
令和元年７月１６日発行 次回発行予定日　令和元年７月２２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 普通自動車免許一種
不問 (1) 9時00分～18時00分

898円～1,000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) 8時30分～13時00分

960円～1,040円 (2) 9時00分～13時00分
年齢不問

(従業員数 130人 )
パート労働者 就業場所

時給 普通自動車免許一種
不問 　8時30分～17時30分

950円～1,000円 　の間の5時間以上
年齢不問

(従業員数 24人 )
パート労働者 就業場所

時給
不問 (1) 7時00分～16時00分 看護師

1,200円～1,350円 (2) 9時00分～18時00分 准看護師
年齢不問 (3)13時00分～22時00分

(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～14時30分

900円～900円
年齢不問

(従業員数 43人 )
パート労働者 就業場所

時給
不問 (1)13時00分～17時00分

950円～950円 (2)14時00分～18時00分
年齢不問

(従業員数 24人 )
パート労働者 就業場所

時給
不問 (1) 9時30分～13時30分

900円～900円 (2)10時00分～14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 普通自動車免許ＡＴ
不問 　7時30分～17時15分 普通自動車免許一種

950円～950円 　の間の4時間程度
年齢不問

(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) 8時30分～17時00分

900円～1,000円
年齢不問

(従業員数 62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 普通自動車免許一種

898円～998円 (2) 9時00分～17時00分
年齢不問 (3)13時00分～16時00分

(従業員数 62人 )
パート労働者 就業場所

日給
不問 (7,500円～8,000円) 　6時30分～19時00分

937円～1,000円 　の間の8時間
年齢不問

(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
59歳以下 (1) 9時00分～15時00分 普通自動車免許一種

900円～1,000円 (2) 9時00分～16時00分
省令１号 (3)10時00分～16時00分

(従業員数 17人 )
パート労働者 就業場所秩父市

時給 ホームヘルパー２級
不問 (1) 8時00分～12時00分 普通自動車免許一種

1,000円～1,500円 (2)13時00分～17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～15時00分 介護支援専門員

1,000円～1,500円 (2) 9時00分～17時00分 普通自動車免許一種
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 理学療法士
不問 (1) 9時00分～12時00分 作業療法士

1,250円～1,500円 (2)13時00分～16時00分 言語聴覚士
年齢不問 (3) 9時00分～16時00分

(従業員数 17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～950円
年齢不問

(従業員数 17人 )
パート労働者 就業場所秩父市

所在地・就業場所

自動車販売・整備 ビクトリーカーサー
ビス

長瀞町中野上６５０－６ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 2666391

厨房スタッフ 医療生協さいたま
秩父生協病院

秩父市阿保町１－１１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 11070- 2669491

TEL0494-66-3748

自動車整備（パー
ト）

株式会社　昭通 横瀬町大字横瀬４１４６番地 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 2653791

看護職（パート） 社会福祉法人　ちち
ぶ慈洋福祉会　愛宕
の杜

秩父市大野原字宿西７８５－１ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 2656591

給食調理員 学校法人　秩父ほう
しょう幼稚園

横瀬町横瀬６２０８－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 2657191

ＤＴＰデザイナー アイサーフ株式会社 秩父市黒谷２３４－２ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 2664191

清掃員 株式会社　メディカ
ルコーワ

秩父市黒谷４１３－１ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 2639291

秩父市交通安全教育担当
指導員（非常勤特別職）

秩父市役所　市民部
市民生活課

秩父市熊木町８番１５号 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 2644491 TEL0494-22-5200

サービスマスター＜お掃
除サービス＞《急募》

株式会社ダスキン
サーヴ北関東
ダスキンちちぶ

秩父市下影森８９０－５ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 2649191 TEL0494-24-5840

メリーメイド　（お掃除・
家事手伝いサービス）≪急
募≫

株式会社ダスキン
サーヴ北関東
ダスキンちちぶ

秩父市下影森８９０－５ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 2650691 TEL0494-24-5840

マスター室≪急募≫ 株式会社　熱海ゴル
フ　ミッションヒル
ズカントリークラブ

皆野町大字国神字妙ヶ平１６８６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

11070- 2621291
TEL0494-62-5511

介護職員（デイサー
ビスセンター）

有限会社　大島介護 秩父市寺尾４４番地４ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 2624091 TEL0494-23-0515

訪問介護職員（ホー
ムヘルパー）

有限会社　大島介護 秩父市寺尾４４番地４ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 2625391 TEL0494-23-0515

介護支援専門員 有限会社　大島介護 秩父市寺尾４４番地４ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 2626691 TEL0494-23-0515

機能訓練指導員 有限会社　大島介護 秩父市寺尾４４番地４ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 2627991 TEL0494-23-0515

調理員補助 有限会社　大島介護 秩父市寺尾４４番地４ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 2628491 TEL0494-23-0515

TEL0494-23-1300

TEL0494-25-0330

TEL0494-26-7305

TEL0494-22-4343

TEL0494-25-7766

TEL0494-22-5652

◎ 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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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。 
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◎ 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） 
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で          ！ ハローワーク秩父 検索 

時給
不問 (1)17時00分～22時00分

900円～900円
年齢不問

(従業員数 1人 )
パート労働者 就業場所

時給
不問 (1)18時00分～21時00分

900円～900円 (2)20時00分～ 0時00分
年齢不問

(従業員数 1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) 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 普通自動車免許ＡＴ
不問 　9時30分～17時00分

900円～920円 　の間の4時間以上
年齢不問

(従業員数 50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) 9時30分～15時00分

900円～920円
年齢不問

(従業員数 50人 )
パート労働者 就業場所

時給
不問 (1) 9時30分～15時30分

900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
不問 (1) 9時00分～15時00分

900円～900円
年齢不問

(従業員数 23人 )
パート労働者 就業場所

時給
不問 (1) 6時00分～ 9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
不問 (1) 9時00分～16時00分

900円～1,000円
年齢不問

(従業員数 10人 )
パート労働者 就業場所

調理補助 大衆焼き肉　ホルモ
ン　ながしま

秩父市宮側町１７－２　岡田ビル１
階

労災

雇用期間の定めなし

11070- 2630591 TEL0494-26-5969

ホールスタッフ 大衆焼き肉　ホルモ
ン　ながしま

秩父市宮側町１７－２　岡田ビル１
階

労災

雇用期間の定めなし

11070- 2631191 TEL0494-26-5969

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

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 11070- 2632091 TEL0494-22-1378

接客・厨房・清掃 有限会社　小松沢レ
ジャー農園

横瀬町横瀬１４０８ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 2634691 TEL0494-24-0412

農業 有限会社　小松沢レ
ジャー農園

横瀬町横瀬１４０８ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 2636491 TEL0494-24-0412

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- 2596991 TEL0494-25-0288

研究補助員 ユニーテック　株式
会社　荒川研究所

秩父市荒川上田野１６４６ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 2597491 TEL0120-81-9788

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- 2599891 TEL0494-24-9951

組立・検査＜急募＞ 株式会社小高製作所 小鹿野町下小鹿野１１２９－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

11070- 2613291 TEL0494-75-2444

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。


