾋﾞｽ 

社会保険・社会福祉・介

護事業(福祉用具レンタ

ル・調剤薬局経営) 

所在地 厚木市船子 579-1 

ＵＲＬ http://www.ims-inc.co.jp/ 

創立 1982 年 従業員数 261 人 募集 ■新卒 ☐既卒 

 

事業内容 福祉用具レンタル・販売、調剤薬局経営（なかよし薬局）、 

住宅改修、訪問介護 

企業ＰＲ 福祉用具レンタルは全国トップシェア、神奈川県ではＮｏ.1

の実績を頂いております。学部・学科不問。資格も不要です。 

募集職種 

・人数 
①営業職 １５名 ②介護事務職 ３名 ③医療事務職 ３名 

勤務内容 ①福祉用具の選定・納品・メンテナンス等 

②電話応対・商品受発注・一般事務業務等、 

③処方箋受付・入力、窓口業務、会計業務(レジ業務)等 

初任給 ①  224,840 円～ 

②・③193,000 円～ 

いずれも 2018 年実績（通勤手当等別途）賞与年２回 

勤務地 

勤務時間 

休日等 

①神奈川・東京・静岡・埼玉の各営業所 

②神奈川・東京・静岡・埼玉の各営業所 

③神奈川県県央地区（厚木・伊勢原・愛川町・藤沢） 

必要資格 普通自動車第一種運転免許（AT限定可） 

 

連

絡

先 

担当者 総務課 畠山 勇貴 

電話 ０４６－２２０－１１８８ 

メール recruit@ims-inc.co.jp 



9 
 

05. (株)内田製作所 
生産用機械器具製造

業（精密板金加工） 

所在地 神奈川県厚木市上依知 3021 

ＵＲＬ http://www.uchida-ss.co.jp 

創立 1939 年 従業員数 42 人 募集 ☑新卒 ☑既卒 

 

事業内容 一般の人は目にしない産業機械のカバーや空調機器のダクト

などの板金部品をメーカーからの注文で製作しています。 

企業ＰＲ 当社の経営理念「共働共栄」（皆で一生懸命働いて皆で幸せに

なる）が示す通り社員を一番に考える会社です。 

「ものづくり」が好きな方には向いている会社です。 

募集職種 

・人数 

① 営業職 １～２名 

② 現場職 ２～３名 

勤務内容 ① 既存顧客の訪問、打ち合わせ、納品など 

② 機械オペレーター、プレス作業、溶接作業など 

初任給 ① ②とも 175,000～200,000 円（各種手当を含む） 

賞与：年２回 

勤務地 

勤務時間 

休日等 

神奈川県厚木市上依知 3021 

8:15～17:15（休憩：1時間） 

週休２日（会社カレンダーにより年３～４回土曜出勤あり） 

夏季休暇５日、年末年始休暇７日 

必要資格 ① 普通自動車免許 

② 特になし（普通自動車免許があると尚良し） 

 

連

絡

先 

担当者 代表取締役 内田健一郎 

電話 046-285-1121 

メール ken-u@uchida-ss.co.jp 
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事業内容 ・各種工業製品の設計・開発支援サービス事業 

・専門技術者の派遣事業 

・自社開発製品の販売事業 

企業ＰＲ 最先端のモノづくりを担い社会貢献をする、総合エンジニア

リング会社です。当社であなたの技術力を活かしてください。 

募集職種 

・人数 

①機械設計技術者    ： ３名 

②ハードウェア設計技術者： ３名 

③ソフトウェア開発技術者： ３名 

勤務内容 コンピュータや測定器等のツールを使って、各種工業製品の

設計・開発、製作、評価等を行って頂くエンジニアリング業

務です。 

初任給 大学院卒  ： 基本給：210,000 円 

大卒    ： 基本給：200,000 円 

短大／高専卒： 基本給：185,000 円 

勤務地 

勤務時間 

休日等 

本社／テクニカルセンター（神奈川県秦野市）または 

厚木開発センター（神奈川県厚木市） 

就業時間： 8:30 ～ 17:30（昼休： 12:00 ～ 13:00） 

休日： 土曜、日曜、祝日、年末年始 

必要資格 理工系学科履修 

 

連

絡

先 

担当者 経営統括本部 総務部 野口 健一 

電話 0463-88-5400 

メール k-noguchi@arp-id.co.jp 

06. (株)Ａ・Ｒ・Ｐ 
技術サービス業 

（設計・開発） 

所在地 神奈川県秦野市堀川 166-1 

ＵＲＬ http://www.arp-id.co.jp/ 

創立 2005 年 従業員数 200 人 募集 ☑新卒 ☑既卒 
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07. (社福)神奈川やすらぎ会 社会福祉事業 

所在地 厚木市下古沢１９３ 

ＵＲＬ http://www.morinosato.jp 

創立 1983 年 従業員数 209 人 募集 ☑新卒 ☑既卒 

 

事業内容 特別養護老人ホーム(2 ヶ所)／短期入所生活介護／通所介護

／居宅介護支援／小鮎・緑ヶ丘地域包括支援センター 

認可保育所／事業所内託児所 

企業ＰＲ 超高齢社会を迎える国内において最前線で働く『介護士』

は今後最も必要とされる仕事のひとつです。 

託児所完備。福利厚生・資格取得支援に力を入れています。 

募集職種 

・人数 

① 介護職員 ３名 

② 厨房職員 ２名 

勤務内容 介護職：高齢者の生活支援(食事・入浴・排泄介助等) 

調理員：高齢者施設厨房での調理 

初任給 ① 177,809 円～226,696 円 

② 159,415 円～ 

勤務地 

勤務時間 

休日等 

厚木市下古沢１９３ または 厚木市飯山３４２５ 

① 週休 2 日制(シフト制) 

