
埼玉県北部オンライン合同企業説明会への参加を希望する皆様へ 

（求職者へのご案内） 

 

 

「埼玉北部オンライン合同企業説明会」へ参加を希望する求職者の方におかれ
ましては、下記【申込者入力事項】をご確認の上、下記のメールアドレスへ事前
エントリーをお願い致します（参加料は無料です）。 

E-mail: keieishien@fukaya-cci.or.jp 

 
各企業情報・職種については、「埼北就職応援サイト」内よりご確認ください。 
また、詳細については 2・3 ページ目の募集チラシをご確認ください。 
 
【申込者入力事項】 
① お名前（フリガナ） 
② メールアドレス 
③ 所属学校（学生の場合） 
④ 希望する日時・企業名（複数日希望可） 
 
 
【注意事項】 
※開催内容・参加企業は変更になる場合がございます。 
※ご記入頂いた内容は、事務局からの諸連絡・情報提供に利用するほか、参加者
の調査分析のために利用する事があります。また、第三者提供することは致しま
せん。 
 



●令和3年および4年3月卒業見込の大学生、短期大学生、　　　
　専門学校生
●埼玉県北部地域で就職を希望される方

　対象者

❶気になる企業の現場見学が可能

➋ホームページから
　企業情報をチェック

参加企業がどんな会社なのか、興味のある企業
の見学（後日対応）ができます。実際に見て、感
じて、企業の理解を深めましょう。

参加企業の充実した情報を随時
掲載しております。

パソコンまたはタブレット、スマートフォン
※Zoom参加はパソコンのご利用を推奨いたします。※参加は無料です
が、通信費は参加者様のご負担となります。Wi-Fi環境下でご参加くだ
さい。※ご参加の際はイヤホンの利用をおすすめします。※スマートフォ
ン、タブレットでご利用の場合は事前にZoomのアプリのダウンロード
が必要です。

令和2年度 埼玉県小規模事業経営支援事業企画提案事業　ビジネス・パワーアップ・プロジェクト2020

埼玉北部 オンライン

合同企業
説明会

〈協力〉（一社）埼玉県商工会議所連合会・埼玉県商工会連合会・㈱日本政策金融公庫熊谷支店
〈後援〉埼玉県北部地域振興センター、ハローワーク熊谷・本庄・秩父、雇用対策協議会（熊谷・本庄・秩父）

■深谷商工会議所 　TEL.048-571-2145　　FAX.048-571-8222
■熊谷商工会議所 　TEL.048-521-4600　　FAX.048-525-7272
■秩父商工会議所 　TEL.0494-22-4411　　FAX.0494-24-8956
■本庄商工会議所 　TEL.0495-22-5241　　FAX.0495-24-3003
■寄 居 町 商 工 会  　TEL.048-581-2161　　FAX.048-581-1424
■くまがや市商工会　   TEL.048-588-0140　　FAX.048-588-0033

主催 埼玉県小規模事業経営支援事業企画提案事業実施機関
■ふかや市商工会 TEL.048-584-2325　　FAX.048-584-6165
■児 玉 商 工 会  TEL.0495-72-1556　　FAX.0495-72-1948
■上里町商工会 TEL.0495-33-0520　　FAX.0495-33-3296
■美里町商工会 TEL.0495-76-0144　　FAX.0495-76-0112
■神川町商工会 TEL.0495-77-3181　　FAX.0495-77-2813

