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草加駅前交番

問合せ先 草加商工会議所　ＴＥＬ０４８－９２８－８１１１　担当　森
ハローワーク草加　ＴＥＬ０４８－９３１－６１１１　求職担当

会　　場 アコスホール 草加市高砂２－７－１　アコス南館７階
（駐車場は有料です。公共交通機関をご利用ください。）

主催：草加商工会議所、草加市、ハローワーク草加、草加地区雇用対策協議会、八潮市、八潮市商工会、三郷市、三郷市商工会

平成30年度
歳末就職面接会

就職応援
キャンペーン

■予約不要です、直接お越しください。
■複数の企業と面接できますので、履歴書を複数ご用意ください。
■ご来場の際、求職受付票（ハローワークカード）をお持ちください。
■求職受付票（ハローワークカード）が無い方も参加可能です。
■雇用保険受給中の方は失業認定の「求職活動」になります。
　（参加証明書を当日発行します。）

お仕事をお探しの方
（新規高等学校卒業予定者を除く）

対 象32社（予定）
草加・八潮・三郷市内の企業

参加企業

今年最後の面接会で就職を決めよう！

草加駅より
徒歩1分

1212 1212開催日時

平成30年平成30年 水月月 日日
１3時3０分～16時（受付：13時～15時30分）

ITZQUA
テキストボックス
求人情報
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ITZQUA
ノート注釈
ITZQUA : Unmarked