② 週休 2 日制(シフト制)7:00～19:00 

年間休日 120 日 公休・有休 100％消化(2018 年度実績) 

必要資格 無資格可 

資格取得支援制度有(費用全額負担) 

 

連

絡

先 

担当者 採用担当 西迫 初美 

電話 ０４６－２４８－３８８８ 

メール info@morinosato.jp 
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08. 共和サービス警備保障㈱ 
専門サービス業 

（警備業） 

所在地 厚木市恩名一丁目 6番 59号 OMビル 3F 

ＵＲＬ http://www.ks-security.co.jp/ 

創立 1984 年 従業員数 180 人 募集 ☑新卒 ☑既卒 

 

事業内容 神奈川県内及び東京都多摩地区を中心に、公共施設･民間会社の

防犯対策を主とした施設警備業務や交通誘導・雑踏警備業務を行

っています。 

企業ＰＲ 誠実･正確･迅速･強力･親切をモットーに、徹底した教育訓練を行

い、お客様に安心したセキュリティーをご提供しています。 

募集職種 

・人数 

警備員 ３名 

勤務内容 各防災センターでの出入り管理、巡回業務等。 

 ※採用者は、30H の法定研修があります。 

初任給 基本給 169,920 円（他に各種手当てあり） 

※通勤手当は、別途支給。決算賞与年２回。 

務地 

勤務時間 

休日等 

県内各地（住所地を考慮） 

※シフト制により、現場により異なる。 

必要資格 特に必要なし。入社後取得支援制度あり。 

 

連

絡

先 

担当者 常務取締役 市瀬 亮 

電話 ０４６－２２２－５０５５ 

メール r-ichinose@ks-security.co.jp 
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09. メイサムホール 社会福祉・介護事業 

所在地 厚木市愛甲２２０８－１ 

ＵＲＬ http://meisam.jp/ 

創立 2004 年 従業員数 100 人 募集 ☑新卒 ☑既卒 

 

事業内容 特別養護老人ホーム５９床、ショートステイ２０床 

デイサービス定員４０名、居宅介護支援、地域包括支援 

企業ＰＲ 介護・看護等の専門職チームでケアを行い、利用者と職員が

共に生活を楽しみ、地域福祉の拠点として活動しています。 

募集職種 

・人数 

介護職員 ６名 

勤務内容 ご利用者の介護および生活支援 

食事介助、入浴介助、排泄介助、レクリエーション 等 

初任給 高卒 189,500 円～短大・専門卒 193,900 円～ 

大卒：198,300 円～（下記③・④の手当、業務手当、介護職員

処遇改善手当込）経験、資格により別途加算します 

住宅・扶養・通勤手当別途支給、賞与年 2回、期末手当有り 

勤務地 

勤務時間 

休日等 

厚木市愛甲２２０８－１ メイサムホール 

①7:00～16:00②11:30～20:30③13:30～22:30④22:00～7:00 

①～④の 4週 8休シフト制 年間休日 124 日 

必要資格 不問 ※資格取得サポートあり 

 

連

絡

先 

担当者 総務部 部長 吉田靖子 

電話 ０４６－２２０－１１６５ 

メール kusunoki@meisam.jp 
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10. (社福)紅梅会 社会福祉 

所在地 神奈川県厚木市上荻野５３０３ 

ＵＲＬ http://www.koubaikai.or.jp/home.htm 

創立 昭和 29 年 従業員数 130 人 募集 ☑新卒 ☑既卒 

 

事業内容 知的な障がいのある方の生活の支援。地域社会で自立した生

活を営み、充実した日中活動の場の提供を行い、一般就労も

目指せるように支援します。 

企業ＰＲ 福祉系学部卒でなくても又異業種からでも充実した研修体制

と資格取得の補助もあり安心です。又女性職員が多く活躍し

ており産休・育休休暇取得後に復帰ができる職場です。正規

職員採用の際は就職支度金１０万円を支給します。 

募集職種 

・人数 
① 生活支援員６名 ②職業指導員２名  ③看護師１名                           

勤務内容 ①紅梅学園利用者の日常生活への支援、個別支援計画作成 行事

等の立案実施等 ②日中活動の支援、個別支援計画の作成、就労

場所の開拓、職場訪問、行事等の立案実施等 

③利用者の健康管理等 

初任給 大卒：２０２，１００円 短大・専門卒：１８７，０００円(交

通費、夜勤手当は別途支給) 就職支度金１００，０００円 

勤務地 

勤務時間 

休日等 

厚木市上荻野                    

①９：００～１８：００ １３：００～２２：００ 

６：００～１５：００ １７：００～翌１０：００ｑ 

②８：３０～１７：３０ ③９：００～１８：００   

必要資格 ① ② 普通自動車免許 ③看護師免許 

 

連

絡

先 

担当者 森田 律子 

電話 ０４６－２４１－１６２１ 

メール morita@koubaikai.or.jp 
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11. 相模中央交通(株) 道路旅客運送業 

所在地 厚木市栄町 1-1-7 

ＵＲＬ https://www.sck.co.jp 

創立 昭和 28 年 従業員数 1,026人 募集 ☑新卒 ☑既卒 

 

事業内容 小田急・神奈中グループのタクシー会社として、県央部を主とし

て営業展開中 

一般旅客自動車運送事業・運行管理請負業・不動産業など 

企業ＰＲ 未経験入社が７割！二種免許の取得から入社時研修・実践教育ま

で、新しい世界に挑戦する方を応援します 

募集職種 

・人数 

①タクシー運転職 

②運行管理職 

勤務内容 神奈川県央部を主とした各営業所 

①運転職   例）１８:００～２：３０ 公休月６～７日 

②運行管理職 例）８：００～翌８:００ 公休月６～７日 

初任給 １６８，９００円＋各種手当（運行管理職） 

①運転職   ：月収例２５～４０万円（出来高制） 

②運行管理職 ：月収例２６～３０万円 

勤務地 

勤務時間 

休日等 

神奈川県央部を主とした各営業所 

①運転職   例）１８:００～２：３０ 公休月６～７日 

②運行管理職 例）８：００～翌８:００ 公休月６～７日 

必要資格 運転職については普通自動車運転免許取得後３年以上の方 

 

