
令和４年５月１６日発行　茂原　フルタイム

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

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～69 (1)7時30分～17時30分

(2)10時00分～19時00分
TEL 0475-35-5361 (3)11時00分～20時00分
（従業員数 32人 ）

正社員 12070- 2002921 就業場所長生郡長柄町
月給

不問 (1)8時00分～17時00分

TEL 0475-23-7230
（従業員数 3人 ）

正社員 12070- 2015221 就業場所茂原市
月給 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)6時30分～15時00分
(2)7時00分～15時30分

TEL 0475-46-3300 (3)7時30分～16時00分
（従業員数 47人 ）

正社員以外 12070- 2040521 就業場所長生郡長南町
日給 交替制あり

18歳～59 (1)8時00分～17時00分
(2)20時00分～5時00分

TEL 0475-35-4639
（従業員数 184人 ）

無期雇用派遣労働者 12070- 2104521 就業場所長生郡長柄町
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- 2119721 就業場所茂原市
日給

45歳以下 (1)8時00分～17時00分

TEL 0475-42-3460
（従業員数 7人 ）

正社員 12070- 2068621 就業場所長生郡一宮町
時給

64歳以下 (1)8時10分～17時10分

TEL 0475-22-4344
（従業員数 25人 ）

正社員 12070- 2076621 就業場所茂原市
月給

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

TEL 0475-35-5000
（従業員数 16人 ）

正社員 12070- 2078121 就業場所長生郡長柄町
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- 2079021 就業場所長生郡睦沢町
月給

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

TEL 0475-36-5015
（従業員数 31人 ）

正社員 12070- 2084621 就業場所茂原市
月給

64歳以下 (1)8時20分～17時05分

TEL 0475-23-3304
（従業員数 48人 ）

正社員 12070- 2088721 就業場所茂原市
月給 交替制あり

59歳以下 (1)8時00分～16時30分
(2)8時15分～16時45分

TEL 0475-35-5544
（従業員数 22人 ）

正社員 12070- 2041421 就業場所長生郡長柄町
月給 変形（1ヶ月単位）

18歳～59 (1)8時30分～17時30分
(2)8時00分～17時00分

TEL 0475-25-1131 (3)17時00分～9時00分
（従業員数 200人 ）

正社員 12070- 2051921 就業場所茂原市
月給 変形（1ヶ月単位）

18歳～59 (1)8時30分～17時00分
(2)8時30分～13時00分

TEL 0475-24-1191 (3)17時00分～8時30分
（従業員数 295人 ）

正社員 12070- 1977221 就業場所茂原市
月給 交替制あり

不問

TEL 0475-36-3682
（従業員数 17人 ）

正社員 12070- 1980921 就業場所茂原市
月給

63歳以下 (1)8時30分～17時00分

TEL 0475-24-3181
（従業員数 8人 ）

正社員 12070- 1984821 就業場所茂原市
月給

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

TEL 0475-22-4587
（従業員数 7人 ）

正社員 12070- 1985221 就業場所茂原市

不問

あれば尚可
大型特殊自動車免
許

重機オペレーター兼土木作業
員

緑建設　株式会社 茂原市押日１２１５－１
７９

雇用・健康・
厚生・その他

250,000円～
350,000円雇用期間の定めなし 不問

あれば尚可
車両系建設機械
（整地・運搬・積
込用及び掘削用）
運転技能者

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 茂原市六ツ野２９４８－
５

雇用・労災・
健康・厚生

160,000円～
160,000円雇用期間の定めなし 定年を上

限

マスター室 パシフィックゴルフマネー
ジメン卜株式会社アバイ
ディングクラブゴルフソサ
エティ

長生郡長南町竹林１０ 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）

年齢制限
該当事由

所在地・就業場所

清涼飲料水製造オペレーター 南総総業　株式会社　長柄
事業所

長生郡長柄町皿木２０３
－１

雇用・労災・
健康・厚生

154,163円～
154,663円雇用期間の定めなし 定年を上

限

養育補助員　「保育」 社会福祉法人　共育の広場
コミュニティ長柄

長生郡長柄町長柄山７４
１番１０

雇用・労災・
健康・厚生

202,600円～
236,700円雇用期間の定めなし 定年を上

限

土木作業員（経験・資格のな
い方も応募可）

株式会社神代工業 長生郡一宮町宮原６９３ 雇用・労災・
健康・厚生

230,000円～
299,000円雇用期間の定めなし キャリア

形成

あれば尚可
アーク溶接技能者
（基本級）、ガス
溶接技能者

あれば尚可
フォークリフト運
転技能者

あれば尚可
医療事務資格

工場内で軽量鉄骨の機械加
工、溶接、組立

株式会社　善工業 茂原市茂原１５１３ 雇用・労災・
健康・厚生

235,200円～
277,200円雇用期間の定めなし 定年を上

限

建築用資材の製造（工場内作
業）

興亜不燃板工業　株式会社 長生郡長柄町山根１９８
５－１

雇用・労災・
健康・厚生

240,000円～
340,000円雇用期間の定めなし 定年を上

限

医療事務 睦沢診療所 長生郡睦沢町上市場　１
５０４

雇用・労災・
健康・厚生

176,000円～
226,000円雇用期間の定めあり（４ヶ月以

上）
不問

【モノづくり＆育成に自信】
マシニングセンターオペレー
ター

株式会社　志村精機製作所
千葉工場

茂原市千町２３３３－１ 雇用・労災・
健康・厚生

180,000円～
350,000円雇用期間の定めなし 定年を上

限

金属線の加工・引抜工具製作
（正社員）

有限会社　ジャパンテクノ
メタルス

茂原市茂原６４３－１ 雇用・労災・
健康・厚生

180,000円～
250,000円雇用期間の定めなし 定年を上

限

家電製品配送、取付補助 有限会社　千葉電気運送
サービス

長生郡長南町今泉２８３ 雇用・労災・
健康・厚生

258,750円～
299,000円雇用期間の定めなし 定年を上

限

看護補助者 医療法人社団上総会　山之
内病院

茂原市町保３番地 雇用・労災・
健康・厚生

200,000円～
230,000円雇用期間の定めなし 定年を上

限

医療事務 医療法人社団　東光会　茂
原中央病院

茂原市下永吉７９６ 雇用・労災・
健康・厚生

179,300円～
197,100円雇用期間の定めなし 定年を上

限

8時00分～19時00分の間の
実働8時間

あれば尚可
危険物取扱者（乙
種）

生活支援員 特定非営利活動法人こども
いきいきネット

茂原市千沢７３６－３７ 雇用・労災・
健康・厚生

180,000円～
260,000円雇用期間の定めなし 不問

石油製品販売の営業事務 千葉石油株式会社 茂原市茂原１８５ 雇用・労災・
健康・厚生

170,000円～
280,000円雇用期間の定めなし 定年を上

限

農業機械修理工　◆急募◆ 杉木鉄工　株式会社 茂原市高師１５３６ 雇用・労災・
健康・厚生

８トン限定中型自
動車免許

180,000円～
210,000円雇用期間の定めなし 定年を上

限

℡ 0475-25-8609

発行日：令和４年５月１６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


