
令和３年１１月１日発行 次回発行予定日　令和３年１１月８日

年齢・

月給
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

163,333円～163,333円

（従業員数 3人 ）

正社員 11070- 3655211 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～16時30分

253,500円～355,000円

（従業員数 16人 ）

正社員 11070- 3647211 就業場所秩父市
時給

不問 (1,100円～1,100円) (1)8時00分～17時00分
186,560円～186,560円

（従業員数 20人 ）

正社員以外 11070- 3649411 就業場所

日給
59歳以下 (8,000円～13,000円) (1)8時00分～17時00分

168,000円～273,000円

（従業員数 8人 ）

正社員 11070- 3642611 就業場所

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)6時30分～15時20分

167,950円～307,520円 (2)9時30分～18時20分

（従業員数 41人 ）

正社員 11070- 3644111 就業場所皆野町
月給 交替制あり

40歳以下 (1)7時30分～17時00分
173,000円～240,000円 (2)8時00分～17時30分

（従業員数 8人 ）

正社員 11070- 3645711 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～300,000円

（従業員数 10人 ）

正社員 11070- 3651911 就業場所横瀬町
時給

59歳以下 (1,000円～1,000円) (1)8時00分～15時40分
156,420円～156,420円

（従業員数 30人 ）

正社員 11070- 3633311 就業場所

日給
40歳以下 (8,000円～14,000円) (1)6時30分～15時30分

182,800円～402,400円

（従業員数 3人 ）

正社員 11070- 3636111 就業場所横瀬町
時給

不問 (960円～960円) (1)8時45分～17時00分
141,984円～141,984円

（従業員数 20人 ）

正社員以外 11070- 3637711 就業場所秩父市
月給 変形（1ヶ月単位）

60歳以上 (1)8時00分～20時00分
165,707円～165,707円

（従業員数 16人 ）

正社員以外 11070- 3656511 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)9時00分～18時00分

195,000円～245,000円

（従業員数 10人 ）

正社員 11070- 3620811 就業場所長瀞町
月給

64歳以下 (1)6時00分～16時00分
180,000円～180,000円

（従業員数 27人 ）

正社員 11070- 3624011 就業場所

月給 変形（1年単位）
45歳以下 (1)8時30分～17時30分

212,000円～212,000円

（従業員数 134人 ）

正社員 11070- 3628111 就業場所秩父市

安全帯の製造（太田工場）
【面接＆工場見学会】

株式会社　ＴＪＭデ
ザイン

秩父市山田７９０ 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

運転手（４ｔトラッ
ク）

有限会社　日野原運
輸

小鹿野町下小鹿野３５５３－６ 雇用・労災・
健康・厚生

準中型自動車免許

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

キャンプ場スタッフ Ｆｏｒｅｓｔ　Ｓｏｎｓ
株式会社　（Ｆｏｒｅｓ
ｔ　Ｓｏｎｓ　Ｎａｇａ
ｔｏｒｏ）

長瀞町大字本野上３６３番地 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

タクシー乗務員 秩父ハイヤー　株式
会社

秩父市上野町２－８ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車第二種免許

雇用期間の定めなし 高齢者等の
特定年齢層
の雇用促進

銀行の一般事務 株式会社東和銀行
秩父支店

秩父市中町９－１１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

不問

生コンクリート圧送
員

有限会社　アサカ 横瀬町大字横瀬６３８９－５ 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

清涼飲料製造・検査　＜ト
ライアル雇用併用求人＞

有限会社　戸田乳業 小鹿野町小鹿野１０４６―１ 雇用・労災・
健康・厚生

フォークリフト運転技能者

雇用期間の定めなし 定年を上限

製缶工および機械メ
ンテナンス

町田鉄工　株式会社 秩父市大野原１９４６ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

アーク溶接技能者（基本
級）
ガス溶接技能者

雇用期間の定めなし 定年を上限
玉掛技能者

苺農園作業 株式会社　ＴＡＫＡ
ＮＯ　　　　ただか
ね農園

秩父市下吉田４０９１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

製品積込オペレー
ター

株式会社上武 皆野町大字金沢３０８５－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

車両系建設機械（整地・運搬・積
込用及び掘削用）運転技能者

雇用期間の定めなし 定年を上限

土木作業員 浅見建設工業　株式
会社

秩父市大野原１３２９－１ 雇用・労災・
健康・厚生

準中型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

ダイカスト業務【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

大型吸引車による運
搬作業

有隣興業　株式会社 秩父市上宮地町２２－２５ 雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

必要な免許資格年齢制限
該当事由

総務及び事務 株式会社　セティア 秩父市熊木町５－６ 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。


