
　　　　　　　　　　　　　　　

業種 募集職種 雇用形態 募集要件等 企業ＨＰ

計量器・測定
器・分析機器・
試験機・測量機
械器具・理化学
機械器具製造
業

営業 正社員
38歳以下、大卒以上（工学部系学科なら尚
可）、普通自動車免許、PCスキル／エクセル・ワー
ド基本操作

損害保険
業

インシュアランス・プロ・エージェン
ト社員（営業）

IPA社員 高卒以上、普通自動車免許

電子デバイ
ス製造業

事務職 正社員
30歳以下、高卒以上、普通自動車免許、PCスキ
ル／ワード・エクセル・パワーポイント等使用

職業指導スタッフ
常勤パート
ナー職員

高卒以上、1.民間企業,福祉施設,教育機関等で
の障害者の指導に関する実務経験　2.障害者関
係機関や公共職業安定所等での障害者の相談,
指導に関する実務経験　1又は2に該当する業務の
実務経験を概ね1年以上有する者、PCスキル／エ
クセルやワードなどの一般的な操作、手話通訳がで
きる方であれば尚可

職業指導スタッフ（職業評価課
社会生活指導員）

パート労働者

高卒以上、1.民間企業,福祉施設,教育機関等で
の障害者の指導に関する実務経験　2.障害者関
係機関や公共職業安定所等での障害者の相談,
指導に関する実務経験　1又は2に該当する業務の
実務経験を概ね1年以上有する者、PCスキル／エ
クセルやワードなどの一般的な操作

職業指導スタッフ（職業適応課
社会生活指導員）

パート労働者

高卒以上、1.民間企業,福祉施設,教育機関等で
の障害者の指導に関する実務経験　2.障害者関
係機関や公共職業安定所等での障害者の相談,
指導に関する実務経験　1又は2に該当する業務の
実務経験を概ね1年以上有する者、PCスキル／エ
クセルやワードなどの一般的な操作

