
令和２年７月２０日発行 次回発行予定日　令和２年８月３日

年齢・

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～0時00分

223,166円～223,166円 (2)10時00分～1時00分

（従業員数 45人 ）

正社員 11070- 2201401 就業場所秩父市
月給 変形（1年単位）

不問 (1)8時00分～21時00分
200,016円～200,016円 (2)8時00分～18時00分

（従業員数 4人 ）

正社員 11070- 2202701 就業場所秩父市
時給 交替制あり

不問 (1,300円～1,700円) (1)7時15分～15時35分
206,934円～270,606円 (2)15時15分～23時35分

(3)23時15分～7時35分
（従業員数 59人 ）

正社員以外 11070- 2205501 就業場所
月給

64歳以下 (1)8時00分～17時00分
148,160円～250,000円

（従業員数 5人 ）

正社員 11070- 2206001 就業場所
月給 変形（1年単位）

不問 (1)8時00分～16時30分
255,800円～435,000円

（従業員数 16人 ）

正社員 11070- 2207301 就業場所秩父市
月給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分
275,000円～275,000円

（従業員数 78人 ）

正社員 11070- 2194901 就業場所
月給 交替制あり

18歳～30歳 (1)7時00分～15時30分
159,000円～185,000円 (2)15時00分～23時30分

(3)23時00分～7時30分
（従業員数 84人 ）

正社員 11070- 2195101 就業場所秩父市
月給

64歳以下 (1)8時00分～17時00分
166,700円～180,000円

（従業員数 34人 ）

正社員 11070- 2165201 就業場所
月給 変形（1年単位）

61歳以下 (1)8時00分～17時00分
195,500円～310,000円

（従業員数 37人 ）

正社員 11070- 2166501 就業場所秩父市
月給 交替制あり

64歳以下 (1)8時30分～17時30分
163,000円～176,000円 (2)7時30分～16時30分

(3)10時00分～19時00分
（従業員数 34人 ）

正社員 11070- 2167001 就業場所
日給

64歳以下 (9,000円～13,000円) (1)8時00分～17時00分
217,700円～316,900円

（従業員数 5人 ）

正社員 11070- 2170401 就業場所
月給 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)10時00分～19時00分
175,000円～230,000円

（従業員数 4人 ）

正社員 11070- 2174501 就業場所秩父市
時給 交替制あり

不問 (926円～930円) (1)7時00分～16時00分
156,308円～156,984円 (2)9時30分～18時30分

(3)10時30分～19時30分
（従業員数 150人 ）

正社員以外 11070- 2176301 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
246,670円～255,920円

（従業員数 22人 ）

正社員 11070- 2178901 就業場所
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～16時40分
180,000円～220,000円

（従業員数 89人 ）

正社員 11070- 2179101 就業場所
月給 変形（1年単位）

18歳以上 (1)17時00分～8時00分
182,500円～182,500円 (2)18時00分～9時00分

(3)9時00分～8時59分
（従業員数 10人 ）

正社員 11070- 2184301 就業場所秩父市

施設巡回警備員（パ
トロール隊員）

富士防災警備株式会
社　西埼玉営業所

秩父市上宮地町２５－１０ 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

製造社員（成型工
程）

楽陽食品株式会社
関東事業所　秩父工
場

秩父市吉田久長２０６ 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

介護職員（準社員：
未経験者歓迎）

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

販売≪トライアル雇
用併用求人≫

有限会社　三愛メガ
ネ

秩父市野坂町１－５－２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

一般作業員（電気工
事）

株式会社　四方田電
気工事

横瀬町大字横瀬６０６５－２ 雇用・労災・
健康・厚生

第二種電気工事士

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職員 有限会社　たんぽぽ 秩父市下影森８８８－５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

公共工事の施工管理
業務＜現場管理＞

昭和工業　株式会社 秩父市大野原２２２７ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職員【通所介
護】

有限会社　たんぽぽ 秩父市下影森８８８－５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

機械オペレーター 株式会社ファイン
サーフェス技術

秩父市寺尾２８０４番地
アルバック成膜（株）内

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

経理・財務・管理 医療法人　健秀会 横瀬町大字横瀬５８５０ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

現場監督 有隣興業　株式会社 秩父市上宮地町２２－２５ 雇用・労災・
健康・厚生

１級土木施工管理技士

２級土木施工管理技士
雇用期間の定めなし 不問

営業及び付随する業
務全般

株式会社　セティア 秩父市熊木町５－６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

製造 フネンアクロス株式
会社

秩父市大野原２７７３ 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

タクシー運転手 秩父丸通タクシー株
式会社

秩父市宮側町６－１１ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車第二種免許

雇用期間の定めなし 不問

タクシー運転手 秩父丸通タクシー株
式会社

秩父市宮側町６－１１ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車第二種免許

雇用期間の定めなし 不問

必要な免許資格年齢制限
該当事由

職種 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間 加入保険等

◎ 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２年７月２０日発行 次回発行予定日　令和２年８月３日

年齢・
必要な免許資格年齢制限

該当事由
職種 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間 加入保険等

◎ 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 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～183,800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- 2188401 就業場所小鹿野町
月給 変形（1ヶ月単位）

18歳以上 (1)6時40分～15時40分
171,810円～213,100円 (2)13時00分～22時00分

(3)10時30分～19時30分
（従業員数 47人 ）

正社員 11070- 2189701 就業場所小鹿野町
月給 変形（1ヶ月単位）

18歳以上 (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- 2196401 就業場所小鹿野町

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

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

介護職員：巨香の郷
（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

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

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

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。


