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お気軽に

職業相談窓口まで！

 
第８６１号 平成３０年１１月１２日発行 
 

※次回発行日   １１月１９日（月） 予定 

 

  橋 本 市 
    橋本市役所HPホーム⇒ビジネス⇒雇用・産業振興⇒ハローワーク橋本（フレッシュ求人） 

  九度山町 
    九度山町役場HPホーム⇒サイトマップ⇒商工業⇒求人情報（ハローワーク橋本） 

  かつらぎ町 
    かつらぎ町役場HPホーム⇒暮らしのガイド⇒商工業⇒求人情報（ハローワーク橋本・泉大津） 

  高 野 町 
    高野町役場HPホーム⇒産業⇒商工業⇒高野町無料職業紹介事業⇒求人情報（ハローワーク橋本） 

フレッシュ求人掲載ＨＰ 

＜フレッシュ求人をご覧のみなさまへ＞ 
◆１１月２日～１１月８日受理の橋本市・伊都郡を就業場所 
 とする求人を掲載しています。 
◆応募には必ずハローワークが発行する「紹介状」が必要です。 
 詳しい求人内容を知りたい方・面接を希望される方は、ハロー 
 ワークの職業相談窓口へ申し出て下さい。 
【注意】 
 掲載している求人の中には情報誌作成後に、労働条件を変更さ 
 れたり、採用者が決定された等で募集を取り消している場合が 
 ございますのでご了承下さい。 



30070- 3334781

（就業場所） 和歌山県橋本市 (3) 8時30分～12時30分

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 7人 ）

雇用・労災・健康

191,000 円 (1) 8時30分～18時30分 歯科衛生士
和歌山県橋本市隅田町垂井５５－
２～ (2) 9時30分～19時30分10

歯科衛生士 （賃金形態） 月給 制 つちだ歯科医院

フルタイム 正社員 300,000 円

不問 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 13人 ） 30070- 3333481

フルタイム 正社員以外 151,200 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

141,960 円 (1) 8時00分～17時30分
和歌山県橋本市神野々１９９

～

30070- 3347381

9

選別作業員　≪急募≫ （賃金形態） 時給 制 株式会社ワーク　橋本工場 雇用・労災・健康・厚生

（就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

不問 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） （従業員数 160人 ）

雇用・労災・健康・厚生

138,000 円 (1) 8時45分～17時30分
和歌山県伊都郡かつらぎ町妙寺２
１９～8

看護補助員 （賃金形態） 月給 制 公立大学法人　和歌山県立医科大
学附属病院　紀北分院

フルタイム 正社員以外 144,000 円

土木施工管理技士１級

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 8人 ） 30070- 3342781

フルタイム 正社員 450,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

300,000 円 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種
和歌山県橋本市恋野１４３

～ 土木施工管理技士２級

30070- 3341481

7

施工管理者 （賃金形態） 月給 制 株式会社　窪田建設 雇用・労災・健康・厚生

（就業場所） 和歌山県橋本市

不問 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 8人 ）

雇用・労災・健康・厚生

198,000 円 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種
和歌山県橋本市恋野１４３

～6

土木作業員（舗装工） （賃金形態） 日給 制 株式会社　窪田建設

フルタイム 正社員 396,000 円

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 4人 ） 30070- 3358581

フルタイム 正社員 260,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

210,000 円 (1)10時00分～19時00分 普通自動車免許ＡＴ
和歌山県橋本市高野口町伏原２６
番地の５～

30070- 3353181

5

不動産売買営業（総合職） （賃金形態） 月給 制 株式会社　タツミビルド 雇用・労災・健康・厚生

（就業場所） 和歌山県伊都郡高野町 (3)17時00分～19時30分

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 6人 ）

交替制あり 雇用・労災・健康・厚生

150,000 円 (1) 6時00分～ 9時00分
和歌山県橋本市隅田町河瀬４２９

～ (2) 9時00分～13時30分4

学校食堂補助 （賃金形態） 月給 制 株式会社　西岡酒店

フルタイム 正社員 200,000 円

その他社会福祉専門職

不問 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） （従業員数 20人 ） 30070- 3352281

フルタイム 正社員以外 203,000 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

157,600 円 (1) 9時00分～18時00分 普通自動車免許ＡＴ
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字笠
田東４８７－１～ 介護福祉士

