
令和４年１０月１１日発行 次回発行予定日　令和４年１０月１７日

年齢・

月給 変形（1ヶ月単位）
60歳以下 (1)8時00分～17時00分

183,500円～206,100円

（従業員数 31人 ）

正社員 11070- 3725921 就業場所皆野町
月給 変形（1ヶ月単位）

60歳以下 (1)7時00分～16時00分
208,500円～231,100円 (2)8時00分～17時00分

(3)10時00分～19時00分
（従業員数 114人 ）

正社員 11070- 3726121 就業場所

月給
35歳以下 (1)9時00分～18時00分

173,400円～320,000円

（従業員数 3人 ）

正社員 11070- 3729821 就業場所

月給
59歳以下 (1)9時00分～18時00分

176,000円～260,000円

（従業員数 3人 ）

正社員 11070- 3737821 就業場所

時給 交替制あり
不問 （1,020円～1,110円） 　7時30分～19時00分

166,464円～181,152円 　の間の8時間程度

（従業員数 36人 ）

正社員以外 11070- 3753721 就業場所秩父市
時給 交替制あり

64歳以下 （1,010円～1,010円） (1)8時20分～17時20分
164,024円～164,024円 (2)8時40分～17時40分

（従業員数 3人 ）

正社員以外 11070- 3755221 就業場所長瀞町
月給

35歳以下 (1)8時30分～17時00分
185,000円～190,000円

（従業員数 17人 ）

正社員 11070- 3756521 就業場所

月給
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

170,000円～350,000円

（従業員数 5人 ）

正社員 11070- 3687421 就業場所横瀬町
月給

50歳以下 (1)9時00分～18時00分
210,000円～250,000円

（従業員数 10人 ）

正社員 11070- 3695421 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15分
209,800円～392,600円 (2)16時30分～9時00分

（従業員数 124人 ）

正社員 11070- 3696321 就業場所小鹿野町
月給 変形（1年単位）

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

（従業員数 20人 ）

正社員 11070- 3651521 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～325,000円

（従業員数 16人 ）

正社員 11070- 3654621 就業場所秩父市
月給 交替制あり

18歳～30歳 (1)7時50分～16時00分
175,000円～205,000円 (2)15時50分～0時00分

(3)23時50分～8時00分
（従業員数 121人 ）

正社員 11070- 3663921 就業場所

月給 交替制あり
59歳以下 (1)8時30分～17時15分

156,200円～350,000円 (2)5時30分～14時15分
(3)11時30分～20時15分

（従業員数 3人 ）

正社員 11070- 3664121 就業場所秩父市
月給 交替制あり

59歳以下 (1)8時30分～17時15分
158,200円～290,000円 (2)5時30分～14時15分

(3)11時30分～20時15分
（従業員数 3人 ）

正社員 11070- 3665021 就業場所秩父市
月給

64歳以下 (1)8時00分～17時00分
169,650円～350,000円

（従業員数 20人 ）

正社員 11070- 3666721 就業場所

建築鉄工 有限会社　大場鉄工
所

横瀬町大字横瀬２３３９－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

栄養士・調理師・製菓衛
生師（秩父市大滝）

株式会社　ニチエイ 秩父市野坂町１－３－８　２０２ 雇用・労災・
健康・厚生

栄養士

調理師
雇用期間の定めなし 定年を上限

その他の食品技術関係資格

栄養士・調理師（秩父市
大滝）

株式会社　ニチエイ 秩父市野坂町１－３－８　２０２ 雇用・労災・
健康・厚生

栄養士

調理師
雇用期間の定めなし 定年を上限

その他の食品技術関係資格

パワー半導体の製造オペ
レーター　≪急募≫

秩父昭和電工　株式
会社

秩父市下影森１５０５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

大型吸引車のオペ
レーター（日勤）

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

家具塗装、木工製造 株式会社　寺尾工げ
い

秩父市寺尾２８０４－４ 雇用・労災・
健康・厚生

有機溶剤作業主任者

雇用期間の定めなし 定年を上限

看護師（正職員） 国保町立小鹿野中央
病院

小鹿野町小鹿野３００番地 公災・健康・
厚生

看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

小売業（酒の配送、
レジ、営業）

有限会社　カネキ柳
田

秩父市阿保町１０－１２ 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

請）構内での請負作業の
製缶工及び補助員

有限会社　大場鉄工
所

横瀬町大字横瀬２３３９－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

紙袋製造作業 株式会社ニッポー
秩父工場

秩父市大宮４６３９－２ 雇用・労災・
健康・厚生

フォークリフト運転技能者

玉掛技能者
雇用期間の定めなし キャリア形

成

郵便局窓口スタッフ 日本郵便株式会社
長瀞郵便局

長瀞町大字本野上２９８－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

定年を上限

【フルタイム】　幼稚園教
諭・保育士　【１日８時間勤
務】

学校法人　弘道学園
秩父こども園

秩父市東町２６－７ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

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

自動車整備 有限会社　金子運送
整備工場

秩父市寺尾１５４－１ 雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車免許

二級自動車整備士
雇用期間の定めなし 定年を上限

自動車整備士または
整備士補助

ビクトリーカーサー
ビス

長瀞町中野上６５０－６ 雇用・労災・
健康・厚生

三級自動車整備士

二級自動車整備士
雇用期間の定めなし キャリア形

成

介護職員《トライア
ル雇用併用求人》

社会福祉法人　みな
の福祉会　悠う湯
ホーム

皆野町大字下日野沢３９０６－３ 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 必要な免許資格年齢制限
該当事由

