
職    種
年    齢

雇用形態・採用人数
土日祝他 雇用

(1)8時30分～17時30分 毎　週 労災

990円
～ 健康

（年齢：　64歳以下　） 1,060円 厚生

パート労働者（1人） 11100- 4754531
土日祝他 雇用

(1)13時00分～18時00分 毎　週 労災

1,100円
～

（年齢：　不問　） 1,100円
パート労働者（2人） 11100- 4702231

日祝他
(1)9時00分～14時30分 毎　週 労災

1,100円 (2)9時00分～15時00分

～
（年齢：　不問　） 1,200円
パート労働者（2人） 11100- 4934931

日祝他 雇用
(1)9時00分～19時30分 毎　週 労災

1,200円 (2)9時00分～17時30分

～
（年齢：　不問　） 1,500円 又は9時00分～19時30分の

パート労働者（2人） 11100- 4881831 間の4時間以上
日祝他

(1)9時00分～12時15分 毎　週 労災

1,000円 (2)13時45分～17時30分

～ (3)17時30分～21時15分

（年齢：　不問　） 1,350円
パート労働者（1人） 11100- 4853631

土日祝他 雇用
(1)9時00分～17時00分 毎　週 労災

990円 (2)13時00分～18時00分

～ (3)9時00分～15時00分 健康

（年齢：　59歳以下　） 1,090円 厚生

パート労働者（2人） 11100- 4826531
土日祝他

(1)9時00分～16時00分 毎　週 労災

1,000円
～

（年齢：　不問　） 1,000円
パート労働者（2人） 11100- 4692331

日祝他 雇用
(1)13時00分～17時00分 その他 労災

1,000円 (2)9時00分～17時00分

～
（年齢：　64歳以下　） 1,060円
パート労働者（2人） 11100- 4947531

土日祝他 雇用
(1)9時00分～14時00分 毎　週 労災

1,100円
～

（年齢：　不問　） 1,200円 又は9時00分～15時00分の

パート労働者（1人） 11100- 4933631 間の4時間以上
月火水木金祝他

(1)20時00分～23時00分 毎　週 労災

1,640円 (2)5時00分～6時00分

～
（年齢：　18歳以上　） 1,640円
パート労働者（1人） 11100- 4690431

土日祝他 雇用
(1)9時30分～17時00分 毎　週 労災

1,000円 (2)13時00分～17時00分

～ 健康

（年齢：　不問　） 1,200円 又は9時30分～17時00分の 厚生

パート労働者（2人） 11100- 4724631 間の2時間以上
土日祝他 雇用

(1)9時00分～17時30分 毎　週 労災

1,050円
～

（年齢：　不問　） 2,000円
パート労働者（3人） 11100- 4791131

資材センター作業員≪
パート・アルバイト≫
（三郷市）

◆仮設足場の資材置場作業員として
◇資材の検数検収及びメンテナンス
◇現場への搬出・搬入する資材の検数やトラックへの積
込み及び荷下ろし
◇置き場内の整理整頓、清掃作業等
◇年に数回棚卸し作業があります。

時給
株式会社　ＯＧＩＳＨＩ 埼玉県三郷市中央１丁目１２－４

埼玉県三郷市番匠免２－１９

（就業場所：従業員数　70　人）

軽作業 雑貨商品の入荷・検品・ピッキング・出荷等がメインの業
務になります。各スタッフが主体的に取り組める社風な
ので、やりがいを持って働いていただけると思います。ス
タッフ間でもっとこうした方が良いなど意見を出し合って
業務改善もしていただいています。
職場の雰囲気は明るく、就業日や時間はある程度融通

