
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
不問 (1)8時30分～17時30分

230,000円～260,000円

TEL 0470-28-4601（従業員数 6人 ）
正社員 12040- 4673011 就業場所千葉県館山市

時給（月給換算） 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)9時15分～18時45分

173,110円～176,848円 (2)6時00分～15時00分
(3)7時30分～16時30分

TEL 0470-23-4831（従業員数 69人 ）
正社員以外 12040- 4676911 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30分～17時30分

202,000円～254,400円

TEL 0470-44-2196（従業員数 29人 ）
正社員 12040- 4660711 就業場所千葉県館山市

月給
44歳以下 (1)4時00分～11時00分

208,500円～208,500円 (2)5時00分～12時00分
(3)6時00分～13時00分

TEL 0470-47-3611（従業員数 20人 ）
正社員 12040- 4681011 就業場所千葉県南房総市

月給 交替制あり
64歳以下 (1)6時30分～15時30分

203,720円～361,480円 (2)7時30分～16時30分
(3)12時30分～21時30分

TEL 0470-20-4060（従業員数 142人 ）
正社員 12040- 4640611 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

163,000円～185,000円 (2)6時30分～15時30分
(3)11時00分～20時00分

TEL 04-7092-1207（従業員数 19人 ）
正社員 12040- 4641911 就業場所千葉県鴨川市

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時30分～17時30分

158,500円～166,000円 (2)10時00分～19時00分

TEL 04-7093-4800（従業員数 237人 ）
正社員以外 12040- 4612511 就業場所

月給
69歳以下 (1)7時30分～16時30分

220,000円～300,000円

TEL 04-7093-3208（従業員数 34人 ）
正社員 12040- 4620511 就業場所千葉県鴨川市

月給
69歳以下 (1)8時30分～17時30分

200,000円～250,000円

TEL 0470-30-8488（従業員数 12人 ）
正社員 12040- 4621411 就業場所千葉県館山市

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- 4626111 就業場所千葉県鴨川市

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

164,869円～164,869円 (2)8時30分～12時30分

TEL 0470-23-7731（従業員数 10人 ）
正社員 12040- 4628811 就業場所千葉県館山市

日給（月給換算）
59歳以下

288,002円～336,406円

TEL 0470-23-3821（従業員数 15人 ）
正社員 12040- 4592411 就業場所千葉県館山市

月給 交替制あり
64歳以下 (1)9時00分～17時00分

200,000円～200,000円 (2)19時00分～9時00分

TEL 0470-22-5511（従業員数 5人 ）
正社員 12040- 4593011 就業場所千葉県館山市

月給 交替制あり
不問 (1)8時30分～17時30分

201,500円～201,500円 (2)8時00分～17時00分

TEL 0470-28-5865（従業員数 9人 ）
正社員以外 12040- 4326311 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
44歳以下

300,000円～400,000円

TEL 0470-20-3292（従業員数 25人 ）
正社員 12040- 4615311 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。

雇用期間の定めあり（４ヶ月
未満）

不問

介護スタッフ
（デイサービスセンター）

医療法人　美篶会　中原デイ
サービスセンター

千葉県南房総市和田町黒岩９ー１
医療法人　美篶会　中原デイサービスセン
ター（南房総里見内）

雇用・労災・
健康・厚生

ホームヘルパー２級

介護職員初任者研修修了者

グループホームの世話人 ゆり庵　株式会社 千葉県館山市湊３８５－１ 雇用・労災・
健康・厚生

介護職員初任者研修修了者

ホームヘルパー２級
雇用期間の定めなし 定年を上限

千葉県館山市北条１５４８ 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（トレーラー） 株式会社　二幸運輸倉庫 千葉県館山市大戸１７８－１ 雇用・労災・
健康・厚生

牽引免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

又は3時00分～18時00分の
間の8時間

作業療法士

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。

看護師、准看護師、
ＯＴ、ＰＴ、ＳＴのいずれか
（西の浜）

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

看護師

准看護師
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 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

