
令和４年１１月１４日発行 次回発行予定日　令和４年１１月２１日

年齢・

月給
不問 (1)8時00分～17時00分

162,000円～200,000円

（従業員数 7人 ）

正社員 11070- 4308321 就業場所小鹿野町
月給 交替制あり

不問 (1)10時00分～19時00分
200,000円～280,000円 (2)13時00分～22時00分

（従業員数 3人 ）

正社員 11070- 4314521 就業場所秩父市
月給

59歳以下 (1)8時05分～17時05分
172,210円～172,210円

（従業員数 50人 ）

正社員以外 11070- 4316321 就業場所
時給

59歳以下 （1,013円～1,013円） (1)8時05分～17時05分
172,210円～172,210円

（従業員数 50人 ）

正社員以外 11070- 4317621 就業場所
月給 変形（1年単位）

不問 (1)7時00分～16時00分
180,000円～280,000円 (2)8時00分～17時00分

(3)9時00分～18時00分
（従業員数 12人 ）

正社員以外 11070- 4299821 就業場所皆野町
月給

59歳以下 (1)8時00分～17時00分
230,000円～300,000円

（従業員数 5人 ）

正社員 11070- 4300921 就業場所秩父市
月給

35歳以下 (1)8時20分～17時30分
177,000円～245,000円

（従業員数 14人 ）

正社員 11070- 4301121 就業場所秩父市
時給 交替制あり

不問 （990円～990円） (1)8時30分～17時15分
170,280円～170,280円 (2)9時00分～17時45分

（従業員数 25人 ）

正社員以外 11070- 4303721 就業場所小鹿野町
月給

64歳以下 　5時00分～20時00分
200,000円～300,000円 　の間の8時間程度

（従業員数 35人 ）

正社員 11070- 4305221 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
280,000円～350,000円

（従業員数 35人 ）

正社員 11070- 4306521 就業場所横瀬町
月給

39歳以下 (1)8時30分～17時00分
169,830円～191,964円

（従業員数 180人 ）

正社員 11070- 4295921 就業場所
月給

45歳以下 (1)8時30分～17時30分
200,000円～250,000円

（従業員数 59人 ）

正社員 11070- 4257721 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- 4258821 就業場所秩父市
月給

64歳以下 (1)8時00分～17時00分
190,400円～250,400円

（従業員数 120人 ）

正社員 11070- 4267521 就業場所
月給

64歳以下 (1)8時00分～16時50分
180,000円～300,000円

（従業員数 174人 ）

正社員 11070- 4273821 就業場所秩父市
月給

64歳以下 (1)8時00分～16時50分
158,000円～200,000円

（従業員数 177人 ）

正社員 11070- 4274221 就業場所秩父市

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

請）組立・検査・梱
包

株式会社小高製作所 小鹿野町下小鹿野１１２９－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

接客・調理≪急募≫ 株式会社　秩父フー
ドクリエイツ

秩父市中町１１－２ 労災 食品衛生管理者

雇用期間の定めなし 不問

電子機器の工程管理 ニッケイインスツル
メンツ株式会社

小鹿野町小鹿野１３５９－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

電子機器の組立・検
査

ニッケイインスツル
メンツ株式会社

小鹿野町小鹿野１３５９－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

サービススタッフ サン・グリーン株式
会社

皆野町大字下日野沢３７２７ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

自動車整備士 秩通商事株式会社 秩父市宮側町６－１１ 雇用・労災・
健康・厚生

三級自動車整備士

雇用期間の定めなし 定年を上限

消防自動車製造〈トラ
イアル雇用併用求人〉

埼玉消防機械　株式
会社

秩父市東町７－５
西武線西武秩父駅から徒歩５分　秩
父線御花畑から徒歩１分

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

厨房係 一般財団法人　小鹿
野町振興公社

小鹿野町両神薄２２４５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

調理及び調理見習い 有限会社　美やま温
泉（ホテル美やま）

秩父市山田１２９４－１ 雇用・労災・
健康・厚生

調理師

雇用期間の定めなし 定年を上限

大型トレーラ運転者
【秩父営業所】

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

大型自動車免許

牽引免許
雇用期間の定めなし 定年を上限

医師事務作業補助者 医療法人徳洲会　皆
野病院

皆野町大字皆野２０３１－１ 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

【正社員】【未経験ОＫ】葬
祭プランナー業務全般

株式会社むさしの
お葬式のむさしの

秩父市大野原５９０－３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

【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

相談員 医療法人社団　医新会
医新クリニック（長瀞
医新クリニック・縄文
の里長瀞倶楽部）

長瀞町大字岩田５８７番地 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）

保守修繕【１１／２２
会社説明会＆見学会】

株式会社　リテラ 小鹿野町両神薄２７０３ 雇用・労災・
健康・厚生

フォークリフト運転技能者

第二種電気工事士
雇用期間の定めなし 定年を上限

事務《品質管理・検査》【１
１／２２会社説明会＆見学
会】

株式会社　リテラ 小鹿野町両神薄２７０３ 雇用・労災・
健康・厚生

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。

【１２月９日（金）　合同就職面接会開催！】お問合せ先　ちちぶ雇用活性化協議会　☎0494-26-7691



令和４年１１月１４日発行 次回発行予定日　令和４年１１月２１日

年齢・
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

◎ 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 交替制あり
59歳以下 (1)9時00分～18時00分

