
年齢・

職種 年齢制限該当事由 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等

月給 変形（1年単位）
44歳以下 (1)7時30分～17時15分

200,934円～401,867円

TEL 0470-57-2670（従業員数 25人 ）
正社員 12040- 2813331 就業場所

月給 交替制あり
不問 (1)9時30分～14時30分

180,000円～220,000円 (2)11時00分～14時30分
(3)17時30分～22時00分

TEL 0470-44-5600（従業員数 5人 ）
正社員 12040- 2816131 就業場所千葉県南房総市

月給
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

200,000円～300,000円

TEL 0470-29-7002（従業員数 10人 ）
正社員 12040- 2820731 就業場所千葉県館山市

月給 交替制あり
64歳以下

200,000円～250,000円

TEL 0470-29-1221（従業員数 11人 ）
正社員 12040- 2745031 就業場所千葉県館山市

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

393,000円～500,000円

TEL 0470-47-2511（従業員数 40人 ）
正社員 12040- 2759331 就業場所

日給（月給換算）
39歳以下 (1)8時00分～17時00分

180,000円～360,000円

TEL 04-7097-0338（従業員数 4人 ）
正社員 12040- 2764531 就業場所千葉県鴨川市

月給
64歳以下 (1)8時10分～17時10分

200,000円～400,000円

TEL 0470-27-5811（従業員数 11人 ）
正社員 12040- 2770231 就業場所千葉県館山市

月給 変形（1ヶ月単位）
69歳以下 (1)7時30分～16時30分

220,000円～310,000円

TEL 04-7093-3208（従業員数 19人 ）
正社員 12040- 2779831 就業場所千葉県鴨川市

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時00分～17時30分

200,000円～200,000円

TEL 0470-47-5657（従業員数 0人 ）
正社員以外 12040- 2648131 就業場所千葉県南房総市

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時10分～17時00分

175,000円～230,000円

TEL 04-7095-3000（従業員数 14人 ）
正社員 12040- 2669431 就業場所千葉県鴨川市

月給 変形（1ヶ月単位）
64歳以下 (1)7時00分～16時00分

166,000円～198,000円 (2)8時00分～17時00分
(3)8時30分～17時30分

TEL 04-7092-0644（従業員数 25人 ）
正社員 12040- 2700931 就業場所千葉県鴨川市

月給 交替制あり
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

204,500円～229,000円

TEL 0470-36-2311（従業員数 88人 ）
正社員 12040- 2711831 就業場所千葉県南房総市

月給 変形（1ヶ月単位）
64歳以下 (1)8時30分～17時30分

161,600円～195,600円 (2)10時00分～19時00分
(3)17時00分～9時00分

TEL 0470-22-1370（従業員数 190人 ）
正社員 12040- 2734631 就業場所千葉県館山市 給付

月給
不問 (1)8時15分～17時00分

178,000円～178,000円

TEL 04-7093-1666（従業員数 16人 ）
正社員以外 12040- 2563531 就業場所千葉県鴨川市

月給 変形（1年単位）
35歳以下 (1)7時30分～17時30分

220,000円～270,000円

TEL 0470-20-3312（従業員数 28人 ）
正社員 12040- 2577931 就業場所千葉県館山市

※トライアルと記載のある求人はハローワークでの職業相談、職業紹介が必要になります。
※事業所所在地と就業場所が同一の場合、就業場所は空欄になっています。

雇用期間の定めなし キャリア形成

配管工見習い 安房住宅　株式会社 千葉県南房総市千倉町北朝夷２８０－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ月
以上）

不問

野外活動の指導等 千葉県立鴨川青少年自然の家
指定管理者　公益財団法人千
葉県教育振興財団

千葉県鴨川市太海１２２－１ 雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車免許

看護助手（正社員） 医療法人　南陽会　田村病院 千葉県館山市館山１８３ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

定年を上限

定年を上限

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護員（光栄館通所、日勤）
《急募》（未経験者可）

医療法人　光洋会 千葉県南房総市本織４７ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

現在、開催予定のイベントはありません。今後、開催が決まり次第ご案内いたします。

送迎運転手・営繕 中原産業　株式会社 千葉県南房総市和田町仁我浦　　９５－３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ月
未満）

