
１．会社情報

ブース番号 1-1 求人区分 78

業　種

徒歩 分

円 設立

全社 名 男女別

平均年齢 歳

FAX番号

人数

20

人数

5

人数

5

①90
②60 分 20 時間

週休二日制 あり 年間休日 120 日

月　給 195,000円 ～ 205,000円

あり 年間 昇給 あり 5 月

毎月 末 日 支払日 毎月 10 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 あり 60歳 勤務延長 再 雇 用 あり 退職金制度 あり

試用期間 あり 期　 　間 6ヶ月

試用期間中の労働条件変更 なし （ありの場合： 　　　）

通勤手当 上限 なし 円まで
特記事項等

2回

住宅補助、社員旅行、資格取得補助、健康診断、リフレッシュ休暇年5日、夏季休暇5日
年末年始休暇6日

※通勤費：営業職は定期的に支払われる手当（車輌手当）として、毎月40,000円支給

基本給

定期的に支払われる手当 40,000 円 0 円 0 円
固定残業代 0 円

計 205,000 円 195,000～ 205,000 円 195,000 ～ 205,000 円
・資格手当（宅地建物取引士）10,000円　・家族手当（一人当たり）10,000円

設計職

165,000 円 195,000 ～ 205,000 円 195,000 ～ 205,000 円

0 円 0 円

休憩時間

①火・水曜　②水曜・他一日

職種 住宅営業職 施工管理職

お客様のご希望を伺い、それを基に注文住宅の設計図を作成していきます。

間取り・デザイン・仕様をお客様・施工管理担当者とも相談しながら、最適な

提案をする仕事です。

② 9：00～18：00

時間外労働月平均

※備考：①住宅営業職　②施工管理職・設計職

施工管理職 お客様・営業・設計士とともに家づくりについて話し合い、安全に充分配慮し

ながら実際の工事の進捗管理を行います。

現場でのお客様との立会いや、業者様との打合せをします。

学歴・必要なスキル・資格

普通自動車免許

職　種 仕事内容

建築系学科卒業見込み

設計職

学歴・必要なスキル・資格

３．採用条件

勤務時間

① 10：00～19：30

備　　考

休日　

賃金形態

その他手当

賞与

給与締切日

社会保険

福利厚生・その他制度

事業内容・特徴など
■不動販売事業
■住宅建築請負事業

モデルルームの見学にいらっしゃったお客様の接客・提案を基軸に「住まい作

りの夢」の実現をサポートしていく仕事です。

分譲住宅の販売から、注文住宅の提案まで幅広くお客様のご要望にお応えしま

す。

仕事内容

２．募集職種

職　種 仕事内容

住宅営業職

学歴・必要なスキル・資格

普通自動車免許

職　種

電話番号 048-553-2272 048-553-2297

採用担当メールアドレス morita@fiveishome.jp

人事部/森田 駿介 37.9

資本金 78,300,000 1979年 2月 16日

従業員数 403 男性：　300名 /　女性：　103名

採用担当窓口

本社所在地 埼玉県行田市持田3丁目2番17号

勤務地 埼玉県行田市持田3丁目2番17号（本社）　その他（埼玉県・群馬県・栃木県・茨城県　各支店）

最寄駅（バス亭） 秩父鉄道　持田駅 10

求人票 ＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学院 ・ 大学 ・ 短大 ・ 専門 ・ 既卒 ・ 留学生 企業ガイド2021�掲載ページ

会社名 株式会社ファイブイズホーム 建設業

mailto:morita@fiveishome.jp


１．会社情報

ブース番号 1-2 求人区分 172

業　種

徒歩

円 設立

全社 名 男女別

平均年齢 歳

FAX番号

人数

各3名

人数

1名

人数

3名

60 分 7 時間

週休二日制 あり 年間休日 107 日

月　給 177,000　円 ～ 210,000　円

あり 年間 昇給 あり 4 月

毎月 20 日 支払日 毎月 末 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 あり 60歳 勤務延長 あり 再 雇 用 あり 退職金制度 あり

試用期間 あり 期　 間 3ヶ月間

試用期間中の労働条件変更 なし （ありの場合： 　　　）

通勤手当 上限 なし 円まで
特記事項等

2回

制服貸与、有給休暇（入社6ヶ月後、10日付与）、慶弔休暇、産休・育児休暇、健
康診断

※営業手当は見込残業22時間を含む

基本給

定期的に支払われる手当 15,000 円 15,000 円 30,000 円
固定残業代 円

計 177,000 ～ 182,000 円 178,000 ～ 188,000 円 200,000 ～ 210,000 円
・皆勤手当：8,000円/月　・資格手当：1つの資格ごとに1,000円～4,000円を毎月支給（規定に準ずる）・役職手当　etc

④営業
162,000 ～ 167,000 円 163,000 ～ 173,000 円 170,000 ～ 180,000 円

円 円

休憩時間

日、祝日、その他（当社カレンダーによる）

職種 ①製造　②物流 ③設計

当社製品の販売及び、販路拡大のための営業活動。

営業エリアは配属先により異なります。

主に関東県内の既存顧客や新規開拓を行います。

埼玉営業所での研修後、配属先を決定いたします。

9：00～18：00

時間外労働月平均

※備考：　②物流  9：00～18：00

③設計 CAD（Auto-cad、ソリッドワークス等）による商品の製図・設計。
当社新製品（卓上コンロ、調理器具、サーバー、etc）の開発イメージから設計
を行っていただきます。

学歴・必要なスキル・資格

CAD資格または経験があれば尚可

職　種 仕事内容

普通自動車運転免許取得予定者（AT限定可）

④営業
学歴・必要なスキル・資格

３．採用条件

勤務時間

8：30～17：30

備　　考

休日　

賃金形態

その他手当

賞与

給与締切日

社会保険

福利厚生・その他制度

事業内容・特徴など
固形燃料、カセットコンロ、カセットボンベ、洗剤、清涼飲料水、小型エンジン、その他日

用雑貨等の製造及び販売。

創業以来、特色あるオンリーワン企業として、順調に業績を伸ばしてきております。

①製造
上尾事業所：固形燃料、保温用液体燃料、カセットボンベを燃料とする家庭用小型エンジンなどの製造。

久喜事業所：カセットボンベの製造。

②物流
ピッキングや商品の仕分け作業・出荷・入荷作業・在庫管理等を行います。

仕事内容

２．募集職種

職　種 仕事内容

①製造　②物流
学歴・必要なスキル・資格

不問

職　種

電話番号 048-726-5421 048-726-0740

採用担当メールアドレス nitinen.jinji@nitinen.co.jp

西守　伸也 37.3

資本金 499,000,000 昭和59年 3月 3日

従業員数 199 男性：　128名　/　女性：　71名

採用担当窓口

本社所在地 埼玉県上尾市領家57-1

勤務地
本社・上尾事業所・埼玉営業所 ： 埼玉県上尾市領家57-1
久喜事業所・物流センター ： 埼玉県久喜市河原井町10-2

最寄駅（バス亭）
本社・埼玉営業所：JR高崎線上尾駅より東武バスで
「西上尾車庫」

本社・埼玉営業所：15分
久喜事業所・物流センター：25分

求人票 ＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学院 ・ 大学 ・ 短大 ・ 専門 ・ 既卒 企業ガイド2021�掲載ページ

会社名 株式会社　ニチネン 製造業

mailto:nitinen.jinji@nitinen.co.jp


１．会社情報

ブース番号 1-3 求人区分 401

業　種

徒歩 分

円 設立

全社 名 男女別

平均年齢 歳

FAX番号

人数

15

人数

5

人数

15

60 分 15 時間

週休二日制 あり 年間休日 105 日
月　給 180,000円 ～ 216,700円

あり 年間 昇給 あり 4 月

毎月 末 日 支払日 毎月 25 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 あり 勤務延長 あり 再 雇 用 あり 退職金制度 あり

試用期間 あり 期　 　間 6か月

試用期間中の労働条件変更 なし （ありの場合： 　　　）

通勤手当 上限 あり 100,000 円まで
特記事項等

2か月

従業員割引制度、社員報奨旅行

基本給

定期的に支払われる手当 円 円 5,000～7,000円
固定残業代 円

計 187,000～216,700円 180,000～200,000円 192,000～205,000円
保険インセンティブ

メカニック

187,000～216,700円 180,000～200,000円 187,000～198,000

円 円

休憩時間

火曜定休他シフト制

職種 営業 受付

お客様の立場で安心のサービス対応

お車のご購入後も、お客様に安心してお乗りいただくために、車検・

点検・一般整備等のアフターサービスを行っています。

時間外労働月平均

※備考：時間外労働平均は営業です。受付はほぼございません。メカニックは20時間程度です。

受付 当店にお越しくださるお客様のご案内です。

お出迎え：ドアを開けて差し上げます。�誘導：ご用件を伺い、席へお
通しします。�呈茶：担当者が来るまでおくつろぎいただけるよう、お
茶・コーヒー・お茶請けなどをお出ししてください

学歴・必要なスキル・資格

普通自動車運転免許

職　種 仕事内容

整備士資格3級以上

メカニック

学歴・必要なスキル・資格

３．採用条件

勤務時間

① 10：00～19：00

備　　考

休日　

賃金形態

その他手当

賞与

給与締切日

社会保険

福利厚生・その他制度

事業内容・特徴など

ドイツのプレミアムブランド・アウディ、コストパフォーマンスと性能に定評のあるフォルクスワーゲン。
私達は、この2つの高級ブランドの正規ディーラーです。また、北海道で30年以上の実績をもつ（株）北海道
ブブのグループとして、同社が販売する12ブランド（フェラーリ、マセラティ、ジャガー、ランドローバー他）も
扱っています。
多くのお客様に喜んでいただくために、地域に密着した店舗づくりを行い、成長中です。

私たちが正規ディーラーとして扱っているアウディ、フォルクスワーゲンの販売営業を担当してい

ただきます。メインとなる営業スタイルは、ショールームにご来店されたお客様への新車のご案

内。お客様は名だたる名車の価値を知る医師、弁護士、企業経営者といった方々。一流のお客様へ

の対応を通して自分自身も磨かれていきます。購入後のアフターフォロー（定期点検、車検のご案

内、新車の入荷案内）なども大切な仕事です。

仕事内容

２．募集職種

職　種 仕事内容

営業

学歴・必要なスキル・資格

普通自動車運転免許

職　種

電話番号 03-6263-2704 03-6263-2714

採用担当メールアドレス jinji-kt@bubu-iss.com

総務人事／大西 35

資本金 30,000,000 2001年　12月

従業員数 235 男性：　182名　/　女性：　53名

採用担当窓口

本社所在地 埼玉県蓮田市西新宿5丁目147番地

勤務地 フォルクスワーゲン蓮田・川越・春日部、アウディ所沢・川越・さいたま・さいたま新都心・浦和美園

最寄駅（バス亭）

求人票 ＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学院 ・ 大学 ・ 短大 ・ 専門 ・ 既卒 ・ 留学生 企業ガイド2021�掲載ページ

会社名 株式会社ＭＩＤ 輸入車ディーラー

mailto:jinji-kt@bubu-iss.com


１．会社情報

ブース番号 1-4 求人区分 215

業　種

徒歩 分

円 設立

全社 名 男女別

平均年齢 歳

FAX番号

人数

3

人数

2

人数

2

60 分 12 時間

週休二日制 毎週 年間休日 120 日

月　給 185,000円 ～ 215,200円

あり 年間 昇給 あり 4 月

毎月 末 日 支払日 毎月 21 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 あり 60歳勤務延長 なし 再 雇 用 あり 退職金制度 あり

試用期間 あり 期　 　間

試用期間中の労働条件変更 なし （ありの場合： 　　　）
通勤手当 上限 あり 55,000 円まで
特記事項等

求人票 ＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学院 ・ 大学 ・  専門 企業ガイド2021�掲載ページ

会社名 公益財団法人　埼玉県下水道公社 上下水道

本社所在地 埼玉県さいたま市桜区田島7-2-23

勤務地 さいたま市、戸田市、桶川市、和光市、三郷市、久喜市

最寄駅（バス亭）

総務課　茂木 42.5

資本金 110,060,000 1979年　2月

従業員数 121 男性：116名　/　女性：　5名

採用担当窓口

電話番号 048-838-8585 048-838-8589

採用担当メールアドレス saiyo@saitama-swg.or.jp

事業内容・特徴など
・下水道は住民の暮らしを支える重要なインフラです。当社は県の代行機関と
して２４時間３６５日絶え間なく流域下水道サービスを提供する使命を与えられ
て　おり、非常にやりがいのある仕事です。

・電気設備の運転管理・監督業務

・電気設備の修繕の設計・監督業務

・薬品及び燃料等の発注・在庫管理業務

・普及啓発業務（施設見学会や各種イベント等）

仕事内容

２．募集職種

職　種 仕事内容

電気職

学歴・必要なスキル・資格

職　種

備　　考

休日　

賃金形態

その他手当

賞与

給与締切日

社会保険

福利厚生・その他制度

休憩時間

機械職 ・機械設備の運転管理・監督業務

・機械設備の修繕の設計・監督業務

・薬品及び燃料等の発注・在庫管理業務

・普及啓発業務（施設見学会や各種イベント等）

学歴・必要なスキル・資格

職　種 仕事内容

～ 215,200 円

・流域下水道の維持管理運営事業

・流域下水道施設改築事業 ・再生水事業

・市町等への技術的支援事業 ・普及啓発事業

時間外労働月平均

※備考：

学歴により変動

基本給 185,000 円

化学職

学歴・必要なスキル・資格

３．採用条件

勤務時間

① 8：30～17：15

定期的に支払われる手当 0 円 ～ 0 円
0 円 ～ 0 円

財形制度有

固定残業代

計 185,000 円 ～ 215,200 円
扶養手当、住居手当、通勤手当

2回（6月、12月）

mailto:saiyo@saitama-swg.or.jp


１．会社情報

ブース番号 1-5 求人区分 256

業　種

徒歩 分

円 設立

全社 名 男女別

平均年齢 歳

FAX番号

人数

4名

人数

人数

60 分 20 時間

週休二日制 毎週 年間休日 120 日

月　給 　　　円 ～ 円

あり 年間 昇給 あり 月

毎月 15 日 支払日 毎月 25 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 あり 60歳勤務延長 なし 再 雇 用 あり 退職金制度 あり

試用期間 あり 期　  　間 6ヶ月

試用期間中の労働条件変更 （ありの場合： 　　　）
通勤手当 上限 あり 150,000 円まで
特記事項等

固定残業代 なし

計 170，480円 ～ 190,480 円
無事故手当は、1か月無事故の場合に月額2万円支給します。

4ヶ月

免許取得費用の貸付金制度あり（自己負担なし）、独身寮あり（借り上

げ住宅を利用　自己負担なし）

休憩時間

～ 40,000 円

職種

基本給 150,480 円
定期的に支払われる手当 20,000 円

② 12：00～20：30

時間外労働月平均

※備考：

学歴・必要なスキル・資格

職　種 仕事内容

学歴・必要なスキル・資格

３．採用条件

勤務時間

① 6：30～15：00

備　　考

休日　

賃金形態

その他手当

賞与

給与締切日

社会保険

福利厚生・その他制度

事業内容・特徴など

・配送業

生活クラブ連合会の物流事業全般、食品輸送 (冷凍・冷蔵・常温)
・受注納品代行業務

生活クラブ連合会提携生産者向けの受注納品代行業務

・整備事業

大型車・大型特殊自動車・普通車など、各種自動車の整備及び車検代行業務

生活クラブ生活協同組合の取り扱う食品・雑貨の輸送を大型車・中型車・準中型で行っています。

日本各地の生産者から飯能デリバリーセンターへの集荷業務、デリバリーセンターでピッキングさ

れた消費材を東北から関西まで約65ケ所の生活クラブ配送センターへ、また約30ケ所のデポといわ
れる店舗型施設への納品。積卸作業は、パワーゲートが装備され、また手積みがなくカゴ車を利用

するので、女性でも体力的に楽です。

継続的に配送業務に従事していくだけでなく、十分な経験や努力を重ね、将来的には管理職として

組織のリーダーシップを図っていただきます。

仕事内容

２．募集職種

職　種 仕事内容

配送職

学歴・必要なスキル・資格
・大型免許は入社後に取得可（業務経験を積みながら取得できま

す）

・取得費用の貸付制度有（在籍期間により返済猶予・免除有）

※入社前に取得した免許の取得費用も対象です。

職　種

電話番号 03-5292-3501 03-5292-3737

採用担当メールアドレス takashi.tsukamoto@taiyo-network.co.jp

総務部 46

資本金 400,000,000 1976年　10月��

従業員数 132 男性：120名　/　女性：12名

採用担当窓口

本社所在地 東京都新宿区新宿6-24-20

勤務地 埼玉県飯能市下川崎9

最寄駅（バス亭） JR川越線　武蔵高萩駅 30

求人票 ＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学院 ・ 大学 ・ 短大 ・ 専門 ・ 既卒 ・ 留学生 企業ガイド2021�掲載ページ

会社名 株式会社太陽ネットワーク物流 道路貨物運送業

mailto:takashi.tsukamoto@taiyo-network.co.jp


１．会社情報

ブース番号 1-6 求人区分 233

業　種

徒歩 分

円 設立

全社 名 男女別

平均年齢 歳

FAX番号

人数

50

人数

50

人数

60 分 20 時間

週休二日制 年間休日 110 日

月　給

あり 年間 昇給 あり 年　4 回

毎月 末 日 支払日 毎月 20 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 あり 65歳 勤務延長 あり 再 雇 用 あり 退職金制度 なし

試用期間 なし 期　 　間

試用期間中の労働条件変更 （ありの場合： 　　　）

通勤手当 上限 なし 円まで
特記事項等

27,000円

社員旅行、社内懇親会、健康診断、スマートフォン・iPad貸与、育児・介護休暇　etc

固定残業代

計 210,000円
通勤手当、住宅手当、奨学金手当、家族手当、資格手当、引越手当、役職手当　etc

2回（7月・1月）

基本給 183,000円
定期的に支払われる手当 0円

休憩時間

月9日（2月のみ8日）
210,000円

職種 営業職

② 9:00～18:00

時間外労働月平均

※備考：

営業（コールセンター） お客様へご連絡をし、商品の提案・利用状況の確認を行っていただきます。

営業として一人前になった時には、育成をしていただくスーパーバイザーの業務

を行っていただきます。

学歴・必要なスキル・資格

普通自動車免許（AT限定可）
職　種 仕事内容

学歴・必要なスキル・資格

３．採用条件

勤務時間

① 10:00～19:00

備　　考

休日　

賃金形態

その他手当

賞与

給与締切日

社会保険

福利厚生・その他制度

事業内容・特徴など

営業代行事業、コールセンター事業、保険事業、システム開発事業など多岐に渡る

事業展開をしております。お客様のご要望にお応えする柔軟な体制と「顧客満足」

に特化した事業を展開しております。

お客様宅へ伺い、商品の提案・アフタフォロー活動を行っていただきます。

既存のお客様の営業から新規開拓、多岐に渡る業務を経験していただきます。

仕事内容

２．募集職種

職　種 仕事内容

営業（訪問）

学歴・必要なスキル・資格

普通自動車免許（AT限定可）
職　種

電話番号 048-640-5000 048-646-4710

採用担当メールアドレス sinsotsu-entry＠topline-jp.com

人事課　/　中原 明子 30.32

資本金 50,000,000 2000年　11月

従業員数 151 男性：82名　/　女性：69名

採用担当窓口

本社所在地 埼玉県さいたま市大宮区宮町2-23　イーストゲート大宮ビル

勤務地 本社、北関東営業所（栃木）、中部営業所（名古屋）、神奈川（溝の口）

最寄駅（バス亭） 大宮駅 7

求人票 ＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学院 ・ 大学 企業ガイド2021�掲載ページ

会社名 株式会社トップライン 情報サービス業



１．会社情報

ブース番号 1-7 求人区分 368

業　種

徒歩 分

円 設立

全社 名 男女別

平均年齢 歳

FAX番号

人数

15

人数

人数

60 分 16 時間

週休二日制 あり 年間休日 120 日程度

月　給 ※年齢・職歴等により、加算のうえ支給します。

あり 年間 昇給 あり 4 月

毎月 日 支払日 毎月 21 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 あり 60歳勤務延長 あり 再 雇 用 あり 退職金制度 あり

試用期間 あり 期　 　間

試用期間中の労働条件変更 なし （ありの場合： 　　　）
通勤手当 上限 なし 円まで　※規程に基づき支給
特記事項等

人事評価制度、資格取得支援制度、自己申告制度、

備　　考

休日　

賃金形態

その他手当

賞与

給与締切日

社会保険

福利厚生・その他制度

職種 高校卒（18歳） 短大卒（20歳） 大学卒（22歳）
基本給 156,300 円

学歴・必要なスキル・資格

職　種 仕事内容

年3回（6・12・3月）

時間外労働月平均

※備考：施設により早番・遅番・夜勤等の変則勤務となります。

学歴・必要なスキル・資格

３．採用条件

勤務時間

① 8：30～17：15

休憩時間

週休２日、祝祭日及び年末年始に相当する休日

167,500 円 180,700 円

156,300　円 ～　180,700　円

計 156,300 円 167,500 円 180,700 円
通勤手当、住居手当、扶養手当、時間外勤務手当、変則勤務手当、福祉医療業務手当等

定期的に支払われる手当 0 円 0 円 0円
0 円 0 円 0 円固定残業代

事業内容・特徴など

埼玉県社会福祉事業団は、埼玉県の指定出資法人として昭和47年に設立され、児童養護施設
や障害者支援施設を中心に、県内で11の福祉施設を運営しています。
児童・障害者支援の多様な職種を経験しながら、自身のキャリアアップができる職場です。
未経験から始めた職員も多く活躍しています！！

児童福祉施設、障害者支援施設、障害者スポーツ利用施設などの
社会福祉施設における利用者支援業務

仕事内容

２．募集職種

職　種 仕事内容

支援員・指導員

学歴・必要なスキル・資格

職　種

電話番号 0493-62-9191 0493-61-0152

採用担当メールアドレス saiyou@sswc-gr.jp

管理担当　伊藤・西田 40.10

資本金 10,000,000 1972年 10月

従業員数 950 男性：259名　/ 女性：291名

採用担当窓口

本社所在地 埼玉県比企郡嵐山町古里1848

勤務地 ※ 埼玉県内11カ所ある福祉施設での勤務となります。

最寄駅（バス亭） ー ー

求人票 ＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学院 ・ 大学 ・ 短大 ・ 専門 ・ 既卒 企業ガイド2021�掲載ページ

会社名 社会福祉法人　埼玉県社会福祉事業団 福祉

mailto:saiyou@sswc-gr.jp


１．会社情報

ブース番号 1-8 求人区分 -

業　種

徒歩 分

円 設立

全社 名 男女別

平均年齢 歳

FAX番号

人数

2

人数

2

人数

1

60 分 26 時間

週休二日制 あり 年間休日 111 日

月　給 176,000円 ～ 231,000円

あり 年間 昇給 あり 4 月

毎月 10 日 支払日 毎月 25 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 あり 60歳勤務延長 なし 再 雇 用 あり 退職金制度 あり

試用期間 あり 期　 　間 3ヶ月

試用期間中の労働条件変更 なし （ありの場合： 　　　）
通勤手当 上限 なし 通勤距離(km)×＠700
特記事項等

健康診断、勤続2年目以降 バースデー休暇（1週間）

固定残業代

計 176,000円 ～ 231,000円
子育て学業支援手当　/　資格手当

3.4ヶ月分

定期的に支払われる手当 20,000円 ～ 65,000円
0円 ～ 0円

日 ・ GW ・ 夏季 ・ 年末年始

～ 166,000円

ノギス、マイクロメータ、三次元測定機を使用した製品の測定検査

時間外労働月平
均

※備考：土曜出勤 年2日程度あり

職種・学歴による変動幅

基本給 156,000円

普通自動車免許

製品検査

学歴・必要なスキル・資格

３．採用条件

勤務時間

① 08：00～16：40

休憩時間

設計

CAD、CAM を使用した設計、加工データの作成学歴・必要なスキル・資格

普通自動車免許

職　種 仕事内容

備　　考

休日　

賃金形態

その他手当

賞与

給与締切日

社会保険

福利厚生・その他制度

仕事内容

２．募集職種

職　種 仕事内容

製造

学歴・必要なスキル・資格

普通自動車免許

職　種

事業内容・特徴など

機械（マシニングセンタ、NC旋盤）による部品の製造

048-569-2711

chiba@otsuka-hi-tech.co.jp　/　imanishi@otsuka-hi-tech.co.jp

各種カムの切削及び研磨　/　各種大物加工・精密加工
航空機治工具・航空機部品　/　テーパーゲージ　/　三次元測定
カムの設計　/　インデックスドライブ　/　工作機械用ATCユニット

採用担当窓口

電話番号 048-569-2722

採用担当メールアドレス

41.6管理部　総務課

資本金 10,000,000 1959年　9月　1日

従業員数 84 男性：72名　/　女性：12名

本社所在地 〒365-0012　埼玉県鴻巣市上会下626番地

勤務地 〒365-0012　埼玉県鴻巣市上会下626番地

最寄駅（バス亭） JR高崎線　鴻巣駅 車　15

求人票 ＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学院 ・ 大学 ・ 短大 ・ 専門 ・ 既卒 企業ガイド2021�掲載ページ

会社名 株式会社オオツカハイテック 製造業



１．会社情報

ブース番号 1-9 求人区分 -

業　種

徒歩 分

円 設立

全社 名 男女別

平均年齢 歳

FAX番号

人数

2

人数

2

人数

75 分 30 時間

週休二日制 あり 年間休日 100 日

月　給 189,500 ～ 204,500

あり 年間 昇給 あり 5 月

毎月 末 日 支払日 毎月 末 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 あり 60歳 勤務延長 あり 再 雇 用 あり 退職金制度 あり

試用期間 なし 期　 　間

試用期間中の労働条件変更 （ありの場合： ）

通勤手当 上限 なし 円まで
特記事項等

求人票 ＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学・短大・専門・既卒 企業ガイド2021
掲載ページ

会社名 株式会社　筑波産商 家具卸売業

本社所在地 埼玉県川口市朝日4-11-5

勤務地 埼玉県川口市八幡木3-6-10

最寄駅（バス亭） 国際興業バス　八幡木バス亭 5

総務部/川上　康成 40.5

資本金 95,000,000 1965年　12　月1　　日

従業員数 71 男性：　45　名　/　女性：　26　名

採用担当窓口

電話番号 048-223-6797 048-224-5426

採用担当メールアドレス kawakami.y@tsukuba-sansho.co.jp

事業内容・特徴など 家具店舗への卸業務・自社ショールームを活用してハウスメーカーなどへの販売

家具のルートセールス・商品開発など

仕事内容

２．募集職種

職　種 仕事内容

営業

学歴・必要なスキル・資格

普通自動車免許（要マニュアル車）

職　種

備　　考

休日　

賃金形態

その他手当

賞与

給与締切日

社会保険

福利厚生・その他制度

時間外労働月平均

※備考：昼60分　その他15分

営業事務

受注・商品確認・伝票処理・電話対応・資料準備など学歴・必要なスキル・資格

基本的なパソコン操作

職　種 仕事内容

学歴・必要なスキル・資格

３．採用条件

勤務時間

① 8：30～17：30

休憩時間

日曜・祝日　他（当社カレンダーによる

学歴 大学 短大・専門

基本給 159，000 円 159，000円
定期的に支払われる手当

45，500 円 30，500 円

社員旅行・定期健康診断

遠方の方には社員寮を使用してもらっています。

固定残業代

計 204，500 円 189，500 円
家族手当・役職手当

2回

mailto:kawakami.y@tsukuba-sansho.co.jp


１．会社情報

ブース番号 1-10 求人区分 -

業　種

徒歩 分

設立

全社 名 男女別

平均年齢 歳

FAX番号

人数

6

人数

8

人数

60 分 10 時間

週休二日制 なし 年間休日 107 日

月　給 170,000円 ～ 185,000円
介護職 介護職（夜勤開始後）栄養士・調理師

あり 年間 昇給 あり 4 月

毎月 末 日 支払日 翌月 10 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 あり 65歳勤務延長 なし 再 雇 用 あり 退職金制度 あり

試用期間 あり 期　  　間 3か月間

試用期間中の労働条件変更 なし （ありの場合：      　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　）
通勤手当 支給なし
特記事項等

固定残業代

計 170,000円 221,000円 178,000円
特別処遇改善手当

年3回（6、12、3月）

社宅あり（月2万円）、社食あり（一食350円）、制服貸与、年2回の個人面談、資格取得
補助、各種研修受講費用法人負担、メッセージ交換イベント開催、駐車場無料など

賞与：年間4.3か月分（前年度実績）　介護福祉士資格取得後は年収400万円も目指せます。

休憩時間

月9日（2月は8日）＋有休10日

夜勤手当（6回）36,000円 早出手当（8回）8,000円

職種

基本給 170,000円 185,000円 170,000
定期的に支払われる手当

② 11:00～20:00

時間外労働月平均

※備考：シフト制となります。介護職の場合は夜勤があります（17:00～翌9:30/休憩150分）

栄養士・調理師 【栄養士・調理師：お客様の人生を食事で彩る】

１、お客様とスタッフの食事の準備

２、お楽しみ献立やお誕生日御膳の準備

３、食器洗浄・キッチン内の衛生管理

学歴・必要なスキル・資格

資格：栄養士または調理師

職　種 仕事内容

学歴・必要なスキル・資格

３．採用条件

勤務時間

① 7:00～16:00

備　　考

休日　

賃金形態

その他手当

賞与

給与締切日

社会保険

福利厚生・その他制度

事業内容・特徴など

まきば園は、むちゃくちゃ「お客様ファースト」です。お客様の自由や笑顔を最重要視していま
す。お客様に幸せを感じてほしいし、お客様を支えることでスタッフにも幸せになってほしいと
思っています。０からのスタートでも、経験や知識は後からいくらでも身に着けることができま
す！お客様が人生を最高の笑顔でしめくくれるよう、まきば園で介護に挑戦してみませんか？

【介護職：お客様の生活を彩り支える】
１、今までの日常を続けるための生活支援（食事・入浴・お手洗い・お話など）
２、外食・買物・創作など楽しみの創出
３、委員会活動や園内外研修への参加

