
職    種
年    齢

雇用形態・採用人数
日祝他 雇用

(1)9時00分～17時00分 その他 労災

184,000円
～ 健康

（年齢：　59歳以下　） 195,000円 厚生

正社員（2人） 11100- 4854931
土日祝他 雇用

(1)8時30分～17時30分 毎　週 労災

182,500円
～ 健康

（年齢：　64歳以下　） 182,500円 厚生

正社員（1人） 11100- 4755431
土日祝他 雇用

(1)9時00分～18時00分 毎　週 労災

260,000円
～ 健康

（年齢：　不問　） 350,000円 厚生

正社員（2人） 11100- 4701831
日祝他 雇用

(1)8時00分～17時00分 その他 労災

184,200円
～ 健康

（年齢：　59歳以下　） 339,200円 厚生

正社員（1人） 11100- 4839931
土日祝他 雇用

(1)8時00分～17時00分 毎　週 労災

220,000円
～ 健康

（年齢：　59歳以下　） 320,000円 厚生

正社員（1人） 11100- 4784031
日祝他 雇用

(1)8時00分～17時00分 その他 労災

220,000円
～ 健康

（年齢：　59歳以下　） 325,000円 厚生

正社員（2人） 11100- 4773631
土日祝他 雇用

(1)8時00分～17時00分 毎　週 労災

240,000円
～ 健康

（年齢：　64歳以下　） 256,000円 厚生

正社員（1人） 11100- 4949731
土日祝他 雇用

(1)9時00分～18時00分 毎　週 労災

225,000円
～ 健康

（年齢：　69歳以下　） 260,000円 厚生

正社員（1人） 11100- 4926931
土日祝他 雇用

(1)9時00分～18時00分 毎　週 労災

230,000円
～ 健康

（年齢：　不問　） 290,000円 厚生

正社員以外（1人） 11100- 4866231
土日祝他 雇用

(1)8時45分～17時30分 毎　週 労災

183,100円
～ 健康

（年齢：　59歳以下　） 223,100円 厚生

正社員（1人） 11100- 4869731
日祝他 雇用

(1)9時00分～19時30分 毎　週 労災

190,000円 (2)9時00分～17時30分

～ 健康

（年齢：　不問　） 210,000円 厚生

正社員（2人） 11100- 4880031
日祝他 雇用

(1)8時00分～17時10分 毎　週 労災

210,000円
～ 健康

（年齢：　64歳以下　） 250,000円 厚生

正社員（1人） 11100- 4941631

就業場所は所在地に同じ
会社カレンダーに
よる

東武スカイツリーライン　草加
（就業場所：従業員数　19　人）

製造スタッフ（要経験） ■半自動溶接、アルゴン溶接で金属製什器の組立・溶
接をします。　その他、仕上げ作業、スポット溶接、ベン
ダなど
■主な製品は、コンビニスーパーなどで使用する陳列棚
です。
■図面を見ながら組み立てていく作業は、ものづくりなら

月給
株式会社　小川製
作所

埼玉県八潮市柳之宮３００番地

就業場所は所在地に同じ
★祝日のある週
は木曜日勤務
・夏季・年末年始
休暇東武スカイツリーライン　　谷塚

（就業場所：従業員数　6　人）

歯科助手
◆歯科診療補助　及び　受付業務

※詳しくは当院ホームページをご参照ください。

月給
医療法人社団　秀
陽会　細井歯科医
院

埼玉県草加市谷塚上町５３１－５

一般事務 ○総務課にて事務作業をサポートして頂きます。
　◇支払・入金の管理、その他書類の作成
　◇事務用品管理　◇データの入力
　◇来客対応　など
※パソコンはワード、エクセル他、
　専用ソフトを使用（方法は指導します。）

