
  
  県央障害者就職面接会参加予定企業一覧表

№ 事業所名 職種 求人番号 就業場所 フルタイム・パート 求人数

1 ㈱多摩川電子 仕分け作業員 14160-5287691 綾瀬市 パート 1

2 医療法人　愛育会　愛育病院 調理補助 14160-5289491 大和市 パート 2

3 ㈱テクノシステムズ 社内開発技術者 14160-5367691 大和市 フルタイム 1

3 ㈱テクノシステムズ 総務事務 14160-5368991 大和市 フルタイム 1

4 ㈱ＨＩＲＯＳＥ コールオペレーター 14160-5380191 綾瀬市 フルタイム 1

5 ㈱安田物産 盛り付け・洗浄 14160-5373091 大和市 パート 1

6 アマノ㈱ 組立検査 14150-15409191 相模原市緑区 フルタイム 1

7 大栄フーズ㈱ 工場内軽作業 14090-10343391 相模原市南区 パート 1

8 住宅情報館㈱ 事務職 14090-10234291 相模原市中央区 パート 5

9
㈱東海ビルメンテナンス　相模原
営業所

清掃 14090-10606591 相模原市中央区 パート 1

10 横浜トヨペット㈱ 車輛の洗車・回送 14010-38243791 相模原市中央区
・大和市・横浜市旭区 フルタイム 3

11 ㈱ほねごり 経理事務 14090-10359191 相模原市中央区 フルタイム 1

11 ㈱ほねごり 人事事務 14090-10361991 相模原市中央区 フルタイム 1

12
エム・エイチ・アイ　さがみハイ
テック㈱

機械設計技術者 14090-10134391 相模原市中央区 フルタイム 1

12
エム・エイチ・アイ　さがみハイ
テック㈱

総務一般事務 14090-10136991 相模原市中央区 フルタイム 1

13 ㈱テージーケー 組立 13140-10752491 相模原市緑区 パート 2

14 ㈱ヤマグチ薬局 事務職 14090-10130291 相模原市緑区 パート 2

14 ㈱ヤマグチ薬局 薬剤師 14090-10131591 相模原市緑区 フルタイム 1

15 エム・ユー・ビジネスパートナー㈱ 一般事務 14090-9752991 相模原市中央区 フルタイム 5

16 わらべや日洋㈱　相模原工場 清掃 14090-10355791 相模原市中央区 パート 3

17 日本電子工業㈱ 検査業務 14090-10205691 相模原市中央区 パート 1

18 ㈱ウイッツコミュニティ
総務財務部スタッフ
（庶務）

14090-10242891 相模原市中央区 パート 1

18 ㈱ウイッツコミュニティ
マンション管理員
（百合ヶ丘）

14090-10243291 川崎市麻生区 パート 1

19 ＧＳＩマルロンテックス㈱ 軽作業 14090-10380291 相模原市緑区 パート 1

20
ＮＥＣネットワーク・センサ㈱
相模原事業所

事務職 14090-10172891 相模原市中央区 フルタイム 1

21 佐川急便㈱
荷物仕分け・清掃スタッフ
（八王子営業所）

13130-23438991 八王子市 フルタイム 1

21 佐川急便㈱
荷物仕分け・清掃スタッフ
（座間営業所）

13130-23429391 座間市 フルタイム 1

21 佐川急便㈱
荷物仕分け・清掃スタッフ
（厚木営業所）

13130-23433591 厚木市 フルタイム 1
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21 佐川急便㈱
荷物仕分け・清掃スタッフ
（相模原営業所）