不問

総務及び部品管理業務 株式会社　小湊鐵工所 千葉県鴨川市内浦３０００ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

支援員 社会福祉法人　東明会
養護老人ホーム緑風荘

千葉県鴨川市広場１３１１番地１

ミキサー車運転者
（鴨川工場）

鴨川生コン株式会社 千葉県鴨川市坂東３９１－３ 雇用・労災・
健康・厚生

中型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

金属加工作業従事者
（工作機械作業者）

共進テック株式会社 千葉県館山市亀ケ原２２４ 雇用・労災・
健康・厚生・
その他

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 定年を上限

林業作業員
（特殊伐採作業員）

株式会社こだま 千葉県鴨川市大川面５４５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

建築施工管理スタッフ
（本社）

三浦建設　株式会社 千葉県南房総市和田町海発１５１８－３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

仕入・発送、調理補助 株式会社こがね水産 千葉県館山市伊戸９６３－１ 雇用・労災・
健康・厚生

調理師

中型自動車免許
雇用期間の定めなし 定年を上限

又は5時00分～14時00分の
間の8時間程度

土木作業員 株式会社　アークリンク 千葉県館山市北条２１８１－４オフィス丸越
１０２

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

ホールスタッフ、調理補助 株式会社　浜の郷 千葉県南房総市千倉町瀬戸２９０９－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

又は11時00分～22時00分の
間の8時間程度

令和5年5月15日号

必要な免許資格（あれば尚可・い
ずれかの免許・資格所持で可を含
む）【詳細は求人票を確認】

所在地・就業場所

配管工 有限会社　青木酸素商店 千葉県南房総市久枝３４６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

◎ 求人の内容は情報作成時のものです。最新の求人条件等についてはハローワークの相談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。

◎ フルタイム求人の場合、賃金は賃金形態（月給、日給、時給、年俸、その他）に関わらず、月額に換算しています。

◎ 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。
℡ ０４７０－２２－２２３６

ハローワーク館山
（館山公共職業安定所）

フルタイム

新着（１週間以内）

こちら→
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年齢・

職種 年齢制限該当事由 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等

令和5年5月15日号

必要な免許資格（あれば尚可・い
ずれかの免許・資格所持で可を含
む）【詳細は求人票を確認】

所在地・就業場所

◎ 求人の内容は情報作成時のものです。最新の求人条件等についてはハローワークの相談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。

