
平成２９年１０月１０日発行 次回発行予定日　平成２９年１０月１６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

日給
18歳以上 (8,000円) (1)17時30分～ 8時30分

1,066円～1,066円
省令２号

（従業員数 83人 ）

パート労働者 就業場所

時給 変形（１ヶ月単位） ホームヘルパー２級
不問 普通自動車免許ＡＴ

1,120円～1,370円
年齢不問

（従業員数 20人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 (1) 8時45分～18時45分

871円～871円
年齢不問

（従業員数 3人 ）

パート労働者 就業場所

時給 大型自動車免許一種
59歳以下 (1) 8時00分～16時30分

900円～900円
省令１号

（従業員数 60人 ）

パート労働者 就業場所

時給 看護師
59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 准看護師

1,000円～1,300円
省令１号

（従業員数 6人 ）

パート労働者 就業場所秩父市
時給

不問 　8時00分～18時00分
871円～871円 　の間の6時間程度

年齢不問
（従業員数 42人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 　8時00分～18時00分

871円～871円 　の間の6時間程度
年齢不問

（従業員数 42人 ）

パート労働者 就業場所

時給
59歳以下 (1) 9時00分～16時00分

895円～895円
省令１号

（従業員数 48人 ）

パート労働者 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 6時00分～10時30分 原動機付自転車免許

875円～1,200円 (2)14時00分～18時30分
年齢不問

（従業員数 60人 ）

パート労働者 就業場所

時給
59歳以下 　5時00分～14時00分

930円～980円 　の間の3時間以上
省令１号

（従業員数 9人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 　6時00分～21時00分

900円～900円 　の間の4時間以上
年齢不問

（従業員数 36人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 　9時00分～23時00分

920円～920円 　の間の4時間以上
年齢不問

（従業員数 36人 ）

パート労働者 就業場所

時給 看護師
不問 　8時00分～19時00分 准看護師

1,200円～1,400円 　の間の6時間程度
年齢不問

（従業員数 43人 ）

パート労働者 就業場所小鹿野町
時給

不問 　9時30分～19時00分
875円～875円 　の間の5時間程度

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～12時00分

871円～871円
年齢不問

（従業員数 0人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 (1)10時00分～12時00分

871円～1,000円 (2)16時00分～18時00分
年齢不問

（従業員数 6人 ）

パート労働者 就業場所小鹿野町

調理スタッフ ＮＰＯ法人　小鹿の
夢

小鹿野町河原沢７６７－１ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 3540471 TEL0494-26-7171

精密部品の製造工 有限会社　ホリ精工 長瀞町大字本野上４１０－１ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 3535871 TEL0494-66-1734

事務 株式会社ノオミ 秩父市宮側町２１－２１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 3648871 TEL0494-24-2222

看護職員 社会福祉法人　小鹿
野福祉会

小鹿野町下小鹿野２５５１番地 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 3638471 TEL0494-75-3920

飲食業務 西武レクリエーション株
式会社　西武秩父駅前温
泉　祭の湯

秩父市野坂町１－１６－１５ 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 3635371 TEL0494-22-7111

売店業務 西武レクリエーション株
式会社　西武秩父駅前温
泉　祭の湯

秩父市野坂町１－１６－１５ 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 3634071 TEL0494-22-7111

光学ガラスの製品検査
ガラスを並べる作業

有限会社　比企オプ
ティクス

秩父市大野原２３６４－１ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 3633171 TEL0494-22-3704

フロント　＜急募＞ アコーディア・ゴルフ・
アセット合同会社（秩父
国際カントリークラブ）

皆野町大字三沢４６３３－１ 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 3629571 TEL0494-65-1000

組立・検査 株式会社　大宙エレ
クトロニクス

秩父市みどりが丘２１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 3664871 TEL0494-62-3369

カフェ調理補助 有限会社　果樹公園
あしがくぼ

横瀬町大字芦ケ久保１９１５－６ 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 3688571 TEL0494-21-0299

レジ業務 有限会社　果樹公園
あしがくぼ

横瀬町大字芦ケ久保１９１５－６ 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 3686371 TEL0494-21-0299

看護職員 株式会社　矢尾百貨
店

秩父市上町１－５－９ 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 3683971 TEL0494-24-8080

送迎スタッフ
（さやか事業所）

社会福祉法人　清心
会

秩父市山田１１９９－２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 3679671 TEL0494-24-9951

歯科助手 てしがはら歯科医院 秩父市吉田久長１２６－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 3678371 TEL0494-77-2218

訪問介護 有限会社　あおば
ホーム

秩父市小柱１９６番地 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 11070- 3677071 TEL0494-62-5357

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 3668071 TEL0494-62-5550

所在地・就業場所

宿直員 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

◎ 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、一般及びパートの求人を閲覧できます。



平成２９年１０月１０日発行 次回発行予定日　平成２９年１０月１６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

◎ 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 

時給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時00分～17時00分

1,000円～1,000円
年齢不問

（従業員数 1人 ）

パート労働者 就業場所秩父市
時給

不問 (1) 7時30分～15時30分
880円～880円

年齢不問
（従業員数 25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～17時00分

871円～871円 　の間の5時間以上
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) 9時00分～15時00分

871円～950円
年齢不問

（従業員数 17人 ）

パート労働者 就業場所秩父市
時給 ホームヘルパー２級

不問 (1) 8時00分～12時00分 普通自動車免許一種
900円～1,500円 (2)13時00分～17時00分

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 　10時00分～18時00分
871円～871円 　の間の4時間程度

年齢不問
（従業員数 7人 ）

パート労働者 就業場所

時給 普通自動車免許一種
不問 　8時00分～17時00分

900円～1,000円 　の間の4時間程度
年齢不問

（従業員数 12人 ）

パート労働者 就業場所秩父市
時給 交替制あり

18歳以上 (1)17時00分～22時30分
900円～900円 (2)22時30分～ 5時00分

省令２号
（従業員数 21人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 (1) 6時00分～ 9時30分

871円～871円 (2) 6時30分～ 9時30分
年齢不問

（従業員数 9人 ）

パート労働者 就業場所

ボール拾い 有限会社　和銅ゴル
フガーデン

秩父市黒谷１６５０ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 3531671 TEL0494-23-2381

フロント ルートインジャパン
株式会社　ホテル
ルートイン秩父

秩父市野坂町２丁目３番１８号 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 11070- 3530371 TEL0494-21-7121

現場作業員 株式会社　ヤマト 秩父市蒔田２０９１－１ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 3528271 TEL0494-27-7676

野菜の袋詰め≪急募≫ 株式会社　知々夫屋 秩父市大野原３１４－１ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 3620471 TEL0494-22-0244

訪問介護職員（ホームヘ
ルパー）　―桜木町―

有限会社　大島介護 秩父市田村９０３－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 3610371 TEL0494-23-0515

調理員補助 有限会社　大島介護 秩父市田村９０３－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 3608271 TEL0494-23-0515

機械部品加工補助・
検査

有限会社アサミ精工 秩父市大野原３５３３－２ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 11070- 3568871 TEL0494-23-8834

浴場・リネン・清掃
係

東都埼玉カントリー
倶楽部

小鹿野町長留１８６０ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 3562071 TEL0494-75-0881

ハウスクリーニング 有限会社　クリーン
レンタル

秩父市山田６２－２ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 3541771 TEL0494-25-0373

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。