仕事内容

２．募集職種

職　種 仕事内容

介護職

学歴・必要なスキル・資格

学歴・経験・資格　不問

職　種

電話番号 070-1182-8072（採用専用番号） 048-555-2711

採用担当メールアドレス recruit@makibaen.com

法人本部　／　根岸桃子 45

資本金 社会福祉法人のため無し 1993年　5月

従業員数 590 男性：180名　/　女性：410名

採用担当窓口

本社所在地 埼玉県行田市白川戸275

勤務地 県内4カ所いずれかのまきば園（行田市、鴻巣市、さいたま市、春日部市）※希望優先

最寄駅（バス亭） 吹上駅、岩槻駅、武里駅（車通勤推奨） 30

求人票 ＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学院 ・ 大学 ・ 短大 ・ 専門 ・ 既卒 企業ガイド2021�掲載ページ

会社名 社会福祉法人隼人会まきば園 高齢者福祉

mailto:recruit@makibaen.com


１．会社情報

ブース番号 1-11 求人区分 -

業　種

徒歩 分

円 設立

全社 名 男女別

平均年齢 歳

FAX番号

人数

15

60 分 40 時間

週休二日制 なし 年間休日 113 日

総合職 （大学院・大卒） 総合職 （短大・専門卒）

あり 年間 昇給 あり

毎月 月末 支払日 毎月 10 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 あり 60歳 勤務延長 あり 再 雇 用 あり 退職金制度 あり

試用期間 あり 期　  　間 3ヶ月
試用期間中の
労働条件変更 なし （ありの場合： 　　　）
通勤手当 上限 なし 円まで
特記事項等

職種

備　　考

賞与 ２回

給与締切日

社会保険

福利厚生・その他制度
各種教育制度（入社研修、社内勉強会、店長・ブロック資格制度）、財形貯蓄、社員持株制度、従業員割引・まか
ない食、独立支援制度、社内公募、見通し組制度（働き方改革推進）、追い越し車線制度、エルダー制度

計 245,000 円 220,000 円
その他手当 通勤手当、働き方改革手当

固定残業代 45,000 円 30,000 円

※備考：変形労働時間制（1ヶ月単位）

休日 月9～10日休み

基本給 200,000 円 190,000 円
定期的に支払われる手当

勤務時間

① 10：30～19：30 ② 15：00～0：00

休憩時間 時間外労働月平均

総合職（幹部候補）

学歴・必要なスキル・資格 将来的に仲間をサポートしたり、業態の強化に取り組んだり、キャンペーンを企画したり
と、様々なポジションで活躍していく上で、店舗業務の内容や動きを十分に理解すること
は重要な要素です。そのためまずは店舗の運営・管理からスタートしていき、徐々にマネ
ジメントを経験するとともに社内資格なども取得し、店長として「安楽亭」のイロハをイチ
から学んでいきます。

【具体的には】
・店舗運営、売上管理、食材発注
・数値管理・分析
・売上UPのための戦略立案、販促キャンペーンの提案・実施
・スタッフの採用・教育・マネジメント
・スタッフの働きやすい環境づくり　など

普通自動車免許（AT限定可）
※取得見込可

３．採用条件

職　種 仕事内容

採用担当窓口 新卒採用担当／喜多・伊藤 37

電話番号 048-859-0451 048-859-0560

採用担当メールアドレス saiyou@anrakutei.co.jp

事業内容・特徴など

【東証二部上場】埼玉県発祥、「安楽亭」が主力の関東圏を中心に200店舗以上を展開している郊外路面型焼肉
チェーン。手軽な価格で気軽に美味しい焼肉を食べられるお店としてご家族連れを中心に、多くのお客様から指
示を受けております。チェーン店でありながら地域社会に密着した独自のアイディアを活かしたお店づくりを進め
ています。また創業より100％自然肉の使用にこだわり、安全安心に提供し続けています。

２．募集職種

3,182,380,000 1978年 11月　　17日

従業員数 3,828 男性：　　名　/　女性：　　名

四半期評価による

求人票 ＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学院 ・ 大学 ・ 短大 ・ 専門 ・ 既卒 企業ガイド2021�掲載ページ

会社名 株式会社安楽亭 飲食業

本社所在地 〒338-000　埼玉県さいたま市中央区上落合2-3-5　アルーサB館4F

勤務地 東京・埼玉・神奈川・千葉・群馬・栃木・茨城・静岡の各店舗

最寄駅（バス亭） 本社最寄り：JR埼京線／北与野駅 3

資本金

mailto:saiyou@anrakutei.co.jp


１．会社情報

ブース番号 1-12 求人区分 85

業　種

徒歩 分

円 設立

全社 名 男女別

平均年齢 歳

FAX番号

人数

2

人数

1

人数

60 分 15 時間

週休二日制 隔週 年間休日 110 日

月　給 200，000円 ～ 220,000円

施工管理（大学卒の場合） 不動産賃貸管理（大学卒の場合）

あり 年間 昇給 あり 6 月

毎月 20 日 支払日 毎月 25 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 あり 65歳 勤務延長 なし 再 雇 用 あり 退職金制度 なし

試用期間 あり 期　 　間 3ヵ月

試用期間中の労働条件変更 なし （ありの場合： 　　　）

通勤手当 上限 あり 5万 円まで
特記事項等

求人票 ＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学院 ・ 大学 ・ 短大 ・ 専門 ・ 既卒 企業ガイド2021�掲載ページ

会社名 増木工業株式会社
総合建設業・

宅地建物取引業

本社所在地 埼玉県新座市野火止3-10-7

勤務地 本社所在地に同じ

最寄駅（バス亭） JR武蔵野線　新座駅 12

管理部総務課 38

資本金 95,000,000 1949年　7月21日

従業員数 71 男性：　43名　/　女性：　28名

採用担当窓口

電話番号 048-477-2446 048-477-1167

採用担当メールアドレス kawai@masuki.net

事業内容・特徴など
＊総合建設業（ビル・マンション・官公庁物件・戸建住宅の新築およびリフォーム工事）

＊宅地建物取引業（不動産開発・売買および賃貸管理）

＊設計意匠監理（新築・改築・リフォーム工事の設計・監理・申請業務・打合）ほか

施工管理補助（1～5年目）のお仕事です。6年目以降は弊社ホームページをご覧ください。
＊墨出し（測量機使用）　＊現場場内整理整頓　＊現場内業者調整　＊工事写真撮影・管理

＊工事日報作成・管理　＊週間・月間工程表作成　＊施工図作成

仕事内容

２．募集職種

職　種 仕事内容

施工管理職

学歴・必要なスキル・資格

普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）

職　種

備　　考

休日　

賃金形態

その他手当

賞与

給与締切日

社会保険

福利厚生・その他制度

① 8：30～17：30

休憩時間

不動産賃貸管理（営業）
賃貸物件（マンション・アパート・貸地・駐車場等）の管理営業です。

＊不動産賃貸借契約　＊入居者からの問合せ対応　＊物件の巡回・清掃活動

＊退去時の立会・鍵の交換手配　＊オーナーへの管理営業報告など
学歴・必要なスキル・資格

普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）

職　種 仕事内容

日曜・祝日・会社カレンダーによる土曜日

180,200 円 172,040円

② 8：00～17：00

時間外労働月平均

※備考：②は施工管理・現場常駐時の場合

※職種・学歴による変動幅あり

職種

学歴・必要なスキル・資格

３．採用条件

勤務時間

資格手当・現場手当・精算手当ほか

2回

確定拠出年金・所得補償保険・世帯主ノー残デー・親睦補助金制度・半社半学制度・親子出勤制度・

京都奈良研修旅行・自主企画研修旅行制度・マイアニバーサリー休暇制度ほか

特別勤務手当は時間外労働の有無に関わらず30時間分の固定残業代として支給し、超過分については別途支給。

基本給

定期的に支払われる手当

固定残業代（特別勤務手当） 39,800円 37,960円
計 220,000円 210,000円

mailto:kawai@masuki.net


１．会社情報

ブース番号 1-13 求人区分 -

業　種

徒歩 分

円 設立

全社 名 男女別

平均年齢 歳

FAX番号

人数

3

人数

人数

60 分 時間

週休二日制 あり 年間休日 105 日

月　給 222,886　円 ～ 円

年間 昇給 あり 10 月

毎月 15 日 支払日 毎月 25 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 あり 60歳 勤務延長 あり 再 雇 用 あり 退職金制度 なし

試用期間 あり 期　 　間

試用期間中の労働条件変更 なし （ありの場合： 　　　）

通勤手当 上限 30,000 円まで
特記事項等

求人票 ＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学院 ・ 大学 ・ 短大 ・ 専門 ・ 既卒 企業ガイド2021�掲載ページ

会社名 株式会社パパネッツ 利用運送業

本社所在地 埼玉県越谷市越ヶ谷1-5-17　パパネッツ越谷ビル9階

勤務地 埼玉県越谷市越ヶ谷1-5-17　パパネッツ越谷ビル

最寄駅（バス亭） 東武スカイツリーライン　越谷駅 6

管理本部　総務部 43.7

資本金 50,000,000 年　　月　　日

従業員数 103 男性：　53 /　女性：　50　名

採用担当窓口

電話番号 048-960-5088 048-960-5080

採用担当メールアドレス k-miyazaki@papanets.co.jp

事業内容・特徴など

物件管理からインテリアコーディネートまで。「もっと」に応える多彩なサービスラインナップ。

【管理会社サポートサービス】　住宅管理会社様のお悩みを全て解決するサポートサービス。

【インテリア・トータルサポートサービス】　“室内”に関するすべてを提供する総合商社としての
サービス。

既存の取引先に対しての営業。

仕事内容

２．募集職種

職　種 仕事内容

営業職

学歴・必要なスキル・資格

中型自動車運転免許（AT不可）

職　種

備　　考

休日　

賃金形態

その他手当

賞与

給与締切日

社会保険

福利厚生・その他制度

②

時間外労働月平均

※備考：

学歴・必要なスキル・資格

職　種 仕事内容

学歴・必要なスキル・資格

３．採用条件

勤務時間

① 8：30～17：30

6ヶ月（昨年度実績）

休憩時間

職種

基本給 192,350　円
定期的に支払われる手当 0　円

固定残業代 30,536 円

計 222,886 円



１．会社情報

ブース番号 1-14 求人区分 155

業　種

徒歩 分

円 設立

全社 名 男女別

平均年齢 歳

FAX番号

人数

2

人数

2

人数

2

60 分 15 時間

週休二日制 あり 年間休日 110 日

月　給 190,000円 ～ 210,000円
全職種同じ（短大・専門） 全職種同じ（大卒）

あり 年間 昇給 あり 6 月

毎月 末 日 支払日 毎月 25 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 あり 65歳 勤務延長 あり 再 雇 用 あり 退職金制度 あり

試用期間 あり 期　 　間 3か月

試用期間中の労働条件変更 （ありの場合： 　　　）

通勤手当 上限 一日500 円まで
特記事項等

求人票 ＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学　・　短大　・　専門　・　既卒 企業ガイド2021�掲載ページ

会社名 高砂製菓 株式会社 食品（菓子：米菓）製造

本社所在地 埼玉県久喜市北青柳1337番地の1

勤務地 埼玉県久喜市北青柳1337番地の1

最寄駅（バス亭） ひまわり保育園前 1

松本　・　折原 社員　　25

資本金 15,000,000 昭和62年　7月　1日

従業員数 38 男性：　11名　/　女性：　27名

採用担当窓口

電話番号 0480-23-1652 0480-23-1662

採用担当メールアドレス m-orihara@takasagoseika.co.jp

事業内容・特徴など

☆揚げせんべい・揚げ餅の専門メーカー

☆百貨店・専門店主体の高級米菓を志向

☆開発・企画など早くから取り組んで頂きます

☆”社員がHAPPY”を目指す明るい社風

業務（日々の受発注）と総務事務を中心に、社内と社員を支える企画を

立案実施するチーム

仕事内容

２．募集職種

職　種 仕事内容

総務企画チーム

学歴・必要なスキル・資格

特にありません。入社後に学びます

職　種

備　　考

休日　

賃金形態

その他手当

賞与

給与締切日

社会保険

福利厚生・その他制度

生産業務

既存品の改良

新製品開発のチーム

② 7:30～16:30

時間外労働月平均

※備考：

営業企画チーム
既存得意先へのフォロー。新製品の紹介。新製品開発プロジェクト参

加。
学歴・必要なスキル・資格

特にありません。入社後に学びます

職　種 仕事内容

特にありません。入社後に学びます

製造開発チーム

学歴・必要なスキル・資格

３．採用条件

勤務時間

① 8：30～17：30

ファミリー手当　・　マネジメント手当　・　マイスター手当

2回6月12月

確定拠出年金制度　・　健康診断　・　社内レクレーション　・表彰

休憩時間

土・日・祝・GW・夏季・年末年始

10,000円

職種

基本給 166,000 円 178,000円
定期的に支払われる手当 10,000円

固定残業代 23,580円 25,780円
計 199,500円 213,780円

mailto:m-orihara@takasagoseika.co.jp


１．会社情報

ブース番号 1-15 求人区分 209

業　種

徒歩 分

円 創業

全社 名 男女別

平均年齢 歳

FAX番号

人数

若干名

人数

若干名

人数

若干名

70 分 8 時間

週休二日制 あり 年間休日 118 日

月　給 180,000　円～ 210,000円

あり 年間 昇給 あり 4 月

毎月 月末 支払日 毎月 25 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 あり 60歳 勤務延長 あり 再 雇 用 あり 退職金制度 あり

試用期間 あり 期　 　間 3カ月

試用期間中の労働条件変更 なし （ありの場合： ）

通勤手当 上限 なし 円まで
特記事項等

退職金制度、永年勤続祝金（10年毎に10万円支給等）、各種祝金（親睦会：結婚・出産等）

自動車通勤の場合上限あり（14,200円/月）、公共交通機関の場合は全額支給

固定残業代

計 191,675円 ～ 225,120円
家族手当、時間外手当、深夜割増手当、役職手当、食事補助、二勤手当、休日出勤手当　等

2回（7月、12月）

定期的に支払われる手当 11,675円 ～ 15,120円
0 ～ 0円

土・日・GW・夏季・年末年始

～ 210,000円

金型メンテナンス職：金型メンテナンス、工作機械・設備への数値入力やセッ
ティング、検査等
一般事務職：各部門での事務（人事、総務、経理、システム、営業）

②19：40～04：50

時間外労働月平均

※備考：機械オペレーターは交代制あり

職種・学歴によりよる変動幅

基本給 180,000円

特になし

金型メンテナンス職・一般事務職

学歴・必要なスキル・資格

３．採用条件

勤務時間

① 08：10～17：20

休憩時間

生産管理職・技術営業職・機械オペレーター職

生産管理職：いつ、なにを、どれだけ作るかという生産計画や在庫管理等
技術営業職：お客様への技術営業等
機械オペレーター職：工作機械オペレーター・設備への数値入力やセッティング、検査等

学歴・必要なスキル・資格

特になし

職　種 仕事内容

備　　考

休日　

賃金形態

その他手当

賞与

給与締切日

社会保険

福利厚生・その他制度

事業内容・特徴など

山本製作所は、精密金属加工技術であるファインブランキングという技術を強みとし、国内シェアNo.1企業。ニッチな市場・領

域において、実績と技術力によりグローバルプレーヤーへと成長しました。主要製品であるブレーキやクラッチなどの自動車
部品は、人の生命にかかわる最も品質にシビアな部品。だからこそ新規参入が容易にはできない反面、勝ち得た信頼は、長
期取引へと繋がり、安定した経営基盤へと繋がるのです。当社の製品は国内・海外問わず大手自動車メーカー、完成車メー
カーともつながりが深く、現在では国内自動車の約40％に使用されています。当社に製品が、皆様の快適なカーライフを支

えているのです。

設計技術職：金型設計、CAD/CAM、ワイヤーカット機の操作等
生産技術職：生産技術、生産工程設計及び機械設備管理・試作等
品質保証職：製品に求められる品質確認、 品質維持向上等

仕事内容

２．募集職種

職　種 仕事内容

設計技術職・生産技術職・品質保証職

学歴・必要なスキル・資格

特になし

職　種

電話番号 0493-23-9021 0493-24-0253

採用担当メールアドレス saiyo＠fb-yamamoto.co.jp

管理部　長谷川　知基 38.2

資本金 98,000,000 1967年（昭和42年）

従業員数 382 男性：343名　/　女性：39名

採用担当窓口

本社所在地 埼玉県東松山市新郷88-26

勤務地 本社工場（埼玉県）、恵那工場（岐阜県）、山形工場（山形県）※下記本社工場の場合

最寄駅（バス亭） 東武東上線　森林公園駅 20

求人票 ＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学院 ・ 大学 ・ 短大 ・ 専門 ・ 既卒 ・ 留学生 企業ガイド2021�掲載ページ

会社名 株式会社山本製作所 輸送用機械器具製造業



１．会社情報

ブース番号 1-16 求人区分 423

業　種

徒歩 分

円 設立

全社 名 男女別

平均年齢 歳

FAX番号

人数

6

人数

人数

60 分 24 時間

週休二日制 あり 年間休日 120 日

月　給 172,906円 ～ 202,386円

あり 年間 昇給 あり 6 月

毎月 末 日 支払日 毎月 25 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 あり 65歳 勤務延長 なし 再 雇 用 なし 退職金制度 あり

試用期間 あり 期　 　間 2ヵ月

試用期間中の労働条件変更 なし   （ありの場合：      　　　）

通勤手当 上限 なし 円まで
特記事項等

求人票 ＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学院 ・ 大学 ・ 短大 ・ 専門 ・高卒 企業ガイド2021�掲載ページ

会社名 株式会社レインボーモータースクール 自動車教習所

本社所在地 埼玉県和光市下新倉5-27-1

勤務地 埼玉県和光市下新倉5-27-1（転勤あり）

最寄駅（バス亭） 西高島平駅 10

総務課　武藤、吉村 44.1

資本金 80,000,000 1972年　6月　1日

従業員数 232 男性：　183名　/　女性：　49名

採用担当窓口

電話番号 048-461-1105 048-466-6938

採用担当メールアドレス soum@rms.co.jp

事業内容・特徴など

自動車教習所の教習指導員として業務を行っていただきます。また、安全運転研

修やモータースポーツなど、ホンダの安全運転普及活動に携わることが出来ま

す。

自動車教習所の指導員として勤務するためにまずは「教習指導員資格」

取得を目指し、研修を受けていただきます。資格取得後は教習指導員と

して指導に従事していただきます。

仕事内容

２．募集職種

職　種 仕事内容

教習指導員候補

学歴・必要なスキル・資格

自動車運転免許

職　種

備　　考

休日　

賃金形態

その他手当

賞与

給与締切日

社会保険

福利厚生・その他制度

学歴・必要なスキル・資格

職　種 仕事内容

当社カレンダーによる設定

② 8：30～17：30

時間外労働月平均

※備考：繁閑時期により時間外勤務時間は異なります。

学歴・必要なスキル・資格

３．採用条件

勤務時間

① 8：50～17：50

休憩時間

年齢による変動あり

教習指導員　高卒 教習指導員　大卒

円

職種

基本給 172,906円 202,386 円
定期的に支払われる手当 円

通勤手当、住宅手当、時間外労働手当他

2回（6月、12月）

ホンダ福利厚生、メンター制度、資格支援制度、健康診断、部活動

車両通勤の場合24,000円まで　新幹線・飛行機不可

固定残業代 円 円

計 172,906円 202,386 円

mailto:soum@rms.co.jp


１．会社情報

ブース番号 1-17 求人区分 29

業　種

徒歩 分

円 設立

全社 名 男女別

平均年齢 歳

FAX番号

人数

20

人数

人数

60 分 23 時間

週休二日制 隔週 年間休日 110 日

月　給 240,000円 ～ 210,000円

あり 年間 昇給 あり 1 月

毎月 末 日 支払日 毎月 25 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 あり 60歳 勤務延長 あり 再 雇 用 あり 退職金制度 あり

試用期間 あり 期　 　間 3ヶ月

試用期間中の労働条件変更 なし （ありの場合： 　　　）

通勤手当 上限 なし 円まで
特記事項等

求人票 ＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学院 ・ 大学 ・ 短大 ・ 専門 ・ 既卒 企業ガイド2021�掲載ページ

会社名 伊田テクノス株式会社 総合建設業

本社所在地 埼玉県東松山市松本町2-1-1

勤務地 埼玉県東松山市松本町2-1-1

最寄駅（バス亭） 東武東上線　東松山駅 15～20

採用担当/高橋 杏奈 42

資本金 100,000,000 1910年 3月

従業員数 191 男性：　141名　/　女性：　50名

採用担当窓口

電話番号 0493-22-1170 0493-24-6624

採用担当メールアドレス jinji@idatechnos.co.jp

事業内容・特徴など

当社は埼玉県東松山市に本社を置く創業110年以上の埼玉県トップクラスの総合建設業の会社です。
官公庁関係の施設や工場・マンション・ホテルなどの民間建築・住宅建築まで幅広い分野を手がけています。

若手社員を対象とした社内アカデミー「伊田テクノカレッジ」やマンツーマン教員など研修制度が充実しています。

建設現場における工程管理・安全管理等の工事施工に必要な現場全体の

管理を行う。

仕事内容

２．募集職種

職　種 仕事内容

技術系総合職

学歴・必要なスキル・資格

普通自動車免許

職　種

備　　考

休日　

賃金形態

その他手当

賞与

給与締切日

社会保険

福利厚生・その他制度

休憩時間

職　種 仕事内容

土(月三回)・日・祝・GW・夏季・年末年始

～ 180,000 円

時間外労働月平均

※備考：

職種・学歴による変動幅

基本給 205,000 円

学歴・必要なスキル・資格

３．採用条件

勤務時間

① 8：00～17：00(技術系総合職)

定期的に支払われる手当 ～

35,000 円 ～ 35,000 円

伊田テクノカレッジ、JOBローテーション、新入社員研修
社員旅行、社内懇親会、資格取得補助、健康診断、

実費支給のため上限なし。

固定残業代

計 240,000 円 ～ 210,000 円
資格合格祝い金

２回(夏・冬)

mailto:jinji@idatechnos.co.jp


１．会社情報

ブース番号 1-18 求人区分 349

業　種

徒歩 分

円 設立

全社 名 男女別

平均年齢 歳

FAX番号

人数

6

人数

人数

60 分 0～2 時間

週休二日制 毎週 年間休日 108 日

月　給 182,300円 ～ 253,800円

介護職

あり 年間 昇給 あり 7 月

毎月 末 日 支払日 毎月 末 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 あり 勤務延長 なし 再 雇 用 あり 退職金制度 あり

試用期間 あり 期　 間 3か月

試用期間中の労働条件変更 なし （ありの場合： 　　　）
通勤手当 上限 あり 3万 円まで
特記事項等

資格取得支援制度、研修費助成制度、あすなろ施設利用料助成制度、ムーミンバレーパーク入場券・浦和
レッズ・プロ野球試合招待券贈呈などアイルグループでの福利厚生制度適用

車・バイク・自転車通勤可能　駐車場は無料

採用担当メールアドレス

２．募集職種

職　種

ケアスタッフ(介護職）

学歴・必要なスキル・資格

不問

職　種

事業内容・特徴など

求人票

最寄駅（バス亭）

学歴・必要なスキル・資格

職　種

資本金

従業員数

採用担当窓口

電話番号

勤務地 さいたま市南区・緑区、北本市、幸手市、三郷市、春日部市、越谷市

休日　

賃金形態

その他手当

賞与

給与締切日

社会保険

福利厚生・その他制度

学歴・必要なスキル・資格

３．採用条件

勤務時間

備　　考

会社名 株式会社あすなろホーム 介護

本社所在地 埼玉県さいたま市浦和区常盤5-2-18

下記参照

＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学 ・ 短大 ・ 専門 ・ 既卒 ・ 留学生 企業ガイド2021�掲載ページ

※備考：

休憩時間

4週8休シフト制

職種

基本給 151,300 ～ 157,800 円

仕事内容

① 8:30-17:30　②　7:00-16:00 ③ 10:00-19:00

時間外労働月平均

資格手当10,000円～15,000円　夜勤手当6,500円～9,000円(月平均5回程度）

定期的に支払われる手当 31,000 ～ 36,000 円

固定残業代

計 182,300 ～ 193,800 円

年2回（7月、12月）

早川　尚

048-832-6118

100,000,000 H16年　5月　1日

231 男性：93名　/　女性：138名

44

048-832-6158

t-hayakawa＠i-ll-group.co.jp

絶対になくならない仕事・安定産業である『高齢者介護』としてグループホーム、デイサービス、
認知症対応型デイサービス、居宅介護支援事業所を手掛け、地域に開かれた施設づくりを展開
し、社会貢献事業も取り組んでいます。人と関わることで素直にやりがいを感じられるとても大
事なお仕事です。弊社はゆとりある環境で人に優しい会社です。グループ内にユニット型特養も
あるので、様々な経験をできる環境となっています。

仕事内容

要介護認定された高齢者の方々に対して、日常生活上のサポートさせていただく中で、トイレや食事、入浴、
楽しみづくり、環境整備などを生活全般の支援をさせていただきます。
介護の技術は、経験を積み重ねることで学べますが、何といっても人が人をケアするので、温かい、優しい
関りが大切です。お客様が大切にされていると感じられるような思いやりある対応が大事です。
研修や資格取得支援制度もあり、未経験な方でも人と関わることが好きな方で優しい方歓迎です。

仕事内容



１．会社情報

ブース番号 1-19 求人区分 -

業　種

徒歩 分

円 設立

全社 名 男女別

平均年齢 歳

FAX番号

人数

1～5名

人数

1～5名

人数

1～5名

60 分 15 時間

週休二日制 あり 年間休日 120 日

月　給 191,000 円 ～ 208,000 円

全職種 大学院 全職種 大学 全職種 短大・専門

あり 年間 昇給 あり 6 月

毎月 15 日 支払日 毎月 25 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 あり 60歳勤務延長 あり 再 雇 用 あり 退職金制度 あり

試用期間 あり 期　  　間 2カ月

試用期間中の労働条件変更 （ありの場合： 　　　）
通勤手当 上限 あり 3カ月 10万円まで
特記事項等

固定残業代 0 円 0 円 0 円
計 208,000 円 205,000 円 191,000 円

住宅手当：該当者のみ５年間家賃半額　家族手当：扶養配偶者1万、子供1人につき2万 

年2回

企業年金基金、退職金制度、クラブ活動制度、社員食堂、ベネフィット

ステーション

その他職種：機械組付・ﾒﾝﾃﾅﾝｽｴﾝｼﾞﾆｱ、社内SE、営業、総務・経理

休憩時間

土日（年数回土曜出社あり）夏季・年末年始

0 円 0 円

職種

基本給 208,000 円 205,000 円 191,000 円
定期的に支払われる手当 0 円

自動包装機の制御部設計、新規開発ハードウェア、ソフトウェ

ア、制御プログラム設計　など　(PLC使用)

時間外労働月平均

※備考：

電気設計 自動包装機、ライン装置または関連する機器の電気設計、シー

ケンサのプログラム設計、装置の電気配線　など　(電気CAD使
用)

学歴・必要なスキル・資格

工学系出身

職　種 仕事内容

工学系出身

電子設計

学歴・必要なスキル・資格

３．採用条件

勤務時間

① 08：30～17：30

備　　考

休日　

賃金形態

その他手当

賞与

給与締切日

社会保険

福利厚生・その他制度

事業内容・特徴など

当社は食品･製菓業界を中心とした各種自動包装機及びラインシステムの設計･製作･
販売をしております。
私たちのコンセプトは『そこまでやるか、をつぎつぎと。』
川島製作所には、一人ひとりが自身の可能性を追求できる環境が整っています。

自動包装機の設計・新規開発、リニューアル、自動包装ライン

装置の設計　など　(AutoCAD使用)

仕事内容

２．募集職種

職　種 仕事内容

機械設計

学歴・必要なスキル・資格

工学系出身

職　種

電話番号 048-925-1573 048-925ｰ1576

採用担当メールアドレス keiei@kawashima-pack.co.jp

経営企画室　篠原 37.5

資本金 100,000,000 昭和26年　12月　4日

従業員数 223 男性：　179名　/　女性：　44名

採用担当窓口

本社所在地 埼玉県草加市谷塚上町434

勤務地 本社：埼玉県草加市　営業所：本社・札幌・福島・名古屋・大阪・金沢・高知・福岡

最寄駅（バス亭） 本社：谷塚駅(東武スカイツリーライン) 15

求人票 ＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学院・大学・短大・専門 企業ガイド2021�掲載ページ

会社名 株式会社川島製作所 産業用機械製造業

mailto:keiei@kawashima-pack.co.jp


１．会社情報

ブース番号 1-20 求人区分 422

業　種

徒歩 分

円 設立

全社 2,200名（グループ会社、パート社員含） 男女別

平均年齢 歳

FAX番号

人数

3

人数

人数

60 分 11 時間

週休二日制 あり 年間休日 110 日

月　給 216,511円
大学・大学院卒

あり 年間 昇給 あり 4 月

毎月 15 日 支払日 毎月 25 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 あり 60歳 勤務延長 あり 再 雇 用 あり 退職金制度 あり

試用期間 あり 期　  　間 6ヵ月

試用期間中の労働条件変更 なし （ありの場合： 　　　）

通勤手当 上限 あり 15万 円まで
特記事項等

求人票 ＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学院 ・ 大学 企業ガイド2021�掲載ページ

会社名 毎日興業株式会社 総合建物管理業

本社所在地 埼玉県さいたま市大宮区浅間町2-244-1

勤務地 ①埼玉県さいたま市、②東京都文京区、③神奈川県横浜市のいずれか

最寄駅（バス亭） 本社：JR線　さいたま新都心駅 15

資本金 88,800,000 1973年　2月　12日

従業員数 男性： 875名　/　女性： 1325名

管理本部　総務課　大石和則 38

仕事内容

総合職：　入社後は、業務基礎スキルを身につける為、設備管理・清掃管理・警備の職種をおお

よそ半年～１年サイクルで経験して、その後に本配属が決定します。

お客様の大切な資産である「建物」をより良くするため、最適な管理・提案を行い、建物の価値

を維持・向上させるよう、安心・快適な空間を提供します。

また、事業エリアが埼玉県を中心とした首都圏（埼玉・東京・横浜）に限定されているため、建

物、お客様とじっくり向かいあって仕事をすることができます。建物管理に関する専門的な部分

は、先輩社員が丁寧に指導しますので、今は建物管理に関する知識、経験が無くても、充分活躍

することができます。

仕事内容

仕事内容

採用担当窓口

電話番号 048-642-1238 048-642-5216

採用担当メールアドレス ooishi@mainichikogyo.co.jp

弊社は、さいたまスーパーアリーナをはじめとして、様々な建物を管理しております。「今日も 明日も そっと」
皆様に寄り添い続け、安心・安全・快適な建物管理サービスの実現を目指して日々努めています。また、「社
業をもって地域発展に貢献する」ことが創業者の精神であり、事業の目的・使命でもあります。建物管理を通
じて「未来永劫において住み続けられるまちづくり」へとSDGｓに順じ、積極的に取組んでおります。

