
令和３年３月２２日発行 次回発行予定日　令和３年３月２９日

年齢・

月給 変形（1ヶ月単位）
39歳以下 (1)6時00分～15時00分

272,000円～320,000円

（従業員数 52人 ）

正社員 11070- 1116411 就業場所皆野町
月給

64歳以下 (1)7時30分～16時30分
168,600円～177,200円 (2)8時00分～17時00分

(3)10時30分～19時30分
（従業員数 7人 ）

正社員 11070- 1104711 就業場所長瀞町
月給

64歳以下 (1)7時30分～16時30分
168,600円～177,200円 (2)8時00分～17時00分

(3)10時30分～19時30分
（従業員数 18人 ）

正社員 11070- 1107511 就業場所秩父市
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～16時40分
162,594円～380,000円

（従業員数 50人 ）

正社員 11070- 1111111 就業場所横瀬町
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時15分～16時55分
360,000円～550,000円

（従業員数 6人 ）

正社員 11070- 1112711 就業場所横瀬町
月給 交替制あり

不問 (1)8時40分～17時40分
165,000円～200,000円 (2)20時40分～5時40分

（従業員数 50人 ）

正社員以外 11070- 1114211 就業場所秩父市
月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)9時30分～19時00分
200,000円～200,000円

（従業員数 5人 ）

正社員 11070- 1084511 就業場所秩父市
月給 交替制あり

18歳以上 (1)7時00分～16時00分
204,000円～213,500円 (2)13時00分～22時00分

(3)22時00分～7時00分
（従業員数 22人 ）

正社員 11070- 1090711 就業場所秩父市
月給

不問 (1)13時00分～21時00分
200,000円～200,000円

（従業員数 7人 ）

正社員 11070- 1100311 就業場所秩父市
月給

不問 (1)8時00分～17時00分
160,000円～250,000円

（従業員数 6人 ）

正社員 11070- 1103111 就業場所
月給 交替制あり

64歳以下 (1)7時00分～16時00分
204,360円～232,100円 (2)8時30分～17時30分

(3)11時00分～20時00分
（従業員数 55人 ）

正社員 11070- 1076511 就業場所長瀞町
月給 変形（1年単位）

45歳以下 (1)9時00分～18時00分
215,000円～300,000円

（従業員数 4人 ）

正社員 11070- 1079311 就業場所秩父市
月給

不問 (1)8時00分～17時00分
164,000円～290,000円

（従業員数 9人 ）

正社員 11070- 1080111 就業場所小鹿野町
時給 変形（1年単位）

50歳以下 （1,000円～1,000円） (1)8時00分～17時00分
172,800円～172,800円

（従業員数 28人 ）

正社員 11070- 1081711 就業場所秩父市
月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)9時00分～18時00分
170,000円～230,000円

（従業員数 6人 ）

正社員 11070- 1062611 就業場所
月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)9時00分～18時00分
161,000円～170,000円

