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若年者対象就職面接会を開催します！ 

 

さいたま市と埼玉労働局は、雇用、福祉施策等を一体的に実施するため、平成２９

年３月２８日に協定を締結し、「さいたま市就労サポート事業」として各種事業を実

施しています。 

この度、「さいたま市就労サポート事業」の一環として、「若年者対象就職面接会」

を開催します。 

 ※面接会の詳細については、別添資料（チラシ）をご参照ください。 

 

【若年者対象就職面接会】 

日  時  平成３０年１１月５日(月) 

１３時００分～１６時００分（受付１２時００分～） 

※予約不要、入退場自由、履歴書を複数枚お持ちください。 

参加企業  さいたま市内に就業場所のある求人企業 ６５社 

場  所  大宮ソニックシティ 地下１階 第１展示場 

対 象 者  さいたま市内に就職を希望する若年求職者 

・概ね４４歳以下の求職者 

      ・２０１９年３月大学等卒業予定者（外国人留学生を含む） 

【直前！面接対策セミナー】 

日  時  平成３０年１１月５日(月) 

１１時３０分～１２時２０分（受付１１時００～） 

※下記連絡先に事前電話申込み（空きがあれば当日会場で受付可） 

定  員  ３０名 

場  所  大宮ソニックシティ 地下１階 第１展示場 

内  容  「面接前最終チェック！」 

・履歴書の書き方は大丈夫？ 身だしなみは大丈夫？ 

・面接で重要なことをコンパクトにまとめてお話をします。 

 

 主   催  さいたま市、埼玉労働局、ハローワーク大宮、ハローワーク浦和 

 運営受託者  株式会社シグマスタッフ（さいたま市就労サポート事業係） 

連絡先：０４８－７８２－５１７４ 

埼玉労働局 Press Release 

【照会先】 

埼玉労働局職業安定部職業安定課 

課  長  倉林 正彰 

課長補佐  長堀 宣幸 

(代表電話)048 (600) 6208 

埼玉労働局発表 

平成 30 年 10 月 23 日 



※当セミナーは事前のご予約が必要です。事務局まで電話で申し込みください。(当日定員に空きがあれば当日会場でも受け付けます。)

定員 30 人
予約は web で！

事 前 予 約

さいたま市内に就職を希望する若年求職者、2019 年 3 月大学等卒業予定者 ( 外国人留学生を含む )
※概ね 44 歳以下の求職者

新　卒
未経験
O　K

留 学 生
歓迎企業
あ　り

入 場 無 料

予 約 不 要

入退場自由

さいたま市
リーディングエッジ企業

参加

・後藤精工㈱
・㈱タムロン
・㈱テクノスコープ
・仁科工業㈱

平 成
30 年 511 （月）



ブース番号 出展法人・事業所名 主な募集職種

1 株式会社　大宮電化 販売　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　🔰　新

2 株式会社　清和工業 ＣＡＤ作成、ルート配送（３ｔ）及び営業、溶接工及び見習い

3 株式会社　トーニチ 電気・機械の保守点検　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　🔰　新　留

4 株式会社　東部重機　 整備工見習い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　🔰　新　留

5 株式会社　アイネット システムエンジニア・プログラマー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　🔰　新

6 株式会社　トレス 営業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　🔰　新

7 株式会社　埼玉丸山工務所 現場監督、現場監督候補生　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　🔰　新

8 株式会社　ヴェルテックスプラン 測量設計スタッフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　🔰

9 株式会社　万葉 リネン品の洗濯・生産・管理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　🔰

10 川村建設　株式会社 建築施工管理補助、建設工事施工管理業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　🔰　新

11 株式会社　ワンステップハウス 賃貸ルームアドバイザー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　🔰　新

12 株式会社　カネショー 機械設計技術者、電気制御設計技術者、機械組立技術者 　　　　　　　　　　　　  新

13 トヨタカローラ新埼玉　株式会社 新車営業スタッフ、サービススタッフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　🔰　新

14 イワタニ関東　株式会社 保安保事、営業職　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　🔰　新

15 株式会社　LIXILビバ ホームセンター店舗運営　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　🔰

16 株式会社　データ総研 営業職　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　🔰　新

17 仁科工業　株式会社 めっき技能工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　🔰

18 ツルゲン情報　株式会社 営業、市場店販売・外商セールス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　🔰　新　留

19 株式会社　チヨダ 商事営業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　🔰　新

20 株式会社　埼玉県魚市場 営業職、営業事務職　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　🔰　新

21 株式会社　朝日ネットコーポレーション 本部スタッフ、ルート配達・顧客管理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　🔰　新

22 セコムジャスティック　株式会社 セキュリティスタッフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　🔰　新

