
職種 必要な免許・資格
求人者名 年齢制限 賃金 就業時間

雇用形態 求人数
変形（1年単位）

月給 (1)8時30分～17時30分

（従業員数 58人 ）

正社員 11041-  361331 就業場所 埼玉県東松山市 1
変形（1ヶ月単位）

月給 (1)8時20分～17時00分

（従業員数 45人 ）
正社員 11041-  362631 就業場所 埼玉県東松山市 5

玉掛技能者

月給 (1)7時30分～16時30分 クレーン・デリック運転士

(2)8時30分～17時30分 （クレーン限定）

（従業員数 29人 ）

正社員 11041-  339131 就業場所 埼玉県東松山市 2
変形（1年単位）

月給 (1)8時00分～17時00分

（従業員数 17人 ）

正社員 11041-  348131 就業場所 埼玉県比企郡小川町 1
交替制あり

月給 (1)8時00分～17時00分

(2)17時00分～2時00分

(3)23時00分～8時00分

（従業員数 48人 ）
正社員 11041-  351431 就業場所 埼玉県比企郡吉見町 2

月給 (1)8時00分～17時00分

（従業員数 44人 ）

正社員 11041-  355931 就業場所 埼玉県東松山市 1
変形（1ヶ月単位）

月給 (1)9時00分～18時00分

（従業員数 50人 ）
正社員 11041-  323831 就業場所 埼玉県東松山市 2

変形（1年単位）

月給 (1)8時00分～17時00分

（従業員数 3人 ）

正社員 11041-  324231 就業場所 埼玉県東松山市 2
変形（1年単位）

月給 (1)9時00分～18時00分

（従業員数 48人 ）

正社員 11041-  307831 就業場所 埼玉県比企郡川島町 2
フォークリフト運転技能者

月給 (1)8時30分～17時30分

（従業員数 41人 ）
正社員 11041-  310331 就業場所 埼玉県比企郡小川町 1

月給 (1)9時00分～18時00分

（従業員数 5人 ）

正社員 11041-  312931 就業場所 埼玉県東松山市 1
変形（1ヶ月単位） 看護師

月給 (1)8時30分～18時30分 准看護師

(2)8時30分～13時00分

（従業員数 11人 ）
正社員 11041-  314031 就業場所 埼玉県比企郡嵐山町 1

保育士

月給 (1)9時00分～18時00分 その他の福祉・介護関係資格

（従業員数 9人 ）
正社員 11041-  317531 就業場所 埼玉県東松山市 1

月給 (1)8時30分～17時25分

（従業員数 98人 ）

正社員 11041-  325531 就業場所 埼玉県比企郡小川町 3

月給 (1)8時30分～18時30分

（従業員数 7人 ）
正社員 11041-  282731 就業場所 埼玉県比企郡小川町 1

化粧品の製造 サンビューティー　株式会社

不問

埼玉県東松山市東平１８１７－１０

220,000円～
230,000円

所在地・就業場所

ブランド品の真贋・査定
スタッフ

株式会社　浜屋

64歳以下

埼玉県東松山市下唐子１５９４

210,500円～
248,750円

検査及び軽作業 三友ブレーキ　株式会社

59歳以下

埼玉県比企郡小川町大字青山２１８－
１

180,000円～
220,000円

鋼板類の加工および入出
庫業務

株式会社スズヤス埼玉支店

35歳以下

埼玉県東松山市大字新郷８８－１１

173,500円～
233,000円

品質管理業務 株式会社正木製作所

59歳以下

埼玉県東松山市大字野田７１０

222,100円～
282,100円

食パンの製造・包装業務
【正社員】

株式会社　麦パン工房　さいたま
工場

18歳～59歳

埼玉県比企郡吉見町大字長谷１９５７

180,000円～
300,000円

外構工事 有限会社小島タイル工業

不問

埼玉県比企郡川島町大字吹塚１１０７

368,000円～
