
令和３年４月５日発行 次回発行予定日　令和３年４月１２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

186,398円～207,886円 (2)7時00分～15時30分
(3)10時00分～18時30分

（従業員数 176人 ）

正社員 11070- 1221911 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時30分～18時30分

170,000円～250,000円 (2)8時30分～12時30分

（従業員数 7人 ）

正社員 11070- 1222111 就業場所

月給 交替制あり
30歳以下 (1)8時30分～17時00分

166,138円～191,964円 (2)8時00分～16時30分

（従業員数 176人 ）

正社員 11070- 1226511 就業場所

月給 交替制あり
18歳～59歳 (1)8時00分～17時00分

190,000円～320,000円 (2)16時00分～1時00分
(3)0時00分～9時00分

（従業員数 49人 ）

正社員 11070- 1227411 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)7時30分～16時30分

160,100円～209,800円 (2)8時30分～17時30分
(3)9時30分～18時30分

（従業員数 130人 ）

正社員 11070- 1236011 就業場所秩父市
時給 交替制あり

不問 (928円～1,100円) (1)8時30分～17時15分
153,908円～182,435円 (2)5時30分～14時15分

(3)11時30分～20時15分
（従業員数 4人 ）

正社員以外 11070- 1253011 就業場所秩父市
時給 交替制あり

不問 (1,000円～1,400円) (1)8時30分～17時15分
165,850円～232,190円 (2)5時30分～14時15分

(3)11時30分～20時15分
（従業員数 4人 ）

正社員以外 11070- 1257111 就業場所秩父市
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (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- 1258711 就業場所秩父市
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (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- 1259811 就業場所秩父市
月給 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)8時30分～18時30分
230,000円～270,000円 (2)8時30分～17時30分

（従業員数 10人 ）

正社員 11070- 1278411 就業場所秩父市
月給

不問 (1)8時00分～17時00分
170,000円～250,000円

（従業員数 59人 ）

正社員以外 11070- 1280911 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
64歳以下 (1)8時30分～17時30分

155,904円～180,000円

（従業員数 85人 ）

正社員以外 11070- 1210011 就業場所秩父市
月給 交替制あり

64歳以下 (1)10時00分～19時00分
163,000円～200,000円 (2)11時00分～20時00分

（従業員数 5人 ）

正社員 11070- 1211311 就業場所長瀞町
月給

59歳以下 (1)8時00分～17時00分
190,000円～220,000円

（従業員数 125人 ）

正社員 11070- 1213911 就業場所秩父市
月給

59歳以下 (1)8時00分～17時00分
168,000円～200,000円

（従業員数 125人 ）

正社員 11070- 1215711 就業場所秩父市
月給 交替制あり

62歳以下 (1)7時45分～16時45分
222,000円～222,000円 (2)8時30分～17時30分

（従業員数 88人 ）

正社員 11070- 1202011 就業場所秩父市

看護職【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

看護師

准看護師
雇用期間の定めなし 定年を上限

軽作業オペレーター 株式会社　中川機器
製作所

秩父市みどりが丘８１番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

製造業における生産
技術開発職

株式会社　中川機器
製作所

秩父市みどりが丘８１番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

スポーツ施設の運営及び
関連会社の事務代行業務

ＮＫサービス株式会
社

長瀞町大字中野上５８１番地 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

出荷・梱包作業要員 株式会社　新井精密 秩父市小柱６７０番地 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

製品の受け入れ検査
業務・梱包作業

株式会社ユタカ電機
製作所　秩父技術セ
ンター

皆野町大字皆野１６３２ 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

歯科衛生士 医療法人　安田歯科
（ウニクス秩父歯
科）

秩父市黒谷１０６３ 雇用・労災・
健康・厚生

歯科衛生士

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 定年を上限

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 定年を上限

調理補助（大滝）
〈短期〉

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

調理補助（大滝） 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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

介護士（秩父第一病
院）

医療法人　俊仁会 秩父市中村町２－８－１４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

機械オぺレーター 株式会社　加藤製作
所

秩父市定峰６８－２ 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

情報システム 埼玉医療生活協同組
合　皆野病院

皆野町大字皆野２０３１－１ 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

医療事務 高橋内科クリニック 秩父市中村町３－３－３６ 雇用・労災・
健康・厚生

医療事務実務士１級

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

管理栄養士 埼玉医療生活協同組
合　皆野病院

皆野町大字皆野２０３１－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

管理栄養士

雇用期間の定めなし 定年を上限

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。
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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

月給 交替制あり
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

172,000円～222,000円 (2)10時00分～19時00分
(3)6時00分～15時00分

（従業員数 22人 ）

正社員 11070- 1204611 就業場所

日給 変形（1年単位）
40歳以下 (7,500円～7,500円) (1)8時00分～17時00分

176,930円～176,930円

（従業員数 12人 ）

正社員 11070- 1192311 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

185,000円～365,000円

（従業員数 13人 ）

正社員 11070- 1193611 就業場所皆野町
月給 変形（1年単位）

64歳以下 (1)8時00分～17時20分
161,200円～250,000円

（従業員数 24人 ）

正社員 11070- 1182411 就業場所

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時20分

161,200円～270,000円 (2)12時05分～21時25分

（従業員数 24人 ）

正社員 11070- 1183011 就業場所秩父市
月給 変形（1ヶ月単位）

45歳以下 (1)8時00分～16時20分
333,400円～407,000円

（従業員数 53人 ）

正社員 11070- 1189811 就業場所横瀬町

経理事務 株式会社　武甲運輸 横瀬町大字横瀬１７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

ダイカストマシンオ
ペレーター

株式会社　練馬工業 秩父市下吉田７１５４番地 雇用・労災・
健康・厚生

床上操作式クレーン運転技
能者
玉掛技能者

雇用期間の定めなし 定年を上限
フォークリフト運転技能者

製品検査 株式会社　練馬工業 秩父市下吉田７１５４番地 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

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

製缶工【トライアル
雇用併用求人】

株式会社　野口鉄工 秩父市大野原１４１２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

介護業務 株式会社　フクシア 長瀞町大字長瀞２９３ 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。


