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

会 場 アコスホール

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

お仕事をお探しの方
（新規高等学校卒業予定者を除く）

草加・八潮・三郷市内の企業

30社（予定）参加
企業

令和5年2月13日（月）
１3時3０分～16時（受付：13時～15時30分）
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開催
日時

■新型コロナウイルス感染防止のためマスクの着用をお願いします。

■お仕事をお探しの方は直接お越しください。予約不要です。

■複数の企業と面接できますので、履歴書を複数ご用意ください。

■ご来場の際、求職受付票（ハローワークカード）をお持ちください。

■求職受付票（ハローワークカード）が無い方も参加可能です。

■雇用保険受給中の方は失業認定の「求職活動」になります。
　（参加証明書を当日発行します。）

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

参加企業30社 （
予
定
）

対 象



雇用形態 必要な経験

年齢 必要な免許・資格

不問

正社員 中型自動車免許

44歳以下 不問

不問

正社員 不問

69歳以下 不問

草加市高砂

八潮市八條

不問

1級または2級土木施工管理技士あれば尚可
普通自動車免許

不問

正社員 不問

59歳以下 不問

車両系建設機械運転技能者あれば尚可

不問

大型自動車免許

正社員 不問

25歳以下 不問

電気炉、機械加工、溶接いずれか経験３年以上

溶接/高圧ガス製造保安責任者/
危険物取扱者（乙種）

正社員 実務経験２年以上

59歳以下 不問

実務経験５～１０年

不問

正社員 エクセル/Eメール送受信

59歳以下 不問

正社員 不問

64歳以下 不問

正社員

64歳以下

不問

準中型自動車免許・中型自動車免許いずれか

正社員 建築施工管理経験

64歳以下
二級建築士・２級建築施工管理技士いずれか

普通自動車免許あれば尚可

正社員 不問

45歳以下 普通自動車免許

契約社員 建築施工管理経験

不問
２級建築施工管理技士・二級建築士いずれか

普通自動車免許尚可

正社員 土木工事の施工管理経験

64歳以下
２級土木・・２級建築施工管理技士いずれか

普通自動車免許あれば尚可

契約社員 土木工事の施工管理経験

不問
２級土木施工管理技士・２級建築施工管理技士

２級建築士いずれか

8 株式会社　彩光建設

建築施工管理（正社員：要経験）

草加市栄町

11100-981131

建築施工管理補助（未経験歓迎） 11100-982031

建築施工管理（契約社員：要経験） 11100-983831

２ｔLドライバー
中型自動車免許

大型自動車免許あれば尚可 11100-762631

ゴルフバック配送（２ｔ、２ｔL） 11100-972931

土木施工管理（正社員：要経験） 11100-986431

土木施工管理（契約社員：要経験） 11100-990031

7 株式会社　岡田運輸

４ｔフリードラーバー

草加市長栄

不問 11100-781031

生産技術＜メカニカルエンジニア＞ 11100-951531

事務職　品質保証 草加市青柳 11100-949931

6
アクサ生命保険 株式会社

川口営業所 草加分室
商工会議所共済・

福祉制度推進スタッフ
草加市中央 11100-965131

5 SMC　株式会社

製造・生産技術・管理（第２新卒）

草加市稲荷

11100-850631

焼結部品溶接・焼結炉の操作 11100-948631

技能職生産技術（金型設計化工） 11100-950231

現場作業員 11100-724231

重機オペレータ 11100-723831

大型ダンプ運転手 11100-722031

草加市栄町

18～64歳 不問

4 草加建設　株式会社

現場監督

草加市長栄

11100-725531

2
森紙器　株式会社

草加工場
製造スタッフ 草加市青柳 11100-946731

3 株式会社　珍来総本店

調理補助業務

草加店、松原店、
八潮ドライブイン店のいずれか

正社員 不問

11100-952431

草加で就職面接会参加企業一覧

2月13日（月）　アコスホール

ﾌﾞｰｽ
№

事　　業　　所 職　　種 就業場所
求人番号

（クリックすると求人票
が表示されます）

1 　エスシーエス　株式会社　

廃棄物収集運転手

草加市青柳

11100-743431

廃棄物収集ドライバー助手 11100-744731

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000981131&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000982031&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000983831&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000762631&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000972931&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000986431&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000990031&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000781031&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000951531&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000949931&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000965131&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000850631&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000948631&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000950231&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000724231&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000723831&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000722031&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000725531&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000946731&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000952431&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000743431&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000744731&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=