30070- 3350781

3

児童発達管理責任者 （賃金形態） 月給 制 有限会社　フリーポケット 変形（１年単位） 雇用・労災・健康・厚生

（就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

不問 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (月額換算） （従業員数 20人 ）

雇用・労災・健康・厚生

144,320 円 (1) 9時00分～18時00分 普通自動車免許ＡＴ
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字笠
田東４８７－１～2

児童指導員 （賃金形態） 時給 制 有限会社　フリーポケット

フルタイム 正社員以外 149,600 円

不問 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (月額換算） （従業員数 20人 ） 30070- 3348681

フルタイム 正社員以外 149,600 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

円 (1) 9時00分～18時00分 普通自動車免許ＡＴ
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字笠
田東４８７－１～

求人番号

1

生活支援員 （賃金形態） 時給 制 有限会社　フリーポケット 雇用・労災・健康・厚生

144,320

就業時間

加入保険

求人区分 雇用形態
賃金額

所在地 必要な免許資格

募集年齢 雇用期間 就業場所/従業員数

№

職種名 賃金形態 事業所名

   ＊賃金は基本給等の月額表示です。 

 ＊応募には必ずハローワークが発行する「紹介状」が必要です。 



求人番号

就業時間

加入保険

求人区分 雇用形態
賃金額

所在地 必要な免許資格

募集年齢 雇用期間 就業場所/従業員数

№

職種名 賃金形態 事業所名

   ＊賃金は基本給等の月額表示です。 

 ＊応募には必ずハローワークが発行する「紹介状」が必要です。 

30070- 3308981

（就業場所） 和歌山県橋本市

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 0人 ）

雇用・労災

180,000 円 (1) 8時30分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ
和歌山県橋本市賢堂１０２７―２

～20

営業 （賃金形態） 月給 制 エコ住器サービス

フルタイム 正社員 250,000 円

59歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 4人 ） 30070- 3307681

フルタイム 正社員 220,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

170,000 円 (1)10時00分～19時00分
和歌山県橋本市高野口町伏原１２
９番地１～

30070- 3305081

19

販売員 （賃金形態） 月給 制 メガネ館ヤマナカ株式会社　ＦＣ
眼鏡市場　橋本高野口店

雇用・労災・健康・厚生

（就業場所） 和歌山県橋本市

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 149人 ）

変形（１年単位） 雇用・労災・健康・厚生

170,500 円 (1) 8時10分～17時10分 普通自動車免許一種
和歌山県橋本市神野々４９２

～18

プリントスタッフ＜幹部候補
＞
【　急　募　】

（賃金形態） 月給 制 原田織物　株式会社　神野々工場

フルタイム 正社員 170,500 円

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 25人 ） 30070- 3304181

フルタイム 正社員 230,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

180,000 円 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ
和歌山県橋本市高野口町伏原９１
３－２～

