
ハローワーク橋本
(０７３６－３３－８６０９

　
お気軽に

職業相談窓口まで！

第１０４３号 令和４年７月２５日発行

※次回発行日 ８月１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＞
◆７月１５日～７月２１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、求人内容が変更さ
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- 2028621

（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 2人 ）

雇用・労災・健康・厚生

175,000 円 (1)9時00分～18時00分
和歌山県橋本市東家１丁目２－２
４～10

事務及び店頭販売（正社員）
≪急募≫

（賃金形態） 月給 制関西エアーサービス　株式会社

（フルタイム） 正社員 250,000 円

59歳以下 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 87人 ） 30070- 2040221

（フルタイム） 正社員 204,600 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

153,450 円 (1)8時10分～17時10分
和歌山県橋本市高野口町名古曽８
２１－６～

30070- 2033521

9

事務職　≪急募≫ （賃金形態） 時給 制原田織物　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

59歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 29人 ）

変形（1年単位） 雇用・労災・健康・厚生

175,000 円 (1)8時00分～17時00分
和歌山県橋本市高野口町伏原６２
５～8

営業職 （賃金形態） 月給 制寺本パイル織物　株式会社

（フルタイム） 正社員 175,000 円

59歳以下 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 7人 ） 30070- 2032221

（フルタイム） 正社員 229,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

183,200 円 (1)8時30分～18時00分
和歌山県橋本市隅田町河瀬２０９
－１～

28050-16374721

7

総合職 （賃金形態） 日給 制森脇石油　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 4人 ）

交替制あり 雇用・労災・健康・厚生

158,112 円 (1)10時00分～19時00分
兵庫県姫路市飾磨区三宅１－１３
８～6

（契約）販売（和歌山県橋本
市）和歌山橋本店

（賃金形態） 時給 制株式会社　パリミキ（メガネの三
城　パリミキ）

（フルタイム） 正社員以外 158,112 円

35歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 7人 ） 30070- 2042421

（フルタイム） 正社員 180,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

180,000 円 (1)8時30分～17時30分
和歌山県橋本市東家６丁目５－２
２～

30070- 2055021

5

事務員 （賃金形態） 月給 制日本建機教習所　株式会社 雇用・労災・健康・厚生

（就業場所） 和歌山県伊都郡高野町

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (月額換算） （従業員数 9人 ）

雇用・労災・健康・厚生

188,320 円 (1)6時00分～18時00分
和歌山県伊都郡高野町高野山４５
５～4

台所スタッフ（短期） （賃金形態） 日給 制持明院

（フルタイム） 正社員以外 188,320 円

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (月額換算） （従業員数 9人 ） 30070- 2054121

（フルタイム） 正社員以外 188,320 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡高野町

188,320 円 (1)6時00分～18時00分
和歌山県伊都郡高野町高野山４５
５～

30070- 2051321

3

配膳・洗い物係（短期） （賃金形態） 日給 制持明院 雇用・労災・健康・厚生

（就業場所） 和歌山県伊都郡高野町

59歳以下 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 9人 ）

雇用・労災・健康・厚生

188,320 円 (1)6時00分～18時00分
和歌山県伊都郡高野町高野山４５
５～ (2)6時30分～18時00分2

台所スタッフ （賃金形態） 日給 制持明院

（フルタイム） 正社員 188,320 円

59歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 7人 ） 30070- 2048721

（フルタイム） 正社員 421,800 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

円 (1)8時30分～17時30分
和歌山県橋本市市脇１－４－３

～

求人番号

1

税理士補助業務 （賃金形態） 月給 制税理士法人　タックス関西　橋本
事務所

雇用・労災・健康・厚生

271,800

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 雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (月額換算） （従業員数 2人 ） 30070- 2029921

