
令和２年４月１３日発行 次回発行予定日　令和２年４月２０日

年齢・
職種 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)7時00分～16時00分

175,000円～175,000円 (2)8時00分～17時00分
(3)10時00分～19時00分

（従業員数 84人 ）

正社員 11070- 1418001 就業場所

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

180,000円～350,000円

（従業員数 20人 ）

正社員 11070- 1428601 就業場所秩父市
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分
246,670円～255,920円

（従業員数 22人 ）

正社員 11070- 1405401 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時30分～16時15分

232,000円～330,000円

（従業員数 43人 ）

正社員 11070- 1407801 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
35歳以下 (1)9時00分～18時00分

190,000円～260,000円

（従業員数 13人 ）

正社員 11070- 1408201 就業場所秩父市
日給 変形（1年単位）

59歳以下 (7,200円～15,000円) (1)8時00分～17時00分
162,720円～339,000円

（従業員数 8人 ）

正社員 11070- 1410601 就業場所横瀬町
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分
250,000円～450,000円

（従業員数 8人 ）

正社員 11070- 1411901 就業場所横瀬町
月給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分
248,220円～268,000円

（従業員数 84人 ）

正社員 11070- 1412101 就業場所

月給 フレックス
39歳以下 (1)8時15分～17時00分

181,600円～242,500円

（従業員数 143人 ）

正社員 11070- 1413401 就業場所

月給 フレックス
39歳以下 (1)8時15分～17時00分

181,600円～242,500円

（従業員数 143人 ）

正社員 11070- 1414701 就業場所

月給
不問 (1)8時30分～17時30分

165,000円～180,000円

（従業員数 6人 ）

正社員 11070- 1400001 就業場所秩父市
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)9時00分～18時00分
200,000円～400,000円

（従業員数 131人 ）

正社員 11070- 1403901 就業場所秩父市
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)9時00分～18時00分
180,000円～250,000円

（従業員数 131人 ）

正社員 11070- 1404101 就業場所秩父市
月給 変形（1年単位）

45歳以下 (1)8時30分～17時30分
168,000円～212,000円

（従業員数 113人 ）

正社員 11070- 1395001 就業場所秩父市
月給

不問 (1)8時00分～17時30分
185,000円～270,000円

（従業員数 3人 ）

正社員 11070- 1399101 就業場所

月給 交替制あり
不問 (1)9時30分～18時30分

180,000円～190,000円 (2)10時30分～19時30分

（従業員数 4人 ）

正社員 11070- 1354001 就業場所秩父市

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・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

運転手（大型ウイン
グ車）≪急募≫

有限会社　東北産業
埼玉営業所

秩父市大野原５９７－２ 雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車免許

フォークリフト運転技能者
雇用期間の定めなし 不問

製造 株式会社　ＴＪＭデ
ザイン

秩父市山田７９０ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし キャリア形
成

バイオテクノロジー
スタッフ

株式会社　シバサキ 秩父市堀切５０７ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

電気回路設計・制御
ソフト設計

株式会社　シバサキ 秩父市堀切５０７ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

営業管理 株式会社　ステップ
アップ

秩父市太田１８２－５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

製造Ｂ 三菱マテリアル株式
会社　セラミックス
工場

横瀬町大字横瀬２２７０ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

製造Ａ 三菱マテリアル株式
会社　セラミックス
工場

横瀬町大字横瀬２２７０ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

ケアマネージャー＜
急募＞

社会福祉法人　みな
の福祉会　悠う湯
ホーム

皆野町大字下日野沢３９０６－３ 雇用・労災・
健康・厚生

介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）

雇用期間の定めなし 定年を上限

現場監督 株式会社　大場建設 横瀬町大字横瀬６５６５ 雇用・労災・
健康・厚生

２級土木施工管理技士

雇用期間の定めなし 定年を上限

土木作業員 株式会社　大場建設 横瀬町大字横瀬６５６５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

家電販売 ミライト　株式会社
パナピットアザミ

秩父市下宮地町２０－１７ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし キャリア形
成

土木作業員 株式会社　ニッチツ
資源開発本部

秩父市中津川４２０番地 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

総合職（管理職候
補）

ムサシ急送有限会社 秩父市山田字浅田２７６５
（武蔵貨物自動車内）

雇用・労災・
健康・厚生

８トン限定中型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

現場管理（現場代理
人）

三国建設　株式会社 秩父市上影森８４－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

年齢制限
該当事由

所在地・就業場所

介護職員 社会福祉法人　みな
の福祉会　悠う湯
ホーム

皆野町大字下日野沢３９０６－３

◎ 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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月給 変形（1年単位）
40歳以下 (1)9時00分～17時30分

194,200円～235,700円

（従業員数 31人 ）

正社員 11070- 1356601 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)9時00分～15時30分

260,000円～260,000円

（従業員数 31人 ）

正社員 11070- 1357901 就業場所

日給 変形（1ヶ月単位）
不問 (8,000円～13,000円) (1)8時00分～17時00分

186,400円～302,900円

（従業員数 5人 ）

正社員 11070- 1360201 就業場所

日給 変形（1ヶ月単位）
不問 (10,000円～19,000円) (1)8時00分～17時00分

233,000円～442,700円

（従業員数 5人 ）

正社員 11070- 1361501 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時30分～17時30分

