
令和４年８月１５日発行 次回発行予定日　令和４年８月２２日

年齢・

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- 2693321 就業場所秩父市
時給

不問 (1,000円～1,000円) (1)8時00分～17時00分
162,000円～162,000円

（従業員数 5人 ）

正社員 11070- 2694621 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- 2696121 就業場所

時給 交替制あり
不問 (1,400円～1,600円) (1)7時15分～15時35分

222,852円～254,688円 (2)15時15分～23時35分
(3)23時15分～7時35分

（従業員数 62人 ）

正社員以外 11070- 2697021 就業場所

月給
不問 (1)8時30分～17時00分

300,000円～350,000円

（従業員数 3人 ）

正社員 11070- 2682221 就業場所小鹿野町
月給

59歳以下 (1)8時00分～17時05分
163,000円～180,000円

（従業員数 54人 ）

正社員 11070- 2684421 就業場所

月給
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

160,000円～300,000円

（従業員数 150人 ）

正社員 11070- 2685321 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)4時00分～15時00分

250,000円～420,000円

（従業員数 48人 ）

正社員 11070- 2686621 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 4人 ）

正社員 11070- 2687921 就業場所皆野町
月給

40歳以下 (1)8時00分～16時50分
156,000円～200,000円

（従業員数 177人 ）

正社員 11070- 2689021 就業場所秩父市
時給 変形（1年単位）

60歳以上 (956円～1,100円) (1)8時00分～17時00分
162,998円～187,550円

（従業員数 8人 ）

正社員以外 11070- 2690221 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時15分～16時55分

199,278円～550,000円

（従業員数 9人 ）

正社員 11070- 2692421 就業場所横瀬町
月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時30分～17時00分
231,500円～251,500円 (2)8時30分～19時00分

(3)8時30分～12時30分
（従業員数 13人 ）

正社員 11070- 2675521 就業場所長瀞町
月給 変形（1ヶ月単位）

45歳以下 (1)9時00分～18時00分
170,000円～210,000円

（従業員数 12人 ）

正社員 11070- 2679921 就業場所秩父市
月給 変形（1年単位）

64歳以下 (1)8時00分～17時20分
166,000円～250,000円

（従業員数 24人 ）

正社員 11070- 2652321 就業場所

日給 変形（1年単位）
50歳以下 (9,000円～11,000円) (1)8時00分～17時00分

207,000円～253,000円

（従業員数 14人 ）

正社員 11070- 2654921 就業場所横瀬町

雑務（現場助手）【トラ
イアル雇用併用求人】

株式会社　吉田工業
所

秩父市野坂町２－６－８ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

製品検査 株式会社　練馬工業 秩父市下吉田７１５４番地 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

福祉用具レンタル・販売
に係る一般事務

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

福祉用具専門相談員

雇用期間の定めなし キャリア形
成

医療事務 株式会社オリーブ 長瀞町大字本野上１４４－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

ネットワークシステ
ム担当者

菱光石灰工業　株式
会社

横瀬町大字横瀬２２７０ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

機械工 有限会社タシロ工業 皆野町大字国神７９３－２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

高齢者等の
特定年齢層
の雇用促進

品質管理・検査 株式会社　リテラ 小鹿野町両神薄２７０３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

一般廃棄物収集運搬 有限会社　伊藤衛生
社

皆野町大字皆野２３４５ 雇用・労災・
健康・厚生

中型自動車免許

雇用期間の定めなし 不問

大型運転手 笠原運輸　株式会社 秩父市荒川上田野３９７ 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

購買課（事務作業） 株式会社オプナス
秩父工場

秩父市大宮４６３３－１１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

事務 株式会社シー・
ティ・ケー

小鹿野町下小鹿野８７９ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

運転手兼作業員 有限会社　茂田井商
店

小鹿野町小鹿野３４０ 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

製造 フネンアクロス株式
会社

秩父市大野原２７７３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

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

一般事務《急募》 有限会社　あさひ 横瀬町大字横瀬４８１９－１０ 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 必要な免許資格年齢制限
該当事由

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

◎ 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８月１５日発行 次回発行予定日　令和４年８月２２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

日給 変形（1年単位）
50歳以下 (9,000円～13,000円) (1)8時00分～17時00分

207,000円～299,000円

（従業員数 14人 ）

正社員 11070- 2655121 就業場所横瀬町
月給 変形（1ヶ月単位）

64歳以下 (1)9時00分～18時00分
170,000円～220,000円 (2)12時00分～21時00分

（従業員数 11人 ）

正社員 11070- 2659221 就業場所秩父市
月給 交替制あり

35歳以下 (1)17時00分～2時00分
164,900円～232,000円 (2)8時30分～17時30分

（従業員数 35人 ）

正社員 11070- 2662121 就業場所秩父市
月給

不問 (1)8時00分～17時00分
180,000円～250,000円

（従業員数 62人 ）

正社員以外 11070- 2664721 就業場所

月給
不問 (1)8時00分～17時00分

250,000円～450,000円

（従業員数 62人 ）

正社員以外 11070- 2665821 就業場所皆野町

電気設計技術職 株式会社ユタカ電機
製作所　秩父技術セ
ンター

皆野町大字皆野１６３２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

営業事務職 株式会社ユタカ電機
製作所　秩父技術セ
ンター

皆野町大字皆野１６３２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

マシンオペレーター 株式会社　タイセー 秩父市下吉田６９７２ 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

洋食調理 株式会社　荷車屋 秩父市中宮地町５８８１ 雇用・労災・
健康・厚生

調理師

雇用期間の定めなし 定年を上限

製かん工【トライア
ル雇用併用求人】

株式会社　吉田工業
所

秩父市野坂町２－６－８ 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。


