
　　　　　　　　　　　　　　　

業種 募集職種 雇用形態 募集要件等 企業ＨＰ

店舗の駐車場警備

（さいたま市、朝霞市）
パート労働者 18歳以上、普通自動車免許あれば尚可

店舗外周作業（深谷市、本庄

市、熊谷市等）
パート労働者 普通自動車免許

スポーツイベント警備（請）

（埼玉スタジアム）
パート労働者 18歳以上

交通誘導警備／産廃施設内

（請）（所沢市南永井）
契約社員 18歳以上

施設警備員（小学校）（請）

（川越市）
パート労働者 18歳以上

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

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

足場の組立解体スタッフ

（所沢市）
正社員

59歳以下、普通・準中型・5トン限定準中型・8トン

限定中型各自動車免許あれば尚可

住宅用足場の部材洗浄・修理

（狭山市）
正社員 59歳以下、普通自動車免許（ＡＴ限定不可）

建築足場部材の整理・搬入出

（所沢市）
パート労働者

普通自動車免許、準中型・5トン限定準中型・中

型（ＡＴ限定不可）各免許あれば尚可、フォークリ

フト運転技術者資格あれば尚可、経験者歓迎

機械オペレーター 正社員 59歳以下、高卒以上

機械オペレーター パート労働者 不問

機械技術 正社員 59歳以下、高卒以上

管理 正社員 59歳以下、高卒以上

検品・検査 パート労働者 不問

インターネット

付随サービス

業

倉庫内品質管理スタッフ 契約社員
18歳以上、高卒以上、パソコンでキーボード入力が

できる方（ワード・エクセル使用経験がある方歓迎）

アマゾンジャパン合同会社

（狭山市）

株式会社ダイサン

埼玉サービスセンター

産業用機械

器具賃貸業

株式会社工藤築炉工業所

（日高市）

八洲工業株式会社

（川越市）

金属素形材

製品製造業

株式会社

ヤオコービジネスサービス
警備業

有限会社

セキュリティ・ライセンス・ＫＯＢ
警備業

関東電設株式会社

（川越市他）
警備業

県内産業魅力発見セミナー（警備）

日時：７月１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）

日時：７月11日（月）15:35～　　　　会場：ウェスタ川越 ４階　大会議室

企業名（就業場所）

彩の国

埼玉県

７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、7月11日、22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

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）

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）

立合い巡回員

（新宿区など）
正社員

18歳～39歳、高卒以上、普通自動車免許（Ａ

Ｔ限定不可）

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

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

業種 募集職種 雇用形態 募集要件等 企業ＨＰ

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

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

金属被覆・

彫刻業,熱

処理業

製造業務【前処理】 正社員 59歳以下、高卒以上

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

インターネット

付随サービス

業

倉庫内品質管理スタッフ 契約社員
18歳以上、高卒以上、パソコンでキーボード入力が

できる方（ワード・エクセル使用経験がある方歓迎）

中型車・大型車ドライバー 正社員

64歳以下、普通自動車免許（ＡＴ限定不可）、

中型自動車免許、大型自動車免許・牽引免許あ

れば尚可

工場内作業 正社員

44歳以下、普通自動車免許、フォークリフト運転技

能者・大型自動車免許・車両系建設機械（整地,

運搬,積込用及び掘削用）運転技能者資格あれ

ば尚可

法人営業 正社員 64歳以下、普通自動車免許

企業名（就業場所）

企業名（就業場所）

日時：７月19日（火）14:00～　　　会場：ウェスタ川越 １階　多目的ホールA

株式会社ホートー 管工事業

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

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

日本ウエスト株式会社

関東営業所

（川越市）

産業廃棄物

処理業

日時：７月22日（金）15:35～　　　　オンライン　Zoom開催

企業名（就業場所）

山田食品産業株式会社
食料・飲料
卸売業　他

アマゾンジャパン合同会社

（狭山市）

株式会社トップ工業

（川越市）

県内産業魅力発見セミナー（ものづくり）

県内産業魅力発見セミナー（ものづくり）

株式会社大伸

（川島町）

その他の食

料品製造業

関口工業株式会社

（志木市）

日時：７月12日（火）14:00～　　　会場：ウェスタ川越 １階　多目的ホールA



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

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

れている方であれば尚可

事務（販売） 正社員

59歳以下、高卒以上、ＰＣの基本操作出来る

方、普通自動車免許あれば尚可、サービス業の経

験・事務経験あれば尚可

経理事務（経験者） 正社員

59歳以下、高卒以上、普通自動車免許、経理事

務経験3年以上、日商簿記3級（日商簿記2級あ

れば尚可）、会計ソフトＴＫＣ使用

物置配送組立施工 正社員

59歳以下、普通自動車免許（ＡＴ限定不可）、

準中型自動車免許、屋外での作業経験あれば尚

可

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

包装作業員（川越市） パート労働者 18歳以上

株式会社グリーンテック

川越営業所（川越市）

企業名（就業場所）

日時：７月28日（木）15:35～　　会場：ウェスタ川越 ３階　中会議室A

※　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。

フジ産業株式会社

事業本部

（新座市）

家具・建具・

じゅう器等卸

売業

株式会社ダイトー 印刷業

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・企業相談会 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