30070- 3331981

17

警備業務・管理業務 （賃金形態） 月給 制 エヌ・エム・エス　株式会社 変形（１ヶ月単位） 雇用・労災・健康・厚生

（就業場所） 和歌山県橋本市

64歳以下 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 39人 ）

雇用・労災・健康・厚生・財形

142,800 円 (1) 8時00分～16時30分 普通自動車免許一種
和歌山県橋本市神野々９８４－１

～16

タクシー乗務員（養成員） （賃金形態） 日給 制 大阪第一交通　株式会社　橋本営
業所

フルタイム 正社員 142,800 円

64歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 39人 ） 30070- 3330681

フルタイム 正社員 142,500 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

142,500 円 (1)16時00分～ 3時00分 普通自動車免許二種
和歌山県橋本市神野々９８４－１

～

又は 7時00分～17時00分の間の7時間程度 30070- 3326781

15

タクシー乗務員（夜間） （賃金形態） 月給 制 大阪第一交通　株式会社　橋本営
業所

変形（１ヶ月単位） 雇用・労災・健康・厚生・財形

（就業場所） 和歌山県橋本市

不問 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 12人 ）

雇用・労災・健康・厚生

137,153 円 普通自動車免許二種
和歌山県橋本市東家４－１－６

～14

タクシー運転手（女性専用求
人；均等法第８条）

（賃金形態） その他 制 橋本タクシー　株式会社

フルタイム 正社員 137,153 円

不問 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 12人 ） 30070- 3325481

フルタイム 正社員 137,153 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

137,153 円 (1) 7時00分～15時00分 普通自動車免許二種
和歌山県橋本市東家４－１－６

～ (2)16時00分～ 0時00分

30070- 3323981

13

タクシー運転手 （賃金形態） その他 制 橋本タクシー　株式会社 雇用・労災・健康・厚生

（就業場所） 和歌山県橋本市

不問 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） (月額換算） （従業員数 87人 ）

変形（１年単位） 雇用・労災・健康・厚生

139,530 円 (1) 8時00分～17時00分
和歌山県橋本市妻３丁目６－３

～12

高級位牌の組立 （賃金形態） 時給 制 匠工房　株式会社　松谷佛具店

フルタイム 正社員以外 139,530 円

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 46人 ） 30070- 3318481

フルタイム 正社員 210,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

160,000 円 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種
和歌山県橋本市恋野１５２９番地

～11

キノコ用の土の充填と廃土作
業

（賃金形態） 月給 制 株式会社　恋野マッシュルーム 雇用・労災・健康・厚生



求人番号

就業時間

加入保険

求人区分 雇用形態
賃金額

所在地 必要な免許資格

募集年齢 雇用期間 就業場所/従業員数

№

職種名 賃金形態 事業所名

   ＊賃金は基本給等の月額表示です。 

 ＊応募には必ずハローワークが発行する「紹介状」が必要です。 

35歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 3人 ） 30070- 3317581

フルタイム 正社員 310,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

198,000 円 (1) 9時00分～17時45分 普通自動車免許ＡＴ
和歌山県橋本市紀見ケ丘三丁目１
５－３～

30070- 3315681

25

技術職員 （賃金形態） 月給 制 株式会社　公共補償設計 雇用・労災・健康・厚生

（就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

不問 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） (月額換算） （従業員数 69人 ）

変形（１年単位） 雇用・労災・健康・厚生

143,500 円 (1) 8時30分～17時20分
和歌山県伊都郡かつらぎ町東渋田
６２６－１～24

製造作業員（軽作業） （賃金形態） 日給 制 タカラスタンダード　株式会社
和歌山工場

フルタイム 正社員以外 143,500 円

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 11人 ） 30070- 3314381

フルタイム 正社員 170,700 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

150,000 円 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ
和歌山県橋本市岸上５６３－１

～

30070- 3313081

23

事務職（本社）※正社員※ （賃金形態） 月給 制 株式会社　はるす 雇用・労災・健康・厚生

（就業場所） 和歌山県橋本市

18歳以上 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 34人 ）

交替制あり 雇用・労災・健康・厚生

151,200 円 (1) 8時00分～17時00分
和歌山県橋本市紀ノ光台１－１－
１１～ (2)20時00分～ 5時00分22

自動車部品の製造工　《急
募》

（賃金形態） 時給 制 北辰精工　株式会社

フルタイム 正社員 178,080 円

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 0人 ） 30070- 3309581

フルタイム 正社員 250,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

180,000 円 (1) 8時00分～16時30分 普通自動車免許ＡＴ
和歌山県橋本市賢堂１０２７―２

～21

設備・工事 （賃金形態） 月給 制 エコ住器サービス 雇用・労災



又は 8時00分～14時00分の間の4時間程度 30070- 3345181

（就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

不問 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） （従業員数 9人 ）

労災

900 円 普通自動車免許ＡＴ
和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田中
１１２－１～10

配達ドライバー （賃金形態） 時給 制株式会社　アン・リンク

パート パート労働者 900 円

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 8人 ） 又は 8時30分～17時30分の間の4時間以上 30070- 3344281

パート パート労働者 880 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

840 円
和歌山県橋本市神野々１１３３－
１～

30070- 3343881

9

工場内における軽作業 （賃金形態） 時給 制大和化成株式会社　橋本工場 労災

（就業場所） 和歌山県橋本市

不問 雇用期間の定めなし (時間額換算） （従業員数 21人 ）

雇用・労災

1,714 円 (1)21時00分～ 9時00分 ホームヘルパー２級
和歌山県橋本市古佐田１丁目３－
１７～ 介護職員初任者研修8

介護職 （賃金形態） 日給 制株式会社　仁昌堂

パート パート労働者 1,714 円

不問 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） （従業員数 10人 ） 30070- 3340581

