
令和５年３月６日発行 毎月５日・２０日発行予定(休日の場合は翌日発行)

年齢・
職種 賃金 求人者名 就業時間

時給
不問 (1)9時00分～17時00分

1,013円～1,200円

（従業員数 161人 ）

パート労働者 11070-  699131 就業場所

時給
不問 (1)9時30分～15時00分

987円～1,017円

（従業員数 46人 ）

パート労働者 11070-  647331 就業場所

月給
59歳以下 (1)8時05分～17時00分

165,000円～330,000円

（従業員数 180人 ）

正社員 11070-  600831 就業場所

月給
59歳以下 (1)8時05分～17時00分

165,000円～330,000円

（従業員数 180人 ）

正社員 11070-  601231 就業場所

月給
59歳以下 (1)8時05分～17時00分

165,000円～330,000円

（従業員数 180人 ）

正社員 11070-  602531 就業場所

月給
59歳以下 (1)8時05分～17時00分

165,000円～330,000円

（従業員数 180人 ）

正社員 11070-  607931 就業場所

月給
59歳以下 (1)8時05分～17時00分

165,000円～330,000円

（従業員数 180人 ）

正社員 11070-  611431 就業場所

時給 交替制あり
59歳以下 (1)14時30分～19時30分

1,500円～1,700円 (2)18時30分～20時00分

（従業員数 7人 ）

パート労働者 11070-  583631 就業場所

時給
59歳以下 (1)14時30分～19時30分

1,000円～1,200円 (2)18時30分～20時00分

（従業員数 7人 ）

パート労働者 11070-  584931 就業場所秩父市
時給 交替制あり

不問 　9時00分～15時00分
987円～987円 　の間の3時間以上

（従業員数 4人 ）

パート労働者 11070-  551931 就業場所秩父市
時給 交替制あり

不問 (1)17時00分～21時00分
1,100円～1,100円

（従業員数 4人 ）

パート労働者 11070-  552131 就業場所秩父市
時給 交替制あり

不問 (1)17時00分～21時00分
1,100円～1,100円

（従業員数 4人 ）

パート労働者 11070-  553031 就業場所秩父市
時給

64歳以下 　9時00分～17時00分
990円～990円 　の間の5時間

（従業員数 26人 ）

パート労働者 11070-  569931 就業場所

月給 交替制あり
64歳以下 (1)7時00分～16時00分

187,920円～209,160円 (2)8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

（従業員数 27人 ）

正社員 11070-  535931 就業場所

時給 交替制あり
不問 (1)7時00分～16時00分

987円～1,000円 (2)8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

（従業員数 27人 ）

パート労働者 11070-  536131 就業場所

時給
不問 (1)9時00分～13時00分

1,100円～1,100円 (2)13時00分～17時00分
(3)9時00分～17時00分

（従業員数 7人 ）

パート労働者 11070-  447931 就業場所

美容アシスタント 有限会社　サロンド
巴里夢

秩父市日野田町１－１０－１７

子育て世代が活躍中！学校行事等の休み希
望は話し合いで決めています！雇用期間の定めなし 不問

介護職（グループ
ホーム）

有限会社　啓愛の里 小鹿野町般若８２１

雇用期間の定めなし 不問

高い定着率！コミュニケーション抜群で子
育て世代が働きやすい職場です♪

介護職（グループ
ホーム）

有限会社　啓愛の里 小鹿野町般若８２１

雇用期間の定めなし 定年を上限

組立・梱包 松倉産業株式会社 秩父市荒川上田野３５２－１番地

年間休日126日！学校行事等による休みが
取りやすく、子育て世代が働きやすい職場
です！

雇用期間の定めなし 定年を上限

接客・配膳　（土曜日
他）　《急募》

有限会社　柳屋 秩父市荒川贄川２０４８－１

雇用期間の定めなし 不問

土日祝日・お盆・年末年始勤務可能な方歓
迎。平日のみ勤務を希望の方もご相談くだ
さい。子供の学校行事等の休日など考慮し
ます。

接客・配膳　（急
募）

有限会社　柳屋 秩父市荒川贄川２０４８－１

雇用期間の定めなし 不問

清掃　（急募） 有限会社　柳屋 秩父市荒川贄川２０４８－１

雇用期間の定めなし 不問

歯科受付・助手 そよ風歯科医院 秩父市太田９４９－１３

雇用期間の定めなし 定年を上限

子育て世代の方も活躍しています！

歯科衛生士 そよ風歯科医院 秩父市太田９４９－１３

雇用期間の定めなし 定年を上限

スポーツ用品組立作
業（精密組立）

株式会社　埼玉富士 秩父市山田７８３

雇用期間の定めなし 定年を上限

自己啓発も充実、年間５万円まで補助
子育て応援（小学校就学前まで育児短時間
勤務利用できます）

品質保証 株式会社　埼玉富士 秩父市山田７８３

雇用期間の定めなし 定年を上限

技術 株式会社　埼玉富士 秩父市山田７８３

雇用期間の定めなし 定年を上限

営業 株式会社　埼玉富士 秩父市山田７８３

雇用期間の定めなし 定年を上限

製造（各種加工オペ
レータ）

株式会社　埼玉富士 秩父市山田７８３

雇用期間の定めなし 定年を上限

不問

農業サービス（ぶど
う）

有限会社　小松沢レ
ジャー農園

横瀬町横瀬１４０８

子育て世代の就労時間・日数など相談に応
じます。雇用期間の定めなし 不問

ＰＲポイント年齢制限
該当事由

所在地・就業場所

事務（出荷場）【急
募】

松本興産　株式会社 小鹿野町下小鹿野２４７－１
お子様の学校行事などの参加等、ご家族の
都合に合わせてお休みを調整することが可
能です。小さなお子さんがいても時間に融
通が利くので働き安い職場です。

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

◎ 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
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◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。
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◎ 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