時給
株式会社　ザッカ
ネット

埼玉県草加市栄町３－１－１５

就業場所は所在地に同じ
・夏期休暇・年末
年始休暇

東武スカイツリーライン　獨協大学前＜草加松原＞

（就業場所：従業員数　11　人）

宿直（グループホーム
光輪の家）草加市

施設利用者の定時的巡視、非常事態に備えての待機
日給

社会福祉法人　光
陽会

埼玉県草加市青柳８－２－３４

埼玉県草加市青柳８－２－３３
お盆や年末年始
にある土曜日、祝
日のある土曜日
は出勤日とする獨協大学前＜草加松原＞駅　または　新田

（就業場所：従業員数　16　人）

一般事務 ◇一般事務のお仕事です。
＊受発注業務補佐
　　・パソコンでのデータ入力
＊書類整理
＊ＰＣを使用しての業務（メール、エクセルなど）

時給
株式会社　甲商 埼玉県三郷市大広戸１０３３番地１

就業場所は所在地に同じ
会社カレンダーに
よる　・夏季休暇・
年末年始休暇

ＪＲ武蔵野線　三郷
（就業場所：従業員数　31　人）

お菓子の製造作業【急
募】

○お菓子製造のお仕事です。
　　・ラムネ菓子の製造に関わる作業
　　・ラムネ菓子を機械で包装する作業
　　　（ラムネをフィルムで巻く仕事）
　　・ラムネ菓子を検品する作業
　　・袋に入ったラムネ菓子を箱に詰める作業

時給
三矢製菓　株式会
社

埼玉県八潮市浮塚８８６－１

就業場所は所在地に同じ
＜就労日数につ
いては応相談＞・
月２回程度、土曜
出勤あり・年末年
始・GW・夏季休暇（就業場所：従業員数　22　人）

生活支援員≪わかくさ
≫（八潮市）

○重度の知的障がい者の日中活動支援
　＊食事、排泄等の介助
　＊生活能力・身体機能の維持向上のサポート
　＊軽作業・表現活動のサポートなど
※利用者の活動支援は体力を要する業務になります。

時給
特定非営利活動法
人　たらちね

埼玉県八潮市中央１丁目５－２１

埼玉県八潮市南川崎８２６－３
・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　18　人）

・はちみつやジャムの充填業務
・はちみつ、その他糖類の加工
・包装等の軽作業
・商品へのラベル貼り付け、検品業務等
※未経験の方には丁寧に指導いたします。

時給
ミントハウス　株式
会社　
（サクラ印ハチミツグ
ループ）

埼玉県八潮市浮塚７８９

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　31　人）

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 ＊患者さんの誘導

＊器具の洗浄、滅菌
＊清掃
＊受付

時給
医療法人　若松歯
科医院

埼玉県三郷市さつき平２－１－２

就業場所は所在地に同じ
・月～土の間で１
日休み・夏季休
暇・年末年始休暇

武蔵野線　新三郷
（就業場所：従業員数　21　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）

就業場所は所在地に同じ

一般事務 ◆関連会社６社のデータ管理部門です。
　・売上集計　　・パソコン入力
　・電話応対　　・伝票整理
　・郵便局等への外出業務
　・来客対応（お茶出し等を含む）　など
　※未経験の方には丁寧に指導致します。

