
令和３年１０月２５日発行 次回発行予定日　令和３年１１月１日

年齢・

日給
不問 (8,000円～14,000円) (1)8時00分～17時00分

172,800円～302,400円

（従業員数 4人 ）

正社員 11070- 3618311 就業場所

月給
不問 　8時00分～17時00分

160,000円～160,000円 　の間の7時間程度

（従業員数 10人 ）

正社員以外 11070- 3612711 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)15時00分～0時00分

200,944円～202,863円

（従業員数 10人 ）

正社員 11070- 3614211 就業場所

月給 変形（1年単位）
61歳以下 　9時00分～20時30分

180,400円～261,000円 　の間の8時間程度

（従業員数 6人 ）

正社員 11070- 3615511 就業場所秩父市
月給 交替制あり

45歳以下 (1)10時00分～19時00分
200,000円～250,000円 (2)9時30分～18時30分

(3)10時30分～19時30分
（従業員数 8人 ）

正社員 11070- 3599111 就業場所

日給
64歳以下 (9,000円～15,000円) (1)8時00分～17時00分

217,700円～363,500円

（従業員数 5人 ）

正社員 11070- 3601611 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
45歳以下 (1)7時30分～17時00分

184,000円～300,000円

（従業員数 10人 ）

正社員 11070- 3578011 就業場所皆野町
時給 交替制あり

不問 (1,100円～1,100円) (1)8時00分～17時05分
190,080円～190,080円 (2)7時00分～15時00分

(3)15時00分～23時00分
（従業員数 48人 ）

正社員以外 11070- 3579311 就業場所

月給
35歳以下 (1)9時00分～18時00分

180,000円～227,040円

（従業員数 6人 ）

正社員 11070- 3582811 就業場所秩父市
月給 変形（1年単位）

35歳以下 (1)7時00分～16時15分
185,711円～245,042円

（従業員数 46人 ）

正社員 11070- 3586011 就業場所

月給 交替制あり
59歳以下 (1)7時00分～16時00分

175,000円～220,000円 (2)10時00分～19時00分
(3)19時00分～7時00分

（従業員数 17人 ）

正社員 11070- 3587311 就業場所

月給
50歳以下 (1)8時30分～17時30分

168,000円～185,000円

（従業員数 30人 ）

正社員 11070- 3591811 就業場所

月給
50歳以下 (1)8時30分～17時30分

168,000円～185,000円

（従業員数 20人 ）

正社員 11070- 3592211 就業場所秩父市
月給

50歳以下 (1)8時30分～17時30分
200,000円～250,000円

（従業員数 3人 ）

正社員 11070- 3593511 就業場所秩父市
月給

不問 (1)7時00分～16時00分
200,000円～250,000円

（従業員数 18人 ）

正社員 11070- 3597611 就業場所

月給 交替制あり
64歳以下 (1)7時00分～16時00分

214,360円～242,100円 (2)8時30分～17時30分
(3)11時00分～20時00分

（従業員数 55人 ）

正社員 11070- 3598911 就業場所長瀞町

介護職員 社会福祉法人　長瀞
福祉会

長瀞町大字野上下郷４２８ 雇用・労災・
健康・厚生

介護職員初任者研修修了者

介護福祉士
雇用期間の定めなし 定年を上限

トレーラ運転手 有限会社　成幸重機 秩父市大宮５８０９ 雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車免許

牽引免許
雇用期間の定めなし 不問

車両系建設機械（基礎工事
用）運転技能者

介護支援専門員 有限会社　大島介護 秩父市寺尾４４番地４ 雇用・労災・
健康・厚生

介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）

雇用期間の定めなし キャリア形
成

介護職員（デイサー
ビスセンター）

有限会社　大島介護 秩父市寺尾４４番地４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

訪問介護職員 有限会社　大島介護 秩父市寺尾４４番地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 キャリア形
成

介護員 有限会社　グループ
ホーム上野　　　陽
だまりの家

秩父市大宮５５３３－１ 雇用・労災・
健康・厚生

ホームヘルパー２級

ホームヘルパー１級
雇用期間の定めなし 定年を上限

フロント・事務・総
合職

ザ　ナショナルカン
トリー倶楽部　埼玉

秩父市堀切１３６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

事務職 株式会社　アシスト 秩父市野坂町１－３－１　野坂ビル
１Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

