
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

日給（月給換算）
44歳以下 (1)8時00分～17時00分

267,300円～364,500円

TEL 非公開 （従業員数 2人 ）
正社員 12040- 2987221 就業場所千葉県鴨川市

月給
39歳以下 (1)8時00分～17時00分

155,000円～240,000円 (2)8時30分～17時30分

TEL 04-7092-5146（従業員数 35人 ）
正社員 12040- 2988521 就業場所千葉県鴨川市

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

205,000円～295,000円

TEL 0470-36-2266（従業員数 23人 ）
正社員 12040- 2989421 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

164,900円～164,900円

TEL 04-7092-0800（従業員数 19人 ）
正社員以外 12040- 2993721 就業場所千葉県鴨川市

月給
不問 (1)10時00分～21時00分

180,000円～250,000円

TEL 0470-29-7525（従業員数 6人 ）
正社員 12040- 2994821 就業場所千葉県南房総市

月給
不問 (1)9時00分～18時00分

180,000円～320,000円

TEL 0470-24-0815（従業員数 0人 ）
正社員 12040- 2995221 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30分～16時30分

163,700円～203,100円 (2)10時00分～19時00分
(3)11時30分～20時30分

TEL 0470-47-5193（従業員数 52人 ）
正社員 12040- 2939321 就業場所千葉県南房総市

月給 交替制あり
64歳以下 (1)8時30分～17時30分

204,000円～272,000円

TEL 0470-29-5000（従業員数 10人 ）
正社員 12040- 2961521 就業場所千葉県館山市

月給 交替制あり
59歳以下 (1)8時30分～18時00分

250,000円～250,000円 (2)8時30分～12時30分

TEL 0470-33-4065（従業員数 12人 ）
正社員 12040- 2966121 就業場所千葉県南房総市

月給 変形（1ヶ月単位）
64歳以下 (1)8時15分～17時15分

163,170円～220,000円

TEL 0470-20-7515（従業員数 68人 ）
正社員 12040- 2967021 就業場所千葉県館山市

月給
不問 (1)8時30分～17時30分

159,000円～159,000円

TEL 04-7093-0606（従業員数 5人 ）
正社員以外 12040- 2968721 就業場所千葉県鴨川市

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)7時00分～16時00分

170,000円～220,000円 (2)14時00分～23時00分

TEL 0470-38-2511（従業員数 60人 ）
正社員 12040- 2973921 就業場所

時給（月給換算）
不問 (1)8時00分～17時00分

173,333円～190,666円

TEL 0470-44-0780（従業員数 5人 ）
正社員 12040- 2983121 就業場所千葉県南房総市

月給 変形（1年単位）
不問

180,000円～300,000円

TEL 04-7092-2205（従業員数 4人 ）
正社員以外 12040- 2932121 就業場所千葉県鴨川市

月給 交替制あり
69歳以下 (1)5時00分～14時00分

182,520円～280,152円 (2)10時00分～19時00分

TEL 0470-58-2011（従業員数 51人 ）
正社員 12040- 2937521 就業場所千葉県南房総市

※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。

令和4年5月16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