事務補助・診察補助
■未経験者可■

医療法人社団　清川医院

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

一般事務 株式会社グランビスタ　ホテ
ル＆リゾート　「鴨川シー
ワールド」

千葉県鴨川市東町１４６４番地１８ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ月
以上）

不問

雇用期間の定めなし 定年を上限

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職員（グループホームま
きの家）

医療法人　明星会　東条病院 千葉県鴨川市広場１６１５番地
医療法人　明星会　東条病院

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

介護員（アイリスの里、だん
暖の郷、微笑の里）

社会福祉法人　白寿会 千葉県南房総市富浦町深名１１７０－１ 雇用・労災・
健康・厚生

介護福祉士

雇用期間の定めなし キャリア形成

定置網漁業乗組員（漁業部） 株式会社　庄司政吉商店 千葉県南房総市和田町和田６３６ 雇用・労災・
健康・厚生

介護職員初任者研修修了者
雇用期間の定めあり（４ヶ月
未満）

不問
介護福祉士

一般事務 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

介護職 社会福祉法人館山老人ホーム
館山特別養護老人ホーム

千葉県館山市湊３７３ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

ホームヘルパー２級

雇用期間の定めなし 定年を上限

雇用期間の定めなし 不問

令和3年9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

介護支援専門員 株式会社　みのり（みのりの
家）

千葉県館山市北条２３２１ 雇用・労災・
健康・厚生

介護支援専門員（ケアマネー
ジャー）

大型ドライバー（中長距離の
定期幹線運送夜間大型１０ｔ
ドライバー

関東福山通運株式会社　南房
総営業所

千葉県館山市大井字矢附１８０６－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

大型自動車免許

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

又は17時00分～3時00分の
間の8時間程度

℡ ０４７０－２２－２２３６

ハローワーク館山

（館山公共職業安定所）◎ 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。
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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3年9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

