
年齢・

職種 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

日給
不問 (1)8時00分～17時00分

TEL 0475-22-6454

（従業員数 10人 ）

正社員 12070- 4224711 就業場所 千葉県茂原市

日給
不問 (1)8時00分～17時00分

TEL 0475-22-6454

（従業員数 10人 ）

正社員 12070- 4225811 就業場所 千葉県茂原市

月給
不問 (1)9時00分～18時00分

TEL 0475-36-7077

（従業員数 25人 ）

正社員以外 12070- 4204311 就業場所 千葉県長生郡長南町

月給 変形（1ヶ月単位）

18歳～59歳 (1)8時00分～17時00分

(2)8時30分～17時30分

TEL 0475-24-2171 (3)14時00分～23時00分

（従業員数 133人 ）

正社員 12070- 4214911 就業場所 千葉県茂原市

時給
不問 (1)8時30分～17時00分

TEL 0475-24-5111

（従業員数 78人 ）

正社員以外 12070- 4202411 就業場所 千葉県茂原市

月給
不問 (1)8時15分～18時30分

(2)8時15分～12時15分

TEL 0475-44-2236

（従業員数 17人 ）

正社員以外 12070- 4203011 就業場所 千葉県長生郡睦沢町

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時15分

TEL 0475-25-8701

（従業員数 34人 ）

正社員 12070- 4180011 就業場所 千葉県茂原市

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時15分

TEL 0475-25-8701

（従業員数 32人 ）

正社員 12070- 4181311 就業場所 千葉県茂原市

日給
不問 (1)8時00分～17時00分

TEL 0475-23-7961

（従業員数 3人 ）

正社員 12070- 4182611 就業場所 千葉県茂原市

日給
不問 (1)8時00分～17時00分

TEL 0475-42-6156

（従業員数 1人 ）

正社員 12070- 4185711 就業場所 千葉県長生郡一宮町

日給 変形（1年単位）

不問 (1)8時00分～17時00分

TEL 0475-46-3001

（従業員数 159人 ）

正社員以外 12070- 4130411 就業場所 千葉県長生郡長南町

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

TEL 0475-24-2171

（従業員数 133人 ）

正社員 12070- 4135111 就業場所 千葉県茂原市

月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

TEL 0475-20-1233

（従業員数 8人 ）

正社員 12070- 4143111 就業場所 千葉県茂原市

月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

TEL 0475-20-1233

（従業員数 8人 ）

正社員 12070- 4146211 就業場所 千葉県茂原市

月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)9時00分～18時00分

TEL 0475-24-1313

（従業員数 8人 ）

正社員 12070- 4149011 就業場所 千葉県茂原市

雇用・労災・
健康・厚生

第一、二種電気工事士あ
れば尚可

240,000円～
340,000円雇用期間の定めなし 不問

年齢制限
該当事由

所在地・就業場所

電気配線工 株式会社　ＳＥＩＷＡ 千葉県茂原市高師８２２－１６

土木作業員「建設」 株式会社　ＳＥＩＷＡ 千葉県茂原市高師８２２－１６ 雇用・労災・
健康・厚生

２級土木施工管理技士

300,000円～
360,000円

その他の建築工事関係資
格雇用期間の定めなし 不問

ＣＳ・ネット販売にお
ける事務

株式会社　美友コスメ
ティクス

千葉県長生郡白子町北日当字釜土
３７２－１

雇用・労災・
健康・厚生

200,000円～
250,000円雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）
不問

医療事務 社会医療法人社団　正
朋会　宍倉病院

千葉県茂原市高師　６８７ 雇用・労災・
健康・厚生

164,000円～
225,900円雇用期間の定めなし 定年を上限

一般事務（経済部　購
買課）

長生農業協同組合 千葉県茂原市高師１１５３ 雇用・労災・
健康・厚生

157,500円～
157,500円雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）
不問

医療事務 睦沢診療所 千葉県長生郡睦沢町上市場　１５
０４

雇用・労災・
健康・厚生

医療事務資格あれば尚可

176,000円～
226,000円雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）
不問

収集運搬作業員（トラ
イアル併用）

長生郡市再生資源協同
組合

千葉県茂原市六ツ野２９４８－５ 雇用・労災・
健康・厚生

準中型自動車免許

160,000円～
160,000円雇用期間の定めなし 定年を上限

構内作業（トライアル
雇用併用）

長生郡市再生資源協同
組合

千葉県茂原市六ツ野２９４８－５ 雇用・労災・
健康・厚生

大型特殊自動車免許あれ
ば尚可

160,000円～
160,000円雇用期間の定めなし 定年を上限

土工（土木工事） 大登造園土木　有限会
社

千葉県茂原市茂原１５０７－５
　バディハイツ茂原１Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

216,000円～
324,000円雇用期間の定めなし 不問

防水工　　「建設」 山田工業（山田勝久） 千葉県長生郡一宮町一宮１３－１
１

雇用・労災

283,200円～
424,800円雇用期間の定めなし 不問

カップ麺製造工【ライ
ン作業等】（日勤）

株式会社　酒悦房総工
場

千葉県長生郡長南町美原台１－３
４

雇用・労災・
健康・厚生

160,104円～
160,104円雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）
不問

医療事務 社会医療法人社団　正
朋会　宍倉病院

千葉県茂原市高師　６８７ 雇用・労災・
健康・厚生

164,000円～
215,500円雇用期間の定めなし 定年を上限

現場作業員（トライア
ル雇用併用求人）

有限会社　今井設備工
業

千葉県茂原市高師台３－６－１６ 雇用・労災・
健康・厚生

200,000円～
300,000円雇用期間の定めなし 定年を上限

水廻り機器販売（キッ
チン・お風呂・トイ
レ）トライアル併用

有限会社　今井設備工
業

千葉県茂原市高師台３－６－１６ 雇用・労災・
健康・厚生

200,000円～
300,000円雇用期間の定めなし 定年を上限

営業 株式会社　マルモト不
動産

千葉県茂原市千代田町１丁目７－
８

雇用・労災・
健康・厚生

200,000円～
300,000円雇用期間の定めなし 定年を上限

℡ 0475-25-8609

発行日：令和３年９月２１日

茂原公共職業安定所◎ 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。

◎ 賃金形態が日給及び時給の場合は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。