時給
株式会社　ユウアイ 埼玉県八潮市八潮８丁目１０－８

普通自動車一種
＊夏休み　＊冬
休み　＊土曜日
は交代制で休日
＊ローテーション
による（就業場所：従業員数　8　人）

必要資格
保
険

製品検査 ＊工場内軽作業（検査・出荷準備・検査事務等）

※未経験ＯＫ！

時給
荒井精工　株式会
社

埼玉県草加市稲荷２丁目２２番５号

休　日

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）

    ≪ パート ≫
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

検査（梱包含む） ◎塩化ビニール（パイプ・プレート）の検査・梱包

※レイクタウンやスカイツリーなどの建造物での実績も
あり、２０代～６０代まで幅広い年代の方が活躍していま
す。

時給
大敏製作所　株式
会社

埼玉県三郷市高州２丁目４２９番地３

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。

時給
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

食品製造

℡ 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

休　日

    ≪ パート ≫
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

℡ 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）

他 雇用
なし 労災

1,000円
～ 健康

（年齢：　不問　） 1,000円 8時30分～20時00分の 厚生

パート労働者（1人） 11100- 4750131 間の3時間以上
土日祝他

(1)9時00分～18時00分 毎　週 労災

1,000円
～

（年齢：　不問　） 1,500円
パート労働者（2人） 11100- 4871131

他 雇用
(1)7時00分～16時00分 毎　週 労災

1,250円 (2)7時00分～13時00分

～ (3)13時00分～22時00分 健康

（年齢：　不問　） 1,450円 厚生

パート労働者（2人） 11100- 4746531
月水金土

(1)9時00分～13時00分 毎　週 労災

990円
～

（年齢：　不問　） 1,200円
パート労働者（1人） 11100- 4731331

日祝他
(1)9時00分～18時00分 毎　週 労災

1,000円 (2)9時00分～17時00分

～
（年齢：　59歳以下　） 1,000円 又は9時00分～18時00分の

パート労働者（2人） 11100- 4931731 間の6時間以上
土日祝他

(1)8時00分～17時00分 毎　週 労災

1,500円
～

（年齢：　59歳以下　） 2,500円 又は8時00分～17時00分の

パート労働者（2人） 11100- 4904831 間の5時間以上
土日祝他 雇用
毎　週 労災

1,000円
～ 健康

（年齢：　不問　） 1,100円 8時50分～18時20分の 厚生

パート労働者（3人） 11100- 4734131 間の6時間以上
他 雇用

(1)15時00分～18時00分 その他 労災

1,100円
～ 健康

（年齢：　18歳以上　） 1,600円 又は17時30分～9時30分の 厚生

パート労働者（3人） 11100- 4718131 間の8時間程度
日祝他 雇用

(1)8時00分～17時00分 その他 労災

1,000円
～

（年齢：　64歳以下　） 1,000円 又は8時00分～17時00分の

パート労働者（2人） 11100- 4950931 間の5時間以上
日他 雇用

(1)8時30分～17時30分 毎　週 労災

1,200円
～

（年齢：　不問　） 1,300円
パート労働者（2人） 11100- 4889131

土日祝他
(1)9時00分～17時00分 その他 労災

1,070円
～

（年齢：　59歳以下　） 1,070円
パート労働者（1人） 11100- 4840231

土日祝他 雇用
(1)9時00分～16時00分 毎　週 労災

1,000円
～ 健康

（年齢：　59歳以下　） 1,000円 厚生

パート労働者（3人） 11100- 4895331
土日祝他
毎　週 労災

987円
～

（年齢：　64歳以下　） 1,000円 8時00分～20時00分の

パート労働者（1人） 11100- 4816831 間の5時間以上
他 雇用

(1)9時45分～13時15分 毎　週 労災

1,260円 (2)9時45分～19時15分

～ 健康

（年齢：　59歳以下　） 1,390円 厚生

パート労働者（1人） 11100- 4865831 財形
土日祝他 雇用

(1)8時00分～17時00分 毎　週 労災

987円
～ 健康

（年齢：　64歳以下　） 1,050円 厚生

パート労働者（1人） 11100- 4827431 財形
木日祝他

(1)8時00分～11時30分 毎　週 労災

987円 (2)17時00分～20時00分

～
（年齢：　不問　） 987円
パート労働者（1人） 11100- 4897931

土日祝
(1)18時00分～21時00分 なし 労災

1,200円
～

（年齢：　不問　） 1,500円 又は9時00分～17時00分の

パート労働者（2人） 11100- 4892531 間の6時間程度
日他 雇用

(1)10時00分～15時30分 その他 労災

987円
～

（年齢：　不問　） 987円
パート労働者（1人） 11100- 4800531

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　141　人）

事務職 株式会社アストロズです。
２０代～３０代の若い会社です。
事業拡大に伴いＳＮＳ更新などできる方大募集！
時間等に融通利きます。

時給
株式会社　アストロ
ズ

埼玉県八潮市大字西袋４０１－５

就業場所は所在地に同じ
シフト制による週
休２日制（月２回
程度土日祝取得
可）東武線　新田

（就業場所：従業員数　8　人）

就業場所は所在地に同じ

東武スカイツリーライン　谷塚
（就業場所：従業員数　2　人）

一般事務 ＊運転日報の入力・仕訳
＊電話対応（対応は少ない）
＊伝票等の仕訳
＊その他、簡単な清掃や接客対応他
※パソコンを使用しての入力作業が中心です。
　（ワード・エクセル）

