
平成３１年４月１日発行 次回発行予定日　平成３１年４月８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 (1) 8時00分～15時00分

920円～950円 (2)15時30分～21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 　10時00分～14時00分

920円～950円 　の間の3時間以上
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)16時00分～20時00分

950円～1,050円
年齢不問

（従業員数 9人 ）

パート労働者 就業場所

時給 幼稚園教諭免許
不問 (1) 9時30分～15時30分 保育士

900円～920円 (2) 8時30分～17時00分
年齢不問

（従業員数 11人 ）

パート労働者 就業場所皆野町
時給 幼稚園教諭免許

不問 (1) 8時30分～17時00分 保育士
900円～920円

年齢不問
（従業員数 11人 ）

パート労働者 就業場所皆野町
時給

不問 (1) 7時30分～10時30分
900円～1,100円 (2)15時00分～21時00分

年齢不問 (3) 7時30分～21時00分
（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
18歳以上 (1)21時00分～ 0時00分

900円～900円
省令２号

（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 (1) 9時00分～18時00分 普通自動車免許ＡＴ
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

59歳以下 (1) 8時30分～16時50分
950円～950円

省令１号
（従業員数 14人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 (1)10時00分～14時00分

900円～950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ＡＴ
不問 (1) 9時00分～16時00分 普通自動車免許一種

900円～1,200円
年齢不問

（従業員数 47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 (1) 9時00分～17時00分
930円～930円

年齢不問
（従業員数 10人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 　9時00分～17時00分

1,000円～1,000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 　8時00分～18時00分

898円～898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ＡＴ

59歳以下 (1) 7時00分～16時00分 普通自動車免許一種
930円～1,000円 (2)10時00分～19時00分

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 　8時00分～17時00分

1,000円～1,200円 　の間の5時間以上
年齢不問

（従業員数 10人 ）

パート労働者 就業場所長瀞町

TEL0494-66-3168

TEL0494-66-3168

TEL0494-62-4563

TEL0494-62-4563

TEL0494-54-1102

TEL0494-22-1378

ラフティングツアー
受付業務＜急募＞

株式会社アムスハウ
ス

長瀞町大字中野上５６０ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 1310991 TEL0494-26-6906

介護員 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・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

11070- 1331291 TEL0494-21-2150

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- 1328691 TEL0494-22-3645

フロント予約 株式会社　ナチュラ
ルファームシティ

秩父市大宮５９１１－１ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 1319691 TEL0494-22-2000

動物園での飼育・販
売等

秩父鉄道株式会社
宝登山小動物公園

長瀞町長瀞２２０９ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 1350091 TEL0494-66-0959

半導体製造装置の組
み立て等

株式会社　二ノ宮製
作所

皆野町大渕２８４ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 1349291 TEL0494-62-0898

旅館の掃除係（細かい作
業が好きな方歓迎！）

御宿　竹取物語
（有限会社あさか）

秩父市荒川上田野５６ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 11070- 1348891 TEL0494-54-1102

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- 1346491 TEL0494-24-5521

洗浄・検査・梱包
（日勤）

有限会社原製作所 秩父市中村町３－２２－９ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

11070- 1340591 TEL0494-22-1378

洗浄・検査・梱包
（夜勤）

有限会社原製作所 秩父市中村町３－２２－９ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 1339791

接客係（フロントから配
膳まで幅広く活躍！）

御宿　竹取物語
（有限会社あさか）

秩父市荒川上田野５６ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 11070- 1358591

保育補助員兼預かり保育
員（固定勤務）

皆野町教育委員会 皆野町大字皆野１４２３番地 雇用・労災・
公災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 1357291

保育補助員兼預かり保育
員（シフト制）

皆野町教育委員会 皆野町大字皆野１４２３番地 雇用・労災・
公災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 1356891

調理補助 小さなホテル　セラ
ヴイ

長瀞町大字井戸４１９－１ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 1353991

労災

雇用期間の定めなし

11070- 1351391

清掃 小さなホテル　セラ
ヴイ

長瀞町大字井戸４１９－１ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 1352691

TEL0494-66-3168

所在地・就業場所

接客（レストランフ
ロアー）

小さなホテル　セラ
ヴイ

長瀞町大字井戸４１９－１

◎ 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、フルタイム及びパートの求人が閲覧できます。



平成３１年４月１日発行 次回発行予定日　平成３１年４月８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
不問 (1)10時00分～20時00分

898円～1,200円 (2)14時00分～20時00分
年齢不問

（従業員数 17人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 (1)10時00分～15時00分

898円～898円
年齢不問

（従業員数 5人 ）

パート労働者 就業場所

時給 交替制あり
不問 (1) 9時00分～13時00分

900円～900円 (2)13時00分～17時00分
年齢不問 (3)17時00分～21時00分

（従業員数 4人 ）

パート労働者 就業場所長瀞町
時給

不問 　8時30分～18時30分
900円～900円 　の間の6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 理容師
不問 　8時00分～19時00分

1,000円～1,000円 　の間の3時間以上
年齢不問

（従業員数 0人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 　8時00分～21時00分

900円～950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 　8時00分～21時00分

950円～1,000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

接客・配膳（急募） 有限会社　柳屋 秩父市荒川贄川２０４８－１ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 1309091 TEL0494-54-0250

清掃　（急募） 有限会社　柳屋 秩父市荒川贄川２０４８－１ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 1308191 TEL0494-54-0250

理容師 理容若林～ワンラン
ク上の床屋さん～

秩父市荒川上田野１４６７－２ 労働保険加入
予定

雇用期間の定めなし

11070- 1307591 TEL0494-54-1171

アウトドアアクティ
ビティスタッフ

Ｇｅｏ　Ｇｒａｖｉｔｙ
Ｐａｒｋ　Ｃｈｉｃｈｉ
ｂｕ　株式会社

秩父市荒川贄川７２９ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 1299491 TEL080-8041-5219

イベント会場の受付 一般社団法人　長瀞
町観光協会

長瀞町長瀞５２９－１ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 11070- 1294191 TEL0494-66-3311

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- 1292291 TEL0494-54-0801

接客・配膳 新木鉱泉旅館 秩父市上山田１５３８の１ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 1317091 TEL0494-23-2641

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、フルタイム及びパートの求人が閲覧できます。


