
　             　      「令和元年度第2回  合同就職面接会」参加企業一覧　（五十音順）　
会 社 名 求人対象 予定求人職種 会 社 名 求人対象 予定求人職種

株式会社 アラコウ 高卒 /フルタイム 現場管理 /工場管理 /図面 社会福祉法人 秩父市社会福祉事業団 大卒 /フルタイム /パート 相談職 /介護職 /保育士

ホンダカーズ秩父中央
（株式会社 浅見商会）

大卒 /高卒 /フルタイム 営業スタッフ /サービススタッフ /営業事務 社会福祉法人 秩父正峰会 大卒 /高卒 /フルタイム /パート 介護職員

株式会社 アズコムデータセキュリティ 大卒 /フルタイム エリア総合職（業務管理）/一般職（業務管理）/
倉庫内管理業務 /管理業務 株式会社 秩父源流水 大卒 /高卒 /フルタイム 製造 /営業配送 /事務

いこいの村ヘリテイジ美の山
（株式会社 エイチ・アール・エス）

フルタイム /パート ホテルの営業（内勤含む）・ホテル内業務全般 /
フロント・予約 /客室・館内の清掃 秩父電子 株式会社 高卒 /フルタイム /パート 電気機械器具製造 /電気機械器具製造補助

株式会社 ウッディーコイケ 高卒 機械オペレーター 株式会社 秩父富士 高卒 製造・IT

大曽根商事 株式会社 大卒 /高卒 /フルタイム 製造 有限会社 堤自動車工作所 大卒 /高卒 /フルタイム 自動車整備士 /整備士

株式会社 オプナス 大卒 設計・製造 東都埼玉カントリー倶楽部 高卒/フルタイム /パート コース管理 /クラブバス運転手 /レストランホール係 /
マスター室係

共和電機 株式会社 大卒 /高卒 /フルタイム 電気設備工事 /電気設備工事（実践型養成システム）/
現場管理 /空調設備工事 株式会社 東洋精工 大卒 /高卒 /フルタイム /パート NC マシンオペレーター /検査員

株式会社 埼玉富士 大卒 /フルタイム 営業 /開発・設計 /FA設備の組立 /
製造（各種加工オペレーター） 株式会社 トウ・プラス 大卒/高卒 /フルタイム /パート 営業 /品質管理 /製造作業 /検査・組立

株式会社 斎藤組 大卒 /フルタイム 土木施工管理係 /建築施工管理係 /土木施工管理 /
建築施工管理 /重機オペレーター トヨタカローラ新埼玉 株式会社 フルタイム 新車営業スタッフ

さくら産業 株式会社 大卒 営業職 /事務職 株式会社 ナチュラルファームシティ 大卒 /高卒 フロント営業 /宴会レストラン

有限会社 三愛メガネ 大卒 /高卒 /フルタイム 接客 株式会社 ノオミ 大卒 /フルタイム 販売

株式会社 サンセイ 高卒 /フルタイム 土木施工管理技士（候補）/地質調査技士（候補）/建設工事（土木）の施工管理 /
建設工事（土木）の現場作業 /地質調査業務の作業者 株式会社 ベルク 大卒 /フルタイム 販売職

サン電子工業 株式会社 フルタイム /パート 製造 /生産管理 /品質保証 /総務経理 /一般事務 松本興産 株式会社 大卒 /フルタイム 製造オペレーター

医療法人 彩清会 清水病院 大卒 /高卒 /フルタイム /パート 社会福祉士 /介護福祉士 /介護職員 /看護師 株式会社 丸山工務店 大卒 /フルタイム 施工管理

株式会社 清水金物 高卒 /フルタイム 仮設足場事業 社会福祉法人 美里会 ユーアイハウスおがの 大卒 /フルタイム /パート 支援スタッフ /調理スタッフ

昭和工業 株式会社 大卒 /高卒 /フルタイム 事務職 /工事（現場管理） 株式会社 宮前 高卒 /フルタイム 屋根・外壁施工

昭和通運 株式会社 大卒 /フルタイム 総合職 株式会社 武蔵野香料化学研究所 フルタイム 食品香料の製造 /フォークリフト作業者

医療法人 俊仁会 大卒 /高卒 /フルタイム 看護師 /介護士 /社会福祉士 守屋八潮建設 株式会社 大卒 /高卒 /フルタイム 現場代理人 /現場代理人（建築）/現場代理人（土木）/
現場技能員（建築・土木）

ジュウゼン製造 株式会社 大卒 /フルタイム 技術系 /事務系（パソコン入力） 株式会社 矢尾百貨店 大卒 /フルタイム /パート 営業職 /寿司調理 /青果加工 /子供・学生服販売

株式会社 スポフレ 21
スポーツフレンド秩父

大卒/高卒 /フルタイム /パート フロント受付 /フィットネスインストラクター /
スイミングコーチ 株式会社 山口組 大卒 /フルタイム 技術者 /作業従事者

西武観光バス 株式会社 フルタイム 運転士 /事務員 ヤマトセイコー 株式会社 フルタイム /パート 社内　外観検査 /派遣（各種）

株式会社 タイセー 大卒 /フルタイム 開発・設計・技術 /自動旋盤オペレーター 菱光石灰工業 株式会社 フルタイム 総務・人事 /設備管理 /石灰製品製造

株式会社 高橋組 大卒 /高卒 /フルタイム 工事施工管理 /営業 /工事管理 株式会社 和銅鉱泉旅館 大卒/高卒 /フルタイム /パート 接客（フロント係）/接客（客室係）/業務

秩父エレクトロン 株式会社 大卒 /高卒 /フルタイム 製造・検査 /製造技術 /生産管理及び工程管理 ※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。


