
読み 会社名 職種 求人番号 フルタイム
・パート 就業場所 年齢 求人数

㈱　愛鶴 タクシー運転手（正社員） 14110-3512691 フルタイム 秦野市 18歳～59歳 10

㈱　愛鶴 タクシー運転手（パート） 14110-3511391 パート 秦野市 不問 15

㈱　アサヒ製作所 経理 14110-3379491 フルタイム 足柄上郡中井町 59歳以下 1

㈱　アドベル 選別作業員 14060-6286991 パート 平塚市 不問 1

㈱　アマダプランテック 清掃・メール集配 14060-6233191 フルタイム 伊勢原市 不問 1

㈱　アマダプランテック 清掃・メール集配 14060-6230891 パート 伊勢原市 不問 1

㈱　一幸 水産加工補助 14070-4967691 パート 小田原市 不問 3

㈱　一の湯 ルーム・レストランスタッフ
（箱根路開雲） 14070-4910491 パート 足柄下郡箱根町 不問 1

社会福祉法人　一燈会 ケアワーカー 14060-6337291 フルタイム 中郡二宮町 不問 1

社会福祉法人　一燈会 ワーカー補助 14060-6339191 パート 中郡二宮町 不問 1

㈱　Ａ・Ｒ・Ｐ 機械設計技術者 14110-3359191 フルタイム 秦野市、厚木市 61歳以下 1

㈱　Ａ・Ｒ・Ｐ ハードウェア設計技術者 14110-3361991 フルタイム 秦野市、厚木市 61歳以下 1

㈱　Ａ・Ｒ・Ｐ ソフトウエア開発技術者 14110-3362491 フルタイム 秦野市、厚木市 61歳以下 1

ＮＥＣディスプレイソリューションズ㈱ 総務事務 14110-3430091 フルタイム 足柄上郡大井町 59歳以下 1

ＮＥＣディスプレイソリューションズ㈱ システム運用管理者 14110-3431391 フルタイム 足柄上郡大井町 59歳以下 1

ＮＥＣディスプレイソリューションズ㈱ ハードウエア修理工 14110-3432691 フルタイム 足柄上郡大井町 59歳以下 1

㈱オーディーシー コールセンターオペレーター 14070-4851191 パート 小田原市 61歳以下 2

㈱　小田原機器 事務職（総務） 14070-4944491 フルタイム 小田原市 不問 1

かながわ西湘農業協同組合 事務員 14070-5044691 フルタイム 小田原市 不問 1

㈱神奈中システムプラン TSUTAYA店舗スタッフ 14060-6247791 パート 平塚市 不問 1

医療法人社団　帰陽会 調理補助（丹羽病院） 14070-4958091 パート 小田原市 不問 1

㈱　ＫＥＬＫ 製造職 14060-6280291 フルタイム 平塚市 不問 1

さがみ信用金庫 金融事務 14070-5005891 フルタイム 小田原市 不問 1

相模容器　㈱ 製品検査 14070-5007591 パート 小田原市 不問 1

相模容器　㈱ 消毒作業（函） 14070-5009091 パート 小田原市 不問 1

相模容器　㈱ 清掃 14070-5011491 パート 小田原市 不問 1

佐川急便　㈱　神奈川支店 映像検証スタッフ
（足柄営業所）

13130-26020291 フルタイム 足柄上郡大井町 不問 1

佐川急便　㈱　神奈川支店 荷物仕分け・清掃スタッフ
（茅ヶ崎営業所）

13130-26081191 フルタイム 平塚市 不問 1

佐川急便　㈱　神奈川支店 荷物仕分け・清掃スタッフ
（平塚営業所）

13130-26111591 フルタイム 平塚市 不問 1

医療法人社団　三喜会
　介護老人保健施設　ライフプラザ鶴巻 事務補助 14110-3391091 パート 秦野市 不問 1

湘南派遣　㈱ 工場内軽作業（請負） 14060-6255791 パート 茅ヶ崎市 不問 1

㈱　鈴廣蒲鉾本店 調理補助者 14070-5026091 パート 小田原市 不問 1

㈱　鈴廣蒲鉾本店 工場要員（風祭工場） 14070-5025191 パート 小田原市 不問 1

㈱　鈴廣蒲鉾本店 工場要員（恵水工場） 14070-5027391 パート 小田原市 不問 1

公益財団法人積善会　曽我病院 営繕職 14070-4881891 パート 小田原市 不問 1

田中貴金属工業㈱ 製造及び工場事務（平塚市） 13010-1881192 フルタイム 平塚市 不問 2

中栄信用金庫 守衛またはメール便運転手
を含む庶務

14110-3386991 フルタイム 秦野市 不問 1

㈱　ティー・シー・エス 介護職員 14060-6284391 フルタイム 平塚市 59歳以下 4

㈱　ティー・シー・エス 介護職員 14060-6285691 パート 平塚市 59歳以下 4
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読み 会社名 職種 求人番号 フルタイム
・パート 就業場所 年齢 求人数