作業員（製造作業補
助）

セイノースーパーエ
クスプレス　株式会
社　横瀬営業所

横瀬町大字横瀬２１６３番地１ 雇用・労災・
健康・厚生

フォークリフト運転技能者

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

金属リサイクル・産業廃棄
物中間処分・自動車解体

株式会社　権田商会 皆野町大字皆野１７９－５ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

フォークリフト運転技能者

ガス溶接技能者
雇用期間の定めなし キャリア形

成 大型自動車免許

一般作業員（電気工
事）

株式会社　四方田電
気工事

横瀬町大字横瀬６０６５－２ 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 定年を上限

【正社員スタッフ】買取販
売・インターネット販売等

株式会社むさしの
リサイクルマート秩
父店

秩父市下影森１２６０－１３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

トレーナー 有限会社グッドホー
プ　秩父メディカル
フィットネス

秩父市番場町１０番 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

ホールスタッフ（接客・店
長候補）＊未経験歓迎！

株式会社ジーディー
コーポレィション
庄や　秩父店

秩父市宮側町５ー１第一ホテル秩父
１Ｆ

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

★パソコンスキルが活かせ
る！【受付事務】スタッフ
募集★

株式会社アムスハウ
ス

長瀞町大字中野上５６０ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

車両系建設機械（整地・運搬・積
込用及び掘削用）運転技能者

必要な免許資格年齢制限
該当事由

配管工【トライアル
雇用併用求人】

有限会社　新井水道
設備

皆野町大字皆野６１０番地の７ 雇用・労災・
健康・厚生

準中型自動車免許

８トン限定中型自動車免許
雇用期間の定めなし

加入保険等

不問

職種 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

◎ 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。
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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- 3543411 就業場所秩父市
月給 変形（1年単位）

40歳以下 (1)8時30分～18時00分
300,000円～600,000円 (2)9時00分～18時30分

（従業員数 12人 ）

正社員 11070- 3544011 就業場所秩父市
月給

59歳以下 (1)8時00分～17時00分
180,000円～230,000円

（従業員数 51人 ）

正社員 11070- 3545311 就業場所長瀞町
時給

59歳以下 (956円～960円) (1)8時05分～17時05分
162,520円～163,200円

（従業員数 50人 ）

正社員以外 11070- 3547911 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- 3549711 就業場所秩父市
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- 3551411 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- 3552011 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

210,000円～230,000円

（従業員数 124人 ）

正社員 11070- 3553311 就業場所秩父市
時給

不問 (1,273円～1,378円) (1)8時30分～17時15分
204,995円～221,514円 (2)8時15分～17時00分

（従業員数 68人 ）

正社員以外 11070- 3554611 就業場所秩父市
時給

不問 (956円～970円) (1)9時30分～18時15分
150,402円～152,605円

（従業員数 6人 ）

正社員以外 11070- 3556111 就業場所秩父市
月給 交替制あり

18歳～62歳 (1)6時30分～15時30分
180,000円～214,500円 (2)10時00分～19時00分

(3)16時45分～9時15分
（従業員数 80人 ）

正社員 11070- 3557711 就業場所秩父市
月給 変形（1ヶ月単位）

18歳～59歳 (1)2時00分～12時00分
270,000円～270,000円

（従業員数 16人 ）

正社員 11070- 3560011 就業場所

月給 交替制あり
18歳～62歳 (1)7時00分～16時00分

180,000円～214,500円 (2)13時00分～22時00分
(3)22時00分～7時00分

（従業員数 22人 ）

正社員 11070- 3561311 就業場所秩父市
時給 交替制あり

不問 (956円～1,000円) (1)8時00分～16時45分
150,402円～157,325円 (2)8時15分～17時00分

(3)8時30分～17時15分
（従業員数 19人 ）

正社員以外 11070- 3562611 就業場所秩父市
月給 交替制あり

59歳以下 (1)9時00分～18時00分
235,000円～253,000円 (2)8時30分～17時30分

（従業員数 6人 ）

正社員 11070- 3572111 就業場所秩父市
時給

不問 (958円～958円) (1)8時00分～17時00分
162,476円～162,476円

（従業員数 20人 ）

正社員以外 11070- 3573711 就業場所

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

看護職員 有限会社　三笠商事 秩父市下宮地町２０－２２ 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

介護職≪蒔田デイサービ
スセンター≫

社会福祉法人　秩父
市社会福祉事業団

秩父市蒔田１９７７ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

介護職【永田屋】正
職員

社会福祉法人　秩父
福祉会　特別養護老
人ホーム　白砂恵慈
園

秩父市吉田久長１８６－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

介護福祉士

介護職員実務者研修修了者
雇用期間の定めなし 法令の規定

により年齢
制限がある

介護職員初任者研修修了者

トラックドライバー 八木商事　有限会社 秩父市寺尾３４２３ 雇用・労災・
健康・厚生・
その他

大型自動車免許

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

介護職【白砂恵慈
園】正職員

社会福祉法人　秩父
福祉会　特別養護老
人ホーム　白砂恵慈
園

秩父市吉田久長１８６－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

介護福祉士

介護職員実務者研修修了者
雇用期間の定めなし 法令の規定

により年齢
制限がある

介護職員初任者研修修了者

保育士 社会福祉法人　秩父
市社会福祉事業団

秩父市蒔田１９７７ 雇用・労災・
健康・厚生

保育士

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

看護師・准看護師（偕楽
苑またはデイサービス）

社会福祉法人　秩父
市社会福祉事業団

秩父市蒔田１９７７ 雇用・労災・
健康・厚生

看護師

准看護師
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

介護支援専門員 医療法人　俊仁会 秩父市中村町２－８－１４ 雇用・労災・
健康・厚生

介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）

雇用期間の定めなし 定年を上限

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

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

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

電子機器の組立・検
査

ニッケイインスツル
メンツ株式会社

小鹿野町小鹿野１３５９－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

生産技術 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 定年を上限

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 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

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。


