
令和３年１１月２９日発行 次回発行予定日　令和３年１２月６日

年齢・

日給 交替制あり
18歳～59歳 (9,000円～11,500円) (1)8時00分～17時00分

196,200円～250,700円 (2)16時00分～0時10分

（従業員数 7人 ）

正社員 11070- 4033711 就業場所秩父市
月給 変形（1年単位）

29歳以下 (1)9時00分～18時00分
170,000円～240,000円

（従業員数 21人 ）

正社員 11070- 4034811 就業場所

時給 交替制あり
不問 (980円～980円) 　8時30分～20時00分

156,800円～156,800円 　の間の8時間

（従業員数 133人 ）

正社員以外 11070- 4037411 就業場所

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- 4038011 就業場所

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時30分～17時30分

200,000円～230,000円 (2)8時30分～17時00分

（従業員数 9人 ）

正社員 11070- 4039311 就業場所小鹿野町
月給 変形（1年単位）

64歳以下 (1)8時30分～17時30分
175,000円～175,000円 (2)8時30分～17時00分

（従業員数 9人 ）

正社員 11070- 4040111 就業場所小鹿野町
月給 交替制あり

不問 (1)8時00分～17時00分
160,000円～170,000円 (2)10時00分～19時00分

（従業員数 120人 ）

正社員 11070- 4042811 就業場所

月給 交替制あり
不問 (1)8時00分～17時00分

160,000円～170,000円 (2)10時00分～19時00分

（従業員数 120人 ）

正社員 11070- 4044511 就業場所

月給
不問 (1)3時00分～12時00分

180,000円～250,000円 (2)8時00分～17時00分

（従業員数 5人 ）

正社員以外 11070- 4018811 就業場所

月給
45歳以下 (1)8時30分～17時00分

190,000円～262,000円

（従業員数 122人 ）

正社員 11070- 4019211 就業場所

時給 交替制あり
18歳以上 (1,220円～1,300円) (1)8時00分～16時50分

194,947円～207,731円 (2)20時00分～4時50分

（従業員数 1人 ）

有期雇用派遣労働者 11070- 4021311 就業場所秩父市
日給 交替制あり

18歳～64歳 (8,500円～8,500円) (1)7時50分～16時00分
178,500円～178,500円 (2)15時50分～0時00分

（従業員数 6人 ）

無期雇用派遣労働者 11070- 4022611 就業場所秩父市
月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時30分～17時30分
220,000円～365,000円

（従業員数 10人 ）

正社員 11070- 4023911 就業場所秩父市
月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時30分～17時30分
190,000円～365,000円

（従業員数 10人 ）

正社員 11070- 4024111 就業場所秩父市
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時30分
180,000円～250,000円

（従業員数 0人 ）

正社員 11070- 4027211 就業場所秩父市
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時30分
180,000円～250,000円

（従業員数 27人 ）

正社員 11070- 4029411 就業場所

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

請）工場労務作業員 株式会社　荒川瀧石 秩父市荒川上田野７８５－１ 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

フォークリフト運転技能者
雇用期間の定めなし 法令の規定

により年齢
制限がある

自動車教習指導員 株式会社　秩父中央
自動車学校

秩父市大野原１４５３番地 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

売店業務 西武レクリエーショ
ン株式会社　西武秩
父駅前温泉　祭の湯

秩父市野坂町１－１６－１５ 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

生産および梱包、生
産管理者候補

株式会社　オレオス 小鹿野町小鹿野５６０－６ 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

事務および発送業務 株式会社　オレオス 小鹿野町小鹿野５６０－６ 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