事業内容・特徴など

２．募集職種

職　種

総合職

学歴・必要なスキル・資格

普通自動車運転免許（AT限定可）

職　種

学歴・必要なスキル・資格

職　種

給与締切日

社会保険

福利厚生・その他制度

学歴・必要なスキル・資格

職種

固定残業代

賃金形態

計

３．採用条件

勤務時間

9：00～18：00

定期的に支払われる手当 10,000円

休日　
土曜・日曜・祝日

（祝日のある週は、土曜出勤）

192,000円 円

休憩時間 時間外労働月平均

※備考：警備の研修期間中は勤務時間が前後にシフトされる場合があります

基本給

備　　考

ワークジョイさいたまの福利厚生サービス、職員旅行、財形貯蓄・つみたてＮＩＳＡの奨励金制度等

14,511円 円

216,511円 円

子育手当、資格手当等　※基本給以外は入社6ヵ月後より支給

2回

円

その他手当

賞与



１．会社情報

ブース番号 1-21 求人区分 160

業　種

徒歩 分

円 設立

全社 名 男女別

平均年齢 歳

FAX番号

人数

3

人数

人数

70 分 20 時間

週休二日制 あり 年間休日 107 日

月　給 204,707 ～ 220,807円
総合職

あり 年間 昇給 あり 4 月

毎月 末 日 支払日 毎月 25 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 あり 60歳勤務延長 なし 再 雇 用 あり 退職金制度 あり

試用期間 あり 期　 間 3ケ月

試用期間中の労働条件変更 なし （ありの場合： 　　　）
通勤手当 上限 あり 25,000 円まで
特記事項等

固定残業代 26,707～ 28,807 円

計 204,707 ～ 220,807円
時間外手当は時間外労働の有無にかからわず、固定残業代として支給し
20時間を超える時間外労働は追加で支給

2回

確定拠出年金401K加入・サッカー観戦チケット・靴の割引購入

拠点間での転勤があります

休憩時間

土・日・祝日（土曜出勤の日がある）

職種

基本給 178,000 ～192,000円

定期的に支払われる手当 円

時間外労働月平均

※備考：残業時間は職種により変わります

学歴・必要なスキル・資格

職　種 仕事内容

学歴・必要なスキル・資格

３．採用条件

勤務時間

① 08：30～17：30

備　　考

休日　

賃金形態

その他手当

賞与

給与締切日

社会保険

福利厚生・その他制度

事業内容・特徴など
大型特殊車輛の塗装・看板・サイン・ラッピングバス・デジタルサイネージ等
お客様のご要望に応じて最適なソリューションをご提案し商品化します。

弊社の商品は無形商材である為、お客様のニーズや課題をお伺いしなが
らご提案をするという流れとなる為、弊社の商品が出来上がるまでの流れ
を学んでいただきます。3か月の現場研修終了後適性を考慮し各部で配属
され先輩・上司と行動します

仕事内容

２．募集職種

職　種 仕事内容

総合職

学歴・必要なスキル・資格

普通自動車運転免許（AT可）
職　種

電話番号 048-651-1881 048-664-7276

採用担当メールアドレス sb-noguchi@dessin.co.jp

総務部　野口 32.09

資本金 30,000,000 1981年 7月　13日

従業員数 90 男性：　68名　/　女性：22　名

採用担当窓口

本社所在地 埼玉県さいたま市北区大成町4-140

勤務地
①さいたま市北区大成町4-140 / ②蓮田市高虫1358-1
③久喜市栗橋東6-17-7 / ④東京都千代田区内神田3-4-6　冨士エレベータービル7F

最寄駅（バス亭） ①鉄道博物館駅 / ②内宿駅 / ③JR栗橋駅 / ④JR神田駅

求人票 ＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学院 ・ 大学 ・ 短大 ・ 専門 ・ 既卒 企業ガイド2021�掲載ページ

会社名 株式会社　デサン その他製造業



１．会社情報

ブース番号 1-22 求人区分 254

業　種

徒歩 分

円 設立

全社 名 男女別

平均年齢 歳

FAX番号

人数

5

人数

人数

60 分 20 時間

週休二日制 毎週 年間休日 120 日

月　給 230,000円 ～ 235,000円
総合職(短大・専門)

あり 年間 昇給 あり 5 月

毎月 末 日 支払日 毎月 15 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 あり 60歳 勤務延長 あり 再 雇 用 あり 退職金制度 あり

試用期間 なし 期　 　間

試用期間中の労働条件変更 （ありの場合： 　　　）

通勤手当 上限 あり 20,000 円まで
特記事項等

備　　考

休日　

賃金形態

その他手当

賞与

給与締切日

社会保険

福利厚生・その他制度

230,000 円235,000 円

3回(5月、8月、12月)

社員旅行、社内イベント、資格取得全額補助、健康診断(年2回)、セキネコレクトポイント制度、表彰
制度、家賃補助(遠方の方)、携帯電話支給

計

学歴・必要なスキル・資格

職　種 仕事内容

役職手当、休日手当　etc　(2年目以降は給与体系が変わります。)

時間外労働月平均

※備考：

学歴・必要なスキル・資格

３．採用条件

勤務時間

① 8：00～17：00

休憩時間

土・日・祝・GW・夏季・年末年始

50,000 円 45,000 円定期的に支払われる手当

固定残業代 40,000 円 40,000 円

職種 総合職(大学院・大学・既卒)

基本給 145,000 円 145,000 円

事業内容・特徴など
チャーター配送から独自のSEP便配送を核に、保有する豊富な車種や配送サービスを通じて、お客
様の配送に関するお困りごとにお応えしています。多様な人財が組織の力として能力を発揮できる
ように、ワークライフバランスの支援をして、進化し続ける企業を目指します！

◆１年目はトラックドライバー業務を行っていただき、 まずは関根エンタープライズの事業の最前線を
肌で感じていただきます。

◆２年目以降は、営業や配車担当、倉庫管理、マーケティングなど 希望によって様々な職種についていただくことが
可能です。 現場で得た経験をもとに関根エンタープライズを大きく飛躍させるお手伝いをお願いいたします。

仕事内容

２．募集職種

職　種 仕事内容

総合職(営業・ドライバー・配車・倉庫)

学歴・必要なスキル・資格

準中型免許(全額会社負担で取得)

職　種

電話番号 048-969-1510 048-969-5520

採用担当メールアドレス saiyo@sep1996.co.jp

採用担当／西本　亜矢子 41.5

資本金 24,900,000 1996年5月

従業員数 244 男性：219名　/　女性：25名

採用担当窓口

本社所在地 埼玉県越谷市増森207-12関根ビル2F

勤務地 同上

最寄駅（バス停） 越谷東中学校前 5

求人票 ＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学院 ・ 大学 ・ 短大 ・ 専門 ・ 既卒 企業ガイド2021�掲載ページ

会社名 株式会社関根エンタープライズ 運送業・倉庫業

mailto:saiyo@sep1996.co.jp


１．会社情報

ブース番号 1-23 求人区分 377

業　種

徒歩 分
設立

全社 名 男女別
平均年齢 歳
FAX番号

人数
10

人数

人数

60 分 9.6 時間

週休二日制 あり 年間休日 112 日
月　給 　　218,000円 ～

あり 年間 昇給 あり 4 月
毎月 20 日 支払日 毎月 末 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 あり 65歳 勤務延長 あり 再 雇 用 なし 退職金制度 あり

試用期間 あり 期　 　間 3ヶ月
試用期間中の労働条件変更 なし   （ありの場合：      )
通勤手当 上限 あり 50,000 円まで

特記事項等

夜勤手当(5回想定) 55,000円 ～
計 273,000円 ～

夜勤手当、資格手当、役職手当、地域手当、通勤手当、処遇改善加算あり、
残業代別途支給、年末年始手当、借り上げ社宅制度(条件あり)

成果配分賞与

資格取得支援制度

休憩時間

シフト制

～

職種
基本給 203,000円 ～

介護職手当 15,000円

② 8:30～17:30

時間外労働月平均
③13:00～22:00 ④22：00～7：00 ⑤16：00～9：00   ※各施設によって異なる

学歴・必要なスキル・資格

職　種 仕事内容

学歴・必要なスキル・資格

３．採用条件

勤務時間
① 7:00～16:00

備　　考

休日

賃金形態

その他手当

賞与
給与締切日
社会保険

福利厚生・その他制度

事業内容・特徴など
草加福祉会は埼玉県・神奈川県・千葉県内に特別養護老人ホームや介護付有料老人ホーム
などの福祉施設を運営する社会福祉法人です。TVCMでお馴染みの医療福祉グループに属し
ております。

生活援助や身体介護、また日常生活の自立支援などの施設業務。
現場経験を経て、本人の希望及び適性から相談員や管理職等へのキャリアアップ。

仕事内容

２．募集職種
職　種 仕事内容

介護職(総合)
学歴・必要なスキル・資格

職　種

電話番号 048-946-0202 048-944-7800

採用担当メールアドレス m-okabe@soukafukushikai.jp

法人管理部 新卒採用担当　/　岡部　貢 45.5

資本金 社会福祉法人のためなし 39067

従業員数 913 男性：252名　/　女性：661名
採用担当窓口

本社所在地 埼玉県草加市市長 栄二丁目1番地8

勤務地
特別養護老人ホームフェリス(草加市長栄2丁目1-8)

特別養護老人ホームアートフェリス(草加市松原1-8-15)

最寄駅（バス亭） 新田駅(フェリス)、獨協大学駅前(アートフェリス) (フェリス)15、(アートフェリス)４

求人票 ＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学院 ・ 大学 ・ 短大 ・ 専門 企業ガイド2021�掲載ページ

会社名 社会福祉法人　草加福祉会 (湖山医療福祉グループ） 医療・福祉



１．会社情報

ブース番号 1-24 求人区分 -

業　種

徒歩 分

円 設立

全社 名 男女別

平均年齢 歳

FAX番号

人数

若干名

人数

人数

60 分 6.1 時間

週休二日制 年間休日 112 日

月　給 185,800円 ～ 200,000円

あり 年間 昇給 あり 4 月

毎月 20 日 支払日 毎月 25または28 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 あり 勤務延長 あり 再 雇 用 あり 退職金制度 あり

試用期間 期　 　間

試用期間中の労働条件変更 （ありの場合： 　　　）

通勤手当 上限 あり 150,000 円まで
特記事項等

求人票 ＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学院 ・ 大学 ・ 短大 ・ 専門 企業ガイド2021�掲載ページ

会社名 戸田中央医科グループ 医療・介護

本社所在地 埼玉県戸田市本町1-22-3

勤務地 東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県・静岡県にあるグループ内の施設

最寄駅（バス亭） - -

本部人事部 / 亀谷 侑生 -

資本金 100,000,000 1962年　8月　16日

従業員数 約15,000 男性：　　-名　/　女性： -名

採用担当窓口

電話番号 048-441-1621 048-444-2545

採用担当メールアドレス y_kameya@tmg.or.jp

事業内容・特徴など

戸田中央医科グループ（TMG）は、一都四県下に29病院と6つの老人保健施設のほか、特別養護老人ホーム、クリニック、
健診センター、訪問看護ステーションなど、119の関連事業所を展開する医療・保健・福祉グループです。
グループ内だけではなく、各地域の病院やクリニックなどと協力して地域医療ネットワークを形成しています。
グループ内の医療機関・施設では、現在、総勢15,300名を超える職員が働いています。

保険請求、受付窓口、経理、総務、取材対応や宣伝、ホームページ作成など
を行う企画・広報、院内システムの管理、地域の開業医との連携窓口など業
務は多岐にわたります。

仕事内容

２．募集職種

職　種 仕事内容

医療事務職

学歴・必要なスキル・資格

特になし

職　種

備　　考

休日　

賃金形態

その他手当

賞与

給与締切日

社会保険

福利厚生・その他制度

土曜8:30～13:00（実働4.5時間）

時間外労働月平均

※備考：始業・終業時間は施設により異なる（実働時間は同じ）

学歴によりよる変動幅

学歴・必要なスキル・資格

３．採用条件

勤務時間

平日8:30～17:00（実働7.5時間）

休憩時間

4週8休相当

学歴・必要なスキル・資格

職　種 仕事内容

職種

基本給 170,800円 ～ 185,000円

当直手当、時間外手当、日曜・祝日手当、役職手当、家族手当、診療情報管理士資格手当

2回（7月、12月）

大学院進学支援制度、診療情報管理士資格取得奨励制度、診療費見舞金制度、退職金制度（勤続3年以上）、
短時間勤務制度、育児休業制度、介護休業制度

15,000円定期的に支払われる手当 15,000円
固定残業代 0円 0円

計 185,000円 200,000円



１．会社情報

ブース番号 1-25 求人区分 351

業　種

徒歩 分

円 設立

全社 名 男女別

平均年齢 歳

FAX番号

人数

2

人数

2

人数

2

60 分 10 時間

週休二日制 あり 年間休日 111 日

月　給　　　　179,560円 ～ 197,110円
介護職（介護福祉士） 介護職（実務者、初任者研修） 介護福祉士（資格なし）

あり 年間 昇給 あり 0.2 月

毎月 15 日 支払日 毎月 27 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 あり 60歳 勤務延長 あり 再 雇 用 あり 退職金制度 あり

試用期間 あり 期　  　間 3か月
試用期間中の

労働条件変更 なし （ありの場合： 　　　）
通勤手当 上限 あり 30,000 円まで
特記事項等

職種

備　　考

賞与 3.6
給与締切日

社会保険

福利厚生・その他制度
資格がなくても大丈夫です。しっかりとした研修体制、実質0円で資格が取れる資格取得支援制度
個別学習が行えるe-ラーニングシステムを導入しています。

計 192,980 ～ 197,110 円 185,750 ～ 189,880 円 179,560 ～ 183,690円
その他手当 夜勤手当（22,800円　5,700円×4回分）、住宅手当（上限：25,000円）

8,660 ～ 8,790 円
資格手当 13,000 円 6,000 円

※備考：③21:00～翌日6:50 ３つのシフトよる変形労働時間制（１か月単位）

休日 シフトに準ずる

賃金形態
基本給 170,900 ～ 174,900円 170,900 ～ 174,900円 170,900 ～ 174,900円

処遇改善手当

勤務時間

① 6：40～15：40 ② 13：00～22：00

休憩時間 時間外労働月平均

9,080 ～ 9,210 円 8,850～ 8,980 円

介護職 特別養護老人ホームにおける介護業務全般
・ご利用者様の生活全般に係る援助
・ケアプランによる支援、評価の実施と記録の作成
・イベントやサークル活動の企画と運営等

学歴・必要なスキル・資格

不問

３．採用条件

介護職 特別養護老人ホームにおける介護業務全般
・ご利用者様の生活全般に係る援助
・ケアプランによる支援、評価の実施と記録の作成
・イベントやサークル活動の企画と運営等

学歴・必要なスキル・資格

実務者、初任者研修

職　種 仕事内容

介護職 特別養護老人ホームにおける介護業務全般
・ご利用者様の生活全般に係る援助
・ケアプランによる支援、評価の実施と記録の作成
・イベントやサークル活動の企画と運営等

学歴・必要なスキル・資格

介護福祉士

職　種 仕事内容

職　種 仕事内容

採用担当窓口 本部　総務部　垣原博文 41.6

電話番号 04-2935-5611 04-2966-7173

採用担当メールアドレス info@anjyukai.or.jp

事業内容・特徴など

埼玉県入間市、狭山市、川越市、三芳町などで特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、グ
ループホーム、保育園などの事業を展開しています。職員が働きやすい職場環境の整備を行ってお
り、多様な働き方実践企業の「プラチナ＋認定」や子育てサポート企業として「くるみん」を取得して、
ワークライフバランス推進に力を入れています。

２．募集職種

資本金 - 1998年　1月　16日

従業員数 556 男性：99名　/　女性：457名

本社所在地 埼玉県入間市上藤沢851番地1

勤務地 埼玉県入間市仏子1111-1

最寄駅（バス亭） 西武池袋線　仏子駅 5

求人票 ＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学院 ・ 大学 ・ 短大 ・ 専門 ・ 既卒 企業ガイド2021�掲載ページ

会社名 社会福祉法人　杏樹会 医療・福祉

mailto:info@anjyukai.or.jp


１．会社情報

ブース番号 1-26 求人区分 45

業　種

徒歩 分

円 設立

全社 名 男女別

平均年齢 歳

FAX番号

人数

10

人数

5

人数

60 分 20 時間

週休二日制 毎週 年間休日 127 日

月　給 223,800円 ～ 241,200円

あり 年間 昇給 あり 4 月

毎月 20 日 支払日 毎月 末 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 あり 60歳 勤務延長 再 雇 用 あり 退職金制度 あり

試用期間 あり 期　 　間 6ケ月

試用期間中の労働条件変更 なし （ありの場合： ）

通勤手当 上限 なし 円まで
特記事項等

求人票 ＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学院・大学・短大・専門・既卒 企業ガイド2021�掲載ページ

会社名 斎藤工業株式会社 総合建設業

本社所在地 埼玉県さいたま市浦和区北浦和3-6-5

勤務地 埼玉県・東京都などの建設作業所

最寄駅（バス亭）

管理グループ 山下　強 44.6

資本金 90,000,000 23365

従業員数 136 男性：118名　/　女性：18名

採用担当窓口

電話番号 048-833-1551 048-833-9703

採用担当メールアドレス t-yamashita@saitokogyo.co.jp

事業内容・特徴など

埼玉県を中心に数多くのランドマーク的な建物や道路、新築や大規模改修などを手

掛けている総合建設会社です。日々新しいことへの挑戦を繰り返し、世界に一つだ

けのものを作り上げていくやりがいのある仕事です。

建設工事全般に関わる施工管理業務

仕事内容

２．募集職種

職　種 仕事内容

建築施工管理職

学歴・必要なスキル・資格

普通自動車運転免許（入社後取得も可）

職　種

備　　考

休日　

賃金形態

その他手当

賞与

給与締切日

社会保険

福利厚生・その他制度

時間外労働月平均

※備考：

土木施工管理職

土木工事全般に関わる施工管理業務学歴・必要なスキル・資格

普通自動車運転免許（入社後取得も可）

職　種 仕事内容

学歴・必要なスキル・資格

３．採用条件

勤務時間

① 8：00～17：00

休憩時間

土・日・祝・夏季・年末年始

学歴 専門学校卒 大学卒

基本給 183,800円 201,200円
定期的に支払われる手当 40,000円 40,000円

慶弔見舞金・保養施設・各種研修（新入社員研修・外部研修・フォローアップ研修他）

資格取得補助（会社が認めた資格に限る）

6ケ月の試用期間は中途のみ

固定残業代

計 223,800円 241,200円
資格手当・家族手当・住宅手当・管理職手当他

2回(6月・12月)

mailto:t-yamashita@saitokogyo.co.jp


１．会社情報

ブース番号 1-27 求人区分 324

業　種

徒歩

円 設立

全社 名 男女別

平均年齢 歳

FAX番号

人数

7

人数

人数

60 分 16.01 時間

週休二日制 あり 年間休日 約125 日

月　給 188,000円 ～ 249,000円

あり 年間 昇給 あり 4 月

毎月 月末 日 支払日 毎月 25 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 あり 60歳 勤務延長 あり 再 雇 用 あり 退職金制度 あり

試用期間 あり 期　  　間 1カ月

試用期間中の労働条件変更 なし （ありの場合： 　　　）

通勤手当 上限 なし 円まで ←支給条件は会社規程による
特記事項等

求人票 ＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学院・大学・高専 企業ガイド2021�掲載ページ

会社名 株式会社第一メカテック 技術サービス

本社所在地 〒332-0004　埼玉県川口市領家5-8-6

勤務地 埼玉県川口市 / 大阪府吹田市　/　愛知県名古屋市名東区

最寄駅（バス亭） JR川口駅、赤羽駅、埼玉高速鉄道川口元郷駅（梛木の橋） バス停（梛木の橋）より3分

管理本部　/　濱田 裕 43.1

資本金 320,000,000 25720

従業員数 146 男性：126名　/　女性：20名

採用担当窓口

電話番号 0120-114-377 048-222-1630

採用担当メールアドレス saiyo＠dmt.co.jp

事業内容・特徴など

プラントや産業用機械の販売を行う第一実業株式会社（東証一部上場）グループの一員
であり、グループが目指すソリューション型企業の中心を担う技術会社です。
また、主力業務として、生産環境に合わせたマシンのカスタマイズ、商品開発、マシンのメ
ンテナンス、技術開発等機械に係る事をグローバルに展開しています。

第一実業株式会社（東証一部上場）が取り扱う産業機械の搬入・据付運転調
整、定期点検、アフターサービスのメンテナンスサービスに加え、関連した設
備の設計開発も行う技術サービス全般の業務

仕事内容

２．募集職種

職　種 仕事内容

技術職

学歴・必要なスキル・資格

工学系全学科

職　種

備　　考

休日

賃金形態

その他手当

賞与

給与締切日

社会保険

福利厚生・その他制度

時間外労働月平均

※備考：フレックスタイム制度導入

職種・学歴による変動幅

学歴・必要なスキル・資格

３．採用条件

勤務時間

① 09：00～17：30

休憩時間

土・日・祝・創立記念日・夏季・年末年始

学歴・必要なスキル・資格

職　種 仕事内容

職種

基本給 188,000円 ～ 199,000円

通勤手当、公的資格手当etc
2回（6月、12月）

財形貯蓄・持株会・企業年金・保養所・クラブ活動・諸行事・提携福利厚生ｻｰﾋﾞｽ利用

～ 50,000円定期的に支払われる手当 0円
固定残業代 ～

計 188,000円 ～ 249,000円



１．会社情報

ブース番号 1-28 求人区分 197

業　種

徒歩 分

設立

全社 名 男女別

平均年齢 歳

FAX番号

人数

5

人数

5

人数

3

60 分 8 時間

週休二日制 あり 年間休日 123 日

月　給 221,000円 ～ 223,000円

あり 年間 昇給 あり 7 月

毎月 20 日 支払日 毎月 末 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 あり 60歳 勤務延長 あり 再 雇 用 あり 退職金制度 あり

試用期間 あり 期　  　間 3ヶ月

試用期間中の労働条件変更 なし （ありの場合： 　　　）

通勤手当 上限 あり 50,000 円まで
特記事項等

求人票 ＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学院 ・ 大学  ・ 既卒 ・ 留学生 企業ガイド2021�掲載ページ

会社名 株式会社マルニックス 製造業

本社所在地 埼玉県越谷市増林3443-1

勤務地 埼玉県越谷市増林3443-1

最寄駅（バス停） 北越谷駅（バス停：弥栄団地入口） 3

人材育成組織管理室　原 42

資本金 非上場 1973年　9月　1日

従業員数 92 男性：59名　/　女性：33名

採用担当窓口

電話番号 048-965-2325 048-963-0826

採用担当メールアドレス s-hara@marunix.co.jp

事業内容・特徴など

IoT・AI機器・自動車に使用されるワイヤーハーネスの製造業です。47年黒字経営で実績を持ち安定している
会社です。海外に計6工場と営業所を展開し、グループ全体で約４,000名の従業員となっております。ネット
ワーク技術で社会に貢献していきます。
健康経営ブライト500に認定。残業平均時間８時間,プライベートの両立可。

自動車・OA機器・民生機器・医療機器などに使用されるワイヤーハーネス・
ケーブルの設計、測定、評価、解析業務、図面作成、試作品の検査業務など

技術関連全般の業務になります。

仕事内容

２．募集職種

職　種 仕事内容

技術職

学歴・必要なスキル・資格

職　種

備　　考

休日　

賃金形態

その他手当

賞与

給与締切日

社会保険

福利厚生・その他制度

海外工場や取引先様とのやりとり、材料の購買・製品の輸出入等グロー

バルに関わる業務です。営業や工場と連携し、納期管理等行います。

②

時間外労働月平均

※備考：

営業職 顧客の要求を満たす製品提案を行います。基本的に対法人営業となりま

すので、落ち着いた営業スタイルで活躍できます。初めは既存のお客様

対応・サポート業務になります。

学歴・必要なスキル・資格

大卒以上、普通自動車免許

職　種 仕事内容

国際業務(事務職)
学歴・必要なスキル・資格

３．採用条件

勤務時間

① 8：30～17：30

休憩時間

土・日・祝・GW・夏季・年末年始

職種 技術職 営業職 国際業務

221,000～223,000 円 221,000～223,000 円 221,000～223,000円

0円 0円

2回（6月12月）

健康診断、カフェテリアの利用（社内）、通信教育、資格取得制度

基本給

定期的に支払われる手当 0円 0円 0円
固定残業代 0円

計 221,000～223,000円 221,000～223,000円 221,000～223,000円
住宅手当、家族手当、営業手当（50,000円）

mailto:s-hara@marunix.co.jp


１．会社情報

ブース番号 1-29 求人区分 296

業　種

徒歩 分

円 設立

全社 名 男女別

平均年齢 歳

FAX番号

人数

70名

人数

人数

60 分 時間

週休二日制 年間休日 116 日

月　給 183,000円 ～ 201,000　円

あり 年間 昇給 あり 4 月

毎月 20 日 支払日 毎月 末 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 勤務延長 再 雇 用 退職金制度 あり

試用期間 期　 　間

試用期間中の労働条件変更 （ありの場合： 　　　）

通勤手当 上限 円まで
特記事項等

求人票 ＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学院 ・ 大学 ・ 短大 ・ 専門 ・ 既卒 ・ 留学生 企業ガイド2021�掲載ページ

会社名 株式会社　富士薬品 医薬品・化粧品小売業

本社所在地 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目383番地

勤務地 東京・埼玉・千葉・神奈川・群馬・栃木・茨城の各都県内の店舗

最寄駅（バス亭） 各地域により異なる

人事部採用課 37.5

資本金 314,559,500 1954年　4月

従業員数 4934 男性：3689名　/　女性：1245名

採用担当窓口

電話番号 048-644-3204 048-631-0099

採用担当メールアドレス saiyou@fujiyakuhin.co.jp

事業内容・特徴など 医薬品等の配置薬販売事業、薬局販売等、製造

ドラッグストアの運営、医薬品販売

関東圏で調剤薬局54店舗、調剤併設店63店舗、ドラッグセイムスを400
店舗展開しています。

仕事内容

２．募集職種

職　種 仕事内容

販売職

学歴・必要なスキル・資格

特になし

職　種

4週9休

備　　考

休日　

賃金形態

その他手当

賞与

給与締切日

社会保険

福利厚生・その他制度

時間外労働月平均

※備考：1か月単位の変形労働時間制

学歴・必要なスキル・資格

３．採用条件

勤務時間

シフト制（実働平均8時間）

休憩時間

学歴・必要なスキル・資格

職　種 仕事内容

職種

基本給 183,000 円 ～ 201,000 円
職種・学歴による変動幅

登録販売者手当、扶養手当（配偶者、子）、通勤手当

2回（7月・12月）

社会保険完備、退職金制度、社員持株制度、財形貯蓄制度、労働組合、短時間勤務制度、会員制宿泊

施設、サークル及びレクリエーション補助制度、自己啓発助成金制度、社内販売サイト

～ 0 円定期的に支払われる手当 0 円
固定残業代 0 円 ～ 0 円

計 183,000 円 ～ 201,000 円

mailto:saiyou@fujiyakuhin.co.jp


１．会社情報

ブース番号 1-30 求人区分 387

業　種

徒歩 分

円 設立

全社 名 男女別

平均年齢 歳

FAX番号

人数

3

人数

人数

60 分 2.3 時間

週休二日制 あり 年間休日 110 日

月　給　　　　190,100円 ～ 245,000円

あり 年間 昇給 あり 7 月

毎月 末 日 支払日 毎月 15 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 あり 65歳勤務延長 あり 再 雇 用 なし 退職金制度 あり

試用期間 あり 期　 間 1か月
試用期間中の              労働条件変更 なし （ありの場合： 　　　）
通勤手当 上限 あり 30,000 円まで
特記事項等

交通費支給、制服貸与、育児・介護制度、慶弔見舞金、企業型確定拠出年金、財形貯蓄、従業員持株会、
退職金、資格取得バックアップ制度、貸付金、団体割引保険、予防接種費用補助、団体長期障害所得補償
保険、各種相談窓口、福利厚生サービス（クラブオフ）利用

固定残業代

計 190,100 円 ～ 245,000 円
職種手当、資格手当、夜勤手当、通勤手当、年末年始手当、時間外手当、深夜手当、その他役割に応じて支給される手当

2か月程度

定期的に支払われる手当 0 円 ～ 34,900 円
20,000 円 ～ 40,000 円

※シフトによって異なります

①8:20～17:20

～ 170,100 円

時間外労働月平

均

職種・学歴によりよる変動幅

基本給 170,100 円

②6:00～21:00

※備考：00:00～24:00の内、9時間勤務（1時間休憩含む）

学歴・必要なスキル・資格

３．採用条件

勤務時間 休憩時間

学歴・必要なスキル・資格

職　種 仕事内容

備　　考

休日　

賃金形態

その他手当

賞与

給与締切日

社会保険

福利厚生・その他制度

事業内容・特徴など

当社は在宅介護の専門会社として、訪問介護・訪問入浴・小規模多機能型居宅介

護などのサービスを県内19か所で展開をしております。東証一部上場セントケ
ア・ホールディングのグループ会社です。ご希望がございましたら、セントケ

ア・ホールディングでのご就業も可能です。

お客様に1日でも長くご自宅で快適に生活を行っていただくために、
それぞれのサービスに沿った介護サービスを提供します。

仕事内容

２．募集職種

職　種 仕事内容

介護職

学歴・必要なスキル・資格

普通自動車運転免許(AT限定可)