配管の製作・組立・取付作業
他（Ｃ）■未経験者可■

ヤマダイ 千葉県鴨川市上１１６２－３ 雇用・労災 玉掛技能者

アーク溶接技能者（基本級）
雇用期間の定めなし キャリア形成

事務 株式会社　カワナ 千葉県鴨川市川代８番地
株式会社　カワナ

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

土木作業員 株式会社　岡部建設 千葉県館山市亀ケ原８９０－１ 雇用・労災・
健康・厚生

準中型自動車免許

８トン限定中型自動車免許
雇用期間の定めなし 定年を上限

その他の土木・舗装・線路工
事関係資格

ベーカリーミコミコ／パン販
売スタッフ

亀田産業　株式会社 千葉県鴨川市東町１３７４
亀田産業　株式会社

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めあり（４ヶ月
以上）

不問

又は7時30分～17時00分の
間の7時間以上

調理・ホール接客 オステリア　イル　ファーロ 千葉県南房総市白浜町白浜７９１ 雇用・労災・
健康・厚生

調理師

雇用期間の定めなし 不問

就業継続支援Ｂ型の職業指導
員

エール　株式会社 千葉県館山市北条６８５ 採用後加入

雇用期間の定めなし 不問

介護職員　■未経験者可■ 社会福祉法人　千葉育美会
特別養護老人ホーム　花の里

千葉県南房総市和田町松田８０８ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

訪問介護（ヘルパーステー
ションみなづき）

株式会社みなづき 千葉県館山市浜田１２０－１ 雇用・労災・
健康・厚生

介護職員初任者研修修了者

雇用期間の定めなし 定年を上限

看護師 医療法人社団　水明会　原診
療所

千葉県南房総市富浦町原岡２２８－１ 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

介護職員（館山明光苑デイ
サービス）

社会福祉法人　興徳会 千葉県館山市大神宮字巴井３６番７ 雇用・労災・
健康・厚生

介護福祉士

介護職員実務者研修修了者
雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職員初任者研修修了者

社会福祉協議会　業務職 社会福祉法人　鴨川市社会福
祉協議会

千葉県鴨川市八色８８７番地１　鴨川市総合
保健福祉会館２階

雇用・労災・
健康・厚生

社会福祉士

雇用期間の定めあり（４ヶ月
以上）

不問

フロントスタッフ 白浜オーシャンリゾート
株式会社　ナクアホテルアン
ドリゾーツマネジメント

千葉県南房総市白浜町白浜２７８４番地 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～22時00分の
間の7時間以上

農作業およびオートキャンプ
場の管理

野宮農園 千葉県南房総市千倉町久保１４９４ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

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。

調理職員 社会福祉法人　善憐会　　特
別養護老人ホーム「伏姫の
郷」

千葉県南房総市平久里下字宮崎１１２９－２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

調理師

雇用期間の定めなし 定年を上限

フロント業務 株式会社　エムアンドエム
サービス　黒潮荘

千葉県鴨川市貝渚２５６５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ月
以上）

不問

又は6時30分～22時00分の
間の7時間程度

◎ 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。
℡ ０４７０－２２－２２３６

ハローワーク館山
（館山公共職業安定所）

フルタイム

新着（１週間以内）

こちら→

1



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4年5月16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

