
平成２９年９月１１日発行 次回発行予定日　平成２９年９月１９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 普通自動車免許一種
60歳以上 (1) 7時00分～15時30分

871円～871円
省令３号のニ

（従業員数 16人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 (1) 8時00分～17時00分

845円～900円 (2) 9時00分～16時00分
年齢不問

（従業員数 25人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 (1) 8時00分～17時00分

845円～900円 (2) 9時00分～16時00分
年齢不問

（従業員数 25人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 (1) 9時00分～15時00分

889円～889円
年齢不問

（従業員数 5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55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 大型自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～16時30分
871円～871円

年齢不問
（従業員数 70人 ）

パート労働者 就業場所秩父市
時給

不問 (1) 8時30分～15時00分
870円～900円 (2)12時00分～18時00分

年齢不問 (3)18時00分～22時00分
（従業員数 12人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 (1) 9時00分～16時00分

871円～871円
年齢不問

（従業員数 16人 ）

パート労働者 就業場所秩父市
時給

不問 　8時00分～21時00分
850円～850円 　の間の4時間以上

年齢不問
（従業員数 30人 ）

パート労働者 就業場所

時給 普通自動車免許一種
不問 　12時00分～19時00分

850円～850円 　の間の4時間程度
年齢不問

（従業員数 30人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 (1) 9時00分～17時00分

900円～1,000円 (2) 9時00分～16時00分
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00分～17時00分

900円～1,000円 (2) 9時00分～16時00分
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00分～15時00分

900円～950円 (2) 8時00分～12時00分
年齢不問 (3)13時00分～17時00分

（従業員数 22人 ）

パート労働者 就業場所皆野町
時給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ

40歳以下 (1) 8時30分～16時00分
860円～860円

省令３号のイ
（従業員数 6人 ）

パート労働者 就業場所 厚生年金基金
時給 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1)10時00分～15時00分
845円～845円

年齢不問
（従業員数 7人 ）

パート労働者 就業場所

時給
59歳以下 (1) 7時30分～10時00分

850円～1,200円 (2)14時30分～20時30分
省令１号 (3) 7時30分～20時30分

（従業員数 8人 ）

パート労働者 就業場所

接客係　≪急募≫ 有限会社　あさか
御宿　竹取物語

秩父市荒川上田野５６ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 3199971 TEL0494-54-1102

検品作業 有限会社　ブラザー
寝装

秩父市寺尾２８２５番地 雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 3194571 TEL0494-23-5739

フロント（受付） 有限会社　三峯 秩父市大野原８８８ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

11070- 3188771 TEL0494-22-4336

一般事務 株式会社　権田商会 皆野町大字皆野１７９－５ 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 3221171 TEL0494-62-3181

菓子製造（洗い場
等）≪急募≫

株式会社　イノウエ
（万寿庵）

長瀞町大字長瀞４４７ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 3219771 TEL0494-66-3555

みやげ店販売員
≪急募≫

株式会社　イノウエ
（万寿庵）

長瀞町大字長瀞４４７ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 3218471 TEL0494-66-3555

館内清掃 秩父温泉　株式会社 皆野町大字下日野沢４０００ 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 3209571 TEL0494-62-3026

厨房（調理補助） 秩父温泉　株式会社 皆野町大字下日野沢４０００ 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 3208671 TEL0494-62-3026

部品の目視検査員
（秩父市）

有限会社　タムラ
コーポレーション

皆野町大字皆野１３６１‐１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 3207371 TEL0494-62-2088

ハンバーガーの製
造・販売

モスバーガー　ウニ
クス秩父店

秩父市上野町８０５－１ウニクス秩
父Ｂ棟１階

労災

雇用期間の定めなし

11070- 3205171 TEL0494-21-2131

施設管理員（運転
手）≪急募≫

医療法人　全和会 秩父市寺尾１４０４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 3201771 TEL0494-24-5551

請）組立・検査
≪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- 3200471 TEL0494-75-2444

製造 有限会社　カノシマ 秩父市大野原６４３－２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 3233571 TEL0494-24-3437

検査作業 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

雇用期間の定めなし

11070- 3232671 TEL0494-23-6017

部品検査・組立 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

雇用期間の定めなし

11070- 3231371 TEL0494-23-6017

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 3220971 TEL0494-23-5895

所在地・就業場所

運転手 有限会社　秩父学給
パンセンター

秩父市下影森３１４

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。



平成２９年９月１１日発行 次回発行予定日　平成２９年９月１９日

年齢・
職種 指針　 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格所在地・就業場所

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。 

時給 保育士
不問 　8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ

900円～900円 　の間の7時間以上
年齢不問

（従業員数 20人 ）

パート労働者 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ
不問 　8時00分～20時00分

900円～1,000円 　の間の4時間程度
年齢不問

（従業員数 60人 ）

パート労働者 就業場所秩父市
日給

不問 (7,170円) (1) 8時30分～17時15分
925円～925円

年齢不問
（従業員数 71人 ）

パート労働者 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ
59歳以下 (1) 9時00分～15時00分

