
草加地域合同就職相談会

★ 選考面接をご希望の方は、応募書類をお持ちください。★ 雇用保険受給者の方には参加証明書を発行します。

（注） 新型コロナウィルス感染症（Covid-19）の感染拡大防止対策について
・マスク着用での参加にご協力をお願いします。
・２日前から当日までに発熱など風邪の諸症状のある方、体調不良の方のご参加はご遠慮ください。
・咳や発熱の有無を確認します。入室時の体温測定・消毒にご協力をお願いします。
・状況により本面接会は中止になる場合がございます。予めご了承ください。

お問い合わせ・ご予約
ハローワーク草加 職業相談部門
月～金曜 9～17時

※12/29～1/3、土・日・祝日は休み

TEL 048-931-6111(41#)

コロナ禍でも業務を拡大し広く人材を募集する企業が参加します。
各企業の人事担当者による個別面談や相談が受けられます！

13：30～16：00
（受付13：00～15:20）

◆ 参 加企 業 と 仕 事内 容 ◆

1 26

埼玉県マスコット
「さいたまっち」

(求人内容は裏面に記載)

合計求人数70人程度

コバトン

主催： 草加市 ハローワーク草加 埼玉県

水

新田駅西口下車、徒歩7分
駐車場あり（第1、第2駐車場）

ハローワーク受付票をお持ちの方は、当日会場にお持ちください。

事前予約制（定員50人程度）

参加方法：ハローワーク草加へ電話または来所の上、お申し込みください。

◆株式会社クリタエイムデリカ
麺類中心の食品メーカー、2月に柿木産業団地で株式会社デリモとして新たにスタート
生産工場スタッフ 昼・夜間のシフト勤務 [経験不問、丁寧に指導します]

◆オーケー 株式会社
草加舎人店

「高品質・Everyday Low Price」急速に成⾧しているディスカウントスーパー
食品の加工、品出し、接客、レジ業務 [経験不問、丁寧に指導します]

◆株式会社 川島製作所
日本でいち早く包装機の開発に取り組んだ自動包装機のパイオニア
設計・開発、製造、営業、ＳＥ、機械メンテナンス、総務等 [経験、資格等はご相談下さい]

◆株式会社 大和製作所
草加工場

「誇りある製品を社会に送り出す」、産業機械、半導体製造装置メーカー
機械加工、組立スタッフ [経験、資格等はご相談下さい]

◆アミノ化学工業 株式会社
精密ゴムパッキンの技術開発一筋、未来を創造するものづくりで社会に貢献
生産技術、社内ＳＥ、総務事務、ピッキング・配達、軽作業 [経験、資格等はご相談下さい]

◆アサヒロジスティクス株式会社
草加物流センター

「日本の食生活を支える物流インフラ企業」、食品物流に特化した事業展開
コンビニ向けドライバー、構内仕分けスタッフ [経験、資格等はご相談下さい]

西
口草加市

勤労福祉会館
1階 ホール

埼玉県草加市旭町6-13-20

草加市
イメージキャラクター

パリポリくん



【草加地域合同就職相談会 参加事業所および求人一覧表】

※ハローワークインターネットサービスで上記の求人票が確認できます。
※参加申込はハローワーク草加の職業相談窓口またはお電話でお申し込み下さい。
ハローワーク草加 職業紹介部門 048-931-6111（41#）

企業名 職種 雇用形態 求人番号 必要な経験
必要な
資格・免許

株式会社
クリタエイムデリカ

生産部工場スタッフ パート
11120-
8312411

不問 不問

オーケー株式会社
草加舎人店

お総菜のお弁当・寿司の製造・品出し
パートナー

（契約社員）
11100-
10418611

不問 不問

肉の加工・品出し業務
パートナー

（契約社員） 10425011 不問 不問

魚の加工・商品品出し業務
パートナー

（契約社員） 10454711 不問 不問

青果カット・品出し業務
パートナー

（契約社員） 10457511 不問 不問

食品スーパーでの品出し業務
パートナー

（契約社員） 10459011 不問 不問

ベーカリー部門
パートナー

（契約社員） 10462711 不問 不問

レジ業務
パートナー

（契約社員） 10465511 不問 不問

お総菜のお弁当・寿司の製造・品出し パート 10468311 不問 不問

肉の加工・品出し業務 パート 10431511 不問 不問

魚の加工・商品品出し業務 パート 10433011 不問 不問

青果カット・品出し業務 パート 10469611 不問 不問

食品スーパーでの品出し業務 パート 10464211 不問 不問

ベーカリー部門 パート 10463811 不問 不問

レジ業務 パート 10466411 不問 不問

商品の荷受け・伝票整理 パート 10467011 不問 不問

株式会社
川島製作所

営業 正社員
11100-
10419911

不問 普通自動車免許

総務・経理 正社員 10420711
Word,Excel,Power
Point,メール

普通自動車免許

一般・受付事務 パート 10421811 PCデータ入力 不問

社内システムエンジニア 正社員 10422211
OA環境構築、社
内インフラ、ネット
ワーク管理等

普通自動車免許

ソフト・ハード開発・制御設計
エンジニア

正社員 10451611
プログラム設計、
電子回路設計等

普通自動車免許

電機設計エンジニア 正社員 10424411
PLCプログラミング
電気回路設計

普通自動車免許

機械設計エンジニア 正社員 10426311 機械設計 普通自動車免許

機械組立・メンテナンスエンジニア 正社員 10427611 不問 普通自動車免許

部品加工 正社員 10428911 各種加工機械操作 不問

株式会社 大和製作所
草加工場

製造・金属機械加工オペレーター 正社員
11100-
10429111

不問 普通自動車免許

製造・組立加工 正社員 10430211 不問 普通自動車免許

アミノ化学工業
株式会社

生産技術スタッフ 正社員
11100-
10440411

ゴム製品加工、機
械・設備メンテ等

普通自動車免許
あれば尚可

ピッキング及び配達 正社員 10441011 不問 普通自動車免許

社内システムエンジニア 正社員 10442311
OA環境構築、社
内インフラ、ネット
ワーク管理等

普通自動車免許
あれば尚可

総務スタッフ 正社員 10443611
人事・労務・経理、
庶務業務全般

普通自動車免許
あれば尚可

軽作業 パート 10444911 不問 不問

アサヒロジスティクス
株式会社

草加物流センター

ルート配送ドライバー
（コンビニ向けルート配送）

正社員
11100-
10446711

不問
普通自動車免許、
準中型自動車免
許があれば尚可

構内作業スタッフ
（コンビニ向け常温食品の仕分け）

パート 10449511 不問 不問


