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年齢・

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- 2591411 就業場所

日給 変形（1ヶ月単位）
不問 (8,500円～13,000円) (1)8時00分～17時00分

187,000円～286,000円

（従業員数 12人 ）

正社員 11070- 2593311 就業場所小鹿野町
時給 交替制あり

18歳～64歳 (950円～1,050円) (1)8時30分～17時30分
159,600円～176,400円 (2)20時30分～5時30分

（従業員数 90人 ）

正社員以外 11070- 2594611 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

157,500円～310,000円

（従業員数 73人 ）

正社員 11070- 2583411 就業場所

月給 交替制あり
59歳以下 　9時30分～20時00分

185,000円～208,000円 　の間の8時間程度

（従業員数 15人 ）

正社員 11070- 2584011 就業場所秩父市
日給 変形（1ヶ月単位）

不問 (8,000円～15,000円) (1)8時00分～17時00分
182,400円～342,000円

（従業員数 5人 ）

正社員 11070- 2588111 就業場所皆野町
月給 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)8時00分～17時00分
230,000円～320,000円

（従業員数 5人 ）

正社員以外 11070- 2589711 就業場所秩父市
時給

不問 (950円～1,470円) (1)8時30分～17時15分
170,475円～259,135円

（従業員数 54人 ）

正社員以外 11070- 2579611 就業場所小鹿野町
月給 変形（1年単位）

40歳以下 (1)9時00分～18時30分
330,000円～800,000円

（従業員数 12人 ）

正社員 11070- 2561611 就業場所秩父市
年俸制 変形（1年単位）

40歳以下 (3,000,000円～5,000,000円) (1)8時30分～18時00分
250,000円～416,666円 (2)9時00分～18時30分

（従業員数 12人 ）

正社員 11070- 2562911 就業場所秩父市
月給 変形（1ヶ月単位）

18歳～59歳 (1)9時00分～18時00分
260,000円～387,000円 (2)17時00分～9時00分

(3)7時30分～16時30分
（従業員数 60人 ）

正社員 11070- 2567511 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)9時00分～18時00分

208,000円～258,000円 (2)17時00分～9時00分

（従業員数 60人 ）

正社員 11070- 2568411 就業場所

月給
30歳以下 (1)8時30分～17時30分

185,000円～235,000円

（従業員数 3人 ）

正社員 11070- 2569011 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)9時45分～19時00分

162,000円～420,000円

（従業員数 5人 ）

正社員 11070- 2570911 就業場所

時給 交替制あり
不問 (940円～1,100円) (1)10時00分～19時00分

161,680円～189,200円 (2)7時00分～16時00分

（従業員数 25人 ）

正社員以外 11070- 2571111 就業場所秩父市
時給 交替制あり

不問 (940円～1,100円) (1)10時00分～19時00分
161,680円～189,200円 (2)7時00分～16時00分

(3)17時00分～9時00分
（従業員数 25人 ）

正社員 11070- 2573811 就業場所秩父市

老人介護≪急募≫　＜ト
ライアル雇用併用求人＞

有限会社　シンシア 秩父市番場町３－４ 雇用・労災・
健康・厚生

ホームヘルパー２級

雇用期間の定めなし 不問

老人介護【契約社
員】≪急募≫

有限会社　シンシア 秩父市番場町３－４ 雇用・労災・
健康・厚生

ホームヘルパー２級

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

自動車整備士 株式会社　おーと
もーびるＹＵＫＩ

秩父市黒谷８１７－１ 雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車免許

三級自動車整備士
雇用期間の定めなし 定年を上限

ボイラ・食品機器・水処理
機器のメンテナンス及び販
売

株式会社　サムソン
埼群メンテナンス

皆野町大字皆野１８２８－９ 雇用・労災・
健康・厚生

中型自動車免許

雇用期間の定めなし キャリア形
成

療養病棟での看護／療養は
秩父に４病院のみ／准看護
師

医療法人　彩清会
清水病院

皆野町大字皆野１３９０－２ 雇用・労災・
健康・厚生

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

療養病棟での看護／療養は
秩父に４病院のみ／正看護
師

医療法人　彩清会
清水病院

皆野町大字皆野１３９０－２ 雇用・労災・
健康・厚生

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

大工 有限会社　グリーン
アンドハウス

秩父市大野原１５２６－６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

設計営業 有限会社　グリーン
アンドハウス

秩父市大野原１５２６－６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

訪問介護員（ホームヘル
パー）／長時間

小鹿野町役場 小鹿野町小鹿野８９ 雇用・公災・
健康・厚生

介護職員初任者研修修了者

ホームヘルパー２級
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

大型ダンプ運転手
（経験者）

株式会社　冨田興業 秩父市上宮地町１２－１９ 雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車免許

雇用期間の定めなし 不問

作業員（解体工事経
験者）

株式会社　冨田興業 秩父市上宮地町１２－１９ 雇用・労災・
健康・厚生

中型自動車免許

車両系建設機械（解体用）
運転技能者雇用期間の定めなし 不問

化粧品販売担当者 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

登録販売者（一般医薬品）

雇用期間の定めなし 定年を上限

生産管理 ジュウゼン製造　株
式会社

皆野町大字大渕９７－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

ＮＣ自動旋盤のオペ
レーター補助作業

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 法令の規定
により年齢
制限がある

造林保育作業等 有限会社　森林スマ
イル企画

小鹿野町下小鹿野１８８１ 雇用・労災・
健康・厚生・
その他

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

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

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。