時給
不問 (1,000円～1,150円) (1)9時00分～17時00分

140,000円～161,000円

（従業員数 14人 ）

正社員以外 11070-  360031 就業場所

月給
不問 (1)9時00分～18時00分

172,000円～286,000円

（従業員数 16人 ）

正社員 11070-  343131 就業場所小鹿野町
時給

不問 　9時00分～15時00分
987円～1,000円 　の間の5時間程度

（従業員数 43人 ）

パート労働者 11070-  313231 就業場所秩父市
時給

不問 (1)9時00分～17時00分
1,600円～3,000円 (2)9時00分～13時00分

(3)13時00分～16時00分
（従業員数 0人 ）

パート労働者 11070-  280031 就業場所秩父市
時給

不問 (1)13時00分～18時30分
990円～1,050円

（従業員数 2人 ）

パート労働者 11070-  236731 就業場所小鹿野町
時給

不問 (1)13時00分～18時30分
990円～1,050円

（従業員数 2人 ）

パート労働者 11070-  237331 就業場所小鹿野町
時給

64歳以下 (1)8時40分～13時20分
1,013円～1,013円

（従業員数 247人 ）

パート労働者 11070-  246931 就業場所秩父市
時給

不問 (1)9時00分～15時59分
1,030円～1,030円

（従業員数 79人 ）

パート労働者 11070-  177831 就業場所

月給 交替制あり
59歳以下 (1)6時30分～15時30分

184,900円～192,400円 (2)9時30分～18時30分
(3)7時00分～16時00分

（従業員数 58人 ）

正社員 11070-  191131 就業場所

月給 交替制あり
59歳以下 (1)7時00分～16時00分

226,316円～241,280円 (2)8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

（従業員数 112人 ）

正社員 11070-  196431 就業場所

時給 交替制あり
不問 (1)6時00分～15時00分

1,039円～1,039円 (2)9時30分～18時30分
(3)10時00分～19時00分

（従業員数 112人 ）

パート労働者 11070-  198331 就業場所秩父市
月給 交替制あり

59歳以下 (1)6時30分～15時30分
178,764円～178,764円 (2)9時00分～18時00分

(3)10時00分～19時00分
（従業員数 50人 ）

正社員 11070-  203331 就業場所秩父市
時給 交替制あり

不問 (1)6時00分～15時00分
1,039円～1,039円 (2)9時30分～18時30分

(3)10時00分～19時00分
（従業員数 25人 ）

パート労働者 11070-  209231 就業場所秩父市
月給 交替制あり

59歳以下 (1)7時00分～16時00分
226,316円～241,280円 (2)8時30分～17時30分

(3)16時30分～9時30分
（従業員数 94人 ）

正社員 11070-   29131 就業場所

時給
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

987円～1,200円 (2)10時00分～14時00分

（従業員数 10人 ）

パート労働者 11070-  151031 就業場所

月給 交替制あり
18歳～59歳 (1)8時30分～17時30分

178,000円～230,000円 (2)10時00分～19時00分
(3)6時00分～15時00分

（従業員数 19人 ）

