
令和３年４月１９日発行 次回発行予定日　令和３年４月２６日

年齢・

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

205,000円～205,000円

（従業員数 15人 ）

正社員 11070- 1465911 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
170,000円～220,000円 (2)12時00分～21時00分

（従業員数 28人 ）

正社員 11070- 1469211 就業場所秩父市
月給 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)9時00分～18時00分
170,000円～220,000円 (2)12時00分～21時00分

（従業員数 11人 ）

正社員 11070- 1471311 就業場所秩父市
月給 変形（1年単位）

64歳以下 (1)8時30分～17時30分
230,000円～330,000円

（従業員数 7人 ）

正社員 11070- 1472611 就業場所
月給 変形（1年単位）

64歳以下 (1)8時30分～17時30分
200,000円～300,000円

（従業員数 7人 ）

正社員 11070- 1473911 就業場所
月給

64歳以下 (1)8時30分～17時30分
175,000円～175,000円

（従業員数 9人 ）

正社員 11070- 1474111 就業場所
時給 交替制あり

不問 (940円～1,100円) (1)9時00分～18時00分
161,680円～189,200円 (2)7時00分～16時00分

(3)17時00分～9時00分
（従業員数 25人 ）

正社員 11070- 1477211 就業場所秩父市
日給 変形（1年単位）

59歳以下 (7,200円～15,000円) (1)8時00分～17時00分
162,720円～339,000円

（従業員数 8人 ）

正社員 11070- 1480611 就業場所横瀬町
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分
250,000円～450,000円

（従業員数 8人 ）

正社員 11070- 1481911 就業場所横瀬町
日給 変形（1年単位）

50歳以下 (8,600円～8,600円) (1)8時00分～17時00分
181,460円～181,460円

（従業員数 12人 ）

正社員 11070- 1482111 就業場所秩父市
時給 交替制あり

不問 (930円～1,000円) 　7時30分～19時00分
160,704円～172,800円 　の間の8時間

（従業員数 36人 ）

正社員以外 11070- 1450811 就業場所秩父市
日給 変形（1年単位）

30歳以下 (8,000円～9,000円) (1)8時00分～17時00分
186,000円～228,000円

（従業員数 5人 ）

正社員 11070- 1454011 就業場所秩父市
時給

50歳以下 (966円～966円) (1)8時00分～17時00分
160,742円～160,742円

（従業員数 16人 ）

正社員 11070- 1458111 就業場所秩父市
時給

59歳以下 (1,000円～1,000円) (1)8時00分～17時00分
166,400円～166,400円

（従業員数 16人 ）

正社員 11070- 1460511 就業場所秩父市
月給 交替制あり

59歳以下 (1)8時30分～17時30分
215,000円～235,000円 (2)9時00分～18時00分

（従業員数 7人 ）

正社員 11070- 1462011 就業場所秩父市
月給

不問 (1)9時00分～18時30分
500,000円～600,000円

（従業員数 5人 ）

正社員 11070- 1427811 就業場所

薬剤師 有限会社　サンワ調
剤薬局

秩父市道生町２－６ 雇用・労災・
健康・厚生

薬剤師

雇用期間の定めなし 不問

生活相談員（秩父） 有限会社　三笠商事 秩父市下宮地町２０－２２ 雇用・労災・
健康・厚生

社会福祉士

介護福祉士
雇用期間の定めなし 定年を上限

介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）

軽作業（二次加工） 有限会社　坂井精密 秩父市黒谷１３３２－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

部品検査 有限会社　坂井精密 秩父市黒谷１３３２－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

森林整備・造園作業 有限会社　ヨコイ
チ・ガーデン

秩父市荒川上田野２１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

保育士・幼稚園教諭【１
日８時間勤務・フルタイ
ムパート】

学校法人　弘道学園
秩父こども園

秩父市東町２６－７ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

保育士

幼稚園教諭免許（専修・１
種・２種）雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）
不問

モーターの製造（寺
尾第２工場）

株式会社　小久保製
作所

秩父市定峰７４９ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

現場監督 株式会社　大場建設 横瀬町大字横瀬６５６５ 雇用・労災・
健康・厚生

２級土木施工管理技士

雇用期間の定めなし 定年を上限

土木作業員 株式会社　大場建設 横瀬町大字横瀬６５６５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

老人介護≪急募≫　＜
トライアル雇用併用求
人＞

有限会社　シンシア 秩父市番場町３－４ 雇用・労災・
健康・厚生

ホームヘルパー２級

雇用期間の定めなし 不問

医療事務（受付・会
計）

医療法人社団コスモ
会　あらいクリニッ
ク

秩父市本町１－１８ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

営業 株式会社ワン・ユー 秩父市宮側町５－１４　１階 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

弱電工事・電話工事・
ＬＡＮ工事等

株式会社ワン・ユー 秩父市宮側町５－１４　１階 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

洋食調理 株式会社　荷車屋 秩父市中宮地町５８８１ 雇用・労災・
健康・厚生

調理師

雇用期間の定めなし 不問

営業及び企画宣伝 株式会社　荷車屋 秩父市中宮地町５８８１ 雇用・労災・
健康・厚生

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

ルート配送 西武リース株式会社 秩父市栃谷５１－４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

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。
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◎ 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。
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◎ 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
不問 (1)8時00分～17時00分

