
　　　　　　　　　　　　　　　

業種 募集職種 雇用形態 募集要件等 企業ＨＰ

生産技術・測定業務 正社員

59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,メール）中級程度、製造業
における検査および測定業務の経験・図面の理解
が出来る方であれば尚可

構内業務・配送業務 正社員

59歳以下、高卒以上、普通自動車免許、フォーク
リフト運転技術者資格あれば尚可、ワンボックスでの
配送経験・フォークリフトでの構内作業経験あれば
尚可

購買業務 正社員
59歳以下、高卒以上、普通自動車免許、フォーク
リフト運転技術者資格あれば尚可、フォークリフトで
の構内作業経験あれば尚可（未経験でも可）

管理,補助
的経済活
動を行う事
業所

充填機オペレーター 契約社員 不問  HPなし

土木工事
業

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

業種 募集職種 雇用形態 募集要件等 企業ＨＰ

電子デバイ
ス製造業

フォトマスク製造 正社員 18歳～35歳、高卒以上、普通自動車免許

精密パーツ加工技能者 正社員 18歳～59歳

製造補助 パート労働者 18歳～59歳

総務事務 パート労働者 59歳以下、ＰＣスキル（エクセル／ワード）

県内産業魅力発見セミナー（ものづくり）

川越魅力発見セミナー（ものづくり）

株式会社システムアドバンス
（川越市）

医療用機
械器具・医
療用品製
造業

株式会社大川製作所
（川越市）

日時:６月３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）

三光化成株式会社
朝霞事業所
（新座市）

工業用プラ
スチック製品
製造業

太平パック株式会社
（所沢市）

日時:６月９日（木）14:00～　　　　会場:U_PLACE３階　会議室
企業名（就業場所）

関口工業株式会社
（志木市）

彩の国

埼玉県

裏面に続く

６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、6月15日、21日、29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

冷蔵ショーケース意匠図及び、
製作図面の作図補助

正社員
59歳以下、普通自動車免許、ダイナＣＡＤ使え
れば尚可、ＣＡＤ経験が無くともＰＣ操作が出来
ればよい

営業補佐及び、工場製作補
佐

正社員 59歳以下、普通自動車免許

印刷オペレーター
（川越市）

正社員 18歳～44歳、普通自動車免許あれば尚可

ドライラミネートオペレーター
（狭山市）

正社員 18歳～44歳、高卒以上、普通自動車免許

その他の食
料品製造
業

鶏卵加工品の製造 正社員 62歳以下

業種 募集職種 雇用形態 募集要件等 企業ＨＰ

通信作業技術者 正社員 59歳以下、高卒以上、普通自動車免許

電気作業員（屋内） 正社員
18歳～59歳、普通自動車免許あれば尚可、第二
種電気工事士あれば尚可、架設・接続のいずれか
の経験があれば尚可

放課後児童支援員 正社員

59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

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

スパイス製品の製造スタッフ／
オペレーター

契約社員 不問

スパイス製品の製造補助スタッ
フ／検品・箱詰め作業

フルタイム
　　　パート

不問

老人福祉・
介護事業

株式会社アベックス
（所沢市）

生活関連
産業用機
械製造業

株式会社ダイトー 印刷業

企業名（就業場所）

株式会社電通建設
（鶴ヶ島市）

電気通信に
附帯する
サービス業

日時:６月21日（火）15:35～　　会場:ウェスタ川越　１階　多目的ホールC

キユーピータマゴ株式会社
三芳工場（三芳町）

企業名（就業場所）

株式会社大伸
（川島町）

その他の食
料品製造
業

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:６月15日（水）15:35～　　会場:ウェスタ川越　１階　多目的ホールC



業種 募集職種 雇用形態 募集要件等 企業ＨＰ

食肉小売
業

精肉エキスパート
（マネジメント）

正社員 59歳以下、精肉加工・販売の経験があれば尚可

スペシャル　スタッフ
（人事労務課）
（所沢市）

正社員
64歳以下、高卒以上、ＰＣスキル（エクセル／
ワード／パワーポイント）、給与計算・勤怠・社保関
係の事務経験があれば尚可

店⾧候補
（県内外各地）

正社員 18歳～64歳、高卒以上、普通自動車免許

医療事務【外来受付】
（所沢市）

正社員 59歳以下

医療事務（日高市） 正社員
59歳以下、サービス業の経験がある方・医療事務
職に興味がある方

医療事務（川越市） パート労働者 不問

電気工事施工管理 正社員
59歳以下、普通自動車免許、第二種電気工事
士（第一種電気工事士あれば尚可）、電気工事
の経験３年以上

電気工事作業員 正社員
59歳以下、普通自動車免許、第二種電気工事
士（第一種電気工事士あれば尚可）、電気工事
の経験３年以上

事務管理者 正社員
59歳以下、普通自動車免許、１級電気工事施
工管理技士、電気工事の経験３年以上

業種 募集職種 雇用形態 募集要件等 企業ＨＰ

ケアワーカー（特養） 正社員
18歳～64歳、高卒以上、普通自動車免許あれば
尚可、介護福祉士あれば尚可、介護の経験1年以
上あれば尚可

ケアワーカー（特養） パート労働者 不問

ケアワーカー（デイサービス） パート労働者 不問

障害者福
祉事業

生活支援員 契約社員 18歳以上

介護スタッフ 正社員

18歳～64歳、介護職員実務者研修修了者・介
護職員初任者研修修了者・介護福祉士あれば尚
可、介護経験ある方歓迎!未経験でも丁寧に指
導します!

介護スタッフ パート労働者
介護職員実務者研修修了者・介護職員初任者
研修修了者・介護福祉士あれば尚可、介護経験
ある方歓迎!未経験でも丁寧に指導します!

施設ケアマネージャー 正社員
64歳以下、普通自動車免許、介護支援専門員
（ケアマネージャー）、ケアマネージャー業務経験あ
る方歓迎!未経験でも丁寧に指導します!

県内産業魅力発見セミナー（福祉・介護）

企業名（就業場所）

大三ミート産業株式会社
（川越市）

日時:６月29日（水）15:35～　　　会場:ウェスタ川越　４階　大会議室

企業名（就業場所）

社会福祉法人
埼玉県社会福祉事業団
嵐山郷（嵐山町）

山田食品産業株式会社

日時:６月30日（木）14:00～　　　会場:ウェスタ川越　４階　大会議室

社会福祉法人狭山栄会
ジョアン宮地の里
（狭山市）

老人福祉・
介護事業

食料・飲
料卸売業
他

株式会社ニチイ学館
川越支店

医療に附帯
するサービス
業

株式会社ヤマト・イズミテクノ
ス
（ふじみ野市）

電気工事
業

※　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。

社会福祉法人尚栄会
（狭山市）

老人福祉・
介護事業

裏面に続く



アクセスマップお問い合わせ先

お問合せ ・お申込みは、電話でお願いします。

☎ ０４９－２６５－６３１0 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