23 株式会社　ココス・キッズワールド 英語保育アシスタント、中国語講師、調理スタッフ　保育士　　　　　　　　　　　🔰　新　留

24 日本リビング　株式会社 営業、販売員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新

25 ネッツトヨタ埼玉　株式会社 営業職、サービス職　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　🔰　新

26 株式会社　埼玉パワーテクノ 架空配電線電工職、架空配電線設計職、土木・舗装工事に関わる業務全般　　　　　🔰　新

27 株式会社　アズマカラー 化粧品製造スタッフ、印刷オペレーター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　🔰　留

28 株式会社　杉本土建工業 現場監督（候補）、現場監督　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新　留

29 株式会社　サイボウ 営業、営業事務、ECサイトの管理・運用、消防設備点検・消防設備工事　　　　　  🔰　新

30 株式会社　スズキ自販埼玉 販売（ショールームスタッフ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　🔰　新

31 富士科学器械　株式会社 営業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　🔰

32 株式会社　タムロン 電子設計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新　留

33 アルファクラブ武蔵野　株式会社 一般事務スタッフ、葬祭業務スタッフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　🔰　新

34 株式会社　石竹 青果物商品担当（営業）、青果物の運搬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　🔰　新

35 SKシステム　株式会社 電気工事士　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　🔰　新　留

36 株式会社　多田紙工 生産管理事務、印刷物の断裁・折・製本加工製造　　　　　　　　　　　　　　　　🔰

37 株式会社　サット 販売職、総合職／販売・企画・法人営業・総務　　　　　　　　　　　　　　　　　🔰　新

38 株式会社　安楽亭 店舗開発担当、管理部門総合職（総務・人事・財務・経理）、店長候補　　　　　　🔰　新　留

39 株式会社　KSP・EAST 総合職（警備実務：営業／警務／総務人事）、営業・警務職、、セキュリティ　　　🔰　新

40 株式会社　テクノスコープ 営業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　🔰　新

41 株式会社　タウ 地域密着型営業、海外販売　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　🔰　新　留

42 ダンロップタイヤ関東　株式会社 総合職、ピットスタッフ（タイヤ交換等）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　🔰　新　

43 株式会社　アルプス技研　大宮営業所 技術職、生産設備・製造技術職、設計職（機械・電気電子・情報系）　　　　　　　🔰　新　留

44 アシマ　株式会社 清掃員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　🔰

45 株式会社　ニイガタ精密 製造業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　🔰　新

46 株式会社　長澤製作所 製造スタッフ（電気配線組立）（NC旋盤・フライス）（汎用旋盤・フライス）　　  🔰   新

47 後藤精工　株式会社 製造機械オペレーター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　🔰　新　留

48 埼玉機器　株式会社 営業、経理、生産管理、技能職（工作機器OP・組立）　　　　　　　　　　　　　  🔰

49 株式会社　イイダ靴店 婦人靴の販売、婦人靴のネット販売　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　🔰　新　留

50 中島建工　株式会社 片付清掃・養生・竣工、建築改修工事の施工管理　　　　　　　　　　　　　　　　🔰　新

51 スクエアライン　株式会社 営業事務、営業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　🔰　新　留

52 株式会社　アイ・ビー・エンジニアリング 現場作業員及び監理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　🔰　新　留

53 株式会社　浦和寿 総務・経理事務、定員及び定員指導　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　🔰

54 株式会社　若菜 調理師、栄養士、管理栄養士、法人営業、配送　　　　　　　　　　　　　　　　　🔰　新

55 株式会社　八洲電業社 営業、電気工事施工管理、電気施設保守管理及び電気工事　　　　　　　　　　　　🔰　新

56 ALSOK埼玉　株式会社 常駐警備スタッフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　🔰　新

57 共栄繊維　株式会社 総務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　🔰

58 株式会社　関東工社 土木設計技術者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   新

59 桜田電設　株式会社 技術職（電気工事士）、総合職　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　🔰　新

60 株式会社　コクサン 営業、技術、管理・資材業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　🔰　新

61 株式会社　野上工業 一般土木作業員・重機オペレーター、地盤改良工、設計機械施行技士　　　　　　　🔰　新

62 株式会社　アップル 本社事務スタッフ、賃貸管理スタッフ、営業（ルームアドバイザー）　　　　　　　🔰　新

63 株式会社　日産サティオ埼玉 営業職／自動車販売業務等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　🔰

64 インターネットウェア　株式会社 システムエンジニア・プログラマー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　🔰　新

65 株式会社　富士薬品 ドラッグストア販売（総合職）、配置薬営業職　　　　　　　　　　　　　　　　　🔰　新

若年者対象就職面接会　参加企業

※応募条件、必要な資格、職種等、詳細は就職面接会当日で受付と引き換えにお渡しする「求人ガイドブック」でご確認ください。

🔰・・・未経験応募可の職種がある

新・・・新卒応募可の職種がある

留・・・外国人留学生応募可の職種がある