月給
スズコーインターナ
ショナル　株式会社

埼玉県八潮市南川崎１１７－１

就業場所は所在地に同じ
・夏季休暇
・年末年始休暇

つくばエクスプレス　八潮
（就業場所：従業員数　8　人）

普通自動車一種就業場所は所在地に同じ
夏季休暇・年末年
始休暇・バース
デー休暇

ＪＲ武蔵野線　三郷
（就業場所：従業員数　6　人）

営業 ＬＥＤ電材の提案
・営業先は既存顧客がメイン（約８割）
・取引先管理・新規開拓
＊営業は主に東京都（社用車使用）
＊出張あり（外部照明施工現場立ち会い等）

月給
Ｓｉｇｎｆｌｕｘ　株式会社 埼玉県三郷市早稲田２丁目２５－３

メッキ技術者【急募】 ◇メッキ全般（オペレーター及びサポート）
　オペレーター他、７種類のメッキ分担の一つを
　担当して頂きます。
◇工場雑務など
★先輩が丁寧に指導しますので、ご安心ください！
※経験者の方は経験・技術により優遇、未経験者可

時給
有限会社　サンアイ
技研

埼玉県三郷市彦倉１丁目１１２

就業場所は所在地に同じ
・ＧＷ・夏季・年末
年始休暇

（就業場所：従業員数　15　人）

就業場所は所在地に同じ
＊労働基準監督
署に年間休日を
提出済み　・夏
季・年末年始休暇

（就業場所：従業員数　21　人）

工場内作業員（溶接・
機械加工）

■電設金物の溶接（アルゴン、半自動溶接）
　機械加工（シャーリング・ベンダー加工等）

※製品等の詳細については弊社ホームページをご覧下
さい。

月給
ソウブ電商　株式会
社

埼玉県三郷市戸ヶ崎２－７８４

普通自動車一種就業場所は所在地に同じ
・夏季休暇・年末
年始休暇

つくばエクスプレス　八潮
（就業場所：従業員数　19　人）

物流管理及び倉庫管
理

・商材の在庫管理及び発注管理
・ＬＥＤ照明の組立作業・商材の入出荷対応をお願い致
します。
・ＰＣの入力作業（受発注・伝票入力など）
・必要に応じて来客者や電話対応

月給
ニイヌマ　株式会社
関東事業所

埼玉県八潮市大曽根１５０３－１

プレス加工 ◎プレス加工及び付随作業
＊大学図書館や流通センター等の金属製の棚に使用す
る部品や標識に関するパイプや部品のプレス加工
◎溶接加工
◎納品作業（運搬）

月給
有限会社　森製作
所

埼玉県八潮市二丁目５２６－１

就業場所は所在地に同じ
当社カレンダーに
よる
ＧＷ休暇、夏季休
暇、年末年始休
暇

つくばエクスプレス　八潮
（就業場所：従業員数　19　人）

普通自動車一種就業場所は所在地に同じ
・年末年始休暇
１２／３０～１／３

（就業場所：従業員数　4　人）

就業場所は所在地に同じ
＊年間カレンダー
による
・夏季休暇・年末
年始休暇

（就業場所：従業員数　30　人）
総務事務 受発注情報の入力・管理

クラインアントのやり取り　電話／メール対応
総務事務の補助

年俸制
エムエスシー製造
株式会社

埼玉県八潮市二丁目１０７６番地

汎用旋盤 ＊汎用旋盤加工

　◎プラスチックの加工品の作成

※６０代以上の方も活躍中です。

月給
大敏製作所　株式
会社

埼玉県三郷市高州２丁目４２９番地３

就業場所は所在地に同じ
＊夏季、年末年
始休暇

東武スカイツリーライン　草加
（就業場所：従業員数　10　人）

製品検査 ＊工場内軽作業（検査・出荷準備・検査事務等）

＊未経験者ＯＫ！

月給
荒井精工　株式会
社

埼玉県草加市稲荷２丁目２２番５号

必要資格
保
険

就業場所は所在地に同じ
・夏季休暇
・年末年始休暇

（就業場所：従業員数　50　人）

製造員 ◇使用済溶剤のリサイクル業務に係る装置操作及び構
内作業です。

※詳しくは弊社ホームページをご参照ください。

月給
東京精溜工業　株
式会社

埼玉県八潮市新町２９－５

    ≪ フルタイム ≫
令和5年5月19日 発行

仕事内容 賃 金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間 休　日

℡ 048-931-6111 41#

草加公共職業安定所

草加市弁天4-10-7
◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。（オンライン自主応募は除く） 詳細はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。