パート パート労働者 850 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

850 円 (1) 7時45分～17時00分
和歌山県橋本市隅田町上兵庫２３
０～ (2)10時00分～19時15分

30070- 3339381

7

販売業務及びレジ係 （賃金形態） 時給 制株式会社ベッセル　グリーンホー
ムセンター　橋本店

雇用・労災・健康・厚生

（就業場所） 和歌山県橋本市

不問 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） （従業員数 43人 ）

労災

1,000 円 (1) 7時00分～10時00分 保育士
和歌山県橋本市城山台１－１７－
４～6

保育教諭 （賃金形態） 時給 制社会福祉法人　泉新会　認定こど
も園　輝きの森学園

パート パート労働者 1,000 円

不問 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） （従業員数 16人 ） 又は 8時30分～17時15分の間の7時間以上 30070- 3357981

パート パート労働者 900 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

900 円 普通自動車免許一種
和歌山県橋本市清水５４３－１

～

30070- 3356681

5

施設維持管理業務（普通作業
員）

（賃金形態） 時給 制公益財団法人　橋本市文化スポー
ツ振興公社

雇用・労災

（就業場所） 和歌山県橋本市

不問 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） （従業員数 3人 ）

労災

803 円 (1)15時00分～22時00分
和歌山県橋本市高野口町伏原９１
３－２～4

清掃業務（橋本駅） （賃金形態） 時給 制エヌ・エム・エス　株式会社

パート パート労働者 810 円

不問 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） （従業員数 5人 ） 30070- 3354081

パート パート労働者 810 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡高野町

803 円 (1) 9時00分～18時00分
和歌山県橋本市高野口町伏原９１
３－２～

30070- 3351881

3

清掃業務（極楽橋駅）
≪　急　募　≫

（賃金形態） 時給 制エヌ・エム・エス　株式会社 労災

（就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町 (3)14時00分～18時00分

不問 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） （従業員数 20人 ）

雇用・労災・健康・厚生

820 円 (1) 9時00分～18時00分 普通自動車免許ＡＴ
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字笠
田東４８７－１～ (2)13時00分～18時00分2

児童指導員 （賃金形態） 時給 制有限会社　フリーポケット

パート パート労働者 850 円

(3)10時00分～16時00分

不問 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） （従業員数 20人 ） 30070- 3349981

パート パート労働者 850 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

円 (1) 9時00分～18時00分 普通自動車免許ＡＴ
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字笠
田東４８７－１～ (2) 9時00分～15時00分

求人番号

1

生活支援員 （賃金形態） 時給 制有限会社　フリーポケット 雇用・労災・健康・厚生

820

就業時間

加入保険

求人区分 雇用形態
賃金額

所在地 必要な免許資格

募集年齢 雇用期間 就業場所/従業員数

№

職種名 賃金形態 事業所名

＊賃金額は基本給等の時間額表示です。 

  ＊応募には必ずハローワークが発行する「紹介状」が必要です。 



求人番号

就業時間

加入保険

求人区分 雇用形態
賃金額

所在地 必要な免許資格

募集年齢 雇用期間 就業場所/従業員数

№

職種名 賃金形態 事業所名

＊賃金額は基本給等の時間額表示です。 

  ＊応募には必ずハローワークが発行する「紹介状」が必要です。 

30070- 3324581

（就業場所） 和歌山県橋本市

不問 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） （従業員数 87人 ）

雇用・労災・健康・厚生

810 円 (1) 9時00分～15時00分
和歌山県橋本市妻３丁目６－３

～ (2) 9時00分～16時00分20

高級位牌の組立 （賃金形態） 時給 制匠工房　株式会社　松谷佛具店

パート パート労働者 810 円

不問 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） （従業員数 200人 ） 30070- 3322681

パート パート労働者 820 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

820 円 (1) 7時30分～11時30分
和歌山県橋本市妻２丁目２番２５
号～

又は13時00分～18時00分の間の4時間程度 30070- 3321381

19

水産（寿司） （賃金形態） 時給 制株式会社オークワ
スーパーセンターオークワ橋本店

雇用・労災・健康・厚生

（就業場所） 和歌山県橋本市

18歳以上 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） （従業員数 200人 ）

雇用・労災・健康・厚生

820 円
和歌山県橋本市妻２丁目２番２５
号～18

１００円均一ショップ店員 （賃金形態） 時給 制株式会社オークワ
スーパーセンターオークワ橋本店

パート パート労働者 1,000 円

不問 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） （従業員数 200人 ） 30070- 3320081