職　種

電話番号 048-645-2943 048-645-2947

採用担当メールアドレス tomoji.yamada@youism.saint-care.com

事業部：山田智司 44.3

資本金 40,000,000 1980年 5月　1日

従業員数 495 男性：100名 /　女性：395名

採用担当窓口

本社所在地 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-12-5 沢田ビル4F

勤務地 県内19か所の営業所：ご希望があれば県外勤務も可

最寄駅（バス亭） JR大宮駅 10

求人票 ＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学院 ・ 大学 ・ 短大 ・ 専門 企業ガイド2021�掲載ページ

会社名 株式会社福祉の街 介護

mailto:tomoji.yamada@youism.saint-care.com


１．会社情報

ブース番号 1-31 求人区分 128

業　種

徒歩 分

円 設立

全社 名 男女別

平均年齢 歳

FAX番号

人数

2

人数

2

人数

60 分 20 時間

週休二日制 あり 年間休日 114 日

月　給 235,000円 ～ 円

営業職 開発職

あり 年間 昇給 あり 7 月

毎月 末 日 支払日 毎月 13 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 あり 60歳 勤務延長 あり 再 雇 用 あり 退職金制度 あり

試用期間 なし 期　 　間

試用期間中の労働条件変更 （ありの場合： 　　　）

通勤手当 上限 あり 100,000 円まで
特記事項等

 0円  0円
計 235,000 円 235,000 円

時間外手当、住宅手当（条件有）、家族手当（条件有）

7月、12月

社員旅行、資格補助制度

休憩時間

日曜日、祝日、土曜日（月1出勤）

 0 円

職種

基本給 235,000 円 235,000 円
定期的に支払われる手当  0 円

固定残業代

時間外労働月平均

※備考：

開発職

企画・設計・試験・製造ラインの立上げ・説明書の作成と全ての工程学歴・必要なスキル・資格

普通自動車第一種運転免許

職　種 仕事内容

学歴・必要なスキル・資格

３．採用条件

勤務時間

① 08：30～17：30

備　　考

休日　

賃金形態

その他手当

賞与

給与締切日

社会保険

福利厚生・その他制度

事業内容・特徴など

＜創業60年以上の老舗住宅資材メーカー＞

【事業】住宅関連製品の製造販売

【製品】・ホスクリーン（室内・屋外用物干金物）　・レバーハンドル（住宅室内用ドアノブ）　・OKアミド

（窓用・玄関ドア用アミド）　・スベラーズ、敷居スベリ、マドミラン・・・・・各種アイデア商品

①代理店、ハウスメーカーやホームセンターに自社商品や新商品の提

案

②製品の取り付け方などの説明

仕事内容

２．募集職種

職　種 仕事内容

営業職

学歴・必要なスキル・資格

普通自動車第一種運転免許

職　種

電話番号 048-255-5415 048-255-8228

採用担当メールアドレス fukuda@kawaguchigiken.co.jp

総務部  福田 洋一 46

資本金 95,000,000 1961年5月

従業員数 180 男性： 140名　/　女性： 40名

採用担当窓口

本社所在地 埼玉県川口市上青木1-14-41

勤務地 埼玉県川口市上青木1-14-41

最寄駅（バス亭） JR西川口駅 25

求人票 ＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学院 ・ 大学 ・ 短大 ・ 専門 ・ 既卒 企業ガイド2021 掲載ページ

会社名 株式会社川口技研 製造業

mailto:fukuda@kawaguchigiken.co.jp
mailto:fukuda@kawaguchigiken.co.jp
mailto:fukuda@kawaguchigiken.co.jp
mailto:fukuda@kawaguchigiken.co.jp
mailto:fukuda@kawaguchigiken.co.jp
mailto:fukuda@kawaguchigiken.co.jp
mailto:fukuda@kawaguchigiken.co.jp
mailto:fukuda@kawaguchigiken.co.jp


１．会社情報

ブース番号 1-32 求人区分 305

業　種

徒歩 分

円 設立

全社 名 男女別

平均年齢 歳

FAX番号

人数

2

人数

人数

90 分 10 時間

週休二日制 年間休日 96 日

月　給　　　　206,500円 ～ 212,400円

あり 年間 昇給 あり

毎月 末 日 支払日 毎月 15 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 あり 65歳勤務延長 あり 再 雇 用 あり 退職金制度 なし

試用期間 なし 期　 　間

試用期間中の 労働条件変更 （ありの場合： ）
通勤手当 上限 なし 円まで
特記事項等

固定残業代

計 212,400 円 206,500 円
資格手当、役職手当　等

業績による

32,400 円 31,500円

業績による

資格取得補助、健康診断、社員割引

基本給 180,000円 175,000 円
定期的に支払われる手当 0 円 0 円

休憩時間

ローテーション制（木曜定休）

職種 大卒 短大・専門

② 9：00～18：00

時間外労働月平均

※備考：勤務時間は店舗により営業時間が異なる為、いずれかに該当致します

学歴・必要なスキル・資格

職　種 仕事内容

学歴・必要なスキル・資格

３．採用条件

勤務時間

① 10：00～19：00

備　　考

休日　

賃金形態

その他手当

賞与

給与締切日

社会保険

福利厚生・その他制度

事業内容・特徴など
埼玉県・千葉県に地域密着型店舗「メガネマーケット」と、子供眼鏡専門店「こ

ども眼鏡館」を展開。「目と耳の健康」をテーマとし、眼鏡、補聴器を通して地

域の方々が快適な生活を送って頂ける為のお手伝いを致します。

入社後は販売職からスタートし、眼鏡・補聴器の専門的な技術・知識

を研修等で身につけて頂きます。その後、店舗管理や運営に必要な知

識等の研修を経て店長（店舗責任者）として店舗運営を行います。

仕事内容

２．募集職種

職　種 仕事内容

総合職（店長候補）

学歴・必要なスキル・資格

特になし

職　種

電話番号 048-658-3277 048-658-3278

採用担当メールアドレス k-shimada@megane-market.com

人事担当　島田 38

資本金 10,000,000 1991年　2月　4日

従業員数 24 男性：10名　/　女性：14名

採用担当窓口

本社所在地 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-252　ユニオンビルディング6階

勤務地 各店舗（埼玉県：さいたま市、白岡市　千葉県：野田市、流山市）

最寄駅（バス亭）

求人票 ＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学院・大学・短大・専門・既卒 企業ガイド2021�掲載ページ

会社名 株式会社メガネマーケット 小売業

mailto:k-shimada@megane-market.com


１．会社情報

ブース番号 1-33 求人区分 -

業　種

徒歩 分

円 設立

全社 名 男女別

平均年齢 歳

FAX番号

人数

3

人数

3

人数

2

90 分 30 時間

週休二日制 年間休日 106 日

月　給 円 ～ 円

施工管理職 営業職

あり 年間 昇給 あり 4 月

毎月 20 日 支払日 毎月 月末 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 あり 60歳 勤務延長 あり 再 雇 用 あり 退職金制度 あり

試用期間 あり 期　 　間 3か月
試用期間中の 労働条件変更 なし （ありの場合： 　　　）

通勤手当 上限 なし 円まで
特記事項等

求人票 ＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学院 ・ 大学 ・ 短大 ・ 専門 ・ 既卒 企業ガイド2021�掲載ページ

会社名 丸和工業株式会社 総合建設業

本社所在地 埼玉県北本市宮内5丁目351番地

勤務地 埼玉県北本市宮内5丁目351番地

最寄駅（バス亭） JR北本駅 20

総務部　／　井上健二 42

資本金 51,480,000 1967年　2月10日

従業員数 64 男性：　56　名　/　女性：9名

採用担当窓口

電話番号 048－543－1108 048-540-0808

採用担当メールアドレス inoue@maruwa-kogyou.co.jp

事業内容・特徴など
埼玉県県内で店舗、工場、学校・幼稚園・保育園、官公庁舎など、地域のインフラ整備を
手がける総合建設業です。

各現場の施工管理業務　（設計事務所やお客様との打ち合わせや各専門

業者との工程打ち合わせ等）

仕事内容

２．募集職種

職　種 仕事内容

建築施工管理

学歴・必要なスキル・資格

施工管理技士

職　種

備　　考

休日　

賃金形態

その他手当

賞与

給与締切日

社会保険

福利厚生・その他制度

設計事務所や既存顧客への営業活動や新規顧客の営業活動

②

時間外労働月平均

※備考：

土木施工管理
各現場の施工管理業務　（設計事務所やお客様との打ち合わせや各専門

業者との工程打ち合わせ等）
学歴・必要なスキル・資格

施工管理技士

職　種 仕事内容

コミュニケーション能力

営業職

学歴・必要なスキル・資格

３．採用条件

勤務時間

① 8：00～17：30

資格手当等

3回（7、8、12月）

社員持株会、社内親睦会、資格取得助成金、社員旅行（海外）

休憩時間

6,500円

職種

基本給 177,500～182,500円 177,500～182,500円
定期的に支払われる手当 6,500円

固定残業代 46,000円 46,000円
計 230,000～235,000 円 230,000～235,000 円

mailto:inoue@maruwa-kogyou.co.jp


１．会社情報

ブース番号 1-34 求人区分 334

業　種

徒歩 分

円 設立

全社 名 男女別

平均年齢 歳

FAX番号

人数

人数

60 分 0～10 時間

週休二日制 年間休日 107 日

月　給 220,200円 ～ 223,250円
介護ケアスタッフ

あり 年間 昇給 あり 4 月

毎月 15 日 支払日 毎月 25 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 あり 勤務延長 あり 再 雇 用 あり 退職金制度 あり

試用期間 あり 期　 　間

試用期間中の 労働条件変更 なし （ありの場合： 　　　）
通勤手当 上限 なし 円まで
特記事項等

介護ケアスタッフ
（介護職） 5

4交代制のシフト勤務　例：8:00～17：00　9：00～18：00　11：00～20:00　12：00～21:00
※21:00～翌9：00（介護部門）

休憩時間 時間外労働月平均

「自立支援」を推奨し、「介護をしない介ゴ」を提供します。リハビリ型のデイサービスやグループホームにて
ご利用者さまに寄り添い、生活補助全般を行います。
具体的には…
・体操、アクティビティー、入浴、食事、排せつなどのケア業務
・季節に応じたイベント企画運営など（いちご狩りやバーベキュー）
・機能訓練を意識した、リハビリサポートを行います。

2回（6月・12月）

社員旅行、社内懇親会、資格取得補助、健康診断、スポーツ観戦、家族会

アイ・ケア（株）は上限あり　20,000円まで　（株）イハシエネルギーは上限なし

定期的に支払われる手当

固定残業代 0円 25,000円
計

介護資格手当　通勤手当など

223,250円220,200円

学歴・必要なスキル・資格

不問

10,000円 12,000円

職種 カーライフアドバイザー

基本給(大卒） 210,200円 186,250円

※備考：アイ・ケア（株）グループホーム配属の場合は夜勤があります。 （株）イハシエネルギーは夜勤はありません。

月8～9公休
職種・学歴によりよる変動幅

３．採用条件

勤務時間

休日　

賃金形態

その他手当

賞与

給与締切日

社会保険

福利厚生・その他制度

備　　考

事業内容・特徴など

当社の歴史は古く創業100年を超える実績で、地元地域のお客様から信用と信頼をいただ
き着実に業績を伸ばしている企業です。石油製品の販売を中心に介護事業、プロパンガ

スなどグループ6社を有し「お客様と社員に豊かで明るい未来を拓く」を方針としてライ
フラインを支える生活関連事業を展開しています。

学歴・必要なスキル・資格

職　種

普通自動車免許（AT可）

２．募集職種

職　種 仕事内容

カーライフアドバイザー
（営業販売職） 5

石油製品の安定的な供給と車のアドバイスを通じて、地域のお客様の安全、快適、経済的なカーラ

イフをサポートします。

具体的には…
【店頭活動】給油サポート、サービスカード等のご案内。

【販売】オイル、タイヤ、バッテリーなどカー用品の販売。

【カウンター業務】車検、保険、自動車購入のご案内と手続き。

【洗車/コーティングサービス/整備】手洗い洗車やコーティング、メンテナンス。
【顧客管理】売上データから顧客管理を行い、ダイレクトメール作成。来店予約の管理。

【店舗演出】イベント活動やおすすめ商品等の店舗ディスプレイ。

【店舗運営】アルバイトスタッフの教育、管理。

仕事内容

電話番号 048-985-9111 048-985-0630

採用担当メールアドレス saiyou@ihashi.net

管理本部　新卒採用チーム 38.1

資本金 376,000,000 1910年　5月　15日

従業員数 426 男性：267名　/　女性：159名

採用担当窓口

本社所在地 埼玉県越谷市流通団地1-1-2

勤務地
埼玉県内（さいたま市・川口市・越谷市・久喜市・幸手市・春日部市・上尾

市・鴻巣市

最寄駅（バス亭）

求人票 ＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学院 ・ 大学 ・ 短大 ・ 専門 ・ 既卒 企業ガイド2021�掲載ページ

会社名 株式会社イハシ（イハシグループ） 小売・福祉

mailto:saiyou@ihashi.net


１．会社情報

ブース番号 1-35 求人区分 248

業　種

徒歩 分

円 設立

全社 名 男女別

平均年齢 歳

FAX番号

人数

20

人数

人数

60 分 20.5 時間

週休二日制 あり 年間休日 116 日

月　給 185,500円 ～ 195,000円

あり 年間 昇給 あり 4 月

毎月 10 日 支払日 毎月 25 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 あり 65歳勤務延長 なし 再 雇 用 あり 退職金制度 あり

試用期間 あり 期　  　間 ３カ月

試用期間中の              労働条件変更   （ありの場合：      条件変更なし　）
通勤手当 上限 あり 50,000 円まで
特記事項等 ※通勤手当は、自転車・バイク・車、公共交通機関対象。社内規定による。

備　　考

休日　

賃金形態

その他手当

賞与

給与締切日

社会保険

福利厚生・その他制度

186,350～ 195,850 円

2回（6月、12月）

社会保険完備、定期健康診断（年2回）、共済制度、財形貯蓄制度、退職金制度（勤続1年以
上）、永年勤続表彰、資格取得支援制度、帰省費用支給制度（該当者）、インフルエンザ予防接

種補助など

学歴・必要なスキル・資格

職　種 仕事内容

計

通勤手当、時間外手当（1分単位支給）、深夜手当、休日出勤手当、職務手当、扶養手当、特殊作業手当、単身赴任手当

② 17:00～翌2:00

時間外労働月平均

※備考：24時間稼働のため勤務時間は配属部署により異なります。1カ月単位の変形労働時間制

学歴・必要なスキル・資格

３．採用条件

勤務時間

① 9:00～18:00

休憩時間

シフトによる、月9～10日

850～ 850 円定期的に支払われる手当（共済手当）

固定残業代 なし 円

職種 総合職

基本給 185,500 ～ 195,000円

事業内容・特徴など

私たちは、ふだんのくらしを支える生協の物流企業です 　シーエックスカーゴは日本生
活協同組合連合会（コープ／生協）の物流子会社として、全国の生協物流を支えていま

す。コープ商品の物流会社として、各地域の生協からの受発注業務やメーカーへの商品

調達、各センターへの輸配送の業務など総合的に行っています。

総合職として物流管理、商品管理、配送管理等さまざまな現場を経験

していただきます。入社後2年間は主要事業所に集合で配属となり、物
流現場の共育研修の実施を予定しています。業務経験を経て各拠点の

管理職候補となることを期待しています。

仕事内容

２．募集職種

職　種 仕事内容

総合職

学歴・必要なスキル・資格

なし

職　種

電話番号 048-729-4576

採用担当メールアドレス jinjibu_saiyou@cxg.co.jp

人事部ES推進課　城野 41.2

資本金 100,000,000 1991年　3月　21日

従業員数 4,525 男性：2,496名/女性：2,029名

採用担当窓口

本社所在地 埼玉県桶川市赤堀1－5

勤務地 全国（埼玉、千葉、愛知、兵庫、広島、佐賀等）

最寄駅（バス亭） JR高崎線「桶川」駅（朝日バス「加納公民館」） 10

求人票 ＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学院 ・ 大学 ・ 短大 ・ 専門 ・ 既卒 ・ 留学生 企業ガイド2021�掲載ページ

会社名 株式会社シーエックスカーゴ 運輸・倉庫

mailto:jinjibu_saiyou@cxg.co.jp


１．会社情報

ブース番号 1-36 求人区分 171

業　種

徒歩 分

円 設立

全社 名 男女別

平均年齢 歳

FAX番号

人数

5

人数

人数

60 分 20 時間

週休二日制 隔週 年間休日 109 日

月　給 200,000円 ～ 円

あり 年間 昇給 あり 4 月

毎月 15 日 支払日 毎月 25 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 あり 勤務延長 あり 再 雇 用 あり 退職金制度 あり

試用期間 あり 期　 　間 6ヶ月
試用期間中の 労働条件変更 なし （ありの場合： 　　　）

通勤手当 上限 あり 25,000 円まで
特記事項等

求人票 ＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学院 ・ 大学 ・ 短大 ・ 専門 ・ 既卒 企業ガイド2021�掲載ページ

会社名 株式会社富岡食品 食品製造業

本社所在地 埼玉県深谷市東大沼229-1

勤務地 埼玉県深谷市、栃木県佐野市

最寄駅（バス亭） 深谷駅 20

総務部　 36

資本金 50,000,000 1972年 11月　1日

従業員数 187 男性：115名 /　女性：112名

採用担当窓口

電話番号 048-571-5254 048-571-6384

採用担当メールアドレス t-kashima@tomiokafoods.co.jp

事業内容・特徴など 豆腐の加工品油揚げ、味付油揚げ、厚揚げ、がんもの製造販売

最低1年間は製造部にて製造管理部門を学んでいただきます。また、研修
をへて希望職種、欠員職種などの協議の上配属予定

仕事内容

２．募集職種

職　種 仕事内容

総合職

学歴・必要なスキル・資格

職　種

備　　考

休日　

賃金形態

その他手当

賞与

給与締切日

社会保険

福利厚生・その他制度

② シフトにより遅番、早番勤務あり

時間外労働月平均

※備考：

学歴・必要なスキル・資格

職　種 仕事内容

学歴・必要なスキル・資格

３．採用条件

勤務時間

① 09：00～18：00

2回

休憩時間

各工場シフトによる

職種

基本給 200,000 円
定期的に支払われる手当

総合職

固定残業代

計 200,000 円

mailto:t-kashima@tomiokafoods.co.jp


１．会社情報

ブース番号 1-37 求人区分 319

業　種

徒歩 分

円 設立

全社 名 男女別

平均年齢 歳

FAX番号

人数

１名

人数

１名

人数

１名

60 分 20 時間

週休二日制 毎週 年間休日 125 日

月　給 212,000円 ～ 220,000円

あり 年間 昇給 あり 4 月

毎月 20 日 支払日 毎月 25 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 あり 65歳 勤務延長 あり 再 雇 用 あり 退職金制度 あり

試用期間 あり 期　 　間 3ヶ月
試用期間中の 労働条件変更 なし （ありの場合： 　　　）

通勤手当 上限 なし 円まで
特記事項等

求人票 ＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学院 ・ 大学 企業ガイド2021�掲載ページ

会社名 共和コンサルタント株式会社 建設コンサルタント業

本社所在地 埼玉県さいたま市浦和区岸町7-10-5

勤務地 埼玉県さいたま市浦和区岸町7-10-5

最寄駅（バス亭） ＪＲ浦和駅 10

総務部　正木　勉 47.6

資本金 90,000,000 1979年　4　月　12　日

従業員数 58 男性：　46名　/　女性：　12名

採用担当窓口

電話番号 048-829-2401 048-832-9552

採用担当メールアドレス masaki@kyowanet.jp

事業内容・特徴など

昭和４３年の創業以来、埼玉県内の各自治体を中心に地元に密着した企業とし

て、地域にの安心安全な社会基盤と快適な住環境の実現に向け、新技術の研究・

開発に加え、高度な技術力を以って社会に貢献しています。

埼玉県の官公庁（主に地方自治体)に対する土木測量・設計のご提案

仕事内容

２．募集職種

職　種 仕事内容

営業職

学歴・必要なスキル・資格

不問・普通自動車免許

職　種

備　　考

休日　

賃金形態

その他手当

賞与

給与締切日

社会保険

福利厚生・その他制度

休憩時間

設計職 道路設計：道路・交通の調査・計画・設計・構造物設計　他

橋梁設計：橋梁の設計・補修・調査・維持管理計画　他

河川設計：河川の設計・河川構造物設計　他

学歴・必要なスキル・資格

理工系・自然科学系専攻等

職　種 仕事内容

土・日・祝・GW・夏季・年末年始

～ 220,000 円

上下水道：配管実施設計・耐震診断設計・改築更正設計・雨水浸水対策設計
他
測　　　量：測量業務一般　他

時間外労働月平均

※備考：

職種・学歴による変動幅

基本給 212,000 円

水理・地質・構造力学

上下水道・測量職

学歴・必要なスキル・資格

３．採用条件

勤務時間

8:30～17：30

定期的に支払われる手当 0 円 ～ 0 円
0 円 ～ 0 円

社員旅行、社内ボーリング大会、資格取得補助、確定拠出型年金、保養施設

固定残業代

計 212,000 円 ～ 220,000 円
家族手当、役職手当、皆勤手当、資格手当 etc

3回（6月、12月、3月）

mailto:masaki@kyowanet.jp


１．会社情報

ブース番号 1-38 求人区分 186

業　種

徒歩 分

円 設立

全社 名 男女別

平均年齢 歳

FAX番号

人数

1

人数

人数

45 分 2 時間

週休二日制 あり 年間休日 110 日

月　給 187,000円 ～       222,300円

あり 年間 昇給 あり 4 月

毎月 20 日 支払日 毎月 30 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 あり 60歳 勤務延長 あり 再 雇 用 あり 退職金制度 あり

試用期間 あり 期　 　間 3か月
試用期間中の 労働条件変更 なし （ありの場合： 　　　）

通勤手当 上限 なし 円まで
特記事項等

求人票 ＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学院 ・ 大学 ・ 短大 ・ 専門 ・ 既卒 企業ガイド2021�掲載ページ

会社名 笛木醤油株式会社 製造・飲食・小売業

本社所在地 埼玉県比企郡川島町上伊草660

勤務地 埼玉県比企郡川島町上伊草660／川越市幸町10－5　　※2店舗両方での勤務可能性あり

最寄駅（バス亭） 川越駅・本川越駅・東松山駅 バス20分、徒歩5

総務人事企画部／笛木小春 40.8

資本金 20,000,000 1978年 9月 5日

従業員数 46 男性：　14名　/　女性：　32名

採用担当窓口

電話番号 049-297-0041／080-7887-8430 049-297-5978

採用担当メールアドレス info@kinbue.jp

事業内容・特徴など
醤油および醤油加工調味料醸造・バウムクーヘン製造・飲食店（2店舗）運営、小
売店（2店舗）運営

バウムクーヘン製造、直売店舗での接客・店舗販促、レストランでの調

理、醤油および醤油加工調味料・製菓の商品開発等

仕事内容

２．募集職種

職　種 仕事内容

バウム製造・店舗運営

学歴・必要なスキル・資格

食への興味・基本の調理スキル

職　種

備　　考

休日　

賃金形態

その他手当

賞与

給与締切日

社会保険

福利厚生・その他制度

休憩時間

学歴・必要なスキル・資格

職　種 仕事内容

シフト制による、夏季・年末年始

～ 202,300円

時間外労働月平均

※備考：

職種・学歴によりよる変動幅

基本給 187,000 円

学歴・必要なスキル・資格

３．採用条件

勤務時間

① 9：00～17：45

定期的に支払われる手当 ～ 20,000円
～

社内懇親会、資格取得支援制度、ベビーシッター補助、健康診断

固定残業代

計 187,000円 ～ 222,300円
家族手当、役職手当、皆勤手当、資格手当 etc

7　・12月

mailto:info@kinbue.jp


１．会社情報

ブース番号 1-39 求人区分 292

業　種

徒歩 分

円 設立

全社 名 男女別

平均年齢 歳

FAX番号

人数

2

人数

人数

60 分 10 時間

週休二日制 あり 年間休日 126 日

月給　226,000円（大卒　営業職）

あり 年間 昇給 あり 7 月

毎月 末 日 支払日 当月 25 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 あり 60歳 勤務延長 あり 再 雇 用 あり 退職金制度 あり

試用期間 あり 期　 　間 3ヶ月
試用期間中の 労働条件変更 なし （ありの場合： 　　　）

通勤手当 上限 なし 円まで
特記事項等

求人票 ＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学院・大学・短大・既卒 企業ガイド2021�掲載ページ

会社名 東和アークス株式会社 卸売業

本社所在地 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-384

勤務地 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-384

最寄駅（バス亭） JR大宮駅 10

人事部　/　山瀬　奨大 42

資本金 230,000,000 1954年 7月　24日

従業員数 145 男性：　　124名　/　女性：　21名

採用担当窓口

電話番号 048-644-3941 048-643-1568

採用担当メールアドレス saiyo-twa@twa-g.jp

事業内容・特徴など

砂利、砂、生コンクリートなどの建設資材の製造販売をしている建設資材商社です。生活に

は欠かせないインフラ構築・整備に必要な資材をお客様に提供しています。また建設資材だ

けではなく、石油関連製品の販売や太陽光システム、バイオガスシステムの開発などにも力

を入れています。

大手建設会社や道路会社、地場ゼネコン及び地元販売店へのルート営

業。

仕事内容

２．募集職種

職　種 仕事内容

営業職

学歴・必要なスキル・資格

普通自動車免許

職　種

備　　考

休日　

賃金形態

その他手当

賞与

給与締切日

社会保険

福利厚生・その他制度

時間外労働月平均

※備考：

学歴・必要なスキル・資格

職　種 仕事内容

学歴・必要なスキル・資格

３．採用条件

勤務時間

① 8：30～17：30

通勤手当、家賃補助手当　など

2回（6月、12月）

社会保険完備、退職金制度、育児休業制度、介護休業制度　など

休憩時間

土・日・祝日・夏季・年末年始

職種

基本給 201,000円
定期的に支払われる手当 25,000円

営業職

固定残業代 円

計 226,000 円

mailto:saiyo-twa@twa-g.jp


１．会社情報

ブース番号 1-40 求人区分 385

業　種

徒歩 分

設立

全社 名 男女別

平均年齢 歳

FAX番号

人数

10

人数

10

人数

10

60 分 10 時間

週休二日制 なし 年間休日 119 日

月　給 163,500円 ～ 240,500円
介護職 障がい者・児

あり 年間 昇給 あり 4 月

毎月 15 日 支払日 毎月 28 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 あり 勤務延長 あり 再 雇 用 あり 退職金制度 あり

試用期間 あり 期　 　間 3か月
試用期間中の 労働条件変更 なし   （ありの場合：      　　　）

通勤手当 上限 あり 30,000 円まで
特記事項等

求人票 ＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学院 ・ 大学 ・ 短大 ・ 専門 ・高卒・ 既卒 企業ガイド2021�掲載ページ

会社名 社会福祉法人ハッピーネット 福祉

本社所在地 〒338-0831　埼玉県さいたま市桜区南元宿2-6-22

勤務地 埼玉県(さいたま市、川越市、鶴ヶ島市)　東京都(板橋区、練馬区)

最寄駅（バス亭） 勤務地による

法人本部総務課　伊藤 35

資本金 社会福祉法人のためなし 2002年 1月 4日

従業員数 796 男性：　240名　/　女性：　556名

採用担当窓口

電話番号 048-767-3822 048-767-3823

採用担当メールアドレス jinji@happynet.or.jp

事業内容・特徴など

ハッピーネットは埼玉県と東京都に高齢福祉、障がい福祉、児童福祉を25施設60事業展
開している総合福祉法人になります。幅広く福祉を展開していることからキャリアチェ

ンジできることや、無資格・未経験の方でも資格支援制度がたくさんあるため、活躍で

きる環境が整っております！

(特養)在宅での生活が困難になった要介護の方の生活のお手伝いを行っております。
(デイ)車での送迎・食事・入浴・機能訓練・余暇活動等、常に利用される方の体調に合
わせて対応する、日帰りでご利用できるサービスです。季節に合わせた行事などを積極

的に行っております。

仕事内容

２．募集職種

職　種 仕事内容

介護職

学歴・必要なスキル・資格

特養はなし・デイは運転免許

職　種

備　　考

休日　

賃金形態

その他手当

賞与

給与締切日

社会保険

福利厚生・その他制度

小学生～高校生を対象としており、放課後の余暇活動の場を提供してお

ります。(紙芝居、音楽活動、運動、調理活動、創作活動等)

② 9：30～18：30

時間外労働月平均

※備考：職種によって勤務時間は異なります。

障がい者支援員
(就労)企業等への一般就労に向けての職業訓練や、職場実習、就労マナー講座、パソコン訓練等、就労へ向けての
総合的な力を養う支援を提供して頂きます。

(B型)就労の機会等を提供するとともに、焼き菓子製造や施設外就労・販売業務等を通じて、その知識及び能力の
向上の為に必要な訓練を支援して頂きます。

(生活)室内での軽作業を通して、ハンディキャップがあっても、働くことを生活に位置付けつつ、楽しく充実した
日々を送れるようにお手伝いして頂きます。

学歴・必要なスキル・資格

運転免許

職　種 仕事内容

保育士又は児童指導員任用資格＋運転免許

障がい児指導員

学歴・必要なスキル・資格

３．採用条件

勤務時間

① 8：30～17：30

住宅手当3,000円又は10,000円、年末年始手当3,000円/日　等
3.2か月～3.8か月

・4月1日入職者有給休暇10日付与・社宅制度あり(条件有)・入職前資格支援制度　等

車・バイク通勤の場合は距離に応じて交通費がでます。(上限なし)

休憩時間

0～37,000 円

職種

基本給 163,500 円 163,500 円
定期的に支払われる手当 0～ 77,000 円
固定残業代

計 最大240,500円 最大200,500円

mailto:jinji@happynet.or.jp


１．会社情報

ブース番号 2-1 求人区分 277

業　種

徒歩 分

円 設立

全社 名 男女別

平均年齢 歳

FAX番号

人数

4

人数

人数

60 分 30 時間

週休二日制 あり 年間休日 103 日

月　給 225,600円 ～ 230,200円
販売職

年間 昇給 あり 6 月

毎月 15 日 支払日 毎月 25 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 あり 60歳 勤務延長 あり 再 雇 用 あり 退職金制度 あり