◎ 仕事内容欄はスペースの都合ですべて表示できない場合がありますので、詳しい内容については相談窓口でお尋ねくださるかハローワークインターネットで

求人番号を指定して検索してご確認ください。 （採用決定および事業所の都合により公開中止となる場合がありますのでご了承ください）

【ハローワーク草加よりお知らせ】

◎『マンスリー面接会』を開催します。お気軽にご参加ください。

開催日時： 令和 5年 5月２9日（月） 受付 ９：４５～１２：１５ 面接１０：００～１２：３０

会 場： ハローワーク草加 会議室（草加市弁天４－１０－７）

※詳細はハローワーク草加へ ℡048-931-6111（41＃）

◎ふるさとハローワークをご利用下さい。相談員が仕事探しのサポートをします。

★八潮市ふるさとハローワーク

八潮市大字南川崎５２３番地 八潮市勤労青少年ホーム ℡ 048-998-8609

（ゆまにて）内

★三郷市ふるさとハローワーク

三郷市上彦名８７０ 三郷市瑞沼市民センター１階 ℡ 048-959-4102

◎「働きたいけど自信がない」「体調面で不安がある」「精神障害者が利用できる就労支援は？」などの

ご相談をお受けします。

『精神障害者雇用トータールサポーター（精神保健福祉士）』

相談日時 火曜・水曜・金曜 １０～１６時 場所 ハローワーク草加 専門援助部門内

※相談は事前に予約をお願いします。 （℡ 048-931-6111 ４３＃）



職    種
年    齢

雇用形態・採用人数
必要資格

保
険

    ≪ フルタイム ≫
令和5年5月19日 発行

仕事内容 賃 金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間 休　日

℡ 048-931-6111 41#

草加公共職業安定所

草加市弁天4-10-7
◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。（オンライン自主応募は除く） 詳細はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。

