
令和元年５月２０日発行 次回発行予定日　令和元年５月２７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～17時00分

930円～930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)11時00分～15時00分

900円～900円
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

不問 (1) 9時00分～15時00分
898円～1,000円 (2) 9時00分～16時00分

年齢不問
（従業員数 8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～13時00分

898円～898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 普通自動車免許ＡＴ

不問 　8時00分～17時00分
1,050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
時給

不問 　9時00分～16時00分
898円～898円 　の間の5時間程度

年齢不問
（従業員数 211人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 (1) 8時00分～15時00分

900円～900円 (2) 9時00分～15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)12時00分～20時00分

1,000円～1,050円 (2)13時00分～20時00分
年齢不問

（従業員数 8人 ）

パート労働者 就業場所

時給
59歳以下 (1)11時00分～19時00分

930円～930円 (2)14時00分～19時00分
省令１号 (3)16時00分～21時00分

（従業員数 50人 ）

パート労働者 就業場所

時給 保育士
不問 　7時00分～19時00分　 幼稚園教諭免許

971円～971円 　の間の5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

59歳以下 (1) 5時30分～ 8時00分
1,000円～1,000円 (2) 6時00分～ 8時00分

省令１号
（従業員数 50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～15時30分

900円～900円 (2)10時00分～14時30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～17時30分
900円～1,000円 (2) 8時00分～16時30分

年齢不問
（従業員数 2人 ）

パート労働者 就業場所

時給 普通自動車免許一種
不問 (1) 8時30分～16時00分

950円～950円
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) 4時00分～10時00分 普通自動車免許一種

900円～900円
省令２号

（従業員数 9人 ）

パート労働者 就業場所

時給
不問 (1)10時00分～19時00分

900円～900円
年齢不問

（従業員数 13人 ）

パート労働者 就業場所秩父市

TEL0494-75-3391

調理・販売・配達（始業
４時～≪急募≫

有限会社　武島家 秩父市番場町１６－４ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 1793791 TEL0494-22-0739

受付 ヒロミ株式会社　秩
父工場
ホワイト急便

秩父市山田　２７１２－１９ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 1795291 TEL0494-25-0881

配送・軽作業 ヒロミ株式会社　秩
父工場
ホワイト急便

秩父市山田　２７１２－１９ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 1786891 TEL0494-25-0881

アウトドアツアーガ
イド

株式会社ＪＯＵＲＮ
ＥＹ　カヌーヴィ
レッジ長瀞

長瀞町大字長瀞９４７－１ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 1812991 TEL0494-66-2679

調理 株式会社フードリー
ム　レストランカプ
チーナ秩父店

秩父市上町１－５－９
矢尾百貨店５階

労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 11070- 1811691 TEL0494-23-0875

早朝仕分けアシスト ヤマト運輸株式会社
秩父影森センター

秩父市上影森７５３－７ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 1809591
TEL0494-25-3996

保育士（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- 1808291 TEL0494-25-5206

受付事務 ヤマト運輸株式会社
秩父影森センター

秩父市上影森７５３－７ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 1807891 TEL0494-25-3996

子供服の販売 株式会社　西松屋
チェーン　秩父店

秩父市下影森８０９－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 1806791 TEL0494-24-6200

メンテナンス（客室
清掃）

株式会社星野 秩父市宮側町５－１ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 1825591 TEL0494-22-5566

工場内の清掃と雑務 アルバック成膜　株
式会社

秩父市寺尾２８０４番地 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 1824291 TEL0494-24-6511

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
月未満） 11070- 1813491 TEL0494-26-6906

秩父市上山田１５３８の１ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 1843191 TEL0494-23-2641

組立及び検査 有限会社　杉田製作
所

皆野町大字皆野８２３－２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 1841291 TEL0494-62-0347

所在地・就業場所

軽作業・検査作業 明光ダイカスト工業
株式会社

小鹿野町下小鹿野９５４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

11070- 1838691

接客 珍達そば 秩父市東町２３－４ 労災加入予定

雇用期間の定めなし

11070- 1839991 TEL0494-22-1571

清掃・雑務 新木鉱泉旅館

◎ 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。



令和元年５月２０日発行 次回発行予定日　令和元年５月２７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30分～17時00分 介護支援専門員

1,220円～1,690円
年齢不問

（従業員数 8人 ）

パート労働者 就業場所

時給 看護師
不問 　8時30分～17時30分

1,550円～1,800円 　の間の6時間以上 普通自動車免許ＡＴ
年齢不問

（従業員数 40人 ）

パート労働者 就業場所

看護師 生協ちちぶケアス
テーション

秩父市阿保町１－１１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 1799391 TEL0494-22-9902

介護支援専門員 生協ちちぶ在宅介護
支援センター

秩父市熊木町２４－１５
熊木町プレイス１階

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 1798091 TEL0494-25-2077

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。