時給
株式会社　トヨナカ
関東営業所

埼玉県八潮市八條１８１５－２

店内スタッフ 商品の入荷（検品）・陳列・売場管理からお客様への接
客・レジでの販売を行って頂きます。
　　＊商品の検品作業　　　　　＊商品の陳列
　　＊売場変更　　　　　　　　＊商品と売場の整理
　　＊商品の移送と値下げ処理
　　＊レジ接客業務　　　　　　＊店内外の清掃作業

時給
バースデイ　金明町
店

埼玉県草加市金明町７５８－１

紙皿等紙容器の製造
補助【完全未経験ＯＫ】

◆完全未経験者でも歓迎します。工場未経験ＯＫです。
◆ホームセンターで売っている紙皿はもちろん、某有名
テーマパーク等へのオリジナル紙皿も作成してます。◆
仕事内容は、機械から出てくる製品の検品～袋詰め～
製品化を主に行っていただきます。◆働いているパート
さんは全員女性です。大半の方は未経験からスタート

時給
三和紙工　株式会
社　八潮事業所

埼玉県八潮市大曽根１５０３－７

就業場所は所在地に同じ
・夏季休暇
・年末年始休暇
等

（就業場所：従業員数　17　人）

あんこ製造工場での受
発注事務《急募》

＊得意先からの受発注（ＦＡＸ・Ｗｅｂ・電話）事務処理
　・システムへの入力
　・出荷担当者への連絡（出荷先、商品数量、在庫チェッ
クなど）
　・配送業者対応（集荷手配、送り状作成など）
　・本社との連携（在庫補填、出荷受委託など）

時給
株式会社　大納言
東京支店

埼玉県三郷市上彦名２１５

就業場所は所在地に同じ
◇会社カレンダー
あり

（就業場所：従業員数　22　人）

介護職員（デイサービ
ス）

・デイサービスにおける介護業務
　レクリエーション、入浴、排泄、食事介助、行事企画等
・利用者３０名程度に対して６人位で業務
※経験の浅い方は、慣れるまでマンツーマンで指導しま
す。

時給
株式会社　ＳＯＹＯＫ
ＡＺＥ
八潮ケアセンター
そよ風

埼玉県八潮市中央３－１－１２

就業場所は所在地に同じ
・年始休暇（１／
１）
・シフト制

（就業場所：従業員数　31　人）

仕上検査 ＊ハサミやペンチを使用してゴムパッキンの仕上げ作業
＊製品の目視検査
＊データ入力（端末使用）
＊工場内の清掃もお願い致します。
＊非常に細かい作業の為視力を要します。
＊作業台で椅子に座っての作業になります。

時給
株式会社　林製作
所　三郷工場

埼玉県三郷市彦川戸１－４０－１

就業場所は所在地に同じ
◇会社カレンダー
による
　・会社の定める
土曜日、年間休
日は１１１日（就業場所：従業員数　17　人）

生活支援員 障がい者の方々への生活援助全般
・身体介護（入浴、食事、排泄）
・生活援助（着替えの補助、部屋の清掃、洗濯）
・会話などのコミュニケーション
・食材買い出し／調理
・夜間見回り　・施設内の清掃　など

時給
株式会社　きぼう 埼玉県三郷市高州１丁目２７６－１

就業場所は所在地に同じ
シフト制

（就業場所：従業員数　10　人）

製品の出荷補助・箱詰
めや梱包、他軽作業＜
急募＞

適正に合わせて以下のどちらかの業務をお任せします。
・版管理業務として版の出庫や入庫作業の補助
・出荷業務の印刷物を箱詰め、ラベル貼り、納品書・送り
状確認梱包、作業内容は丁寧にレクチャーさせていただ
きます。
＊２０代～５０代の幅広い方達が活躍中の働きやすい職

時給
株式会社　豊成産
業　八潮工場

埼玉県八潮市浮塚８００番地

就業場所は所在地に同じ
◇会社カレンダー
による
・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　79　人）

