
平成２９年１１月１３日発行 次回発行予定日　平成２９年１１月２０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 (1) 7時00分～11時30分

900円～900円 (2)11時30分～16時00分
年齢不問 (3) 7時00分～16時00分

（従業員数 20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

950円～950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 保育士

不問 (1)13時30分～17時30分 幼稚園教諭免許
950円～950円

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

不問 　17時00分～0時0分
871円～871円 　の間の4時間程度

年齢不問
（従業員数 8人 ）

パート労働者 就業場所

時給 準中型自動車免許
不問 (1)10時00分～16時00分

946円～946円
年齢不問

（従業員数 19人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 (1)13時30分～19時30分

900円～1,000円
年齢不問

（従業員数 190人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 (1) 8時00分～13時00分

950円～1,000円
年齢不問

（従業員数 190人 ）

パート労働者 就業場所

時給 歯科衛生士
59歳以下 (1)18時00分～20時00分

1,500円～1,700円
省令１号

（従業員数 8人 ）

パート労働者 就業場所

時給 保育士
不問 (1) 9時00分～13時00分

900円～900円
年齢不問

（従業員数 14人 ）

パート労働者 就業場所秩父市
時給 変形（１年単位）

59歳以下 (1)10時00分～17時00分
880円～980円

省令１号
（従業員数 74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30分～17時30分
900円～1,000円

年齢不問
（従業員数 8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 (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 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1)10時00分～15時00分

880円～900円 (2)17時00分～22時00分
年齢不問

（従業員数 10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)19時00分～ 7時00分

900円～1,000円
省令１号

（従業員数 19人 ）

パート労働者 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 9時00分～16時00分

871円～1,000円
年齢不問

（従業員数 1人 ）

パート労働者 就業場所長瀞町
時給 フォークリフト技能者

不問 (1) 9時10分～16時00分
1,000円～1,000円

年齢不問
（従業員数 8人 ）

パート労働者 就業場所

TEL0494-66-1133

木質チップ製造現場
作業

東洋産業　有限会社 秩父市中宮地町３２－１５ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 4037271 TEL0494-22-2155

釣り堀スタッフ＜急
募＞

有限会社　秩父食品 長瀞町大字本野上４０３－７ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 4036871 TEL0494-66-1485

介護員【夜勤専門】 有限会社　グループ
ホーム上野
陽だまりの家

秩父市大宮５５３３－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 4093471 TEL0494-21-2150

ホール係 粋心亭　あじ岬 横瀬町大字横瀬５３１２－３ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 4091671 TEL0494-22-7369

検査・加工≪急募≫ 有限会社　大野製作
所

皆野町大字皆野２８６８－１ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 4081071 TEL0494-62-5787

介護職 株式会社　寿美保養
センター

小鹿野町下小鹿野９２１－１ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 4071971 TEL0494-75-5757

品質管理＜急募＞ 楽陽食品株式会社
関東事業所　秩父工
場

秩父市吉田久長２０６ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 4126971 TEL0494-77-1121

保育士補助≪急募≫ 社会福祉法人恵明会 秩父市荒川上田野９９３－１ 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 4125271 TEL0494-53-4030

歯科衛生士 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- 4124871 TEL0494-62-1149

鮮魚、寿司売場の製
造業務

株式会社　矢尾百貨
店

秩父市上町１－５－９ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 4123771 TEL0494-24-8080

パンショップのレ
ジ・販売

株式会社　矢尾百貨
店

秩父市上町１－５－９ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 4116871 TEL0494-24-8080

運転業務（平成３０
年１月１日採用）

秩父市立図書館 秩父市上町３－６－２７ 雇用・公災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 4109271 TEL0494-22-0943

調理・接客 株式会社　ゼブンデ
イズ　三代目山ちゃ
ん

横瀬町大字横瀬４３５８－２ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 4107771 TEL0494-26-7100

