
平成２９年８月２８日発行 次回発行予定日　平成２９年９月４日

年齢・
職種 指針　 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

時給 普通自動車免許ＡＴ
不問 　8時00分～17時00分

860円～860円 　の間の5時間程度
年齢不問

（従業員数 10人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 (1) 8時30分～17時15分

870円～870円
年齢不問

（従業員数 7人 ）

パート労働者 就業場所秩父市
時給

不問 (1)10時00分～18時30分
1,000円～1,500円 (2)14時00分～22時30分

年齢不問
（従業員数 10人 ）

パート労働者 就業場所長瀞町
時給

不問 (1)10時00分～15時00分
845円～845円

年齢不問
（従業員数 5人 ）

パート労働者 就業場所

時給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ
64歳以下 (1) 9時00分～13時00分

900円～1,200円 (2)13時00分～17時30分
省令１号

（従業員数 10人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 (1) 9時30分～12時30分

845円～845円
年齢不問

（従業員数 33人 ）

パート労働者 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時30分～17時00分

870円～970円 (2) 9時00分～16時00分
年齢不問

（従業員数 62人 ）

パート労働者 就業場所

時給 普通自動車免許一種
不問 (1) 7時00分～12時00分

845円～855円
年齢不問

（従業員数 10人 ）

パート労働者 就業場所秩父市
時給 あんま・マッサージ

不問 (1) 9時00分～18時00分
1,000円～2,000円

年齢不問
（従業員数 8人 ）

パート労働者 就業場所

時給
59歳以下 (1) 6時00分～10時30分

880円～1,200円
省令１号

（従業員数 60人 ）

パート労働者 就業場所

時給 普通自動車免許一種
不問 (1) 9時00分～12時00分

845円～1,000円 (2)13時00分～16時00分
年齢不問

（従業員数 4人 ）

パート労働者 就業場所

時給
59歳以下 　8時00分～17時00分

900円～900円 　の間の3時間以上
省令１号

（従業員数 15人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 (1) 9時00分～16時00分

845円～1,000円 (2) 8時10分～16時30分
年齢不問

（従業員数 5人 ）

パート労働者 就業場所小鹿野町
時給

不問 (1) 9時00分～16時30分
850円～850円

年齢不問
（従業員数 6人 ）

パート労働者 就業場所

時給 フォークリフト技能者
不問 　8時00分～17時00分

1,000円～1,200円 　の間の7時間程度
年齢不問

（従業員数 15人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 (1) 9時30分～15時00分

850円～850円
年齢不問

（従業員数 160人 ）

パート労働者 就業場所

TEL0494-22-2211

TEL0494-66-4455

TEL0494-54-0801

TEL0494-62-1005

TEL0494-24-8900

TEL0494-24-5840

リハビリアシスタン
ト

医療生協さいたま
秩父生協病院

秩父市阿保町１－１１ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 3024771 TEL0494-23-1300

作業員 金子製材　株式会社 横瀬町大字横瀬５８５９の２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 11070- 3022571 TEL0494-22-6155

植物の管理 山下園芸 皆野町大字国神９９２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 3021671 TEL0494-62-1471

請）組立　≪急募≫ 株式会社小高製作所 小鹿野町下小鹿野１１２９－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 3020371 TEL0494-75-2444

検査及び梱包、軽作
業

株式会社　共栄機工 皆野町皆野１６４５ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 3049771 TEL0494-62-1150

機械オペレーター
（軽作業）

有限会社　吉岡製作
所

秩父市黒谷６１－９ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 3048471 TEL0494-24-0365

ゴルフ場の受付・予約受
付・販売業務≪急募≫

アコーディア・ゴルフ・ア
セット合同会社（彩の森カ
ントリークラブ・ホテル秩
父）

秩父市品沢坊ヶ入１６４１ 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 3046671 TEL0494-62-1811

あん摩マッサージ指
圧師

有限会社　タイヘイ
建宅（古民家デイ
サービス　いろり）

秩父市田村１２５６ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 3040871 TEL0494-21-7373

旅館の配膳・清掃
（朝食）《急募》

有隣興業　株式会社
サービス事業部

秩父市上宮地町２２－２５ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 3060071 TEL0494-22-1349

メリーメイド（お掃除・
家事手伝いサービス）

株式会社ダスキン
サーヴ北関東
ダスキンちちぶ

秩父市下影森８９０－５ 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 3056471

品出し・検品 株式会社パシオス田
原屋秩父店

秩父市永田町１０－２７ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 3055571

機械工 株式会社　スカイ
テック

皆野町大字金崎１７５ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 3076971

配膳・洗い場及び調
理補助

手打そば　水沢 秩父市荒川小野原４１６－１ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 3068971

調理・店舗運営 株式会社　埼玉商工
サービス

長瀞町大字長瀞５３０－１ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 3067271

雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 3064471

秩父宮記念市民会館
事務

秩父市役所　人事課 秩父市熊木町８番１５号 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 3066871

TEL0494-53-9555

所在地・就業場所

検品・梱包 押尾化学工業　有限
会社

秩父市みどりが丘１５０－１５

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 
◎ 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。 