◎ フルタイム求人の場合、賃金は賃金形態（月給、日給、時給、年俸、その他）に関わらず、月額に換算しています。

◎ 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。
℡ ０４７０－２２－２２３６

ハローワーク館山
（館山公共職業安定所）

フルタイム

新着（１週間以内）

こちら→

月給 変形（1年単位）
64歳以下

227,000円～267,000円

TEL 0470-28-4611（従業員数 15人 ）
正社員 12040- 2614031 就業場所千葉県館山市

月給 変形（1ヶ月単位）
69歳以下 (1)7時30分～16時30分

170,823円～235,000円 (2)10時00分～19時00分
(3)16時30分～9時30分

TEL 0470-30-8488（従業員数 16人 ）
正社員 12040- 2619731 就業場所千葉県館山市

月給
64歳以下 (1)9時00分～18時00分

200,000円～320,000円

TEL 0470-29-7311（従業員数 8人 ）
正社員 12040- 2632231 就業場所千葉県館山市

月給 交替制あり
59歳以下 (1)10時00分～21時30分

210,000円～210,000円

TEL 0470-20-1078（従業員数 11人 ）
正社員 12040- 2638931 就業場所千葉県館山市

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

170,970円～200,000円

TEL 0470-36-4011（従業員数 43人 ）
正社員 12040- 2531731 就業場所千葉県館山市

月給
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

188,000円～250,000円 (2)8時30分～17時30分

TEL 080-5438-5348（従業員数 10人 ）
正社員 12040- 2534931 就業場所千葉県鴨川市

月給 変形（1ヶ月単位）
69歳以下 (1)8時30分～17時30分

180,684円～280,260円 (2)7時15分～16時15分
(3)10時00分～19時00分

TEL 043-310-6610（従業員数 32人 ）
正社員 12040- 2536031 就業場所千葉県南房総市

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)9時00分～18時00分

175,000円～230,000円

TEL 04-7093-1121（従業員数 20人 ）
正社員 12040- 2526931 就業場所千葉県鴨川市

時給（月給換算） 交替制あり
不問 (1)8時20分～17時20分

188,352円～188,352円

TEL 0470-22-4223（従業員数 8人 ）
正社員以外 12040- 2530431 就業場所千葉県安房郡鋸南町

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時00分

167,500円～181,500円 (2)7時00分～15時30分
(3)10時30分～19時00分

TEL 0470-22-1122（従業員数 308人 ）
正社員 12040- 2754831 就業場所千葉県館山市

月給
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

290,000円～350,000円

TEL 0470-50-3575（従業員数 16人 ）
正社員 12040- 2789531 就業場所千葉県南房総市

月給
64歳以下 (1)8時30分～17時30分

180,000円～180,000円

TEL 04-7096-5551（従業員数 5人 ）
正社員 12040- 2790331 就業場所千葉県鴨川市

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

220,000円～240,000円

TEL 0470-20-3312（従業員数 24人 ）
正社員 12040- 2566331 就業場所千葉県館山市

月給
69歳以下 (1)8時30分～17時30分

170,823円～200,000円 (2)7時00分～16時00分
(3)10時30分～19時30分

TEL 0470-25-7300（従業員数 74人 ）
正社員 12040- 2610331 就業場所

月給
64歳以下 (1)8時30分～17時30分

189,000円～255,000円

TEL 0470-29-5000（従業員数 28人 ）
正社員 12040- 2528031 就業場所千葉県館山市

※トライアルと記載のある求人はハローワークでの職業相談、職業紹介が必要になります。
※事業所所在地と就業場所が同一の場合、就業場所は空欄になっています。

現在、開催予定のイベントはありません。今後、開催が決まり次第ご案内いたします。

千葉県南房総市市部１７０－３ 雇用・労災・
健康・厚生

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

デイサービス　介護職員 株式会社　祐建ライフ 千葉県鴨川市川代１５５７－３ 雇用・労災・
健康・厚生

バイクによる郵便物の配達
（保田局）

日本郵便株式会社　館山郵便
局

千葉県館山市北条１６３５－３ 雇用・労災・
健康・厚生

自動二輪車免許

雇用期間の定めあり（４ヶ月
未満）

不問

一般事務
（マツダオートザム鴨川）

株式会社　タムラ 千葉県鴨川市滑谷７７７ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職員 社会福祉法人　善憐会　小規
模特別養護老人ホーム「夕凪
の郷」

千葉県南房総市久枝２５７ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

介護福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限

浄化槽保守点検業務 株式会社　新倉 千葉県　鴨川市　東町　９９９－１１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

冷凍食品製造 ティーフーズジャパン　株式
会社

千葉県館山市亀ケ原９１１－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

又は7時00分～16時00分の
間の8時間程度

介護員（デイサービス） 株式会社みなづき 千葉県館山市浜田１２０－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

看護助手（外来・病棟）未経
験者可／シニア世代歓迎

医療法人社団慶勝会　赤門整
形外科内科

千葉県館山市沼１６１９ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

主任介護支援専門員 株式会社　ほっと・ケアライ
フ

カフェスタッフ（ＳＴＥＬＬ
Ａ　ＤＩ　ＭＡＲＥ）

株式会社　大成 千葉県館山市北条３１４－１
株式会社　大成

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

工務アシスタント 有限会社　早川建設 千葉県南房総市白浜町乙浜４４０
有限会社　早川建設

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職（相浜ガーデン）
《急募》

株式会社　ケアサービス・ま
きの実

千葉県館山市沼１５９９－１－２階 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
（牛角　館山店）

株式会社　こがね 千葉県館山市塩見２３３－４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

又は13時00分～0時00分の
間の8時間程度

看護補助者（資格不問） 医療法人徳洲会　館山病院 千葉県館山市北条５２０番地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

介護職員初任者研修修了者

雇用期間の定めなし 定年を上限

浄化槽清掃　■未経験者歓迎
■

有限会社　南房浄化槽サービ
ス

千葉県南房総市千倉町北朝夷２８０－１ 雇用・労災・
健康・厚生

中型自動車免許

準中型自動車免許
雇用期間の定めなし 定年を上限
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