13130-23424891 愛甲郡愛川町 フルタイム 1

21 佐川急便㈱
荷物仕分け・清掃スタッフ
（相模原緑営業所）

13130-23428091 相模原市中央区 フルタイム 1

22 学校法人　北里研究所 事務職 13040-92963391 相模原市南区 パート 3

23 ㈱富士薬品 ドラッグストア販売スタッフ 11030-24517391 神奈川県内 パート 5

24 北里ライフサービス㈱ 清掃業務 14090-10375091 相模原市南区 フルタイム 3

25 ㈱ニックス 製品設計の製図業務 14010-37555591 相模原市緑区 フルタイム 1

26 プライムデリカ㈱ 食品製造（第一工場） 14090-10232791 相模原市南区 パート 2

26 プライムデリカ㈱ 食品製造（第二工場） 14090-10480391 相模原市南区 パート 2

27 ㈱ノジマ 商品陳列スタッフ 14010-38230091
相模原市・愛川町
大和市・厚木市等

パート 9

27 ㈱ノジマ 接客販売スタッフ 14010-38233991
相模原市・愛川町
大和市・厚木市等

パート 9

28 ㈱宮下製作所 工場内軽作業 14090-10442491 相模原市緑区 パート 1

29 東プレ㈱相模原事業所 一般事務 14090-10454191 相模原市中央区 フルタイム 1

29 東プレ㈱相模原事業所 一般事務 14090-10456391 相模原市中央区 パート 1

30 ㈱ハートフルアクア 店舗サポートの軽作業 14090-10290791 相模原市南区 パート 2

31 ㈱トラスト・テック・ウィズ 軽作業 14090-10402891 相模原市中央区 パート 40

32 フジ技研㈱ 一般事務 14090-10273991 相模原市中央区 パート 1

33 ㈱アルプスビジネスサービス 一般事務職 14090-10390191 相模原市緑区 フルタイム 1

34 ㈱エクシオジャパン 介護補助 14090-10324591 相模原市緑区 パート 1

34 ㈱エクシオジャパン 介護補助 14090-10325191 相模原市中央区 パート 1

35 相模原市農業協同組合 一般事務 14090-10370791 相模原市中央区 フルタイム 2

36 ㈱ユナイテッドアローズ
一般事務
（商品タグの発行発送）

13040-91806791 相模原市中央区 フルタイム 1

37 大和製罐㈱東京工場 製造補助 14090-10451891 相模原市緑区 フルタイム 1

37 大和製罐㈱東京工場 工場内営繕作業 14090-10449391 相模原市緑区 フルタイム 1

37 大和製罐㈱東京工場 検品作業 14090-10450791 相模原市緑区 フルタイム 1

38 ㈱都市貨物輸送 倉庫内作業 14090-10462191 相模原市中央区 パート 3

39
昭和電線ケーブルシステム㈱
相模原事業所

製造・保全 14090-10389891 相模原市中央区 フルタイム 1

40 城山工業㈱ スポット溶接 14090-10414091 相模原市緑区 フルタイム 1

40 城山工業㈱ 物流業務 14090-10411291 相模原市緑区 フルタイム 1
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41
神奈川県厚生農業協同組合連合
会相模原協同病院

