
　　　　　　　　　　　　　　　

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

セラミックス材料の製造スタッフ 正社員 44歳以下、高卒以上

下水道施設の運転管理業務 正社員

18歳～60歳、高卒以上、普通自動車免許、第

二種電気工事士・危険物取扱者（乙種）あれば

尚可、機械・電気設備の運転保守経験者であれ

ば尚可

【未経験】下水道施設の運転

管理業務
正社員 18歳～44歳、高卒以上、普通自動車免許

営業サポート 正社員

59歳以下、高卒以上、印刷業界の営業経験のあ

る方、PCスキル（エクセル／ワード）、普通自動車

免許あれば尚可

営業サポート（未経験者） 正社員
59歳以下、高卒以上、PCスキル（エクセル／ワー

ド）、普通自動車免許あれば尚可

経理【氷河期世代歓迎求人】 正社員
59歳以下、高卒以上、PCスキル（エクセル／ワー

ド）（基本操作が出来る方）

生産管理 正社員
59歳以下、高卒以上、普通自動車免許、PCスキ

ル（エクセル／ワード）

プラスチック自動車部品の成形 正社員

18歳～59歳、普通自動車免許、玉掛技能者・床

上運転式クレーン限定運転士資格あれば尚可、成

形段取り業務（金型交換）経験があれば尚可

自動車部品製造 正社員
18歳～59歳、成形加工・プラスチック部品塗装、

製品検査いずれかの経験があれば優遇します

業種 募集職種 雇用形態 募集要件等 企業ＨＰ

土木工事

業
造園技術者 正社員

普通自動車免許（AT限定不可）、1級または2

級造園施工管理技士資格あれば尚可、造園職と

しての経験があれば尚可

造園土木工 正社員
30歳以下、普通自動車免許（AT限定不可）、

入社後中型免許取得可能な方

軽作業員 パート労働者
普通自動車免許（AT限定不可）、樹木の剪定

経験・屋外作業の仕事経験があれば尚可

事務職 正社員

44歳以下、普通自動車免許、PCスキル／・仕事

でのパソコン操作（Windows）経験

・Word，Excelの基本操作技能

株式会社小倉造園

（朝霞市）

株式会社渋谷造園土木

（川越市）

土木工事

業

日時：12月２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）

日時：12月７日（水）14:00～  　　　会場：ウェスタ川越 ４階　大会議室

下水道業
月島テクノメンテサービス株式

会社（川越市）

株式会社豊島製作所

（東松山市）

県内産業魅力発見セミナー（造園スタッフ）

株式会社新和製作所

（川越市他）

紙製容器

製造業

協和電機化学株式会社

（飯能市）

工業用プラ

スチック製品

製造業

彩の国

埼玉県

裏面に続く

12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、12月15日、19日、21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）