◎ 仕事内容欄はスペースの都合ですべて表示できない場合がありますので、詳しい内容については相談窓口でお尋ねくださるかハローワークインターネットで

求人番号を指定して検索してご確認ください。 （採用決定および事業所の都合により公開中止となる場合がありますのでご了承ください）

日祝他 雇用
(1)9時00分～17時45分 その他 労災

195,000円
～ 健康

（年齢：　59歳以下　） 305,000円 厚生

正社員（2人） 11100- 4697831
日他 雇用

(1)8時00分～17時00分 毎　週 労災

209,100円 (2)20時00分～5時00分

～ 健康

（年齢：　18歳～59歳　） 283,500円 厚生

正社員（2人） 11100- 4937831
日祝他 雇用

(1)8時00分～17時00分 その他 労災

224,000円
～ 健康

（年齢：　59歳以下　） 274,000円 厚生

正社員（2人） 11100- 4857831
火日祝他 雇用

(1)8時30分～18時00分 毎　週 労災

190,000円 (2)8時30分～12時30分

～ 健康

（年齢：　不問　） 220,000円 厚生

正社員（1人） 11100- 4905231
日祝他 雇用

(1)8時30分～17時30分 その他 労災

200,000円
～ 健康

（年齢：　59歳以下　） 250,000円 厚生

正社員（1人） 11100- 4885731 財形
日祝他 雇用

(1)8時00分～17時00分 その他 労災

210,000円
～ 健康

（年齢：　64歳以下　） 275,000円 厚生

正社員（1人） 11100- 4948431
月火他 雇用

(1)8時00分～17時00分 毎　週 労災

206,580円
～ 健康

（年齢：　18歳～59歳　） 516,440円 厚生

正社員（1人） 11100- 4760231
土日祝他 雇用

(1)8時30分～18時00分 毎　週 労災

176,000円
～ 健康

（年齢：　59歳以下　） 440,000円 厚生

正社員（1人） 11100- 4886331
土日祝他 雇用

(1)9時00分～18時00分 毎　週 労災

275,000円
～ 健康

（年齢：　59歳以下　） 320,000円 厚生

正社員（1人） 11100- 4936031
土日祝他 雇用

(1)9時00分～18時00分 毎　週 労災

265,000円
～ 健康

（年齢：　不問　） 350,000円 厚生

正社員（1人） 11100- 4787531
他 雇用

(1)8時30分～17時30分 その他 労災

203,000円 (2)7時00分～16時00分

～ (3)13時00分～22時00分 健康

（年齢：　18歳～64歳　） 254,300円 厚生

正社員（1人） 11100- 4745231
土日祝他 雇用

(1)8時30分～17時30分 毎　週 労災

181,800円
～ 健康

（年齢：　59歳以下　） 191,800円 厚生

正社員（1人） 11100- 4757331
日祝他 雇用

(1)8時30分～17時00分 その他 労災

220,000円
～ 健康

（年齢：　59歳以下　） 320,000円 厚生

正社員（1人） 11100- 4828731
土日祝他 雇用

(1)8時00分～17時00分 毎　週 労災

230,000円 (2)6時00分～15時00分

～ 健康

（年齢：　不問　） 350,000円 厚生

正社員（3人） 11100- 4781631
水日祝他 雇用

(1)8時30分～18時50分 その他 労災

200,000円 (2)8時30分～14時00分

～ 健康

（年齢：　不問　） 200,000円 厚生

正社員（1人） 11100- 4927131
他 雇用

(1)7時30分～16時30分 その他 労災

234,320円 (2)8時30分～17時30分

～ (3)10時30分～19時30分 健康

（年齢：　18歳以上　） 255,280円 厚生

正社員以外（2人） 11100- 4859531
日祝他 雇用

(1)8時30分～17時00分 その他 労災

220,000円
～ 健康

（年齢：　59歳以下　） 330,000円 厚生

正社員（1人） 11100- 4723331
日他 雇用

(1)8時30分～17時30分 その他 労災

234,320円 (2)8時00分～17時00分

～ 健康

（年齢：　不問　） 264,320円 厚生

正社員以外（2人） 11100- 4849831

デイサービス介護職員 ・デイサービスで日中帯のみのお仕事です
・デイサービスに於ける介護事務全般
・お客様とのコミュニケーション
・レクリエーション（体操、脳トレ、手芸など）
・身体介護（食事、入浴、排泄、移乗など）
・送迎業務（運転、添乗）※ＡＴ限定可

月給
株式会社　ＳＯＹＯＫ
ＡＺＥ「三郷ケアセン
ター　そよ風」

埼玉県三郷市戸ヶ崎１丁目６２８番地

就業場所は所在地に同じ
・会社カレンダー
による
・月２回程度　土
曜日休み有りつくばエクスプレス　三郷中央

（就業場所：従業員数　23　人）

普通自動車一種就業場所は所在地に同じ
・シフト制・リフレッ
シュ休暇（年１５
日）

つくばエクスプレス　三郷中央
（就業場所：従業員数　30　人）

就業場所は所在地に同じ
・シフト制（月９日
休み・２月は月８
日）
・リフレッシュ休暇
（年間１７日）有り

埼玉高速鉄道　戸塚安行
（就業場所：従業員数　39　人）

営業配車業務 ◆得意先から受注した仕事を自社車両もしくは協力会社
へ依頼する電話営業のお仕事です。
＊女性も活躍中の職場です。
＊未経験者でも親切丁寧にサポートします。
＊電話での営業ですので、飛び込み営業ノルマ等はあ
りません。

月給
関東誠和梱枹運輸
株式会社　三郷営
業所

埼玉県三郷市泉３丁目２－１９

ショートステイ介護職員
（夜勤あり）

＜ショートステイ（ケア付きホテル）のお仕事です。＞
＊充実の研修制度で未経験でも安心の職場環境。
◆ショートステイにおける介護業務全般
　・お客様とのコミュニケーション
　・レクリエーション（体操、脳トレ、手芸など）
　・身体介助（食事、入浴、排せつ、移乗など）

