
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

医療法人　俊仁会 大卒等 /フルタイム　　　♥★ リハビリ（PT , OT , ST)/ 社会福祉士 /看護師 /介護士

守屋八潮建設　株式会社 大卒等 /高卒 /フルタイム
建築現場代理人アシスタント /土木現場代理人アシスタント /建築・土木現場
代理人 /建築・土木現場代理人アシスタント /建築・土木現場作業員 /建設事務

東都埼玉カントリー倶楽部 高卒 /パート コース管理 /レストランホール /厨房調理補助

株式会社　アラコウ 大卒等 /高卒 /フルタイム　♥ 検査・他 /工場内作業者

株式会社　丸山工務店 高卒 ショールームアドバイザー

株式会社　タイセー 大卒等 /高卒 /フルタイム　♥
開発・設計・技術 /製造・技術職 /製造・検査・組立 /
自動旋盤オペレーター

株式会社　山﨑工務店 大卒等 /高卒 /フルタイム　 ♥★ 現場代理人 /土木作業員 /現場代理人アシスタント

青梅トーヨー住器　株式会社 フルタイム 営業職

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 フロント /ウエイター

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

株式会社　秩父富士 フルタイム 技術・技能

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

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

鹿人コンクリート工業　株式会社 フルタイム /パート 製造

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　　　♥★ フロント予約 /客室清掃 /サービス /ホテル業務全般

石川電気　株式会社 フルタイム /パート　　　　♥ 機械オペレーター /組立

株式会社　アグリカルチャーセンター パート　　　　　　　　　　♥ 事務職 /技能職

秩父商工会議所 パート 事務

秩父石灰工業　株式会社 高卒 /フルタイム 電気作業員 /大型運転手

株式会社　むさしの フルタイム /パート　　　　♥ サービス

有限会社　アサミ精工 大卒等 /フルタイム　　　　♥ 機械部品加工 /NC旋盤加工

有限会社　駒商会 大卒等 /高卒 /フルタイム　　 ♥ 営業

社会福祉法人　秩父正峰会 高卒 /パート 介護員 /看護員

株式会社　日新テクノ フルタイム 現場監督 /現場作業員

ヤマトセイコー　株式会社 パート　　　　　　　　　　♥ 社内 外観検査

株式会社　二ノ宮製作所 大卒等 /高卒 /フルタイム 製造エンジニア /金属塗装 /溶接技能工

社会福祉法人　長瀞福祉会 大卒等 /高卒／フルタイム /パート ♥★ 介護職 /相談員職

株式会社　秩父源流水 大卒等 /高卒／フルタイム /パート ♥★ 製造 /事務

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

フネンアクロス　株式会社 高卒 製造

障害者支援施設　カーサ・ミナノ 大卒等 /高卒 /フルタイム /パート ♥ 生活支援員

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

社会福祉法人 秩父福祉会 白砂恵慈園・永田屋 大卒等 /高卒／フルタイム /パート　♥ 介護スタッフ

サン電子工業　株式会社 フルタイム 生産管理

株式会社　ノオミ 大卒等 /フルタイム /パート　★ 販売

松本興産　株式会社 フルタイム /パート　　　　♥ NC旋盤オペレーター /製品検査 /洗浄 /製造補助 /
検査（自動機の監視・操作）

特別支援学校　光の村秩父自然学園 フルタイム /パート　　　♥★ 調理員 /寄宿舎指導員 /特別支援学校教諭 /
技術指導員（製パン）

株式会社　武蔵野香料化学研究所 フルタイム 施設設備の管理保守

公益社団法人　長瀞町シルバー人材センター フルタイム /パート 事務

株式会社　サンセイ 大卒等 /高卒 /フルタイム
土木施工管理技士（候補）/地質調査技師（候補）/
建設工事（土木）の施工管理 /建設工事（土木）の現場作業

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

西武秩父駅前温泉　祭の湯 フルタイム /パート フードコート・売店

共和電機　株式会社 大卒等 /高卒 /フルタイム 電気設備工事 /空調設備工事 /現場管理 /
自動制御設備工事 /パソコン技師

株式会社　和銅鉱泉旅館 高卒 /パート　　　　　♥★ 接客（ルーム係）/調理補助/業務（バックヤード係）

株式会社　田口製作所 フルタイム 機械オペレーター /溶接工

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

昭和通運　株式会社 大卒等 /フルタイム 総合職 /運転手

株式会社　埼玉富士 /株式会社　堤自動車工作所 大卒等 /高卒／フルタイム /パート　♥ 開発設計 /営業 /電気電子組立 /技術 /整備士

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

株式会社　岩田組 高卒 /フルタイム　　　　 ★ 施工管理 /作業員

秩父電子　株式会社 /秩父エレクトロン　株式会社 大卒等 /高卒 /フルタイム /パート 製造 /製造補助 /製造・検査 /生産管理及び工程管理

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

株式会社　秀耕舎（訪問看護ステーションまほら秩父） 大卒等 /フルタイム /パート　♥ 正看護師 /（医療）事務

株式会社　ＴＪＭデザイン フルタイム 安全帯製造 /コンベックスの製造

株式会社　スポフレ 21 高卒 /パート
スイミングコーチ /フィットネストレーナー /
フロント受付

株式会社　斎藤組 大卒等 /フルタイム　　　　♥ 土木技術者 /現場代理人

株式会社　フクシア フルタイム /パート　　　♥★ 介護職

株式会社　リテラ フルタイム
品質管理 /購買事務 /金型保全 /鋳造作業 /システム管理 /
生産管理 /仕上加工作業 /出荷管理 /機械加工オペレーター

株式会社　シバサキ フルタイム 生産スタッフ /事務スタッフ

丸三証券　株式会社　秩父支店 大卒等 営業職

株式会社　アムスハウス 大卒等 /高卒／フルタイム /パート　♥ ラフティングガイド /受付事務

ちちぶ農業協同組合 大卒等 /高卒 事務・現業

株式会社　ちちぶ観光機構 フルタイム /パート　　　　★ 接客（コンビニ）/施設管理運営 /厨房 /施設内清掃

「令和3年度　第4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

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、手指消毒・マスクの着用をお願いします。 移住に関するご相談は、各市町の相談窓口まで
お気軽にお問い合わせください。