医療事務 14090-10353991 相模原市緑区 パート 1

42 神奈川スバル㈱ 洗車・車内清掃 14150-14811491 愛甲郡愛川町 フルタイム 2

42 神奈川スバル㈱ 品出し 14150-14809091 愛甲郡愛川町 フルタイム 1

43 石橋ホーム資材㈱ 配送ドライバー 14090-10345991 相模原市緑区 フルタイム 1

44
社会福祉法人聖和むつみ会　特別養護老人
ホーム　グランモールさくら及川 調理補助 14100-8713891 厚木市 パート 1

44
社会福祉法人聖和むつみ会　特別養護老人
ホーム　グランモールさくら及川 介護補助 14100-8714291 厚木市 パート 1

45 ㈱アイ・シイ・エス　神奈川工場 現場作業員 14100-8697691 愛甲郡愛川町 パート 1

46 ㈱アバールデータ 電子機器組立・検査等 14100-8676891 厚木市 フルタイム 1

47 アンリツインフィビス㈱ 事務スタッフ 14100-8696391 厚木市 フルタイム 2

48 アンリツ㈱ 清掃業務 14100-8747791 厚木市 パート 1

49
㈱シーイーシー　さがみ野システ
ムラボラトリ

総務一般事務・社内便ド
ライバー

14100-8692291 座間市 フルタイム 1

49
㈱シーイーシー　さがみ野システ
ムラボラトリ

一般事務（人事部） 14100-8691891 座間市 フルタイム 1

50
㈱イノベイションオブメディカル
サービス

倉庫業務 14100-8673991 厚木市 パート 2

51 フロントフィールド警備保障㈱ 総務 14100-8677291 厚木市 パート 1

52
㈱イカイプロダクト　神奈川事務
所

製品の検査作業 14100-8689391 平塚市 フルタイム 1

52
㈱イカイプロダクト　神奈川事務
所

製品の検査、梱包作業 14100-8686591 厚木市 フルタイム 1

53
神奈川県厚生農業協同組合連合
会保健福祉センター

健診事務補助 14100-8684891 厚木市 パート 3

53
神奈川県厚生農業協同組合連合
会保健福祉センター

軽作業スタッフ 14100-8680691 厚木市 パート 1

54 オートリブ㈱　厚木事業所 一般事務 14100-8705891 厚木市 フルタイム 1

55
社会福祉法人神奈川県総合リハ
ビリテーション事業団

事務職員 14100-8698991 厚木市 パート 1

56
㈱カワタキコーポレーション　相模
センター

作業補助 14100-8679191 座間市 パート 3

57 岩井機械工業㈱ 製造業務 14100-8695091 厚木市 パート 1

58 ㈲中津ミート コンテナ洗浄・製造補助 14100-8701691 愛甲郡愛川町 パート 2

59
医療法人聖和会　介護老人保健
施設さくら

介護 14100-8674491 厚木市 パート 2

60 ㈱コープデリバリー 構内作業 14100-8706291 座間市 パート 3

61 デジタルプロセス㈱ システムエンジニア 14100-8678591 厚木市 フルタイム 3

62 ㈱ビーワークス 自動車部品のピッキング 14100-8703491 厚木市 フルタイム 1

63
富士ゼロックスマニュファクチュア
リング㈱

生産スタッフ職 14100-8737991 海老名市 フルタイム 2
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64 ㈱天柳 調理補助 14100-8694191 座間市 パート 1

64 ㈱天柳 調理補助 14100-8693591 相模原市南区 パート 1

65 社会福祉法人中心会 介護（えびな南） 14100-8710991 海老名市 パート 2

65 社会福祉法人中心会 介護（えびな北） 14100-8708191 海老名市 パート 2

65 社会福祉法人中心会 介護（中心荘） 14100-8711491 海老名市 パート 2

66 ㈲ヤマテック 事務 14100-8667791 相模原市中央区 パート 1

67 ㈱明輝　神奈川工場 環境整備・工場製造補助 14100-8702991 厚木市 パート 1

68 ㈱牧野技術サービス 物流 14100-8669291 相模原市緑区 フルタイム 1

68 ㈱牧野技術サービス 清掃 14100-8668891 愛甲郡愛川町 フルタイム 1

69
㈱牧野フライス製作所　厚木事業
所

工場内軽作業 14100-8699491 愛甲郡愛川町 フルタイム 1

69
㈱牧野フライス製作所　厚木事業
所

一般事務 14100-8700391 愛甲郡愛川町 フルタイム 1

70 ㈱山崎歯車製作所 事務（伊勢原工場） 14100-8672691 伊勢原市 フルタイム 1

70 ㈱山崎歯車製作所 電気設計（伊勢原工場） 14100-8671391 伊勢原市 フルタイム 1

71
医療法人社団神愛会　オアシス
湘南病院

環境整備係 14100-8675791 海老名市 パート 1

72
社会福祉法人ケアネット　特別養
護老人ホームさつき

介護職員 14100-8685291 海老名市 パート 1

73 ㈱ラッシュジャパン 手作りコスメの製造・ラッピング 14100-8670091 愛甲郡愛川町 フルタイム 3

74 ㈱キユーピーあい 名刺作成業務 13190-5139991 町田市 フルタイム 1

74 ㈱キユーピーあい 企業内売店喫茶経営 13190-5138691 町田市 フルタイム 1

74 ㈱キユーピーあい 館内物流業務 13190-5605891 渋谷区 フルタイム 1

75 住友不動産販売㈱ 広告印刷・事務アシスタント 13080-60499591 都内・神奈川県内 フルタイム 1

75 住友不動産販売㈱ 事務職 13080-60474191 都内・神奈川県内 フルタイム 1

76
みずほフィナンシャルグループ・
みずほ銀行・みずほ信託銀行

一般事務サポート 13010-84739591 都内・神奈川県内 フルタイム 3

77 みずほビジネス・チャレンジド㈱ 一般事務 13190-5111691 町田市 フルタイム 3

注１）この一覧は参加予定です。内容が変更されることがあります。また、詳細は後日、配付予定の求人一覧（冊子）で確認してください。

　２）掲載された求人への応募は、面接会当日(9月20日）のみ可能です。（面接会前の応募は不可としていますので、ご理解ください。）