パート パート労働者 1,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

1,000 円 (1)17時00分～21時00分
和歌山県橋本市妻２丁目２番２５
号～ (2)13時00分～17時00分

30070- 3319781

17

レジ業務 （賃金形態） 時給 制株式会社オークワ
スーパーセンターオークワ橋本店

雇用・労災・健康・厚生

（就業場所） 和歌山県橋本市 (3)17時30分～20時30分

不問 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） （従業員数 3人 ）

労災

1,250 円 (1)10時30分～13時30分 大型自動車免許二種
和歌山県橋本市柏原８０－１

～ (2)12時30分～15時30分16

マイクロバスでの送迎 （賃金形態） 時給 制有限会社　トラフィック橋本

パート パート労働者 1,500 円

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 24人 ） 30070- 3337181

パート パート労働者 803 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

803 円 (1)15時00分～19時00分
和歌山県橋本市橋谷３２５

～

30070- 3336281

15

調理員＜急募＞ （賃金形態） 時給 制社会福祉法人　紀北和楽会　児童
養護施設　六地学園

雇用・労災

（就業場所） 和歌山県伊都郡高野町 (3)14時30分～19時00分

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 11人 ）

雇用・労災・健康・厚生

850 円 (1) 7時00分～ 8時30分
和歌山県伊都郡高野町高野山３７
０～ (2)10時00分～12時00分14

調理補助者＜急募＞ （賃金形態） 時給 制天徳院

パート パート労働者 1,063 円

(3)14時30分～19時00分

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 11人 ） 30070- 3335881

パート パート労働者 1,063 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡高野町

850 円 (1) 7時00分～ 8時30分
和歌山県伊都郡高野町高野山３７
０～ (2)10時00分～12時00分

又は 6時00分～ 0時00分の間の4時間以上 30070- 3332581

13

寺務・接客＜急募＞ （賃金形態） 時給 制天徳院 雇用・労災・健康・厚生

（就業場所） 和歌山県橋本市

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 30人 ）

労災

830 円
和歌山県橋本市神野々字西竹鼻５
１４－１～12

カフェ（ホール及びキッチン
スタッフ）

（賃金形態） 時給 制ＨａｐｐｙＨｅａｒｔ　株式会社
（珈琲所　コメダ珈琲店　和歌山
橋本店）

パート パート労働者 1,050 円

(3) 9時00分～18時00分

不問 雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） （従業員数 6人 ） 30070- 3346081

パート パート労働者 900 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

810 円 (1) 9時00分～13時00分
和歌山県橋本市東家６丁目１－２
０～ (2) 9時00分～17時00分11

受付・医療事務 （賃金形態） 時給 制株式会社　紀北調剤薬局 雇用・労災



求人番号

就業時間

加入保険

求人区分 雇用形態
賃金額

所在地 必要な免許資格

募集年齢 雇用期間 就業場所/従業員数

№

職種名 賃金形態 事業所名

＊賃金額は基本給等の時間額表示です。 

  ＊応募には必ずハローワークが発行する「紹介状」が必要です。 

普通自動車免許ＡＴ

不問 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） （従業員数 10人 ） 又は 8時00分～18時00分の間の1時間以上 30070- 3316981

パート パート労働者 2,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

1,200 円 ホームヘルパー２級
和歌山県橋本市野１８０－３　松
長マンション弐番館３０３～ 介護職員初任者研修

30070- 3312181

27

ホームヘルパー （賃金形態） 時給 制一般社団法人　エリゼウェル 労災

（就業場所） 和歌山県橋本市

不問 雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） （従業員数 7人 ）

労災

850 円 (1)10時00分～15時00分
和歌山県橋本市小原田５６７－１

～ (2)10時00分～13時00分26

店舗作業全般スタッフ （賃金形態） 時給 制株式会社西松屋チェーン　和歌山
橋本インター店

パート パート労働者 900 円

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 3人 ） 又は 9時30分～19時00分の間の5時間以上 30070- 3311281

