
年齢・

職種 年齢制限 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格
該当事由

時給
不問

TEL 0475-36-3682
（従業員数 17人 ）

パート労働者 12070- 4221611 就業場所 千葉県茂原市

時給 交替制あり
不問 (1)11時30分～16時00分

(2)11時30分～19時30分
TEL 03-6240-5116

（従業員数 13人 ）
パート労働者 12070- 4228411 就業場所 千葉県茂原市

時給
64歳以下 (1)9時00分～15時00分

TEL 0475-24-2275
（従業員数 14人 ）

パート労働者 12070- 4209811 就業場所 千葉県茂原市

時給
不問 (1)5時30分～8時30分

TEL 0475-36-6430
（従業員数 8人 ）

パート労働者 12070- 4194811 就業場所 千葉県茂原市

時給 交替制あり
59歳以下 (1)6時00分～11時00分

(2)8時00分～13時00分
TEL 0475-40-3001 (3)9時30分～15時00分

（従業員数 52人 ）
パート労働者 12070- 4195211 就業場所 千葉県長生郡睦沢町

時給
不問 (1)8時00分～12時00分

TEL 0475-36-7700
（従業員数 40人 ）

パート労働者 12070- 4173311 就業場所 千葉県茂原市

時給
不問 (1)7時30分～15時30分

TEL 0475-22-2361
（従業員数 82人 ）

パート労働者 12070- 4184111 就業場所 千葉県茂原市

時給 交替制あり
不問 (1)9時30分～16時00分

(2)9時30分～16時30分
TEL 0475-35-0090 (3)9時30分～17時00分

（従業員数 11人 ）
パート労働者 12070- 4189411 就業場所 千葉県長生郡長柄町

時給 交替制あり
不問 (1)6時30分～12時00分

(2)9時00分～15時00分
TEL 0475-42-3711

（従業員数 80人 ）
パート労働者 12070- 4191911 就業場所 千葉県長生郡一宮町 給付

時給
不問 (1)8時30分～13時00分

(2)17時00分～19時30分
TEL 0475-20-0177 (3)8時30分～16時00分

（従業員数 30人 ）
パート労働者 12070- 4134911 就業場所 千葉県茂原市

時給
不問 (1)8時30分～17時30分

(2)8時30分～16時30分
TEL 0475-24-2171

（従業員数 133人 ）
パート労働者 12070- 4136711 就業場所 千葉県茂原市

時給
不問 (1)5時00分～9時30分

(2)5時00分～11時30分
TEL 0475-35-5151

（従業員数 244人 ）
パート労働者 12070- 4139511 就業場所 千葉県長生郡長柄町

時給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)7時00分～16時00分

(2)8時30分～17時30分
TEL 0475-35-5151 (3)10時00分～19時00分

（従業員数 244人 ）
パート労働者 12070- 4140311 就業場所 千葉県長生郡長柄町

時給 交替制あり
不問 (1)7時00分～16時00分

(2)8時30分～17時30分
TEL 0475-22-2211 (3)10時00分～19時00分

（従業員数 3人 ）
パート労働者 12070- 4155511 就業場所 千葉県茂原市

時給
不問 (1)8時30分～17時00分

TEL 0475-40-3001
（従業員数 54人 ）

パート労働者 12070- 4172011 就業場所 千葉県長生郡睦沢町

労災

1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし

不問

8時00分～17時00分の間
の4時間程度

所在地・就業場所

事務員補助 特定非営利活動法人こど
もいきいきネット

千葉県茂原市千沢７３６－３７

パチンコ店内でのコー
ヒー販売（茂原店）

エディカフェ　合同会社 千葉県茂原市新小轡２３－１
アップル茂原店内

労災

953円～1,100円
雇用期間の定めなし

不問

一般事務 有限会社　ダスキン茂原 千葉県茂原市六ツ野２０２９－２２ 雇用・労災

960円～960円
雇用期間の定めなし

定年を上限

種豚の出荷作業 株式会社エイチ・ジー・
シー千葉事業所

千葉県茂原市千代田町２－６－１
日進茂原ビル４０２号

労災 フォークリフト運転技
能者あれば尚可

1,400円～1,500円雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

調理補助（特別養護老
人ホーム）

社会福祉法人　春喜会
特別養護老人ホーム　せ
せらぎ

千葉県長生郡睦沢町北山田７２４番
地１

労災

972円～1,002円
雇用期間の定めなし

定年を上限

用務員 大昌建設株式会社 千葉県茂原市高師８番地２ 雇用・労災

953円～1,200円雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

学校給食ルート配送 京葉ロジコ株式会社 千葉県茂原市高師１６９０－１ 雇用・労災

1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

食料品製造 株式会社　ジャフマック 千葉県長生郡長柄町山根１９８１－
９０

労災

955円～970円
雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

クラブハウスの清掃 株式会社一の宮カント
リー倶楽部

千葉県長生郡一宮町東浪見３１６６ 労災

953円～953円
雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

歯科衛生士 医療法人社団　瞭成会
（あまが台歯科クリニッ
ク）

千葉県茂原市六ツ野２５９６－２ 労災 歯科衛生士

1,500円～1,800円
雇用期間の定めなし

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

960円～980円
雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

千葉県長生郡長柄町立鳥７４５－１ 雇用・労災

1,010円～1,010円
雇用期間の定めなし

定年を上限

調理補助 医療法人社団聖光会　聖
光会病院

千葉県長生郡長柄町立鳥７４５－１ 労災

1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし

不問

9時30分～17時00分の間
の7時間程度

ホームヘルパー２級又
は介護職員初任者研修
修了者　あれば尚可

事務員 社会福祉法人　春喜会
特別養護老人ホーム　せ
せらぎ

千葉県長生郡睦沢町北山田７２４番
地１

雇用・労災

960円～1,000円
雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

生活支援員 医療法人社団優仁会　鈴
木神経科病院

千葉県茂原市高師８２番地 雇用・労災

953円～1,000円
雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

看護補助者（病棟） 医療法人社団聖光会　聖
光会病院

℡ 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。

◎ 賃金形態が月給及び日給の場合は時間額に換算しています。また、労働時間によっては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。


