
令和元年７月２２日発行 次回発行予定日　令和元年７月２９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 　14時30分～18時30分

1,200円～1,200円 　の間の3時間程度
年齢不問

(従業員数 2人 )
パート労働者 就業場所小鹿野町

時給 看護師
不問 (1)14時30分～18時30分 准看護師

1,100円～1,400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 歯科衛生士
不問 (1) 9時30分～19時30分

1,300円～1,600円 (2) 8時30分～17時30分
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 普通自動車免許ＡＴ
不問 　9時00分～19時00分

920円～1,200円 　の間の5時間以上
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) 9時00分～17時00分

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

900円～900円
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)15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
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～15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
60歳以上 (1)13時00分～19時00分

900円～900円 (2)12時00分～19時00分
省令３号のニ

(従業員数 30人 )
パート労働者 就業場所

時給 小学校教諭免許
不問 　7時45分～18時45分 保育士

913円～971円 　の間の6時間程度
年齢不問

(従業員数 6人 )
パート労働者 就業場所秩父市

時給 薬剤師
不問 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ

2,300円～2,300円 (2) 9時00分～18時00分
年齢不問

(従業員数 77人 )
パート労働者 就業場所横瀬町

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 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 6時00分～10時00分 普通自動車免許一種

900円～900円
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
不問 　9時00分～19時00分

900円～1,000円 　の間の4時間以上
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 (1)10時00分～16時00分

900円～900円
年齢不問

(従業員数 30人 )
パート労働者 就業場所秩父市

TEL0494-75-3354

一般事務 株式会社　ヒカリ商
事　秩父上田野工場

秩父市荒川上田野５８２－２ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 11070- 2681091 TEL0494-26-6570

車の総合メンテナン
ス

株式会社　ライフラ
イン

秩父市寺尾１１５８－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 2678791 TEL0494-22-7050

調理・販売・配達（始業
６時～）≪急募≫

有限会社　武島家 秩父市番場町１６－４ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 2676991 TEL0494-22-0739

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- 2675691 TEL0494-26-6090

薬剤師 医療法人　健秀会 横瀬町大字横瀬５８５０ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 2672191 TEL0494-25-7200

秩父市立学童保育室
指導員

秩父市教育委員会学
校教育課

秩父市熊木町８－１５ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

11070- 2691691
TEL0494-25-5228

館内清掃 秩父温泉　株式会社 皆野町大字下日野沢４０００ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 2685491 TEL0494-62-3026

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- 2700891 TEL0494-66-3168

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 労災

雇用期間の定めなし

11070- 2699091 TEL0494-66-3168

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- 2698191 TEL0494-66-3168

一般事務≪急募≫ 株式会社　秩父源流
水

秩父市大滝４５５９ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

11070- 2694791 TEL0494-54-3031

みやげ店販売員
≪急募≫

株式会社　イノウエ
（万寿庵）

長瀞町大字長瀞４４７ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 2692991 TEL0494-66-3555

事務等 株式会社　おーと
もーびるＹＵＫＩ

秩父市黒谷８１７－１ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 11070- 2708491 TEL0494-23-6273

雇用・労災

雇用期間の定めなし

11070- 2705391 TEL0494-24-8282

労災

雇用期間の定めなし

11070- 2702591

看護師（正・准） 秩父脳外科内科クリ
ニック

秩父市永田町２－１７ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 2703191 TEL0494-21-2330

所在地・就業場所

学童クラブ指導員 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

歯科衛生士 医療法人　安田歯科
（ウニクス秩父歯
科）

秩父市黒谷１０６３

◎ 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７月２２日発行 次回発行予定日　令和元年７月２９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) 9時00分～12時00分

1,000円～1,000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

時給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 9時30分～17時30分

900円～1,000円
年齢不問

(従業員数 15人 )
パート労働者 就業場所

店内販売員《急募》 タカノ　有限会社
（ギフトハウス　タ
カノ）

秩父市中村町１－７－１８ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 11070- 2686791 TEL0494-23-8222

美容アシスタント 有限会社　サロンド
巴里夢

秩父市日野田町１－１０－１７ 労災

雇用期間の定めなし

11070- 2684991 TEL0494-24-7743

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。