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- 4105571 TEL0494-24-8221

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 4095871

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- 4104671 TEL0494-24-8221

所在地・就業場所

ゴルフ場クラブハウ
ス清掃

株式会社　さいたまリ
ゾート産業　埼玉長瀞ゴ
ルフ倶楽部

長瀞町大字野上下郷３５１８

◎ 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」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
不問 (1) 9時00分～15時00分

875円～930円
年齢不問

（従業員数 52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

時給
不問 (1) 9時05分～16時15分

889円～889円
年齢不問

（従業員数 4人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 (1) 9時00分～12時00分

900円～900円 (2)15時00分～21時00分
年齢不問

（従業員数 0人 ）

パート労働者 就業場所秩父市
時給 普通自動車免許ＡＴ

59歳以下 　8時30分～19時00分
871円～1,050円 　の間の6時間程度

省令１号
（従業員数 22人 ）

パート労働者 就業場所皆野町
時給

不問 (1) 8時15分～13時15分
1,000円～1,100円 (2)15時00分～17時00分

年齢不問
（従業員数 5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4時間以上
年齢不問

（従業員数 9人 ）

パート労働者 就業場所秩父市
時給 普通自動車免許一種

不問 　6時00分～21時00分
871円～871円 　の間の8時間程度

年齢不問
（従業員数 4人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 (1)10時00分～15時00分

871円～871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 　9時00分～19時00分

872円～892円 　の間の6時間程度
年齢不問

（従業員数 13人 ）

パート労働者 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ
18歳以上 (1)19時00分～ 7時00分

1,000円～1,200円 (2)17時30分～ 9時00分
省令２号

（従業員数 18人 ）

パート労働者 就業場所秩父市
時給 普通自動車免許ＡＴ

59歳以下 (1) 9時00分～16時00分 簿記検定（日商３級）
900円～1,000円 (2) 9時00分～15時00分

省令１号
（従業員数 7人 ）

パート労働者 就業場所

時給
18歳以上 (1)18時30分～22時30分

871円～871円
省令２号

（従業員数 3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 　9時00分～18時00分

880円～1,000円 　の間の5時間程度
省令１号

（従業員数 5人 ）

パート労働者 就業場所秩父市

福祉用具の配達・整
備【秩父店】

株式会社　荒川瀧石 秩父市荒川上田野７８５－１ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 4021171 TEL0494-54-0005

ホール係 中華料理　仙龍 秩父市熊木町６－１６ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 4018471 TEL0494-23-2015

経理事務・雑務 税理士法人　秩父中
央

秩父市番場町８番１６号 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

11070- 4013171 TEL0494-22-3515

夜勤専門介護職員（パー
ト）（なの花フォレス
ト）

なの花ケアホーム株
式会社

秩父市黒谷１３８７－１ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 4006071 TEL0494-26-5587

ガソリンスタンドス
タッフ

下妻液化ガス株式会
社　セルフ秩父店

秩父市上宮地町２４－１４ 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 4032671 TEL0494-22-2029

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- 4030071 TEL0494-54-0801

ガソリンスタンド販
売員

有限会社　笠原石油 秩父市下宮地町１９－１０ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 4029271 TEL0494-22-6547

レジ係・店内商品管
理・店内外の清掃

ちちぶ農業協同組合 秩父市上野町２９－２０ 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 4027771 TEL0494-22-3645

歯科助手＜急募＞ 医療法人　久和会
鶴見歯科医院

秩父市桜木町１９－１４ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 4025571 TEL0494-23-6480

ガソリンスタンド店
員

有限会社　星野商会 秩父市中宮地町２１－７ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 4024671 TEL0494-22-3820

客室清掃・配膳 民宿すぎな 秩父市久那１０３６番地 労働保険加入
予定

雇用期間の定めなし

11070- 4023371 TEL0494-23-2003

線材加工≪急募≫ 武甲精密 秩父市中宮地町３０－９ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 4022071 TEL0494-24-6540

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- 4051471 TEL0494-23-2381

軽作業 株式会社　加藤製作
所

秩父市定峰６８－２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 4041571 TEL0494-24-7323

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」では、一般及びパートの求人を閲覧できます。


