
令和３年９月２７日発行 次回発行予定日　令和３年１０月４日

年齢・

月給 交替制あり
18歳以上 (1)14時00分～22時00分

180,000円～200,000円 (2)6時00分～14時00分
(3)15時00分～23時00分

（従業員数 30人 ）

正社員 11070- 3246011 就業場所

月給 交替制あり
不問 (1)6時00分～14時00分

180,000円～200,000円 (2)14時00分～22時00分

（従業員数 30人 ）

正社員 11070- 3248611 就業場所

月給 変形（1年単位）
18歳～59歳 (1)5時00分～15時00分

161,300円～161,300円 (2)11時00分～20時00分

（従業員数 2人 ）

正社員 11070- 3250711 就業場所秩父市
月給

59歳以下 (1)7時30分～16時30分
183,000円～192,000円 (2)9時30分～18時30分

（従業員数 12人 ）

正社員 11070- 3219211 就業場所長瀞町
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- 3220011 就業場所秩父市
時給

59歳以下 (1,000円～1,000円) (1)8時00分～17時00分
166,400円～166,400円

（従業員数 16人 ）

正社員 11070- 3221311 就業場所秩父市
時給

不問 (1,000円～1,000円) (1)8時30分～17時30分
166,400円～166,400円

（従業員数 90人 ）

正社員以外 11070- 3222611 就業場所

日給
59歳以下 (8,000円～10,000円) (1)7時30分～16時30分

171,200円～214,000円

（従業員数 8人 ）

正社員 11070- 3224111 就業場所横瀬町
月給 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)3時00分～16時00分
300,000円～500,000円

（従業員数 11人 ）

正社員 11070- 3225711 就業場所

月給
64歳以下 (1)8時20分～17時20分

241,500円～246,500円

（従業員数 17人 ）

正社員 11070- 3228511 就業場所

時給
不問 (1,000円～1,100円) (1)8時00分～17時15分

172,800円～190,080円

（従業員数 60人 ）

正社員以外 11070- 3229411 就業場所

月給 変形（1年単位）
35歳以下 (1)8時30分～17時00分

170,000円～200,000円 (2)8時00分～13時00分

（従業員数 34人 ）

正社員 11070- 3240111 就業場所長瀞町
月給 変形（1年単位）

35歳以下 (1)8時30分～17時00分
170,000円～200,000円 (2)8時00分～13時00分

（従業員数 34人 ）

正社員 11070- 3241711 就業場所長瀞町
月給 変形（1年単位）

35歳以下 (1)8時30分～17時00分
170,000円～200,000円 (2)8時00分～13時00分

（従業員数 34人 ）

正社員 11070- 3242811 就業場所長瀞町
月給

59歳以下 (1)9時00分～18時00分
210,469円～257,240円

（従業員数 8人 ）

正社員 11070- 3214611 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)18時00分～8時00分

300,000円～500,000円

（従業員数 11人 ）

正社員 11070- 3215911 就業場所

大型運転手（体を動かす
事が好きな方☆）

有限会社　佐野運輸 横瀬町大字横瀬６２５０－２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

中型自動車免許

大型自動車免許
雇用期間の定めなし 不問

フォークリフト運転技能者

ルート営業≪急募≫ 株式会社　富士薬品
秩父営業所

秩父市寺尾３９４５－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

半導体加工補助作業＜ト
ライアル雇用併用求人＞

南州工業株式会社 長瀞町大字岩田９３８－３ 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

自動旋盤工＜トライアル
雇用併用求人＞

南州工業株式会社 長瀞町大字岩田９３８－３ 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

ワイヤーソー機械作業員≪
トライアル雇用併用求人≫

南州工業株式会社 長瀞町大字岩田９３８－３ 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

一般事務 株式会社　アグリカ
ルチャーセンター

小鹿野町下小鹿野６０１－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

看護師（訪問入浴：
正社員）

株式会社　福祉の街
ふくしのまち秩父

秩父市阿保町２－７ 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

大型ダンプトレー
ラー運転手

有限会社　佐野運輸 横瀬町大字横瀬６２５０－２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

牽引免許

大型自動車免許
雇用期間の定めなし 不問

【女性大歓迎！】４ｔ・１
０ｔミキサー車ドライバー

株式会社むさしの
サカエ建材

秩父市大野原５６７ 雇用・労災・
健康・厚生

準中型自動車免許

大型自動車免許
雇用期間の定めなし 定年を上限

製造事務 株式会社　新井精密 秩父市小柱６７０番地 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

軽作業（二次加工） 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 定年を上限

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

保育教諭（令和４年
４月１日採用）

学校法人　英愛学園
認定こども園　長瀞
幼稚園

長瀞町大字長瀞１４１４－２ 雇用・労災・
健康・厚生

幼稚園教諭免許（専修・１
種・２種）
保育士

雇用期間の定めなし 定年を上限

請）常駐警備員：秩
父（日勤）

富士防災警備株式会
社　西埼玉営業所

秩父市上宮地町２５－１０ 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 秩父西谷津温泉　宮
本の湯（有限会社ミ
ヤモト）

小鹿野町長留４９５－１ 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

フロント及び接客 秩父西谷津温泉　宮
本の湯（有限会社ミ
ヤモト）

小鹿野町長留４９５－１ 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

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９月２７日発行 次回発行予定日　令和３年１０月４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
40歳以下 (960円～960円) (1)8時00分～17時00分

152,832円～152,832円

（従業員数 26人 ）

正社員 11070- 3217711 就業場所

事務≪トライアル雇
用併用求人≫

松倉産業株式会社 秩父市荒川上田野３５２－１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

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。