連

絡

先 

担当者 総務部人事課 石川 哲 

電話 046-222-1812 

メール ishikawa@sck.co.jp 
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12. ㈱三光 保険業 

所在地 厚木市下荻野 1484－2 

ＵＲＬ http://sanko-hoken.com 

創立 2006 年 従業員数  3 人 募集 ☑新卒 ☑既卒 

 

事業内容 損害保険、生命保険の正しい保険の入り方、正しい保険の使

い方を PRしていく会社です。 

企業ＰＲ 就業時間内に仕事を完了する。 

残業０運動推奨。 

募集職種 

・人数 

① 営業   2 名 

② 営業事務 1 名 

勤務内容 既契約者への定期訪問による保険の更改手続きおよびメンテ

ナンス、ライフコンサルティング。 

初任給 ① 200,000 円～ 

② 172,000 円～ 

 

勤務地 

勤務時間 

休日等 

厚木市下荻野 1484－2 

9：00～18：00 週休 2 日 

夏季休暇、年末年始休暇あり 

必要資格 普通自動車免許（AT限定可） 

 

連

絡

先 

担当者 難波 康二 

電話 046－241－7180 

メール nanba@sanko-hoken.com 
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13. ㈱ 試作工房 電 
その他製造業 

（試作製造業） 

所在地 厚木市下荻野 994番地 4 

ＵＲＬ http://www.facebook.com/shisaku.den 

創立 2003 年 従業員数  4 人 募集 ☑新卒 ☑既卒 

 

事業内容 各種合成樹脂・軽金属による家電、自動車部品、医療、アミ

ューズメントなどの試作品製造 

各種デザイン設計 

企業ＰＲ 少数精鋭企業につき、分業制ではなく 

全ての工程を担当します。 

募集職種 

・人数 

総合技術職 

1名 

勤務内容 3Dデータをもとにマシニングセンターにて加工できるよう 

パソコンにて CAMデータを作製します。 

マシニングにて加工後、仕上げ検査まで 

初任給 大卒 164,000～ 

勤務地 

勤務時間 

休日等 

厚木市下荻野 994-4 

8：30～17：30 (1時間昼食) 

週休 2 日（シフト制）、正月休み 

必要資格 特に必要なし 

 

連

絡

先 

担当者 営業部 竹葉 和英 

電話 046-281-7652 

メール shisaku-den@aqua.ocn.ne.jp 
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14. (株)信和建設 総合工事業 

所在地 厚木市中町３－１－１６ 

ＵＲＬ http://www.shinwa-kensetsu.co.jp/ 

創立 1960 年 従業員数 ４人 募集 ☑新卒 ☑既卒 

 

事業内容 建築・土木監理 

不動産管理及び営業他 

企業ＰＲ 創業 59年 信用一筋に「信」と「和」を重んじ、確かな技術

で家づくりに励んでおります。 

募集職種 

・人数 

① 現場監督 建築１名・土木１名 

② 営業・事務１名 

勤務内容 現場打合せ・見積・監督 

営業及び広報ＨＰ管理 

 

初任給 ① 210,000 円+α ②200,000 円+α 

賞与年２回 

 

勤務地 

勤務時間 

休日等 

厚木市中町３－１－１６ 

① 8：00～17：00 

② 8：00～17：00（自由に選択可） 

必要資格 普通自動車運転免許 

建設系免許優遇有 

 

連

絡

先 

担当者 代表取締役 鶴窪由行 

電話 ０４６－２２１－３２７３ 

メール info@shinwa-kensetsu.co.jp 
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15. (有)タイガープロパン ガス業 

所在地 神奈川県厚木市愛甲 2-23-3 

ＵＲＬ http://tiger-lpg.com/ 

創立 昭和 49 年 従業員数  4 人 募集 ☑新卒 ☑既卒 

 

事業内容 一般家庭や業務用を中心に LPガス及び住宅設備機器の販売を

行っています。 

企業ＰＲ “お客様満足度を最大とするための経営”を目指し、お客

様のニーズに積極的に応え、サービスを提供します。 

募集職種 

・人数 

顧客管理・ルート営業・ガス工事・ガス器具設置 

保安業務・メンテナンス 1名 

勤務内容 1. 液化石油ガス、高圧ガス、簡易ガス等の供給及び販売 

2. LPガスの検針、保安点検、保安点検調査、配管供給 

3. 設備工事、消費設備工事 

4. ガス関連機器、住宅設備機器の修理及び販売 

初任給 210,000 円 

2018 年実績（通勤手当等別途） 賞与年２回  

勤務地 

勤務時間 

休日等 

厚木市愛甲 2-23-3 

8：30～17:30 日曜祝日休み 月 1 回土曜日休み 

土曜日は 8：30～15:00 

・夏季休暇５日、年末年始休暇あり 

必要資格 普通自動車第一種運転免許（AT限定可） 

※入社後の取得支援制度あり。無資格でも応募可。 

 

連

絡

先 

担当者 佐藤 拓也 

電話 046-240-0351 

メール t.sato@alto.ocn.ne.jp 
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16. 滝川工業(株) 
生産用機械器具 

製造業（製鉄・食品） 

所在地 厚木工場：神奈川県厚木市恩名 5丁目 4-27 

ＵＲＬ http://www.tkk-gr.co.jp/ 

創立 1943 年 従業員数 170 人 募集 ☑新卒 ☑既卒 

 

