
平成２９年１２月４日発行 次回発行予定日　平成２９年１２月１１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
不問 　10時00分～20時00分

900円～1,000円 　の間の5時間以上
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ＡＴ
不問 (1)14時00分～17時30分

871円～911円 (2)14時00分～18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) 7時30分～15時00分

871円～871円 (2)15時00分～21時00分
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 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 9時00分～16時00分
871円～871円 (2)11時00分～16時00分

年齢不問
（従業員数 13人 ）

パート労働者 就業場所秩父市
時給

不問 (1) 9時00分～16時00分
871円～871円 (2) 8時30分～17時30分

年齢不問
（従業員数 6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 ホームヘルパー２級
871円～900円

年齢不問
（従業員数 5人 ）

パート労働者 就業場所長瀞町
時給

不問 (1) 9時00分～17時45分
900円～1,000円

年齢不問
（従業員数 40人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 (1) 9時00分～17時00分

871円～1,000円
年齢不問

（従業員数 40人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 (1) 9時00分～17時00分

880円～1,000円
年齢不問

（従業員数 40人 ）

パート労働者 就業場所

日給 普通自動車免許一種
不問 (6,500円～10,000円) (1) 8時00分～17時00分

928円～1,428円
年齢不問

（従業員数 5人 ）

パート労働者 就業場所秩父市
時給

不問 (1) 9時30分～15時30分
871円～1,000円 (2)12時00分～17時30分

年齢不問 (3)14時00分～19時30分
（従業員数 9人 ）

パート労働者 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 7時00分～16時00分

1,016円～1,130円 (2) 8時30分～17時30分
年齢不問 (3)16時30分～ 9時30分

（従業員数 43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30分～15時30分

920円～1,000円 (2) 9時30分～18時30分
年齢不問 (3)10時00分～19時00分

（従業員数 77人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 (1) 7時00分～16時00分

1,016円～1,130円 (2) 8時30分～17時30分
年齢不問 (3)16時30分～ 9時30分

（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 6人 ）

パート労働者 就業場所秩父市
時給

不問 (1)10時00分～15時00分
875円～950円 (2)17時00分～21時00分

年齢不問
（従業員数 35人 ）

パート労働者 就業場所秩父市

TEL0494-24-5004

TEL0494-55-0205

TEL0494-55-0205

TEL0494-55-0205

TEL0494-62-5357

TEL0494-63-1313

サービス係 株式会社　荷車屋 秩父市中宮地町５８８１ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 4258171 TEL0494-23-5201

介護職員 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ヶ月未満） 11070- 4296871 TEL0494-24-8080

介護職員 社会福祉法人　秩父
正峰会　ケアホーム
楓

秩父市荒川上田野７６８番地 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 4293571 TEL0494-54-3210

調理員 社会福祉法人　秩父正峰
会　特別養護老人ホーム
花菖蒲・両神

小鹿野町両神薄１０６０番地１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 4285571 TEL0494-72-8050

介護職員 社会福祉法人秩父正峰会
特別養護老人ホーム　大
滝・桜の園

秩父市大滝１６６番地 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 4279771 TEL0494-54-2215

フェイシャルエステ及び化
粧品販売（本店サロン）

株式会社　ＣＰウィ
ズ

秩父市中宮地町３３－４　新井ビル
３Ｆ

雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 4319871 TEL0494-25-0288

作業員 株式会社　冨田興業 秩父市上宮地町１２－１９ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 4317471 TEL0494-40-1060

コールセンターオペ
レーター＜急募＞

株式会社　アズコム
データセキュリティ

秩父市みどりが丘３５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 4312171 TEL0494-63-1313

事務（書類整理、検品作
業、その他付帯作業）＜急
募＞

株式会社　アズコム
データセキュリティ

秩父市みどりが丘３５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 4311971 TEL0494-63-1313

