
令和３年７月２６日発行 次回発行予定日　令和３年８月２日

年齢・

月給
不問 (1)7時30分～17時00分

300,000円～380,000円

（従業員数 5人 ）

正社員 11070- 2531811 就業場所

月給
不問 (1)7時30分～17時00分

350,000円～450,000円

（従業員数 5人 ）

正社員 11070- 2532211 就業場所

月給
不問 (1)7時30分～17時00分

350,000円～400,000円

（従業員数 5人 ）

正社員 11070- 2533511 就業場所

月給
不問 (1)7時30分～17時00分

350,000円～400,000円

（従業員数 5人 ）

正社員 11070- 2534411 就業場所

月給
不問 (1)9時00分～18時30分

160,000円～200,000円 (2)9時00分～12時30分
(3)13時30分～18時30分

（従業員数 10人 ）

正社員 11070- 2513711 就業場所

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- 2515211 就業場所秩父市
月給 交替制あり

40歳以下 (1)8時00分～16時50分
155,000円～200,000円 (2)19時00分～3時50分

（従業員数 174人 ）

正社員 11070- 2516511 就業場所秩父市
月給

不問 (1)9時00分～18時30分
148,000円～170,000円 (2)9時00分～12時30分

(3)13時30分～18時30分
（従業員数 10人 ）

正社員 11070- 2517411 就業場所

日給
45歳以下 (7,700円～11,500円) (1)8時00分～17時00分

154,000円～230,000円

（従業員数 15人 ）

正社員 11070- 2519311 就業場所秩父市
月給

64歳以下 (1)8時00分～17時00分
160,000円～180,000円

（従業員数 120人 ）

正社員 11070- 2520111 就業場所長瀞町
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時30分～18時45分
180,000円～240,000円 (2)8時30分～14時30分

（従業員数 6人 ）

正社員 11070- 2522811 就業場所

月給
59歳以下 (1)6時30分～16時00分

207,540円～290,000円 (2)9時30分～19時00分

（従業員数 1人 ）

正社員 11070- 2523211 就業場所秩父市
月給

35歳以下 (1)9時00分～18時00分
168,000円～320,000円

（従業員数 3人 ）

正社員 11070- 2525411 就業場所

時給 交替制あり
不問 (950円～1,000円) (1)7時00分～16時00分

164,160円～172,800円 (2)11時00分～20時00分

（従業員数 192人 ）

正社員以外 11070- 2538911 就業場所

月給
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

180,000円～180,000円

（従業員数 20人 ）

正社員 11070- 2494211 就業場所

月給
不問 (1)8時00分～17時00分

210,000円～240,000円

（従業員数 20人 ）

正社員 11070- 2495511 就業場所

品質管理業務 明光ダイカスト工業
株式会社

小鹿野町下小鹿野９５４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

ダイカストマシンオペレー
ター【トライアル雇用併用
求人】

明光ダイカスト工業
株式会社

小鹿野町下小鹿野９５４ 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

百貨店における守衛、及
び駐車場整理業務

株式会社　矢尾百貨
店

秩父市上町１－５－９ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

自動車整備士または
整備士補助

ビクトリーカーサー
ビス

長瀞町中野上６５０－６ 雇用・労災・
健康・厚生

三級自動車整備士

二級自動車整備士
雇用期間の定めなし キャリア形

成

栄養士・調理師・製菓衛
生師（秩父市阿保町）

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

製菓衛生師

医療事務 みなのハートクリ
ニック

皆野町大字皆野２４７４－１ 雇用・労災・
健康・厚生

医療事務資格

医療事務検定試験
雇用期間の定めなし 定年を上限

介護員（縄文の里長瀞倶楽
部　通所リハビリテーショ
ン）

医療法人社団　医新会
医新クリニック（長瀞医
新クリニック・縄文の里
長瀞倶楽部）

長瀞町大字岩田５８７番地 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

ミシンでの縫製作業　≪ト
ライアル雇用併用求人≫

有限会社　三峰工業 秩父市荒川白久１１３３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

歯科助手 医療法人　渡邊歯科
口腔外科医院

皆野町大字皆野１９７８－６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

ダイカストマシンオ
ペレーター

株式会社　リテラ 小鹿野町両神薄２７０３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

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

歯科衛生士 医療法人　渡邊歯科
口腔外科医院

皆野町大字皆野１９７８－６ 雇用・労災・
健康・厚生

歯科衛生士

雇用期間の定めなし 不問

大工 有限会社　あさひ 横瀬町大字横瀬４８１９－１０ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

建築工事の現場監
督・営業

有限会社　あさひ 横瀬町大字横瀬４８１９－１０ 雇用・労災・
健康・厚生

宅地建物取引士（旧：宅地
建物取引主任者）

雇用期間の定めなし 不問

土木現場監督・営業 有限会社　あさひ 横瀬町大字横瀬４８１９－１０ 雇用・労災・
健康・厚生

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

住宅の基礎工事・ブロック
塀の工事・一般土木工事

有限会社　あさひ 横瀬町大字横瀬４８１９－１０ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

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７月２６日発行 次回発行予定日　令和３年８月２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
不問 (940円～940円) (1)8時00分～17時00分

159,424円～159,424円

（従業員数 20人 ）

正社員以外 11070- 2496411 就業場所

月給 交替制あり
不問 (1)9時30分～18時30分

180,000円～190,000円 (2)10時30分～19時30分

（従業員数 4人 ）

正社員 11070- 2500011 就業場所秩父市

フェイシャルエステ及び
化粧品販売（本店サロ
ン）

株式会社　ＣＰウィ
ズ

秩父市上宮地町３１－５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

軽作業・検査作業【トラ
イアル雇用併用求人】

明光ダイカスト工業
株式会社

小鹿野町下小鹿野９５４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 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。