業種 募集職種 雇用形態 募集要件等 企業ＨＰ

警備員 契約社員 18歳以上

列車見張員 契約社員
18歳以上、ＪＲ東日本工事資格認定証取得者
優遇

一般事務(調整業務）及び現
場対応

正社員 18歳～59歳、普通自動車免許

その他の設
備工事業

築炉工・現場作業員 正社員 64歳以下、普通自動車免許あれば尚可

空調設備工事 正社員 64歳以下、普通自動車免許

施工管理（管工事設備） 正社員
64歳以下、普通自動車免許・2級管工事施工管
理技士資格・PCスキル／基本操作知識あれば尚
可

空調設備保守・メンテナンス 正社員 64歳以下、普通自動車免許

日時:２月３日（金）15:35～  　　　オンライン　Zoom開催
企業名（就業場所）

企業名（就業場所）

あいおいニッセイ同和損害保
険株式会社埼玉西北支店
（川越市）

日時:２月10日（金）15:35～  　　　会場:ウェスタ川越 １階　多目的ホールＤ

株式会社エイリイ・エンジニアリ
ング（飯能市）

三菱マテリアル株式会社セラ
ミックス工場（横瀬町）

国立職業リハビリテーションセン
ター（所沢市）

他に分類さ
れない非営
利的団体

関東電設株式会社
（川越市他）

警備業

株式会社工藤築炉工業所
（日高市）

有限会社東亜冷熱
（川越市）

管工事業

彩の国

埼玉県

２月
埼玉県マスコット
コバトン＆さいたまっち

埼玉県企業人材サポートデスク川越主催

服装自由、履歴書不要の相談会です。企業担当者から企業の魅力と求人内容について説明があり、その後、希望者によるミニ相談会

を行います。就職支援セミナー内で実施しますが、2月10日、28日は企業相談会からの参加もできます。募集職種、要件等は下記をご

覧ください。なお、募集職種は当日までに締切になることもありますのでご了承ください。

相談会からの参加申込みは電話でお願いします。０４９－２６５－６３１0

受付時間 ９:００～１７:００（土・日曜日、祝日を除く）



業種 募集職種 雇用形態 募集要件等 企業ＨＰ

自動車・同
附属品製
造業

ＮＣ旋盤オペレーター 正社員
40歳以下、高卒以上（機械又は電気・電子を履
修された方,この分野に興味・関心があれば応募
可）

製造職／東京工場（川島
町）

正社員
59歳以下、食品機械の製造経験・産業用機械の
製造経験があれば尚可

軽作業スタッフ（組立補助） パート社員 不問

施工管理職 正社員
45歳以下、高卒以上、普通自動車免許あれば尚
可

地質調査員 正社員 35歳～54歳、普通自動車免許あれば尚可

事務職（経理） パート労働者
PCスキル／エクセル・ワード使用経験、普通自動車
免許・簿記関連の資格があれば尚可

業種 募集職種 雇用形態 募集要件等 企業ＨＰ

製造部員（夜勤） 契約社員 18歳以上

菓子の製造 正社員 18歳～40歳、高卒以上

自動車・同
附属品製
造業

検査・選別業務 準社員

18歳～59歳、普通自動車免許、接客業や営業
職等でお話しがお好きな方・飲食業等で立ち仕事
に慣れている方、ルートドライバー経験者であれば尚
可

製造作業員（製造部） 正社員 61歳以下、板金加工経験

製造作業員（製造部） 正社員 35歳～54歳

昇降機取付作業員（工事
部）

正社員 35歳～54歳、普通自動車免許

業種 募集職種 雇用形態 募集要件等 企業ＨＰ

店⾧候補 正社員 18歳～64歳、高卒以上、普通自動車免許

ホール・キッチンスタッフ パート労働者 不問

飲食サービス パート労働者 高卒以上

調理補助 パート労働者
高卒以上、飲食店舗での調理補助経験またはご
家庭での日常調理経験、調理師免許あれば尚可

エンターテイメントオペレーション 正社員
59歳以下、高卒以上、ステージマネージャー経験
者、ショー・イベントなどの進行管理責任者

旅行業
バス旅行の企画・販売、電気バ
ス販売支援
（ イーグルトラベル ㈱ ）

正社員
59歳以下、普通自動車免許、観光業または営業
経験者、PCスキル／メール・ワード・エクセル、総合
または国内　旅行業務取扱管理者あれば尚可

一般貸切
旅客自動
車運送業

バス運転士（川越市）
（ イーグルバス ㈱ ）

正社員 18歳～62歳、大型自動車第二種免許

日時:２月14日（火）14:00～  　　　会場:ウェスタ川越 １階　多目的ホールＣ
県内産業魅力発見セミナー（製造）

鈴茂器工株式会社
（川島町）

土木工事
業

生活関連
産業用機
械製造業

日時:２月22日（水）14:00～  　　　会場:ウェスタ川越 １階　多目的ホールＤ
企業名（就業場所）

山田食品産業株式会社
（県内外各所）

食堂，レス
トラン

松本興産株式会社
（小鹿野町）

パン・菓子
製造業

日時:２月13日（月）14:00～  　　　会場:ウェスタ川越 ４階　大会議室

株式会社東ハト関東工場
（三芳町）

関口工業株式会社
（志木市他）

企業名（就業場所）

イーグルバスグループ
（川越市他）

株式会社グリーンテック川越
営業所（川越市）

株式会社西武園ゆうえんち
（所沢市）

公園，遊
園地

県内産業魅力発見セミナー（飲食・観光）

株式会社村松工業
（狭山市）

一般産業
用機械・装
置製造業

県内産業魅力発見セミナー（ものづくり）

企業名（就業場所）



業種 募集職種 雇用形態 募集要件等 企業ＨＰ

福祉用具のメンテナンス・配送ス
タッフ

職務限定
社員

59歳以下、普通自動車免許

リネン工場内でのシーツ仕上げス
タッフ

職務限定
社員

59歳以下

物流事務（工場） 正社員
29歳以下、高卒以上、PCスキル／ワード・エクセル
基本操作

サービス用・
娯楽用機
械器具製
造業

CAD設計 正社員 35歳以下、高卒以上

食品配送の４ｔトラックドライ
バー

契約社員
18歳～64歳、普通自動車免許、中型自動車免
許、フォークリフト運転技能者資格あれば尚可

食品配送の４ｔトラックドライ
バー

パート労働者
18歳以上、普通自動車免許、中型自動車免許、
フォークリフト運転技能者資格あれば尚可

倉庫内仕分け作業 パート労働者 18歳以上

通信工事（電話工事）【さい
たま市西区】

正社員
59歳以下、高卒以上、普通自動車免許（AT限
定不可）

電気工事（川越市） 正社員
59歳以下、高卒以上、普通自動車免許（AT限
定不可）、第二電気工事士、電気工事経験
（30歳未満の方は経験不問）

アクセスマップお問い合わせ先

※　参加企業は追加・変更されることがあります。募集職種等は追加・修正されることがあります。

企業名（就業場所）

日時:２月28日（火）15:35～  　　　会場:ウェスタ川越 ４階　大会議室

株式会社太伽
（ふじみ野市）

渋谷電通工業株式会社
（さいたま市他）

電気通信・
信号装置
工事業

株式会社東企食品流通
（川越市）

冷蔵倉庫
業

各種物品
賃貸業

株式会社東基
（日高市）

HPなし

お問合せ ・お申込みは、電話でお願いします。

☎ ０４９－２６５－６３１0

埼玉県企業人材サポートデスク川越 担当: 藤岡、小関

受付時間: ９:００～１７:００（土・日曜日、祝日を除く）

HPアドレス https://hwus.jp/seminar/seminar_cat/sc210

★ミニ相談会まで参加された方には「企業相談会参加証明書」を発行いたします。

川越開催セミナー・相談会 検索

★ウェスタ川越:ＪＲ川越線、東武東上線「川越駅」西口より徒歩５分

西武新宿線「本川越駅」より徒歩約１５分