正社員 11070-   44631 就業場所

機械加工（マシンオペ
レーター）補助・検査等

有限会社　川連製作
所

秩父市黒谷１２４６

子育て中の方も大歓迎！学校等に行ってい
る隙間時間に一緒に働きませんか？雇用期間の定めなし 定年を上限

介護業務 株式会社　フクシア 長瀞町大字長瀞２９３ 子育て中のママさんは、弊社にも先輩ママ
さんが働いていますので、気持ちは十分に
分かります。子育てしながらでも働けるよ
うにサポートしますのでお気軽にご相談下
さい。

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

介護職員 社会福祉法人　秩父正峰
会　特別養護老人ホーム
花菖蒲・両神

小鹿野町両神薄１０６０番地１

雇用期間の定めなし 定年を上限

法人内保育所あり。子育て世代も働きやす
い職場です。
勉強会・研修会があるため安心して働けま
す。

調理員 社会福祉法人　秩父
正峰会　ケアホーム
楓

秩父市荒川上田野７６８番地

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

調理員 社会福祉法人秩父正
峰会　特別養護老人
ホーム　桜の園

秩父市和泉町１８番地

雇用期間の定めなし 定年を上限

調理員 社会福祉法人秩父正
峰会　特別養護老人
ホーム杏子苑

秩父市寺尾３９００番地１

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

介護職員 社会福祉法人秩父正
峰会　特別養護老人
ホーム杏子苑

秩父市寺尾３９００番地１

雇用期間の定めなし 定年を上限

調理員 社会福祉法人　秩父
正峰会　特別養護老
人ホーム　荒川園

秩父市荒川贄川１０８８番地

雇用期間の定めなし 定年を上限

組立・検査 株式会社　サンラッ
クエンジニアリング

秩父市みどりが丘２１

子育て世代も働きやすく、学校行事による
休暇もＯＫ！！雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
不問

社員食堂調理（本社
工場）《急募》

株式会社　タイセー 秩父市下吉田６９７２

育児休暇(産前・産後休暇・育児時短)制度
導入！雇用期間の定めなし 定年を上限

学童クラブ指導員
（小鹿野）

社会福祉法人小鹿野
ひまわり福祉会

小鹿野町小鹿野５９８の２

雇用期間の定めなし 不問

有給休暇取得率１００％です。学校行事な
ど１００％休めます。家庭や子育てを大事
にしながら仕事が出来ます。

学童クラブ指導員
（長若）

社会福祉法人小鹿野
ひまわり福祉会

小鹿野町小鹿野５９８の２

雇用期間の定めなし 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 訪問看護初心者の方でも安心♪初めは同行
訪問から実施。在宅での看護技術を身につ
けられます！
子育て中の方も大歓迎！訪問看護に関連す
る資格取得や研修補助金制度もあります！
月･火･木曜日託児室あり。

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

化粧品類の包装 秩父テック株式会社 秩父市寺尾１２３４－１

土日祝完全休み！急な休みも電話１本でＯ
Ｋ！個々に合わせた柔軟な働き方に対応し
ます！扶養内での勤務もＯＫ！

雇用期間の定めなし 不問

職業指導員＜急募＞ ＮＰＯ法人　小鹿の
夢

小鹿野町河原沢７６７－１

お子様の学校行事等による休みや、急な休
み・早退にも対応します！お気軽にご相談
ください。

雇用期間の定めなし 不問

一般事務 株式会社　ナカヤマ 皆野町大字皆野５８６
お子さんの学校行事による休暇にも対応し
ています。就業時間の相談も受け付けてい
ます。小さなお子さんのいるお母さん達も
活躍しています。

雇用期間の定めなし 不問