雇用形態 必要な経験

年齢 必要な免許・資格

草加で就職面接会参加企業一覧

2月13日（月）　アコスホール

ﾌﾞｰｽ
№

事　　業　　所 職　　種 就業場所
求人番号

（クリックすると求人票
が表示されます）

正社員

44歳以下

不問

普通自動車免許あれば尚可

購買・資材調達業務の実務経験があれば尚可

正社員 普通自動車免許

59歳以下 不問

不問

営業経験

普通自動車免許

正社員 不問

18～40歳 不問

箱詰め・検品＜柿木工場＞ 11100-767231

食品の仕分け・梱包＜柿木工場＞ 11100-766831

箱詰め・検品＜草加工場＞ パート 11100-764131

食品の仕分け・梱包＜草加工場＞ 不問 11100-763931

食品の仕分け・梱包＜稲荷工場＞ 11100-752731

箱詰め・検品＜稲荷工場＞ 11100-753331

正社員 不問

40歳以下 普通自動車免許

正社員 不問

59歳以下 普通自動車免許・フォークリフトあれば尚可

正社員

40歳以下

正社員

18～35歳

正社員 不問

18～59歳 不問

正社員 不問

59歳以下
フォークリフト、

8トン限定中型・中型・普通自動車免許あれば尚可

メール対応／簡単な文字・数字入力

普通自動車免許あれば尚可

修理・保守・メンテナンス等経験実務

普通自動車免許あれば尚可

正社員 不問

59歳以下 不問

CAD経験

不問

普通自動車免許あれば尚可

使用工作機械のオペレート経験・製造知識

不問

正社員 不問

61歳以下 不問

8トン限定・中型いずれか
大型自動車免許あれば尚可

正社員 不問

59歳以下
普通自動車免許

中型自動車免許又はフォークリフトあれば尚可

トラック運転手 11120-843431

20 ワイエスイー　株式会社 地下インフラメンテナンス 八潮市大原 13110-1753731

機械設計技術者（経験者） 11100-874331

工作機械生産技術者（経験者） 11100-878031

19 株式会社　三裕

資源物分別作業

越谷市川柳町

11120-842531

18
エムエスシー製造

株式会社

サービスエンジニア（未経験）

八潮市二丁目

11100-877131

サービスエンジニア（経験者） 11100-876931

機械設計技術者（未経験） 11100-875631

16
平岡織染　株式会社

草加事業所
テント、帆布等製造 草加市松江 11100-869931

17 有限会社　山口金属塗装 紛体焼付塗装関連作業全般 草加市青柳 11100-745331

11100-737631

機械メンテナンス 11100-730031

不問
製造設備オペレーション 11100-732231

14
株式会社

大修館栄新総合管理センター
出版物の保管・管理 草加市瀬崎 11100-738931

15
日本製紙　株式会社

草加工場

電気メンテナンス

草加市松江

不問

草加市八幡町

不問
草加市稲荷

13 日本人工芝計画　株式会社 人工芝工事、断熱吹き付け工事 草加市北谷 11100-788631

11 クラウン紙工業　株式会社 製造人員 草加市西町 11100-720931

12 共立食品工業　株式会社

草加市柿木町
不問

購買・資材調達 11100-675331

製造・加工 11100-673431

営業 11100-672531

11100-703631

10 アミノ化学工業　株式会社

品質管理

草加市弁天

11100-674731

生協の配送ドライバー（草加市） 草加市長栄 11100-701731

生協の配送ドライバー（足立区） 足立区中央本町
普通自動車免許

大型・中型・準中型免許あれば尚可

11100-704931

生協の配送ドライバー（岩槻区） さいたま市岩槻区

9 株式会社　流通サービス

生協の配送ドライバー（三郷市） 三郷市泉

免許取得後１年以上

11100-702331

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000767231&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000766831&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000764131&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000763931&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000752731&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000753331&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1112000843431&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1311001753731&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000874331&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000878031&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1112000842531&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000877131&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000876931&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000875631&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000869931&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000745331&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000737631&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000730031&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000732231&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000738931&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000788631&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000720931&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000675331&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000673431&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000672531&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000703631&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000674731&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000701731&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000704931&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000702331&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=