月給
株式会社　ＳＯＹＯＫ
ＡＺＥ　「草加ケアセ
ンターそよ風」

埼玉県草加市新栄３－１１－３

就業場所は所在地に同じ
シフト制
夏季休暇、年末
年始休暇

つくばエクスプレス　三郷中央
（就業場所：従業員数　7　人）

医療事務 ＜業務内容＞
　・窓口における受付、会計
　・レセプト業務
　・各種診断書に係る事務作業
　・患者様の誘導など

月給
医療法人社団　竹
世会　三郷中央耳
鼻咽喉科

埼玉県三郷市中央１－２－１

普通自動車一種埼玉県八潮市大字大原５６４ー１
ＧＷ、夏季休暇・
年末年始休暇（有
給休暇充当あり）

つくばエクスプレス線　八潮
（就業場所：従業員数　8　人）

ドライバー（２ｔ・３ｔ） ◇小型・中型のパワーゲート車をメインに家電、食料品、
重量物の配送をしております。
◇定期便を中心にスポット便など主に東京都内及び近
接地域の配送を行います。
◇全車種ドライブレコーダー・デジタルタコグラフ装備。
（普通免許のみの方には入社後、準中型免許を会社負

月給
株式会社　ＡＳＭＯ 埼玉県草加市青柳５丁目４０番１５号

就業場所は所在地に同じ
夏期休暇・年末年
始休暇

つくばエクスプレス　八潮
（就業場所：従業員数　10　人）

汎用金属工作機械工 ○工場内での金属加工
　◇旋盤・ボール盤等の操作
　◇手工具等を使用して機械の調整を行う
○出張修理
（現場には主に社用車使用）
※初心者の方にも丁寧に指導しますので安心です。

月給
有限会社　岩建機
工

埼玉県三郷市采女１丁目１４０－２

一般事務 ＊顧客の電話対応
＊事務管理・データ入力・来客対応
※パソコンはワード・Ｅｘｃｅｌ・専用ソフト入力
※専用ソフトの使用方法は指導します。

月給
美榮運輸　株式会
社

埼玉県八潮市二丁目１０９３－３

就業場所は所在地に同じ
＊会社カレンダー
・土曜日　月２～３
回程度　・年末年
始休暇ＪＲ武蔵野線　新三郷

（就業場所：従業員数　8　人）

カーコーティング・カー
フィルム施行会社で洗
車配送スタッフ

当社は、カーコーティング・カーフィルム施行会社です。
車のボディと車内のクリーニング、車をトラックで配送す
る仕事をおまかせします。
ゆくゆくは、コーティングやフィルム施行のお手伝いもお
任せします。

月給
株式会社　カーシャ
イニング光由

埼玉県三郷市鷹野１－２２７－２

就業場所は所在地に同じ
シフト制
希望休制度あり

（就業場所：従業員数　80　人）

介護スタッフ（トライア
ル雇用併用求人）

◆特別養護老人ホームにおける介護スタッフ募集。
・利用者様の生活に関する援助全般。
利用者はもちろん、スタッフも満足の出来る施設を目指
しています。
☆資格取得サポートがあります。

月給
社会福祉法人　愛
誠会　みさとガーデ
ン

埼玉県三郷市小谷堀４７５－１

普通自動車一種就業場所は所在地に同じ
ＧＷ、夏季休暇、
年末年始休暇

つくばエクスプレス線　三郷中央
（就業場所：従業員数　4　人）

普通自動車一種埼玉県三郷市高州１－１１１－１
ＧＷ、夏季休暇、
年末年始休暇

ＪＲ松戸
（就業場所：従業員数　0　人）

普通自動車一
種、フォークリフ
ト運転技能者

就業場所は所在地に同じ
ＧＷ、夏季休暇、
年末年始休暇、
慶弔休暇

（就業場所：従業員数　45　人）

精密板金加工 ・ＮＣ加工機オペレーター
・ＴＩＧ溶接　・スポット溶接
・製品検査
・出荷作業
・その他、精密板金加工全般に関わる業務。
※弊社は完全分業制ではありません。