事業内容 ●製鉄設備/食品生産設備/産業機械/の開発/設計/製作●大

型精密機械加工・大型プレス・大型製缶加工・組立●製鉄機

械から中華まんを蒸す機械まで、幅広く製造しています。 

企業ＰＲ お客様のニーズに合わせた高品質な機械、省人・省力・均一・

衛生的な商品を製造できる食品機械を設計・製作しています。 

募集職種 

・人数 

①製造系現業職：2名 

②技術系総合職：機械設計 1 名、電気設計 1 名 

勤務内容 ①ステンレス・アルミなどを使用し、溶接・機械加工・組立

作業を行います。②CAD等を使用して、食品（製鉄）機械の開

発・設計、試運転を行います。 

初任給 ①高卒：165,000 円、大卒：190,000 円②大卒：204,000 円 

※通勤手当別途、住宅手当・家族手当・地域手当有 

勤務地 

勤務時間 

休日等 

①②厚木工場（②の場合のみ、入社後 2 年程度、加古川で研

修となります。研修期間後、厚木工場へ配属となります。） 

8:00～16:45（休憩 45 分）、年間休日 123 日 

必要資格 普通自動車第一種運転免許（AT限定可） 

※入社後取得予定の方でも応募可。 

 

連

絡

先 

担当者 総務部 立田（たつた） 

電話 079-435-1221 

メール tatsuta@tkk-gr.co.jp 
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17. (株)東横イン 宿泊業 

所在地 厚木市旭町１－９－８ 

ＵＲＬ https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00248 

創立 1986 年 従業員数 10,895 人 募集 ☑新卒 ☑既卒 

 

事業内容 東横 INNは「駅前旅館の鉄筋版」を基本コンセプトとした 

「安心・快適・清潔なお部屋」をリーズナブルな価格で 

提供する宿泊特化型ホテルです 

企業ＰＲ 「おかえりなさい」とお出迎え 

我が家と同じ「ほっ」とする安心感を提供します 

募集職種 

・人数 

①フロント  6 名 

②支配人補佐 1 名 

勤務内容 ①チェックイン、チェックアウト業務、帳票整理 

 発注、納品、お部屋割り、清掃指示出し 

②総務、労務、経理、従業員教育 

初任給 ①210,000 円＋インセンティブ 

②220,000 円＋インセンティブ 

勤務地 

勤務時間 

休日等 

厚木市旭町１－９－８ 

①10時30分から翌11時30分（休憩４時間１５分 仮眠含む） 

②10時 30 分から 19時 30 分 

必要資格 ①英語検定、秘書検定 2級（入社後取得でも可） 

②簿記検定 3級（入社後取得でも可） 

 

連

絡

先 

担当者 岩井 

電話 046-282-1045 

メール 248@wm.toyoko-inn.com 
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18. 東立化工(株) ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品製造業 

所在地 厚木市愛甲東 2-14-1 

ＵＲＬ www.tohritsu-kakou.com 

創立  1981 年 従業員数 27 人 募集 ☑新卒 ☑既卒 

 

事業内容 射出成型により医療機器・文具・火災報知器などの 

部品製造しています。 

企業ＰＲ 「夢をかたちに」お客様の頭の中の図面を製品化するお手伝

いをしています。まだ、世の中に無いものを一緒に作ってい

きましょう。 

募集職種 

・人数 

営業 1名 

勤務内容 ①顧客訪問、打ち合わせ、納品。見積もり 

 

初任給 180,000～200,000 円 

（交通費別途） 

勤務地 

勤務時間 

休日等 

厚木市愛甲東 2-14-1 

AM8：00～PM5：00 週休 2 日 

夏季休暇、年末年始休暇 

必要資格 普通自動車運転免許 

 

連

絡

先 

担当者 中野 千恵子 

電話 046-229-3132 

メール nakano@ayu.ne.jp 
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19. (株)ニッキ 輸送用機器 

所在地 神奈川県厚木市上依知３０２９番地 

ＵＲＬ http://www.nikkinet.co.jp/index.php 

創立  1932 年 従業員数 252 人 募集 ☑新卒 ☑既卒 

 

事業内容 自動車用、汎用エンジン用、燃料供給システムの開発および

製造販売。 

企業ＰＲ 創業以来 85年以上にわたり、輸送用機器等の設計開発および

製造を行っています。部門の垣根を越え様々な領域の技術者

を巻き込みながら、当社の製品づくり全体に関わることが出

来ます。ものづくりが好きな方大歓迎です。 

募集職種 

・人数 

技術職：設計、生産技術、実験等 

事務職：総務、経理、営業、購買、情報システム等 

勤務内容 技術職：設計、生産技術、実験等 

事務職：総務、経理、営業、購買、情報システム等 

※詳細につきましては採用担当者にお問合せ下さい。 

初任給 院卒 225,000 円、大卒 208,000 円、高専･短大卒 182,000 円 

その他(住宅手当、交通費全額支給、残業手当は別途支給) 

勤務地 

勤務時間 

休日等 

本社：神奈川県厚木市上依知３０２９番地 

勤務時間：8:10～17:10  

年間休日：121 日(完全週休 2 日制) 

必要資格 普通自動車第一種運転免許（AT限定可） 

 

 

連

絡

先 

担当者 総務部人事総務課 大野佐江子 

電話 046-285-0227 

メール s_oono@nikkinet.co.jp 
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20. 日総工産(株) 職業紹介・労働者派遣業 

所在地 神奈川県横浜市港北区新横浜 1-4-1 

ＵＲＬ https://www.nisso.co.jp/ 

創立  1971 年 従業員数 1394 人 募集 ☑新卒 ☑既卒 

 

