
令和３年３月８日発行 次回発行予定日　令和３年３月１５日

年齢・

日給
64歳以下 （8,800円～10,000円） (1)8時30分～17時15分

184,800円～210,000円

（従業員数 23人 ）

正社員 11070-  940111 就業場所秩父市
月給

64歳以下 (1)8時30分～17時30分
175,000円～175,000円

（従業員数 9人 ）

正社員 11070-  942811 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
61歳以下 (1)9時00分～18時00分

233,000円～380,000円 (2)8時30分～17時30分
(3)17時30分～9時30分

（従業員数 145人 ）

正社員 11070-  946011 就業場所

月給
59歳以下 (1)8時05分～17時00分

165,000円～330,000円

（従業員数 180人 ）

正社員 11070-  950711 就業場所

月給
59歳以下 (1)8時15分～17時00分

170,000円～220,000円

（従業員数 40人 ）

正社員 11070-  951811 就業場所秩父市
月給

35歳以下 (1)8時30分～17時30分
161,050円～231,050円

（従業員数 247人 ）

正社員 11070-  954411 就業場所秩父市
月給 交替制あり

40歳以下 (1)8時00分～17時10分
189,000円～220,500円 (2)12時00分～21時10分

(3)15時00分～0時10分
（従業員数 47人 ）

正社員 11070-  955011 就業場所秩父市
月給

不問 (1)8時00分～17時00分
160,000円～200,000円

（従業員数 20人 ）

正社員 11070-  956311 就業場所

日給
不問 （9,000円～13,000円） (1)8時00分～17時30分

180,000円～260,000円

（従業員数 2人 ）

正社員以外 11070-  957611 就業場所

月給 交替制あり
18歳～40歳 (1)8時00分～17時00分

181,500円～181,500円 (2)10時00分～19時00分
(3)15時00分～0時00分

（従業員数 2人 ）

正社員 11070-  908111 就業場所秩父市
月給 交替制あり

不問 (1)6時30分～15時15分
197,300円～197,300円 (2)8時30分～17時15分

(3)12時00分～20時45分
（従業員数 45人 ）

正社員以外 11070-  909711 就業場所

月給 交替制あり
45歳以下 (1)10時00分～19時00分

200,000円～250,000円 (2)9時30分～18時30分
(3)10時30分～19時30分

（従業員数 8人 ）

正社員 11070-  913311 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)9時30分～19時00分

200,000円～200,000円

（従業員数 4人 ）

正社員 11070-  916111 就業場所秩父市
月給 変形（1年単位）

35歳以下 (1)9時00分～18時00分
180,000円～280,000円

（従業員数 133人 ）

正社員 11070-  920011 就業場所秩父市
日給 変形（1年単位）

不問 (10,000円～12,000円) (1)8時00分～17時00分
226,000円～271,200円

（従業員数 12人 ）

正社員 11070-  931911 就業場所秩父市
月給

不問 8時30分～18時30分
205,000円～250,000円 の間の8時間程度

（従業員数 7人 ）

正社員 11070-  932111 就業場所

歯科衛生士 医療法人　久和会
鶴見歯科クリニック

秩父市道生町１４－５ 雇用・労災・
健康・厚生

歯科衛生士

雇用期間の定めなし 不問

解体工 拓麻企画 秩父市寺尾１１５８－１　２Ｆ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

生産スタッフ（ＬＥ
Ｄ事業部）

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 キャリア形
成

フィットネス施設　接客
スタッフ（秩父桜店）

株式会社　むさしの
カーブス事業部

秩父市大野原５９０－３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

買取・販売全般 株式会社　むさしの
リサイクルマート秩
父店

秩父市下影森１２６０－１３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

生活支援員【フレッ
シュ契約社員】

社会福祉法人美里会
ユーアイハウス　お
がの

小鹿野町三山２２１３番地の１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

宿泊業務全般 パラリゾートちちぶ
株式会社

秩父市大野原１４０３－５ 雇用・労災・
健康・厚生

国内旅行業務取扱管理者

総合旅行業務取扱管理者
雇用期間の定めなし キャリア形

成

大工見習い 株式会社　島田工務
所

秩父市道生町９－１４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

プラスチック製品の
成形・加工

有限会社　伊藤プラ
スチック工業

秩父市山田１７３４－３ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 不問

機械オペレーター≪トラ
イアル雇用併用求人≫

株式会社　ウッ
ディーコイケ

秩父市下影森１８１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

フォークリフト運転技能者

雇用期間の定めなし キャリア形
成

生産管理・品質管理 株式会社　タイセー 秩父市下吉田６９７２ 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

経理事務 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

雇用期間の定めなし 定年を上限

製造（各種加工オペ
レータ）

株式会社　埼玉富士 秩父市山田７８３ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

看護師 医療法人　花仁会
秩父病院

秩父市和泉町２０番 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

医療事務（受付・会
計）

医療法人社団コスモ
会　あらいクリニッ
ク

秩父市本町１－１８ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

必要な免許資格年齢制限
該当事由

選別作業員 秩父リサイクル事業
協同組合

秩父市大野原６０１－１ 雇用・労災・
健康・厚生

フォークリフト運転技能者

中型自動車免許
雇用期間の定めなし

加入保険等

定年を上限

職種 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

◎ 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ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

