
令和５年１月２３日発行 次回発行予定日　令和５年１月３０日

年齢・

時給
不問 （1,060円～1,150円） (1)9時00分～18時00分

171,296円～185,840円

（従業員数 60人 ）

有期雇用派遣労働者 11070-  324331 就業場所秩父市
月給

40歳以下 (1)8時30分～17時30分
180,000円～230,000円

（従業員数 10人 ）

正社員 11070-  329831 就業場所
月給

不問 (1)8時30分～17時30分
206,170円～343,610円

（従業員数 44人 ）

正社員 11070-  331731 就業場所
月給

59歳以下 (1)8時30分～17時00分
180,000円～250,000円

（従業員数 7人 ）

正社員 11070-  336031 就業場所
月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時30分～17時00分
206,100円～206,100円

（従業員数 164人 ）

正社員 11070-  310131 就業場所
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時30分～17時00分
180,000円～200,000円

（従業員数 49人 ）

正社員 11070-  312831 就業場所
月給 変形（1ヶ月単位）

18歳～64歳 (1)17時00分～9時00分
167,380円～167,380円

（従業員数 14人 ）

正社員 11070-  319931 就業場所
月給

不問 (1)8時00分～17時00分
165,734円～350,000円

（従業員数 11人 ）

正社員 11070-  290831 就業場所
月給 交替制あり

64歳以下 (1)8時00分～16時50分
161,000円～200,000円 (2)20時00分～4時50分

（従業員数 174人 ）

正社員 11070-  294731 就業場所秩父市
月給 変形（1年単位）

40歳以下 (1)8時30分～17時30分
250,000円～280,000円

（従業員数 4人 ）

正社員 11070-  298131 就業場所
月給

64歳以下 (1)8時30分～17時30分
260,000円～300,000円

（従業員数 2人 ）

正社員 11070-  301931 就業場所秩父市
月給

64歳以下 (1)10時00分～19時00分
180,000円～180,000円

（従業員数 38人 ）

正社員 11070-  302131 就業場所皆野町
月給 交替制あり

不問 (1)9時00分～17時45分
178,000円～178,000円 (2)10時45分～19時30分

(3)9時45分～18時30分
（従業員数 15人 ）

正社員以外 11070-  303031 就業場所秩父市
月給

59歳以下 (1)8時30分～17時00分
190,000円～205,000円

（従業員数 22人 ）

正社員 11070-  309331 就業場所
時給

不問 （987円～1,100円） (1)8時00分～17時00分
165,816円～184,800円

（従業員数 188人 ）

正社員以外 11070-  276431 就業場所
月給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分
280,371円～363,335円