雇用形態 必要な経験

年齢 必要な免許・資格

草加で就職面接会参加企業一覧

2月13日（月）　アコスホール

ﾌﾞｰｽ
№

事　　業　　所 職　　種 就業場所
求人番号

（クリックすると求人票
が表示されます）

不問

正社員 普通自動車免許あれば尚可

59歳以下 不問

フォークリフト又は普通自動車免許あれば尚可

正社員 機械設計経験（オートCAD）

59歳以下 不問

正社員 不問

18～44歳
普通自動車免許（AT限定不可）

中型自動車免許あれば尚可

（請）警備業 八潮市中央 11100-974031

（請）警備業 越谷市赤山町 準社員 11100-975831

（請）警備業 越谷市西新井 18歳以上 11100-976231

（請）警備業 吉川市高久 11100-977531

正社員

59歳以下

パート

59歳以下

正社員 不問

40歳以下 普通自動車免許

不問

正社員 不問

59歳以下 経験あれば尚可

普通自動車免許あれば尚可

パート 不問

59歳以下 普通自動車免許

パート ワゴン車タイプの運転

不問 中型又は大型自動車免許

契約社員 不問

18歳以上 不問

Adobeイラストレーター操作/Excel・Word

正社員 普通自動車免許あれば尚可

59歳以下 PC操作/Excel・Word（関数分かれば尚可）

普通自動車免許

品質保証・管理業務

第二種電気工事士・フォークリフト
あれば尚可／普通自動車免許

正社員 不問

59歳以下
第二種電気工事士・フォークリフト
あれば尚可／普通自動車免許

生産管理業務・図面の確認

フォークリフト／普通自動車免許

営業経験・図面の確認が出来れば尚可

普通自動車免許

正社員 営業経験・図面の確認が出来れば尚可

59歳以下 普通自動車免許

電気工事の現場経験又は施工管理経験

第二種電気工事士／普通自動車免許

正社員 不問

59歳以下 普通自動車免許
32

大東建託　株式会社
三郷支店

営業職 三郷市中央 11100-957131

レーザー彫刻機オペレーター 11100-1000231

31 株式会社　コムラック

品質保証

三郷市上彦名

11100-736331

製造・技術 11100-734431

管理（購買） 11100-731831

営業【内勤】（千代田区）

千代田区鍛冶町

11100-739131

営業（千代田区） 11100-733531

施工管理（千代田区） 11100-729631

29
首都高速道路サービス

株式会社
パーキングエリアの社員（八潮市）

八潮市大瀬
（八潮ＰＡ） 13010-9022831

30
株式会社

ティアンドエスラボラトリ

営業事務・データ作成

八潮市八潮

11100-995731

27 株式会社　ＨＫＫ 住宅施工管理（八潮市） 八潮市大曽根 27010-3936831

28
株式会社

おざわスイミングスクール
送迎バス運転手 八潮市西袋 11100-813531

26 増建工業　株式会社

サッシ工

八潮市鶴ヶ曽根

11100-694131

施工管理 11100-700431

11100-747931

葬祭業務 普通自動車免許あれば尚可 11100-749031

25 東部塗料　株式会社 営業職（配送含む） 八潮市上馬場 11100-943231

23 株式会社　スクワッド

不問

不問

24 株式会社　セレモニー藤波

葬祭業務

八潮市垳

不問

22 亀井機材　株式会社

機械設計

八潮市二丁目

11100-610131

機械修理工 11100-608731

21
　株式会社

トッカコーポレーション

営業 草加市稲荷 11100-928531

倉庫業務（越谷市） 越谷市新川町 11100-929431

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000974031&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000975831&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000976231&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000977531&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000957131&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110001000231&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000736331&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000734431&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000731831&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000739131&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000733531&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000729631&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1301009022831&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000995731&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=2701003936831&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000813531&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000694131&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