
令和５年３月６日発行 次回発行予定日　令和５年３月１３日

年齢・

月給 変形（1ヶ月単位）
40歳以下 (1)8時00分～16時20分

192,400円～238,400円

（従業員数 7人 ）

正社員 11070-  848331 就業場所横瀬町
月給

64歳以下 (1)8時00分～17時00分
250,000円～300,000円

（従業員数 9人 ）

正社員 11070-  857631 就業場所

月給 交替制あり
59歳以下 (1)8時30分～17時00分

191,500円～221,500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-  859131 就業場所長瀞町
月給

62歳以下 (1)8時30分～17時30分
179,300円～179,300円

（従業員数 4人 ）

正社員 11070-  803231 就業場所秩父市
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-  804531 就業場所

月給 交替制あり
不問 (1)8時00分～17時00分

200,000円～200,000円 (2)13時00分～22時00分

（従業員数 10人 ）

正社員 11070-  806731 就業場所秩父市
月給 交替制あり

18歳～64歳 (1)8時00分～17時00分
185,400円～223,400円 (2)10時00分～19時00分

(3)16時00分～9時00分
（従業員数 120人 ）

正社員 11070-  821731 就業場所長瀞町
月給 交替制あり

64歳以下 (1)8時45分～18時00分
189,080円～198,000円 (2)9時15分～18時30分

（従業員数 5人 ）

正社員 11070-  758431 就業場所秩父市
月給 変形（1年単位）

不問 (1)7時00分～16時00分
180,000円～280,000円 (2)8時00分～17時00分

(3)9時00分～18時00分
（従業員数 13人 ）

正社員以外 11070-  760931 就業場所皆野町
月給 変形（1年単位）

45歳以下 (1)8時00分～17時00分
240,000円～350,000円

（従業員数 4人 ）

正社員 11070-  761131 就業場所皆野町
時給 交替制あり

18歳以上 （1,050円～1,200円） (1)8時00分～16時50分
167,782円～191,751円 (2)19時00分～3時50分

（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣労働者 11070-  764231 就業場所小鹿野町
時給

不問 （1,050円～1,150円） (1)8時05分～17時00分
166,137円～181,960円

（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣労働者 11070-  767731 就業場所秩父市
時給

不問 （1,050円～1,200円） (1)8時05分～17時00分
166,137円～189,871円

（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣労働者 11070-  768331 就業場所秩父市
月給 変形（1年単位）

40歳以下 (1)7時30分～16時30分
215,000円～360,000円

（従業員数 11人 ）

正社員 11070-  769631 就業場所

月給
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

168,000円～300,000円

（従業員数 150人 ）

正社員 11070-  736931 就業場所

日給
64歳以下 （10,440円～10,440円） (1)9時30分～18時30分

225,504円～225,504円

（従業員数 24人 ）

正社員 11070-  740431 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

自動車整備士 株式会社　武甲運輸 横瀬町大字横瀬１７番地 雇用・労災・
健康・厚生

二級自動車整備士

三級自動車整備士
雇用期間の定めなし キャリア形

成

現場作業員 株式会社　高野組 秩父市大滝９６１ 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（美容） 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

介護支援専門員ケアマネ【白
砂在宅支援センター】正職

社会福祉法人　秩父福祉
会　特別養護老人ホーム
白砂恵慈園

秩父市吉田久長１８６－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）

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

調理補助・清掃 株式会社　Ｒｅｖｅ 秩父市下宮地町２－１７　ＴＳＢビ
ルＢ－２０２

雇用・労災・
健康・厚生

調理師

雇用期間の定めなし 不問

介護員（縄文の里長瀞倶
楽部）透析室

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 定年を上限

調剤事務 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

サービススタッフ サン・グリーン株式
会社

皆野町大字下日野沢３７２７ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

温泉スタンド管理ス
タッフ

サン・グリーン株式
会社

皆野町大字下日野沢３７２７ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

派）鋳造に関わる自動車関係の製
品の製造〈仕上げ加工作業〉

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
月未満）

法令の規定
により年齢
制限がある

派）電気電子部品の
組立作業

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
月未満）

不問

派）製造　各種加工
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
月未満）

不問

請）サービスドライ
バー

アサヒロジスティク
ス　株式会社　　秩
父営業所

秩父市下宮地町１８－３ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

中型自動車免許

雇用期間の定めなし キャリア形
成

現場作業員・製造 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

市内ルート配送ドラ
イバー

有限会社　高篠運輸 秩父市みどりが丘１５０－５ 雇用・労災・
健康・厚生

準中型自動車免許

中型自動車免許
雇用期間の定めなし 定年を上限

大型自動車免許

◎ 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５年３月６日発行 次回発行予定日　令和５年３月１３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ヶ月単位）
40歳以下 (1)9時25分～19時20分

189,000円～252,000円

（従業員数 7人 ）

正社員 11070-  743631 就業場所秩父市
月給

59歳以下 (1)8時00分～17時00分
175,000円～175,000円

（従業員数 9人 ）

正社員 11070-  751631 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

206,000円～313,000円

（従業員数 4人 ）

正社員 11070-  752931 就業場所秩父市
月給 交替制あり

64歳以下 (1)9時00分～18時00分
190,000円～240,000円 (2)8時15分～17時15分

（従業員数 13人 ）

正社員 11070-  725431 就業場所

月給 変形（1年単位）
不問 (1)9時30分～17時30分

190,000円～360,000円

（従業員数 7人 ）

正社員 11070-  727331 就業場所

月給 変形（1年単位）
40歳以下 (1)8時30分～17時30分

168,000円～200,000円

（従業員数 76人 ）

正社員 11070-  732431 就業場所

メガネ・宝石の販売及び
管理（秩父本店）

株式会社ノオミ 秩父市宮側町２１－２１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

介護スタッフ（デイサービ
ス）【トライアル雇用併用求
人】

有限会社　タイヘイ
建宅（古民家デイ
サービス　いろり）

秩父市田村１２５６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

販売・販売事務 株式会社　昭通 横瀬町大字横瀬４１４６番地 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

事務職（一般事務・
医療事務）

医療法人　明純会
あいおいクリニック

秩父市相生町９－１４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

アウトドアアクティビティス
タッフと受付スタッフ

Ｇｅｏ　Ｇｒａｖｉｔｙ
Ｐａｒｋ　Ｃｈｉｃｈｉ
ｂｕ　株式会社

秩父市荒川贄川７３０－４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

出荷・生産管理業務【トラ
イアル雇用併用求人】

さくら産業　株式会
社

秩父市別所１７７７ 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。