パート パート労働者 900 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

820 円 (1) 9時30分～16時00分
和歌山県橋本市市脇４丁目１０－
２５～ (2)13時00分～19時00分

30070- 3310881

25

写真スタジオでの撮影に関す
る仕事と衣装レンタル

（賃金形態） 時給 制プルミエールブリエ　橋本店 交替制あり 雇用・労災

（就業場所） 和歌山県橋本市

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 30人 ）

労災

1,200 円 (1) 9時00分～16時00分 看護師
和歌山県橋本市隅田町下兵庫５１
４－３～ 准看護師24

看護師 （賃金形態） 時給 制株式会社ＫＮＣ企画　ひまわり福
祉サービス　橋本事業所

パート パート労働者 1,500 円

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 5人 ） 30070- 3306381

パート パート労働者 900 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

810 円 (1)14時00分～17時00分
橋本市高野口町名倉２５１－１

～ (2)14時00分～16時00分

又は 9時00分～17時00分の間の4時間以上 30070- 3303281

23

品出し・パック詰め （賃金形態） 時給 制肉家　雅屋 労災

（就業場所） 和歌山県橋本市

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 3人 ）

雇用・労災

1,200 円 歯科衛生士
和歌山県橋本市あやの台一丁目４
４－３～ 普通自動車免許ＡＴ22

歯科衛生士 （賃金形態） 時給 制ＣＵＲＥ　ｄｅｎｔａｌ　ｏｆｆ
ｉｃｅ

パート パート労働者 1,500 円

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 8人 ） 又は 8時00分～17時00分の間の4時間以上 30070- 3328281

パート パート労働者 805 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

805 円
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字佐
野９７８～21

ロープ製造　 （賃金形態） 時給 制株式会社　岡井商店 雇用・労災・健康・厚生



ハローワーク橋本では、仕事をお探し中の皆様を対象として、専門の講師を

招いて就職支援セミナーを実施しています、受講料、テキスト代は無料です。 

 
Ａ 就職活動スタートセミナー 

 
 就職活動の準備と心構え、進

め方を学びます。応募にあたっ

ての準備として、就業経験や個

性の自己分析などを行います。 
  

 

 
≪開催日≫ 

 

Ｂ １１月  １２日（月） 

     13:30～1５:30 

Ｃ １１月    ２６ 日（月） 

     13:30～1６:30 

Ａ １２月    １０日（月） 

     13:30～1５:30 

 
Ｂ 書類選考対策セミナー 

 

 履歴書や職務経歴書等の応募

書類の作成方法を学びます。事

前に作成した履歴書・職務経歴

書をお持ちいただけると添削が

スムースに受けられます。 

 
Ｃ 面接対策セミナー 

 
 面接の基礎知識と全体の流れ

を学びます。ロールプレイ（模

擬面接）も交えた実践的なセミ

ナーです。 

雇用保険認定の｢求職活動」に該当します。積極的に参加いただき、 

求職活動にお役立てください。このセミナーは予約制です。 

定員になり次第締め切りとさせていただきます。 

※お申込み、お問い合わせは ハローワーク橋本 職業相談窓口 

                 （電話）0736-33-8609 まで。 



ハローワーク橋本 

  

開催場所：ハローワーク橋本 

           ３階会議室 

【株式会社 東研サーモテック】 
①１１月１４日（水）説明会 9：00～、10：00～ 

②１１月２８日（水）面接会 9：00、9：45、10：30 

③１１月３０日（金）説明会 9：00～、10：00～、11：00～ 

          面接会 13：00から１時間毎 

④１２月 ４日（火）面接会 9：00、9：45、10：30 

⑤１２月 ６日（木）説明会 9：00～、10：00～、11：00～ 

          面接会 13：00から１時間毎 

 ※面接会のみ要予約、説明会自由参加 

 職種：製造技術職  求人番号：３００７０－３１６３９８１ 

【大阪第一交通株式会社】職種：タクシー乗務員・養成員 

＜会社説明会＞（予約不要） ◆開催時間中入室自由 

   ●橋本営業所 日程：１１月１３日（火）／１１月２１日（水） 

           時間： ９：３０～１１：３０ 

      求人番号：30070-2670481 他４件 

 ●河内長野営業所 日時：１１月２９日（木）１３：３０～１５：３０ 

      求人番号：27160-5825981 （他６件） 

        
＊ご不明な点、ご質問等はハローワーク橋本までお気軽にご連絡下さい。 

     ハローワーク橋本  ＴＥＬ：０７３６－３３－８６０９ 

 【タイミングプーリ・ジャパン 有限会社】 
    ＜個別面接会＞ １１月１９日（月）１３：３０から３０分毎 

     求人番号：３００７０－２７１９８８１ ※要予約 

 【水落工業 株式会社】 
    ＜個別面接会＞ １１月２９日（木） ９：３０から３０分毎 

    求人番号：３００７０－３０３７７８１ ※要予約 


