
　             　      「平成29年度合同就職面接会」参加企業一覧　（申し込み受付順）　
求人職種は現段階での予定です。正式な求人職種については面接会当日、直接企業に確認してください。

会 社 名 所 在 地 求人対象 予定求人職種

ジュウゼン製造 株式会社 秩父郡皆野町大渕 97-1 フルタイム /パート 生産管理 /組立・検査 /機械加工 /NC旋盤オペレーター

有限会社 三愛メガネ 秩父市宮側町 23-3 フルタイム /大卒 /高卒 接客販売

株式会社 シバサキ 秩父市堀切 507 フルタイム /大卒 /高卒
製造 /総務・経理 /生産管理担当 /製造管理・監督者候補 /
電気回路設計・制御ソフト設計

社会福祉法人 清心会 秩父市山田 1199-2 フルタイム /パート /大卒 /高卒 生活支援員

株式会社 アラコウ 秩父市寺尾 726 フルタイム /大卒 設計製図 /製図 /鉄骨加工 /溶接 /現場管理

株式会社 タナカ技研 秩父郡小鹿野町下小鹿野 1658 フルタイム 営業 /オペレーター /技術

社会福祉法人 美里会 ユーアイハウスおがの 秩父郡小鹿野町三山 2213-1 フルタイム /パート /大卒 /高卒 支援員

アルバック成膜 株式会社 秩父市寺尾 2804 フルタイム /大卒 /高卒 製造

株式会社 アシスト 秩父市野坂町 1-3-1 大卒 企画営業

東都埼玉カントリー倶楽部 秩父郡小鹿野町長留 1860 パート /高卒
コース管理 /マイクロバス運転手 /レストランホール /
浴場・リネン・清掃 /マスター室

アクサ生命保険 株式会社   熊谷営業所秩父分室 秩父市宮側町 1-7 地場産センター内 3階 フルタイム 営業

株式会社 ニッチツ資源開発本部 秩父市中津川 420 フルタイム 重機オペレータ /工場作業員 /工場管理者

株式会社ウッディーコイケ 秩父市下影森 181 フルタイム /大卒 /高卒 製造

埼玉機器 株式会社   秩父製造所 秩父市下吉田 501 高卒 技能職

株式会社 ピカ   PICA 秩父 秩父市久那 637-2 フルタイム /パート
フロント（総合職）/フロント /レストランホール /
調理補助 /清掃

株式会社 ナチュラルファームシティ 秩父市大宮 5911-1 フルタイム /大卒 /高卒 フロント営業 /宴会レストラン /調理

サン電子工業 株式会社 秩父市下吉田 7796-1 フルタイム /大卒 /高卒 総務経理 /生産管理 /製造

シンテック 株式会社 秩父郡長瀞町野上下郷 3337-1 フルタイム /高卒 電工

社会福祉法人 秩父市社会福祉事業団 秩父市蒔田 1977 フルタイム /パート 介護職 /ホームヘルパー /保育士

株式会社 高橋組 秩父市中村町 4-1-3 フルタイム /大卒 /高卒 工事施工管理 /配管設備の施工管理 /営業

株式会社 アズコムデータセキュリティ 秩父市みどりが丘 35 大卒 /高卒
オペレーションマネージャー（総合職、一般職）/
事務（総合職、一般）/書類管理 /倉庫管理

トヨタカローラ新埼玉 株式会社 さいたま市中央区円阿弥 3-3-20 フルタイム /大卒 営業スタッフ

社会福祉法人 秩父正峰会 秩父市荒川贄川 1088 フルタイム /パート /大卒 /高卒 介護員 /看護員 /管理栄養士 /調理員

スポーツフレンド秩父（株式会社スポフレ 21） 秩父市中村町 3-23-36 フルタイム /パート /大卒 /高卒
スイミングコーチ /フィットネスインストラクチャー /
フロント受付 /学童保育スタッフ

ヤマトセイコー 株式会社 秩父市下影森 1354-4 フルタイム /パート 製造（派遣）/製造（社内）

株式会社 トウ・プラス 秩父市桜木町 3-17 大卒 /高卒 営業 /品質管理 /製造作業

共和電機 株式会社 秩父市寺尾 3955-1 フルタイム /大卒 /高卒 現場管理 /電気設備工事 /自動制御設備工事 /パソコン技師

株式会社 リテラ 秩父郡小鹿野町両神薄 2703 フルタイム
機械オペレーター /仕上加工 /技術 /金型メンテナンス /
検査・仕上加工

松本興産 株式会社 秩父郡小鹿野町下小鹿野 247-1 フルタイム /パート 総務 /検査

株式会社 和銅鉱泉旅館 秩父市黒谷 822-1 フルタイム /パート /大卒 /高卒
接客 /フロント係 /接客（夕食スタッフ）/
接客（朝食スタッフ）/食器類の洗浄等（裏方作業）

株式会社 斎藤組 秩父市下影森 163 大卒 /高卒 土木 /建築

株式会社矢尾百貨店 秩父市上町 1-5-9 フルタイム /パート 食品販売 /パンの製造 /介護職員

昭和工業 株式会社 秩父市大野原 2227 フルタイム /大卒 総務

菱光石灰工業 株式会社 秩父郡横瀬町 2270 フルタイム /大卒 /高卒 設備管理

株式会社 山口組 秩父市大野原 1333 フルタイム 総務 /工事

秩父エレクトロン 株式会社 秩父郡小鹿野町下小鹿野 1111 フルタイム /大卒 /高卒 製造技術 /製造

株式会社 タイセー 秩父市下吉田 6972 フルタイム /大卒 開発・設計・技術 /生産管理・品質管理 /自動旋盤オペレーター

秩父電子 株式会社 秩父市山田 2178 フルタイム /パート 製造

株式会社 アグリカルチャーセンター 秩父郡小鹿野町下小鹿野 601-1 フルタイム /パート 営業事務 /きのこ生産補助

株式会社 むさしの 秩父市大野原 590-3 パート 事務 /業務


