
令和３年５月２４日発行 次回発行予定日　令和３年５月３１日

年齢・

月給
59歳以下 (1)4時00分～14時00分

200,000円～300,000円

（従業員数 54人 ）

正社員 11070- 1730611 就業場所秩父市
月給 変形（1年単位）

40歳以下 (1)9時00分～18時00分
163,000円～163,000円

（従業員数 29人 ）

正社員 11070- 1731911 就業場所

時給 変形（1年単位）
59歳以下 (928円～930円) (1)8時00分～17時30分

164,359円～190,704円 (2)9時00分～18時30分
(3)9時00分～17時30分

（従業員数 14人 ）

正社員 11070- 1733711 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

200,000円～400,000円

（従業員数 30人 ）

正社員 11070- 1716111 就業場所

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

160,000円～270,000円

（従業員数 10人 ）

正社員 11070- 1718811 就業場所

月給 変形（1年単位）
18歳～35歳 (1)8時00分～16時25分

162,594円～298,086円 (2)15時00分～23時25分

（従業員数 50人 ）

正社員 11070- 1721311 就業場所横瀬町
時給

不問 (1,029円～1,272円) (1)8時30分～17時30分
164,640円～203,520円

（従業員数 60人 ）

有期雇用派遣労働者 11070- 1723911 就業場所秩父市
月給

35歳以下 (1)8時00分～17時00分
157,000円～300,000円

（従業員数 62人 ）

正社員 11070- 1725711 就業場所

月給 交替制あり
30歳以下 (1)8時00分～17時00分

157,500円～300,000円 (2)16時30分～1時00分
(3)0時30分～9時00分

（従業員数 62人 ）

正社員 11070- 1726811 就業場所

月給
39歳以下 (1)8時30分～18時00分

180,000円～300,000円

（従業員数 14人 ）

正社員 11070- 1729411 就業場所

時給 交替制あり
18歳以上 (1,018円～1,272円) (1)8時00分～17時00分

171,838円～214,714円 (2)20時00分～5時00分

（従業員数 8人 ）

有期雇用派遣労働者 11070- 1715911 就業場所長瀞町
月給 交替制あり

59歳以下 　9時00分～19時00分
180,000円～190,000円 　の間の8時間

（従業員数 0人 ）

正社員 11070- 1705311 就業場所皆野町
月給

59歳以下 (1)9時30分～18時00分
380,000円～430,000円

（従業員数 4人 ）

正社員 11070- 1706611 就業場所秩父市
時給

不問 (1,400円～1,400円) (1)8時30分～17時30分
224,000円～224,000円

（従業員数 5人 ）

有期雇用派遣労働者 11070- 1708111 就業場所秩父市
月給

18歳～64歳 (1)14時00分～23時00分
161,000円～200,000円

（従業員数 80人 ）

正社員 11070- 1709711 就業場所

時給 交替制あり
18歳～64歳 (950円～950円) (1)7時50分～16時00分

154,405円～154,405円 (2)15時50分～0時00分
(3)23時50分～8時00分

（従業員数 6人 ）

正社員 11070- 1691611 就業場所秩父市

（請）工場内作業
（正門受付）

株式会社　ダイショ
ウ

秩父市上影森１２２－４ 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

接客 株式会社　和銅鉱泉
旅館

秩父市黒谷８１３ 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

派）受付事務作業 株式会社　ステップ
アップ

秩父市太田１８２－５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

薬剤師 株式会社　イチワタ 皆野町大字皆野８２８－１ 雇用・労災・
健康・厚生

薬剤師

雇用期間の定めなし 定年を上限

受付・商品発送員
（本部）

株式会社　イチワタ 皆野町大字皆野８２８－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

派）電機機器に使用する
モーターのマグネットの加
工《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
月未満）

法令の規定
により年齢
制限がある

消防施設工事保守点
検＜急募＞

丸京商事　株式会社 秩父市上野町２９－２３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

製造・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

雇用期間の定めなし キャリア形
成

生産管理及び工程管
理

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

雇用期間の定めなし キャリア形
成

派）工業用・ＤＩＹ等に
使用するメジャーの製造

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
月未満）

不問

破砕送鉱スタッフ 菱光石灰工業　株式
会社

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

機械加工（マシンオ
ペレーター）

有限会社　川連製作
所

秩父市黒谷１２４６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

機械鉄工 児玉工業株式会社 秩父市桜木町１１－２４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

医療事務・受付 医療法人岡部医院 秩父市本町２－６ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

健康診断・集配 株式会社　秩父臨床
医学研究所

秩父市中村町４丁目７－２２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

必要な免許資格年齢制限
該当事由

自動車運転手 秩父通運株式会社 秩父市宮側町６－１１ 雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車免許

フォークリフト運転技能者
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。



令和３年５月２４日発行 次回発行予定日　令和３年５月３１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

月給
64歳以下 (1)9時00分～18時00分

216,000円～350,000円

（従業員数 0人 ）

正社員 11070- 1694711 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)7時45分～17時30分

250,000円～300,000円

（従業員数 6人 ）

正社員 11070- 1701211 就業場所

月給
59歳以下 (1)8時30分～18時00分

170,000円～250,000円

（従業員数 6人 ）

正社員 11070- 1702511 就業場所

月給
59歳以下 (1)8時30分～18時00分

161,000円～250,000円

（従業員数 6人 ）

正社員 11070- 1703411 就業場所

自動車整備補助 有限会社　島崎自動
車

秩父市蒔田２０８ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

自動車整備士 有限会社　島崎自動
車

秩父市蒔田２０８ 雇用・労災・
健康・厚生

二級自動車整備士

雇用期間の定めなし 定年を上限

現場代人 シンテック株式会社 長瀞町大字野上下郷３３３７－１ 雇用・労災・
健康・厚生

２級電気工事施工管理技士

雇用期間の定めなし 定年を上限

営業 エミリオ株式会社 秩父市宮側町１－７
秩父地域地場産業振興センター５階

労働保険・社
会保険加入予
定

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。