倉庫管理補助＜急募
＞

株式会社　アズコム
データセキュリティ

秩父市みどりが丘３５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 4310271

介護員【デイサービ
スながとろ】

有限会社　あおば
ホーム

秩父市小柱１９６番地 雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 4308571

案内・レジ・接客
（サイクルパーク）

株式会社　源流郷お
おたき

秩父市大滝４２７７－２ 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 4307671

調理・ホールスタッフ・
レジ係（郷路館）

株式会社　源流郷お
おたき

秩父市大滝４２７７－２ 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 4306371

清掃・レジ係・接客・食
堂業務（遊湯館）

株式会社　源流郷お
おたき

秩父市大滝４２７７－２ 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 4305071

雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 4323671

支援員 社会福祉法人　くわの実
会　障害者活動セン
ター・キックオフ

秩父市大宮５７３９－１０ 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 4331671

TEL0494-24-9280

所在地・就業場所

調理 わへいそば 秩父市中村町１－４－１３

◎ 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。
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時給 普通自動車免許一種
不問 (1) 9時00分～12時00分

875円～875円
年齢不問

（従業員数 35人 ）

パート労働者 就業場所秩父市
時給

不問 (1)10時00分～15時00分
875円～875円

年齢不問
（従業員数 6人 ）

パート労働者 就業場所秩父市
時給

不問 (1)10時00分～17時00分
875円～875円

年齢不問
（従業員数 2人 ）

パート労働者 就業場所秩父市
時給

不問 　11時00分～22時00分
875円～1,050円 　の間の3時間程度

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

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分
871円～871円

省令１号
（従業員数 35人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 (1) 9時00分～17時00分

880円～1,100円
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ＡＴ
不問 (1) 6時00分～15時00分

920円～1,000円 (2) 9時30分～18時30分
年齢不問 (3)10時00分～19時00分

（従業員数 85人 ）

パート労働者 就業場所

時給 交替制あり 看護師
不問 (1) 8時30分～17時30分 准看護師

1,200円～1,300円 (2)10時00分～19時00分
年齢不問

（従業員数 49人 ）

パート労働者 就業場所

時給 看護師
不問 (1) 8時30分～14時00分 准看護師

1,500円～2,000円 (2)15時00分～19時00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00分～16時00分

871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 介護職員初任者研修
不問 (1) 8時30分～17時15分

914円～914円 (2)16時30分～ 1時15分
年齢不問 (3) 0時30分～ 9時15分

（従業員数 243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 　9時00分～17時00分
900円～1,000円 　の間の5時間程度

年齢不問
（従業員数 22人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 (1) 9時30分～17時30分

900円～1,100円
年齢不問

（従業員数 190人 ）

パート労働者 就業場所

家具の配達及び設置
補助

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- 4253471 TEL0494-24-8080

営業アシスタント 秩父土建株式会社 秩父市大野原７４３ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 4252571 TEL0494-24-3111

看護助手（パートタ
イマー）

秩父市立病院 秩父市桜木町８－９ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 4251671 TEL0494-23-0611

事務 関東食品株式会社
秩父営業所

皆野町大字皆野１１３１－１番地 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 4248271 TEL0494-62-5685

正看護師・准看護師 高橋内科クリニック 秩父市中村町３－３－３６ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 4301871 TEL0494-27-0155

看護職員 社会福祉法人　秩父
正峰会　特別養護老
人ホーム　荒川園

秩父市荒川贄川１０８８番地 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 4277571 TEL0494-54-1500

調理員 社会福祉法人秩父正
峰会　特別養護老人
ホーム杏子苑

秩父市寺尾３９００番地１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 11070- 4268671 TEL0494-25-1983

検査 有限会社　カサハラ 小鹿野町下小鹿野　８６７－５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

11070- 4267371 TEL0494-75-0985

袋詰め及び組立工≪
急募≫

株式会社　坂本商事 小鹿野町小鹿野１８３６－１ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 4265171 TEL0494-75-0236

居酒屋調理 株式会社　荷車屋 秩父市中宮地町５８８１ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 4264971 TEL0494-23-5201

販売 株式会社　荷車屋 秩父市中宮地町５８８１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 4262871 TEL0494-23-5201

調理（急募） 株式会社　荷車屋 秩父市中宮地町５８８１ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 4261771 TEL0494-23-5201

お弁当の配達 株式会社　荷車屋 秩父市中宮地町５８８１ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 4259071 TEL0494-23-5201

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。


