
令和元年６月２４日発行 次回発行予定日　令和元年７月１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) 6時00分～15時00分

900円～950円 (2) 8時30分～17時30分
年齢不問

(従業員数 5人 )
パート労働者 就業場所

時給 臨床検査技師
不問 (1) 8時30分～17時15分

1,422円～1,422円
年齢不問

(従業員数 286人 )
パート労働者 就業場所

時給
不問 　8時00分～19時00分

898円～1,000円 　の間の6時間
年齢不問

(従業員数 78人 )
パート労働者 就業場所

時給 歯科衛生士
不問 (1)14時30分～19時30分

1,200円～1,600円
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) 9時00分～13時30分 看護師

1,250円～1,500円 (2)13時00分～17時30分 准看護師
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) 7時45分～ 9時15分 普通自動車免許一種

1,000円～1,000円 (2)16時00分～17時30分
年齢不問

(従業員数 12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00分

930円～930円 (2) 8時00分～16時00分
年齢不問

(従業員数 46人 )
パート労働者 就業場所秩父市

時給
不問 (1) 8時40分～15時55分

960円～1,050円
年齢不問

(従業員数 25人 )
パート労働者 就業場所横瀬町

時給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 6時30分～15時30分

950円～950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 43人 )
パート労働者 就業場所

時給 調理師
不問 (1) 9時00分～14時30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
不問 (1) 8時00分～13時00分

900円～1,000円 (2)18時00分～21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
不問 (1)10時00分～13時00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30分～19時00分

900円～1,250円 (2)15時00分～19時00分
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 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 6人 )
パート労働者 就業場所

時給
64歳以下 (1) 8時00分～12時00分

900円～900円
省令１号

(従業員数 100人 )
パート労働者 就業場所

時給
64歳以下 (1) 8時00分～12時00分

900円～900円
省令１号

(従業員数 80人 )
パート労働者 就業場所秩父市

所在地・就業場所

パン等の製造・販売 有限会社　ラパンノ
ワールくろうさぎ

秩父市野坂町１丁目１８－１２

介護補助 医療法人　健秀会 横瀬町大字横瀬５８５０ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 2337891 TEL0494-25-7200

雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 2331091

臨床検査技師（臨時
職員）

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- 2336791 TEL0494-23-0611

高齢者向けフィットネスク
ラブでバイタル等を行う看
護師

株式会社　ミツイ 秩父市中村町１丁目３－８ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 2326991 TEL0494-23-3494

歯科衛生士 しまだ歯科医院 小鹿野町小鹿野１６７９－３ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 2342991 TEL0494-72-7201

機器の組立・コイル
の巻線作業

株式会社　アルファ 秩父市下宮地２５－３３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 2313591 TEL0494-22-1280

運転手（燦々） 社会福祉法人　秩父福祉
会　特別養護老人ホーム
白砂恵慈園

秩父市吉田久長１８６－１ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 2328791 TEL0494-77-0099

調理員 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

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 2316391 TEL0494-54-2215

中学校学級支援員 横瀬町教育委員会 横瀬町大字横瀬４５４５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 2314191 TEL0494-25-0118

接客・清掃 有限会社かやの家 秩父市荒川小野原１００９の１ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 2320291
TEL0494-54-1192

給食調理員 自立工房　山叶本舗 秩父市久那１６２９ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 2319491 TEL0494-23-4871

ゲームコーナー店員 株式会社　コラム 長瀞町大字野上下郷２８１６ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 2287391 TEL0494-66-0009

清掃 有限会社かやの家 秩父市荒川小野原１００９の１ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 2321591 TEL0494-54-1192

鮮魚／レジ 株式会社　ヤオコー
（皆野店）

皆野町大字皆野１８３８番地１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 2291291 TEL0494-63-2711

一般事務 有限会社　島崎自動
車

秩父市蒔田２０８ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 2289991 TEL0494-23-9453

精肉／鮮魚／青果／
惣菜／寿司／レジ

株式会社　ヤオコー
（秩父大野原店）

秩父市大野原６８０番地 雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 2293191 TEL0494-21-3211

TEL0494-25-7373

◎ 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６月２４日発行 次回発行予定日　令和元年７月１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) 8時30分～14時30分

900円～950円
年齢不問

(従業員数 41人 )
パート労働者 就業場所秩父市

時給
不問 (1) 8時00分～13時00分

900円～900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 (1) 7時30分～17時00分

900円～900円
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30分～17時30分

900円～1,100円
年齢不問

(従業員数 6人 )
パート労働者 就業場所

時給
64歳以下 (1) 8時00分～12時00分

900円～900円
省令１号

(従業員数 150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) 9時30分～17時30分

900円～950円
省令１号

(従業員数 6人 )
パート労働者 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ
不問 　9時00分～19時00分

900円～950円 　の間の4時間程度
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
不問 (1) 8時30分～13時30分

900円～900円
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～18時30分

898円～1,200円 (2) 9時00分～12時30分
年齢不問 (3)13時30分～18時30分

(従業員数 10人 )
パート労働者 就業場所

時給 歯科衛生士
不問 (1) 9時00分～18時30分

1,200円～1,900円 (2) 9時00分～12時30分
年齢不問 (3)13時30分～18時30分

(従業員数 10人 )
パート労働者 就業場所

時給 普通自動車免許一種
不問 (1)13時00分～18時00分

900円～900円
年齢不問

(従業員数 25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 准看護師

1,500円～1,600円 　の間の3時間以上
年齢不問

(従業員数 12人 )
パート労働者 就業場所

調理補助 学校法人　弘道学園
秩父こども園

秩父市東町２６－７ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 2295391 TEL0494-22-1385

清掃業務 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- 2297991 TEL0494-24-8080

青果の加工・陳列 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- 2296691 TEL0494-24-8080

惣菜／レジ／寿司／
ベーカリー

株式会社　ヤオコー
（秩父上野町店）

秩父市上野町８０５－１４ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 2299791 TEL0494-21-2311

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・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 11070- 2298491 TEL0494-24-8080

和菓子の販売 有限会社　八幡屋本
店

秩父市番場町８－１８ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 2306591 TEL0494-22-0010

販売員 株式会社　藤崎總兵
衛商店

長瀞町大字長瀞１１５８ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 2304891 TEL048-581-1757

歯科助手≪急募≫ 医療法人　渡邊歯科
口腔外科医院

皆野町大字皆野１９７８－６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

11070- 2309391 TEL0494-62-7777

医療事務 石塚内科胃腸科医院 秩父市下影森７６５－４ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 2307191 TEL0494-24-5010

秩父市荒川上田野１６４６ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 2284591
TEL0120-81-9788

歯科衛生士≪急募≫ 医療法人　渡邊歯科
口腔外科医院

皆野町大字皆野１９７８－６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

11070- 2312291 TEL0494-62-7777

正・准看護師 医療法人　社団コス
モ会　あらいクリ
ニック

秩父市本町１－１８ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 2286091 TEL0494-25-2711

施設管理及び総務係
（一般事務を除く）

ユニーテック　株式
会社　荒川研究所

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。


