
令和４年１１月７日発行 次回発行予定日　令和４年１１月１４日

年齢・

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時20分～17時00分

170,000円～170,000円

（従業員数 6人 ）

正社員 11070- 4220921 就業場所皆野町
月給

64歳以下 (1)8時00分～17時00分
185,990円～284,400円

（従業員数 3人 ）

正社員 11070- 4184721 就業場所
月給

64歳以下 (1)8時30分～17時30分
280,000円～280,000円

（従業員数 78人 ）

正社員 11070- 4185821 就業場所
日給

不問 （7,920円～10,000円） (1)8時00分～17時00分
168,300円～212,500円

（従業員数 9人 ）

正社員 11070- 4192721 就業場所横瀬町
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)7時00分～15時40分
180,000円～220,000円

（従業員数 80人 ）

正社員 11070- 4208221 就業場所
月給 交替制あり

64歳以下 　9時00分～18時30分
189,080円～198,000円 　の間の8時間

（従業員数 4人 ）

正社員 11070- 4146521 就業場所皆野町
月給 変形（1年単位）

64歳以下 (1)9時00分～18時00分
210,000円～360,000円

（従業員数 4人 ）

正社員 11070- 4148321 就業場所秩父市
時給

不問 （990円～990円） (1)8時45分～17時00分
146,421円～146,421円

（従業員数 20人 ）

正社員以外 11070- 4153221 就業場所秩父市
月給

64歳以下 (1)8時30分～17時30分
202,000円～217,000円

（従業員数 4人 ）

正社員 11070- 4154521 就業場所秩父市
月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分
220,000円～270,000円

（従業員数 12人 ）

正社員 11070- 4155421 就業場所秩父市
月給 交替制あり

不問 (1)8時15分～17時00分
179,600円～223,500円 (2)10時00分～18時45分

（従業員数 219人 ）

正社員以外 11070- 4156321 就業場所秩父市
月給 交替制あり

不問 (1)8時30分～17時15分
188,600円～232,500円 (2)7時00分～15時45分

(3)11時30分～20時15分
（従業員数 219人 ）

正社員以外 11070- 4157621 就業場所
月給

18歳～64歳 (1)8時15分～16時45分
177,000円～187,000円 (2)8時15分～15時45分

(3)16時45分～9時00分
（従業員数 16人 ）

正社員 11070- 4142021 就業場所
時給

不問 （1,050円～1,150円） (1)8時10分～16時55分
158,973円～174,114円

（従業員数 4人 ）

有期雇用派遣労働者 11070- 4143721 就業場所小鹿野町
時給 交替制あり

18歳以上 （1,200円～1,300円） (1)8時00分～17時00分
144,000円～156,000円 (2)20時00分～5時00分

（従業員数 4人 ）

有期雇用派遣労働者 11070- 4144821 就業場所小鹿野町
月給 変形（1年単位）

64歳以下 (1)8時00分～17時30分
210,000円～360,000円

（従業員数 9人 ）

正社員 11070- 4147421 就業場所秩父市

電気工事の施工管理、
設計、積算業務

有限会社　アザミ電
気

秩父市下影森８８０－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

派）自動機械の補助
的な作業《急募》

ヤマトセイコー　株
式会社

秩父市下影森１３５４－４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

法令の規定
により年齢
制限がある

派）組立作業！マグ
ネットスイッチの組立
作業

ヤマトセイコー　株
式会社

秩父市下影森１３５４－４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

看護師及び准看護師 医療法人　芳仁会
落合眼科医院

長瀞町本野上１０８３ 雇用・労災・
健康・厚生

看護師

准看護師
雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職（契約）≪偕
楽苑≫

社会福祉法人　秩父
市社会福祉事業団

秩父市蒔田１９７７ 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≪養護老人
ホーム長寿荘≫

社会福祉法人　秩父
市社会福祉事業団

秩父市蒔田１９７７ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

測量設計 株式会社　荒川瀧石 秩父市荒川上田野７８５－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

測量士

雇用期間の定めなし 定年を上限

配達・販売（正社
員）

株式会社　明治デリ
カ秩父

秩父市太田９４５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

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

家電販売、修理ス
タッフ

有限会社　アザミ電
気

秩父市下影森８８０－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

調剤事務 株式会社　イチワタ 皆野町大字皆野８２８－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

製造社員 楽陽食品株式会社
関東事業所　秩父工
場

秩父市吉田久長２０６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

運転手兼作業員 埼玉グリ－ン産業株
式会社　清掃部

横瀬町大字横瀬１１３２－１ 雇用・労災・
健康・厚生

準中型自動車免許

中型自動車免許
雇用期間の定めなし 不問

支援相談員＜急募＞ 医療法人　健秀会 横瀬町大字横瀬５８５０ 雇用・労災・
健康・厚生

社会福祉士

その他の福祉・介護関係資
格雇用期間の定めなし 定年を上限

配管設備工又は施工
管理

有限会社　秩父設備 秩父市中村町４－１－３ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

１級管工事施工管理技士

２級管工事施工管理技士
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 必要な免許資格年齢制限
該当事由

自動車整備及び販売 安全自動車工業株式
会社

皆野町大字皆野５０４ 雇用・労災・
健康・厚生

三級自動車整備士

二級自動車整備士
雇用期間の定めなし 定年を上限

◎ 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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