
ハローワーク橋本
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お気軽に

職業相談窓口まで！

第１０１６号 令和４年１月１１日発行

※次回発行日 １月１７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⇒就職・仕事⇒雇用・就職支援情報について⇒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＞
◆１２月２４日～１月６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-   65421

（就業場所） 和歌山県橋本市

64歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 20人 ）

雇用・労災・健康・厚生

147,000 円 (1)8時30分～17時30分
和歌山県橋本市高野口町伏原５３
－６～10

事務員 （賃金形態） 月給 制株式会社　ＯＢＭ

（フルタイム） 正社員 170,000 円

(3)11時00分～20時00分

64歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 12人 ） 27120-  100421

（フルタイム） 正社員 200,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

190,000 円 (1)6時30分～15時30分 栄養士
大阪府藤井寺市川北３丁目４－２
３～ (2)9時00分～18時00分

27120-   97321

9

栄養士（和歌山県　メディケ
アはしもと）

（賃金形態） 月給 制柏原マルタマフーズ　株式会社 変形（1年単位） 雇用・労災・健康・厚生

（就業場所） 和歌山県橋本市 (3)11時00分～20時00分

64歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 12人 ）

変形（1年単位） 雇用・労災・健康・厚生

210,000 円 (1)6時30分～15時30分 調理師
大阪府藤井寺市川北３丁目４－２
３～ (2)9時00分～18時00分8

調理師（和歌山県メディケア
はしもと）

（賃金形態） 月給 制柏原マルタマフーズ　株式会社

（フルタイム） 正社員 250,000 円

64歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 10人 ） 27120-   95521

（フルタイム） 正社員 250,000 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

210,000 円 (1)6時00分～15時00分 調理師
大阪府藤井寺市川北３丁目４－２
３～ (2)11時00分～20時00分

27120-   89321

7

調理師（和歌山県　アメニ
ティかつらぎ）

（賃金形態） 月給 制柏原マルタマフーズ　株式会社 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

64歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 10人 ）

変形（1年単位） 雇用・労災・健康・厚生

190,000 円 (1)8時00分～17時00分 栄養士
大阪府藤井寺市川北３丁目４－２
３～ (2)9時00分～18時00分 管理栄養士6

栄養士（和歌山県　アメニ
ティかつらぎ）

（賃金形態） 月給 制柏原マルタマフーズ　株式会社

（フルタイム） 正社員 200,000 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 3人 ） 30010-  224421

（フルタイム） 正社員以外 144,480 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

144,480 円 (1)9時00分～18時00分
和歌山県和歌山市栗栖７１

～

30070-  193521

5

販売員（橋本市） （賃金形態） 時給 制株式会社　アットホーム企画 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 （従業員数 11人 ）

交替制あり 雇用・労災・健康・厚生

200,000 円 (1)7時00分～16時00分 中型自動車免許
和歌山県橋本市小峰台２丁目１２
番地５９～ 大型自動車免許4

運転職（本社） （賃金形態） 月給 制株式会社　サザン

（フルタイム） 正社員 400,000 円

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 15人 ） 30070-  198121

（フルタイム） 正社員 150,000 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡九度山町

150,000 円 (1)8時00分～17時00分
和歌山県伊都郡九度山町大字九度
山５８９－４～

30070-  197921

3

中型車乗務運転手　≪急募≫ （賃金形態） 月給 制有限会社　丸隆運輸 雇用・労災・健康・厚生

（就業場所） 和歌山県伊都郡九度山町

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 15人 ）

雇用・労災・健康・厚生

150,000 円 (1)8時00分～17時00分 大型自動車免許
和歌山県伊都郡九度山町大字九度
山５８９－４～2

大型車乗務運転手　≪急募≫ （賃金形態） 月給 制有限会社　丸隆運輸

（フルタイム） 正社員 150,000 円

59歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 18人 ） 30070-  195321

（フルタイム） 正社員 230,000 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

円 (1)8時30分～17時00分
和歌山県伊都郡かつらぎ町丁ノ町
２４７０－１～ (2)12時00分～20時00分

求人番号

1

アンテナショップ職員 （賃金形態） 月給 制かつらぎ町商工会 交替制あり 雇用・労災・健康・厚生

170,000

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。

不問 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 4人 ） 30070- 3253311

（フルタイム） 正社員以外 163,400 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

154,800 円 (1)8時30分～18時00分
和歌山県橋本市高野口町伏原１７
４－１～ (2)8時30分～12時30分

30070- 3248111

19

歯科助手 （賃金形態） 時給 制石川歯科医院 雇用・労災・健康

（就業場所） 和歌山県橋本市 (3)16時30分～9時30分

18歳～64歳 雇用期間の定めなし （従業員数 24人 ）

変形（1ヶ月単位） 雇用・労災・健康・厚生

173,200 円 (1)8時30分～17時30分
和歌山県橋本市岸上５６３－１

～ (2)7時30分～16時30分18

介護付きホーム介護職員※正
社員※（橋本市）

（賃金形態） 月給 制株式会社　はるす

（フルタイム） 正社員 196,365 円

69歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 90人 ） 30070- 3243411

（フルタイム） 正社員 147,000 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡高野町

147,000 円 (1)8時30分～17時00分
和歌山県伊都郡高野町大字高野山
１３２～

30070- 3264111

17

調理及びその他業務 （賃金形態） 月給 制総本山金剛峯寺 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