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、一般及びパートの求人を閲覧できます。
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時給 薬剤師
不問 (1)10時00分～19時00分

2,600円～2,600円
年齢不問

（従業員数 24人 ）

パート労働者 就業場所

時給 登録販売者（医薬品）
不問 (1)17時00分～22時00分

990円～990円
年齢不問

（従業員数 18人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 (1)17時00分～20時00分

900円～900円
年齢不問

（従業員数 11人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 (1)17時00分～20時00分

900円～900円 (2)20時00分～ 0時00分
年齢不問

（従業員数 13人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 (1) 8時30分～13時00分

850円～900円 (2)13時00分～17時00分
年齢不問 (3)17時00分～20時00分

（従業員数 20人 ）

パート労働者 就業場所

時給 中型自動車免許一種
不問 (1) 8時00分～ 9時30分

1,200円～1,500円 (2)15時10分～17時00分
年齢不問

（従業員数 27人 ）

パート労働者 就業場所

時給 保育士
不問 (1)13時30分～17時30分 幼稚園教諭免許

900円～900円
年齢不問

（従業員数 43人 ）

パート労働者 就業場所

時給 保育士
不問 　7時30分～18時30分 幼稚園教諭免許

900円～900円 　の間の5時間程度
年齢不問

（従業員数 43人 ）

パート労働者 就業場所秩父市
時給

59歳以下 (1) 9時00分～17時00分
900円～900円

省令１号
（従業員数 35人 ）

パート労働者 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時00分～16時45分

889円～889円
年齢不問

（従業員数 360人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 (1) 8時00分～16時45分

889円～889円
年齢不問

（従業員数 360人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 　8時45分～17時15分

845円～845円 　の間の7時間程度
年齢不問

（従業員数 25人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 　6時00分～21時00分

845円～845円 　の間の4時間以上
年齢不問

（従業員数 28人 ）

パート労働者 就業場所小鹿野町
時給

不問 (1) 6時30分～14時00分
845円～845円 (2)13時00分～21時00分

年齢不問
（従業員数 28人 ）

パート労働者 就業場所小鹿野町
時給

不問 (1) 7時30分～16時30分
845円～845円 (2)12時00分～21時00分

年齢不問
（従業員数 28人 ）

パート労働者 就業場所小鹿野町
時給 交替制あり 看護師

不問 (1) 7時00分～16時00分 准看護師
1,300円～1,300円 (2) 8時30分～17時30分

年齢不問 (3) 9時30分～18時30分
（従業員数 37人 ）

パート労働者 就業場所長瀞町

看護職員（特別養護
老人ホーム）

社会福祉法人　長瀞
福祉会

長瀞町大字野上下郷４２８ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 3019971 TEL0494-69-2055

フロント係 一般財団法人　小鹿
野町振興公社

小鹿野町両神薄２９０６番地 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 3017871 TEL0494-79-1100

サービス係 一般財団法人　小鹿
野町振興公社

小鹿野町両神薄２９０６番地 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 3015471 TEL0494-79-1100

調理補助係 一般財団法人　小鹿
野町振興公社

小鹿野町両神薄２９０６番地 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 11070- 3014571 TEL0494-79-1100

軽作業　＜急募＞ 株式会社　野菜工房 秩父市みどりが丘７０ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 3013671 TEL0494-53-8858

ＳｉＣエピウェハ検
査≪急募≫

昭和電工株式会社
秩父事業所

秩父市下影森１５０５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 3011071 TEL0494-23-6111

事業所警備 昭和電工株式会社
秩父事業所

秩父市下影森１５０５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 3009871 TEL0494-23-6111

検査 南州工業株式会社 長瀞町大字岩田９３８－３ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 3006571 TEL0494-66-1751

保育士 学校法人　光学園 秩父市大畑町４－６４ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 2997371 TEL0494-24-8221

学童指導員 学校法人　光学園 秩父市大畑町４－６４ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 2996071 TEL0494-24-8221

送迎バス運転手 社会福祉法人　長瀞
会　高砂保育園

長瀞町本野上２０８ 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 3038671 TEL0494-66-0287

レジ　接客　品出し ウエルシア薬局　株
式会社　秩父黒谷店

秩父市黒谷１０８０ 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 3032871 TEL0494-27-0811

レジ　接客　品出し ウエルシア薬局　株
式会社　長瀞店

長瀞町大字長瀞３２９ 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 3030471 TEL0494-69-2052

レジ　接客　品出し ウエルシア薬局　株
式会社　秩父小鹿野
店

小鹿野町小鹿野大字小鹿野１９７９ 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 3029071 TEL0494-72-7400

登録販売者 ウエルシア薬局　株
式会社　秩父横瀬店

横瀬町大字横瀬４２７３－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 3027971 TEL0494-27-7100

薬剤師 ウエルシア薬局　株
式会社　秩父宮地店

秩父市上宮地町２６－１５ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 3026271 TEL0494-27-0172

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、一般及びパートの求人を閲覧できます。