210,000円～240,000円

（従業員数 20人 ）

正社員 11070- 1430311 就業場所
日給

59歳以下 (7,800円～7,800円) (1)7時45分～17時00分
159,900円～159,900円

（従業員数 5人 ）

正社員 11070- 1431611 就業場所長瀞町
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)9時00分～18時00分
200,000円～400,000円

（従業員数 133人 ）

正社員 11070- 1434711 就業場所秩父市
月給

不問 (1)10時00分～21時00分
180,000円～230,000円

（従業員数 3人 ）

正社員 11070- 1436211 就業場所
月給 変形（1年単位）

35歳以下 (1)8時30分～17時00分
160,000円～200,000円 (2)8時00分～13時00分

（従業員数 34人 ）

正社員 11070- 1442711 就業場所長瀞町
月給 変形（1年単位）

35歳以下 (1)8時30分～17時00分
160,000円～200,000円 (2)8時00分～13時00分

（従業員数 34人 ）

正社員 11070- 1443811 就業場所長瀞町
月給

44歳以下 (1)8時10分～17時00分
200,000円～250,000円

（従業員数 17人 ）

正社員 11070- 1402211 就業場所
時給 交替制あり

18歳～64歳 (950円～1,050円) (1)8時30分～17時30分
159,600円～176,400円 (2)20時30分～5時30分

（従業員数 85人 ）

正社員以外 11070- 1403511 就業場所
月給

35歳以下 (1)8時30分～17時00分
175,000円～200,000円

（従業員数 15人 ）

正社員 11070- 1404411 就業場所
時給 交替制あり

不問 (928円～930円) (1)7時00分～16時00分
156,646円～156,984円 (2)9時30分～18時30分

(3)10時30分～19時30分
（従業員数 73人 ）

正社員以外 11070- 1415611 就業場所小鹿野町
月給 交替制あり

不問 (1)8時00分～16時00分
150,000円～150,000円 (2)9時00分～17時00分

（従業員数 10人 ）

正社員以外 11070- 1424911 就業場所
月給 交替制あり

不問 (1)8時00分～16時00分
150,000円～150,000円 (2)9時00分～17時00分

（従業員数 10人 ）

正社員以外 11070- 1425111 就業場所
時給

不問 (940円～940円) (1)8時00分～17時00分
159,424円～159,424円

（従業員数 20人 ）

正社員以外 11070- 1428211 就業場所
月給 交替制あり

59歳以下 (1)8時30分～17時30分
205,400円～280,000円 (2)10時00分～19時00分

（従業員数 83人 ）

正社員 11070- 1393911 就業場所
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分
175,000円～250,000円

（従業員数 28人 ）

正社員 11070- 1396811 就業場所
月給 変形（1年単位）

40歳以下 (1)8時00分～17時00分
161,000円～250,000円

（従業員数 28人 ）

正社員 11070- 1397211 就業場所秩父市

一般事務≪急募≫ 株式会社　秩父源流
水

秩父市大滝４５５９ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

製造・品質管理《急
募》

株式会社　秩父源流
水

秩父市大滝４５５９ 雇用・労災・
健康・厚生

フォークリフト運転技能者

食品衛生管理者
雇用期間の定めなし 定年を上限

看護職員 社会福祉法人　秩父
正峰会　特別養護老
人ホーム　花菖蒲・
両神

小鹿野町両神薄１０６０番地１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

看護師

准看護師
雇用期間の定めなし 定年を上限

軽作業・検査作業 明光ダイカスト工業
株式会社

小鹿野町下小鹿野９５４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

☆【パックラフトガイ
ド】未経験者募集☆

株式会社アムスハウ
ス

長瀞町大字中野上５６０ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

☆【ラフティングガイ
ド】未経験者募集！経験
者優遇☆

株式会社アムスハウ
ス

長瀞町大字中野上５６０ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

介護職員：小鹿野苑（準
職員）未経験者歓迎　※
夜勤なし

社会福祉法人　小鹿
野福祉会

小鹿野町下小鹿野２５５１番地 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

紙袋製造作業≪トライ
アル雇用併用求人≫

株式会社ニッポー
秩父工場

秩父市大宮４６３９－２ 雇用・労災・
健康・厚生

フォークリフト運転技能者

玉掛技能者
雇用期間の定めなし キャリア形

成

ＮＣ自動旋盤のオペ
レーター補助作業

株式会社　新井精密 秩父市小柱６７０番地 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

テント・シート製品の製
作（主に高周波ウェルダ
による作業）

秩父プラスチック工
業株式会社　長瀞工
場

長瀞町大字長瀞１２９５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

営業　＜トライアル
雇用併用求人＞

南州工業株式会社 長瀞町大字岩田９３８－３ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし キャリア形
成

自動旋盤工＜トライア
ル雇用併用求人＞

南州工業株式会社 長瀞町大字岩田９３８－３ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし キャリア形
成

調理接客 亭端 秩父市大宮５９１９ 雇用・労災 調理師

雇用期間の定めなし 不問

電気回路設計・制御
ソフト設計

株式会社　シバサキ 秩父市堀切５０７ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

事務員 シンテック株式会社 長瀞町大字野上下郷３３３７－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

品質管理業務 明光ダイカスト工業
株式会社

小鹿野町下小鹿野９５４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

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。