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 3人 ）

雇用・労災・健康・厚生

250,000 円 (1)8時00分～17時00分 環境計量士
和歌山県橋本市高野口町名古曽２
１２－２～16

環境調査員 （賃金形態） 月給 制株式会社　レイワ調査研究所

（フルタイム） 正社員 300,000 円

(3)16時30分～9時30分

18歳～59歳 雇用期間の定めなし （従業員数 95人 ） 30070- 3263911

（フルタイム） 正社員 240,000 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

206,100 円 (1)9時00分～18時00分 看護師
和歌山県伊都郡かつらぎ町妙寺１
８４７－４２～ (2)7時30分～16時30分 准看護師

30070- 3262611

15

看護師（正・准）　≪急募≫ （賃金形態） 月給 制医療法人　志嗣会　介護老人保健
施設　アメニティかつらぎ

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

59歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 3人 ）

雇用・労災・健康・厚生

157,500 円 (1)9時00分～17時30分
和歌山県橋本市高野口町伏原１３
１８～14

ネットショップの運営管理
≪急募≫

（賃金形態） 月給 制株式会社　木下染工場

（フルタイム） 正社員 165,000 円

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） （従業員数 11人 ） 30070- 3261311

（フルタイム） 正社員以外 160,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

160,000 円 (1)8時30分～17時30分
和歌山県橋本市小峰台２丁目１２
番地５９～ (2)9時00分～18時00分

30070-   97521

13

総合事務職 （賃金形態） 月給 制株式会社　サザン 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 雇用期間の定めなし （従業員数 4人 ）

雇用・労災・健康・厚生

160,000 円 (1)8時30分～18時30分
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字笠
田東１９６－１～ (2)8時30分～12時30分12

歯科助手および受付　≪急募
≫

（賃金形態） 月給 制うちた歯科

（フルタイム） 正社員 200,000 円

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 4人 ） 30070-   86021

（フルタイム） 正社員 310,000 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

220,000 円 (1)8時30分～18時30分 歯科衛生士
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字笠
田東１９６－１～ (2)8時30分～12時30分11

歯科衛生士　≪急募≫ （賃金形態） 月給 制うちた歯科 雇用・労災・健康・厚生



30070-   81421

（就業場所） 和歌山県橋本市

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (時間額換算） （従業員数 1,400人 ）

雇用・公災・健康・厚生

924 円 (1)8時30分～17時00分
和歌山県橋本市東家１－１－１

～10

事務員（税務課）（会計年度
任用職員）

（賃金形態） 月給 制橋本市役所

（パートタイム） パート労働者 924 円

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 3人 ） 又は9時00分～19時00分の間の5時間程度 30010-  169421

（パートタイム） パート労働者 1,100 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

859 円
和歌山県和歌山市田屋２２７－１

～

又は7時45分～19時15分の間の4時間程度 29040-    1621

9

販売（スーパーセンターオー
クワ橋本店内）

（賃金形態） 時給 制有限会社　森花店 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ヶ月未満） （従業員数 5人 ）