（従業員数 6人 ）

正社員 11070- 1063911 就業場所

事務員 株式会社　宮地商事 秩父市相生町１５番１６号 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

ＷＥＢデザイナー・イ
ンターネット運営管理

株式会社　宮地商事 秩父市相生町１５番１６号 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

ユニック車によるプ
レカット材輸送

昭和通運　株式会社 横瀬町横瀬４１４６番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

準中型自動車免許

大型自動車免許
雇用期間の定めなし キャリア形

成 移動式クレーン運転士

精密加工部品の検査
〈トライアル雇用併用
求人〉

有限会社　井戸製作
所

小鹿野町下小鹿野１１１８－５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

請）家電設置作業
（未経験者歓迎！）

アスピレーション株
式会社

秩父市近戸町１８番２号 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

介護職員 社会福祉法人　長瀞
福祉会

長瀞町大字野上下郷４２８ 雇用・労災・
健康・厚生

介護職員初任者研修修了者

介護福祉士
雇用期間の定めなし 定年を上限

運転及び作業員 有限会社　埼玉グ
ローバル産業

長瀞町大字岩田４４ 雇用・労災・
健康・厚生

中型自動車免許

大型自動車免許
雇用期間の定めなし 不問

フォークリフト運転技能者

接客・配膳・調理補
助

有限会社　かやの家 秩父市荒川小野原１００９の１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

介護職【永田屋】正
職員

社会福祉法人　秩父
福祉会　特別養護老
人ホーム　白砂恵慈
園

秩父市吉田久長１８６－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

介護福祉士

その他の福祉・介護関係資
格雇用期間の定めなし 法令の規定

により年齢
制限がある

【正社員】フィットネス施設
接客スタッフ（秩父桜店）

株式会社むさしの
カーブス

秩父市黒谷１１９８－３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

製造作業員 株式会社　トウ・プ
ラス

秩父市桜木町３－１７ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

総務・人事 菱光石灰工業　株式
会社

横瀬町大字横瀬２２７０ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

設備管理 菱光石灰工業　株式
会社

横瀬町大字横瀬２２７０ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護員（グループ
ホームあおば）

有限会社　あおば
ホーム

秩父市小柱１９６番地 雇用・労災・
健康・厚生

ホームヘルパー２級

介護福祉士
雇用期間の定めなし 定年を上限

フォークリフト運転技能者

介護員（エルダー
ホームながとろ）

有限会社　あおば
ホーム

秩父市小柱１９６番地 雇用・労災・
健康・厚生

ホームヘルパー２級

介護福祉士
雇用期間の定めなし 定年を上限

必要な免許資格年齢制限
該当事由

運転手（中型ユニッ
ク車）

関根運輸　有限会社 皆野町皆野１８８０－５ 雇用・労災・
健康・厚生

中型自動車免許

玉掛技能者
雇用期間の定めなし キャリア形

成

職種 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間 加入保険等

◎ 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。

ジョブプラザちちぶ
TEL 0494-24-5222

ハローワーク秩父

（秩父公共職業安定所）
TEL 0494-22-3215

で ！ハローワーク秩父 検索

この他にも「ハローワーク秩父」「ハローワーク秩父ジョブプラザちちぶ」では、フルタイム及びパートの求人を閲覧できます。



令和３年３月２２日発行 次回発行予定日　令和３年３月２９日

年齢・
必要な免許資格年齢制限

該当事由
職種 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間 加入保険等

◎ 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。

ジョブプラザちちぶ
TEL 0494-24-5222

ハローワーク秩父

（秩父公共職業安定所）
TEL 0494-22-3215

で ！ハローワーク秩父 検索

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)9時00分～18時00分

170,000円～200,000円

（従業員数 6人 ）

正社員 11070- 1064111 就業場所
時給

不問 （930円～930円） (1)8時45分～17時00分
137,547円～137,547円

（従業員数 20人 ）

正社員以外 11070- 1067211 就業場所秩父市
月給

69歳以下 (1)8時30分～17時30分
163,500円～302,000円 (2)8時00分～17時00分

（従業員数 45人 ）

正社員 11070- 1071911 就業場所秩父市
月給

69歳以下 (1)8時30分～17時30分
164,650円～251,200円 (2)8時00分～17時00分

（従業員数 45人 ）

正社員 11070- 1072111 就業場所秩父市

サービス提供責任者
【トライアル雇用併用
求人】

有限会社　風原 秩父市日野田町２丁目１４番５号 雇用・労災・
健康・厚生

介護福祉士

介護職員実務者研修修了者
雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職員初任者研修修了者

生活相談員【トライ
アル雇用併用求人】

有限会社　風原 秩父市日野田町２丁目１４番５号 雇用・労災・
健康・厚生

介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）
介護福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限
社会福祉士

銀行の一般事務 株式会社東和銀行
秩父支店

秩父市中町９－１１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

ＷＥＢデザインと事
務作業

株式会社　宮地商事 秩父市相生町１５番１６号 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

この他にも「ハローワーク秩父」「ハローワーク秩父ジョブプラザちちぶ」では、フルタイム及びパートの求人を閲覧できます。


