
令和４年５月１６日発行 次回発行予定日　令和４年５月２３日

年齢・

時給 交替制あり
不問 (960円～1,200円) (1)5時30分～14時30分

162,816円～203,520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- 1537521 就業場所
時給

不問 (970円～970円) (1)8時30分～17時30分
166,064円～166,064円

（従業員数 9人 ）

正社員以外 11070- 1538421 就業場所秩父市
月給 変形（1ヶ月単位）

50歳以下 (1)6時00分～15時00分
370,000円～380,000円

（従業員数 50人 ）

正社員 11070- 1529221 就業場所皆野町
日給

45歳以下 (8,500円～13,000円) (1)8時00分～17時00分
179,600円～272,300円

（従業員数 46人 ）

正社員 11070- 1531921 就業場所秩父市
月給

不問 (1)10時30分～21時00分
200,000円～250,000円 (2)10時30分～14時30分

（従業員数 7人 ）

正社員以外 11070- 1534721 就業場所
月給

不問 　9時00分～21時00分
200,000円～250,000円 　の間の8時間程度

（従業員数 7人 ）

正社員 11070- 1535821 就業場所
月給 交替制あり

64歳以下 (1)7時00分～21時00分
161,883円～161,883円 (2)10時00分～0時00分

(3)10時00分～18時00分
（従業員数 17人 ）

正社員 11070- 1507621 就業場所
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)6時00分～15時00分
166,000円～300,000円 (2)10時00分～19時00分

(3)12時00分～21時00分
（従業員数 30人 ）

正社員 11070- 1513421 就業場所
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- 1516921 就業場所
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時10分
172,000円～190,000円

（従業員数 21人 ）

正社員 11070- 1517121 就業場所
月給 変形（1年単位）

64歳以下 (1)8時00分～17時30分
210,000円～330,000円

（従業員数 9人 ）

正社員 11070- 1519721 就業場所秩父市
月給 変形（1年単位）

不問 (1)8時00分～17時10分
172,000円～190,000円

（従業員数 21人 ）

正社員以外 11070- 1523621 就業場所
月給

不問 (1)9時00分～18時00分
142,000円～142,000円

（従業員数 4人 ）

正社員 11070- 1528821 就業場所
月給

59歳以下 (1)8時00分～17時10分
168,800円～168,800円

（従業員数 47人 ）

正社員 11070- 1470721 就業場所秩父市
月給

61歳以下 (1)8時30分～17時30分
600,000円～1,600,000円

（従業員数 145人 ）

正社員 11070- 1473521 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- 1477921 就業場所

不問雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

雇用・労災・
健康・厚生

皆野町大字国神字柿平４２１株式会社　ＷＡヴィ
ジョン（Ｗ．Ａ．ダ
イニング　カーサ・
ミナノ）

キッチンスタッフ≪
急募≫

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

医師 医療法人　花仁会
秩父病院

秩父市和泉町２０番 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

医師

雇用期間の定めなし 定年を上限

一般事務 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

受付、歯科助手 内田歯科医院 秩父市大野原字峰沢２００－２４ 雇用・労災・
健康

雇用期間の定めなし 不問

木製建具塗装工【未経
験者歓迎】（短期）

有限会社　ダック 秩父市みどりが丘７－２ 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ヶ月未満）

不問

電気工事≪急募≫ 有限会社　アザミ電
気

秩父市下影森８８０－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

木製建具製造工【未
経験者歓迎】

有限会社　ダック 秩父市みどりが丘７－２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

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

調理《急募》 株式会社　魚そう
（長生館）

長瀞町大字長瀞４４９ 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

タクシー運転手 株式会社星野 秩父市宮側町５－１ 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

調理【イタリアンレ
ストラン】

イタリアンレストラ
ン　クリエッタ

秩父市別所４１４－３ 雇用・労災 調理師

雇用期間の定めなし 不問

レストランホール
サービス

イタリアンレストラ
ン　クリエッタ

秩父市別所４１４－３ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

生産管理【トライア
ル雇用併用求人】

株式会社　二ノ宮製
作所

皆野町大字大渕２８４ 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

運転手（中型ユニッ
ク車）

関根運輸　有限会社 皆野町皆野１８８０－５ 雇用・労災・
健康・厚生

中型自動車免許

小型移動式クレーン運転技
能者雇用期間の定めなし キャリア形

成 玉掛技能者

配達および営業 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ヶ月以上）

不問

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

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５月１６日発行 次回発行予定日　令和４年５月２３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
40歳以下 (1)8時00分～17時00分

