
令和３年６月２８日発行 次回発行予定日　令和３年７月５日

年齢・

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- 2194511 就業場所

時給
不問 (1,020円～1,100円) (1)8時30分～17時20分

159,800円～172,300円

（従業員数 57人 ）

正社員以外 11070- 2195411 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00分
251,500円～301,500円 (2)8時30分～19時00分

(3)8時30分～12時30分
（従業員数 29人 ）

正社員 11070- 2182111 就業場所

月給 変形（1年単位）
40歳以下 (1)8時30分～17時00分

178,390円～234,890円

（従業員数 122人 ）

正社員 11070- 2184811 就業場所

月給 交替制あり
35歳以下 (1)8時00分～17時00分

170,000円～180,000円 (2)17時00分～2時00分
(3)19時00分～4時00分

（従業員数 60人 ）

正社員 11070- 2186511 就業場所秩父市
月給 変形（1年単位）

50歳以下 (1)8時30分～17時30分
165,000円～180,000円

（従業員数 72人 ）

正社員 11070- 2187411 就業場所

月給 変形（1年単位）
40歳以下 (1)8時30分～17時30分

168,000円～200,000円

（従業員数 72人 ）

正社員 11070- 2188011 就業場所

日給 変形（1年単位）
45歳以下 (7,760円～10,080円) (1)8時00分～17時10分

164,512円～213,696円 (2)12時00分～21時00分

（従業員数 21人 ）

正社員 11070- 2192811 就業場所

日給 変形（1年単位）
64歳以下 (10,000円～10,000円) (1)8時00分～17時10分

212,000円～212,000円

（従業員数 21人 ）

正社員 11070- 2193211 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)9時00分～18時00分

250,000円～400,000円

（従業員数 128人 ）

正社員 11070- 2173911 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- 2176811 就業場所

時給
64歳以下 (930円～930円) (1)9時00分～18時00分

148,800円～148,800円

（従業員数 18人 ）

正社員以外 11070- 2178511 就業場所秩父市
時給

不問 (950円～1,000円) (1)8時30分～17時30分
161,120円～169,600円

（従業員数 74人 ）

正社員以外 11070- 2179411 就業場所秩父市
日給 変形（1年単位）

59歳以下 (9,300円～10,000円) (1)8時00分～17時10分
205,530円～221,000円

（従業員数 8人 ）

正社員 11070- 2169211 就業場所

月給 交替制あり
59歳以下 (1)8時30分～17時15分

161,000円～290,000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 11070- 2172611 就業場所秩父市
月給

30歳以下 (1)8時00分～17時00分
171,000円～266,000円

（従業員数 16人 ）

正社員 11070- 2154011 就業場所秩父市

必要な免許資格年齢制限
該当事由

カーボンシャフト製
造

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

職種 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間 加入保険等

食品香料の検査業務【ミ
ニ面接会開催】

株式会社武蔵野香料
化学研究所　秩父工
場

秩父市みどりが丘３７番地
秩父みどりが丘工業団地

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

看護師 医療法人社団慶宏会
南須原医院

長瀞町大字本野上１７４－３ 雇用・労災・
健康・厚生

看護師

准看護師
雇用期間の定めなし 定年を上限

工務部電気係 秩父石灰工業株式会
社

横瀬町大字横瀬７ 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 キャリア形
成

自動車部品の製造 東洋パーツ株式会社 長瀞町大字岩田８７７ 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

布団縫製作業員【トライ
アル雇用併用求人】

さくら産業　株式会
社

秩父市別所１７７７ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

布団製造作業全般【トラ
イアル雇用併用求人】

さくら産業　株式会
社

秩父市別所１７７７ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

木材加工機オペレーター
【トライアル雇用併用求
人】

両神林産加工株式会
社

小鹿野町両神小森５２４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

大工 両神林産加工株式会
社

小鹿野町両神小森５２４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

営業職 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 定年を上限

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

検査・事務（パソコ
ン使用なし）

有限会社原製作所 秩父市中村町３－２２－９ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

事務員〈産休・育休
代替職員〉

医療法人　全和会 秩父市寺尾１４０４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

コンクリート製造工
〈急募〉

株式会社　東和産業 秩父市上吉田１３０８－１ 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 定年を上限

栄養士・調理師（秩
父市大滝）

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

栄養士

調理師
雇用期間の定めなし 定年を上限

その他の食品技術関係資格

機械オペレーター 有限会社　坂井精密 秩父市黒谷１３３２－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

◎ 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が閲覧できます。
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月給 交替制あり
18歳～59歳 (1)6時00分～15時00分

159,350円～159,350円 (2)17時00分～2時00分
(3)8時00分～17時05分

（従業員数 54人 ）

正社員 11070- 2155311 就業場所

月給
不問 (1)8時00分～17時00分

155,827円～350,000円

（従業員数 11人 ）

正社員 11070- 2159711 就業場所

月給
60歳以下 (1)8時30分～17時00分

255,000円～355,000円

（従業員数 209人 ）

正社員 11070- 2160511 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- 2163311 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～64歳 (1)15時00分～0時00分

230,000円～300,000円

（従業員数 2人 ）

正社員 11070- 2165911 就業場所秩父市
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
164,358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- 2166111 就業場所

電線ケーブルの加工（交
替制）【ミニ面接会】

株式会社シー・
ティ・ケー

小鹿野町下小鹿野８７９ 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

こんにゃく・白滝の
製造＜急募＞

株式会社　まゆみ農
園　皆野工場

皆野町大字大渕１４９－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

経理（正社員） アルバック成膜　株
式会社

秩父市寺尾２８０４番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

日商簿記２級

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

調理業務＜秩父市＞ 株式会社　ウィズ・
アペックス

秩父市宮側町２４－１５ 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

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

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が閲覧できます。


