
令和４年２月７日発行 毎月５日・２０日発行予定（休日の場合は翌日発行）

日給 変形（1ヶ月単位）
(7,700円～15,000円) (1)8時00分～17時00分
166,320円～325,500円

11070-  449421 就業場所
月給 交替制あり

(1)7時00分～21時00分
161,883円～161,883円 (2)10時00分～0時00分

(3)10時00分～18時00分

11070-  399121 就業場所
時給

(1)9時00分～12時00分
960円～960円

11070-  408621 就業場所 秩父市
時給

(1)9時00分～15時00分
956円～980円

11070-  411821 就業場所 秩父市
時給

　10時00分～17時00分
956円～956円 　の間の3時間

11070-  341821 就業場所
時給

(1)17時00分～19時30分
960円～1,200円

11070-  324721 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-  213221 就業場所 小鹿野町
時給 変形（1ヶ月単位）

(1)7時00分～11時00分
956円～1,000円 (2)8時30分～12時30分

(3)14時30分～18時30分

11070-    9021 就業場所 秩父市
時給

(1)8時30分～17時30分
956円～1,000円

11070-   19821 就業場所
日給

(8,600円～14,300円) (1)8時00分～17時00分
179,740円～298,870円 (2)7時30分～16時30分

11070- 4451911 就業場所
日給

(9,500円～16,700円） (1)8時00分～17時00分
198,550円～349,030円 (2)7時30分～16時30分

11070- 4452111 就業場所
時給

(1)7時30分～16時45分
1,000円～1,200円 (2)7時00分～12時00分

11070- 4424011 就業場所
時給 交替制あり

　11時00分～21時00分
956円～956円 　の間の3時間程度

11070- 4429711 就業場所
時給

(1)14時00分～20時00分
956円～1,200円

11070- 4387311 就業場所

接客・配膳 新木鉱泉旅館 秩父市上山田１５３８
の１

雇用期間の定めなし

パート労働者

パート労働者
接客、調理 生そば処八木 秩父市番場町１７－１

１　ＭＩＹＵＫＩビル
２Ｆ雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

パート労働者

カート整備 ザ　ナショナルカント
リー倶楽部　埼玉

秩父市堀切１３６

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

正社員
施工管理 株式会社　岩田組 小鹿野町両神薄２３０

６

雇用期間の定めなし

正社員

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
現場作業員 株式会社　岩田組 小鹿野町両神薄２３０

６

雇用期間の定めなし

介護士（パート） 医療法人　俊仁会 秩父市中村町２－８－
１４

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

パート労働者

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

洗い場スタッフ≪急募≫ 株式会社　ＷＡヴィジョ
ン（Ｗ．Ａ．ダイニング
カーサ・ミナノ）

皆野町大字国神字柿平
４２１

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

パート労働者

事務 サンホーム株式会社 秩父市阿保町１１－３

雇用期間の定めなし

パート労働者

選別作業員 秩父リサイクル事業協同
組合

秩父市大野原６０１－
１

雇用期間の定めなし

パート労働者

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

職種 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

タクシー運転手 株式会社星野 秩父市宮側町５－１

雇用期間の定めなし

現場作業員 須田建設　株式会社 小鹿野町小鹿野９６７
－１

雇用期間の定めなし

正社員

◎ 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。

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４年２月７日発行 毎月５日・２０日発行予定（休日の場合は翌日発行）

職種 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

◎ 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。

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

時給
(1)10時00分～14時00分

956円～956円

11070- 4388611 就業場所 秩父市
時給

(1)10時00分～19時00分
960円～1,100円 (2)7時00分～16時00分

(3)17時00分～9時00分

11070- 4353311 就業場所 秩父市
時給 交替制あり

(960円～1,100円) (1)10時00分～19時00分
165,120円～189,200円 (2)7時00分～16時00分

(3)17時00分～9時00分

11070- 4354611 就業場所 秩父市
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- 4356111 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- 4357711 就業場所
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- 4274611 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- 4279211 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- 4281311 就業場所
時給

(1)17時00分～9時30分
960円～1,000円

11070- 4208611 就業場所
時給 変形（1ヶ月単位）

(1)9時00分～15時00分
1,400円～1,400円

11070- 4186611 就業場所 秩父市
時給

(1)8時30分～17時30分
1,000円～1,100円

11070- 4201711 就業場所
時給

(1)9時00分～15時00分
1,000円～1,000円 (2)9時00分～16時00分

(3)9時00分～12時00分

11070- 4169011 就業場所 秩父市
時給

(1)8時30分～17時00分
1,000円～1,000円 (2)9時00分～16時00分

(3)10時00分～15時00分

11070- 4170911 就業場所 秩父市
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- 4095511 就業場所パート労働者

ポスティング及びお客様新規開拓
《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）

パート労働者
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）

ルート配送＜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）

パート労働者

パート労働者
介護補助員 社会福祉法人　みなの福

祉会　悠う湯ホーム
皆野町大字下日野沢３
９０６－３

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

パート労働者

介護職員（夜勤専門） 社会福祉法人カナの会
障害者支援施設カーサ・
ミナノ

皆野町大字国神字柿平
４２１

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

パート労働者
理学療法士・作業療法士 医療法人　俊仁会 秩父市中村町２－８－

１４

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

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ヶ月以上）

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

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

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

パート労働者

老人介護≪急募≫ 有限会社　シンシア 秩父市番場町３－４

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

パート労働者
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

雇用期間の定めなし

パート労働者

清掃・雑務 新木鉱泉旅館 秩父市上山田１５３８
の１

雇用期間の定めなし