℡ ０４７０－２２－２２３６

ハローワーク館山

（館山公共職業安定所）◎ 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。

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)7時30分～16時30分

160,000円～247,900円 (2)9時00分～18時00分
(3)10時00分～19時00分

TEL 04-7094-5558（従業員数 52人 ）
正社員 12040- 4360911 就業場所千葉県鴨川市

月給
不問 (1)7時45分～17時00分

172,000円～332,000円

TEL 0470-20-3050（従業員数 5人 ）
正社員 12040- 4370811 就業場所千葉県館山市 厚生

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

180,000円～180,000円 (2)8時00分～17時30分
(3)8時30分～17時00分

TEL 04-7094-0067（従業員数 26人 ）
正社員 12040- 4398511 就業場所千葉県鴨川市

月給 変形（1ヶ月単位）
64歳以下 (1)8時30分～17時30分

193,000円～340,100円

TEL 0470-50-3301（従業員数 114人 ）
正社員 12040- 4447011 就業場所千葉県南房総市

月給 交替制あり
不問 (1)8時30分～17時30分

208,740円～240,690円 (2)9時30分～18時30分

TEL 0470-55-1433（従業員数 35人 ）
正社員以外 12040- 4467711 就業場所千葉県安房郡鋸南町

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

160,800円～160,800円

TEL 0470-28-5340（従業員数 95人 ）
正社員 12040- 4517511 就業場所千葉県南房総市

時給（月給換算）
64歳以下 (1)8時30分～17時30分

154,520円～156,020円

TEL 0470-24-4165（従業員数 100人 ）
正社員以外 12040- 4536611 就業場所千葉県館山市 給付

月給 変形（1ヶ月単位）
40歳以下 (1)8時15分～17時15分

171,000円～202,000円

TEL 0470-46-2222（従業員数 31人 ）
正社員 12040- 4538111 就業場所千葉県南房総市

月給
不問 (1)8時00分～17時30分

210,000円～350,000円

TEL 0470-23-3480（従業員数 4人 ）
正社員 12040- 4552611 就業場所千葉県館山市

月給 交替制あり
不問 (1)8時30分～17時30分

175,200円～200,200円 (2)17時30分～8時30分

TEL 0470-20-7575（従業員数 16人 ）
正社員 12040- 4240711 就業場所千葉県館山市

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)7時00分～16時00分

200,000円～250,000円

TEL 0470-33-2511（従業員数 64人 ）
正社員 12040- 4232811 就業場所千葉県南房総市

時給（月給換算） 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時30分～17時15分

181,280円～181,280円 (2)11時00分～19時45分

TEL 04-7092-1231（従業員数 47人 ）
正社員以外 12040- 4218511 就業場所千葉県鴨川市

月給
40歳以下 (1)8時00分～17時00分

200,000円～300,000円

TEL 0470-20-5025（従業員数 7人 ）
正社員 12040- 4220611 就業場所千葉県館山市

月給
40歳以下 (1)8時30分～17時30分

170,500円～213,500円

TEL 0470-25-5034（従業員数 526人 ）
正社員 12040- 4223711 就業場所千葉県館山市

月給
不問 (1)8時00分～12時00分

180,000円～200,000円 (2)16時00分～20時00分

TEL 04-7096-1200（従業員数 9人 ）
正社員 12040- 4225211 就業場所千葉県鴨川市

※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。

接客係 株式会社　舟付 千葉県鴨川市江見青木６５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

≪急募≫人事スタッフ 社会福祉法人　太陽会　安房
地域医療センター

千葉県館山市山本１１５５ 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

事務（フロント等） 日本郵政株式会社　かんぽの
宿鴨川

千葉県鴨川市西町１１３７ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ月
以上）

不問

作業員、２ｔダンプ運転手、
軽作業　■未経験者可■

有限会社　吉田興業 千葉県館山市那古１１５６－８ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

調理師 岩井富浦漁業協同組合 千葉県南房総市富浦町多田良１２５４－７５ 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

有料老人ホーム入居者の介護 有限会社　やすらぎの郷 千葉県館山市犬石１６７８－１５４ 雇用・労災・
健康・厚生

ホームヘルパー２級

介護職員初任者研修修了者
雇用期間の定めなし 不問

造園見習い等《急募》
■未経験者可■

株式会社　中島造園 千葉県館山市山本１８０－５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

製造工　■未経験者可■ スーパーレジンクラフト株式
会社

千葉県南房総市加茂１４３ 雇用・労災・
健康・厚生

フォークリフト運転技能者

有機溶剤作業主任者
雇用期間の定めなし キャリア形成

危険物取扱者（乙種）

ドライバーおよび営繕 医療法人　南陽会　介護老人
保健施設　みやぎの郷

千葉県館山市宮城１０８８ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

雇用期間の定めなし 定年を上限

縫製工
《トライアル雇用併用》

グロリア　株式会社 千葉県南房総市石堂３１２－１ 雇用・労災・
健康・厚生

不問

ホームヘルパー
（介護センターすけっと）

株式会社　ヨエム興業（ヘル
パーサービス　すけっと）

千葉県安房郡鋸南町保田２９５番地３ 雇用・労災・
健康・厚生

ホームヘルパー２級

介護福祉士
雇用期間の定めあり（４ヶ月
未満）

定年を上限
介護職員初任者研修修了者

介護職員（サテライト老健岩
井海岸）

医療法人社団　葵会　介護老
人保健施設葵の園・南房総

千葉県南房総市久枝１１４０ 雇用・労災・
健康・厚生

介護福祉士

ホームヘルパー２級
雇用期間の定めなし

品質管理および業務部サポー
ト《急募》■未経験者可■

三共製氷冷蔵　株式会社 千葉県鴨川市天津１５４
三共製氷冷蔵　株式会社

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

配管工・一般作業員・重機オ
ペレーター　■未経験者可■

共和設備工業　有限会社 千葉県館山市稲１９０－１
共和設備工業　有限会社

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

介護職員　■未経験者歓迎■ 社会福祉法人　永和会　特別
養護老人ホーム南小町

千葉県鴨川市南小町８０９－１ 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
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