試用期間 あり 期　 　間 1ケ月
試用期間中の 労働条件変更 なし （ありの場合： 　　　）

通勤手当 上限 なし 円まで
特記事項等

求人票 ＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学 ・ 短大 ・ 専門 ・ 既卒 ・ 留学生 企業ガイド2021�掲載ページ

会社名 株式会社　埼玉イエローハット 小売業

本社所在地 埼玉県戸田市大字美女木1323-6

勤務地 埼玉県戸田市大字美女木1323-6（その他運営店舗さいたま市4店舗、和光市、八潮市）

最寄駅（バス亭） JR埼京線北戸田駅 10

採用担当/金井（かない） 36.2

資本金 9,000,000 2011年 2月 1日

従業員数 175 男性：132名　/　女性：43名

採用担当窓口

電話番号 048-449-7571 048-449-7572

採用担当メールアドレス yhg111140＠g.yellowhat.co.jp

事業内容・特徴など
（事業内容）自動車用品小売業、自動車整備事業、自動車保険事業、レンタカー事業（特徴）東証１

部上場㈱イエローハットの100％出資子会社で、安定した経営基盤の中で埼玉地区の7店舗を運営して
います。車に関わる全てをサポート出来るトータル・カーケアを目指し、成長している企業です。

イエローハットで扱う商品の販売をする仕事ですが、扱うカテゴリーやアイテムが多い

ので、タイヤ・ドライブレコーダーなどカテゴリー毎に知識を習得して、接客販売の経

験を重ねて行きます。接客販売以外にもレジうち、商品の品出し、発注、顧客管理、売

場作成など店舗運営業務全般が仕事となります。

仕事内容

２．募集職種

職　種 仕事内容

販売職

学歴・必要なスキル・資格

普通自動車免許（AT限定可）
職　種

備　　考

休日　

賃金形態

その他手当

賞与

給与締切日

社会保険

福利厚生・その他制度

時間外労働月平均

※備考：

学歴・必要なスキル・資格

職　種 仕事内容

学歴・必要なスキル・資格

３．採用条件

勤務時間

① 10：00～18：30

住宅手当、応援手当、役職手当、資格手当、 etc
4回（2.00ケ月分）

ベネフィット加入（割引優待）資格取得支援（自動車整備士、販売士）、社内表

彰、健康診断、

休憩時間

職種

基本給 167,900円～171,300円
定期的に支払われる手当

固定残業代 57,700 ～ 58,900 円
計 225,600 ～ 230,200円



１．会社情報

ブース番号 2-2 求人区分 407

業　種

徒歩 分

円 設立

全社 名 男女別

平均年齢 歳

FAX番号

人数

2

人数

2

人数

1

60 分 5 時間

週休二日制 あり 年間休日 120 日

月　給 190,000円 ～ 円

あり 年間 昇給 あり 4 月

毎月 25 日 支払日 翌月 25 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 あり 60歳 勤務延長 なし 再 雇 用 あり 退職金制度 あり

試用期間 あり 期　 間 3ヶ月
試用期間中の 労働条件変更 （ありの場合：なし）

通勤手当 上限 あり 30,000 円まで
特記事項等

求人票 ＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学院 ・ 大学 ・ 短大 ・ 専門 企業ガイド2021�掲載ページ

会社名 株式会社コマーム サービス業

本社所在地 埼玉県川口市栄町1-4-16

勤務地 本社および、コマームが運営する埼玉県内の施設

最寄駅（バス亭）

人財部／小林　和広 47

資本金 13,000,000 1995年 4月 1日

従業員数 631 男性：　53　名　/　女性：　567　名

採用担当窓口

電話番号 048-256-1682 048-251-0785

採用担当メールアドレス recruit@comaam.jp

事業内容・特徴など
保育所、児童館運営、児童センター運営、放課後児童クラブ運営、病棟保育、子

育て支援センター運営、放課後等デイサービス、ベビーシッター

お子さんの成長・発達を促すための保育施設の環境設定、保育計画案の作
成と実施、及び報告。保護者や職員間のコミュニケーションを図り、保護者へ
の支援やより良い保育を実践していただきます。

仕事内容

２．募集職種

職　種 仕事内容

保育士

学歴・必要なスキル・資格

保育士

職　種

備　　考

休日　

賃金形態

その他手当

賞与

給与締切日

社会保険

福利厚生・その他制度

コマームの保育施設を支える事務局でのお仕事です。研修時に総務、経

理、人事の中でローテーションを行い。適正のある部署へ配属となりま

す。

時間外労働月平均

※備考：

支援員
放課後のお子さんに対して、家でもない学校でもない第3の居場所を提供しています。
保護者の迎えが来るまで、遊んだり、宿題をしたり、おやつを食べたりして、過ごすお
子さんと安全安心を意識しながら、一緒に過ごしていただきます。

学歴・必要なスキル・資格

職　種 仕事内容

事務員

学歴・必要なスキル・資格

３．採用条件

勤務時間

① 週40時間の変形労働制

休憩時間

シフトによる。

職種 保育士 支援員 事務員

190,000円 190,000 円 190,000 円

円 円

2回

ベビーシッター使用料割引

基本給

定期的に支払われる手当 円 円 円

固定残業代 円

計 190,000 円 190,000 円 190,000 円
資格手当

mailto:recruit@comaam.jp


１．会社情報

ブース番号 2-3 求人区分 74

業　種

徒歩 分

円 設立

全社 名 男女別

平均年齢 歳

FAX番号

人数

4

人数

4

人数

90 分 18.8 時間

週休二日制 年間休日 119 日

月　給 220,039円 ～ 233,683円

あり 年間 昇給 あり 7 月

毎月 15 日 支払日 毎月 25 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 あり 65歳 勤務延長 なし 再 雇 用 あり 退職金制度 あり

試用期間 あり 期　 　間 3ヶ月

試用期間中の労働条件変更 あり
通勤手当 上限 なし 円まで
特記事項等

求人票 ＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学院・大学・短大・専門・既卒 企業ガイド2021 掲載ページ

会社名 初雁興業株式会社 建設業

本社所在地 埼玉県川越市鯨井1705-2

勤務地 埼玉県川越市鯨井1705-2

最寄駅（バス亭） 東武東上線 霞ヶ関駅 19

総務部 / 栗原史明 46.3

資本金 112,000,000 1947年　3月　10日

従業員数 124 男性:　115名　/　女性:　9名

採用担当窓口

電話番号 049-231-0800 049-232-7068

採用担当メールアドレス f.kurihara@hazkari.jp

事業内容・特徴など

土木、建築の設計・施工管理と宅地建物取引業を営む総合建設業です。

主に国交省、埼玉県、川越市他市町村の公共事業や民間工事を請け負い、「地域社会への貢献」を理

念に「安心・安全」な社会を築くため、日々技術の向上に努めています。

土木工事と建築工事をバランス良く手掛けることで、安定した経営を続けております。

土木工事の施工管理技術者を募集しています。主な業務は工事現場における安全管理、

品質管理、工程管理、原価管理等で、入社後は現場代理人（いわゆる現場監督）の補助

を担当していただきます。現場経験を積んで、施工管理技士の資格を取っていただくこ

とで、将来的には現場代理人として活躍いただきます。

仕事内容

２．募集職種

職　種 仕事内容

土木施工管理技術者

学歴・必要なスキル・資格

普通自動車第一種運転免許

職　種

備　　考

休日　

賃金形態

その他手当

賞与

給与締切日

社会保険

福利厚生・その他制度

休憩時間

建築施工管理技術者 建築工事の施工管理技術者を募集しています。主な業務は工事現場における安全管理、

品質管理、工程管理、原価管理等で、入社後は現場代理人（いわゆる現場監督）の補助

を担当していただきます。現場経験を積んで、施工管理技士の資格を取っていただくこ

とで、将来的には現場代理人として活躍いただきます。

学歴・必要なスキル・資格

普通自動車第一種運転免許

職　種 仕事内容

土・日・祝・夏季・年末年始他

～ 201,000円

時間外労働月平均

※備考：　月により1回の土曜日出勤があります

学歴による変動幅

基本給 190,000円

学歴・必要なスキル・資格

３．採用条件

勤務時間

① 8：00～17：00

定期的に支払われる手当 0円 ～ 0円
30,039円 ～ 32,683円

（ありの場合： 試用期間中は残業がない為、固定残業代の支給はありません）

時間外手当は時間外労働の有無にかかわらず固定残業代(20時間分)として支給。20時間超部分は追加支給する。

固定残業代

計 220,039円 ～ 233,683円
資格手当(5,000～30,000円)・家族手当(5,000円～10,000円)・役職手当(5,000～30,000円)等

2回（6月、12月）



１．会社情報

ブース番号 2-4 求人区分 300

業　種

徒歩 分

円 設立

全社 名 男女別

平均年齢 歳

FAX番号

人数

10

人数

人数

60 分 9.3 時間

週休二日制 年間休日 110 日

月　給 265,361円 ～

キャリアアップ社員

なし 年間 昇給 あり 4 月

毎月 末 日 支払日 毎月 翌20 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 あり 勤務延長 あり 再 雇 用 あり 退職金制度 あり

試用期間 あり 期　 　間 6か月

試用期間中の労働条件変更 なし （ありの場合： 　　　）

通勤手当 上限 あり 50,000 円まで
特記事項等

求人票 ＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学院 ・ 大学 ・ 短大 ・ 専門 ・ 既卒 ・ 留学生 企業ガイド2021 掲載ページ

会社名 マクドナルドFC 株式会社豊昇 サービス業

本社所在地 埼玉県鶴ヶ島市太田ヶ谷985-1　オフィスワイヴァーン

勤務地 埼玉県41店舗・東京都31店舗・群馬県1店舗　計73店舗のいずれか

最寄駅（バス亭） 東武東上線鶴ヶ島駅 20

サポート本部人事部 35.9

資本金 8,000,000 2002年　4月　1日

従業員数 215 男性：116名　/　女性：99名

採用担当窓口

電話番号 049-298-6145 049-298-6146

採用担当メールアドレス hosho-hr@th-mcd.com

事業内容・特徴など

当社は東京、埼玉、群馬でマクドナルドを73店舗運営しているフランチャイズ企業です。創業以来

「社員とクルーにやりがいを持って楽しく働いてもらいたい」との一念で様々な人事施策を行ってい

ます。また、「地域に愛される企業」を目指し、ドナルドマクドナルドハウス財団や児童養護施設、

地域病院への支援活動等、多くの社会貢献活動を行っています。

店舗の運営、売上管理、人材教育などを行っていただきます。まずは約半年間でマクド

ナルドの基本的なオペレーションスキルを身に着けて頂いた後、店長のアシスタントと

して、店舗運営の業務やマネジメントスキルを学びます。店長になった後も、エリアマ

ネージャー、サポート本部への異動等キャリアアップが目指せます。

仕事内容

２．募集職種

職　種 仕事内容

キャリアアップ社員

学歴・必要なスキル・資格

普通自動車免許

職　種

備　　考

休日　

賃金形態

その他手当

賞与

給与締切日

社会保険

福利厚生・その他制度

② 15：00～22：00

時間外労働月平均

※備考：月単位の変形労働時間制。24時間シフト制（①②はシフト例となります）

学歴・必要なスキル・資格

職　種 仕事内容

学歴・必要なスキル・資格

３．採用条件

勤務時間

① 5：00～13：00　/ 9：00～18：00

家族手当、通勤手当、住宅手当、各種祝金あり（お年玉、端午の節句、誕生日） etc

業績年俸として月給に配分

社員旅行、社内懇親会（BBQ、スポーツ大会）、社内コンテスト、社内貢献社員表彰、

専門教育期間での研修、健康診断、定期メンタルチェック、部活動（テニス、マラソン）etc

※マイカー通勤の為、通勤手当はガソリン代で計算します。店舗に社員駐車場あり。

休憩時間

月9日（誕生日休暇、夏季・冬季休暇あり）

職種

基本給 190,000 円
定期的に支払われる手当 40,000円

固定残業代 26,361円
計 265,361円

mailto:hosho-hr@th-mcd.com
mailto:hosho-hr@th-mcd.com
mailto:hosho-hr@th-mcd.com
mailto:hosho-hr@th-mcd.com
mailto:hosho-hr@th-mcd.com
mailto:hosho-hr@th-mcd.com
mailto:hosho-hr@th-mcd.com
mailto:hosho-hr@th-mcd.com


１．会社情報

ブース番号 2-5 求人区分 335

業　種

徒歩 分

円 設立

全社 名 男女別

平均年齢 歳

FAX番号

人数

5

人数

人数

60 分 3 時間

週休二日制 年間休日 111 日

月　給 　　240,000円 ～ 265,000 円

総合職

あり 年間 昇給 あり 4 月

毎月 15 日 支払日 毎月 25 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 あり 60歳 勤務延長 あり 再 雇 用 あり 退職金制度 あり

試用期間 なし 期　  　間

試用期間中の労働条件変更 （ありの場合： 　　　）

通勤手当 上限 なし 円まで
特記事項等

住宅手当 0～25,000円

計 240,000～265,000円

7月・12月

社会保険・産休・育休。介護休暇制度・会員制保養施設・ＪＴＢベネ

フィット会員・独身・家族寮完備

休憩時間

4週8休憩

職種

基本給 215,000円

定期的に支払われる手当 25,000円

② 16：00～01：00

時間外労働月平均

※備考：

学歴・必要なスキル・資格

職　種 仕事内容

学歴・必要なスキル・資格

３．採用条件

勤務時間

① 09：00～18：00

備　　考

休日　

賃金形態

その他手当

賞与

給与締切日

社会保険

福利厚生・その他制度

事業内容・特徴など

レジャーアミューズメント施設の運営（東京・埼玉・神奈川・千葉）

不動産事業

グループ企業より飲食事業・福祉事業・保育事業・ＩＴ事業

入社1年目は同期全員同じ職場にて接客を学んで頂きます。

2年目は人材育成・教育担当を経験し店舗経営・マネジメントできる

人材を目指します

仕事内容

２．募集職種

職　種 仕事内容

レジャーアミューズメント接客

学歴・必要なスキル・資格

職　種

電話番号 048-240-5888 048-240-4554

採用担当メールアドレス matsumoto.tis@sap.fm  

松本　泰志 32.3

資本金 102,950,000 1951年　　4月

従業員数 873 男性：　475名　/　女性：　398名

採用担当窓口

本社所在地 埼玉県川口市西青木4-1-3

勤務地 埼玉県草加市（ＳＡＰ草加店）

最寄駅（バス亭） 東武スカイツリー線（草加駅） 20

求人票 ＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学院 ・ 大学 ・ 短大 ・ 専門 ・ 既卒 企業ガイド2021 掲載ページ

会社名 サンキョー株式会社 レジャーアミューズメント

mailto:matsumoto.tis@sap.fm
mailto:matsumoto.tis@sap.fm
mailto:matsumoto.tis@sap.fm
mailto:matsumoto.tis@sap.fm
mailto:matsumoto.tis@sap.fm
mailto:matsumoto.tis@sap.fm
mailto:matsumoto.tis@sap.fm
mailto:matsumoto.tis@sap.fm


１．会社情報

ブース番号 2-6 求人区分 61

業　種

徒歩 分

円 設立

全社 名 男女別

平均年齢 歳

FAX番号

人数

3

人数

人数

60 分 6.5 時間

週休二日制 あり 年間休日 105 日

月　給 220,000円 ～ 227,000円
法人営業 学卒 法人営業　院卒

あり 年間 昇給 あり 4 月

毎月 25 日 支払日 毎月 末 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 あり 60歳 勤務延長 あり 再 雇 用 あり 退職金制度 あり

試用期間 あり 期　 　間 3か月

試用期間中の労働条件変更 あり （ありの場合：   日給月給制になります ）

通勤手当 上限 あり 50,000 円まで
特記事項等

求人票 ＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学院・大学・短大・専門・既卒 企業ガイド2021 掲載ページ

会社名 株式会社高脇基礎工事 建設業

本社所在地 埼玉県北本市深井4丁目188番地

勤務地 埼玉県北本市深井4丁目188番地

最寄駅（バス亭） JR高崎線　北本駅 18

業務課 採用担当 鈴木真一 43.4

資本金 442,320,000 1963年　4月　8日

従業員数 114 男性：99名　/　女性：15名

採用担当窓口

電話番号 048-541-3287 048-541-7201

採用担当メールアドレス suzuki@takawaki.co.jp

事業内容・特徴など
埼玉県を中心に社会基盤のインフラ事業に携わっております。基礎工事は表には中々でま

せんが、縁の下の力持ちとして、あらゆる土木工事に関わっており、社会貢献度の非常に

高いお仕事です。

土木工事の施工案件を受注するのがメインのお仕事です。大手ゼネコン・地場

ゼネコン（埼玉が中心）が取引先になります。先輩社員と一緒に仕事をするこ

とで、土木基礎工事の事、営業の事を一からじっくりと学んでいただきます。

仕事内容

２．募集職種

職　種 仕事内容

法人営業職

学歴・必要なスキル・資格

普通自動車免許（あれば尚可）

職　種

備　　考

休日　

賃金形態

その他手当

賞与

給与締切日

社会保険

福利厚生・その他制度

時間外労働月平均

※備考：

学歴・必要なスキル・資格

職　種 仕事内容

学歴・必要なスキル・資格

３．採用条件

勤務時間

① 8：00～17：00

家族手当・役職手当

2回（7月、12月）

奨学金・学資ローン返済支援制度・資格取得報奨金制度・予防接種補助金・奨励金付持株会・社員寮完備（月額5,000円か

ら入居可）・社員懇親会（全額会社負担）・社内サークル（費用補助あり）

休憩時間

日・祝日・ＧＷ・夏季・年末年始

10,000　円

職種

基本給 210,000　円 217,000　円

定期的に支払われる手当 10,000　円

固定残業代 なし なし

計 220,000　円 227,000　円
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１．会社情報

ブース番号 2-7 求人区分 356

業　種

徒歩

円 設立

全社 名 男女別

平均年齢 歳

FAX番号

人数

4

人数

人数

60 分 4.7 時間

週休二日制 あり 年間休日 114 日

月　給 195,200円 ～ 202,900 円

あり 年間 昇給 あり 4 月

毎月 10 日 支払日 毎月 25 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 あり 60歳 勤務延長 あり 再 雇 用 あり 退職金制度 あり

試用期間 あり 期　 　間 3か月

試用期間中の労働条件変更 なし （ありの場合： 　　　）

通勤手当 上限 なし 円まで
特記事項等

求人票 ＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学院 ・ 大学 ・ 短大 ・ 専門 ・ 既卒 企業ガイド2021 掲載ページ

会社名 社会福祉法人　欣彰会 高齢者福祉事業

本社所在地 〒337-0024 さいたま市見沼区片柳1298番地

勤務地 ①さいたま市見沼区　②さいたま市西区　　いずれかの施設

最寄駅（バス亭） ①JR　大宮駅　②JR川越線　指扇駅 ①バス　20分　②バス ５分

法人本部　藤永 39

資本金 0 1985年 12月 24日

従業員数 396 男性：　133名　/　女性： 263名

採用担当窓口

電話番号 048-686-2611 048-686-3086

採用担当メールアドレス saiyou-keijuen@joy.ocn.ne.jp

事業内容・特徴など

私たち社会福祉法人欣彰会と医療法人財団新生会（大宮共立病院グループ）は、２つの法人で地域に

根差した福祉・介護・医療の各事業を展開しています。

【４３０床の病院、３つの特別養護老人ホーム、３つの介護老人保健施設、２つの地域包括支援、居

宅介護支援、通所事業など】

介護業務全般（食事・排泄・入浴介助等）・レクリエーションの企画の

他、各種イベントの企画運営。皆さんらしさ【特技や強み】を活かせる

お仕事です。

仕事内容

２．募集職種

職　種 仕事内容

介護職

学歴・必要なスキル・資格

不問

職　種

備　　考

休日　

賃金形態

その他手当

賞与

給与締切日

社会保険

福利厚生・その他制度

② 7：30～16：30

時間外労働月平均

※備考：夜勤業務あり（17：00～翌10：00）。夜勤の場合、休憩は２時間で２日分の勤務扱いです。

学歴・必要なスキル・資格

職　種 仕事内容

学歴・必要なスキル・資格

３．採用条件

勤務時間

① 9：30～18：30

休憩時間

4週8休シフト制

職種 高卒 短大・専門卒 大卒

195,200円 198,900円 202,900円

0　円 0　円

2回（7月・12月）

財形貯蓄、職員食堂、資格取得支援制度、マイカー通勤可、育児休暇制度、互助会など

時間外手当支給あり（平均4.7時間）　有給休暇の平均取得日数（8.4日）

リクナビ2022にて公開中　https://job.rikunabi.com/2022/company/r322860099/

基本給

定期的に支払われる手当 5,000 ～ 15,000 円 5,000 ～ 15,000 円 5,000 ～ 15,000 円

固定残業代 0　円

計 200,200 ～210,200 円 203,900 ～ 213,900 円 207,900 ～217,900  円
基本給に処遇改善手当（28,000円）含む。交通費全額支給、夜勤手当（8,000円/1回）、資格手当など

mailto:saiyou-keijuen@joy.ocn.ne.jp
mailto:saiyou-keijuen@joy.ocn.ne.jp
mailto:saiyou-keijuen@joy.ocn.ne.jp
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mailto:saiyou-keijuen@joy.ocn.ne.jp
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１．会社情報

ブース番号 2-8 求人区分 -

業　種

徒歩 分

円 設立

全社 名 男女別

平均年齢 歳

FAX番号

人数

2

人数

人数

90 分 26 時間

週休二日制 なし 年間休日 97 日

月　給　　　　220,000円 ～　　　　　240,000円
製造管理職

あり 年間 昇給 あり 6 月

毎月 15 日 支払日 毎月 25 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 あり 勤務延長 あり 再 雇 用 あり 退職金制度 あり

試用期間 あり 期　  　間 3ヵ月

試用期間中の労働条件変更 （ありの場合： 労働条件変更なし)
通勤手当 上限 あり 月額20,000 円まで
特記事項等

求人票 ＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学・短大・既卒 企業ガイド2021 掲載ページ

会社名 中里歯車工業有限会社 製造業

本社所在地 埼玉県川口市南鳩ヶ谷3-23-13

勤務地 埼玉県川口市南鳩ヶ谷3-23-13

最寄駅（バス亭） 埼玉高速鉄道線　南鳩ヶ谷駅　 10

求人担当／井上洋一 45

資本金 3,000,000 1970年  7月　8日

従業員数 32 男性：　28 名　/　女性：　4名

採用担当窓口

電話番号 048-282-1274 048-284-7017

採用担当メールアドレス info@nakazatohaguruma.com

事業内容・特徴など
1970年設立以来歯車の製造に専念し、チャレンジ精神と創意工夫により、鉄道車両・産業

機械関連等幅広いお客様より信頼をいただいています。また、新しい加工技術の研究・開

発にも取り組み、産業界に提案・貢献していきます。

製作図面に基づき、歯車類及び高精度機械部品の材料手配、生産管理、

工程管理、販売管理等が主体となります。

仕事内容

２．募集職種

職　種 仕事内容

製造管理職

学歴・必要なスキル・資格

機械部品図面の理解

職　種

備　　考

休日　

賃金形態

その他手当

賞与

給与締切日

社会保険

福利厚生・その他制度

時間外労働月平均

※備考：

学歴・必要なスキル・資格

職　種 仕事内容

学歴・必要なスキル・資格

３．採用条件

勤務時間

①　8：00～17：00

家族手当、管理者手当、技能手当等

2回(7月、12月)

定期健康診断、資格取得補助

賃金形態は日割り計算の欠勤控除がある月給制

休憩時間

会社カレンダーによる

職種

基本給 220,000 ～240,000 円
定期的に支払われる手当 0 円

固定残業代 0 円
計 220,000 ～240,000 円

mailto:info@nakazatohaguruma.com
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１．会社情報

ブース番号 2-9 求人区分 289

業　種

徒歩 分

円 設立

全社 名 男女別

平均年齢 歳

FAX番号

人数

70名

人数

人数

75 分 11.5 時間

週休二日制 年間休日 110 日

月　給 190,000円 ～ 221,000円
大学院 大学 短大・専門

あり 年間 昇給 あり 4 月

毎月 末 日 支払日 毎月 25 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 あり 60歳 勤務延長 あり 再 雇 用 あり 退職金制度 あり

試用期間 あり 期　 　間 3ヶ月

試用期間中の労働条件変更 なし （ありの場合： 　　　）

通勤手当 上限 25,000 円まで
特記事項等

求人票 ＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学院・大学・短大・専門・既卒 企業ガイド2021 掲載ページ

会社名 株式会社セキ薬品 小売業

本社所在地 埼玉県南埼玉郡宮代町百間4-2-22

勤務地 当社店舗所在地（埼玉県を中心に千葉・茨城・東京・栃木）

最寄駅（バス亭）

人事部/浅野正一 29.1

資本金 83,200,000 1984年　　1月

従業員数 4,542 男性：1,320名　/　女性：3,222名

採用担当窓口

電話番号 0480-34-4829 0480-34-5329

採用担当メールアドレス s.asano@sekiyakuhin.jp

事業内容・特徴など ドラッグストア事業/調剤薬局事業

ドラッグストアの店舗運営に関する業務全般になります。入社してまずは登録

販売者資格の取得を目指していただきます。同時に店長職もしくは販売責任者

（薬・化粧品）を目指していただく形になります。

仕事内容

２．募集職種

職　種 仕事内容

販売職（ドラッグストア店舗）

学歴・必要なスキル・資格

普通自動車免許

職　種

備　　考

休日　

賃金形態

その他手当

賞与

給与締切日

社会保険

福利厚生・その他制度

時間外労働月平均

※備考：全8シフト制になります。（実働8時間）

学歴・必要なスキル・資格

職　種 仕事内容

学歴・必要なスキル・資格

３．採用条件

勤務時間

① 9：00～23：15

登録販売者手当・車通勤手当・管理栄養士手当・役職手当・残業は1分単位で支給

2回（6月・12月）

資格者勉強会、化粧品セミナー、登録販売者受験講座、健康診断、育休産休制

度、新入社員研修

※通勤手当は公共交通機関もしくは自動車通勤者に限る（新幹線・特急料金・タクシー・高速料金は除く）

休憩時間

45,000円 32,500円

学歴

基本給 171,000 円 165,000円 157,500円
定期的に支払われる手当 50,000円

固定残業代 0 0 0
計 221,000円 210,000円 190,000円
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１．会社情報

ブース番号 2-10 求人区分 400

業　種

車 分

円 設立

全社 名 男女別

平均年齢 歳

FAX番号

人数

2

人数

2

人数

60 分 22.7 時間

週休二日制 あり 年間休日 105 日

月　給 220,000円 ～ 260,000円
営業職 総合職

あり 年間 昇給 あり 5 月

毎月 15 日 支払日 毎月 末 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 あり 65歳 勤務延長 あり 再 雇 用 あり 退職金制度 あり

試用期間 あり 期　 　間 3ヶ月

試用期間中の労働条件変更 あり   （ありの場合： 時給980円 ）

通勤手当 上限 あり 31,500 円まで
特記事項等

求人票 ＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学院 ・ 大学 ・ 短大 ・ 専門 ・ 既卒 企業ガイド2021 掲載ページ

会社名 ウム・ヴェルト株式会社 サービス業

本社所在地 埼玉県加須市栄368-1

勤務地 埼玉県加須市栄368-1

最寄駅（バス亭） 東武日光線　新古河駅 10

人事採用担当／小久保・大島 46

資本金 10,000,000 1993年　3月

従業員数 225 男性：153名　/女性：72名

採用担当窓口

電話番号 0280-23-2767 0280-62-2971

採用担当メールアドレス um-soumu@um-welt.co.jp

事業内容・特徴など

大手食品工場やメーカーをはじめとした企業様から出る様々な廃棄物の回収、リサイクル業を行って

います。中でも食品ロスの課題に取り組み、食品残渣を肥料や飼料にリサイクルし、それらを用いて

農業や養豚業も行っています。2019年から道の駅の運営も開始し、廃棄物事業の枠を超え幅広く事業

展開し、食品リサイクルループの完成を目指しています。

食品工場をはじめ、メーカーなどの廃棄物でお困りの企業に最良のリサイクル

を提案します。既存取引先及び新規問い合わせ先への営業となりますが、研修

からスタートするのでご安心ください。

仕事内容

２．募集職種

職　種 仕事内容

営業職

学歴・必要なスキル・資格

普通自動車免許

職　種

備　　考

休日　

賃金形態

その他手当

賞与（利益還元）

給与締切日

社会保険

福利厚生・その他制度

時間外労働月平均

※備考：月1土曜出勤あり。配属部署により休日が異なる場合あり。

総合職 マニフェストの管理、契約書の作成、請求書の発行などを行っている部署の中

から適正と希望により配属が決まります。幅広い業務に携わっていただき、将

来の幹部候補として活躍していただきます。

学歴・必要なスキル・資格

普通自動車免許

職　種 仕事内容

学歴・必要なスキル・資格

３．採用条件

勤務時間

① 8：30～17：30

住宅手当（新卒者5年間）、引っ越し手当（入社時初回のみ）

2回（7月、12月）

誕生日休暇、家族手当、結婚祝い金、慶弔見舞金

休憩時間

土・日・祝・GW・夏季・年末年始

0 円

職種

基本給 200,000円 179,000円
定期的に支払われる手当  0円

固定残業代 60,000円 41,000円
計 260,000円 220,000円
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１．会社情報

ブース番号 2-11 求人区分 208

業　種

徒歩 分

円 設立

全社 名 男女別

平均年齢 歳

FAX番号

人数

2

人数

人数

60 分 0.5 時間

週休二日制 あり 年間休日 118 日

月　給 180,000円 ～ 250,000円

あり 年間 昇給 あり 4 月

毎月 31 日 支払日 毎月 15 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 あり 65歳 勤務延長 あり 再 雇 用 あり 退職金制度 あり

試用期間 なし 期　 　間

試用期間中の労働条件変更 なし （ありの場合：      　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　）

通勤手当 上限 あり 10,000 円まで
特記事項等

求人票 ＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学院 ・ 大学 ・ 短大 ・ 専門 ・ 既卒 企業ガイド2021 掲載ページ