経理事務 医療法人社団　医新会
医新クリニック（長瀞医
新クリニック・縄文の里
長瀞倶楽部）

長瀞町大字岩田５８７番地 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

請求事務 医療法人社団　医新会
医新クリニック（長瀞医
新クリニック・縄文の里
長瀞倶楽部）

長瀞町大字岩田５８７番地 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

運転手（中型平ボ
ディ車）≪急募≫

豊和通商株式会社 秩父市柳田町９－２５ 雇用・労災・
健康・厚生

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 不問

大型車輌運転業務
≪急募≫

秩父石灰工業株式会
社

横瀬町大字横瀬７ 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

派）《２交替制》鋳造マ
シンオペレーター

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
月以上）

法令の規定
により年齢
制限がある

（派）工場内作業（プレ
ス機オペレーター）

株式会社　ダイショ
ウ

秩父市上影森１２２－４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

【オープニングスタッフ】
リフォーム提案プランナー

株式会社　丸山工務
店

秩父市熊木町４２－２９ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

営業・現場管理・積算【ト
ライアル雇用併用求人】

株式会社　丸山工務
店

秩父市熊木町４２－２９ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

品質管理、製造生産管理
（幹部候補）【トライアル
雇用併用】

大曽根商事株式会社
皆野本社工場

皆野町大字皆野６７８－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

乳酸菌等のバイオ製造分野
【トライアル雇用併用求
人】

大曽根商事株式会社
皆野本社工場

皆野町大字皆野６７８－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

◎ 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１１月２９日発行 次回発行予定日　令和３年１２月６日

年齢・
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

◎ 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

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時30分

180,000円～250,000円

（従業員数 27人 ）

正社員 11070- 4030611 就業場所秩父市
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時30分
180,000円～250,000円

（従業員数 27人 ）

正社員 11070- 4031911 就業場所秩父市
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時30分
180,000円～250,000円

（従業員数 0人 ）

正社員 11070- 4032111 就業場所秩父市
月給 変形（1年単位）

35歳以下 (1)8時45分～17時45分
177,950円～201,290円

（従業員数 20人 ）

正社員 11070- 4016111 就業場所

月給 交替制あり
不問 (1)8時30分～17時15分

185,500円～185,500円 (2)7時30分～16時30分
(3)9時30分～18時30分

（従業員数 48人 ）

正社員以外 11070- 4002511 就業場所小鹿野町
月給

不問 (1)8時00分～17時00分
160,529円～350,000円

（従業員数 11人 ）

正社員 11070- 4004011 就業場所

月給
不問 　7時00分～18時00分

180,000円～350,000円 　の間の8時間

（従業員数 11人 ）

正社員 11070- 4006611 就業場所

月給 交替制あり
18歳以上 (1)7時00分～16時00分

173,000円～198,000円 (2)10時00分～19時00分
(3)19時00分～7時00分

（従業員数 18人 ）

正社員 11070- 4007911 就業場所

月給 変形（1年単位）
40歳以下 (1)9時00分～18時00分

175,000円～210,000円

（従業員数 2人 ）

正社員 11070- 4009711 就業場所横瀬町
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～0時00分
230,396円～230,396円 (2)10時00分～1時00分

（従業員数 45人 ）

正社員 11070- 4010511 就業場所秩父市
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～21時00分
206,496円～206,496円 (2)8時00分～18時00分

（従業員数 4人 ）

正社員 11070- 4011411 就業場所秩父市

分包製造機械コントロー
ル、オペレーター【トライ
アル併用】

大曽根商事株式会社
皆野本社工場

皆野町大字皆野６７８－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

原料入出荷、調合【トライ
アル雇用併用求人】

大曽根商事株式会社
皆野本社工場

皆野町大字皆野６７８－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

機械メンテナンス、改良、
改善【トライアル雇用併用
求人】

大曽根商事株式会社
皆野本社工場

皆野町大字皆野６７８－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

生産管理 サン電子工業株式会
社

秩父市下吉田７７９６－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

保育士（会計年度任
用職員）

小鹿野町役場 小鹿野町小鹿野８９ 雇用・公災・
健康・厚生

保育士

幼稚園教諭免許（専修・１
種・２種）雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
不問

こんにゃく・白滝の
製造＜急募＞

株式会社　まゆみ農
園　皆野工場

皆野町大字大渕１４９－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

トラックドライバー 株式会社　まゆみ農
園　皆野工場

皆野町大字大渕１４９－１ 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 不問

介護職 株式会社　秩父リ
ゾート開発　グルー
プホーム茅の里

小鹿野町長留９０１－１ 雇用・労災・
健康・厚生

ホームヘルパー２級

介護福祉士
雇用期間の定めなし 法令の規定

により年齢
制限がある

一般事務〈急募〉 有限会社　秩父自動
車学校

横瀬町大字横瀬６２１４番地 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

タクシー運転手 秩父丸通タクシー株
式会社

秩父市宮側町６－１１ 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 定年を上限

タクシー運転手 秩父丸通タクシー株
式会社

秩父市宮側町６－１１ 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 定年を上限

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。


