
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ヶ月単位）
69歳以下 (1)8時30分～17時30分

175,441円～215,000円 (2)16時30分～9時30分

TEL 0470-29-2700（従業員数 127人 ）
正社員 12040- 5213111 就業場所 千葉県館山市

月給
不問

170,000円～220,000円

TEL 0470-55-3464（従業員数 27人 ）
正社員 12040- 5229611 就業場所 千葉県安房郡鋸南町

時給（月給換算） 交替制あり
59歳以下 (1)7時00分～20時00分

224,640円～259,200円

TEL 04-7093-2181（従業員数 13人 ）
正社員以外 12040- 5239711 就業場所 千葉県鴨川市

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- 5185211 就業場所 千葉県鴨川市

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- 5186511 就業場所 千葉県鴨川市

月給 変形（1年単位）
44歳以下 (1)8時00分～16時30分

170,000円～230,000円 (2)8時00分～16時00分

TEL 0470-22-2215（従業員数 18人 ）
正社員 12040- 5177211 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

240,000円～280,000円

TEL 0470-55-2557（従業員数 32人 ）
正社員 12040- 5184811 就業場所 千葉県安房郡鋸南町

月給 変形（1年単位）
不問 (1)9時00分～17時00分

180,000円～230,000円

TEL 0470-23-7722（従業員数 4人 ）
正社員 12040- 5173911 就業場所 千葉県館山市

日給（月給換算） 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

191,250円～360,000円

TEL 0470-46-3953（従業員数 25人 ）
正社員 12040- 5142711 就業場所 千葉県南房総市

日給（月給換算）
64歳以下 (1)8時30分～17時00分

165,600円～372,600円

TEL 0470-36-1155（従業員数 3人 ）
正社員 12040- 5151211 就業場所 千葉県南房総市

月給 変形（1ヶ月単位）
44歳以下 (1)7時00分～16時00分

240,000円～335,000円

TEL 0470-20-3292（従業員数 25人 ）
正社員 12040- 5152511 就業場所 千葉県館山市

月給 交替制あり
59歳以下 (1)7時30分～16時00分

175,500円～289,720円 (2)8時30分～17時00分

(3)10時00分～18時30分

TEL 04-7092-9711（従業員数 42人 ）
正社員 12040- 5163311 就業場所 千葉県鴨川市

時給（月給換算）
不問 (1)8時15分～17時15分

156,000円～156,000円

TEL 0470-55-4522（従業員数 67人 ）
正社員以外 12040- 5125111 就業場所 千葉県安房郡鋸南町

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時30分～17時30分

164,000円～170,000円 (2)7時30分～16時30分

(3)9時30分～18時30分

TEL 0470-28-3002（従業員数 30人 ）
正社員 12040- 4781611 就業場所 千葉県館山市

日給（月給換算）
18歳～59歳 (1)8時00分～17時00分

187,000円～209,000円

TEL 0470-27-5333（従業員数 30人 ）
正社員 12040- 4788411 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。

法令の規定に
より年齢制限

がある

雇用期間の定めなし 不問

交通誘導警備員／６０歳以上
応募可

東亜警備保障　株式会社 千葉県館山市正木８４４－４ 雇用・労災・
健康・厚生

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。

介護職員（嶺岡園） 社会福祉法人　悠仁会　障害
者支援施設　嶺岡園

千葉県鴨川市太海６３０番地－４ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

事務員（鋸南病院） 医療法人財団　鋸南きさらぎ
会

千葉県安房郡鋸南町保田５７６－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ月
以上）

不問

介護職　■未経験者可■ 有限会社　こまくさ　（コ
ミュニティケア　こまくさ）

千葉県館山市佐野３５８ 雇用・労災・
健康・厚生

集配運転者（２ｔ・４ｔ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

５トン限定中型自動車第二種
免許

準中型自動車免許

雇用期間の定めなし キャリア形成

フォークリフト運転技能者

塗装工【土日休み】■未経験
者可■（トライアル雇用併用
求人

株式会社　石井塗装工業 千葉県南房総市海老敷２５９－３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

土木作業　■未経験者可■ 加藤建設　株式会社 千葉県南房総市沓見１２－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

接客兼事務《急募》
■未経験可■

株式会社　館山地所 千葉県館山市北条２１８１ 雇用・労災・
健康・厚生

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 不問

介護支援専門員（ケアマネ
ジャー）鋸南町

有限会社ケアセンターさざな
み

千葉県安房郡鋸南町勝山１８９ 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

生コン製造出荷業務・品質管
理業務

館山生コン　株式会社 千葉県館山市館山９５番地 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

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

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

旅館接客係 有限会社　魚眠庵マルキ本館 千葉県鴨川市横渚５３３番地 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

ホール接客およびフロント業
務

株式会社　アヴェール（ヴィ
ラ勝山アヴェール）

千葉県安房郡鋸南町大六２４７－２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

又は7時00分～21時00分の
間の8時間

令和3年10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

雇用期間の定めなし 定年を上限

又は6時00分～20時30分の
間の8時間

介護職員（なぎさ）≪急募≫
■資格・経験不問／未経験者
歓迎

医療法人社団　慶勝会　介護
老人保健施設　なのはな館
みさき

千葉県館山市浜田１１０－１ 雇用・労災・
健康・厚生

℡ 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10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)8時00分～17時00分