◎ 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。
℡ ０４７０－２２－２２３６

ハローワーク館山
（館山公共職業安定所）

フルタイム

新着（１週間以内）

こちら→

月給 変形（1ヶ月単位）
不問

195,000円～300,000円

TEL 04-7095-3111（従業員数 120人 ）
正社員以外 12040- 2615321 就業場所

月給
不問 (1)9時00分～18時30分

165,000円～175,000円 (2)9時00分～17時30分

TEL 0470-20-1188（従業員数 3人 ）
正社員 12040- 2628721 就業場所千葉県館山市

月給 交替制あり
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

161,000円～190,000円 (2)5時30分～14時30分
(3)9時15分～18時15分

TEL 0470-36-2311（従業員数 88人 ）
正社員 12040- 2662821 就業場所千葉県南房総市

月給
64歳以下 (1)8時30分～17時30分

200,000円～200,000円

TEL 04-7096-1911（従業員数 18人 ）
正社員 12040- 2699321 就業場所千葉県鴨川市

月給 交替制あり
18歳～59歳 (1)6時00分～15時00分

220,000円～220,000円 (2)15時00分～0時00分

TEL 0470-20-1078（従業員数 29人 ）
正社員 12040- 2738321 就業場所千葉県館山市

月給 交替制あり
不問 (1)9時00分～18時00分

200,000円～200,000円 (2)11時00分～20時00分

TEL 0470-20-5227（従業員数 9人 ）
正社員 12040- 2574021 就業場所千葉県館山市

月給
30歳以下 (1)8時30分～17時30分

180,000円～200,000円

TEL 0470-30-8488（従業員数 187人 ）
正社員 12040- 2575721 就業場所千葉県館山市

月給 交替制あり
59歳以下

160,000円～250,000円

TEL 0470-29-7700（従業員数 4人 ）
正社員 12040- 2556121 就業場所千葉県館山市

月給
64歳以下 (1)8時00分～18時00分

235,000円～305,000円

TEL 04-7092-5210（従業員数 10人 ）
正社員 12040- 2557021 就業場所千葉県鴨川市

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時30分

180,000円～260,000円

TEL 0470-55-4309（従業員数 13人 ）
正社員 12040- 2567821 就業場所千葉県安房郡鋸南町

月給
不問 (1)8時00分～17時00分

200,000円～587,500円

TEL 0470-44-5000（従業員数 4人 ）
正社員 12040- 2938421 就業場所

月給
不問 (1)8時30分～17時30分

200,000円～250,000円

TEL 04-7098-1181（従業員数 2人 ）
正社員 12040- 2548121 就業場所千葉県南房総市

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

165,000円～165,000円 (2)8時30分～13時00分

TEL 0470-23-7731（従業員数 8人 ）
正社員 12040- 2518821 就業場所千葉県館山市

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時50分

180,000円～180,000円

TEL 0470-29-5601（従業員数 12人 ）
正社員以外 12040- 2545321 就業場所千葉県南房総市

月給
30歳以下

170,000円～220,000円

TEL 0470-55-3464（従業員数 27人 ）
正社員 12040- 2546621 就業場所千葉県安房郡鋸南町

※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。

不問

又は6時30分～22時00分の
間の8時間程度

レストランサービス業務（バ
イキング会場、宴会場）等

三日月シーパークホテル安房
鴨川

千葉県鴨川市内浦２７８１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ月
以上）

不問

医療事務 青山歯科医院 千葉県館山市北条１９４３－１
青山歯科医院

雇用・労災・
健康

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし 定年を上限

調理員（光栄館）《急募》 医療法人　光洋会 千葉県南房総市本織４７ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

レストランスタッフ／
【正社員】
（鴨川オーシャンパーク）

一般社団法人　鴨川市農林業
体験交流協会

千葉県鴨川市江見太夫崎２２番地 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

メンテナンススタッフ（水運
搬含む）・里見の湯《急募》

株式会社　大成 千葉県館山市北条３１４－１
株式会社　大成

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 キャリア形成

雇用期間の定めなし 不問

一般事務（本部／総務／総合
企画）

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

釣り堀、バーベキュー場での
接客・簡単な調理・販売等

鵜山リゾート株式会社　健人
館

千葉県館山市那古５５９ 雇用・労災・
健康・厚生

トレーナー 株式会社　Ｊ１ 千葉県館山市山本１２０８－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

又は10時00分～21時00分の
間の7時間以上

理学療法士または作業療法士 医療法人社団　房悠会　石川
外科内科クリニック

千葉県鴨川市横渚１０５６－３ 雇用・労災・
健康・厚生

作業療法士

理学療法士
雇用期間の定めなし 定年を上限

清涼飲料機器のメンテナンス
■未経験者可■

有限会社　アロウ・システム
サービス

千葉県安房郡鋸南町市井原１１８－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

大工 有限会社　八幡工務店（エイ
トホーム）

千葉県南房総市千倉町北朝夷５１８番地 雇用・労災・
健康・厚生・
その他

雇用期間の定めなし 不問

商品管理（東京ディズニーラ
ンド納品）【南房総支店】

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 不問

事務 医療法人社団　清川医院 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

生産管理及び組み立て・検査 維栄電子日本　株式会社 千葉県南房総市谷向１１５番地 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

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。

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 キャリア形成

又は7時00分～21時00分の
間の8時間
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