
午後の部 14：00 ～ 16：00
会 社 名 求人対象求人対象 予定求人職種

株式会社　高橋組 大卒等 /高卒 /フルタイム　★ 工事施工管理 /工事管理

秩父エレクトロン　株式会社 大卒等 /フルタイム 製造検査 /生産管理及び工程管理

社会福祉法人　秩父市社会福祉事業団 大卒等 /フルタイム /パート ♥★ 介護職 /相談職 /保育士

社会福祉法人　秩父正峰会 高卒 /フルタイム /パート 介護職 /調理職 /看護職

秩父石灰工業　株式会社 大卒等 /高卒 電気設備の設計・施工・保守

秩父電子　株式会社 大卒等 /フルタイム /パート 生産工程の職業

ちちぶ農業協同組合 大卒等 /高卒 /パート　★ 事務・現業 /農産物直売所

株式会社　ＴＪＭデザイン フルタイム 製造

株式会社　トウ・プラス 大卒等 /高卒 /フルタイム /パート 製造 /品質管理 /検査・組立

株式会社　東洋精工 大卒等 /高卒 /フルタイム /パート ♥ マシンオペレーター /検査員

トヨタカローラ新埼玉　株式会社 大卒等 /フルタイム 新車営業スタッフ /サービススタッフ

株式会社　ナチュラルファームシティ農園ホテル 大卒等 /高卒 /フルタイム /パート フロント /レストラン

ニッケイインスツルメンツ　株式会社 大卒等 /高卒 /フルタイム ♥★ 生産管理 /技術職 /製造担当

株式会社　ノオミ 大卒等 /フルタイム 販売

株式会社　フクシア 大卒等 /フルタイム /パート ♥★ 介護職

丸三証券　株式会社　秩父支店 大卒等 営業職

株式会社　丸山工務店 高卒 /フルタイム リフォームや新築等の提案プランナー /
営業・現場管理・積算

社会福祉法人　美里会　ユーアイハウスおがの 高卒 /フルタイム /パート ♥★ 生活支援員 /調理員

社会福祉法人　みなの福祉会 大卒等 /高卒 /パート　♥★ 介護職員 /看護職員

守屋八潮建設　株式会社 大卒等 /高卒 /フルタイム 建築・土木、現場代理人 /同（アシスタント）/
現場作業員 /運転手

株式会社　矢尾百貨店 大卒等 /フルタイム 営業職 /家電接客販売

株式会社　山口組 大卒等 /高卒 /フルタイム 現場代理人 /現場作業員

ヤマトセイコー　株式会社 フルタイム /パート　♥ 製造業（組立て・検査）/製造業（外観検査）

菱光石灰工業　株式会社 大卒等 /高卒 /フルタイム 営業 /総務人事 /設備

株式会社　和銅鉱泉旅館 高卒 /フルタイム フロント係 /業務係 /接客係

午前の部 10：00 ～ 12：00
会 社 名 求人対象求人対象 予定求人職種

アクサ生命保険　株式会社　埼玉北営業所 フルタイム　♥ 営業

株式会社　アグリカルチャーセンター パート　♥★ きのこ生産補助

有限会社　アサミ精工 大卒等 /フルタイム /パート ♥ 機械部品加工 /機械部品加工補助・検査

株式会社　アシスト 大卒等 /フルタイム 総合職

株式会社　アラコウ 大卒等 /高卒 /フルタイム 製造課 /検査課 /工場作業者

いこいの村ヘリテイジ美の山 フルタイム /パート　★ フロント業務 /フロント・予約

石川電気　株式会社 フルタイム /パート 電線機械オペレーター /組立て

株式会社　岩田組 高卒 /フルタイム　★ 施工管理 /現場作業員

株式会社　ウッディーコイケ 高卒 /フルタイム 機械オペレーター

大曽根商事　株式会社 フルタイム /パート 健康食品の製造

社会福祉法人　小鹿野福祉会 大卒等 /高卒 /フルタイム ♥★ 介護職員 /看護職員 /生活相談員

株式会社　オプナス フルタイム /パート　♥ 組立

社会福祉法人　カナの会　障害者支援施設カーサ・ミナノ 大卒等 /高卒 /パート　♥ 生活支援員

共和電機　株式会社 高卒 /フルタイム
電気設備工事、空調設備工事及び現場管理 /
電気設備工事 /現場管理他

有限会社　駒商会 高卒 /フルタイム 営業

埼玉機器　株式会社　秩父製造所 大卒等 /高卒 技術職 /技能職

株式会社　埼玉富士 大卒等 /フルタイム /パート
開発設計 /営業 /製造 /各種オペレーター /FA組立 /
電気電子部品組立

三扇機工　株式会社 大卒等 /高卒 総合（営業・事務・技術）

株式会社　シー・ティ・ケー フルタイム 製造（ケーブル加工）

鹿人コンクリート工業　株式会社 フルタイム　♥ 製造業

株式会社　清水金物 高卒 /フルタイム 配達・販売・接客・営業

ジュウゼン製造　株式会社 大卒等 /高卒 /フルタイム 商品開発 /機械オペレーター /生産管理

医療法人　俊仁会 大卒等 /フルタイム　♥★ 看護師/リハビリ/介護士 /ソーシャルワーカー

昭和通運　株式会社 大卒等 /フルタイム 総合職（営業・事務）

「令和3年度　第2回就職面接会」参加企業一覧　※新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため二部制となります。
♥…子育て歓迎　★…シニア歓迎 ♥…子育て歓迎　★…シニア歓迎

● 当面接会は二部制および予約制です。（※ 当日参加も可能ですが、予約者が優先となります。）
● マスクの着用をお願いします。（待合場所等を含む）
● 会場出入口に消毒液を設置しますので、手指消毒をお願いします。
● 会場入口にて、検温を実施します。発熱等の症状がある場合には、参加をご遠慮いただく場合があります。
　 また、発熱・咳・全身痛等の自覚症状がある場合には、参加をお控えください。
● 基礎疾患のある方、妊婦の方は事前にご相談ください。
● 密を避けるため、各ブースの間隔をあけ、事業所担当者は 1 人となっております。
● 午前と午後の入れ替え制となりますので、使用する机や椅子、消耗品等の消毒を行います。
● 面接会に参加される場合は、当日受付にて、上記の内容につきまして、同意書の記入をお願いしております。
● 最新の感染状況により、やむを得ず中止となる場合がございます。

～就職面接会に参加される皆様へ～ 新型コロナウイルス感染拡大防止対策について

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、様々な対策を行っておりますので、ご理解・ご協力の程お願いします。

■ 秩父市  （移住相談センター ☎ 0494-26-7946） ■ 長瀞町 （企画財政課 ☎ 0494-66-3111）

■ 横瀬町  （まち経営課 ☎ 0494-25-0112） ■ 小鹿野町 （総合政策課 ☎ 0494-75-1238）

■ 皆野町 （みらい創造課 ☎ 0494-26-7334）

移住に関するご相談をお受けしています

各市町の相談窓口までお気軽にお問い合わせください。


