
　　　　　　　　　　　　　　　

業種 募集職種 雇用形態 募集要件等 企業ＨＰ

自動車小売

業
自動車整備士 正社員

44歳以下、高卒以上（自動車整備士科修了であ

れば尚可）、普通自動車免許（AT限定不

可）、、三級自動車整備士（一級または二級自動

車整備士あれば尚可）

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

電子ユニット等の組立 正社員 44歳以下、高卒以上

溶接技術職 正社員

44歳以下、高卒以上、溶接技能者・アーク溶接技

能者（基本級）・その他の金属溶接・溶断関係資

格あれば尚可

マシニングオペレーター 正社員
44歳以下、高卒以上、普通自動車免許（AT限

定不可）あれば尚可

警備業務 正社員 18歳～59歳

交通誘導警備員 契約社員 18歳以上

交通誘導警備員 パート労働者 18歳以上

業種 募集職種 雇用形態 募集要件等 企業ＨＰ

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

介護スタッフ（特別養護老人

ホーム）
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！

一般事務 契約社員 高卒以上

一般事務 パート労働者 高卒以上、PCスキル／端末操作・メール作成等

電話対応発信業務 パート労働者 高卒以上、PCスキル／端末操作

日時：１月16日（月）15:35～  　　会場：ウェスタ川越 １階　多目的ホールA・B

企業名（就業場所）

企業名（就業場所）

株式会社ホンダライフ

（Honda Cars埼玉県央）

（日高市他）

日時：１月18日（水）15:35～  　　　会場：ウェスタ川越 １階　多目的ホールA

株式会社ライト製作所坂戸工

場（坂戸市）

株式会社エイリイ・エンジニアリ

ング（飯能市）

産業用電気

機械器具製

造業

日本債権回収株式会社サー

ビシングセンター（川越市）

その他の専

門サービス

業

社会福祉法人尚栄会

（狭山市）

老人福祉・

介護事業

株式会社大伸

（川島町）

その他の食

料品製造業

株式会社セキュリティ

（所沢市他）
警備業

彩の国

埼玉県

裏面に続く

1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、1月16日、18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

調理補助 パート労働者 不問

飲食サービス パート労働者 不問

アトラクション管理 正社員 （調整中）

エンターテイメントオペレーション 正社員 （調整中）

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

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

食品製造員 正社員
40歳以下、高卒以上、PCスキル／エクセル初級程

度、普通自動車免許あれば尚可

食品製造員 パート労働者 食品工場経験あれば尚可

生産設備保全員 正社員

59歳以下、高卒以上、ボイラー取扱作業主任者、

ボイラー・排水処理設備管理経験、フォークリフト技

能講習終了があれば尚可

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

製造業務（日勤・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

製造・充填オペレーター 正社員 18歳～35歳、高卒以上

化粧品の充填・包装スタッフ パート社員
59歳以下、製造業での工場勤務の経験があれば

尚可

設備保全・メンテナンス 正社員

59歳以下、高卒以上、工場設備管理経験（工場

の機械修理・管理・点検・改造等）3年程度、普通

自動車免許あれば尚可、第二種電気工事士資格

あれば尚可、PCスキル／ワード・エクセル・メールソフ

ト・PDFファイルの取り扱い及び使用、化粧品,医薬

品,食品工場設備営繕の経験・照明器具,純水,空

調管理，エネルギーの保全管理経験があれば歓迎

します。

株式会社システムアドバンス

（川越市）

三菱マテリアル株式会社セラ

ミックス工場（横瀬町）

企業名（就業場所）

株式会社西武園ゆうえんち

（所沢市）

公園，遊園

地

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

菊池食品工業株式会社埼玉

工場（鶴ヶ島市）

その他の食

料品製造業

企業名（就業場所）

日時：１月25日（水）14:00～  　　　会場：ウェスタ川越 １階　多目的ホールＤ

県内産業魅力発見セミナー（製造）

株式会社東ハト関東工場

（三芳町）

パン・菓子

製造業

株式会社コスモビューティー

（滑川町）

化粧品・歯

磨・その他の

化粧用調整

品製造業

日時：１月20日（金）15:35～  　　　オンライン　Zoom開催



業種 募集職種 雇用形態 募集要件等 企業ＨＰ

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

製造オペレーター／二交替 嘱託 18歳以上

マーガリンの箱詰作業 嘱託 不問

マーガリンの箱詰作業（週3日

～4日勤務）
パート労働者 不問

マーガリンの箱詰作業（週5日

～6日勤務）
パート労働者 不問

その他の食

料品製造業
惣菜の製造と加工 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

BMW製二輪車のセールス 正社員

59歳以下、高卒以上、普通自動車免許（AT限

定不可）、自動二輪免許（大型自動二輪必須た

だし将来的に取得見込みであれば可）、自動車業

界・二輪車営業経験者優遇

窓口接客（ドコモショップ） 正社員

59歳以下、高卒以上、普通自動車免許あれば尚

可、携帯ショップ・家電量販店docomoコーナー等の

通信業界経験者優遇

販売スタッフ（川越店） 正社員

64歳以下、普通自動車免許、フォークリフト運転技

能者資格あれば尚可、販売業・建設業経験者歓

迎

販売スタッフ（川越南大塚店） 正社員
64歳以下、フォークリフト運転技能者資格あれば尚

可、販売業・建築業経験者歓迎

事務・レジ・接客（短時間）

（川越南大塚店）
パート労働者 不問

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

アクセスマップお問い合わせ先

日時：１月26日（木）14:00～  　　　会場：ウェスタ川越 ４階　大会議室

県内産業魅力発見セミナー（販売）

※　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）

企業名（就業場所）

株式会社建デポ

（川越市）

他に分類さ

れない小売

業

株式会社チャレンヂ

（狭山市）

日時：１月31日（火）14:00～  　　　会場：ウェスタ川越 ４階　大会議室

自動車・同

附属品製造

業

株式会社東京カネカフード

（三芳町）

動植物油脂

製造業

彩裕フーズ株式会社

（川越市）

株式会社テクノコシダ

（川越市）

産業機械器

具卸売業

山田食品産業株式会社

（県内外各所）

県内産業魅力発見セミナー（製造）

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