事業内容 製造系人材サービス（製造請負、製造派遣、職業紹介等） 

メーカーに対しての総合的な人材サービスを展開しています 

企業ＰＲ 創業 47年の老舗企業。売上 469億を超え、今年度には東証一

部に上場を果たしました。今後も更なる事業拡大を図ります。 

募集職種 

・人数 

①総合職 30 名 

②技術職 100 名 

勤務内容 ①営業・営業企画、採用、人事、法務など総合的な業務 

②生産改善・機械設計・設備保全領域におけるエンジニア 

 

初任給 ①基本給 202,000 円＋固定残業手当 36,009 円(23H)＋超過分 

②202,000 円＋技術手当 5,000 円＋時間外手当 

※いずれも四大卒以上/詳細はお問合せください。 

勤務地 

勤務時間 

休日等 

厚木事業所、神奈川本社(新横浜)、他全国各事営業所 

8:30～17:30(配属先により異なります) 

年間休日 125 日（基本的に土日祝日休み ※変動あり） 

必要資格 普通自動車第一種運転免許（AT限定可） 

※入社後の取得支援制度あり。無資格でも応募可。 

 

連

絡

先 

担当者 人事部人事課 石橋 

電話 045-476-4522 

メール recruit@nisso.co.jp 
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21. (株)富士ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 
技術ｻｰﾋﾞｽ業(機械

設計・ｼｽﾃﾑ開発) 

所在地 厚木市中町 4-10-8 厚木アザレアビル 3F 

ＵＲＬ http://www.fjtsc.co.jp/ 

創立 1976 年 従業員数 260 人 募集 ☑新卒 ☑既卒 

 

事業内容 製造業ものづくりの技術支援(◆機械設計･CAE 解析 

◆ﾈｯﾄﾜｰｸ･OS◆ｿﾌﾄｳｪｱ開発◆電気･電子設計) 

企業ＰＲ 創業 43年。大手メーカの技術パートナとしての歴史があり、

2017 年東証市場（TPM）に上場しました。 

募集職種 

・人数 

①機械設計･CAE 解析  10 名 

②システムエンジニア 10 名 

勤務内容 ①産業機械･自動車･工作機械･半導体製造装置･家電 他 

②ﾈｯﾄﾜｰｸ･ｾｷｭﾘﾃｨ･ｸﾗｳﾄﾞ･CAD･PDM環境構築/運用/ｻﾎﾟｰﾄ、 

ｿﾌﾄｳｪｱ開発（組込み制御･CAD ｼｽﾃﾑ開発） 

初任給 ◆大学院/大学/高専(専攻科)200,000 円 

◆専門(4 年制)195,000 円 

◆高専(本科)190,000 円 

◆短大/専門(2･3 年制)180,000 円  

【残業代･通勤手当等別途支給、賞与年 2回】 

勤務地 

勤務時間 

休日等 

厚木事業所 他 

9：00～17：45 年間休日 120 日、完全週休 2 日、夏季休暇･

年末年始休暇、有給休暇、ﾘﾌﾚｯｼｭ休暇（10 年毎勤続表彰）他 

必要資格 なし ※資格取得・教育受講等の支援制度あり 

 

連

絡

先 

担当者 採用担当 中谷･上原 

電話 0120-169-314 

メール saiyo@fjtsc.co.jp 
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22. 牧野フライス精機(株) 金属製品製造業 

所在地 神奈川県愛甲郡愛川町中津 4029 

ＵＲＬ http://www.makinoseiki.co.jp 

創立  1965 年 従業員数 106 人 募集 ☑新卒 ☐既卒 

 

事業内容 工具研削盤（ドリル、エンドミル等の切削工具を製造する機

械）の製造販売を行なっています。 

企業ＰＲ 独自開発の技術で工具研削盤の国内シェア 5 割を占めていま

す。近年はアジア地域への展開を行なっています。 

募集職種 

・人数 

①総合職 1名 

②技術職 6名 

勤務内容 ①経理業務 

②機械設計、電気制御設計、加工技術開発 

初任給 全職種 198,000 円このほか住宅手当、通勤手当等 

固定残業はありません。 

賞与 年 2回 5.5ヶ月 昇給 年 1回 2.6%（いずれも 2017 年実

績） 

勤務地 

勤務時間 

休日等 

本社、大阪、名古屋 

08:00～16:45（休憩 45 分）完全週休 2 日 

・夏季・年末年始・GW休暇 6～9日 年間休日 124 日 

必要資格 普通自動車第一種運転免許（AT限定可）。無資格でも応募可。 

 

連

絡

先 

担当者 総務部 マネージャ補佐 廣野 成夫 

電話 046-285-0446 

メール recruit@makinoseiki.co.jp 
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23. (株)南関東花き園芸卸売市場 
各種商品卸売業 

(切花・鉢物・園芸資材) 

所在地 神奈川県厚木市長沼 253-3 

ＵＲＬ http://www.nankankaki.co.jp 

創立 1974 年 従業員数 41 人 募集 ☑新卒 ☑既卒 

 

事業内容 切花 / 鉢物 / 園芸資材の販売 

企業ＰＲ 週休 2 日制＋週 2 回半日 

若さあふれる職場 

募集職種 

・人数 

営業 仕入 販売 

2 名  

勤務内容 営業、仕入、販売(セリ、Web、相対) 荷受 

初任給 ① 大卒 198,050円 

② 中途 175,000円 ~ 198,050円 

③ 高卒 176,600円 

いずれも 2018年実績 賞与年 2回 

勤務地 

勤務時間 

休日等 

神奈川県厚木市長沼 253-3 

変動シフト・担当部署による 

例 切花課 

月 ・金 4:00～14:30 水 4:00～13:00 火 ・土 5:00～12:30 

例 鉢物課 

月 ・金 6:00～16:30 水 6:00～15:00 火 ・土 5:00～12:30 

休日：週休 2日 木•日  

必要資格 普通免許 

 