850円～880円 (2)13時00分～17時30分
省令１号

（従業員数 8人 ）

パート労働者 就業場所

時給 普通自動車免許一種
59歳以下 (1) 9時00分～17時00分

900円～940円 (2) 8時00分～17時00分
省令１号

（従業員数 8人 ）

パート労働者 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ
不問 　8時00分～18時00分 ホームヘルパー２級

870円～920円 　の間の4時間程度 介護福祉士
年齢不問

（従業員数 114人 ）

パート労働者 就業場所秩父市
時給

不問 (1) 8時00分～17時00分
889円～889円

年齢不問
（従業員数 42人 ）

パート労働者 就業場所皆野町
時給 保育士

不問 (1)14時30分～18時30分 幼稚園教諭免許
860円～900円 小学校教諭免許

年齢不問
（従業員数 15人 ）

パート労働者 就業場所皆野町
時給

59歳以下 (1) 8時45分～12時45分
850円～950円 (2)14時30分～18時30分

省令１号
（従業員数 8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15分

870円～870円
年齢不問

（従業員数 3人 ）

パート労働者 就業場所秩父市
時給 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時00分～17時00分
963円～1,013円 (2) 8時00分～12時30分

年齢不問 (3)12時30分～17時00分
（従業員数 86人 ）

パート労働者 就業場所

時給 ホームヘルパー２級
不問 　8時30分～18時00分 普通自動車免許ＡＴ

1,150円～1,450円 　の間の2時間以上
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～16時50分

900円～900円
年齢不問

（従業員数 14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) 6時00分～12時00分

900円～950円
年齢不問

（従業員数 8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

904円～927円 (2) 8時15分～17時00分
年齢不問 (3) 8時30分～17時15分

（従業員数 19人 ）

パート労働者 就業場所秩父市

介護職≪高篠デイサービ
スセンター≫

社会福祉法人　秩父
市社会福祉事業団

秩父市蒔田１９７７ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 3161471 TEL0494-21-5535

麺類製造 田中製麺所 小鹿野町下小鹿野　１８７９－３ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 3158071 TEL0494-75-2313

紙袋検査 株式会社ニッポー
秩父工場

秩父市大宮４６３９－２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

11070- 3156971 TEL0494-24-5521

ホームヘルパー 社会福祉法人　秩父
市社会福祉事業団

秩父市蒔田１９７７ 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 3154871 TEL0494-21-5535

介護職員≪急募≫ 社会福祉法人　みな
の福祉会　悠う湯
ホーム

皆野町大字下日野沢３９０６－３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 3152471 TEL0494-62-5550

事務（吉田事務所） 社会福祉法人　秩父
市社会福祉協議会

秩父市野坂町１丁目１３－１４ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 3147271 TEL0494-22-1514

歯科助手・受付 そよ風歯科医院 秩父市太田９４９－１３ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 3143571 TEL0494-62-1149

学童保育補助指導員 明星学童保育所 皆野町大字皆野２１２５ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 3125371 TEL0494-62-2414

作業補助 株式会社　東洋精工 長瀞町大字野上下郷１６３７ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 3124071 TEL0494-65-0380

介護職員（非常勤） 医療法人　俊仁会 秩父市中村町２－８－１４ 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 3175071 TEL0494-21-7028

配送・包装 株式会社　愼栄
（シャディ三益）

秩父市寺尾３９３３の２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

11070- 3173971 TEL0494-25-2266

和菓子製造 株式会社　愼栄
（シャディ三益）

秩父市寺尾３９３３の２ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 3172271 TEL0494-25-2266

一般事務補助 埼玉県秩父県土整備
事務所

秩父市下影森１００２－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 3171871 TEL0494-22-3715

青果・鮮魚・精肉・セルフ
レジ・デリカ（太田店）≪
急募≫

株式会社　ヤオヨシ 皆野町大字皆野３２３６－３０ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 11070- 3169671 TEL0494-62-0390

保育士　＜急募＞ 社会福祉法人　わか
たけ会
たけのこ保育園

長瀞町大字本野上４９９－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 3165971 TEL0494-66-0383

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。