190,000円～240,000円

TEL 0470-40-1100（従業員数 6人 ）
正社員 12040- 4789011 就業場所 千葉県南房総市

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)6時15分～15時45分

170,000円～250,000円 (2)6時45分～16時15分

(3)7時30分～17時00分

TEL 0470-58-0311（従業員数 29人 ）
正社員 12040- 4798311 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00分～15時00分

159,440円～183,100円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分

TEL 0470-24-4165（従業員数 100人 ）
正社員 12040- 4870911 就業場所 千葉県館山市 給付

月給 交替制あり
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

210,000円～260,000円 (2)9時00分～18時00分

TEL 04-7094-4365（従業員数 25人 ）
正社員 12040- 4878311 就業場所 千葉県鴨川市

月給
64歳以下 (1)9時00分～18時00分

200,000円～250,000円

TEL 0470-38-5057（従業員数 8人 ）
正社員 12040- 4975911 就業場所 千葉県館山市

時給（月給換算） 変形（1ヶ月単位）
64歳以下

165,024円～165,024円

TEL 04-7092-1143（従業員数 47人 ）
正社員 12040- 5017311 就業場所 千葉県鴨川市

月給 交替制あり
59歳以下 (1)9時00分～17時00分

170,000円～170,000円 (2)17時00分～9時00分

(3)8時00分～16時00分

TEL 0470-27-3811（従業員数 121人 ）
正社員 12040- 5057511 就業場所 千葉県館山市

時給（月給換算）
不問 (1)8時30分～17時30分

156,672円～172,992円

TEL 0470-22-1370（従業員数 190人 ）
正社員以外 12040- 5084611 就業場所 千葉県館山市

月給
69歳以下

200,000円～220,000円

TEL 04-7092-3040（従業員数 12人 ）
正社員 12040- 5092611 就業場所 千葉県鴨川市

月給
不問 (1)8時30分～17時30分

180,000円～250,000円

TEL 04-7098-1181（従業員数 30人 ）
正社員 12040- 5102211 就業場所 千葉県鴨川市

月給 変形（1ヶ月単位）
40歳以下 (1)8時30分～17時00分

167,000円～173,000円 (2)8時30分～12時00分

TEL 04-7092-2708（従業員数 17人 ）
正社員 12040- 4770411 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00分

186,800円～211,300円 (2)8時30分～12時30分

TEL 0470-22-1122（従業員数 293人 ）
正社員 12040- 4767111 就業場所 千葉県館山市

月給
59歳以下 (1)6時30分～19時00分

205,000円～205,000円

TEL 04-7095-3333（従業員数 24人 ）
正社員 12040- 4761511 就業場所 千葉県鴨川市

月給
64歳以下 (1)8時30分～17時30分

215,700円～307,300円

TEL 0470-50-3301（従業員数 114人 ）
正社員 12040- 4765611 就業場所 千葉県南房総市

月給 変形（1年単位）
44歳以下 (1)8時00分～17時00分

192,000円～279,800円

TEL 04-7099-3311（従業員数 10人 ）
正社員 12040- 4753511 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。

看護師（看護職員） 社会福祉法人　薄光会　鴨川
ひかり学園

千葉県鴨川市代１２９７ 雇用・労災・
健康・厚生

看護師

准看護師

雇用期間の定めなし キャリア形成

支援相談員
■未経験者歓迎■

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

雇用期間の定めなし 定年を上限

調理補助（トライアル雇用併
用求人）

株式会社　三水ホテル（魚彩
和みの宿　三水）

千葉県鴨川市小湊１８２－２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護福祉士（通所リハビリ） 医療法人徳洲会　館山病院 千葉県館山市長須賀１９６ 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

事務と会社運営全般 株式会社　東栄 千葉県鴨川市広場１００１－１ 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 キャリア形成

介護福祉士

雇用期間の定めなし 不問

ルートセールス 株式会社　さわらび 千葉県鴨川市金束７８１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

又は10時00分～20時00分の
間の6時間程度

調理補助（まるよ西条店）
■未経験者可■

株式会社　まるよ西条 千葉県鴨川市花房３３－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ月
以上）

不問

看護助手 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

看護助手【資格・経験不問】 医療法人社団　寿会 千葉県館山市船形９０９ 雇用・労災・
健康・厚生

レストランでのサービスス
タッフ

株式会社そとぼう（是空　ぜ
くう）

千葉県鴨川市太海浜２４－１ 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～21時30分の
間の8時間

施工管理者 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

雇用期間の定めなし 定年を上限

保育士 有限会社フローラ 千葉県鴨川市八色４２９番地
有限会社フローラ

雇用・労災・
健康・厚生

保育士

雇用期間の定めなし 定年を上限

調理員 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

定年を上限

《急募》調理補助（ゴルフ場
レストラン）■未経験者可■

三和開発　株式会社
コスモクラシッククラブ

千葉県南房総市平塚乙２－４０４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

定年を上限

自動車整備 有限会社　千倉自動車工業 千葉県南房総市千倉町宇田６１ 雇用・労災・
健康・厚生

二級自動車整備士

雇用期間の定めなし
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