溶接工（未経験・見習
い可）

＊主にステンレス・チタンニウム製品の金属加工
・プラズマ自動溶接　　・Ｔｉｇ溶接（アルゴン）
・グラインダー（金属研削）を使用しての仕上げ　など
※主に圧力容器を製作しています。
※未経験の方は丁寧に指導いたします。
※製品や使用機械等は当社ＨＰをご覧ください。

時給
有限会社　キャン
ロット

埼玉県八潮市大曽根４１６－５

就業場所は所在地に同じ
会社カレンダーあ
り夏季休暇年末
年始休暇

東武バス西田
（就業場所：従業員数　15　人）

歯科助手 ＊歯科助手業務
　・歯科診療の補助
　・訪問歯科診療の補助
　・インプラント手術アシスタント
　・院内清掃、診察準備
＊保育補助

時給
医療法人社団ステ
ラ会　ひかり歯科ク
リニック

埼玉県八潮市大字南川崎８３４－１

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　八潮
（就業場所：従業員数　22　人）

整骨院受付業務 ☆患者様の誘導、会計、治療機械の脱着、一般事務。
　他、清掃、洗浄等
☆患者様を笑顔にすること
※当院のホームページをご参照ください。

時給
きの整骨院 埼玉県草加市谷塚町８２４－９

就業場所は所在地に同じ

東武スカイツリーライン　谷塚
（就業場所：従業員数　6　人）

介護スタッフ ◆特別養護老人ホームにおける介護スタッフ募集。
・ユニット型（１０名×１０ユニット）になります。
・朝（起床から）又は夕（就寝まで）の介助をお願いしま
す。
　１ユニット（１０名）を担当

時給
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

就業場所は所在地に同じ
＊シフト制（曜日
相談に応じます）

ＪＲ武蔵野線　三郷
（就業場所：従業員数　80　人）

軽貨物の運転 ＊ルート配送（自動車関係のパーツなど）
　　主に葛飾区・足立区・草加市・越谷市など
　　軽トラック使用　１日４件～８件程度
※男女共に活躍しております。
※カーナビあり
★全車種禁煙

時給
有限会社　飛翔 埼玉県草加市北谷２－４０－９

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

東武スカイツリーライン　獨協大学前＜草加松原＞

（就業場所：従業員数　7　人）

調理補助 ・盛り付け
・配膳
・下膳
・食器類の洗浄・片付け
など

時給
医療法人　三愛会
三愛会総合病院

埼玉県三郷市彦成２丁目３４２

就業場所は所在地に同じ

ＪＲ武蔵野線　新三郷
（就業場所：従業員数　440　人）

事務 ＊納品書の整理
＊電話対応
＊事務所の清掃　等

時給
株式会社　梅元製
函所

埼玉県八潮市二丁目

就業場所は所在地に同じ

つくばエクスプレス　八潮
（就業場所：従業員数　18　人）

受付及び診療補助【急
募】

・受付業務及び器具の洗浄、診療補助の仕事。
・その他に簡単なパソコン入力もあります。
＊未経験の方にも丁寧に指導致します。
＊月、火、水、金、土の仕事となります。
（特に土曜日就業可能な方急募いたします。）
※土曜日のみの勤務も可

時給
鈴木歯科医院 埼玉県三郷市新和４丁目２０８－２

就業場所は所在地に同じ

つくばエクスプレス線　三郷中央
（就業場所：従業員数　5　人）

食事配膳掃除員 ＊昼食の準備と配膳作業に施設清掃、
　ベットメイキング（１２名分）を行って頂きます。
＊昼食配膳・清掃として床、お風呂、トイレ、
　宿泊用ベット、寝具のセットなど
　何方でも出来る簡単な業務となります。

時給
一般社団法人　仁
誠会　
障害福祉サービス
事業所　いちご

埼玉県八潮市鶴ケ曽根６０番地１

就業場所は所在地に同じ
＊月に１度土曜
日勤務有り
・夏季休暇・年末
年始休暇ＴＸ八潮駅　又は東武スカイツリーライン草加

（就業場所：従業員数　20　人）