162,180円～242,000円

（従業員数 33人 ）

正社員 11070- 1478121 就業場所
月給

40歳以下 (1)8時00分～17時00分
162,180円～242,000円

（従業員数 33人 ）

正社員 11070- 1480221 就業場所
月給

40歳以下 (1)8時00分～17時00分
162,180円～242,000円

（従業員数 33人 ）

正社員 11070- 1482421 就業場所
月給

40歳以下 (1)8時00分～17時00分
162,180円～242,000円

（従業員数 3人 ）

正社員 11070- 1486121 就業場所
月給

40歳以下 (1)7時50分～17時00分
190,000円～380,000円

（従業員数 161人 ）

正社員 11070- 1487021 就業場所小鹿野町
月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)9時30分～19時00分
200,000円～200,000円

（従業員数 5人 ）

正社員 11070- 1490421 就業場所秩父市
月給 交替制あり

45歳以下 (1)10時00分～19時00分
200,000円～250,000円 (2)9時30分～18時30分

(3)10時30分～19時30分
（従業員数 8人 ）

正社員 11070- 1496721 就業場所
月給 交替制あり

45歳以下 (1)7時00分～16時00分
200,000円～250,000円 (2)10時00分～19時00分

(3)12時00分～21時00分
（従業員数 3人 ）

正社員 11070- 1499521 就業場所皆野町
月給

45歳以下 (1)7時30分～16時30分
200,000円～300,000円

（従業員数 11人 ）

正社員 11070- 1502821 就業場所
月給

45歳以下 (1)8時30分～17時30分
220,000円～250,000円

（従業員数 59人 ）

正社員 11070- 1503221 就業場所
月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時30分～17時00分
221,700円～221,700円 (2)8時30分～13時00分

（従業員数 164人 ）

正社員 11070- 1435621 就業場所
月給 変形（1ヶ月単位）

18歳～59歳 (1)8時30分～17時00分
237,000円～370,700円 (2)11時30分～20時00分

(3)7時00分～15時30分
（従業員数 164人 ）

正社員 11070- 1438021 就業場所
月給 交替制あり

18歳～62歳 (1)7時30分～16時30分
180,000円～214,500円 (2)10時00分～19時00分

(3)16時45分～9時15分
（従業員数 9人 ）

正社員 11070- 1454721 就業場所秩父市
月給

64歳以下 (1)8時20分～17時20分
213,100円～233,100円

（従業員数 9人 ）

正社員 11070- 1461021 就業場所
月給 交替制あり

59歳以下 (1)6時00分～15時00分
178,000円～178,000円 (2)7時00分～16時00分

(3)12時00分～21時00分
（従業員数 54人 ）

正社員 11070- 1464221 就業場所

ウェイター・ウェイ
トレス〈急募〉

アコーディア・ゴル
フ・アセット合同会
社　（彩の森カント
リークラブ・ホテル

秩父市品沢坊ヶ入１６４１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

訪問入浴オペレーター
（介護職兼運転手）［秩
父市］

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

介護福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職【グループホー
ムひなた】正職員

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

介護福祉士

介護職員実務者研修修了者
雇用期間の定めなし 法令の規定

により年齢
制限がある

介護職員初任者研修修了者

看護師 医療生協さいたま
秩父生協病院

秩父市阿保町１－１１ 雇用・労災・
健康・厚生

看護師

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

理学療法士 医療生協さいたま
秩父生協病院

秩父市阿保町１－１１ 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

【正社員】【未経験О
Ｋ】葬祭プランナー業務
全般

株式会社むさしの
お葬式のむさしの

秩父市大野原５９０－３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

【正社員】建設資材の
販売・配達・見積

株式会社むさしの 秩父市大野原５６７ 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 キャリア形
成

【ＮＥＷオープン！】グ
ランピングプロデュー
サー補佐

株式会社むさしの 秩父市大野原５６７ 雇用・労災・
健康・厚生

調理師

雇用期間の定めなし キャリア形
成

【正社員スタッフ】買取
販売・インターネット販
売等

株式会社むさしの
リサイクルマート秩
父店

秩父市下影森１２６０－１３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

【正社員】フィットネス
施設　接客スタッフ（秩
父桜店）

株式会社むさしの
カーブス

秩父市黒谷１１９８－３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

ＮＣ旋盤オペレーター
【会社説明会＆見学
会】

松本興産　株式会社 小鹿野町下小鹿野２４７－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

配管設備工又は施工
管理

有限会社　秩父設備 秩父市中村町４－１－３ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

１級管工事施工管理技士

２級管工事施工管理技士
雇用期間の定めなし キャリア形

成

営業 株式会社　高橋組 秩父市中村町４丁目１－３ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

宅地建物取引士（旧：宅地
建物取引主任者）

雇用期間の定めなし キャリア形
成

配管設備の施工管理 株式会社　高橋組 秩父市中村町４丁目１－３ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

２級管工事施工管理技士

１級管工事施工管理技士
雇用期間の定めなし キャリア形

成

工事施工管理 株式会社　高橋組 秩父市中村町４丁目１－３ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

その他の建設工事関係資格

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。