180,000円～280,000円 (2)10時00分～19時00分
(3)12時00分～21時00分

（従業員数 25人 ）

正社員 11070- 4275521 就業場所
月給

59歳以下 (1)7時00分～16時00分
175,000円～280,000円

（従業員数 40人 ）

正社員 11070- 4276421 就業場所小鹿野町
月給

59歳以下 (1)8時00分～17時00分
250,000円～300,000円

（従業員数 5人 ）

正社員 11070- 4225221 就業場所秩父市
月給

60歳～64歳 (1)8時00分～17時00分
250,000円～300,000円

（従業員数 5人 ）

正社員以外 11070- 4226521 就業場所秩父市
月給

59歳以下 (1)8時00分～17時00分
230,000円～250,000円

（従業員数 5人 ）

正社員 11070- 4227421 就業場所秩父市
月給

60歳～64歳 (1)8時00分～17時00分
230,000円～250,000円

（従業員数 5人 ）

正社員以外 11070- 4228321 就業場所秩父市
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分
170,000円～250,000円

（従業員数 15人 ）

正社員 11070- 4234521 就業場所秩父市
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分
170,000円～250,000円

（従業員数 13人 ）

正社員 11070- 4235421 就業場所
日給 変形（1年単位）

55歳以下 （8,800円～8,800円） (1)8時00分～17時00分
185,680円～185,680円

（従業員数 16人 ）

正社員 11070- 4241221 就業場所秩父市
日給 変形（1年単位）

40歳以下 （8,500円～8,500円） (1)8時00分～17時30分
195,500円～195,500円

（従業員数 6人 ）

正社員 11070- 4243421 就業場所秩父市
月給 交替制あり

62歳以下 (1)6時00分～16時00分
195,000円～230,000円 (2)6時30分～16時30分

（従業員数 46人 ）

正社員 11070- 4245621 就業場所
月給 交替制あり

62歳以下 (1)6時00分～15時00分
230,000円～300,000円 (2)9時00分～18時00分

(3)12時00分～21時00分
（従業員数 46人 ）

正社員 11070- 4247121 就業場所
時給

59歳以下 （1,000円～1,050円） (1)8時00分～15時40分
157,984円～165,883円

（従業員数 27人 ）

正社員 11070- 4251421 就業場所

厨房 秩父温泉　株式会社 皆野町大字下日野沢４０００ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

生産ラインの操作・管
理及び監督（小鹿野工
場）

中山工業　株式会社
小鹿野工場

小鹿野町小鹿野５８０ 
（西武バス小鹿野バス停から徒歩３
分）

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 有限会社　晴航商運 秩父市栃谷２２６番地２ 雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車免許

フォークリフト運転技能者
雇用期間の定めなし 定年を上限

運転手 有限会社　晴航商運 秩父市栃谷２２６番地２ 雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車免許

フォークリフト運転技能者
雇用期間の定めなし 高齢者等の

特定年齢層
の雇用促進

運転手（中型） 有限会社　晴航商運 秩父市栃谷２２６番地２ 雇用・労災・
健康・厚生

中型自動車免許

フォークリフト運転技能者
雇用期間の定めなし 定年を上限

運転手（中型） 有限会社　晴航商運 秩父市栃谷２２６番地２ 雇用・労災・
健康・厚生

中型自動車免許

フォークリフト運転技能者
雇用期間の定めなし 高齢者等の

特定年齢層
の雇用促進

鈑金レーザー加工機
のプログラマー

株式会社　アルファ 秩父市下宮地町２５－３３ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

営業補助（内勤） 株式会社　アルファ 秩父市下宮地町２５－３３ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

モータの製造　（山
田工場）

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

塗装工【トライアル
雇用併用求人】

東京塗装　株式会社 秩父市大野原１４０７番地１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

マスター室 株式会社　ユニオン
エースゴルフクラブ

秩父市下吉田８３７１－３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

財務・会計・管理≪
急募≫

株式会社　ユニオン
エースゴルフクラブ

秩父市下吉田８３７１－３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

清涼飲料製造・検査
＜トライアル雇用併用
求人＞

有限会社　戸田乳業 小鹿野町小鹿野１０４６―１ 雇用・労災・
健康・厚生

フォークリフト運転技能者

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。

【１２月９日（金）　合同就職面接会開催！】お問合せ先　ちちぶ雇用活性化協議会　☎0494-26-7691