連

絡

先 

担当者 相馬•西野谷 

電話 046-228-2755 fax046-228-2767 

メール kisetsu-flo@nankankaki.co.jp 
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24. 
横浜低温流通株式会社 

横浜低温ロジスティック株式会社 
道路貨物運送業 

所在地 神奈川県厚木市酒井 3001 

ＵＲＬ http://www.ytr.co.jp 

創立  1984 年 従業員数  430 募集 ☑新卒 ☑既卒 

 

事業内容 食品メーカーよりお預かりした商品を管理、スーパー、コン

ビニ、小売店、市場、外食チェーンへお届けしています 

企業ＰＲ 食品輸送のパイオニアとして、首都圏、中京圏。京阪神圏の 3

大都市圏に基幹センターを開設、全国の食品メーカーと物流

企業を結び付けネットワークを構築。 

募集職種 

・人数 

① ドライバー  

② 倉庫オペレーター ③事務 

勤務内容 ① 食品の配送 

② 常温･冷蔵･冷凍倉庫内での食品の保管､入出庫､検品、仕分 

③ 食品の保管、入出庫及び配送にかかるデータ入力、電話応対 

初任給 ①②185,000 円～ 

③ 180,000 円～ 

※通勤費及び、家族、乗務、冷凍、資格手当等別途支給 

勤務地 

勤務時間 

休日等 

厚木市酒井、船子、戸室（10月オープン予定） 

①②お問合せください ③8：30～17：00、9：00～18：00 

年間公休 105 日（月 8～9日） 

必要資格 ①普通自動車第一種免許 

①②フォークリフト（資格取得制度有、入社後でも可能） 

 

連

絡

先 

担当者 管理部 係長 佐藤 

電話 ０４６－２２８－００１０ 

メール ysatou@ytr.co.jp 
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25. (株)リビングケア 
社 会 保険・ 社 会 福

祉・介護事業 

所在地 横浜市西区北幸 2-9-10 横浜 HSビル 3階 

ＵＲＬ http://livingcare.jp/ 

創立  2010 年 従業員数 269 人 募集 ☑新卒 ☑既卒 

 

事業内容 介護事業運営 住宅型有料老人ホーム「リビングケア唯シリ

ーズ」／通所介護事業／居宅介護支援事業／訪問介護事業 

／訪問看護事業 

企業ＰＲ 神奈川県経営革新企業に介護事業所として初めて認定された

企業です。 

募集職種 

・人数 

①介護スタッフ ②訪問看護スタッフ 

③ケアマネージャー 

勤務内容 ①小規模住宅型有料老人ホーム内での介護業務 

②弊社施設、ご利用者宅への訪問看護業務 

③ご利用者に適したケアプラン作成業務 

初任給 195,000 円～ 

【例】大卒 198,900 円（平成 30年 4 月実績） 

【例】中途：①介護経験者 285,000 円 

【例】中途：②訪問看護経験者 340,000 円 

【例】中途：③ケアマネージャー経験者 244,000 円 

勤務地 

勤務時間 

休日等 

神奈川県内（希望考慮します） 

①シフト制、②③ 8:30～17:30 

休日 月 8 日～9日 

必要資格 ②看護師又は准看護師 ③介護支援専門員 

 

連

絡

先 

担当者 人材開発部 吉田 

電話 0120-252-130 

メール m.yoshida@livingcare.jp 
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26. (株)ロボット工業 

生産用機械器具製造

業（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾌｨﾙﾑ

用巻取機等） 

所在地 神奈川県愛甲郡愛川町中津 6762 

ＵＲＬ http://www.robot-k.co.jp 

創立  1970 年 従業員数 22 人 募集 ☑新卒 ☑既卒 

 

事業内容 ﾌｨﾙﾑ関連製造ﾗｲﾝ用の機械（主に巻取機）の製造、販売。 

営業から設計、製作、運転、据付まで。 

企業ＰＲ 製造ﾗｲﾝで長く使っていただく為の多様な要望に応えるべく、

綿密な打合せに基づき 1 台ずつまとめていきます。ゼロから

のものづくりを体感できる会社です。 

募集職種 

・人数 
総合職（営業部、技術部、製造部）合計 3 名 

勤務内容 営業部：営業としての会社の窓口。受注をとる。顧客とのコ

ミュニケーション全般。 

技術部：機械の設計、運転調整、メンテナンス対応。 

製造部：部品の調達、加工、組立、配線、配管、据付。 

初任給 高卒相当：16万円/月。短大、専門学校卒相当：18万円/月。 

大学卒相当 20万円/月。大学院卒 22万円/月。 

通勤手当別途。 

勤務地 

勤務時間 

休日等 

神奈川県愛甲郡愛川町中津 6762 

8:00～17:00 土日祝日休み。下記休暇、年末年始休暇有。 

必要資格 普通自動車第一種運転免許（AT限定可）。無資格でも応募可。 

 

連

絡

先 

担当者 唐木 純一郎 

電話 046-285-2591 

メール j.karaki@robot-k.co.jp 
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27. 大森化成(株) ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品製造業 

所在地 神奈川県海老名市上河内 315 

ＵＲＬ http://www.oomorikasei.co.jp/ 

創立  1967 年 従業員数 81 人 募集 ☑新卒 ☑既卒 

 

