
令和４年１月２４日発行 次回発行予定日　令和４年１月３１日

年齢・

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 (956円～1,000円) (1)9時00分～17時00分

163,284円～170,800円

（従業員数 3人 ）

正社員 11070-  291621 就業場所秩父市
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時10分～17時30分
166,000円～238,000円

（従業員数 50人 ）

正社員 11070-  293121 就業場所

月給
64歳以下 (1)9時15分～17時00分

180,000円～240,000円 (2)9時15分～16時15分

（従業員数 3人 ）

正社員 11070-  295721 就業場所

月給
40歳以下 (1)8時15分～17時15分

175,000円～200,000円

（従業員数 7人 ）

正社員 11070-  253821 就業場所秩父市
月給

59歳以下 (1)2時00分～11時00分
165,000円～165,000円 (2)5時00分～14時00分

（従業員数 5人 ）

正社員 11070-  256421 就業場所秩父市
月給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分
231,658円～251,658円 (2)9時00分～18時00分

（従業員数 31人 ）

正社員 11070-  279821 就業場所皆野町
月給 交替制あり

59歳以下 (1)8時30分～17時30分
220,200円～300,000円

（従業員数 71人 ）

正社員 11070-  236021 就業場所横瀬町
月給

64歳以下 (1)8時30分～17時30分
220,000円～280,000円

（従業員数 184人 ）

正社員 11070-  239221 就業場所横瀬町
月給

64歳以下 (1)8時00分～17時00分
200,000円～250,000円

（従業員数 11人 ）

正社員 11070-  248421 就業場所小鹿野町
月給

59歳以下 (1)9時00分～18時00分
179,000円～280,000円

（従業員数 60人 ）

正社員 11070-  215421 就業場所

時給
不問 (1,270円～1,300円) (1)8時30分～17時30分

208,280円～213,200円

（従業員数 8人 ）

有期雇用派遣労働者 11070-  219121 就業場所秩父市
時給

不問 (1,050円～1,200円) (1)8時30分～17時30分
172,200円～196,800円

（従業員数 8人 ）

有期雇用派遣労働者 11070-  220821 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-  223421 就業場所

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-  224321 就業場所

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-  225621 就業場所

月給
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

195,000円～195,000円

（従業員数 20人 ）

正社員 11070-  229721 就業場所

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

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

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

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

派）細かな部品を顕微鏡や
目視で組立や検査する作業

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）

不問

派）顕微鏡を使用しての検
査及び組立作業（半導体の
関係）

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）

不問

医療事務／病院でのお仕
事です！経験者歓迎

医療法人　彩清会
清水病院

皆野町大字皆野１３９０－２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

食肉処理 株式会社　肉の宝屋 秩父市日野田町１－２－６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

事務およびアシスタ
ント

医療法人　健秀会 横瀬町大字横瀬５８５０ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

看護職員 社会福祉法人　織舩会
介護老人福祉施設（特別
養護老人ホーム）ウエル
ハイム・ヨコゼ

横瀬町大字横瀬５８０６番地１ 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

理学療法士／通所（デイケ
ア）・訪問リハビリ・病棟
リハビリ

医療法人　彩清会
清水病院

皆野町大字皆野１３９０－２ 雇用・労災・
健康・厚生

理学療法士

雇用期間の定めなし 定年を上限

運転手 有限会社　ヤオキ梱
包運輸

秩父市小柱６３０ 雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車免許

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

請）荷造り梱包 有限会社　ヤオキ梱
包運輸

秩父市小柱６３０ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

商工会議所／商工会共
済・福祉制度推進スタッ
フ

アクサ生命保険株式
会社　埼玉北営業所
秩父分室

秩父市宮側町１－７　地場産セン夕
－内３階

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

総務事務 共和電機株式会社 秩父市寺尾３９５５－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

必要な免許資格年齢制限
該当事由

事務・雑用 有限会社　田島建材 秩父市山田１４１２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

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４年１月２４日発行 次回発行予定日　令和４年１月３１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

月給 交替制あり
59歳以下 (1)8時00分～17時10分

189,000円～220,500円 (2)17時10分～2時00分

（従業員数 28人 ）

正社員 11070-  230521 就業場所秩父市
月給

59歳以下 (1)8時30分～17時00分
170,000円～210,000円

（従業員数 3人 ）

正社員 11070-  231421 就業場所

時給 変形（1年単位）
不問 (970円～970円) (1)8時30分～17時30分

162,960円～162,960円

（従業員数 12人 ）

正社員以外 11070-  238821 就業場所秩父市
月給

62歳以下 (1)8時00分～17時00分
350,000円～500,000円

（従業員数 46人 ）

正社員 11070-  186621 就業場所

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

164,200円～164,200円

（従業員数 60人 ）

正社員 11070-  187921 就業場所

時給
不問 (1,150円～1,350円) (1)8時30分～17時30分

184,000円～216,000円

（従業員数 4人 ）

有期雇用派遣労働者 11070-  190221 就業場所秩父市
月給 変形（1年単位）

40歳以下 (1)8時00分～17時30分
170,000円～230,000円

（従業員数 13人 ）

正社員 11070-  193321 就業場所

時給 変形（1年単位）
不問 (1,100円～1,200円) (1)8時00分～17時30分

188,320円～205,440円

（従業員数 13人 ）

正社員以外 11070-  194621 就業場所

月給 交替制あり
59歳以下 　9時30分～20時00分

188,000円～208,000円 　の間の8時間程度

（従業員数 15人 ）

正社員 11070-  196121 就業場所秩父市
時給

59歳以下 (981円～986円) (1)8時05分～17時05分
166,770円～167,620円

（従業員数 50人 ）

正社員以外 11070-  197021 就業場所

月給
不問 (1)9時00分～18時00分

170,000円～250,000円

（従業員数 16人 ）

正社員以外 11070-  209621 就業場所秩父市
月給

35歳以下 (1)8時30分～17時30分
180,000円～224,000円 (2)17時10分～1時30分

(3)1時00分～9時30分
（従業員数 110人 ）

正社員 11070-  211721 就業場所

機械オペレーター 診療印刷株式会社 皆野町大字三沢１４９０ 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

企画営業職（トータルラ
イフカウンセラー）

株式会社　ライフラ
イン

秩父市寺尾１１５８－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

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

一般販売者 株式会社　イチワタ 皆野町大字皆野８２８－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

工場製造作業員（契
約社員）

株式会社　豊運　秩
父工場

秩父市みどりが丘６５ 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
月以上）

不問

工場製造作業員（正
社員）

株式会社　豊運　秩
父工場

秩父市みどりが丘６５ 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 キャリア形
成

派）高所での作業時に必要
な安全帯の製造に関わる作
業

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）

不問

作業部員 株式会社サンサス 秩父市山田字北上野原８１４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

コース　グリーンキー
パー（ゴルフ場）

株式会社　ユニオン
エースゴルフクラブ

秩父市下吉田８３７１－３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

食品製造 株式会社　ちちぶ観
光機構　龍勢の町よ
しだ

秩父市上吉田１７６３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

撮影スタッフ アートステージ　株
式会社

秩父市番場町３－４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

製造スタッフ（影森工場）
【トライアル雇用併用求
人】

株式会社　ウッ
ディーコイケ

秩父市下影森１８１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

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。