（フルタイム） 正社員以外 186,560 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

166,208 円 (1)9時00分～18時00分
和歌山県橋本市東家１丁目２－２
４～11

事務及び店頭販売　≪急募≫ （賃金形態） 時給 制関西エアーサービス　株式会社 雇用・労災・健康・厚生



30070- 2038121

（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 17人 ）

雇用・労災

920 円 (1)9時00分～15時00分
和歌山県橋本市紀ノ光台三丁目１
－３１～10

工場内軽作業【急募】 （賃金形態） 時給 制タイミングプーリ・ジャパン　有
限会社

（パートタイム） パート労働者 920 円

(3)9時30分～10時30分

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 94人 ） 30070- 2037921

（パートタイム） パート労働者 860 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

860 円 (1)5時00分～6時00分
和歌山県伊都郡かつらぎ町妙寺１
８４７－４２～ (2)9時00分～10時00分

30070- 2034421

9

送迎運転手（介護スタッフの
送迎）≪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

交替制あり 労災

（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 29人 ）

雇用・労災

859 円 (1)8時00分～16時30分
和歌山県橋本市高野口町伏原６２
５～ (2)8時30分～17時00分8

製造補助 （賃金形態） 時給 制寺本パイル織物　株式会社

（パートタイム） パート労働者 870 円

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） (時間額換算） （従業員数 200人 ） 30070- 2045921

（パートタイム） パート労働者 933 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

933 円 (1)8時30分～17時00分
和歌山県橋本市東家１－１－１

～

30070- 2044621

7

事務員（いきいき健康課　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） 和歌山県橋本市 (3)12時30分～17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 労災

1,000 円 (1)8時30分～12時30分
和歌山県橋本市高野口町伏原１０
１１　伊藤クリニック２階～ (2)8時30分～17時30分6

介護職員 （賃金形態） 時給 制合同会社　Ｂｅｅ

（パートタイム） パート労働者 1,100 円

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 12人 ） 又は9時00分～16時00分の間の5時間程度 30070- 2041521

（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)9時00分～14時00分
和歌山県橋本市市脇１－５－１

～

又は8時00分～20時00分の間の4時間以上 30070- 2039021

5

一般事務 （賃金形態） 時給 制有限会社　ワンラヴ 交替制あり 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 11人 ）

交替制あり 雇用・労災・健康・厚生

900 円
和歌山県伊都郡かつらぎ町丁ノ町
２４７０－１～4

アンテナショップ販売員 （賃金形態） 時給 制かつらぎ町商工会

（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 2人 ） 又は9時00分～18時00分の間の5時間以上 30070- 2056721

（パートタイム） パート労働者 1,200 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

859 円
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字丁
ノ町２５３０－１７地村第２ビル
１０１

～

30070- 2053921

3

一般事務 （賃金形態） 時給 制ＨＳ不動産 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 14人 ）

雇用・労災

1,000 円 (1)8時00分～13時00分
和歌山県橋本市吉原８５－６

～2

一般廃棄物収集運搬　≪急募
≫

（賃金形態） 時給 制株式会社　田中組

（パートタイム） 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 73人 ） 30070- 2052621

（パートタイム） パート労働者 990 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

円 (1)8時30分～17時00分
和歌山県橋本市清水５４３－１

～

求人番号

1

施設維持管理業務（普通作業
員）≪急募≫

（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

990

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- 2031821

（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 12人 ）

交替制あり 労災

1,450 円 (1)8時30分～13時00分 看護師
和歌山県橋本市東家４丁目２－４

～ (2)15時30分～19時00分 准看護師12

看護師・准看護師 （賃金形態） 時給 制谷内クリニック

（パートタイム） パート労働者 1,600 円

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 2人 ） 又は9時00分～18時00分の間の5時間以上 30070- 2030721

（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

980 円 (1)9時00分～18時00分
和歌山県橋本市東家１丁目２－２
４～11

事務及び店頭販売　≪急募≫ （賃金形態） 時給 制関西エアーサービス　株式会社 雇用・労災



お問い合わせは、お気軽にハローワークへ！

厚生労働省・和歌山労働局・ハローワーク

再就職、スキルアップを目指す皆さまへ

和歌山 ハロトレ

７月はハロートレーニング周知強化月間です！

パソコンパソコン WEBデザイン 電気工事

医療事務 介護 CAD ..など

希望する就職に向けて必要な技能・知識が習得できる訓練です。