月給
有限会社　隆林工
業

埼玉県三郷市花和田１００－２

倉庫内業務 ◇倉庫内商品管理
◇機材等の設置・操作
◇フォークリフトにて入出庫対応

月給
株式会社　ビッグハ
ンド

埼玉県八潮市新町７９－２

普通自動車一種就業場所は所在地に同じ
・年末年始休暇・
夏季休暇

ＪＲ線　三郷
（就業場所：従業員数　1　人）

建設業・空調冷凍設備
修理サービス業

＊空調機器施工・修理

・現場にて設置施工の工事業務又は空調機故障診断修
理作業を行います。

月給
株式会社　ライトニ
ング

埼玉県三郷市早稲田３丁目２７番１５

金属加工（トライアル雇
用併用求人）

・鋼材の切断　・溶接　・組み立て　・検品
・完成品の梱包　・図面作成（ＣＡＤ）
・機械のメンテナンス
「簡単な作業から専門技術が必要な作業まで、様々なお
仕事があります。　経験やスキルに合わせてできる作業
から始めていきましょう。　経験が浅くても先輩に指導を

月給
新英鋼業　株式会
社

埼玉県草加市柿木町７２２－１

就業場所は所在地に同じ
・夏季休暇
・年末年始休暇

（就業場所：従業員数　22　人）

就業場所は所在地に同じ
＊会社カレンダー
による＊月２～３
回土曜日休み　・
夏季休暇・年末年
始休暇

ＪＲ武蔵野線　越谷レイク夕ウン
（就業場所：従業員数　9　人）

製菓工（ラムネ）【急募】 ◇製菓（ラムネ）の製造です。
　
　
＊経験がなくても指導します。

月給
三矢製菓　株式会
社

埼玉県八潮市浮塚８８６－１

医療事務 ◆診療に係る業務
　◇医院の受付、電話対応、会計
　◇保険証の登録　など

月給
医療法人社団光明
会　たけだ耳鼻咽喉
科

埼玉県草加市氷川町２１２２－２

就業場所は所在地に同じ
夏季休暇、年末
年始休暇、ＧＷ休
暇

東武スカイツリーライン　草加
（就業場所：従業員数　5　人）

普通自動車一種
(AT限定不可)就業場所は所在地に同じ

・土曜日は月に２
回程度の休み
・夏季休暇・年末
年始休暇東武スカイツリーライン　草加

（就業場所：従業員数　9　人）

水道工事作業員 ＊住宅設備・土木工事の作業員及び管理者
※現場は主に草加市内
（民間・公共の両現場あり）
未経験者歓迎
１から教えていきます。

月給
株式会社　井戸梅 埼玉県草加市住吉２丁目４－３

普通自動車一種就業場所は所在地に同じ
会社カレンダーに
よる・隔週土曜日
・ＧＷ・夏季休暇・
年末年始東武スカイツリーライン　新田

（就業場所：従業員数　10　人）
プラスチック素材製造
工

◇プラスチック素材製造業務
　・原料加工、着色加工　・押し出し機にて加工
※着色加工の作業があるため、視力を要します。
※工程打合せの為、車での工場間の移動有り。
※未経験の方でも親切に指導いたしますので、
　ご応募お待ちしております。

月給
株式会社　ユーアイ
社

埼玉県三郷市彦成５丁目２５５番地

企画促進営業【急募】 ◆出版社に依頼された「児童書」「実用書」等を中心に、
弊社の取り引き書店を訪問し、本を置いていただく交渉
をして頂きます。
　◇基本的にルート営業になります。
　◇エリアは、埼玉・東京・神奈川等の近県です。
　☆未経験の方の応募歓迎！

月給
株式会社　アイ出版
サービス

埼玉県草加市旭町６－１４－６

普通自動車一種就業場所は所在地に同じ
＊シフト制（週休
二日制です）
＊夏期休暇　＊
年末年始休暇ＪＲ　新三郷

（就業場所：従業員数　39　人）