会社名 山本工機株式会社 製造業

本社所在地 埼玉県八潮市木曽根559-1

勤務地 同上

最寄駅（バス亭） つくばエキスプレス　八潮駅 15

事務：古川 35.5

資本金 10,000,000 1959年　6月

従業員数 12 男性：10名　/　女性：2名

採用担当窓口

電話番号 048-996-2710 048-996-2708

採用担当メールアドレス yamamoto.n@yamamoto-kouki.com

事業内容・特徴など

経営理念：情熱と知識を精錬し、輝く明日をつくる
医療機器部品・車輛機器部品・船舶部品・給排水金具など社会インフラ部品を製造しているメーカーです。
鋳造から切削加工・組立・検査までを社内で一貫生産しております。
取引先の多くは上場しており直接取引をしているので設計の段階から一緒に製品を作り上げる時もあります。
3年連続で、月の平均残業時間が1時間以内で埼玉県の働き方改革モデル企業に選ばれております。

マシニングセンター・NC旋盤などの切削加工機のボタン押しや製品の組立・

検査などが主となります。意欲のある方は、その後にデーターのプログラミン

グや加工治具の製作など加工工場での幹部社員になってもらいたいです。

仕事内容

２．募集職種

職　種 仕事内容

製造・技術

学歴・必要なスキル・資格

無し

職　種

備　　考

休日　

賃金形態

その他手当

賞与

給与締切日

社会保険

福利厚生・その他制度

休憩時間

学歴・必要なスキル・資格

無し

職　種 仕事内容

土・日・祝・GW・夏季・年末年始

～ 200,000 円

時間外労働月平均

※備考：

職種・学歴によりよる変動幅

基本給 180,000 円

学歴・必要なスキル・資格

３．採用条件

勤務時間

① 8：00～17：00

定期的に支払われる手当 0 円 ～ 50,000 円
0 円 ～ 0円

社員旅行、社内懇親会、資格取得補助、健康診断、

※通勤手当は、公共交通機関での通勤者に限る。

固定残業代

計 180,000 円 ～ 250,000 円
家族手当、役職手当、皆勤手当、資格手当 etc

2回（6月、12月）

mailto:yamamoto.n@yamamoto-kouki.com
mailto:yamamoto.n@yamamoto-kouki.com
mailto:yamamoto.n@yamamoto-kouki.com
mailto:yamamoto.n@yamamoto-kouki.com
mailto:yamamoto.n@yamamoto-kouki.com
mailto:yamamoto.n@yamamoto-kouki.com
mailto:yamamoto.n@yamamoto-kouki.com
mailto:yamamoto.n@yamamoto-kouki.com


１．会社情報

ブース番号 2-12 求人区分 118

業　種

車 分

円 設立

全社 名 男女別

平均年齢 歳

FAX番号

人数

10

人数

人数

60分 13 時間

週休二日制 あり 年間休日

月　給 205,000円 ～ 178,000円
大学院・大学 短大・専門

あり 年間 昇給 あり 4 月

毎月 15 日 支払日 毎月 25 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 あり 60歳 勤務延長 あり 再 雇 用 あり 退職金制度 あり

試用期間 あり 期　 　間 3ヶ月

試用期間中の労働条件変更 なし （ありの場合： 　　　）

通勤手当 上限 あり 20,000 円まで
特記事項等

求人票 ＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学院 ・ 大学 ・ 短大 ・ 専門 企業ガイド2021 掲載ページ

会社名 株式会社岡部新電元 製造業

本社所在地 〒369-0214　埼玉県深谷市本郷342-1

勤務地 本社所在地と同じ

最寄駅（バス亭） JR高崎線　岡部駅 8

総務課　　課長：髙野、新井 39.3

資本金 100,000,000 1985年　7月　29日

従業員数 300 男性：　220名　/　女性：　80名

採用担当窓口

電話番号 048-585-5846 048-585-7280

採用担当メールアドレス osd_soumu@osd.shindengen.co.jp

事業内容・特徴など

当社は、パワーエレクトロニクス分野でグローバルに事業展開する新電元グルー

プの中で、業界トップレベルの技術力と先進的な生産体制で、国内外のお客様へ

環境対応車向け（EVやHEVなど）の製品を提供しています。

・技術職（製造技術、開発支援、品質保証、製造）

・ＩＴエンジニア職（情報システム）

・事務職（総務、人事、経理、購買、生産管理、環境管理）

仕事内容

２．募集職種

職　種 仕事内容

総合職

学歴・必要なスキル・資格

不問

職　種

備　　考

休日　

賃金形態

その他手当

賞与

給与締切日

社会保険

福利厚生・その他制度

時間外労働月平均

※備考：製造職は3交代制勤務あり

学歴・必要なスキル・資格

職　種 仕事内容

学歴・必要なスキル・資格

３．採用条件

勤務時間

① 8：00～17：00

・皆勤手当：5,000円
2回

・完全週休2日制　・ノー残業デー（毎週水曜日）　・有休の取得率UP中　・制服貸与あり　・昼食補助あり

・マイカー通勤可能　・各教育制度あり（新入社員教育、資格取得制度など）　・借り上げ社宅制度あり

・退職金制度条件：2年以上勤務

休憩時間

土・日・GW・夏季・年末年始・他

0 円

職種

基本給 205,000 円 178,000 円
定期的に支払われる手当 0 円

127日(2021年度)

固定残業代 0 円 0 円
計 205,000円 178,000円

mailto:osd_soumu@osd.shindengen.co.jp
mailto:osd_soumu@osd.shindengen.co.jp
mailto:osd_soumu@osd.shindengen.co.jp
mailto:osd_soumu@osd.shindengen.co.jp
mailto:osd_soumu@osd.shindengen.co.jp
mailto:osd_soumu@osd.shindengen.co.jp
mailto:osd_soumu@osd.shindengen.co.jp
mailto:osd_soumu@osd.shindengen.co.jp


１．会社情報

ブース番号 2-13 求人区分 259

業　種

徒歩 分

円 設立

全社 名 男女別

平均年齢 歳

FAX番号

人数

3

人数

人数

90 分 30 時間

週休二日制 あり 年間休日 108 日

月　給 212,000円 ～ 円

あり 年間 昇給 あり 7 月

毎月 15 日 支払日 毎月 25 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 あり 60歳 勤務延長 あり 再 雇 用 あり 退職金制度 あり

試用期間 あり 期　 　間 2カ月

試用期間中の労働条件変更 （ありの場合： 　　　）

通勤手当 上限 あり 30,000 円まで
特記事項等

能率手当 45,500円
計 212,000 円

2回（6月、12月）

社員旅行、社内懇親会、資格取得補助、健康診断、社宅

休憩時間

職種

基本給 90,000 円
職務手当 76,500 円

時間外労働月平均

※備考：

学歴・必要なスキル・資格

職　種 仕事内容

学歴・必要なスキル・資格

３．採用条件

勤務時間

① 9：00～18：00

備　　考

休日

賃金形態

その他手当

賞与

給与締切日

社会保険

福利厚生・その他制度

事業内容・特徴など

≪総合物流コンサルティング業≫

商品保管、商品管理・事務代行流通加工、梱包業、トランクルーム業

大手ネット通販サイトを支える業界屈指の老舗企業として,創業53周年を迎える当社は、インターネット通販に

特化した設備とノウハウを持ち、日々皆様が利用するインターネット通販を支える仕事を行っております。

◆現場職＆現場職

クライアントの在庫・商品管理や荷受け、荷さばき、パート・アルバイトスタッフのマネジメン

トなどに携わります。また、電話応対や受付業務、クライアントからの受注処理、メール対応、

出荷処理といった営業事務を担当します。

仕事内容

２．募集職種

職　種 仕事内容

総合職（事務職・現場職）

学歴・必要なスキル・資格

職　種

電話番号 048-422-0581 048-422-6226

採用担当メールアドレス h-kanda@noguchi-soko.co.jp

管理部　神田 33

資本金 34,000,000 1968年 8月　　28日

従業員数 312 男性：　141　名　/　女性：　171　名

採用担当窓口

本社所在地 埼玉県戸田市早瀬1-24-1

勤務地 本社

最寄駅（バス亭） 埼京線　戸田公園駅 40

求人票 ＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学院 ・ 大学 ・ 短大 ・ 専門 企業ガイド2021 掲載ページ

会社名 野口倉庫株式会社 倉庫業

mailto:h-kanda@noguchi-soko.co.jp
mailto:h-kanda@noguchi-soko.co.jp
mailto:h-kanda@noguchi-soko.co.jp
mailto:h-kanda@noguchi-soko.co.jp
mailto:h-kanda@noguchi-soko.co.jp
mailto:h-kanda@noguchi-soko.co.jp
mailto:h-kanda@noguchi-soko.co.jp
mailto:h-kanda@noguchi-soko.co.jp


１．会社情報

ブース番号 2-14 求人区分 371

業　種

徒歩 分

円 設立

全社 名 男女別

平均年齢 歳

FAX番号

人数

10名

人数

人数

60 分 10 時間

週休二日制 あり 年間休日 108 日

月　給 　238,700円 ～ 241,100　　円

あり 年間 昇給 あり 4 月

毎月 月末 支払日 毎月 翌25 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 あり 65歳 勤務延長 あり 再 雇 用 あり 退職金制度 あり

試用期間 あり 期　 　間 3か月

試用期間中の労働条件変更 なし （ありの場合： 　　　）

通勤手当 上限 あり 30,000 円まで
特記事項等

固定残業代 0円 0円
計 191,100円 188,700円

処遇28,000円、地域手当10,000～20,000円、夜勤1回10,000円（月5回程度）、資格手当有り

2回

リフレッシュ休暇年5日・資格手当・住宅手当あり

休憩時間

月9日

38,000円

職種

基本給 153,100円 150,700円
定期的に支払われる手当 38,000 円

介護職  大卒・大学院 介護職  短大・専門卒

1日　8時間　勤務

時間外労働月平均

※備考：早番・遅番・夜勤のシフト勤務

学歴・必要なスキル・資格

３．採用条件

勤務時間

変形労働時間制・交代制

学歴・必要なスキル・資格

職　種 仕事内容

備　　考

休日　

賃金形態

その他手当

賞与

給与締切日

社会保険

福利厚生・その他制度

事業内容・特徴など 介護事業

高齢者の生活における援助業務全般
（食事・入浴・排泄等の介助など）

仕事内容

２．募集職種

職　種 仕事内容

介護職

学歴・必要なスキル・資格

不問

職　種

電話番号 048-614-1541 048-614-1552

採用担当メールアドレス y-sato@sanga-kaigo.co.jp

佐藤芳亨

資本金 50,000,000 2019年　5月　20日

従業員数 1,600 男性：480名/女性：1,120名

採用担当窓口

本社所在地 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-252　ユニオンビル9階

勤務地
埼玉県内16ヵ所（さいたま市・久喜市・所沢市・和光市・杉戸町等）

東京都3ヵ所（練馬区・あきる野市・しゃくじい台）、千葉県内（船橋市）

最寄駅（バス亭）

求人票 ＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学院 ・ 大学 ・ 短大 ・ 専門 ・ 既卒・高卒 ・ 留学生 企業ガイド2021 掲載ページ

会社名 株式会社サンガジャパン 介護事業



１．会社情報

ブース番号 2-15 求人区分 390

業　種

徒歩 分

円 設立

全社 名 男女別

平均年齢 歳

FAX番号

人数

10名

人数

50名

人数

60 分 3.9 時間

週休二日制 なし 年間休日 114 日

月　給 198,000円 ～ 278,000　　円

あり 年間 昇給 あり 月

毎月 末 日 支払日 毎月 15 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 あり 勤務延長 あり 再 雇 用 あり 退職金制度 あり

試用期間 あり 期　 　間 3か月

試用期間中の労働条件変更 なし （ありの場合： 　　　）

通勤手当 上限 あり 50,000 円まで
特記事項等

業績による

資格支援制度、各種研修制度、社内販売制度、社宅制度(社内規定あり)など

基本給

定期的に支払われる手当 35,000 円 15,000円 15,000円
固定残業代 なし

計 235,000円 152,000円 150,000円
地域手当、夜勤手当、資格手当、通勤手当など

プロフェッショナルコース(短大・専門)

200,000円 137,000円 135,000円

なし なし

休憩時間

月休8～10日

職種 トータルマネジメントコース プロフェッショナルコース(大学院・大学)

② 10：00～19：00

時間外労働月平均

※備考：シフト制での勤務となります。/夜勤あり(16：00～翌10：00)

プロフェッショナルコース 地域とのつながりを大切にご利用者様とじっくり向き合い、その方らしさを

尊重したケアを実現します。事業所を中心としたまちづくりにも関わってい

ただきます。

※入社前に必要な資格はございません。

学歴・必要なスキル・資格

大学院・大学・短大・専門

職　種 仕事内容

学歴・必要なスキル・資格

３．採用条件

勤務時間

① 7：15～16：15

備　　考

休日　

賃金形態

その他手当

賞与

給与締切日

社会保険

福利厚生・その他制度

事業内容・特徴など

Gakkenのグループ会社として「愛の家グループホーム」の運営・管理、その他介護付き

有料老人ホームの施設運営、海外事業や認知症予防研究事業を展開しております。グ

ループホームの運営居室数では日本一の数を誇ります。DXを取りれた新しい介護事業に

も力を入れております。

早期に施設の経営や運営に関わっていただき、

将来的には会社の幹部候補を目指していただきます。

※入社前に必要な資格はございません。

仕事内容

２．募集職種

職　種 仕事内容

トータルマネジメントコース

学歴・必要なスキル・資格

大学院・大学

職　種

電話番号 048-711-8557 048-852-1727

採用担当メールアドレス ayumi.wada@mcsg.co.jp

人材開発部 新卒採用課/和田あゆみ 43.6

資本金 100,000,000 1999年　11月

従業員数 約6,300 男性：約1,800名/女性：約4,500名

採用担当窓口

本社所在地 埼玉県さいたま市中央区新都心11-2ランド·アクシス·タワー29F

勤務地 全国28都道府県300か所以上の事業所(転勤のない形での就業も可能です)

最寄駅（バス亭） JRさいたま新都心駅(本社ビル) 1

求人票 ＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学院・大学・短大・専門・既卒 企業ガイド2021 掲載ページ

会社名 メディカル・ケア・サービス株式会社 医療・福祉

mailto:ayumi.wada@mcsg.co.jp
mailto:ayumi.wada@mcsg.co.jp
mailto:ayumi.wada@mcsg.co.jp
mailto:ayumi.wada@mcsg.co.jp
mailto:ayumi.wada@mcsg.co.jp
mailto:ayumi.wada@mcsg.co.jp
mailto:ayumi.wada@mcsg.co.jp
mailto:ayumi.wada@mcsg.co.jp


１．会社情報

ブース番号 2-16 求人区分 274

業　種

徒歩 分

円 設立

全社 名 男女別

平均年齢 歳

FAX番号

人数

10

人数

人数

60 分 15 時間

週休二日制 年間休日 105 日

月　給 230,000円 ～ 245,000　　円

あり 年間 昇給 あり 4 月

毎月 末 日 支払日 毎月 12 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 あり 60歳 勤務延長 なし 再 雇 用 あり 退職金制度 なし

試用期間 あり 期　 　間 3ヶ月

試用期間中の労働条件変更 なし （ありの場合： 　　　）

通勤手当 上限 あり 30,000 円まで
特記事項等

社員持株制度

賞与、昇給は会社業績、および個人の評価によります。36協定締結済み（特別条項付）

固定残業代

計 230,000 ～ 245,000 円

年2回（5月、11月）

地域手当 30,000 円

リフレッシュ休暇あり

② 8：30～17：30

時間外労働月平均

※備考：シフト制

職種・学歴によりよる変動幅

基本給 200,000 ～ 215,000 円

学歴・必要なスキル・資格

３．採用条件

勤務時間

① 8：00～17：00

休憩時間

学歴・必要なスキル・資格

職　種 仕事内容

備　　考

休日　

賃金形態

その他手当

賞与

給与締切日

社会保険

福利厚生・その他制度

事業内容・特徴など 鮮魚専門のチェーンストアー経営

鮮魚の調理加工、販売

・包丁を使用した鮮魚の調理、刺身・寿司の製造

・鮮魚対面販売、および鮮魚加工品（塩干、珍味等）の陳列

・魚惣菜の調理、料理

仕事内容

２．募集職種

職　種 仕事内容

店舗スタッフ

学歴・必要なスキル・資格

特になし

職　種

電話番号 048-720-8207 048-720-8592

採用担当メールアドレス kaku_jinji@kakujoe.co.jp

総務部　人事教育課　加藤 35.7

資本金 30,000,000 1976年 5月 18日

従業員数 1,018 男性：631名　/　女性：387名

採用担当窓口

本社所在地 新潟県長岡市寺泊下荒町9772番地20

勤務地 埼玉県さいたま市北区宮原町4丁目128-1 　　角上魚類（株）大宮店

最寄駅（バス亭） ＪＲ高崎線　宮原駅　（バス　宮原4丁目） 20

求人票 ＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学 ・ 短大 ・ 専門 ・  高卒�� 企業ガイド2021 掲載ページ

会社名 角上魚類株式会社 卸売業、小売業

mailto:kaku_jinji@kakujoe.co.jp
mailto:kaku_jinji@kakujoe.co.jp
mailto:kaku_jinji@kakujoe.co.jp
mailto:kaku_jinji@kakujoe.co.jp
mailto:kaku_jinji@kakujoe.co.jp
mailto:kaku_jinji@kakujoe.co.jp
mailto:kaku_jinji@kakujoe.co.jp
mailto:kaku_jinji@kakujoe.co.jp


１．会社情報

ブース番号 2-17 求人区分 359

業　種

徒歩 分

設立

全社 名 男女別

平均年齢 歳

FAX番号

人数

20

人数

2

人数

60 分 4 時間

週休二日制 年間休日

月　給 190,300円 ～ 201,300 円

リハビリ職 介護職

あり 年間 昇給 あり 4 月

毎月 15 日 支払日 毎月 25 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 あり 勤務延長 あり 再 雇 用 あり 退職金制度 あり

試用期間 あり 期　 　間 3カ月

試用期間中の労働条件変更 なし （ありの場合： 　　　）

通勤手当 上限 あり 30,000 円まで
特記事項等

求人票 ＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学院 ・ 大学 ・ 短大 ・ 専門 ・ 既卒 ・ 留学生 企業ガイド2021 掲載ページ

会社名 社会福祉法人　元気村 福祉、介護

本社所在地 埼玉県鴻巣市東1-1-25　フラワービル4階

勤務地 鴻巣市、蓮田市、久喜市、川口市

最寄駅（バス亭） 各施設詳細は説明します

人事課　柴﨑 44

資本金 社福のためなし 1993年 10月　　１日

従業員数 1,315 男性：449名　/　女性：866名

採用担当窓口

電話番号 048-544-0880 048-544-0882

採用担当メールアドレス recruit@genkimuragroup.jp

事業内容・特徴など
特別養護老人ホーム、老人保健施設、グループホーム、ケアハウス、障がい福祉

サービス事業所、事業所内保育所など

食事、入浴、排泄のお手伝いをするだけでなく、ご利用の方に「今日も

楽しかった」と思っていただけるような一日を提供する、ご利用者の生

活をクリエイティブするお仕事です。

仕事内容

２．募集職種

職　種 仕事内容

介護職員

学歴・必要なスキル・資格

なし

職　種

備　　考

休日　

賃金形態

その他手当

賞与

給与締切日

社会保険

福利厚生・その他制度

➂13:00～22:00　④22:00～翌7:00

時間外労働月平均

※備考：年間休日157日の施設は休憩時間変動有、勤務時間は他にも有

リハビリ職

ご利用の方のリハビリ実施およびリハビリ計画書の作成・管理など。学歴・必要なスキル・資格

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

職　種 仕事内容

学歴・必要なスキル・資格

３．採用条件

勤務時間

① 9:00～18:00、②7:00～16:00

住宅手当、資格手当、交通費、

2回

資格取得支援制度、リフレッシュ休暇、住宅手当、職員表彰、海外研修など

勤務地詳細は説明いたします。

休憩時間

シフト制

15,595～16,400円

職種

基本給 190,300～201,300円 155,950～164,000円
定期的に支払われる手当 19,030～20,130円

112もしくは157日

定期的に支払われる手当 20,000円 25,000円
計 229,330～241,430円 196,545～205,400円

mailto:recruit@genkimuragroup.jp
mailto:recruit@genkimuragroup.jp
mailto:recruit@genkimuragroup.jp
mailto:recruit@genkimuragroup.jp
mailto:recruit@genkimuragroup.jp
mailto:recruit@genkimuragroup.jp
mailto:recruit@genkimuragroup.jp
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１．会社情報

ブース番号 2-18 求人区分 -

業　種

徒歩 分

円 設立

全社 名 男女別

平均年齢 歳

FAX番号

人数

約20名

人数

人数

60 分 20 時間

週休二日制 あり 年間休日 110 日

月　給 221,600円 ～ 233,200円

あり 年間 昇給 あり 4 月

毎月 末 日 支払日 毎月 15 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 あり 60歳 勤務延長 なし 再 雇 用 あり 退職金制度 あり

試用期間 あり 期　 間 3ヶ月間

試用期間中の労働条件変更 なし （ありの場合： 　　　）

通勤手当 上限 なし 円まで
特記事項等

求人票 ＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学院 ・ 大学 ・ 短大 ・ 専門 ・ 既卒 企業ガイド2021 掲載ページ

会社名 株式会社スーパーバリュー 小売業

本社所在地 埼玉県上尾市愛宕3丁目1番40号　バリュープラザ上尾愛宕店2階

勤務地 埼玉・東京・千葉の各店舗（配属により異なる）

最寄駅（バス亭）

人事　後藤 42

資本金 374,350,000 1996年 3月 18日

従業員数 正社員　420 男性：392名　/　女性：28名

採用担当窓口

電話番号 048-778-3222 048-778-3324

採用担当メールアドレス saiyou@supervalue.co.jp

事業内容・特徴など

当社は「食品スーパー」と、ホームセンターを併設した「都市型スーパーセンター」を運営
し、食品と生活必需品を消費者へ販売する「生活インフラ」として皆様の暮らしを支えてい
ます。「店舗主導主義」により、店舗従業員が主体的にお店づくりをしているのが大きな
特徴です。

店舗運営に関する業務全般（配属部門により異なる）

（例）接客販売、商品陳列、値札、ＰＯＰ等の作成、発注、売価設定、商品選定、

セール企画、仕入先との商談、売上等の管理、スタッフ管理、食品加工

仕事内容

２．募集職種

職　種 仕事内容

店舗総合職

学歴・必要なスキル・資格

特になし

職　種

備　　考

休日　

賃金形態

その他手当

賞与

給与締切日

社会保険

福利厚生・その他制度

② 10：00～19：00

時間外労働月平均

※備考：勤務時間は配属店舗や部門により異なる。1ヶ月単位の変形労働時間制を採用しています。

学歴・必要なスキル・資格

職　種 仕事内容

学歴・必要なスキル・資格

３．採用条件

勤務時間

① 8：00～17：00

休憩時間

シフトにより決定

大卒・大学院了 専門卒・短大卒

基本給 233,200円 221,600円
定期的に支払われる手当

従業員割引、従業員持株会、ライフプラン支援制度、育児・介護休業制度、産業医面談、キャリア
コンサルティング、ストレスチェック制度、親睦会補助、健康保険組合指定保養所

固定残業代

計 233,200円 221,600円
通勤手当、時間外手当、役職手当

2回（7月、12月）



１．会社情報

ブース番号 2-19 求人区分 320

業　種

徒歩 分

円 設立

全社 名 男女別

平均年齢 歳

FAX番号

人数

3

人数

人数

60 分 15 時間

週休二日制 毎週 年間休日 107 日

月　給 220,000円

あり 年間 昇給 あり 4 月

毎月 20 日 支払日 毎月 28 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 あり 60歳 勤務延長 あり 再 雇 用 あり 退職金制度 あり

試用期間 あり 期　 　間 3～6カ月

試用期間中の労働条件変更 なし （ありの場合： 　　）

通勤手当 上限 30,000 円まで
特記事項等

備　　考

休日　

賃金形態

その他手当

賞与

給与締切日

社会保険

福利厚生・その他制度

220,000円

2～3回(7,9,12月）

各種保険加入、資格取得報奨金制度、健康診断、社員旅行

計

学歴・必要なスキル・資格

職　種 仕事内容

交通費　実費精算、家族手当

時間外労働月平均

※備考：

学歴・必要なスキル・資格

３．採用条件

勤務時間

① 8：00～17：00

休憩時間

土（一部の土曜日を除く）、日、祝日

円定期的に支払われる手当

固定残業代 40,000 円

職種 総合職

基本給 180,000 円

事業内容・特徴など
私たちの周りの道路、河川、建物等のインフラ整備事業の建設に携わり、地域に密着した

まちづくりを日々行っています。人々の暮らしが少しでも便利になるようなまちづくりを

目指し、社員一同が日々業務に取り組んでいます。

インフラ整備を行うために測量、調査、設計などの技術サービスをお客

様に提供する仕事です。

仕事内容

２．募集職種

職　種 仕事内容

総合職

学歴・必要なスキル・資格

不問

職　種

電話番号 048-871-7527 048-871-7528

採用担当メールアドレス t-ao@gpc.co.jp

越智章夫 37

資本金 30,000,000 1984年　4月

従業員数 301 男性：　249名　/　女性：52名

採用担当窓口

本社所在地 長野県松本市井川城3-3-8-5

勤務地 埼玉県桶川市神明1-1-6

最寄駅（バス亭） JR高崎線　桶川駅 10

求人票 ＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学院 ・ 大学 ・ 短大 ・ 専門 ・ 既卒 ・ 留学生 企業ガイド2021 掲載ページ

会社名 株式会社グラフィック埼玉営業所 サービス業

mailto:t-ao@gpc.co.jp
mailto:t-ao@gpc.co.jp
mailto:t-ao@gpc.co.jp
mailto:t-ao@gpc.co.jp
mailto:t-ao@gpc.co.jp
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１．会社情報

ブース番号 2-20 求人区分 267

業　種

徒歩 分

円 設立

全社 名 男女別

平均年齢 歳

FAX番号

人数

2

人数

人数

60 分 10 時間

週休二日制 あり 年間休日 116 日

月　給 201,000円 ～ 円

あり 年間 昇給 あり 11 月

毎月 15 日 支払日 毎月 25 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 あり 60歳 勤務延長 あり 再 雇 用 あり 退職金制度 あり

試用期間 あり 期　 　間 3ヶ月

試用期間中の労働条件変更 なし （ありの場合： 　　　）

通勤手当 上限 あり 22,500 円まで
特記事項等

求人票 ＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学・既卒 企業ガイド2021 掲載ページ

会社名 石山商工株式会社 卸売業

本社所在地 埼玉県熊谷市問屋町4-2-7

勤務地 埼玉県熊谷市問屋町4-2-7

最寄駅（バス亭） 秩父線ソシオ流通センター駅 10

管理部　/　寺田　美穂 39.8

資本金 30,000,000 1952年 8月

従業員数 38 男性：28名　/　女性：10名

採用担当窓口

電話番号 048-524-5581 048-524-0102

採用担当メールアドレス terada@ishiyama-s.co.jp

事業内容・特徴など
明治12年に創業し、142年目を迎えた会社です。地元埼玉のゼネコンや官公庁を主なお客

様として、建築物の新築工事や改修工事に携わっています。最近は「深谷市役所新庁舎建

設」「埼玉スタジアム改修」等の事業に参画し、皆様の豊かな暮らしを創造しています。

見積書の作成、商品の発注手配、お客様に納品するまでの流れを、先輩社員と

のOJTにより習得していただきます。入社後は各種研修を通してイチから建築

の知識を学び、時間をかけて営業職としての一人前を目指します。

仕事内容

２．募集職種

職　種 仕事内容

営業職

学歴・必要なスキル・資格

普通自動車運転免許（AT限定可）

職　種

備　　考

休日　

賃金形態

その他手当

賞与

給与締切日

社会保険

福利厚生・その他制度

時間外労働月平均

※備考：

学歴・必要なスキル・資格

職　種 仕事内容

学歴・必要なスキル・資格

３．採用条件

勤務時間

① 8：30～17：30

時間外手当、通勤手当、役職手当、家族手当、資格手当

2回（7月、12月）

定期健康診断、資格取得制度（合格祝金）、借上社宅制度、財形貯蓄制度、ユニフォーム

貸与、携帯電話貸与、社用車貸与、草津リゾート施設、社員旅行

車通勤可

休憩時間

日・祝・夏季・年末年始・GW

職種

基本給 159,000 円
定期的に支払われる手当 42,000 円

固定残業代 円

計 201,000 円



１．会社情報

ブース番号 2-21 求人区分 124

業　種

徒歩 分

円 設立

全社 名 男女別

平均年齢 歳

FAX番号

人数

2

人数

1

人数

2

60 分 20 時間

週休二日制 あり 年間休日 116 日

月　給 190,000円 ～ 236,000円

あり 年間 昇給 あり 4 月

毎月 15 日 支払日 毎月 25 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 あり 60歳 勤務延長 なし 再 雇 用 あり 退職金制度 あり

試用期間 あり 期　 　間 6ヵ月

試用期間中の労働条件変更 なし （ありの場合： 　　　）

通勤手当 上限 あり 50,000 円まで
特記事項等

求人票 ＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学院・大学・短大・既卒 企業ガイド2021 掲載ページ