テクニカルジャパン　㈱ プログラマー 14060-6227391 フルタイム 平塚市 不問 2

テルモ㈱　湘南センター 環境サポート業務 14110-3380291 フルタイム 足柄上郡中井町 不問 1

医療法人　同愛会　小澤病院 事務職員 14070-4983691 フルタイム 小田原市 不問 1

医療法人　同愛会　小澤病院 事務職員 14070-4981091 パート 小田原市 不問 1

医療法人　同愛会　小澤病院 看護補助者 14070-4974391 パート 小田原市 不問 3

東海教育産業　㈱ 医療材料消耗品ピッキング 14060-6342491 パート 厚木市 不問 1

東海教育産業　㈱ メールサービス（配送）業務 14060-6340691 パート 平塚市 不問 1

東海大学（医学部付属病院、
医学部付属大磯病院、伊勢原校舎）

看護助手（医学部付属病院） 14060-6239791 フルタイム 伊勢原市 不問 2

東海大学（医学部付属病院、

医学部付属大磯病院、伊勢原校舎）
看護助手（医学部付属大磯病院） 14060-6244691 フルタイム 中郡大磯町 不問 1

東海大学（医学部付属病院、

医学部付属大磯病院、伊勢原校舎）
一般事務（伊勢原校舎） 14060-6236691 フルタイム 伊勢原市 不問 2

㈱　東海ビルメンテナス 清掃員（請負）（小田原市役所） 14070-4856491 パート 小田原市 不問 1

社会福祉法人　東洋会 介護補助スタッフ
（特養/ジョイヴィレッジ） 14070-4922591 パート 小田原市 不問 1

トオカツフーズ㈱　山北工場 洗濯工 14110-3438591 パート 足柄上郡山北町 不問 1

トオカツフーズ㈱　山北工場 清掃員 14110-3439191 パート 足柄上郡山北町 不問 1

㈱　ニチイ学館　平塚支店 一般事務 14060-6249291 フルタイム 平塚市 不問 3

㈱　ニチイ学館　平塚支店 介護補助
（ニチイケアセンターこゆるぎ） 14060-6250091 パート 小田原市 不問 1

㈱　ニチイ学館　平塚支店 介護補助
（ニチイケアセンター小田原） 14060-6246491 パート 小田原市 不問 1

㈱　日産サティオ湘南 軽作業員 14060-6219691 パート 足柄上郡中井町 不問 1

日鍛バルブ㈱ 一般事務 14110-3311491 パート 秦野市 不問 1

日鍛バルブ㈱ 検査工・出荷工その他
付随する業務

14110-3313891 パート 秦野市 不問 1

ネッツトヨタ神奈川　㈱ 洗車・清掃スタッフ 14060-5861291 フルタイム 小田原市 不問 1

ネッツトヨタ神奈川　㈱ 洗車・清掃スタッフ 14060-5865391 フルタイム 平塚市 不問 1

ネッツトヨタ湘南　㈱ 洗車係（Vテラス相模原店） 14060-6275091 パート 相模原市南区 不問 1

ネッツトヨタ湘南　㈱ 作業員（本社環境整備室） 14060-6274191 パート 平塚市 不問 1

㈱　ノジマ 接客販売スタッフ（西湘地区） 14010-44027991 パート 足柄下郡湯河原町、
足柄上郡大井町 不問 2

㈱　ノジマ 商品陳列スタッフ（西湘地区） 14010-44050691 パート 足柄下郡湯河原町、
足柄上郡大井町 不問 2

Hamee　㈱ 人事総務担当 14070-4970291 フルタイム 小田原市 59歳以下 1

ヒューマンズ・ネット㈱ システムエンジニア・プログラマー 14070-4909691 フルタイム 小田原市 62歳以下 1

平塚共済病院 看護助手 14060-6218391 パート 平塚市 不問 2

平塚共済病院 事務助手 14060-6217091 パート 平塚市 不問 2