（従業員数 0人 ）

正社員 11070-  279631 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

派）ＬＥＤ照明器具
の組立て作業

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ヶ月未満）

不問

マシンオペレーター 株式会社　スカイ
テック

皆野町大字金崎１７５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

製品管理（木材加
工・樽造り）

株式会社　ベン
チャーウイスキー

秩父市みどりが丘４９ 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 不問

受付及び歯科助手 医療法人社団エー
オーディー　落合歯
科医院

秩父市相生町８－９ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

管理栄養士 医療生協さいたま
秩父生協病院

秩父市阿保町１－１１ 雇用・労災・
健康・厚生

管理栄養士

雇用期間の定めなし 定年を上限

警送警備員 富士防災警備株式会
社　西埼玉営業所

秩父市上宮地町２５－１０ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

寄宿舎指導員 特別支援学校　光の
村秩父自然学園

秩父市大滝４７８３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

こんにゃく・白滝の
製造＜急募＞

株式会社　まゆみ農
園　皆野工場

皆野町大字大渕１４９－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

仕上加工作業【秩父
工場】

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

自動車整備士 久保田ディーゼル
サービス有限会社

秩父市栃谷１４４５－９ 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 キャリア形

成

理容師・美容師【秩
父影森モール店】

株式会社　中林 秩父市上町３－１２－４５ 雇用・労災・
健康・厚生

理容師

美容師
雇用期間の定めなし 定年を上限

式典・法事施行担当 株式会社メモリアル
秩父

皆野町大字皆野６２１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

店舗運営スタッフ 一般社団法人　秩父
地域おもてなし観光
公社

秩父市熊木町９－５ 
秩父ビジネスプラザ１Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

栄養士 社会福祉法人　長瀞
会　高砂保育園

長瀞町本野上２０８ 雇用・労災・
健康・厚生

栄養士

雇用期間の定めなし 定年を上限

寿司の調理補助 株式会社　矢尾百貨
店

秩父市上町１－５－９ 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 株式会社秀耕舎　訪
問看護ステーション
まほら秩父

横瀬町大字横瀬５９０９－３ 雇用・労災・
健康・厚生

看護師

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の閲覧ができます。

【２月９日（木）　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５年１月２３日発行 次回発行予定日　令和５年１月３０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 変形（1ヶ月単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

200,000円～400,000円

（従業員数 30人 ）

正社員 11070-  284431 就業場所
月給 交替制あり

59歳以下 (1)7時00分～16時00分
178,000円～220,000円 (2)10時00分～19時00分

(3)19時00分～7時00分
（従業員数 17人 ）

正社員 11070-  286331 就業場所
時給

59歳以下 （1,000円～1,200円） (1)8時00分～17時00分
172,800円～207,360円

（従業員数 32人 ）

正社員 11070-  263131 就業場所
時給

59歳以下 （1,000円～1,400円） (1)8時00分～17時00分
172,800円～241,920円

（従業員数 32人 ）

正社員 11070-  264031 就業場所
時給

35歳以下 （1,000円～1,400円） (1)8時00分～17時00分
172,800円～241,920円

（従業員数 32人 ）

正社員 11070-  265831 就業場所
月給 交替制あり

45歳以下 (1)8時00分～17時00分
170,000円～250,000円 (2)16時30分～1時00分

(3)0時30分～9時00分
（従業員数 64人 ）

正社員 11070-  266231 就業場所
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 13人 ）

正社員 11070-  267531 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
200,000円～250,000円

（従業員数 13人 ）

正社員 11070-  268431 就業場所秩父市
月給

不問 (1)7時30分～16時30分
180,000円～190,000円

（従業員数 7人 ）

正社員以外 11070-  269731 就業場所
時給

不問 （1,210円～1,210円） (1)7時50分～16時50分
209,088円～209,088円

（従業員数 181人 ）

正社員以外 11070-  273831 就業場所

機械鉄工【トライア
ル雇用併用求人】

児玉工業株式会社 秩父市桜木町１１－２４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護員 有限会社　グループ
ホーム上野　　　陽
だまりの家

秩父市大宮５５３３－１ 雇用・労災・
健康・厚生

ホームヘルパー２級

ホームヘルパー１級
雇用期間の定めなし 定年を上限

事務 千葉スチール工業
株式会社

長瀞町大字野上下郷２１２２－７ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

作業員 千葉スチール工業
株式会社

長瀞町大字野上下郷２１２２－７ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

設計（ＣＡＤを使
用）

千葉スチール工業
株式会社

長瀞町大字野上下郷２１２２－７ 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・検査（ＩＣ用
フォトマスク基盤）

秩父エレクトロン
株式会社

小鹿野町大字下小鹿野１１１１番地 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

測量設計【測量士】 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

測量設計【測量士
補】

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

測量士補

雇用期間の定めなし 定年を上限

栄養士 特定非営利活動法人
ライフアップサポー
ト

横瀬町大字横瀬４５４９－１ 雇用・労災・
健康・厚生

栄養士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

郵便配達 日本郵便株式会社
郵便事業総本部　秩
父郵便局

秩父市上宮地町３－１６ 雇用・労災・
健康・厚生

原動機付自転車免許

自動二輪車免許
雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

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の閲覧ができます。

【２月９日（木）　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