オンライン開催（Zoom）

埼玉県北部地域の元気な中小企業が
あなたを待っています！

　日　時

  開催方法

お得情報
ここが
ポイント

求める人材像や育成方針など企業の本
音をオンラインで直接聞ける貴重な
機会をぜひご活用ください！

参加無料

令和
３年

10：00～12：00　13：00～16：00
3月16日㊋～19日㊎ 4日間

1日10社（予定） 1社20分程度

STEP

1
参加したい企業を決め、指定のメール
アドレスより事前エントリーします。

※複数日エントリー可（1日ごとの登録となります） ※メールの受信設定を事前にご確認のうえ、お申し込みください。 

事務局から説明会の専用URL
とZoomのIDをメールでご連絡
いたします。

当日、所定の時間になりました
ら事務局から送付されました専用
URLよりご参加ください。
参加される際の服装は自由です。

STEP

2
STEP

3

開催内容は予告なく変更となる場合がございます。最新情報はホームページでご確認ください。また、お申し込みは下記メールアドレスまたは、

右記QRコードよりお申し込み下さい。 メールアドレス keieishien@fukaya-cci.or.jp

 事前エントリー締切 3/8㊊ 

必要なもの

33社の企業が参加予定！

要事前予約

詳細は埼北就職応
援サイトにアクセス
してご確認下さい



合同企業説明会
参 加 企 業 リ ス ト

※当日参加企業、求人内容等は変更になる場合があります。

※企業情報の詳細や求める職種については「埼北就職応援サイト」からご確認ください。　https://saihoku-job.jp/

オンライン合同企業説明会　タイムテーブル

令和2年度 埼玉県小規模事業経営支援事業企画提案事業

ビジネス・パワーアップ・プロジェクト2020

16 日 ㊋ 17 日 ㊌ 18 日 ㊍ 19 日 ㊎

10:00）

事業所名 （株）テラダ （株）内村電気
業　　種 卸売業 電気工事業

住　　所 深谷市国済寺616-5 深谷市岡部473-3

TEL 048-571-6165 048-585-2582

10:30）

事業所名 三矢精工（株） （株）オキナヤ 三ツ星ハウジング（株） 真下建設（株）
業　　種 製造業 卸売業・建設業 建設業 総合建設業

住　　所 深谷市上野台1400-10 熊谷市江南中央2-17-1 児玉郡上里町七本木3652-2 本庄市日の出1-5-7

TEL 048-573-3281 048-539-3333 0495-33-3131 0495-22-2154

11:00）

事業所名 （株）鈴木工務所 （株）シバサキ製作所 医療法人俊仁会 （株）愛鶏園
業　　種 建設業 製造業 医療業・福祉業 採卵養鶏業

住　　所 深谷市仲町8-19 大里郡寄居町桜沢1560-30 秩父市中村町2-8-14 深谷市本郷368

TEL 048-571-0252 048-581-3001 0494-21-7028 048-585-3381

11:30）

事業所名 （社福）秩父市社会福祉事業団 （株）伊東製作所
業　　種 社会福祉事業 製造業

住　　所 秩父市蒔田1977 熊谷市上之2919-10

TEL 0494-21-5535 048-521-2739

13:00）

事業所名 （株）新井機械製作所 日信岡部二光（株） （株）ノワテック （株）ウッディーコイケ
業　　種 製造業 製造業 建設業 製造業・林業

住　　所 深谷市沼尻655 深谷市岡2943-2 深谷市長在家975-1 秩父市下影森181

TEL 048-571-2151 048-585-3361 048-583-5892 0494-22-2821

13:30）

事業所名 （株）ユニフロー マルコーフーズ（株） （有）PUBLIC DINER 石山商工（株）
業　　種 製造業 食品製造業 飲食業 卸売業

住　　所 本庄市児玉町共栄540-15 深谷市新戒697-1 熊谷市佐谷田2083 熊谷市問屋町4-2-7

TEL 03-5719-6690 048-587-1200 048-521-3618 048-524-5581

14:00）

事業所名 社会福祉法人美里会 （株）ロフティー （株）酒井材木店 菱光石灰工業（株）
業　　種 福祉業 人材派遣業 小売業 製造業

住　　所 児玉郡美里町小茂田747-1 熊谷市宮町2-42熊谷ビル2F 大里郡寄居町寄居1386 秩父郡横瀬町横瀬2270

TEL 0495-76-0055 048-501-1335 048-581-4554 0494-23-1464

14:30）

事業所名 （株）オプナス 田部井建設（株） ツネイシカムテックス（株） ラジエンスウエア（株）
業　　種 製造業 総合建設業 サービス業 情報サービス業

住　　所 秩父市大宮4633-11 熊谷市上根102 大里郡寄居町三ケ山250-1 児玉郡上里町堤696-7

TEL 0494-88-2070 048-588-1551 048-582-5503 0495-35-6081

15:00）

事業所名 （有）丸一養鶏場 大曾根商事（株） （株）オリケイ KAKUTA テックフォージング（株）
業　　種 畜産業 製造業 包装資材卸売業 製造業

住　　所 大里郡寄居町赤浜2832 秩父郡皆野町皆野678-1 深谷市稲荷町2-7-38 児玉郡美里町広木1195

TEL 048-582-1135 0494-26-7533 048-532-1189 0495-75-1000

15:30）

事業所名 （有）エイミ
業　　種 福祉業

住　　所 深谷市折之口234-2

TEL 048-573-6752

埼玉北部オンライン