平塚信用金庫 事務職（本部事務） 14060-6224591 フルタイム 平塚市 不問 1

平塚信用金庫 事務職（本部事務） 14060-6226091 パート 平塚市 不問 1

㈱フォレスト（ホテル城山） フロント係 14070-5006291 パート 足柄下郡湯河原町 不問 3

㈱フォレスト（ホテル城山） サービス係補助 14070-5008191 パート 足柄下郡湯河原町 不問 3

㈱フォレスト（ホテル城山） 洗い場スタッフ（ホテル城山） 14070-4998191 パート 足柄下郡湯河原町 不問 1

㈱フォレスト（ホテル城山） 清掃係（ホテル城山） 14070-4996291 パート 足柄下郡湯河原町 不問 1

富士フイルムオプトマテリアルズ㈱ 電子ディスプレイ用部材の
製造オペレーター 14110-3377691 フルタイム 南足柄市 不問 1

富士フイルムオプトマテリアルズ㈱ 電子ディスプレイ用部材の
品質検査スタッフ 14110-3378991 フルタイム 南足柄市 不問 1

富士フイルムフォトマニュファクチャリング㈱ クリーンルーム内等の清掃業務 14110-3381591 パート 南足柄市 不問 1
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読み 会社名 職種 求人番号 フルタイム
・パート 就業場所 年齢 求人数

㈱　富士薬品 ドラッグストア販売スタッフ 11030-26947091 パート 神奈川県内のドラッグ
セイムス各店舗 不問 5

㈱フロンティアジャパン 飲料水の製造補助（請負） 14070-4900991 パート 足柄上郡大井町 不問 2

㈱フロンティアジャパン 化粧品の仕上げ作業（請負） 14070-4904291 パート 小田原市 不問 2

平安レイサービス　㈱ 事務スタッフ 14060-6278991 フルタイム 平塚市 64歳以下 3

㈱　へいあん 事務スタッフ 14060-6279491 フルタイム 平塚市 64歳以下 3

㈱　望星薬局 薬局軽作業 14060-6214291 パート 伊勢原市 不問 3

㈱　望星薬局 薬局内での案内係 14060-6216191 パート 伊勢原市 不問 1

㈱　望星薬局 配送・荷物の仕分け 14060-6215591 パート 伊勢原市 不問 1

㈱　マキバ 事務スタッフ 14070-4744291 パート 足柄下郡湯河原町 不問 1

㈱　マキバ 接客・販売スタッフ 14070-4742791 パート 綾瀬市、
足柄下郡湯河原町 不問 1

㈱　まるだい運輸倉庫 巻芯研磨再生作業員 14070-4845391 パート 南足柄市 不問 1
Ｍeｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ㈱
　小田原工場 事務員 14070-4928491 パート 小田原市 不問 1

㈱　山安 干物製造スタッフ 14070-4994791 フルタイム 小田原市 59歳以下 1

㈱　山安 清掃スタッフ 14070-4995891 パート 小田原市 不問 1

横浜トヨペット㈱ 車輛洗車、回送 14010-43424191 フルタイム 伊勢原市、秦野市、
小田原市 不問 3

㈱　吉池旅館 内務係 14070-5002991 パート 足柄下郡箱根町 不問 1

㈱　米山電子工業 ホテルでの食器洗浄業務
（請負）（湯河原） 14110-3318391 パート 足柄下郡湯河原町 59歳以下 1

㈱　米山電子工業 ホテルでの食器洗浄業務
（請負）（箱根） 14110-3319691 パート 足柄下郡箱根町 59歳以下 1
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