196,000円～277,950円

（従業員数 70人 ）

正社員 11070- 1362001 就業場所小鹿野町
時給 変形（1ヶ月単位）

不問 (930円～1,000円) (1)7時00分～16時00分
171,984円～184,600円 (2)8時00分～17時00分

(3)10時00分～19時00分
（従業員数 73人 ）

正社員以外 11070- 1366101 就業場所小鹿野町
時給 変形（1ヶ月単位）

不問 (930円～1,000円) (1)6時50分～16時05分
171,984円～184,600円 (2)8時00分～17時00分

(3)8時30分～17時30分
（従業員数 47人 ）

正社員以外 11070- 1367401 就業場所小鹿野町
月給

59歳以下 (1)9時00分～17時00分
220,000円～250,000円

（従業員数 15人 ）

正社員 11070- 1368701 就業場所秩父市
時給

不問 (950円～950円) 　6時30分～17時30分
162,360円～162,360円 　の間の8時間

（従業員数 12人 ）

正社員以外 11070- 1369801 就業場所小鹿野町
時給

不問 (1,500円～1,900円) (1)9時00分～17時00分
211,050円～267,330円

（従業員数 15人 ）

正社員以外 11070- 1370301 就業場所秩父市
月給 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)7時00分～16時00分
171,810円～213,100円 (2)8時00分～17時00分

(3)10時00分～19時00分
（従業員数 73人 ）

正社員 11070- 1374401 就業場所小鹿野町
時給 変形（1ヶ月単位）

不問 (930円～950円) (1)5時30分～14時30分
156,984円～160,360円 (2)6時00分～15時00分

(3)10時30分～19時30分
（従業員数 150人 ）

正社員以外 11070- 1375701 就業場所小鹿野町
時給 変形（1ヶ月単位）

不問 (930円～950円) (1)5時30分～14時30分
156,984円～160,360円 (2)6時00分～15時00分

(3)10時30分～19時30分
（従業員数 150人 ）

正社員以外 11070- 1376801 就業場所小鹿野町
月給 交替制あり

不問 (1)7時00分～16時00分
190,000円～250,000円 (2)9時00分～18時00分

(3)11時00分～20時00分
（従業員数 9人 ）

正社員 11070- 1378501 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)7時00分～16時00分

220,000円～230,000円 (2)9時00分～18時00分
(3)10時00分～19時00分

（従業員数 36人 ）

正社員以外 11070- 1379001 就業場所

月給 変形（1年単位）
40歳以下 (1)9時00分～18時00分

153,000円～153,000円

（従業員数 29人 ）

正社員 11070- 1380901 就業場所

事務及び集荷 株式会社　秩父臨床
医学研究所

秩父市中村町４丁目７－２２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

看護職（契約社員） 社会福祉法人　ちち
ぶ慈洋福祉会　愛宕
の杜

秩父市大野原７８６番地 雇用・労災・
健康・厚生

看護師

准看護師
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

ガソリンスタンドス
タッフ

有限会社　小林石油
店

小鹿野町下小鹿野７６４ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 不問

調理員【急募】 社会福祉法人　小鹿
野福祉会

小鹿野町下小鹿野２５５１番地 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

調理員（産休代替）
【急募】

社会福祉法人　小鹿
野福祉会

小鹿野町下小鹿野２５５１番地 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

介護職員：小鹿野苑
（正職員）

社会福祉法人　小鹿
野福祉会

小鹿野町下小鹿野２５５１番地 雇用・労災・
健康・厚生

介護職員初任者研修修了者

雇用期間の定めなし 不問

看護師（非常勤職
員）

公益社団法人埼玉県
看護協会　秩父訪問
看護ステーション

秩父市近戸町９－９ 雇用・労災・
健康・厚生

看護師

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

保育職員（準職員） 社会福祉法人　小鹿
野福祉会

小鹿野町下小鹿野２５５１番地 雇用・労災・
健康・厚生

保育士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

看護師 公益社団法人埼玉県
看護協会　秩父訪問
看護ステーション

秩父市近戸町９－９ 雇用・労災・
健康・厚生

看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職員：巨香の郷
（準職員）

社会福祉法人　小鹿
野福祉会

小鹿野町下小鹿野２５５１番地 雇用・労災・
健康・厚生

介護職員初任者研修修了者

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

介護職員：小鹿野苑
（準職員）

社会福祉法人　小鹿
野福祉会

小鹿野町下小鹿野２５５１番地 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

ケアマネージャー
（介護支援専門員）

社会福祉法人　小鹿
野福祉会

小鹿野町下小鹿野２５５１番地 雇用・労災・
健康・厚生

介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）

雇用期間の定めなし 不問

（正）建物解体（現
場主任）≪急募≫

エフクリーン興業
株式会社

秩父市日野田町２－３－１４ 雇用・労災・
健康・厚生

車両系建設機械（解体用）
運転技能者
中型自動車免許

雇用期間の定めなし 不問

（正）建物解体・廃棄物
片付け作業員≪急募≫

エフクリーン興業
株式会社

秩父市日野田町２－３－１４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

バス乗務員（運転
手）

武蔵観光　株式会社 皆野町大字皆野１７２番地 雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車第二種免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

営業 武蔵観光　株式会社 皆野町大字皆野１７２番地 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

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。