会社名 カジワラグループ(株式会社カジワラ・梶原工業株式会社) 生産用機械器具製造業

本社所在地 東京都台東区松が谷2-13-13

勤務地 ①埼玉県八潮市二丁目1000、②埼玉県越谷市増森工業団地

最寄駅（バス亭） ①つくばEX 八潮駅、②JR武蔵野線　南越谷駅 ①の場合・・・15

管理本部　佐藤 39.4

資本金 96,000,000 1964年  4月

従業員数 255 男性：214名　/　女性：41名

採用担当窓口

電話番号 048-962-8881 048-962-8876

採用担当メールアドレス saiyo.kajiwara@kajiwara.co.jp

事業内容・特徴など

カジワラは、食品製造の調理工程を機械によって自動化し、味づくりをお手伝いする機械メーカーです。食品を

火にかけ混ぜるというカジワラ独自の「加熱撹拌機」は、和菓子の餡から始まり、和洋中、冷凍・レトルト食

品、調味料やタレの数々、お惣菜、コンビニや外食チェーン向けなど、幅広い食品の生産に活躍しています。景

気変動の影響を受けにくい食品業界を顧客に、カジワラは安定した成長を続けています。

食品加工機械の設計をCADで行います。はじめは、先輩にレクチャーしてもらいながら部品図を描き、徐々に1台ま

るごと設計していきます！ベースとなる機械を基に、お客様のニーズや課題に合うよう設計するので、毎回新たな

機械をオーダーメイドでつくり上げることができます。また、設計室は工場に併設されており、自分が設計した機

械が組みあがる様子も、間近で見ることができます。

仕事内容

２．募集職種

職　種 仕事内容

機械設計・開発職

学歴・必要なスキル・資格

理系

職　種

備　　考

休日　

賃金形態

その他手当

賞与

給与締切日

社会保険

福利厚生・その他制度

電気設計・開発職 電気回路の設計を行い、機械に命を吹き込むのが電気設計。スキルアップもでき、一人一台まる

ごと手がけることができます！制御回路や操作盤などの設計に加え、IHインバータの開発を行いま

す。また、納品先での据え付けにも携わりますので、お客様からface to faceで声を聞くことができ

ます。

学歴・必要なスキル・資格

理系

職　種 仕事内容

設計・開発職(院卒) 一般事務職(短卒)

仕事がスムーズに運ぶよう、各部署内で幅広い業務をしていただきます。「人

をサポートする」ことが好きな方に最適です！

② 8：30～17：30

時間外労働月平均

一般事務職については、時間外労働月平均10時間以内

短大卒限定

一般事務職

学歴・必要なスキル・資格

３．採用条件

勤務時間

① 9：00～18：00

残業代全額支給、役職手当、単身赴任手当、出産手当etc
2回（6月、12月）

研修センター、個室独身寮、社宅、社員旅行(ハワイ・シンガポール・台湾・国内

等)、社内交流行事、資格取得補助、健康診断

休憩時間

会社カレンダーにより月平均1回の土曜出勤有

0 円 0 円

職種

基本給 221,000円 236,000 円 190,000 円
定期的に支払われる手当 0 円

設計・開発職(大卒)

固定残業代 0 円 0 円 0 円
計 221,000円 236,000 円 190,000 円

mailto:saiyo.kajiwara@kajiwara.co.jp
mailto:saiyo.kajiwara@kajiwara.co.jp
mailto:saiyo.kajiwara@kajiwara.co.jp
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１．会社情報

ブース番号 2-22 求人区分 244

業　種

徒歩 分

円 設立

全社 名 男女別

平均年齢 歳

FAX番号

人数

2

人数

1

人数

1

90 分 15.5 時間

週休二日制 年間休日 日

月　給 180,000円 ～ 250,000円

あり 年間 昇給 あり 6 月

毎月 15 日 支払日 毎月 25 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 あり 60歳 勤務延長 あり 再 雇 用 あり 退職金制度 あり

試用期間 なし 期　 　間

試用期間中の労働条件変更 なし （ありの場合： 　　　）

通勤手当 上限 あり 50,000 円まで
特記事項等

求人票 ＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学院 ・ 大学 ・ 短大 ・ 専門 ・ 既卒 企業ガイド2021 掲載ページ

会社名 小山企業株式会社 倉庫業

本社所在地 埼玉県戸田市氷川町1-9-9

勤務地 事業所（戸田市・草加市）

最寄駅（バス亭） JR戸田駅、東武スカイツリーライン草加駅 18

管理部総務課　宮島和夫 33.7

資本金 24,000,000 1965年　8月　19日

従業員数 正社員　62 男性：41名　/　女性：21名

採用担当窓口

電話番号 048-441-2240 048-443-3530

採用担当メールアドレス kmiyaji@kym.co.jp

事業内容・特徴など

■事業内容：荷主から寄託を受けた商品を保管し、輸送は消費者や企業にとって不可欠なサービスとして、物流全

体を受託するビジネスを展開しています。

■特徴：人々の暮らしを支える社会貢献性の高い会社です。成長の鍵は「社員一人ひとりの力」と「技術革新（Ａ

Ｉ・ロボティクス）」、５６年間走り続けてきた小山企業の挑戦は、これからも続きます。

商品の保管管理業務

（商品の入出庫、流通加工、ピッキング、在庫管理など）

※商品在庫の管理から倉庫内の人員や設備の管理を行います。管理することで、出荷時間

の遅延や誤出荷などのミスを防ぎサービスの質を保ちます。

仕事内容

２．募集職種

職　種 仕事内容

商品管理

学歴・必要なスキル・資格

倉庫内業務知識・品質/在庫/人員管理

職　種

備　　考

休日　

賃金形態

その他手当

賞与

給与締切日

社会保険

福利厚生・その他制度

休憩時間

システム 社内情報の開発・保守・インフラ設備管理業務

（システム開発・保守、通信環境整備・構築など）

※倉庫内での入荷から検品、ピッキング、梱包、出荷迄の一連の作業を効率化する基幹シ

ステムを支援するツール開発や機械を導入し省力化を図ります。

学歴・必要なスキル・資格

システム思考・問題解決力・伝える力

職　種 仕事内容

月7～8日

～ 200,000 円

事業所内の事務全般業務

（受注業務、伝票入力発行、データ入力、在庫管理、電話応対など）

※電話・来客の対応、書類の整理、文書作成、データ入力、伝票処理、備品管理・倉庫内

との連絡などの多岐にわたる幅広い業務を行います。

時間外労働月平均

※備考：

職種・学歴によりよる変動幅

基本給 180,000円

コミュニケーション・PC・正確性/スピード

事務

学歴・必要なスキル・資格

３．採用条件

勤務時間

① 8：30～17：30

通勤手当 0 円 ～ 20,000 円
0 円 ～ 30,000 円

【福利厚生】社会保険完備、財形貯蓄制度、退職金制度、 駐車設備完備(マイカー通勤可)、借上社宅制度【食事処】伊豆高

原萬望亭　 【健康診断】年1回　【その他】資格取得補助【親睦会】社内懇親会（社員旅行、新入社員歓迎会、忘年会など）社

員旅行

※通勤手当は、公共交通機関での通勤者に限る。

時間外手当(残業代)

計 180,000円 ～ 250,000 円
家族手当、通勤手当、資格手当、職責手当 etc

2回（5月、12月）

mailto:kmiyaji@kym.co.jp
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１．会社情報

ブース番号 2-23 求人区分 52

業　種

徒歩 本社　約20分　営業所　約5分

円 設立

全社 名 男女別

平均年齢 歳

FAX番号

人数

5

人数

5

人数

60 分 15 時間

週休二日制 なし 年間休日 105 日

月　給 175,000円 ～ 201,500円

あり 年間 昇給 あり 5 月

毎月 15 日 支払日 毎月 25 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 あり 勤務延長 あり 再 雇 用 あり 退職金制度 あり

試用期間 あり 期　 　間 6ヶ月

試用期間中の労働条件変更 なし （ありの場合： 　　　）

通勤手当 上限 円まで
特記事項等

始めは得意先との打合せから行い、協力会社の手配、工場への製品発注、施工

（工程）管理等行っていただきます。徐々に覚えていただき工事に関する全て

をお任せします。（マネジメントが主な仕事です。）

仕事内容

職　種

製造職

仕事内容

主材料は鉄板で、切り出した鉄板から製品を製造します。具体的には平

板からの切断、加工、組立、溶接、塗装などの作業をしていただきま

す。

仕事内容

採用担当メールアドレス soumu@fujikuuchou.co.jp

事業内容・特徴など
建物には欠かせない設備の一つ、ダクト（空調・換気設備）の設計、製造、販売、施工管理を行って

いる総合企業です。高層ビル、駅、空港、テーマパークなど様々な所で使われています。製品として

は業界初の折り畳み式ダクトを開発、国内と米国での特許も取得したオリジナル製品もありあます。

２．募集職種

048-541-1551 048-541-1555

従業員数 180 男性：165名　/　女性：15名

採用担当窓口 総務部　人事担当　／　中村高士 42

電話番号

50,000,000

本社所在地 埼玉県鴻巣市松原１－１－１２

勤務地 製造職：本社所在地に同じ 施工管理職：東京営業所（東京都北区赤羽）

最寄駅（バス亭） 本社：JR高崎線鴻巣駅　営業所：JR赤羽駅

資本金

求人票 ＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学院 ・ 大学 ・ 短大 ・ 専門 ・ 既卒 企業ガイド2021 掲載ページ

会社名 株式会社新富士空調 建築（設備）

円 円 円

計 201,500 円 196,500 円 175,000 円
現場手当、住宅手当、家族手当、時間外手当、通勤手当

2回（7月、12月）

健康診断

※通勤手当は、公共交通機関での通勤者に限る。

円 円

基本給 201,500 円 196,500 円 175,000 円
定期的に支払われる手当 円

大学院 大学

本社　8：05～17：00 営業所　8：25～17：15

休憩時間 時間外労働月平均

※備考：

日・祝・GW・夏季・年末年始　他平日

専門・短大

福利厚生・その他制度

備　　考

学歴・必要なスキル・資格

３．採用条件

勤務時間

休日　

賃金形態

その他手当

固定残業代

特になし

職　種

賞与

給与締切日

社会保険

学歴・必要なスキル・資格

特になし

職　種

施工管理

学歴・必要なスキル・資格

mailto:soumu@fujikuuchou.co.jp
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１．会社情報

ブース番号 2-24 求人区分 -

業　種

徒歩

円 設立

全社 名 男女別

平均年齢 歳

FAX番号

人数

6

人数

若干名

人数

60 分 19.5 時間

週休二日制 年間休日 108 日

月　給 176,000円 ～ 201,600円

あり 年間 昇給 あり 4 月

月末 毎月 日 支払日 毎月 25 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 あり 60歳 勤務延長 あり 再 雇 用 あり 退職金制度 あり

試用期間 あり 期　 　間 3ヵ月

試用期間中の労働条件変更 なし （ありの場合： 　　　）

通勤手当 上限 なし
特記事項等

求人票 ＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学・短大・既卒 企業ガイド2021 掲載ページ

東京ガスファーストエナジー株式会社 小売業

本社所在地 埼玉県さいたま市北区宮原町2-18-7

勤務地 埼玉県さいたま市北区宮原町2-18-7／神奈川県平塚市宮松町15-4

最寄駅（バス亭） JR高崎線 宮原駅／JR東海道本線 平塚駅 5分／15分

管理本部　　福嶋 美香 37.7

資本金 8,200万 1970年 2月 12日

従業員数 240 男性：155名　/　女性：85名

採用担当窓口

電話番号 048-651-0313 048-651-0339

採用担当メールアドレス m_fukushima@tg-lifeval.com

事業内容・特徴など

ガスという生活に欠かせないものに携わっている私たちの仕事は日々感謝され、やりがい

のある仕事です。私たちの仕事はどの業務も常にお客さまと接しています。「人と話すこ

とが好き」「人のために働きたい」「地域貢献がしたい」という方は是非一緒に働きま

しょう。

機器販売、機器メンテナンス、機器取付、ガス工事、ガスの開閉栓、定

期保安点検 等 （所属部署によって主管業務は異なります）

仕事内容

２．募集職種

職　種 仕事内容

総合職

学歴・必要なスキル・資格

普通自動車運転免許

職　種

備　　考

休日　

賃金形態

その他手当

賞与

給与締切日

社会保険

福利厚生・その他制度

休憩時間

事務職

電話受付、店口対応、伝票処理 等学歴・必要なスキル・資格

普通自動車運転免許（あれば）

職　種 仕事内容

夏季・年末年始・各種特別休暇あり

～ 201,600 円

時間外労働月平均

※備考：

職種・学歴によりよる変動幅

基本給 176,000 円

学歴・必要なスキル・資格

３．採用条件

勤務時間

① 8：30～17：30

定期的に支払われる手当 0円 ～ 0円
0円 ～ 0円

退職金制度（確定拠出年金含む）、慶弔見舞金、定期健診、保養所施設あり、サー

クル活動

固定残業代

計 176,000 円 ～ 201,600 円
資格手当、家族手当、住宅手当、通勤手当 等

2回（7月、12月）

会社名

mailto:m_fukushima@tg-lifeval.com
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１．会社情報

ブース番号 2-25 求人区分 425

業　種

徒歩 分

円 設立

全社 名 男女別

平均年齢 歳

FAX番号

人数

1

人数

2

人数

6

60分 ①②20
③ 10

時間

①日・祝その他（基本土曜日は休みですが、カレンダーにより月1回程度の出勤あり）

②③日・その他 週休二日制 毎週 年間休日 110 日

月　給 円 ～ 円

あり 年間 昇給 あり 7 月

毎月 15 日 支払日 毎月 25 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 あり 60歳 勤務延長 あり 再 雇 用 あり 退職金制度 あり

試用期間 あり 期　 　間 3ケ月

試用期間中の労働条件変更 なし （ありの場合： 　　　）

通勤手当 上限 なし 円まで
特記事項等

求人票 ＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学・短大・専門・既卒 企業ガイド2021 掲載ページ

会社名 ワタキューセイモア株式会社　関東支店 リネンサプライ

本社所在地 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚12-2

勤務地 埼玉県越谷市新越谷2-192

最寄駅（バス亭）
東武スカイツリーライン　新越谷駅

JR武蔵野線　南越谷駅
15

管理部／小林　隆郷 36.7

資本金 48,500,000 1962年　7月　17日

従業員数 16,000 男性：3,200名　/　女性：12,800名

採用担当窓口

電話番号 048-988-1288 048-988-9337

採用担当メールアドレス wq-saiyo-kanto@watakyu.co.jp

事業内容・特徴など

基本方針である「心」を大切に、全国の病院や福祉施設との間に総合サービスを

提供するリーディングカンパニー。寝具などのリネンサプライを軸に医療現場を

支える総合サービスおよびその他医療介護用品等の販売。

担当地域内の病院や福祉施設に医療用寝具・白衣・カーテン・タオル等の洗濯

付リースや医療用業務用品の販売・リース、売店・コンビニ・コーヒーショッ

プ等の運営管理、院内清掃・医療器材の滅菌などの業務請負等々の提案営業を

行っていただきます。

仕事内容

２．募集職種

職　種 仕事内容

①営業

学歴・必要なスキル・資格

普通自動車免許／基本的なPC作業

職　種

病院や福祉施設で使用されたリネン類（シーツ・布団カバー・タオル類・私物

洗濯など）や医師、看護師等が使用した白衣類の洗濯仕分け、及び仕上げ、た

たみ等軽作業を担当していただきます。

時間外労働月平均

※備考：

③工場内軽作業

学歴・必要なスキル・資格

３．採用条件

勤務時間

8：30～17：30

休日　

賃金形態

②生産リーダー リネンサプライ事業の生産部門に於けるクリーニング工場内での作業

工程管理や工場スタッフさんのフォローなど、生産を円滑に稼働させ

る為の業務を行っていただきます。

学歴・必要なスキル・資格

普通自動車免許

職　種 仕事内容

休憩時間

職種 ②生産リーダー ③工場内軽作業①営業

基本給 200,000～250,000円 210,000～250,000円 170,400～190,200円
定期的に支払われる手当 35,000～45,000円 0円 0円

固定残業代 0円 0円 0円
計 235,000～295,000 210,000～250,000円 170,400～190,200円

家族手当、役職手当、資格手当、その他

備　　考

車通勤は自宅から２Km以上の方が対象

その他手当

賞与 2回（6月・12月）

給与締切日

社会保険

福利厚生・その他制度
有給休暇：入社3ケ月後2日付与（独自制度）、健康診断、通信教育受講補助あり、社員食

堂あり

mailto:wq-saiyo-kanto@watakyu.co.jp
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１．会社情報

ブース番号 2-26 求人区分 122

業　種

徒歩 分

円 設立

全社 名 男女別

平均年齢 歳

FAX番号

人数

1

人数

1

人数

1

60 分 20 時間

週休二日制 毎週 年間休日 115 日

月　給 円 ～ 円

あり 年間 昇給 あり 4 月

毎月 15 日 支払日 毎月 25 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 あり 60歳 勤務延長 なし 再 雇 用 あり 退職金制度 あり

試用期間 あり 期　 　間

試用期間中の労働条件変更 なし （ありの場合： 　　　）

通勤手当 上限 なし 円まで
特記事項等

求人票 ＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学院 ・ 大学 ・ 短大 ・ 専門 ・ 既卒 企業ガイド2021 掲載ページ

会社名 オリエンタルエンヂニアリング株式会社 製造業

本社所在地 東京都　荒川区　西日暮里2-25-1-902

勤務地 埼玉県　川越市　芳野台2-8-49

最寄駅（バス亭） 川越駅 （車）　20

総務課／今野（こんの） 38

資本金 80,000,000 1952年　8月12日

従業員数 164 男性：142名　/　女性：22名

採用担当窓口

電話番号 049-225-5811 049-225-5826

採用担当メールアドレス oriental-saiyo@oriental-eg.co.jp

事業内容・特徴など
・金属熱処理設備の設計製造販売

・金属熱処理の受託加工

金属熱処理の準備、熱処理炉のオペレーター業務を担当してもらいます。

熱処理の技術を高め、将来は生産技術や品質管理、営業等ジョブチェンジをし

ていきます。　※交代勤務制あり

仕事内容

２．募集職種

職　種 仕事内容

熱処理技術職

学歴・必要なスキル・資格

特になし

職　種

備　　考

休日　

賃金形態

その他手当

賞与

給与締切日

社会保険

福利厚生・その他制度

・金属熱処理の品質管理、生産管理等の業務

・設備組立、据付、メンテナンス業務

等・・・

時間外労働月平均

※備考：

設計職
金属熱処理の設備を設計していただきます。
お客様の工場に応じた設備として設計しますので、自らのアイディア等も盛り込
みながら担当していただきます。

学歴・必要なスキル・資格

基本的な図面知識

職　種 仕事内容

特になし

その他製造職

学歴・必要なスキル・資格

３．採用条件

勤務時間

① 8：30　～　17：00

休憩時間

学歴 院卒 大卒 短大・専門

207,000円 201,000円 179,100円

円 円

5.1ヶ月2020年実績

基本給

定期的に支払われる手当 7,500～18,500円 7,500～18,500円 7,500～18,500円
固定残業代 円

計 214,500～ 225,500円 208,500 ～ 219,500 円 186,600 ～ 197,600 円
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１．会社情報

ブース番号 2-27 求人区分 -

業　種

徒歩 分

円 設立

全社 名 男女別

平均年齢 歳

FAX番号

人数

5

人数

人数

80 分 11.8 時間

週休二日制 あり 年間休日 115 日

月　給 201,000円 ～ 206,000円
営業

あり 年間 昇給 あり 3 月

毎月 20 日 支払日 毎月 25 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 あり 60歳 勤務延長 なし 再 雇 用 あり 退職金制度 あり

試用期間 あり 期　  　間 6ヶ月

試用期間中の労働条件変更 なし （ありの場合： 　　　）

通勤手当 上限 あり 20,000 円まで
特記事項等

固定残業代 なし

計 201,000～206,000円

時間外手当、資格手当、住宅手当（条件あり）

年2回（6月、12月）

退職金制度、財形貯蓄制度、資格取得プロジェクト

休憩時間

火・水、年末年始休暇

職種

基本給 175,000～180,000円

定期的に支払われる手当 26,000円

時間外労働月平均

※備考：

学歴・必要なスキル・資格

職　種 仕事内容

学歴・必要なスキル・資格

３．採用条件

勤務時間

① 10：00～19：30

備　　考

休日　

賃金形態

その他手当

賞与

給与締切日

社会保険

福利厚生・その他制度

事業内容・特徴など

分譲住宅、注文住宅、リノベーション、を提供可能な横尾材木店。土地活用のクリエイトなどお客
様の多様なニーズにお応えすべく、事業領域を拡大してきました。更に現在、新規ビジネスにも
着手。住宅関連だけでなく、地域のお客様の生活をトータルにサポートできる会社として、今後も
幅広い事業展開を計画中です。

各拠点の店舗専任スタッフとして、お客様の住まいづくりをお手伝

いし、夢を形にしていく仕事です。アポイント取りから建物のご案

内、ご契約手続き等の仕事を行います。

仕事内容

２．募集職種

職　種 仕事内容

営業

学歴・必要なスキル・資格

普通自動車免許

職　種

電話番号 0495-22-3584 0495-71-7277

採用担当メールアドレス saiyo@yo-ko-o.com

総務人事部　大山貴之 40.8

資本金 95,000,000 1963年 12月 18日

従業員数 226 男性：171名　/　女性：55名

採用担当窓口

本社所在地 埼玉県本庄市本庄1-1-7

勤務地 本庄市、深谷市、熊谷市、鴻巣市、東松山市、久喜市、さいたま市、前橋市、高崎市　他

最寄駅（バス亭） JR高崎線　本庄駅 3

求人票 ＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学院 ・ 大学 ・ 短大 ・ 専門 ・ 既卒 企業ガイド2021 掲載ページ

会社名 株式会社横尾材木店 住宅・不動産

mailto:saiyo@yo-ko-o.com
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１．会社情報

ブース番号 2-28 求人区分 308

業　種

徒歩 分

円 設立

全社 名 男女別

平均年齢 歳

FAX番号

人数

2

人数

人数

60 分 8 時間

週休二日制 あり 年間休日 110 日

月　給 205,000円 ～ 225,000円

あり 年間 昇給 あり 5 月

毎月 20 日 支払日 毎月 28 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 あり 60歳 勤務延長 あり 再 雇 用 あり 退職金制度 あり

試用期間 あり 期　 　間 3ヶ月

試用期間中の労働条件変更 （ありの場合：   同条件 　　　）

通勤手当 上限 あり 100,000 円まで
特記事項等

求人票 ＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学院・大学・短大・専門・既卒 企業ガイド2021 掲載ページ

会社名 株式会社　良松 卸売業

本社所在地 埼玉県さいたま市北区東大成町1丁目460番地

勤務地 埼玉県さいたま市北区東大成町1丁目460番地

最寄駅（バス亭） 東武アーバンパークライン　北大宮駅 5

総務部/倉又　昌平 42

資本金 350,000,000 1972年 8月19日

従業員数 58 男性：38名 /　女性：20名

採用担当窓口

電話番号 048-665-1407 048-666-0711

採用担当メールアドレス y-somubu@mnet-mgroup.jp

事業内容・特徴など
住宅設備機器施工販売、給排水衛生冷暖房設備工事、リフォーム工事、不動産賃

貸業仲介業

住宅設備機器施工販売　大手ゼネコンへのキッチン、バスユニット、ト

イレ等の販売が主力になります。（ルート営業が主体です。）

仕事内容

２．募集職種

職　種 仕事内容

営業職

学歴・必要なスキル・資格

普通自動車免許

職　種

備　　考

休日　

賃金形態

その他手当

賞与

給与締切日

社会保険

福利厚生・その他制度

時間外労働月平均

※備考：

学歴・必要なスキル・資格

職　種 仕事内容

学歴・必要なスキル・資格

３．採用条件

勤務時間

① 8：30～17：30

休憩時間

土・日・祝・GW・夏季・年末年始

職種 営業職 学歴による変動幅 営業職

190,000 円 ～ 210,000 円

～ 0 円

2回　(7月、12月）

社員旅行（2年に1回）、社員保養施設あり、資格取得補助、健康診断 etc

基本給

定期的に支払われる手当 15,000 円 ～ 15,000 円
固定残業代 0 円

計 205,000 円 ～ 225,000 円
家族手当、役職手当、資格手当 etc
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１．会社情報

ブース番号 2-29 求人区分 343

業　種

徒歩 分

円 設立

全社 名 男女別

平均年齢 歳

FAX番号

人数

5名程度

人数

人数

65 分 26 時間

週休二日制 あり 年間休日

月　給 174,800円 ～ 168,000　円

あり 年間 給与改定 あり

毎月 末 日 支払日 毎月 25 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 あり 65歳 勤務延長 なし 再 雇 用 あり 退職金制度 あり

試用期間 あり 期　 　間 6ヶ月

試用期間中の労働条件変更 なし （ありの場合： 　　　）

通勤手当 上限 35,700 円まで
特記事項等

求人票 ＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学院 ・ 大学 ・ 短大 ・ 専門 ・ 既卒 企業ガイド2021 掲載ページ

会社名 株式会社臼田ファインモータースクール 教育サービス業

本社所在地 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町2-322-3

勤務地
ファインモータースクール大宮 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町2-322-3
ファインモータースクール指扇 埼玉県さいたま市西区高木1635
ファインモータースクール上尾 埼玉県上尾市大字平塚596-5

最寄駅（バス亭） 本社：大宮駅よりバス（堀の内橋バス停下車） 5

総務部/小口　碧 35.6

資本金 48,000,000 1962年 9月　15　日

従業員数 152 男性：110名　/　女性：42名

採用担当窓口

電話番号 048-641-7185 048-657-8041

採用担当メールアドレス saiyo@fine-motorschool.co.jp

174,800円 169,700円 168,000円

事業内容・特徴など

◆自動車免許取得教育◆日本で初めてで唯一の「楽エコ教習」を通じ、理念である

「事故のない　心豊かなひとを育む　社会をつくる」の実現を目指している会社で

す。2018年には3度目の環境大臣賞を受賞しました。

自動車免許取得のための教習を担当◆「楽エコ教習」を通じて、お客さまに普通車・自

動二輪車・中型車などの免許取得に向けた技能教習・学科教習を行っていただきます◆

国家資格（指定教習所教習指導員）取得までの研修制度が充実しています

仕事内容

２．募集職種

職　種 仕事内容

インストラクター見習い

学歴・必要なスキル・資格

普通自動車免許

職　種

基本給

定期的に支払われる手当

② 8：00～20：25（繁忙期2・3月）

時間外労働月平均

※備考：資格取得後１年単位の変形労働時間制

109日（資格取得後100日）

学歴・必要なスキル・資格

３．採用条件

勤務時間

① 9：00～20：25

休憩時間

学歴・必要なスキル・資格

職　種 仕事内容

指定日・有給休暇・年末年始

職種 大学院卒 大学卒 短大・専門卒

制服貸与、マイカー通勤可（駐車場無料）、残業代全額支給、財形貯蓄制度

◆資格取得後基本給の変更があります◆給与改定：人事評価制度による

備　　考

社会保険

福利厚生・その他制度

168,000円
残業手当・通勤手当・子供手当・（乗車手当・指名手当）

2回（業績による） 4月

固定残業代

計 174,800円 169,700円

休日　

賃金形態

その他手当

賞与

給与締切日
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１．会社情報

ブース番号 2-30 求人区分 79

業　種

徒歩 分

円 設立

全社 名 男女別

平均年齢 歳

FAX番号

人数

5

人数

5

人数

75 分 20 時間

週休二日制 あり 年間休日 120 日

月　給 190,000 ～ 297,830円

あり 年間 昇給 あり 1 月

毎月 15 日 支払日 毎月 28 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 あり 60歳 勤務延長 あり 再 雇 用 あり 退職金制度 あり

試用期間 あり 期　 　間 3か月

試用期間中の労働条件変更 なし （ありの場合： ）

通勤手当 上限 あり 100,000 円まで
特記事項等

求人票 ＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学・短大・専門・既卒 企業ガイド2021 掲載ページ

会社名 株式会社フカガワ 製造業

本社所在地 埼玉県川口市西青木2-9-5

勤務地
営業センター：埼玉県さいたま市岩槻区横根188-1
戸田営業所：埼玉県戸田市笹目南町30-2

最寄駅（バス亭） 車通勤可能者のみ

総務部人事担当　粷谷・藤原 39

資本金 40,000,000 1977年　8月　1日

従業員数 131 男性： 74名　/　女性： 57名

採用担当窓口

電話番号 048-257-3111 048-256-6629

採用担当メールアドレス saiyo@ductnet.com

事業内容・特徴など 空調用ダクトの成型機販売、空調用ダクトの部材の製造と販売

ルート営業

仕事内容

２．募集職種

職　種 仕事内容

営業

学歴・必要なスキル・資格

普通自動車免許

職　種

備　　考

休日　

賃金形態

その他手当

賞与

給与締切日

社会保険

福利厚生・その他制度

時間外労働月平均

※備考：

職種・学歴による変動幅

学歴・必要なスキル・資格

３．採用条件

勤務時間

① 8：20～17：20

休憩時間

土日祝、GW、夏季、年末年始

営業事務

営業のサポート学歴・必要なスキル・資格

特になし

職　種 仕事内容

職種

基本給 190,000円 ～ 220,000円

家族手当、扶養手当、育児手当、役職手当

2回（7月・12月）

国内外社員旅行（自己負担なし）、昼食補助有、慶弔見舞金制度、

資格褒賞金制度（資格取得の1回目は全額負担）、業務改善に対する報奨金ほか

～ 0 円定期的に支払われる手当 0 円
固定残業代 0 円 ～  77,830円

計 190,000円 ～  297,830円
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１．会社情報

ブース番号 2-31 求人区分 205

業　種

徒歩 分

円 設立

全社 名 男女別

平均年齢 歳

FAX番号

人数

若干名

人数

人数

55 分 時間

週休二日制 あり 年間休日 127 日

月　給 184,000 ～ 223,000円

あり 年間 昇給 あり 4 月

毎月 20 日 支払日 毎月 27 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 あり 60歳 勤務延長 なし 再 雇 用 あり 退職金制度 あり