000700431&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000747931&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000749031&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000943231&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000610131&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000608731&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000928531&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000929431&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=


雇用形態 必要な経験

年齢 必要な免許・資格

草加で就職面接会参加企業一覧

2月13日（月）　アコスホール

ﾌﾞｰｽ
№

事　　業　　所 職　　種 就業場所
求人番号

（クリックすると求人票
が表示されます）

正社員 不問

64歳以下 中型・８トン限定・準中型自動車免許いずれか

不問

正社員 大型自動車第二種・大型自動車免許いずれか

64歳以下 運行管理者業務

大型自動車第二種・運行管理者（旅客）あれば
尚可

正社員 不問

18～64歳 大型自動車第二種・大型自動車免許いずれか

正社員 不問

18～26歳
普通自動車免許

小型クレーン・玉掛・鉄骨組立等作業主任者尚可

正社員 不問

18～59歳 8トン限定又は中型自動車免許のいずれか

契約社員 ４ｔトラック運転経験者

60歳以上 8トン限定又は中型自動車免許のいずれか

各種ＩＴ関連知識・保守管理、安全衛生管理経験

正社員 普通自動車免許

不問 Word・Ｅｘｃｅｌ

日商簿記2級（日商簿記1級あれば尚可）

契約社員 ISO内部監査等の経験

不問 普通自動車免許

パート

59歳以下

パート

不問

契約社員

不問

パート

59歳以下

正社員 不問

21～64歳 普通自動車二種免許（免許取得養成応相談）
38 明治タクシー　有限会社 タクシー乗務員 三郷市栄 11100-941031

品質管理
不問

11100-1014931

検査／梱包

11100-1017831
不問

軽作業員

11100-1012331

プレス成型オペレーター（吉川市）

37 　株式会社　カナエ産業

品質管理責任者

三郷市新和

11100-1016031

吉川市三輪野江

不問 11100-1013631

検査 不問 11100-1011731

４ｔトラックドライバー≪要経験≫ 11100-885131

36
ＰＬネットワークサービス

株式会社

総務

三郷市彦成

11100-920731

経理 11100-919231

34
エス・ケイ・エンジニアリング

株式会社
送電技術職（架線工事） 三郷市戸ヶ崎 11100-887831

35
有限会社　エスケーライン

東京　三郷営業所

４ｔトラックドライバー（パワーゲート）

三郷市栄

11100-884931

マイスカイ交通　株式会社

貸切バス運転士（吉川市）

吉川市三輪野江

11100-968231

運行管理（補助）業務（吉川市） 11100-969531

路線バス運転士（吉川市） 11100-970331

33

白石運輸　株式会社 運転手（２ｔ・４ｔ） 三郷市早稲田 11100-966031

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000941031&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110001014931&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110001017831&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110001012331&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110001016031&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110001013631&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110001011731&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000885131&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000920731&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000919231&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000887831&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000884931&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000968231&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000969531&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000970331&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=kyujinhyoBtn&kJNo=1110000966031&kJKbn=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=