事業内容 当社は、産業資材、食品、IT 関連フィルム等高機能フィルム

の製造、加工、販売を行っています。国内の大手主要メーカ

ーのみならず、東南アジアへの輸出も行っております。 

企業ＰＲ 昭和 42 年創業以来、三井系企業として順調に業績を伸ばして

おり、得意先としては、花王株・日東電工株等大企業が多く

極めて安定しており今後も発展途上にある。 

募集職種 

・人数 

①製造、製造技術 ②業務 ③営業 

3～4名 

勤務内容 ①食品などを包む合成樹脂のフィルムを機械で作ります 

②工場内外の一般業務、及び、関連の事務に関わる業務 

③当社製品の使用状況確認、対応に関わる業務 

初任給 ①～③175,000 円（22歳）他手当 

勤務地 

勤務時間 

休日等 

海老名市上河内 315 又は綾瀬工場、東京支店 

①8:00～17:00,17:00～25:00,25:00～9:00 

②8:00～17:00 ③9:00～17:30 当社ｶﾚﾝﾀﾞｰによる 

必要資格 なし 

 

連

絡

先 

担当者 管理部 鹿島 春菜 

電話 ０４６－２３８－４４７８ 

メール haruna-ikeguchi@oomorikasei.co.jp 
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28. (株)共和テクノ 設備工事業 

所在地 横浜市西区北幸１－１１－１１ 

ＵＲＬ http://www.kyowa-tekuno.co.jp/ 

創立  1960 年 従業員数 43 人 募集 ☑新卒 ☐既卒 

 

事業内容 ・電力会社の元請業者として送電線路の建設、保守管理施工業務 

・電気通信設備工事（携帯電話等） 

・官公庁の入札指名業者として一般土木工事の施工管理業務等 

企業ＰＲ 主に架空送電線の建設に携わり電力の安定供給を担い、その技術

力を活かし情報通信網の整備等も行っています。現代社会と人々

の生活を支える仕事なので、やりがいを実感できます。 

募集職種 

・人数 

技術職：２名 

勤務内容 ・送電線の建設及び改修（測量・調査・設計・施工管理・保守工

事など） 

・情報通信関連工事の施工管理業務 

・道路の建設・改修に関する土木工事及び舗装工事 

初任給 ・大卒：200,000 円（現場管理業務時には、加算手当あり） 

勤務地 

勤務時間 

休日等 

・神奈川県海老名市杉久保北 2-3-16（及び各現場） 

・8:30～17:30（時間外あり） 

・週休二日制（変形労働制 年間休日カレンダー有） 

必要資格 普通自動車第一種運転免許（AT 限定不可） 

 

連

絡

先 

担当者 総務部  宮崎 和也 

電話 ０４５－３１７－１９７１ 

メール miyazakik@kyowa-tekuno.co.jp 
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29. サン インテルネット株式会社 倉庫業 

所在地 横浜市西区みなとみらい二丁目 3番 5号ｸｲｰﾝｽﾞﾀﾜｰ C 10 階 

ＵＲＬ http://www.sun-web.co.jp/ 

創立  1971 年 従業員数 128 名 募集 ☑新卒 ☑既卒 

 

事業内容 
物流ｾﾝﾀｰ運営／輸配送ｻｰﾋﾞｽ／物流不動産 

物流 IT ｿﾘｭｰｼｮﾝ／3PL ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 

企業ＰＲ 

当社は「ﾓﾉの流れ」をｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞし、常に時代のﾆｰｽﾞに応える新しいﾛｼﾞ

ｽﾃｨｸｽを提供しています。物流を必要とするお客様のご要望に合わせ、

最適のｿﾘｭｰｼｮﾝを提供することで、お客様の物流機能を一手にお引き受

けしています。医薬品や小売業界、ﾒｰｶｰはもちろん、近年ではﾈｯﾄ通販

や小売店の宅配ｻｰﾋﾞｽなどでも大きな力を発揮。創業から 47 年間黒字経

営を続け成長し続けています。今後さらなる成長を見据え、常識に囚わ

れず、常に新しい事にチャレンジできる人材を求めています！ 

募集職種 

・人数 

総合職 

8 名 

勤務内容 

物流センターで商品の入出庫・保管・配車業務など一連の物流業務を担

当し、協力会社との連携や作業員の配置や労務管理、各種データの分析

を駆使して最適な物流システムを構築して頂きます。また、ロジスティ

クスコンサルタントとして企業に最適な物流の提案営業を行う業務や、

物流センターの企画・開発・賃貸業務など物流に関わることすべてのこ

とに幅広く携わって頂き、スキル・経験を積んで頂きます。 

初任給 218，600円（時間外手当 30 時間分含む） 

勤務地 

勤務時間 

休日等 

神奈川県（横浜・厚木・海老名・座間 他）大阪府（東大阪） 

【本社】9:00～17:45 土日祝日(月 1回土曜日出社)、祝祭日、年末年始

休暇、夏季休暇、有給休暇、特別休暇 

【物流ｾﾝﾀｰ】ｼﾌﾄ制 週休 2日制(月 8～11日)、有給休暇、特別休暇 

必要資格 入社前迄に普通自動車免許 

 

連

絡

先 

担当者 総務部 渡邉 

電話 045-228-3327 

メール saiyo@sun-web.co.jp 
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30. 
自動車部品工業(株) 

いすゞグループ 

輸送用機械器具製造業 

所在地 海老名市上郷４丁目３番１号 

ＵＲＬ https://www.jbk.co.jp 

創立 1938 年 従業員数 1,135 人 募集 ☑新卒 ☐既卒 

 

事業内容 産業用ディーゼルエンジン及び各種自動車部品の製造・販売 

企業ＰＲ 創業 79年 自動車及び建築機械コアパーツメーカー 

募集職種 

・人数 

① 総合職（文系：総務、営業、購買、生産管理等）5 名 

② 総合職（理系：開発、エンジン実験、生産技術等）15 名 

勤務内容  

 