170,000円～350,000円

（従業員数 8人 ）

正社員 11070-  936511 就業場所秩父市
月給 変形（1年単位）

39歳以下 (1)8時00分～17時00分
190,000円～255,000円

（従業員数 11人 ）

正社員 11070-  888211 就業場所長瀞町
月給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分
180,000円～208,000円

（従業員数 184人 ）

正社員 11070-  890311 就業場所

時給 交替制あり
不問 （928円～950円） (1)8時30分～17時30分

148,480円～152,000円 (2)12時00分～21時00分

（従業員数 40人 ）

正社員以外 11070-  891611 就業場所小鹿野町
月給 交替制あり

59歳以下 (1)8時30分～17時30分
215,000円～215,000円 (2)9時00分～18時00分

（従業員数 7人 ）

正社員 11070-  900811 就業場所秩父市
時給

不問 （954円～954円） (1)8時00分～17時00分
157,219円～157,219円

（従業員数 17人 ）

正社員以外 11070-  903411 就業場所秩父市
月給

不問 (1)9時00分～18時00分
170,000円～250,000円

（従業員数 16人 ）

正社員以外 11070-  907911 就業場所

時給
不問 （950円～1,000円） (1)9時00分～17時00分

135,660円～142,800円

（従業員数 2人 ）

正社員以外 11070-  839411 就業場所秩父市
日給 変形（1年単位）

50歳以下 （9,000円～12,000円） (1)8時00分～17時00分
207,000円～299,000円

（従業員数 14人 ）

正社員 11070-  860711 就業場所横瀬町
月給 変形（1ヶ月単位）

18歳～59歳 (1)8時30分～17時30分
230,000円～250,000円 (2)17時00分～9時00分

（従業員数 128人 ）

正社員 11070-  869111 就業場所秩父市
月給

不問 (1)9時00分～18時00分
168,000円～280,000円

（従業員数 6人 ）

正社員 11070-  873011 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
30歳以下 (1)13時00分～22時00分

200,000円～250,000円 (2)15時00分～0時00分

（従業員数 8人 ）

正社員 11070-  882311 就業場所横瀬町
日給

64歳以下 （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 10人 ）

正社員 11070-  883611 就業場所横瀬町
月給 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)7時00分～16時00分
250,000円～400,000円

（従業員数 6人 ）

正社員 11070-  810811 就業場所

時給 交替制あり
不問 （980円～980円） 8時00分～0時00分

156,800円～156,800円 の間の8時間

（従業員数 133人 ）

正社員以外 11070-  812511 就業場所

月給 交替制あり
59歳以下 (1)6時30分～15時30分

174,900円～181,400円 (2)9時30分～18時30分

（従業員数 58人 ）

正社員 11070-  815311 就業場所

調理員 社会福祉法人　秩父
正峰会　特別養護老
人ホーム　荒川園

秩父市荒川贄川１０８８番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

調理師

雇用期間の定めなし 定年を上限

温泉リネン業務 西武レクリエーショ
ン株式会社　西武秩
父駅前温泉　祭の湯

秩父市野坂町１－１６－１５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

大型運転手 有限会社　マルサ運
輸

秩父市下影森９０２－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

大型自動車免許

雇用期間の定めなし 不問

請）雑作業（掃除・
草刈り等）

株式会社　エタブ
リール

横瀬町大字横瀬１２７－１１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

調理・接客（横瀬店）
【トライアル雇用併用求
人】

株式会社　セブンデ
イズ　三代目山ちゃ
ん

横瀬町大字横瀬４３５８－２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

自動車整備 有限会社　オート
サービスアラフネ

秩父市山田１８５０ 雇用・労災・
健康・厚生

三級自動車整備士

雇用期間の定めなし 不問

看護師（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

看護師

准看護師
雇用期間の定めなし 法令の規定

により年齢
制限がある

製かん工 株式会社　吉田工業
所

秩父市野坂町２－６－８ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

経理事務員　≪急募
≫

黒澤靖税理士事務所 秩父市上宮地町５－１４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

企画営業職（トータルラ
イフカウンセラー）

株式会社　ライフラ
イン

秩父市寺尾１１５８－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

検査 秩父エレクトロン
株式会社

小鹿野町大字下小鹿野１１１１番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

生活相談員 有限会社　三笠商事 秩父市下宮地町２０－２２ 雇用・労災・
健康・厚生

社会福祉士

介護福祉士
雇用期間の定めなし 定年を上限

介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）

充填包装作業（秩父
工場）

中山工業　株式会社
小鹿野工場

小鹿野町小鹿野５８０
（西武バス小鹿野バス停から徒歩３
分）

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

事務職員 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

溶接・精密板金オペレー
ター【トライアル雇用併用
求人】

株式会社　豊島製作
所

長瀞町大字中野上３５８－１ 雇用・労災・
健康・厚生

フォークリフト運転技能者

雇用期間の定めなし キャリア形
成

鉄骨加工・組立 株式会社　建成 秩父市下吉田４７１ 雇用・労災・
健康・厚生

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。


