
令和２年６月１日発行 次回発行予定日　令和２年６月８日

年齢・

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時00分

277,000円～371,700円 (2)11時30分～20時00分
(3)7時00分～15時30分

（従業員数 160人 ）

正社員 11070- 1701601 就業場所
月給

不問 (1)9時00分～18時30分
148,000円～170,000円 (2)9時00分～12時30分

(3)13時30分～18時30分
（従業員数 10人 ）

正社員 11070- 1703101 就業場所
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分
200,000円～350,000円

（従業員数 17人 ）

正社員 11070- 1705701 就業場所
日給 変形（1年単位）

40歳以下 （7,500円～13,000円） (1)8時00分～17時00分
174,750円～302,900円

（従業員数 2人 ）

正社員 11070- 1696601 就業場所横瀬町
月給

不問 (1)9時00分～17時00分
180,000円～250,000円

（従業員数 7人 ）

正社員以外 11070- 1697901 就業場所
日給

不問 （8,000円～12,000円） (1)8時00分～17時00分
172,800円～259,200円

（従業員数 0人 ）

正社員 11070- 1692201 就業場所小鹿野町
月給

不問 (1)8時30分～17時30分
205,000円～205,000円

（従業員数 15人 ）

正社員 11070- 1693501 就業場所
月給 変形（1年単位）

40歳以下 (1)8時00分～17時30分
170,000円～230,000円

（従業員数 13人 ）

正社員 11070- 1682701 就業場所
時給 変形（1年単位）

不問 （1,100円～1,200円） (1)8時00分～17時30分
189,200円～206,400円

（従業員数 13人 ）

正社員以外 11070- 1683801 就業場所
月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)9時30分～18時30分
190,000円～365,000円

（従業員数 13人 ）

正社員 11070- 1685501 就業場所皆野町
月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)9時30分～18時30分
165,000円～220,000円

（従業員数 13人 ）

正社員 11070- 1686001 就業場所秩父市
月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)9時30分～18時30分
185,000円～365,000円

（従業員数 13人 ）

正社員 11070- 1687301 就業場所皆野町
月給

59歳以下 (1)8時00分～18時00分
161,000円～220,000円

（従業員数 2人 ）

正社員 11070- 1689901 就業場所秩父市
月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分
189,800円～209,800円 (2)8時30分～17時30分

(3)17時00分～9時00分
（従業員数 126人 ）

正社員 11070- 1674701 就業場所秩父市
月給 変形（1ヶ月単位）

18歳～59歳 (1)8時00分～17時00分
184,200円～204,200円 (2)8時30分～17時30分

(3)17時00分～9時00分
（従業員数 126人 ）

正社員 11070- 1675801 就業場所秩父市
月給 変形（1ヶ月単位）

18歳～59歳 (1)8時00分～17時00分
170,100円～190,100円 (2)8時30分～17時30分

(3)17時00分～9時00分
（従業員数 126人 ）

正社員 11070- 1676201 就業場所秩父市

介護士（入所）【介護
職員初任者研修修了
者】

医療法人　俊仁会 秩父市中村町２－８－１４ 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 法令の規定
により年齢
制限がある

介護士（入所）【介護
職員実務者研修修了
者】

医療法人　俊仁会 秩父市中村町２－８－１４ 雇用・労災・
健康・厚生

介護職員実務者研修修了者

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

介護福祉士（入所） 医療法人　俊仁会 秩父市中村町２－８－１４ 雇用・労災・
健康・厚生

介護福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限

栄養士・調理師・製
菓衛生師

株式会社　ニチエイ 秩父市野坂町１－３－８　２０２ 雇用・労災・
健康・厚生

栄養士

調理師
雇用期間の定めなし 定年を上限

製菓衛生師

サービススタッフ＜ト
ライアル雇用併用求人
＞

株式会社　浅見商会
ＨｏｎｄａＣａｒｓ
秩父中央

皆野町大字皆野７７８－５ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

三級自動車整備士

雇用期間の定めなし 定年を上限

営業事務（フロント）
＜トライアル雇用併用
求人＞

株式会社　浅見商会
ＨｏｎｄａＣａｒｓ
秩父中央

皆野町大字皆野７７８－５ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

ＨＯＮＤＡ新車営業ス
タッフ＜トライアル雇用
併用求人＞

株式会社　浅見商会
ＨｏｎｄａＣａｒｓ
秩父中央

皆野町大字皆野７７８－５ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

工場製造作業員（契
約社員）

株式会社　豊運　秩
父工場

秩父市みどりが丘６５ 雇用・労災・
健康・厚生

フォークリフト運転技能者

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

工場製造作業員（正
社員）＜急募＞

株式会社　豊運　秩
父工場

秩父市みどりが丘６５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

ルート配送 西武リース株式会社 秩父市栃谷５１－４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

造園工または造園工
見習い

輝光園 小鹿野町両神薄２０９－２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

企業福利厚生プラン
ナー（法人営業）

大同生命保険株式会
社埼玉支社　熊谷営
業所秩父連絡所

秩父市熊木町１１－５　三原第６ビ
ル　５０１

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

外構工事・土木作業
員

有限会社　新光産業 横瀬町大字横瀬４３５０ 雇用・労災・
健康・厚生

中型自動車免許

雇用期間の定めなし キャリア形
成

配管工事の施工管理 株式会社　カネミツ
設備

秩父市熊木町２３－２ 雇用・労災・
健康・厚生

１級管工事施工管理技士

雇用期間の定めなし 定年を上限

歯科助手 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 不問

職種 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間 加入保険等 必要な免許資格年齢制限
該当事由

看護師 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・
健康・厚生

看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

◎ 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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年齢・
職種 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間 加入保険等 必要な免許資格年齢制限

該当事由

◎ 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

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

170,000円～365,000円

（従業員数 11人 ）

正社員 11070- 1677501 就業場所
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- 1679301 就業場所

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

栄養士

調理師
雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

営業・設計・現場・積
算・経理【トライアル雇
用併用求人】

株式会社　丸山工務
店

秩父市熊木町４２－２９ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

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。