試用期間 あり 期　 　間 2か月間

試用期間中の労働条件変更 なし （ありの場合： ）

通勤手当 上限 あり 5万 円まで
特記事項等

退職金制度、財形貯蓄制度、定期健康診断、各種医療補助制度、保養所、独身寮、クラブ活動、
慶弔見舞金、永年勤続報奨制度、口腔ケア製品の社内販売、ほか

備　　考

休日　

賃金形態

その他手当

賞与

給与締切日

社会保険

福利厚生・その他制度

－

計 184,000～223,000円

－
－

(最終学歴に応じて)
総合職

学歴・必要なスキル・資格

職　種 仕事内容

職種

基本給

定期的に支払われる手当 5,000～5,500円

固定残業代

週休2日制（土日）祝日、年末年始休暇、夏季休暇ほか

②

時間外労働月平均

※備考：現在はコロナウイルス対策として30分前倒しの時差勤務を実施中です。

学歴・必要なスキル・資格

３．採用条件

勤務時間

① 8：30～17：10

休憩時間

事業内容・特徴など

私たちは、歯科医院にて使用される診療用チェアユニットのメーカーです。近

年では医科用医療機器や動物用医療機器にまでその技術フィールドを広げてい

ます。部署間の風とおしよく、一丸となって高品質な製品を市場に送り出して

います！

配属により仕事内容は異なりますが、開発設計、製造、生産技

術、生産管理など社内に様々な仕事があります。

仕事内容

２．募集職種

職　種 仕事内容

総合職

学歴・必要なスキル・資格

工学系の学問を修められた方

職　種

電話番号 048-723-2621(代表) 048-723-2622

採用担当メールアドレス recruit@jmtmc.co.jp

人事総務課　新卒採用担当 42

資本金 200,000,000 1969年　11月

従業員数 330 男性：237名　/　女性： 97名

採用担当窓口

本社所在地 埼玉県北足立郡伊奈町小室7129番地

勤務地 上記本社工場

最寄駅（バス停） ニューシャトル線　志久駅 5

求人票 ＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学院 ・ 大学 ・ 高専 ・ 既卒 ・ 留学生 企業ガイド2021 掲載ページ

会社名 株式会社モリタ東京製作所 製造業

mailto:recruit@jmtmc.co.jp
mailto:recruit@jmtmc.co.jp
mailto:recruit@jmtmc.co.jp
mailto:recruit@jmtmc.co.jp
mailto:recruit@jmtmc.co.jp
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１．会社情報

ブース番号 2-32 求人区分 398

業　種

徒歩 分

円 設立

全社 名 男女別

平均年齢 歳

FAX番号

人数

20

人数

100

人数

320

173 時間

週休二日制 あり 年間休日 106 日

月　給 162，000円 ～ 167，000円

あり 年間 昇給 あり 年1 回

毎月 20 日 支払日 毎月 25 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 あり 60歳勤務延長 あり 再 雇 用 あり 退職金制度 あり

試用期間 あり 期　 　間 ６ヶ月

試用期間中の労働条件変更 なし （ありの場合： ）

通勤手当 上限 あり 100,000 円まで
特記事項等

休憩時間 （）内休憩時間

基本給 147,000～151,000円 201,200～218,000円

【綜合警備保障株式会社】

機械警備：全国各地の運用拠点に待機し、各種警報への対応等
警備輸送：現金や有価証券など大切な財産を輸送するほか、ATM資金の補填や回収等
技術職：各種セキュリティシステムの設計、機器設置工事の施工管理等

② 18:00～09:00(3H)  ③09:00～09:00(8H)

時間外労働月平均

※備考：休日曜日は勤務場所や勤務シフトにより異なります。

営業職 【綜合警備保障株式会社】
一般家庭、店舗、企業、学校などの問題点や悩みをヒアリングし、不安のない「安
全・安心」な環境づくりのためにALSOKのサービスをご案内します。予算や解消す
べき課題に応じて、オーダーメイドでセキュリティサービスをご提案します。

学歴・必要なスキル・資格

普通自動車運転免許

職　種 仕事内容

普通自動車運転免許

現業部門

学歴・必要なスキル・資格

３．採用条件

勤務時間

① 09:00～18:00(1H)

備　　考

計 162,000～167,000円

その他手当 家族手当、時間外手当、深夜手当　等

賞与 2回（6月、12月）

給与締切日

営業職 現業部門

社会保険

福利厚生・その他制度
グループ保険（生損保）、従業員持ち株会、従業員支援プログラム　等

（綜合警備保障株式会社：寮、社宅を完備）

228,100～246,700円

定期的に支払われる手当 15,000～16,000円 ※機械警備隊員は所定内深

夜手当含む

休日　 ４週８休基本のシフト制

賃金形態

職種 常駐警備スタッフ

固定残業代 なし

201,200～218,000円 228,100～246,700円

事業内容・特徴など

ＡＬＳＯＫ埼玉株式会社は、テレビコマーシャルでおなじみの東京証券取引所第一部上場企業ＡＬ

ＳＯＫ「綜合警備保障株式会社」100％出資の埼玉県に本社があるＡＬＳＯＫグループ企業です。

　当社は、【ＡＬＳＯＫグループ合同募集】に参画しており、応募受付および一部選考は綜合警備

保障株式会社が実施しております。

【ＡＬＳＯＫ埼玉株式会社】
お客様施設に常駐警備スタッフとして勤務し、①入館する方の受付・確認②ロビー
等に立っての入館者確認③監視カメラ映像のモニター監視④防犯・防災システムの
警報盤監視⑤施設内外を巡回して状況確認・点検等が業務になります。

仕事内容

２．募集職種

職　種 仕事内容

常駐警備スタッフ

学歴・必要なスキル・資格

高卒以上

職　種

電話番号 048-614-8801 048-614-8821

採用担当メールアドレス stm-saiyo@alsok.co.jp

総務部 37.2

資本金 20,000,000 1989年　4月

従業員数 273 男性：239名　/　女性：34名

採用担当窓口

本社所在地 埼玉県さいたま市中央区上落合2-3-4　アルーサA館　１階

勤務地 埼玉県（希望があれば全国対応可能）

最寄駅（バス亭） JR北与野 1

求人票 ＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学院 ・ 大学 ・ 短大 ・ 専門 ・ 既卒・留学生 企業ガイド2021 掲載ページ

会社名 ＡＬＳＯＫ埼玉株式会社（綜合警備保障株式会社） 警備業

mailto:stm-saiyo@alsok.co.jp
mailto:stm-saiyo@alsok.co.jp
mailto:stm-saiyo@alsok.co.jp
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mailto:stm-saiyo@alsok.co.jp
mailto:stm-saiyo@alsok.co.jp
mailto:stm-saiyo@alsok.co.jp
mailto:stm-saiyo@alsok.co.jp


１．会社情報

ブース番号 2-33 求人区分 249

業　種

徒歩 分

円 設立

全社 名 男女別

平均年齢 歳

FAX番号

人数

5

人数

人数

60 分 33.6 時間

週休二日制 隔週 年間休日 105 日

月　給 190,000円 ～ 円

総合職

あり 年間 昇給 あり 5 月

毎月 末 日 支払日 毎月 15 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 あり 60歳 勤務延長 あり 再 雇 用 あり 退職金制度 あり

試用期間 なし 期　 　間

試用期間中の労働条件変更 （ありの場合： ）

通勤手当 上限 30,000 円まで
特記事項等

求人票 ＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学院・大学・既卒（第2新卒） 企業ガイド2021 掲載ページ

会社名 篠崎運輸株式会社 物流業（運輸業・倉庫業）

本社所在地 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町１－１０９－６

勤務地 埼玉県さいたま市岩槻区、さいたま市北区

最寄駅（バス亭） 岩槻区は東岩槻駅、北区は原市駅 自転車で10

総務部　長谷川隆 43.1

資本金 100,000,000 1971年 4月 25日

従業員数 614 男性：397名　/　女性：217名

採用担当窓口

電話番号 048-788-8000 048-788-8001

採用担当メールアドレス takashi_hasegawa@nexus-shinozaki.co.jp

事業内容・特徴など

物流企業として生産者から小売店までのギャップを無くする役割。ロジスティクスワンス

トップソリューションを提案。創設より半世紀経過、100年企業の実現を目指して折り返

し点。新卒採用は第8期生を求人。経営理念は「感謝報恩」の精神で！　しっかり働く方

をしっかり評価。研修充実。

新卒採用された場合は、はじめは主に物流センター内での商品管理業務（センター内で

の作業）。半年の現場研修後に各自の将来の夢に対し適性や能力、成長度を鑑みて各拠

点へ配属。入社後3年は現場実習から多くを学んでもらい、その後は各自のキャリアプラ

ンに沿って育成していきます。

仕事内容

２．募集職種

職　種 仕事内容

総合職

学歴・必要なスキル・資格

普通乗用車あれば良い

職　種

備　　考

休日　

賃金形態

その他手当

賞与

給与締切日

社会保険

福利厚生・その他制度

② 8：00～17：00（拠点により異なる）

時間外労働月平均

※備考：時間外労働時間は新入社員は1年目は研修が多く少ない。

学歴・必要なスキル・資格

職　種 仕事内容

学歴・必要なスキル・資格

３．採用条件

勤務時間

① 9：00～18：00（拠点により異なる）

家族手当、役職手当、管理手当、資格手当 etc
2回（7月、12月）

定期健康診断100％実施、研修制度、人事評価制度、指定資格取得援助

社内規定に準じる

休憩時間

日・祝日・夏季・年末年始・シフト休

～ ～

職種

基本給 145,000円 ～ ～

定期的に支払われる手当 45,000円
固定残業代 円 ～ ～

計 190,000 円 ～ ～

mailto:takashi_hasegawa@nexus-shinozaki.co.jp
mailto:takashi_hasegawa@nexus-shinozaki.co.jp
mailto:takashi_hasegawa@nexus-shinozaki.co.jp
mailto:takashi_hasegawa@nexus-shinozaki.co.jp
mailto:takashi_hasegawa@nexus-shinozaki.co.jp
mailto:takashi_hasegawa@nexus-shinozaki.co.jp
mailto:takashi_hasegawa@nexus-shinozaki.co.jp
mailto:takashi_hasegawa@nexus-shinozaki.co.jp


１．会社情報

ブース番号 2-34 求人区分 263

業　種

徒歩 分

円 設立

全社 名 男女別

平均年齢 歳

FAX番号

人数

1

人数

人数

45 分 時間

週休二日制 あり 年間休日 123 日

月　給 234,000円 ～ 円

総合職

あり 年間 昇給 あり 4 月

毎月 20 日 支払日 毎月 末 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 あり 60歳 勤務延長 あり 再 雇 用 あり 退職金制度 なし

試用期間 あり 期　 　間 3か月

試用期間中の労働条件変更 なし （ありの場合： ）

通勤手当 上限 あり 3万 円まで
特記事項等

求人票 ＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学院・大学・既卒 企業ガイド2021 掲載ページ

会社名 株式会社ASTRANS 卸売業・小売業

本社所在地 埼玉県朝霞市本町1-8-7綿谷ビル4F

勤務地 同上

最寄駅（バス亭） 東武東上線朝霞駅 7

土方 37

資本金 100,000,000 1935年　6月　4日

従業員数 9 男性：2名　/　女性：7名

採用担当窓口

電話番号 048-461-1115 048-461-1120

採用担当メールアドレス recruit@astrans.jp

事業内容・特徴など

「面白く、質の高い生活」の提供することを目標に北欧ガーデニング事業、不動産賃貸業、ベンチャーキャピタル

事業など多岐にわたる事業運営しています。中でも現在注力をしている北欧ガーデニング事業ではスウェーデンに

本社を置くWexthuset（ヴェクスセット）の日本代理店としてヨーロッパ各地のガーデニングアイテムの卸、小売

を行っています。

・北欧ガーデニング事業の営業、営業事務

・所有している不動産の管理

・経理、総務、採用関係

仕事内容

２．募集職種

職　種 仕事内容

総合職

学歴・必要なスキル・資格

普通自動車免許

職　種

備　　考

休日　

賃金形態

その他手当

賞与

給与締切日

社会保険

福利厚生・その他制度

②

時間外労働月平均

※備考：

学歴・必要なスキル・資格

職　種 仕事内容

学歴・必要なスキル・資格

３．採用条件

勤務時間

① 9：00～17：45

通勤手当、住宅手当、資格手当

2回（6,12月）

資格取得補助

住宅補助取得（15000円）の場合、通勤手当上限10000円

休憩時間

土・日・祝日・夏季・年末年始

職種

基本給 234,000 円
定期的に支払われる手当 0円

固定残業代 0 円
計 234,000 円

mailto:recruit@astrans.jp
mailto:recruit@astrans.jp
mailto:recruit@astrans.jp
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１．会社情報

ブース番号 2-35 求人区分 336

業　種

徒歩 分

円 設立

全社 名 男女別

平均年齢 歳

FAX番号

人数

10名

人数

人数

60 分 16.5 時間

週休二日制 あり 年間休日 106 日

月　給 195,000円 ～

あり 年間 昇給 あり

毎月 10 日 支払日 毎月 25 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 勤務延長 再 雇 用 退職金制度

試用期間 期　  　間

試用期間中の労働条件変更 （ありの場合： ）

通勤手当 上限 円まで
特記事項等

備　　考

休日　

賃金形態

その他手当

賞与

給与締切日

社会保険

福利厚生・その他制度

195,000 円

年1回 (昇格査定年4回)

社会保険完備・健康診断・1人暮らし支援制度・結婚/出産お祝い金

安全運転講習制度・資格取得支援制度(一部資格に限る)  他

200,000 円

2回

学歴・必要なスキル・資格

職　種 仕事内容

計

営業報酬手当、住宅手当（※実家から通勤の場合は、支給されません）、通勤手当（指定金額内支給)　他

②

時間外労働月平均

※備考：

学歴・必要なスキル・資格

３．採用条件

勤務時間

① 11：00～20：00

休憩時間

月・火曜日を中心に月7～10日(社内カレンダーによる)、
有給休暇、GW休暇、夏季休暇、年末年始休暇　他

0円 0 円定期的に支払われる手当

固定残業代 35,000 円 30,000 円

大学・大学院卒 短大・専門卒

基本給 165,000円 165,000 円

事業内容・特徴など

初任業務であるリダクションサプライザーでは、生活インフラにかかるコストを削減するための提

案営業をしていただきます。「社員第一主義」という企業理念のもと、この事業を通して自分をど

う成長させるのか、なりたい自分を実現させるために、Shineプロという環境をどう活用するのか、

「挑戦」「成長」「創造」というコンセプトを大切にしながら仕事をしています。

生活インフラにかかるコストを削減するための提案営業。

仕事内容

２．募集職種

職　種 仕事内容

営業職

学歴・必要なスキル・資格

職　種

電話番号 048-776-2002 048-776-3458

採用担当メールアドレス jinji@shine-pro.jp

営業本部　　浅野 31

資本金 10,000,000 2006年　1月　10日

従業員数 44 男性　24名　/　女性：20名

採用担当窓口

本社所在地 〒362-0037　埼玉県上尾市上町1-4-1　関東商工会館３F

勤務地 関東本部・埼玉支部・東海支部

最寄駅（バス亭） JR高崎線  上尾駅(東口) 3

求人票 ＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学院 ・ 大学 ・ 短大 ・ 専門 ・ 既卒 企業ガイド2021 掲載ページ

会社名 株式会社Shineプロ 商社・サービス

mailto:jinji@shine-pro.jp
mailto:jinji@shine-pro.jp
mailto:jinji@shine-pro.jp
mailto:jinji@shine-pro.jp
mailto:jinji@shine-pro.jp
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mailto:jinji@shine-pro.jp
mailto:jinji@shine-pro.jp


１．会社情報

ブース番号 2-36 求人区分 －

業　種

徒歩 分

円 設立

全社 名 男女別

平均年齢 歳

FAX番号

人数

10名程度

人数

5名程度

人数

5名程度

70 分 11.27 時間

週休二日制 毎週 年間休日 121 日

月　給 210,000円 ～ 228,000円
大学学部卒　総合職 大学院卒　総合職

あり 年間 昇給 あり 毎年4 月

毎月 末 日 支払日 翌月 20 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 あり 60歳 勤務延長 あり 再 雇 用 あり 退職金制度 あり

試用期間 あり 期　 　間 6ヶ月

試用期間中の労働条件変更 なし （ありの場合：      　　　　　　　　　      　　　）

通勤手当 上限 なし 電車バス定期代・自家用車ガソリン代（距離2km以上)
特記事項等

計 210,000円 228,000円
　時間外労働手当（法定以上）・通勤手当（全額）・家族手当・食事手当（営業所勤務者）

2回（7月・12月）

企業年金基金、財形貯蓄制度、住宅融資制度など福利厚生充実。労働組合あり。

本社工場内に社員食堂・体育館、近隣に独身寮・世帯寮あり。

　JR高崎線桶川駅・東武東上線若葉駅より会社通勤バス運行。

休憩時間

土日および労使協定による休日

職種

基本給 210,000円 228,000円
定期的に支払われる手当

固定残業代

【総務、人事】　給与計算、労務管理、採用活動、人材開発、全社的な行事の運営など。
【経理、財務】　入出金管理、決算、財務・税務など。
【法務】　法令遵守、法令改正対応、社内規程整備など。

時間外労働月平均

※備考： 実労働時間7時間50分（午前休憩10分・昼休憩50分・午後休憩10分）

総合職（営業系）
工作機械と産業用エアーコンプレッサの技術営業。

【国内営業】顧客、商社・販売店への営業活動、情報収集や各種PR活動など。

【海外営業】海外販売網への対応。（海外顧客や代理店等への現地営業活動を含む）
学歴・必要なスキル・資格

全学部・学科　資格不問

職　種 仕事内容

全学部・学科　資格不問

総合職（事務系）

学歴・必要なスキル・資格

３．採用条件

勤務時間

① 8：30～17：30

備　　考

休日　

賃金形態

その他手当

賞与

給与締切日

社会保険

福利厚生・その他制度

事業内容・特徴など

私たち三井精機は埼玉県の川島町で「工作機械」と「コンプレッサ」を製造しているメーカーです。
創業90年以上の歴史がある三井グループの企業で、世界中の大手メーカーと取引があります。

世界のものづくりを支える最前線で働いてみませんか？
興味のある方は、ぜひ面接会へお越しください！

工作機械と産業用エアーコンプレッサの設計・開発、製造業務。
【設計】製品の設計、カスタマイズ対応など。　　【開発】新製品・新技術の研究など。
【製造】機械組立、客先対応、品質や工程の管理など。
【生産管理】生産進捗管理、調達など。【営業技術】加工技術の開発、技術指導など。

仕事内容

２．募集職種

職　種 仕事内容

総合職（技術系）

学歴・必要なスキル・資格

理工系学部・学科

職　種

電話番号 049-297-5555 049-297-4714

採用担当メールアドレス recruit@mitsuiseiki.co.jp

人事総務部　人事室　岡本・橋本 43.07

資本金 948,000,000 1950年 4月　1日

従業員数 581 男性：517名 /　女性：64名

採用担当窓口

本社所在地 埼玉県比企郡川島町八幡6－13

勤務地 三井精機工業株式会社　本社工場　または　営業所（東京・名古屋・大阪など）

最寄駅（バス亭） 東武バスウエスト　『八幡団地』バス停 約10

求人票 ＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学院 ・ 大学 ・ 既卒 企業ガイド2021 掲載ページ

会社名 三井精機工業株式会社 製造業
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１．会社情報

ブース番号 2-37 求人区分 332

業　種

徒歩 分

円 設立

全社 名 男女別

平均年齢 歳

FAX番号

人数

80人

人数

人数

60 分 11.3 時間

週休二日制 あり 年間休日 107 日

月　給 213,000円 ～ 23,3000円

あり 年間 昇給 あり

毎月 支払日 毎月 15 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 あり 65歳 勤務延長 あり 再 雇 用 あり 退職金制度 あり

試用期間 あり 期　 　間 3ヵ月間

試用期間中の労働条件変更 なし （ありの場合： ）

通勤手当 上限 なし 円まで
特記事項等

求人票 ＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学院・大学・短大・専門・既卒 企業ガイド2021 掲載ページ

会社名 株式会社ハイデイ日高 飲食業

本社所在地 埼玉県さいたま市大宮区大門町3-105　やすなビル6F

勤務地 埼玉県さいたま市大宮区大門町3-105　やすなビル6F　※勤務地は本社及び各店舗、セントラル

キッチン（行田工場）　いずれも関東（東京・埼玉・神奈川・千葉・栃木・茨城）のみ

最寄駅（バス停） 大宮駅 7

採用教育部 / 荒古洋平 35.3

資本金 1,625,360,000 1978年 3月 22日

従業員数 8,758 男性：3,788名　/　女性：4,970名

採用担当窓口

電話番号 048-644-8447 048-644-3070

採用担当メールアドレス sinsotsu@hiday.co.jp

事業内容・特徴など
首都圏（東京・埼玉・神奈川・千葉）で、『日高屋』『焼鳥日高』『真心』『神寄』『とんかつ日高』『亀よし

食堂』などの業態を400店舗以上経営しているフードビジネスチェーンです。

お客様の心も満たす店舗運営を常に高いレベルで実現し、年間25店舗ペースで新規出店中です。

総合職 （店長・地区長候補）

店舗でどのようにしてお客様に満足していただけるかのプロセスを知っていただくためにまず、
ホールでの接客、キッチンでの調理を担当していただきます。ゆくゆくは、店舗責任者になって
いただき、マネジメント能力も磨いていただきます。

仕事内容

２．募集職種

職　種 仕事内容

総合職

学歴・必要なスキル・資格

特になし

職　種

備　　考

休日　

賃金形態

その他手当

賞与

給与締切日

社会保険

福利厚生・その他制度

② 11：00～20：00

時間外労働月平均

※備考：勤務時間はシフト制の為、各店舗によって時間帯は異なります。

学歴・必要なスキル・資格

職　種 仕事内容

学歴・必要なスキル・資格

３．採用条件

勤務時間

① 9：00～18：00

休憩時間

月8日～9日（年間107日）有給、慶弔、特別

円 円

学歴 短大・専門 大学院・大学

基本給 194,700 円 203,400 円
定期的に支払われる手当

年2回（6月・12月） 毎月（年12回）

末日

決算賞与（13期連続支給）、交通費全額支給、確定拠出年金制度、従業員持株会、財形貯蓄制度、団体定期生命

保険、地方出身者用の寮、賄い食事（1食200円）、団体長期所得補償保険他

条件によりマイカー通勤可

時間外手当、深夜勤務手当、責任者手当、家賃手当（地方出身者限定）

固定残業代 28,300 円 29,600円
計 223,000 円 233,000 円

mailto:sinsotsu@hiday.co.jp
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１．会社情報

ブース番号 2-38 求人区分 105

業　種

徒歩 バス停から １分

設立

全社 男女別

平均年齢 31.5 歳

FAX番号

人数

学歴

90 分 23.3 時間

週休二日制 毎週 年間休日 130 日

月　給 215,000円

あり 年間 昇給 あり

毎月 20 日 支払日 毎月 末 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 なし 勤務延長 なし 再 雇 用 なし 退職金制度 なし

試用期間 あり 期　  　間 6ヶ月

試用期間中の労働条件変更 なし （ありの場合： ）

通勤手当 上限 なし
特記事項等

３．採用条件

勤務時間

9:00～17:30（実労7時間）

休憩時間 時間外労働月平均

※備考：午前15分/昼60分/午後15分

学歴・必要なスキル・資格

大学卒業以上 システム

資格
普通自動車第一種免許

（AT限定可/取得見込み可）

生産技術

知財戦略

管理 品質管理・総務・購買

システム設計・開発、IT資産管理

生産準備・CAD/CAM

知的財産管理・法務関連・秘書・広報

従業員数 38名 男性：18 名/女性：20 名

採用担当窓口 採用教育プロジェクト/大村 紅葉子

製造 マシンオペレーション・メンテナンス

電話番号

採用担当メールアドレス

事業内容・特徴など

２．募集職種

職　種

95,000,000円 2001年　4月

本社所在地 東京都千代田区飯田橋四丁目10番1号

勤務地 埼玉県所沢市所沢新町2553番地-3

最寄駅（バス停） 西武新宿線新所沢駅（西武バス「花園4丁目」）

資本金

求人票 ＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学院 ・ 大学 ・ 既卒 企業ガイド2021 掲載ページ

会社名 株式会社井口一世 製造業

福利厚生・その他制度

備　　考

公共交通機関利用：全額支給/自動車利用：自宅から会社までの直線距離のガソリン代支給

その他手当

賞与 2回（6月/12月） 随時

給与締切日

社会保険

新卒者向け新入社員研修・2～4年目研修

通勤手当/住宅手当（一律15,000円）

休日　 土・日・祝・GW・夏季・年末年始

賃金形態

職種 総合職

基本給 215,000円

固定残業代 なし

計 215,000円+諸手当

定期的に支払われる手当 ※その他手当参照

総合職 10名

04-2990-5400 04-2990-5402

kyujin@iguchi.ne.jp

精密機器の部品製作販売／各種精密機器の開発／ソフトウェア開発販売／金属加工用金型

の設計・製作／金属プレス加工／板金加工／各種表面処理／各種熱処理／各種アッセンブ

リー／工場コンサルティング／生産技術コンサルティング

仕事内容

営業 取引先訪問・来客対応・顧客管理・展示会出展・見積作成
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１．会社情報

ブース番号 2-39 求人区分 －

業　種

徒歩 分

円 設立

全社 名 男女別

平均年齢 歳

FAX番号

人数

80

人数

人数

60 分 30 時間

週休二日制 あり 年間休日 105+国民の祝日

月　給 226,000円 （大卒）

総合職（大卒） 総合職（院卒） 総合職（短大・専門）

あり 年間 昇給 あり 4 月

毎月 月末 日 支払日 毎月 25 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 あり 60歳 勤務延長 あり 再 雇 用 あり 退職金制度 あり

試用期間 なし 期　 　間

試用期間中の労働条件変更 なし （ありの場合： ）

通勤手当 上限 あり 3万 円まで
特記事項等

求人票 ＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学院 ・ 大学 ・ 短大 ・ 専門 ・ 既卒 ・ 留学生 企業ガイド2021 掲載ページ

会社名 株式会社武蔵野 食品製造業

本社所在地 埼玉県朝霞市西原1-1-1

勤務地 宮城・福島・群馬・埼玉・神奈川・千葉・静岡・大阪・京都・兵庫・福岡

最寄駅（バス亭） 各事業所及び工場により変動あり ―

松本・鈴木・菊池 37

資本金 2,60,000,000 1969年 12月

従業員数 11,154 男性：4,257名　/　女性：6,897名

採用担当窓口

電話番号 048-487-1111

採用担当メールアドレス m.saiyou@ms-net.co.jp

事業内容・特徴など
セブン-イレブン向けの調理済み食品（弁当・寿司・サンドイッチ・惣菜・麺類

等）の開発及び製造。

製造管理・商品開発・品質管理・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞなどの部署があります。８ヵ月間

の現場研修で各部署を経験していただき、適性を判断したうえで本配属先が決

まります。

仕事内容

２．募集職種

職　種 仕事内容

総合職

学歴・必要なスキル・資格

なし

職　種

備　　考

休日　

賃金形態

その他手当

賞与

給与締切日

社会保険

福利厚生・その他制度

②

時間外労働月平均

※備考：

学歴・必要なスキル・資格

職　種 仕事内容

学歴・必要なスキル・資格

３．採用条件

勤務時間

① 8：30～17：30
（各事業所・部署により変動あり・夜勤あり）

残業代、交通費手当（月上限3万円）、寮・社宅制度あり

2回（7月、12月）

・有給休暇・慶弔休暇・産前産後休暇・育児休暇 ・財形、保養所
・出生祝金制度あり（第一子：50万円、第2子：100万円、第3子：200万円）

再雇用は65歳まで。

休憩時間

国民の祝日分の休みが４月に一斉付与

職種

基本給 226,000 円 232,800 円 198,300 円
定期的に支払われる手当

固定残業代

計 226,000 円 232,800 円 198,300 円
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１．会社情報

ブース番号 2-40 求人区分 72

業　種

徒歩 分

円 設立

全社 名 男女別

平均年齢 歳

FAX番号

人数

10名程度

人数

人数

60 分 18 時間

週休二日制 毎週 年間休日 128 日(夏季休暇5日含)

月　給 202,900円 ～ 229,300円

あり 年間 昇給 あり 4 月

毎月 末 日 支払日 毎月 15 日

雇用 あり 労災 あり 健康 あり 厚生年金 あり

定 年 制 あり 65歳 勤務延長 あり 再 雇 用 あり 退職金制度 あり

試用期間 あり 期　 　間 2カ月

試用期間中の労働条件変更 なし （ありの場合： ）

通勤手当 上限 あり 150,000 円まで
特記事項等

求人票 ＜埼玉県 新卒者等合同企業面接会＞

大学院 ・ 大学 ・ 短大 ・ 専門 ・ 既卒 ・ 留学生 企業ガイド2021 掲載ページ

会社名 株式会社　日さく 建設業

本社所在地 埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目199番地3

勤務地 さいたま市、名古屋市、その他ホームページ掲載事業所

最寄駅（バス亭） JR大宮駅 10

総務部　人事課 43.7

資本金 100,000,000 昭和13年(1938年)4月15日

従業員数 273 男性：203名　/　女性：70名

採用担当窓口

電話番号 048-644-3912 048-644-3958

採用担当メールアドレス jinji@nissaku.co.jp

事業内容・特徴など

国内外の井戸を掘り百年…限りある資源のために惜しみない努力を
1912年（明治45年）さく井工事会社として創業、以来100年余にわたり、全国各地における豊富な地下水開発
の実績を積み上げてきました。さらに、地質調査・建設コンサルタント、地すべり対策工事・のり面保護工事、
井戸用設備製造・販売を手がける「水と大地の総合エンジニアリング企業」です。

＜さく井(井戸掘削)技術者＞１．さく井工事　２．井戸のメンテナンス

＜地質技術者＞１．地下水調査　２．防災地質調査　３．土壌・地下水汚染調査　４．構造物基礎調査　５．土木
地質調査
＜土木技術者＞１．地すべり防止工事　２．法面保護工事

仕事内容

２．募集職種

職　種 仕事内容

技術職

学歴・必要なスキル・資格

普通自動車免許(AT限定可)※あれば尚可

職　種

備　　考

休日　

賃金形態

その他手当

賞与

給与締切日

社会保険

福利厚生・その他制度

時間外労働月平均

※備考：

学歴・必要なスキル・資格

職　種 仕事内容

学歴・必要なスキル・資格

３．採用条件

勤務時間

① 8：30～17：30

休憩時間

土・日・祝・GW・夏季・年末年始

学歴 大学院 大学 専門

229,300円 211,700円 202,900円

0円 0円

2回（6月、12月）

借上げ社宅制度、子供手当、退職金制度、従業員持株会、社員旅行、部活動ほか

※通勤手当は非課税限度額

基本給

定期的に支払われる手当 0円 0円 0円
固定残業代 0円

計 229,300円 211,700円 202,900円
通勤手当（上限月150,000円） 、国家資格手当、現場作業手当、海外派遣手当、時間外手当、休日出勤手当、深夜業手当、単身赴任手当、子供手当、年末年始手当 
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