介護職員（デイサービスセンター
大浜）〈トライアル併用〉

社会福祉法人　みな
の福祉会　悠う湯
ホーム

皆野町大字下日野沢３９０６－３ 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４年１０月１１日発行 次回発行予定日　令和４年１０月１７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）
69歳以下 (1)8時00分～17時00分

200,000円～250,000円

（従業員数 37人 ）

正社員 11070- 3684821 就業場所長瀞町
月給 変形（1年単位）

18歳～59歳 (1)5時00分～15時00分
171,500円～171,500円 (2)11時00分～20時00分

（従業員数 2人 ）

正社員 11070- 3562221 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
190,070円～280,000円

（従業員数 56人 ）

正社員 11070- 3600821 就業場所皆野町
月給 変形（1年単位）

40歳以下 (1)8時00分～17時30分
190,070円～280,000円

（従業員数 56人 ）

正社員 11070- 3601221 就業場所皆野町
月給

64歳以下 (1)8時20分～17時20分
241,500円～246,500円

（従業員数 9人 ）

正社員 11070- 3607121 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

217,000円～273,000円

（従業員数 6人 ）

正社員 11070- 3608021 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

197,000円～243,000円

（従業員数 6人 ）

正社員 11070- 3609721 就業場所

時給 交替制あり
不問 （1,050円～1,150円） (1)5時30分～14時30分

178,080円～195,040円 (2)8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

（従業員数 9人 ）

正社員以外 11070- 3613621 就業場所

月給
30歳以下 (1)9時00分～18時00分

220,000円～390,000円

（従業員数 20人 ）

正社員 11070- 3635521 就業場所秩父市
月給 変形（1年単位）

不問 (1)9時45分～19時00分
175,000円～175,000円 (2)10時45分～20時10分

（従業員数 5人 ）

正社員以外 11070- 3556421 就業場所

月給
27歳以下 (1)8時30分～17時00分

150,000円～170,000円

（従業員数 7人 ）

正社員 11070- 3557321 就業場所

日給 変形（1ヶ月単位）
40歳以下 （9,500円～15,726円） (1)8時00分～17時00分

210,000円～347,544円

（従業員数 13人 ）

正社員 11070- 3560721 就業場所

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時00分

172,000円～172,000円

（従業員数 16人 ）

正社員 11070- 3561821 就業場所皆野町

一般事務 吉村　寛　税理士事
務所

皆野町大字皆野５１７－５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

製品管理及び製造 金子製材　株式会社 横瀬町大字横瀬５８５９の２ 雇用・労災・
健康・厚生

フォークリフト運転技能者

準中型自動車免許
雇用期間の定めなし キャリア形

成

経理事務＜トライア
ル雇用併用求人＞

小泉眞人公認会計士
税理士事務所

秩父市宮側町４－３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

紳士服・レディース・カ
ジュアルの販売

株式会社　コナカ
ウニクス秩父店

秩父市上野町８０５－１４
ウニクス秩父内

雇用・労災・
健康・厚生

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 有限会社原製作所 秩父市中村町３－２２－９ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

キッチンスタッフ≪
急募≫

株式会社　ＷＡヴィジョ
ン（Ｗ．Ａ．ダイニング
カーサ・ミナノ）

皆野町大字国神字柿平４２１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

電気工事士（未経験
者）

株式会社　新大倉東
京支社　横瀬作業所

横瀬町横瀬２２７０　ＵＢＥ三菱セ
メント（株）内

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

電気工事士（経験
者）

株式会社　新大倉東
京支社　横瀬作業所

横瀬町横瀬２２７０　ＵＢＥ三菱セ
メント（株）内

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

第二種電気工事士

雇用期間の定めなし 定年を上限

看護師（訪問入浴：
正社員）

株式会社　福祉の街
ふくしのまち秩父

秩父市阿保町２－７ 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

土木現場代理人（現場監
督）アシスタント

守屋八潮建設　株式
会社

秩父市宮側町１４－１６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

建築現場代理人（現場監
督）アシスタント

守屋八潮建設　株式
会社

秩父市宮側町１４－１６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

請）常駐警備員：秩
父（日勤）

富士防災警備株式会
社　西埼玉営業所

秩父市上宮地町２５－１０ 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

製造幹部補佐 有限会社　ノガミ
電子

長瀞町本野上９９ 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

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。