414,000円

営業事務 有限会社　花蔵

64歳以下

埼玉県東松山市大字新郷８８番地１０
（東松山工業団地内）

200,000円～
250,000円

商品の入荷および出荷に
関わる業務

いし本食品工業株式会社　埼玉工
場

59歳以下

埼玉県比企郡小川町大字高谷２４５２
－７

220,000円～
250,000円

製造職 有限会社　アライ技研

44歳以下

埼玉県比企郡川島町大字上伊草９８７
－１

208,000円～
220,000円

看護師 医療法人　俊友会
（清水小児科アレルギークリニッ
ク） 59歳以下

埼玉県比企郡嵐山町大字菅谷５１２－
１

219,500円～
275,500円

営業事務職（東松山市） 株式会社　アステック

35歳以下

埼玉県東松山市元宿二丁目３６番地２
０　アス卜ビル内

200,000円～
260,000円

医療内視鏡用ガラスファ
イバー及び微小レンズの
製造・組立

Ｈ０ＹＡ株式会社　ＰＥＮＴＡＸ
ライフケア事業部　　　　　　
小川事業所 35歳以下

埼玉県比企郡小川町大字角山３９５

204,300円～
274,300円

児童発達支援管理責任者 てらぴぁぽけっと東松山教室

64歳以下

埼玉県東松山市御茶山町１－３
アート東松山店舗一階

300,000円～
440,000円

受付事務、検査助手 医療法人社団　新良会　新井眼科
クリニック

不問

埼玉県比企郡小川町大塚９０７ー１

170,000円～
190,000円

℡ 0493-22-0240

川越公共職業安定所 東松山出張所

東松山市上野本1088-4
◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。

その際はあしからずご了承ください。

＜正社員＞
令和5年1月２5日



職種 必要な免許・資格
求人者名 年齢制限 賃金 就業時間

雇用形態 求人数

所在地・就業場所

℡ 0493-22-0240

川越公共職業安定所 東松山出張所

東松山市上野本1088-4
◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。

その際はあしからずご了承ください。

＜正社員＞
令和5年1月２5日

月給 (1)8時00分～17時00分

（従業員数 11人 ）

正社員 11041-  255531 就業場所 埼玉県比企郡嵐山町 2
変形（1ヶ月単位） 介護福祉士

月給 (1)7時00分～16時00分

(2)9時00分～18時00分

(3)10時00分～19時00分

（従業員数 1人 ）
正社員 11041-  262231 就業場所 埼玉県比企郡鳩山町 2

変形（1年単位） ８トン限定中型自動車免許

月給 (1)8時30分～17時15分

（従業員数 350人 ）

正社員 11041-  214531 就業場所 埼玉県東松山市 1
フォークリフト運転技能者

月給 (1)8時30分～17時30分

（従業員数 25人 ）

正社員 11041-  232331 就業場所 埼玉県東松山市 2
変形（1ヶ月単位）

月給 (1)7時00分～15時45分

(2)13時15分～22時00分

(3)8時30分～17時15分

（従業員数 54人 ）
正社員 11041-  247531 就業場所 埼玉県比企郡嵐山町 2

月給 (1)8時20分～17時20分

（従業員数 44人 ）

正社員 11041-  174231 就業場所 埼玉県比企郡ときがわ町 1
交替制あり

月給 (1)8時15分～17時00分

(2)14時15分～23時00分

（従業員数 13人 ）
正社員 11041-  187631 就業場所 埼玉県比企郡ときがわ町 3

変形（1ヶ月単位） フォークリフト運転技能者

月給 (1)8時00分～17時00分

（従業員数 94人 ）

正社員 11041-  109231 就業場所 埼玉県比企郡川島町 1
交替制あり 看護師

月給 (1)8時30分～19時00分 准看護師