HPなし



業種 募集職種 雇用形態 募集要件等 企業ＨＰ

介護職員（入間東幸楽園） 正社員
18歳～64歳、介護職員初任者研修修了者・ホー

ムヘルパー２級資格所持であれば尚可

介護職員（入間藤沢幸楽

園）
正社員

18歳～64歳、介護福祉士・介護職員実務者研

修修了者・介護職員初任者研修修了者であれば

尚可

介護スタッフ（デイサービス） 正社員 59歳以下

介護スタッフ（デイサービス） パート労働者 不問

介護スタッフ（ショートステイ） 正社員 59歳以下

介護スタッフ（ショートステイ） パート労働者 不問

ケアワーカー 契約職員

18歳以上、ホームヘルパー2級・介護福祉士・その

他の福祉および介護関係資格・認知症基礎介護

研修いずれかの免許または資格所持で可

放課後児童支援員 正社員

64歳以下、短大・専門学校卒以上、保育士・社

会福祉士・小学校教諭免許（専修,1種,2種）,

関係学科卒業,放課後児童支援員認定資格いず

れかの免許または資格所持で可、保育・教育関係

の経験あれば尚可

放課後児童クラブ補助員 パート労働者 不問

業種 募集職種 雇用形態 募集要件等 企業ＨＰ

各種商品

卸売業
販売事務 パート労働者

PCスキル／簡単なエクセル・ワード、普通自動車免

許あれば尚可

総務人事 正社員 35歳以下、専修学校卒以上、普通自動車免許

総務人事 パート労働者

59歳以下、専修学校卒以上、普通自動車免許、

人事・総務・営業・企画のいずれか経験2年以上ま

たは店長などのマネジメント経験2年以上あれば尚

可、ITリテラシーに苦手意識のない方であれば尚可

業種 募集職種 雇用形態 募集要件等 企業ＨＰ

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

インスタントラーメンのスープ製造

職
パート労働者 高卒以上

インスタントラーメンのスープ製造

職
臨時従業員 不問

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

警備員 契約社員 18歳以上

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

機械オペレーター 正社員 59歳以下、高卒以上

機械技術（汎用普通旋盤・フ

ライス盤等）
正社員

59歳以下、高卒以上、学校や研修等で作業・用

語等基礎知識がある方（※実務未経験者可）

検品・検査 パート労働者 不問

株式会社トップ工業

（川越市）

金属被覆・

彫刻業,熱

処理業

医療法人白報会グループ

（入間市）

県内産業魅力発見セミナー（福祉・介護）

日時：12月９日（金）14:00～  　　　会場：ウェスタ川越 ４階　大会議室
企業名（就業場所）

老人福祉・

介護事業

医療法人社団医凰会しあわ

せ花園（所沢市）

老人福祉・

介護事業

老人福祉・

介護事業

川越魅力発見セミナー（事務職）

株式会社シーテージャパン

（川越市）

企業名（就業場所）

社会福祉法人富士見市社

会福祉事業団富士見市ケア

センターふじみ（富士見市）

日時：12月12日（月）14:00～  　　　会場：U_PLACE ３階　会議室

日時：12月15日（木）15:35～  　　　会場：ウェスタ川越 ４階　大会議室
企業名（就業場所）

株式会社工藤築炉工業所

（日高市）

株式会社ユニ・スター

（嵐山町）

調味料製

造業

関東電設株式会社

（川越市他）
警備業

八洲工業株式会社

（川越市）

金属素形

材製品製

造業

HPなし



業種 募集職種 雇用形態 募集要件等 企業ＨＰ

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

交通誘導警備（請）（所沢

市坂之下）
契約社員 18歳以上

交通誘導警備（請）（所沢

市松が丘）
契約社員 18歳以上

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

現場運転手

（川越市）
正社員 59歳以下、普通自動車免許（AT限定不可）

配管工見習い

（川越市）
正社員 59歳以下、普通自動車免許（AT限定不可）

業種 募集職種 雇用形態 募集要件等 企業ＨＰ

食堂，レス

トラン
店長候補 正社員 18歳～64歳、高卒以上、普通自動車免許

福祉用具の配送・サービススタッ

フ
正社員 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

福祉用具レンタルの営業事務ス

タッフ
正社員 28歳以下、短大卒以上

梱包出荷スタッフ 正社員

34歳以下、準中型自動車免許（H19年6月以

前に取得の普通自動車免許のAT限定不可でも

可）、フォークリフト運転技能者資格あれば尚可

未経験から始める自動車部品

の製造
正社員 40歳以下

CFRP自動車部品の検査 正社員

64歳以下、製造業でノギス・デジタルスケール等で

の検査測定経験者、三次元測機の操作経験者優

遇

電子デバイ

ス製造業
事務職 正社員 22歳～30歳、高卒以上、普通自動車免許

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）

山田食品産業株式会社

（県内外各所）

日時：12月19日（月）15:35～  　　　会場：ウェスタ川越 ４階　大会議室

株式会社東基

（日高市）

各種物品

賃貸業

株式会社チャレンヂ

（狭山市）

自動車・同

附属品製

造業

三菱マテリアル株式会社セラ

ミックス工場（横瀬町）

鈴茂器工株式会社

（川島町）

生活関連

産業用機

械製造業

企業名（就業場所）

有限会社セキュリティ・ライセン

ス・KOB（所沢市）
警備業

日時：12月21日（水）15:35～  　　　会場：ウェスタ川越 ４階　大会議室

株式会社グリーンテック川越営

業所（川越市）

株式会社ホートー

（川越市他）
管工事業

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


