
令和３年８月３０日発行 次回発行予定日　令和３年９月６日

年齢・

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 61人 ）

正社員 11070- 2832011 就業場所小鹿野町
月給

35歳以下 (1)8時00分～17時00分
157,500円～300,000円

（従業員数 61人 ）

正社員 11070- 2833311 就業場所小鹿野町
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- 2820811 就業場所

日給 変形（1年単位）
50歳以下 (8,600円～8,600円) (1)8時00分～17時00分

181,460円～181,460円

（従業員数 16人 ）

正社員 11070- 2825311 就業場所秩父市
月給

40歳以下 (1)7時30分～17時30分
163,000円～163,000円

（従業員数 0人 ）

正社員 11070- 2827911 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
45歳以下 (1)8時00分～16時20分

227,800円～229,300円

（従業員数 53人 ）

正社員 11070- 2812711 就業場所

年俸制
40歳以下 (2,435,040円～4,230,960円) (1)9時00分～18時00分

202,920円～352,580円

（従業員数 6人 ）

正社員 11070- 2813811 就業場所秩父市
月給 交替制あり

45歳以下 (1)8時00分～17時00分
173,250円～263,250円 (2)16時00分～1時00分

(3)0時00分～9時00分
（従業員数 30人 ）

正社員 11070- 2815511 就業場所秩父市
時給

不問 (1,050円～1,200円) (1)8時00分～17時10分
174,720円～199,680円

（従業員数 50人 ）

有期雇用派遣労働者 11070- 2804711 就業場所秩父市
月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)9時00分～18時00分
167,000円～180,000円

（従業員数 19人 ）

正社員 11070- 2805811 就業場所秩父市
月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時15分～17時00分
170,000円～220,000円

（従業員数 8人 ）

正社員 11070- 2806211 就業場所秩父市
時給

不問 (928円～928円) (1)8時00分～17時00分
143,376円～143,376円

（従業員数 20人 ）

正社員以外 11070- 2808411 就業場所秩父市
月給

不問 (1)8時30分～18時30分
180,000円～225,000円 (2)8時30分～12時30分

（従業員数 9人 ）

正社員 11070- 2809011 就業場所秩父市
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- 2796311 就業場所

時給
不問 (1,100円～1,100円) (1)8時00分～17時05分

182,160円～182,160円

（従業員数 5人 ）

有期雇用派遣労働者 11070- 2801611 就業場所小鹿野町
時給

不問 (1,100円～1,100円) (1)8時00分～17時05分
182,160円～182,160円

（従業員数 5人 ）

有期雇用派遣労働者 11070- 2802911 就業場所小鹿野町

派）ケ－ブルの切断 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

派）ケ－ブルの梱包 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

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

看護師（正・准）
《急募》

医療法人　遊亀会
秩父脳外科内科クリ
ニック

秩父市永田町２－１７ 雇用・労災・
健康・厚生

看護師

准看護師
雇用期間の定めなし 不問

選別作業員 株式会社　ビバレッ
ジサービス　アライ

秩父市下吉田２０３７ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

営業（内勤） 両神興業株式会社 秩父市下宮地町１８－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

自動車販売営業 有限会社　駒商会 秩父市上宮地町２２－１６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

派）木造柱への金属
取付作業《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）

不問

機械部品加工 有限会社アサミ精工 秩父市大野原３５３３－２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

営業職 オフィスプラス　株
式会社

秩父市大野原１４０３－５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

大型運転手 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

大型自動車免許

雇用期間の定めなし キャリア形
成

調理スタッフ 有限会社　みな寿司 秩父市大野原９１－３ 労働保険・
社会保険加入
予定

雇用期間の定めなし キャリア形
成

モータの製造　（山
田工場）

株式会社　小久保製
作所

秩父市定峰７４９ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

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

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

職種 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間 加入保険等 必要な免許資格年齢制限
該当事由

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

◎ 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。