初任給 院卒 218,640 円 

大卒 206,200 円 

（いずれも 2018 年実績） 

通勤手当等別途 賞与年 2回 昇給年 1回 

勤務地 

勤務時間 

休日等 

予定勤務地：神奈川県海老名市、栃木県真岡市 

勤務時間：8：00～16：50 

休日：年間 121 日（土、日曜日 週休 2 日制） 

必要資格 特になし 

 

連

絡

先 

担当者 総務部 人事グループ 渡邉睦夫 

電話 ０４６－２３１－３１１１ 

メール mutsuo-watanabe@jbk.co.jp 
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31. 太陽建機レンタル(株) 物品賃貸業 

所在地 海老名市門沢橋１－４－１ 

ＵＲＬ http://www.taiyokenki.co.jp/ 

創立 1986 年 創立 1986 年 創立 1986 年 

 

事業内容 【総合レンタル業】レンタカー、建設機械器具、電気機械器

具、イベント関連、オフィス関連用品等のレンタル 

企業ＰＲ 三井物産・住友商事グループ。７年連続増収増益、業界トッ

プクラス企業。２０～３０代が中心の就業環境です。 

募集職種 

・人数 

① 営業 ３名 

② 事務 ２名 

勤務内容 ① 取引先への商品 PR、企画提案、契約～代金回収迄。 

② 電話・来客応対、伝票処理、データ入力等。 

初任給 ① 234,400 円～ ② 165,700 円～ ※高卒 

① 263,150 円～ ② 178,100 円～ ※大卒 

2017 年実績(①営業手当・地域手当②地域手当含む) 

通勤・時間外・家族・赴任手当別途支給 

勤務地 

勤務時間 

休日等 

海老名市門沢橋１－４－１ 

8:30～17:30 ※①はシフト制 

年間休日１１５日(日祝、指定休日/土又は平日、夏季、年末

年始)※月計９日から１０日休み有 

必要資格 普通自動車第一種運転免許(①MT②AT 限定可) 

※入社までに取得すれば応募可 

 

連

絡

先 

担当者 人事部採用担当 南雲 賢一 

電話 (０３)３７４４－２３１１ 

メール kenichi.nagumo@taiyokenki.co.jp 
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32. (株)タズミ 廃棄物処理業 

所在地 神奈川県綾瀬市吉岡 709番地 

ＵＲＬ http://www.tazumi.jp/ 

創立 1984 年 従業員数 55 人 募集 ☑新卒 ☑既卒 

事業内容 ●産業廃棄物の収集運搬業・処分業 

●一般廃棄物の収集運搬業・処分業 

●再生資源リサイクル事業 

●廃棄物から作る再生固形燃料（商品名：プラターン）の製造及び販売 

企業ＰＲ タズミは「ゴミが活きカエル」の企業理念の下、ゴミの再資源化・燃料

化を実践し、環境関連事業者としての一翼を担います。 

募集職種 

・人数 

①営業業務 ②管理業務 ③一般事務職（所定 7hr） 

④収集運搬業務(ドライバー）⑤現場作業員  

勤務内容 ①営業、顧客管理               

②事務全般、管理システム運用、広報・渉外理  

③一般事務（経理含む）         

④資源物・廃棄物の収集運搬 

⑤資源物・廃棄物の処理、再生固形燃料の製造 

初任給 大卒 192,000 円 

短大・専門(2)卒 180,000 円 

但し、一般事務 170,000 円 

中途採用者は、本人の能力・資格など考慮の上決定 

勤務地 

勤務時間 

休日等 

勤務予定地：本社（綾瀬市吉岡 709）又は 

プラターン海老名工場（海老名市上郷 4-2-8） 

勤務時間：業務職・作業員 7:45～17:00 （休憩 75 分） 

事務職     8:45～17：00（休憩 75 分） 

休日：年間 105日（会社カレンダーによる） 

必要資格 原則、自動車運転免許取得 

 

連

絡

先 

担当者 田墨 真太郎 

電話 0467-77-1847 

メール shin.tazumi@tazumi.jp 



37 
 

33. 厚木商工会議所 
その他のサービス業 

（経済団体） 

所在地 厚木市栄町 1-16-15 

ＵＲＬ http://www.atsugicci.or.jp/ 

創立 1948 年 従業員数 16 人 募集 ☑新卒 ☑既卒 

 

事業内容 中小企業のサポート役として経営支援、人材育成、金融支援、

共済推進、検定試験など各種事業を展開。 

また、厚木市と共に各種イベントなどを開催しています。 

企業ＰＲ 地域総合経済団体。「商工会議所法」という法律により、全国

に５１５の商工会議所があり、厚木地区を管轄し、会員企業

に対して経営のお手伝いや社会貢献等を行なっています。 

募集職種 

・人数 

一般事務・若干名 

勤務内容 中小企業の相談・支援業務等（経営指導員候補） 

 

初任給 ① 大卒 176,220 円（160,200 円＋地域手当 16,020 円） 

② 短大卒 172,920 円（157,200 円＋地域手当 15,720 円） 

（諸手当等別途）賞与年２回 

勤務地 

勤務時間 

休日等 

厚木市栄町 1-16-15 

9：00～17：30 週休２日（土・日・祝日・年末年始） 

休日出勤あり。有給、慶弔、夏季休暇等 

必要資格 普通自動車第一種運転免許（AT限定可） 

 

連

絡

先 

担当者 総務企画課 

電話 ０４６－２２１－２１５１ 

メール atsugi@atsugicci.or.jp 
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お帰りの際は、アンケートへのご協力をお願いします。 

 

ご不明な点は、スタッフ

までお声掛けください。 

 

主催：厚木商工会議所 〒243-0017 神奈川県厚木市栄町 1-16-15 

TEL 046-221-2153 FAX 046-222-0607 

URL http://www.atsugicci.or.jp/ 


