
令和３年１０月５日発行 毎月５日・２０日発行予定（休日の場合は翌日発行）

時給
(1)8時30分～17時30分

956円～1,000円

11070- 3333511 就業場所
時給

(1)9時00分～18時00分
1,000円～2,000円

11070- 3334411 就業場所
月給

(1)9時00分～18時00分
180,000円～250,000円

11070- 3335011 就業場所
月給 変形（1年単位）

(1)12時00分～20時00分
221,900円～226,500円 (2)20時00分～3時00分

11070- 3341511 就業場所
月給 変形（1年単位）

(1)12時00分～20時00分
256,500円～261,100円 (2)20時00分～3時00分

11070- 3342411 就業場所
時給

(1)9時00分～17時00分
960円～960円 (2)9時00分～16時00分

(3)9時00分～15時00分

11070- 3344311 就業場所 小鹿野町
時給

(1)7時00分～14時00分
956円～1,000円 (2)7時00分～10時00分

11070- 3365811 就業場所 横瀬町
月給 変形（1ヶ月単位）

(1)7時30分～16時30分
161,250円～209,800円 (2)8時30分～17時30分

(3)9時30分～18時30分

11070- 3371111 就業場所 秩父市
時給 交替制あり

(1)8時00分～15時00分
956円～956円 (2)8時00分～14時00分

(3)7時30分～15時00分

11070- 3274911 就業場所
時給

(1)8時00分～17時00分
1,100円～1,300円 (2)5時00分～14時00分

11070- 3257611 就業場所
時給

(1)8時00分～17時00分
1,300円～1,500円 (2)5時00分～14時00分

11070- 3258911 就業場所
時給

(1)8時30分～17時00分
956円～1,000円 (2)9時00分～17時00分

11070- 3235211 就業場所 秩父市
時給

(1)9時00分～17時00分
956円～956円 (2)9時00分～12時00分

(3)13時00分～17時00分

11070- 3218811 就業場所 秩父市
時給 変形（1ヶ月単位）

(1,000円～1,200円) (1)8時00分～17時00分
172,800円～207,360円

11070- 3180411 就業場所
日給

(12,000円～15,000円) (1)8時00分～17時00分
1,714円～2,142円

就業時間

介護スタッフ（デイサービス） 有限会社　タイヘイ建宅
（古民家デイサービス　い
ろり）

秩父市田村１２５６

雇用期間の定めなし

パート労働者
あん摩マッサージ指圧師 有限会社　タイヘイ建宅

（古民家デイサービス　い
ろり）

秩父市田村１２５６

雇用期間の定めなし

パート労働者

職種 賃金 求人者名 所在地・就業場所

正社員
運転手（トレーラー） 新井運送株式会社 皆野町大字皆野９０番

地１

雇用期間の定めなし

正社員

あん摩マッサージ指圧師＜トライア
ル雇用併用求人＞

有限会社　タイヘイ建宅
（古民家デイサービス　い
ろり）

秩父市田村１２５６

雇用期間の定めなし

正社員
運転手（大型） 新井運送株式会社 皆野町大字皆野９０番

地１

雇用期間の定めなし

パート労働者
介護士（秩父第一病院） 医療法人　俊仁会 秩父市中村町２－８－

１４

雇用期間の定めなし

正社員

組立・加工 有限会社マルト 小鹿野町飯田１８１５

雇用期間の定めなし

パート労働者
調理・接客（よこぜ食堂）【トライ
アル雇用併用求人】

株式会社　セブンデイズ
三代目山ちゃん

横瀬町大字横瀬４３５
８－２

雇用期間の定めなし

パート労働者
運転手（トレーラー） 新井運送株式会社 皆野町大字皆野９０番

地１

雇用期間の定めなし

パート労働者

清掃 本強矢整形外科病院 秩父市下影森８７１

雇用期間の定めなし

パート労働者
運転手（大型） 新井運送株式会社 皆野町大字皆野９０番

地１

雇用期間の定めなし

パート労働者
機械補助作業 株式会社　共栄機工 皆野町皆野１６４５

雇用期間の定めなし

正社員

サービスマスター（お掃除サービ
ス）＜秩父＞

株式会社ダスキンサーヴ北
関東　ダスキンちちぶ

秩父市下影森８９０－
５

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

パート労働者
サービスマスター（お掃除サービ
ス）＜秩父＞《急募》

株式会社ダスキンサーヴ北
関東　ダスキンちちぶ

秩父市下影森８９０－
５

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

現場代理人及び現場工事 霜田電気　株式会社 皆野町大字皆野１１３
２－７

雇用期間の定めなし

◎ 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。

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



