
５～６月開催 会社説明会スケジュール 

■会社説明会＆選考会  ※お持ちの自動車免許の種類に係わらず参加できます。 

※下記日程では、会社説明会と選考会の両方を行います。 
【予  約】   必要（電話または運転士応募フォームからお願いいたします） 

【開催日・場所】 

・ ５月 ９日(火)  神奈川中央交通本社    （平塚駅）各２回 ① ９：30～／② 1３：３0～ 

・ ５月１４日(日)  ＴＫＰガーデンシティ横浜 （横浜駅）各２回 ① ９：30～／② 1３：３0～ 

・ ５月２４日(水)  神奈川中央交通本社    （平塚駅）各２回 ① ９：30～／② 1３：３0～ 

・ ５月２８日(日)  ＴＫＰガーデンシティ横浜 （横浜駅）各２回 ① ９：30～／② 1３：３0～ 

・ ６月 ４日(日)  ＴＫＰガーデンシティ横浜 （横浜駅）各２回 ① ９：30～／② 1３：３0～ 

・ ６月１３日(火)  神奈川中央交通本社    （平塚駅）各２回 ① ９：30～／② 1３：３0～ 

・ ６月１８日(日)  ＴＫＰガーデンシティ横浜 （横浜駅）各２回 ① ９：30～／② 1３：３0～ 

・ ６月２２日(木)  神奈川中央交通本社    （平塚駅）各２回 ① ９：30～／② 1３：３0～ 

・ ６月２８日(水)  神奈川中央交通本社    （平塚駅）各２回 ① ９：30～／② 1３：３0～ 

 

■大型二種免許所持者限定・会社説明会＆選考会 

【予  約】 必ず電話で予約をおとりください。 

【場  所】 神奈川中央交通 研修センター（秦野） 

【内  容】 会社説明会、筆記試験、OD 式安全性テスト、面接、実技試験を実施します。 

８：５０集合、１６：００頃解散となる為、昼食がついております。 

【開 催 日】  

・ ５月１１日 (木) 

・ ５月１８日 (木) 

・ ５月２５日 (木) 

・ ６月 １日 (木) 

・ ６月１２日 (月) 

・ ６月２１日 (水) 

■会社説明会＆選考会（営業所会場） 

【予  約】 電話または運転士応募フォームで予約をおとりください。 

【内  容】 会社説明会、筆記試験、OD 式安全性テスト、面接を実施します。 

１０：３０集合、１６：００頃解散となる為、昼食がついております。 

【開催日・場所】 

・ ５月１２日 (金)  戸塚営業所      

・ ６月 ９日 (金)  戸塚営業所   

■会社説明会＆選考会（県外会場） 

【予  約】 電話または運転士応募フォームで予約をおとりください。 

会社説明会のみ参加の方は予約は不要です。 

【内  容】 会社説明会、筆記試験、OD 式安全性テスト、面接を実施します。 

【開催日・場所】 

・ ６月 ３日(土)  【秋田・秋田】ＴＫＰメトロポリタン秋田カンファレンスセンター 

（秋田駅）各２回 ① ９：30～／② 1３：３0～ 

・ ６月 ４日(日)  【秋田・秋田】ＴＫＰメトロポリタン秋田カンファレンスセンター 

（秋田駅）各１回 ① ９：30～ 

・ ６月２４日(土)  【兵庫・神戸】三宮研修センター 

（三ノ宮駅）各２回 ① ９：30～／② 1３：３0～ 

・ ６月２５日(日)  【兵庫・神戸】三宮研修センター 

（三ノ宮駅）各２回 ① ９：30～／② 1３：３0～ 
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★【必要書類】会社説明会＆選考会はいずれも下記の書類が必要となります 

・履歴書（写真貼付のこと） 

・運転記録証明書 5 年間分（後日提出可。警察署・交番に申請用紙があります。） 

・運転免許証両面コピー（表裏とも） 

 

【予約申込・お問合せ先】 

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 

 

神奈川中央交通株式会社 人事部 採用・Ｄ＆Ｉ推進担当 

〒254-0811 平塚市八重咲町 6 番 18 号 

電話：０４６３－２２－８８１１（受付／平日 9:00～17:25） 



日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

戸塚公会堂 神奈中平塚本社

（戸塚駅） ●（平塚駅）

アミューあつぎ

（本厚木駅）

14 15 16 17 18 19 20

アミューあつぎ

（本厚木駅）

（藤沢駅）

21 22 23 24 25 26 27

アミューあつぎ 戸塚公会堂

（本厚木駅） （戸塚駅）

アミューあつぎ

（本厚木駅）

28 29 30 31

アミューあつぎ 神奈中平塚本社

（本厚木駅） ●（平塚駅）

（藤沢駅）

※平塚会場のみ予約が必要です。また、上記以外でご希望の日があればご相談に応じます。

　（0463-22-8811　運転職採用担当）

☆緊急事態宣言下等では説明会は急遽中止または会場変更となる場合がございます。

お手数ですが前日または当日にお問合せください｡

５月開催 会社説明会各2回 ① 13:30~／② 15:00~　 　●のみ要予約

藤沢市労働会館

(Fプレイス)

藤沢市労働会館

(Fプレイス)
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日 月 火 水 木 金 土

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

戸塚公会堂 神奈中平塚本社 アミューあつぎ

（戸塚駅） ●（平塚駅） （本厚木駅）

（藤沢駅） アミューあつぎ

（本厚木駅）

11 12 13 14 15 16 17

戸塚公会堂

（戸塚駅）

18 19 20 21 22 23 24

神奈中平塚本社 戸塚公会堂

●（平塚駅） （戸塚駅）

アミューあつぎ

（本厚木駅）

25 26 27 28 29 30

アミューあつぎ

（本厚木駅）

（藤沢駅）

※平塚会場のみ予約が必要です。また、上記以外でご希望の日があればご相談に応じます。

　（0463-22-8811　運転職採用担当）

☆緊急事態宣言下等では説明会は急遽中止または会場変更となる場合がございます。

お手数ですが前日または当日にお問合せください｡

６月開催 会社説明会各2回 ① 13:30~／② 15:00~　 　●のみ要予約

藤沢市労働会館

(Fプレイス)

藤沢市労働会館

(Fプレイス)

【夜の部】

第一回 18:30～

第二回 20:00～
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