９／１４ 草加地域就職面接会 参加事業所・求人一覧
ブース
№

事

業

所

就業場所

職

種

雇用形態

求人番号

廃棄物収集ドライバー助手

正社員

11100-7406421

廃棄物収集運転手

正社員

11100-7407321

1

エスシーエス 株式会社

草加市青柳2-19-10

2

森紙器 株式会社 草加工場

草加市青柳2-11-43

製造スタッフ

正社員

11100-7648821

3

株式会社 珍来総本店

草加市高砂2-7-1

調理補助業務（草加/八潮市）

正社員

11100-7668621

大型ダンプ運転手

正社員

11100-7371621

重機オペレータ

正社員

11100-7372921

土木作業員

正社員

11100-7373121

現場監督

正社員

11100-7374021

焼結部品溶接・焼結炉の操作

正社員

11100-7786821

切削加工（NC/MC等）

正社員

11100-7787221

技能職 品質保証/草加工場

正社員

11100-7788521

技能職 生産技術＜溶接・プレス等＞

正社員

11100-7789421

生産技術＜メカニカルエンジニア＞

正社員

11100-7790921

商工会議所共催・福祉制度推進スタッフ

正社員

11100-7539621

２tLドライバー

正社員

11100-7650621

４t冷蔵ドライバー

正社員

11100-7653021

建築現場監督

パート

11100-7772621

建築現場監督＜契約社員＞

契約社員

11100-7773921

建築現場監督＜要経験者＞

正社員

11100-7774121

草加市栄町3-4-6

賃貸営業職（草加市栄町）

正社員

11100-7812121

草加市氷川町2129-1

賃貸営業職（草加市氷川町）

正社員

11100-7813021

足立区竹の塚6-15-6

賃貸営業職（足立区竹の塚）

正社員

11100-7814721

足立区千住4-9-1

賃貸営業職（足立区北千住）

正社員

11100-7816221

4

5

6
7

8

9

草加建設 株式会社

SMC 株式会社

アクサ生命保険 株式会社 川口営業所 草加分室
株式会社 岡田運輸

株式会社 彩光建設

株式会社 ベストハウジング

草加市長栄1-628-1

草加市稲荷6-19-1

草加市中央2-16-10 1F
草加市長栄3-29-2

足立区綾瀬4-24-13、草加市栄町3-4-3、新宿

10

あいおいニッセイ同和損害保険 株式会社 埼玉支店 越谷支社

越谷市南越谷1-17-2 3F

インシュアランス・プロ・エージェント

インシュアランスプロエージェント社員

11120-6051621

11

株式会社 三和電器

草加市瀬崎3-6-29

電気工事

正社員

11100-7551221

社内SE

正社員

11100-7727721

製造

正社員

11100-7728821

品質管理

正社員

11100-7729221

加工

正社員

11100-7731921

食品の仕分け・梱包〈中根工場〉

パート

11100-7620021

食品の仕分け・梱包〈稲荷工場〉

パート

11100-7621721

食品の仕分け・梱包〈草加工場〉

パート

11100-7622821

箱詰め・検品〈中根工場〉

パート

11100-7625421

箱詰め・検品〈稲荷工場〉

パート

11100-7626321

箱詰め・検品〈草加工場〉

パート

11100-7627621

12

13

アミノ化学工業 株式会社

共立食品工業 株式会社

草加市弁天4-10-12

草加市中根3-14-13〈中根工場〉
草加市稲荷5-13〈稲荷工場〉
草加市八幡町800〈草加工場〉
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№

14

15
16

17

18

19

事

業

所

エムエスシー製造 株式会社

秋北電工 株式会社
亀井機材 株式会社

株式会社 スクワッド

増建工業 株式会社

栄廣電設 株式会社

就業場所

職

雇用形態

求人番号

金属切断加工機械製造（未経験者）

正社員

11100-7795221

金属切断加工機械製造（経験者）

正社員

11100-7796521

機械設計技術者（未経験者）

正社員

11100-7798321

機械設計技術者（経験者）

正社員

11100-7799621

電気工事士/施工管理スタッフ

正社員

11100-7580121

機械修理工

正社員

11100-7459621

機械設計

正社員

11100-7460021

八潮市木曾根1520-8

（請）警備業（埼玉県八潮市）

準社員

11100-7400121

草加市稲荷1-11-1

（請）警備業（埼玉県草加市）

準社員

11100-7402721

草加市高砂1-3-5

（請）警備業（埼玉県草加市）

準社員

11100-7404221

八潮市南川崎822

（請）警備業（埼玉県八潮市）

準社員

11100-7405521

サッシ工

正社員

11100-7689821

施工管理

正社員

11100-7690421

電工・弱電工（経験者）

正社員

11100-7682421

電工・弱電工（職長候補）

正社員

11100-7683321

電工・弱電工（見習い）

正社員

11100-7684621

電工・弱電工《60歳以上》

シニア正社員

11100-7685921

八潮市二丁目1076

八潮市大瀬５－１３－１
八潮市二丁目１０６０

八潮市鶴ケ曽根862-3

八潮市浮塚430-1

種

20

株式会社 東彰

八潮市八條２３６－６

米菓製造（草加煎餅）

パート

11100-7615221

21

株式会社 ジェイシーエヌ

八潮市新町１９４－１

ポスティングチームの管理者

契約社員

11100-7472521

22

日科ミクロン 株式会社

三郷市早稲田3-16-5

医療設備機器営業

正社員

11100-7681521

23

株式会社 ユーアイ社

三郷市彦成５－２５５

プラスチック素材製造工

正社員

11100-7391721

営業〈経験者〉【急募】

正社員

11100-7666421

修理・品質保証【急募】

正社員

11100-7667321

工場内スタッフ

フルタイムパート

11100-7545421

工場内スタッフ

正社員

11100-7546321

工場内軽作業

パート

11100-7547621

児童発達支援管理責任者

正社員

11100-7693921

保育士

正社員

11100-7694121

24

25

合同会社 WSPTジャパン

株式会社 白興 三郷工場

三郷市三郷1-20-18

三郷市市助126-2

26

株式会社 千代田
「ブロッサムジュニア 三郷教室」

三郷市早稲田1-17-15

27

小松川化工機 株式会社 三郷工場

三郷市高州2-87

機械工・溶接工・製缶工（三郷/成田）

正社員

11100-7538321

28

大東建託 株式会社 三郷支店

三郷市中央3-4-11ｸﾞﾗﾝｱﾍﾞﾆｭｰⅠ1階

営業職

正社員

11100-7692621

税務・会計事務

正社員

11100-7381121

税務会計業務補助

パート

11100-7384821

電気工事士【急募】

正社員

11100-7509821

29

税理士法人C＆C

三郷市鷹野1-340

30

株式会社 TSC

三郷市戸ヶ崎2-324-1
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