
令和元年５月７日発行 次回発行予定日　令和元年５月１３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) 8時15分～17時00分

900円～900円 (2)13時15分～17時00分
年齢不問 (3) 8時00分～13時30分

（従業員数 9人 ）

パート労働者 就業場所秩父市
時給

不問 (1) 9時00分～15時00分
900円～900円

年齢不問
（従業員数 3人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 (1)11時30分～14時30分

898円～898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

不問 (1) 8時30分～17時30分
898円～1,000円 (2) 7時00分～16時00分

年齢不問 (3)10時00分～19時00分
（従業員数 70人 ）

パート労働者 就業場所

時給 交替制あり 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時00分～17時00分

898円～1,000円 (2) 8時30分～17時30分
年齢不問

（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～15時00分

900円～950円
年齢不問

（従業員数 0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

900円～1,000円
年齢不問

（従業員数 4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)18時00分～ 8時30分 普通自動車免許一種
950円～950円

年齢不問
（従業員数 60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) 7時00分～10時00分 普通自動車免許一種
950円～950円

年齢不問
（従業員数 30人 ）

パート労働者 就業場所秩父市
時給

不問 (1) 7時00分～10時00分
950円～950円

年齢不問
（従業員数 60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 看護師
1,200円～1,500円 (2) 8時00分～18時00分 准看護師

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) 8時45分～11時45分

900円～900円
年齢不問

（従業員数 8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15分
898円～898円

年齢不問
（従業員数 32人 ）

パート労働者 就業場所秩父市
時給

不問 　6時30分～22時00分
900円～1,200円 　の間の6時間程度

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)14時30分～23時00分

900円～1,200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 　8時00分～22時00分

900円～1,000円 　の間の6時間程度
年齢不問

（従業員数 40人 ）

パート労働者 就業場所

所在地・就業場所

介護員 株式会社　坂　（デ
イサービスセンター
グレープ）

秩父市蒔田字相ノ道１７９０－３

接客・調理補助 中華料理　泰山北斗 秩父市山田２３２３－３ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 1646291 TEL0494-24-2289

労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 1641691

ふとんのクリーニン
グ

株式会社　ミスター
ウォッシュマン

横瀬町大字芦ケ久保１５２９－３８ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 11070- 1642991 TEL0494-25-2100

介護職員（横瀬デイ
サービスセンター）

社会福祉法人　織舩会
介護老人福祉施設（特別養
護老人ホーム）ウエルハイ
ム・ヨコゼ

横瀬町大字横瀬５８０６番地１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 11070- 1648191 TEL0494-25-0120

介護職員 社会福祉法人　織舩会
介護老人福祉施設（特別養
護老人ホーム）ウエルハイ
ム・ヨコゼ

横瀬町大字横瀬５８０６番地１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 11070- 1647591 TEL0494-25-0120

事務職 有限会社　詩恩 秩父市桜木町１１－２１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 1629891 TEL0494-25-2170

接客　＜急募＞ 有限会社　ちちぶ路 秩父市荒川小野原２０４－２ 労働保険
加入予定

雇用期間の定めなし

11070- 1649091 TEL0494-54-1560

支援スタッフ 社会福祉法人　清心
会

秩父市山田１１９９－２ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 1633691 TEL0494-24-9951

グループホームナイ
トケアスタッフ

社会福祉法人　清心
会

秩父市山田１１９９－２ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 1632391 TEL0494-24-9951

看護師 社会福祉法人　清心
会

秩父市山田１１９９－２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

11070- 1636791
TEL0494-24-9951

グループホームの生
活支援スタッフ

社会福祉法人　清心
会

秩父市山田１１９９－２ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 1634991 TEL0494-24-9951

包装・箱詰 大曽根商事株式会社
皆野本社工場

皆野町大字皆野６７８－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

11070- 1622191 TEL0494-26-7533

清掃（滝沢ダム管理
所）

独立行政法人水資源
機構荒川ダム総合管
理所

秩父市荒川久那４０４１ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 1637891 TEL0494-23-1431

受付・清掃・維持管
理

株式会社　ピカ　Ｐ
ＩＣＡ秩父

秩父市久那６３７番２ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 11070- 1596691 TEL0494-22-6661

レストランの調理補
助

株式会社　ピカ　Ｐ
ＩＣＡ秩父

秩父市久那６３７番２ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 11070- 1595391 TEL0494-22-6661

清掃 株式会社　ピカ　Ｐ
ＩＣＡ秩父

秩父市久那６３７番２ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 11070- 1597991 TEL0494-22-6661

TEL0494-25-5007

◎ 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を閲覧できます。
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◎ 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 　7時00分～21時00分

900円～1,200円 　の間の6時間程度
年齢不問

（従業員数 40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 普通自動車免許一種

898円～950円 (2)13時00分～19時00分
年齢不問

（従業員数 4人 ）

パート労働者 就業場所

時給 栄養士
不問 (1) 5時30分～ 9時30分 管理栄養士

1,300円～1,500円 (2)10時00分～14時00分
年齢不問 (3)14時00分～19時00分

（従業員数 8人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 (1) 5時30分～ 9時30分

950円～1,200円 (2)10時00分～14時00分
年齢不問 (3)14時00分～19時00分

（従業員数 8人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 　8時15分～17時15分

913円～923円 　の間の4時間程度
年齢不問

（従業員数 170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 　8時30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 2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 　8時30分～13時30分
900円～950円 　の間の3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
不問 　8時30分～17時30分

900円～1,050円 　の間の6時間以上
年齢不問

（従業員数 16人 ）

パート労働者 就業場所

レストランのホール
サービス担当

株式会社　ピカ　Ｐ
ＩＣＡ秩父

秩父市久那６３７番２ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 11070- 1598491 TEL0494-22-6661

栄養士・管理栄養士
（土日祝）

株式会社　ＷＡヴィジョ
ン（Ｗ．Ａ．ダイニング
カーサ・ミナノ）

皆野町大字国神字柿平４２１ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 1605291 TEL0494-26-6090

接客及び衣装コーデイネー
ター（皆野店パート）

株式会社　セラヴィ 皆野町皆野２１３３－６ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 1601991 TEL0494-62-2790

調理員（４．５Ｈ） 秩父市役所　こども
課

秩父市熊木町８－１５ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 1582891 TEL0494-25-5206

キッチンスタッフ
（土日祝）

株式会社　ＷＡヴィジョ
ン（Ｗ．Ａ．ダイニング
カーサ・ミナノ）

皆野町大字国神字柿平４２１ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 1606591 TEL0494-26-6090

皆野町大字皆野２９８－１ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 1589991 TEL0494-62-4848

事務員 埼玉グリ－ン産業株
式会社　　清掃部

横瀬町大字横瀬１１３２－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 1586091 TEL0494-22-7966

保育士又は保育補助
＜急募＞

社会福祉法人小鹿野
ひまわり福祉会

小鹿野町小鹿野５９８の２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

11070- 1590891 TEL0494-75-3354

配達・片付け・簡単な弁
当盛り付け・洗い物

真魚

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を閲覧できます。


