
令和５年２月２７日発行 次回発行予定日　令和５年３月６日

年齢・

月給
18歳～64歳 (1)14時00分～23時00分

170,600円～200,000円

（従業員数 45人 ）

正社員 11070-  722831 就業場所
日給

18歳以上 （9,000円～13,000円） (1)3時00分～12時00分
194,400円～280,800円

（従業員数 0人 ）

正社員 11070-  724531 就業場所秩父市
月給

不問 (1)8時10分～16時55分
160,000円～250,000円

（従業員数 25人 ）

正社員 11070-  710631 就業場所小鹿野町
月給

不問 (1)8時30分～17時30分
200,000円～275,000円

（従業員数 78人 ）

正社員以外 11070-  713031 就業場所横瀬町
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分
175,000円～250,000円 (2)7時00分～16時00分

(3)13時00分～22時00分
（従業員数 31人 ）

正社員 11070-  714831 就業場所
月給

64歳以下 (1)8時30分～17時30分
185,000円～265,000円

（従業員数 4人 ）

正社員 11070-  716531 就業場所横瀬町
月給

64歳以下 (1)8時30分～17時30分
170,000円～198,000円

（従業員数 78人 ）

正社員 11070-  717431 就業場所
月給 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)7時00分～16時00分
250,000円～400,000円

（従業員数 6人 ）

正社員 11070-  718731 就業場所
月給 変形（1ヶ月単位）

64歳以下 (1)9時00分～18時00分
170,000円～220,000円 (2)12時00分～21時00分

（従業員数 11人 ）

正社員 11070-  693531 就業場所秩父市
時給 変形（1年単位）

不問 （1,400円～1,600円） (1)7時00分～15時30分
232,050円～265,200円

（従業員数 44人 ）

正社員以外 11070-  696331 就業場所皆野町
日給 変形（1ヶ月単位）

不問 （8,000円～8,000円） (1)9時00分～17時00分
184,000円～184,000円

（従業員数 12人 ）

正社員以外 11070-  708531 就業場所
月給

不問 (1)8時30分～17時20分
170,000円～230,000円

（従業員数 55人 ）

正社員以外 11070-  682031 就業場所
月給

不問 (1)8時30分～17時20分
165,000円～230,000円

（従業員数 55人 ）

正社員以外 11070-  683831 就業場所
月給 交替制あり

18歳～64歳 (1)8時00分～16時50分
161,000円～200,000円 (2)19時00分～3時50分

（従業員数 70人 ）

正社員 11070-  684231 就業場所小鹿野町
月給 変形（1年単位）

35歳以下 (1)9時00分～17時50分
168,950円～248,530円

（従業員数 44人 ）

正社員 11070-  695731 就業場所皆野町
月給 変形（1年単位）

35歳以下 (1)9時00分～17時50分
192,950円～284,530円

（従業員数 44人 ）

正社員 11070-  697631 就業場所皆野町

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

接客（通称仲居さん・客室の
整え・夕食の配膳＆片付け
等）

株式会社　和銅鉱泉
旅館

秩父市黒谷８１３ 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

大型ダンプ運転手 恵建材 秩父市番場町１１－１ 
サンウッド東和６０２

労災加入予定 大型自動車免許

牽引免許
雇用期間の定めなし 法令の規定

により年齢
制限がある

請）組立・検査・梱包
機械オペレーター

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

経理・人事 医療法人　健秀会 横瀬町大字横瀬５８５０ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

製造・品質管理《急
募》

株式会社　秩父源流
水

秩父市大滝４５５９ 雇用・労災・
健康・厚生

フォークリフト運転技能者

食品衛生管理者
雇用期間の定めなし 定年を上限

医療事務員【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

医療事務資格

雇用期間の定めなし 定年を上限

事務職員 医療法人　健秀会 横瀬町大字横瀬５８５０ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

大型運転手 有限会社　マルサ運
輸

秩父市下影森９０２－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

大型自動車免許

雇用期間の定めなし 不問

洋食調理 株式会社　荷車屋 秩父市中宮地町５８８１ 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（８ｔ車）運転
手

株式会社上武 皆野町大字金沢３０８５－１ 雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車免許

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

船頭 株式会社　荒川ライ
ン下り

長瀞町大字長瀞５３１－１ 雇用・労災・
健康・厚生

小型移動式クレーン運転技
能者

雇用期間の定めなし 不問

受入・発注業務 株式会社武蔵野香料
化学研究所　秩父工
場

秩父市みどりが丘３７番地　　　秩
父みどりが丘工業団地

雇用・労災・
健康・厚生

フォークリフト運転技能者

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

食品香料の製造 株式会社武蔵野香料
化学研究所　秩父工
場

秩父市みどりが丘３７番地　　　秩
父みどりが丘工業団地

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

フォークリフト運転技能者

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

仕上加工作業【本社
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

砕石・砕砂営業事務
（業務）

株式会社上武 皆野町大字金沢３０８５－１ 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

砕石・砕砂営業 株式会社上武 皆野町大字金沢３０８５－１ 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

◎ 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。


