
令和２年６月２９日発行 次回発行予定日　令和２年７月６日

年齢・

月給 交替制あり
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

190,000円～300,000円 (2)16時30分～1時30分
(3)0時00分～9時00分

（従業員数 67人 ）

正社員 11070- 1962901 就業場所
月給 フレックス

40歳以下 (1)8時15分～17時00分
168,600円～245,400円

（従業員数 116人 ）

正社員 11070- 1964401 就業場所横瀬町
月給 変形（1年単位）

45歳以下 (1)8時00分～17時30分
166,000円～250,000円

（従業員数 32人 ）

正社員 11070- 1945301 就業場所
日給

59歳以下 （8,000円～14,000円） (1)8時00分～17時00分
183,000円～334,000円

（従業員数 22人 ）

正社員 11070- 1947901 就業場所皆野町
月給 交替制あり

不問 (1)8時10分～16時55分
162,000円～200,000円 (2)17時00分～2時00分

（従業員数 30人 ）

正社員 11070- 1955901 就業場所小鹿野町
月給

18歳以上 (1)17時00分～2時00分
162,000円～200,000円

（従業員数 30人 ）

正社員 11070- 1956101 就業場所小鹿野町
日給

59歳以下 （7,450円～15,000円） (1)8時00分～17時00分
183,000円～334,000円

（従業員数 22人 ）

正社員 11070- 1958701 就業場所皆野町
月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時30分～17時30分
232,000円～252,000円

（従業員数 128人 ）

正社員 11070- 1959801 就業場所秩父市
月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時30分～17時30分
232,000円～252,000円

（従業員数 128人 ）

正社員 11070- 1960301 就業場所秩父市
月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)7時15分～16時00分
170,000円～220,000円

（従業員数 37人 ）

正社員 11070- 1937301 就業場所小鹿野町
月給 交替制あり

不問 (1)6時30分～15時30分
204,000円～213,500円 (2)10時00分～19時00分

(3)17時00分～9時15分
（従業員数 80人 ）

正社員 11070- 1939901 就業場所秩父市
月給

不問 (1)9時00分～17時00分
150,000円～150,000円

（従業員数 10人 ）

正社員以外 11070- 1942201 就業場所長瀞町
時給

不問 （950円～1,000円） (1)8時30分～17時30分
164,160円～172,800円

（従業員数 2人 ）

正社員以外 11070- 1938601 就業場所秩父市

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

電気機械器具製造
【管理職経験者】

秩父電子株式会社 秩父市山田２１７８番地 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

設備保全・運転・管
理業務

三菱マテリアル株式
会社　横瀬工場

横瀬町大字横瀬２２７０ 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

培養・酵素反応等による
液体製造【トライアル雇
用併用求人】

大曽根商事株式会社
皆野本社工場

皆野町大字皆野６７８－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

整備士（自動車） 有限会社　新井運輸 皆野町大字金崎５６ 雇用・労災・
健康・厚生

三級自動車整備士

二級自動車整備士
雇用期間の定めなし 定年を上限

大型自動車免許

請）機械操作・成
型・組立

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 不問

請）機械操作・成型・
組立（夜勤専門）

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 法令の規定
により年齢
制限がある

（大型）クレーンオ
ペレーター

有限会社　新井運輸 皆野町大字金崎５６ 雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車免許

大型特殊自動車免許
雇用期間の定めなし 定年を上限

移動式クレーン運転士

理学療法士 医療法人　俊仁会 秩父市中村町２－８－１４ 雇用・労災・
健康・厚生

理学療法士

雇用期間の定めなし 定年を上限

作業療法士 医療法人　俊仁会 秩父市中村町２－８－１４ 雇用・労災・
健康・厚生

作業療法士

雇用期間の定めなし 定年を上限

プラント作業員 両神興業株式会社 秩父市下宮地町１８－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

車両系建設機械（整地・運搬・積込用
及び掘削用）運転技能者

アーク溶接技能者（基本
級）雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職【白砂恵慈
園】

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 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

介護福祉士

介護職員初任者研修修了者
雇用期間の定めなし 不問

介護職員実務者研修修了者

ガイドアシスタント 株式会社アムスハウ
ス

長瀞町大字中野上５６０ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

請）精密部品の検査
【急募】

ヤマトセイコー　株
式会社

秩父市下影森１３５４－４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

◎ 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。