交替制あり 労災

880 円
奈良県五條市住川町１４９０　テ
クノパーク・なら工業団地


～8

販売店員（はしもと店） （賃金形態） 時給 制株式会社　柿の葉すし本舗たなか

（パートタイム） パート労働者 880 円

(3)14時00分～19時00分

64歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 8人 ） 27120-   90121

（パートタイム） パート労働者 859 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

859 円 (1)8時00分～12時00分
大阪府藤井寺市川北３丁目４－２
３～ (2)9時00分～15時00分

又は9時20分～20時20分の間の7時間程度 08010-  270421

7

調理補助（和歌山県　アメニ
ティかつらぎ）

（賃金形態） 時給 制柏原マルタマフーズ　株式会社 雇用・労災

（就業場所） 和歌山県橋本市 (3)11時20分～18時40分

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） （従業員数 18人 ）

交替制あり 雇用・労災・健康・厚生

1,210 円 (1)9時50分～17時10分
茨城県水戸市桜川１－１－１

～ (2)10時20分～17時40分6

携帯・スマートフォン等の販
売スタッフ／橋本市

（賃金形態） 時給 制株式会社　関西ケーズデンキ

（パートタイム） パート労働者 1,210 円

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 95人 ） 30070-  122921

（パートタイム） パート労働者 860 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

860 円 (1)7時00分～11時00分
和歌山県橋本市神野々谷中垣内８
９８～ (2)7時00分～12時00分

又は9時00分～17時00分の間の7時間程度 30070-  202921

5

ランドキーパー（お風呂清掃
係）

（賃金形態） 時給 制天然温泉　ゆの里　（株式会社
重岡）

雇用・労災

（就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

59歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 45人 ）

雇用・労災

860 円 (1)9時00分～15時00分
和歌山県伊都郡かつらぎ町新田４
－１～4

経理事務補助スタッフ （賃金形態） 時給 制株式会社　ミモナ

（パートタイム） パート労働者 900 円

59歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 20人 ） 又は8時00分～22時00分の間の4時間以上 30070-  194421

（パートタイム） パート労働者 1,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

860 円 (1)9時00分～15時00分
和歌山県橋本市高野口町小田２９
１－１～

又は13時00分～18時00分の間の5時間程度 30010-  227921

3

調理補助 （賃金形態） 時給 制株式会社　味泉 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 ）

交替制あり 雇用・労災・健康・厚生

860 円 (1)9時00分～14時00分
和歌山県和歌山市栗栖７１

～2

販売員（橋本市） （賃金形態） 時給 制株式会社　アットホーム企画

（パートタイム） パート労働者 860 円

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） （従業員数 83人 ） 30010-  372321

（パートタイム） パート労働者 900 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

円 (1)9時00分～16時00分
和歌山県和歌山市小倉４１１－１
８～

求人番号

1

格納作業（橋本ＰＣ） （賃金形態） 時給 制株式会社　オプラスサービス 雇用・労災・健康・厚生

900

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- 3246611

（就業場所） 和歌山県橋本市

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (時間額換算） （従業員数 1,400人 ）

雇用・公災

924 円 (1)8時30分～17時00分
和歌山県橋本市東家１－１－１

～18

事務員（選挙管理委員会）
（会計年度任用職員）

（賃金形態） 月給 制橋本市役所

（パートタイム） パート労働者 924 円

59歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 95人 ） 又は9時00分～18時00分の間の3時間以上 30070- 3245311

（パートタイム） パート労働者 1,600 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

1,400 円 看護師
和歌山県伊都郡かつらぎ町妙寺１
８４７－４２～ 准看護師

30070- 3244011

17

看護師（正・准）（入所）
≪急募≫

（賃金形態） 時給 制医療法人　志嗣会　介護老人保健
施設　アメニティかつらぎ

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 146人 ）

労災

930 円 (1)9時00分～13時00分 介護職員初任者研修修了者
和歌山県橋本市高野口町大野１８
４４－１３３～16

入浴専門介護員 （賃金形態） 時給 制社会福祉法人　博寿会　特別養護
老人ホーム　さくら苑

（パートタイム） パート労働者 950 円

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 6人 ） 又は10時30分～19時30分の間の4時間以上 33010-40272411

（パートタイム） パート労働者 950 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

900 円
岡山県岡山市北区表町１丁目２－
３～

又は10時00分～17時00分の間の6時間程度 30070- 3257711
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販売スタッフ／はるやま和歌
山橋本店

（賃金形態） 時給 制はるやま商事株式会社 交替制あり 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 1,400人 ）

雇用・公災・健康・厚生

1,320 円 (1)9時00分～16時00分
和歌山県橋本市東家１－１－１

～14

消費生活相談員（会計年度任
用職員）

（賃金形態） 時給 制橋本市役所

（パートタイム） パート労働者 1,410 円

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (時間額換算） （従業員数 1,400人 ） 30070- 3256111

（パートタイム） パート労働者 924 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

924 円 (1)8時45分～17時15分
和歌山県橋本市東家１－１－１

～

又は9時00分～18時00分の間の3時間以上 30070- 3255911

13

事務員（市民課　会計年度任
用職員）

（賃金形態） 月給 制橋本市役所 雇用・公災

（就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 16人 ）

雇用・労災

880 円 (1)9時00分～16時00分
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字丁
ノ町２４６８番地～ (2)10時00分～17時00分12

商品管理・倉庫管理 （賃金形態） 時給 制株式会社　キーポイント

（パートタイム） パート労働者 950 円

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 3人 ） 30070- 3260011

（パートタイム） パート労働者 860 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

860 円 (1)10時00分～15時30分
和歌山県橋本市隅田町中島２６６
－１～11

（障）しいたけ栽培、しいた
け詰め

（賃金形態） 時給 制合同会社　あまいろ 雇用・労災