(2)8時30分～13時00分

（従業員数 7人 ）

正社員 11041-  115031 就業場所 埼玉県東松山市 1
変形（1年単位）

月給 (1)8時00分～17時00分

（従業員数 48人 ）
正社員 11041-  139931 就業場所 埼玉県比企郡川島町 1

月給 (1)8時00分～17時20分

（従業員数 186人 ）

正社員 11041-  142431 就業場所 埼玉県東松山市 1
変形（1ヶ月単位） 介護福祉士

月給 (1)8時30分～16時30分

(2)6時30分～14時30分

(3)11時30分～19時30分

（従業員数 95人 ）
正社員 11041-   61531 就業場所 埼玉県比企郡滑川町 1

交替制あり

月給 (1)7時00分～16時00分

(2)8時00分～17時00分

（従業員数 110人 ）
正社員 11041-   69831 就業場所 埼玉県東松山市 1

フォークリフト運転技能者

月給 (1)8時30分～17時30分 玉掛技能者

（従業員数 19人 ）

正社員 11041-   78231 就業場所 埼玉県比企郡川島町 2
交替制あり 看護師

月給 (1)8時30分～17時30分

(2)9時00分～18時00分

（従業員数 67人 ）
正社員 11041-   92031 就業場所 埼玉県東松山市 1

整備及び清掃業務 株式会社　クオリティ－フォー

59歳以下

埼玉県比企郡嵐山町大字平澤６４６

172,000円～
270,000円

事務 公益社団法人　東松山医師会

59歳以下

埼玉県東松山市神明町１－１５－１０

170,000円～
220,000円

介護職員（比企郡鳩山
町）

社会福祉法人鳩山松寿会

18歳～59歳

埼玉県比企郡鳩山町大字小用５５４

168,000円～
199,000円

生活支援員 社会福祉法人　青い鳥福祉会

18歳～64歳

埼玉県東松山市大字東平２２１８－４

210,722円～
313,936円

倉庫内作業 株式会社コスメパック

59歳以下

埼玉県東松山市大字下野本１３６２－
４

180,000円～
350,000円

又は8時00分～0時00分の
間の8時間程度

繊維製造業 ダイワインターテック株式会社

18歳～59歳

埼玉県比企郡ときがわ町大字西平９７
５

200,000円～
260,000円

製造部門の課長職候補 東洋樹脂株式会社

59歳以下

埼玉県比企郡ときがわ町玉川４２番地

280,000円～
300,000円

看護師又は准看護師 医療法人ゆうき会　よしおか整形
外科

59歳以下

埼玉県東松山市大字松山２６１２－１

220,000円～
240,000円

業務社員（事務兼荷扱業
務員）東松山支店

関東西濃運輸株式会社　東松山支
店

44歳以下

埼玉県比企郡川島町大字北園部字江ノ
島３４０－１

184,600円～
206,600円

品質管理 株式会社　豊島製作所

59歳以下

埼玉県東松山市大字下野本１４１４

180,000円～
300,000円

製品の塗装・出荷業務・
工場内の運搬

三重工業　株式会社　川島工場

64歳以下

埼玉県比企郡川島町大字中山１８６２
－１

190,000円～
280,000円

又は6時30分～18時00分の
間の8時間

総務・経理（幹部候補） 株式会社　東松山カントリークラ
ブ

44歳以下

埼玉県東松山市大谷１１１１

250,000円～
350,000円

介護福祉士 医療法人　昭友会　介護老人保健
施設　いづみケアセンター

18歳～64歳

埼玉県比企郡滑川町大字和泉８７３番
地

181,500円～
181,500円

正看護師（日勤のみ） 社会福祉法人　敬寿会　年輪福祉
ホーム

59歳以下

埼玉県東松山市大谷４１０６

291,000円～
304,000円

技能職　埼玉物流セン
ター勤務

日之出水道機器株式会社埼玉工場

40歳以下

埼玉県比企郡川島町大字吹塚７３２

170,000円～
256,600円