令和３年１０月５日発行 毎月５日・２０日発行予定（休日の場合は翌日発行）

就業時間職種 賃金 求人者名 所在地・就業場所

◎ 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。

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

11070- 3139411 就業場所
時給

(1)7時10分～16時10分
958円～958円

11070- 3106411 就業場所
時給 変形（1ヶ月単位）

(956円～1,500円) (1)8時00分～17時00分
162,042円～254,250円

11070- 3058511 就業場所 秩父市
月給 変形（1ヶ月単位）

(1)7時00分～16時00分
220,000円～312,500円 (2)9時00分～18時00分

(3)10時00分～19時00分

11070- 2941811 就業場所
時給 変形（1ヶ月単位）

(1)7時00分～16時00分
1,200円～1,600円 (2)9時00分～18時00分

(3)10時00分～19時00分

11070- 2943511 就業場所
時給 交替制あり

(1)8時15分～17時00分
960円～1,040円 (2)13時15分～17時00分

(3)8時15分～13時30分

11070- 3054111 就業場所 秩父市
時給

(1)18時00分～22時00分
1,100円～1,100円 (2)9時00分～15時00分

(3)15時00分～21時00分

11070- 2737011 就業場所
時給 交替制あり

(1)9時30分～12時00分
960円～960円 (2)12時00分～15時00分

(3)9時30分～16時00分

11070- 2738311 就業場所
時給

(1)7時00分～11時00分
960円～960円 (2)17時00分～21時00分

11070- 2739611 就業場所
時給

(1)9時00分～12時00分
1,000円～1,000円 (2)15時00分～20時00分

11070- 2721611 就業場所
月給 変形（1ヶ月単位）

(1)7時00分～16時00分
201,300円～289,900円 (2)9時00分～18時00分

(3)13時00分～22時00分

11070- 2680011 就業場所
時給

(1)9時00分～12時00分
960円～960円

11070- 2689411 就業場所 秩父市
月給 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～17時00分
184,200円～204,200円 (2)8時30分～17時30分

(3)17時00分～9時00分

11070- 2608611 就業場所 秩父市

パート労働者
きのこ製造 有限会社　角仲林業 秩父市大滝９６３

雇用期間の定めなし

正社員

パート労働者
医療ケアスタッフ／介護として医療
現場で働ける数少ない仕事

医療法人　彩清会　清水病
院

皆野町大字皆野１３９
０－２

雇用期間の定めなし

パート労働者

看護職（契約社員） 社会福祉法人　ちちぶ慈洋
福祉会　愛宕の杜

秩父市大野原７８６番
地

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

正社員以外
看護職 社会福祉法人　ちちぶ慈洋

福祉会　愛宕の杜
秩父市大野原７８６番
地

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

パート労働者
客室・館内の清掃 いこいの村ヘリテイジ美の

山　（株式会社エイチ・
アール・エス）

皆野町大字皆野３４１
５

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

パート労働者

介護員 株式会社　坂　（デイサー
ビスセンターグレープ）

秩父市蒔田字相ノ道１
７９０－３

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

パート労働者
フロント・予約 いこいの村ヘリテイジ美の

山　（株式会社エイチ・
アール・エス）

皆野町大字皆野３４１
５

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

パート労働者
介護職員（契約社員） 社会福祉法人　ちちぶ慈洋

福祉会　愛宕の杜
秩父市大野原７８６番
地

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

正社員以外

レストランや宴会場での接客 いこいの村ヘリテイジ美の
山　（株式会社エイチ・
アール・エス）

皆野町大字皆野３４１
５

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

パート労働者
旅館スタッフ 旅籠一番 秩父市栃谷６４５

雇用期間の定めなし

正社員

お弁当の配達 株式会社　荷車屋 秩父市中宮地町５８８
１

雇用期間の定めなし

パート労働者
介護士（入所）【介護職員実務者研
修修了者】

医療法人　俊仁会 秩父市中村町２－８－
１４

雇用期間の定めなし