ITZQUA
テキストボックス
34

ITZQUA
テキストボックス
相談のみでも参加可能です。お気軽にご参加ください。



ブース
番号

企　　　業　　　名 就　業　場　所 職　　　　　　種
雇用
形態

求　人　番　号

廃棄物収集運転手 正社員 11100-11155781

廃棄物収集ドライバー助手 正社員 11100-11156881

経理・総務 正社員 11100-11144981

製造スタッフ 正社員 11100-11143681

八潮市八條1512-1 製麺作業及び配送 正社員 11100-11150381

草加市高砂2-11-10 接客サービス パート 11100-11151681

4 ㈱ウェル 草加市青柳2-18-40 一般事務員 パート 11100-11142381

２ｔＬ平配送ドライバー（建材配送） 正社員 11100-11152981

２ｔ・４ｔＬ冷蔵ドライバー 正社員 11100-11192681

２ｔＬ平配送ドライバー（塗料配送） 正社員 11100-11154481 

6 アクサ生命保険㈱ 草加市中央2丁目16-10 商工会議所共済・福祉制度推進スタッフ 正社員 11100-11067481

サービス提供責任者 正社員 11100-11000481

福祉用具専門相談員 正社員 11100-10997181

8 祐工商事㈱ 草加市弁天5-34-9 営業 正社員 11100-10980081

9 ㈲高中板金工業 草加市長栄4-11-10 建築板金工 正社員 11100-11077781 

左官工（未経験者） 契約 11100-11001781

左官工（経験者） 契約 11100-10993481

日本製紙物流㈱ 草加市松江4-3-39 倉庫での荷役作業 正社員 11100-11149281

エスピー運輸関東㈱ 草加市青柳２丁目２－３０ １５ｔ大型トラック乗務員 正社員 11100-11157281

12 ㈱桜組 草加市氷川町397　Ⅰ-204 職人・金物工 正社員 11100-11139881 

ラジアルボール盤工 正社員 11100-11011281

門形マシニングセンタ担当 正社員 11100-11010881

製造担当≪経験者≫ 正社員 11100-11009581

製造担当≪未経験者≫ 正社員 11100-11008981

14 ㈲管材運輸 八潮市茜町1-2-25 貨物自動車のドライバー（２ｔ） 正社員 11100-11007681 

板金加工 正社員 11100-11224981 

機械加工 正社員 11100-11225581 

研磨工 正社員 11100-11187581

営業事務 正社員 11100-11170481

営業事務 パート 11100-11169681

茨城県稲敷市江戸崎小角甲4593-1 工場長 正社員 11100-11185681 

17 城北食糧運送㈱ 八潮市大字浮塚259-1 運転員（３ｔ～４ｔ） 正社員 11100-11066581

18 増建工業㈱ 八潮市鶴ヶ曽根862-3 サッシ工 正社員 11100-11090981

溶接工（経験者） 正社員 11100-11146481

溶接工（未経験者） 正社員 11100-11147781

板金工・プレス工（鋼材・線材加工） 正社員 11100-11145581

工場内作業 正社員 11100-11148881

7 マーヤケアセンター㈲ 草加市柳島町199-11

「歳末就職面接会」参加企業一覧

１2月１2日（水）　アコスホール　

1 エスシーエス㈱ 草加市青柳2-19-10

2 森紙器㈱ 草加市青柳2-11-43

3 ㈱珍来総本店

5 ㈱岡田運輸 草加市長栄3-29-2

10 ㈱沙官弥 草加市八幡町466-12

11

13 エムエスシー製造㈱ 八潮市二丁目1076

15 ㈲寿山工業 八潮市二丁目949-2

16 ㈲中村金属工業
八潮市木曽根1247-1

19 ㈱小川製作所 八潮市柳之宮300
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「歳末就職面接会」参加企業一覧

１2月１2日（水）　アコスホール　

集配ドライバー（２ｔ・４ｔ） 正社員 11100-11197881

大型１０ｔ運転手（長距離運行） 正社員 11100-11196781 

三郷市彦成1-1 住宅リフォームプランナー 正社員 11100-11061181

三郷市ピアラシティ2丁目6-1 住宅・不動産営業 正社員 11100-11059481

22 白石運輸㈱ 三郷市早稲田8-31-15 運転手（２ｔ、４ｔ） 正社員 11100-11082981

路線バス運転士【急募】 正社員 11100-11083581

送迎バス運転士 パート 11100-11084481

介護職員（グループホーム） 正社員 11100-11129481

介護職員（グループホーム）パート パート 11100-11130281

調理スタッフ パート 11100-11133381

水道配管工 正社員 11100-10950981

土木・管工事施工管理者 正社員 11100-10947281

事務全般 正社員 11100-11230381

営業 正社員 11100-11231681 

ユンボオペレーター 正社員 11100-11229281 

作業員（仕分業務） 正社員 11100-11228881

集配及び仕分け作業 正社員 11100-11227781

自動旋盤工 正社員 11100-11194581

工場内補助作業 正社員 11100-11195481

28 エス・ケイ・エンジニアリング㈱ 三郷市戸ヶ崎4-410 送電技術職（架線工事） 正社員 11100-10984581

ホールサービス・調理スタッフ 正社員 11100-11088181

ホールサービス・調理スタッフ パート 11100-11089081

空調設備現場スタッフ 正社員 11100-11201881

現場管理業務 正社員 11100-11200781

営業 正社員 11100-11167081

印刷オペレーター 正社員 11100-11183081

医療機器営業（一般職） 正社員 11100-11206681 

医療機器営業（総合職） 正社員 11100-11203181

医療機器製造要員（総合職） 正社員 11100-11276781

医療機器製造要員（一般職） 正社員 11100-11278281 

医療機器開発技術者（総合職） 正社員 11100-11280681

製造業務（マシニングセンター） 正社員 11100-11432681

部品の組み立て作業 パート 11100-11433981

三郷市高洲4-61-1 製造業務（ＮＣ旋盤） 正社員 11100-11431381

24
㈱あすなろホーム
あすなろホーム三郷

三郷市新和4-545-2

20 第一貨物㈱八潮支店 八潮市大字木曽根1310

21 松井産業㈱

23 マイスカイ交通㈱ 吉川市三輪野江2018-1

25 ㈱アクセス 三郷市彦倉824-1

26 ㈱三栄興業 三郷市上口２－４４－１

27 ㈱山口製作所 三郷市新和4-459-5

29 イタリア食堂　ｎｏｎｏ 三郷市ピアラシティ2-8-7

30 県西冷熱工業㈱ 三郷市新和4-463

31 ㈱渡林 三郷市高洲2-227-1

32 日科ミクロン㈱ 三郷市早稲田3-16-5

33 ㈲浜製作所
三郷市戸ヶ崎2-363-1


