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おしごと探し応援隊長 わく丸くん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   応募はお早めに！ 

 

ハローワーク橋本 

                           0736 -33 -8609 

◇ハローワークでは、いわゆる就職氷河期に正社員雇用の機会に恵まれなかった方（概ね

35歳以上 54歳以下の方）に対する支援を積極的に推進しています。 

今回、上記に該当する方の採用に意欲的な求人を集めました。 

 
 

令和３年 ８月 ２０日発行 

  

 



 

 

 

○「応募したい」、「ここを聞いてみたい」という方は、 

ハローワーク橋本職業相談窓口へご相談ください。 

 

○応募連絡時に募集が締め切られている場合もあ 

ります。 

あらかじめご了承ください。 

 

    ○ハローワークでは以下のサービスも実施しています 

     ので、お気軽に職業相談窓口にお尋ねください。 

     ・公的職業訓練の情報提供・受講あっせん 

     ・就職支援セミナーの開催 

     ・企業説明会、就職面接会の開催 

     ・職場実習、体験の実施 
 

 

 

 

 

 



賃金額の表示は基本給等の月額表示です。詳しい内容を確認されたい方、面接を希望される方はハローワークの職業相談窓口
へお問い合わせ下さい。面接にはハローワークが発行する「紹介状」が必要です。又、ハローワークでは随時求人事業者への
職業紹介業務を行っており、この情報誌の作成後に取り消しとなる求人もございますのでご了承下さい。

59歳以下 雇用期間の定めなし （月額換算） （従業員数 87人 ） 30070- 1343211

（フルタイム） 正社員 204,600 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

141,686 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- 1604311

9

ミシンスタッフ　≪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 149人 ）

8

ニット編みスタッフ＜幹部候
補＞【　急　募　】

（フルタイム） 正社員 170,500 円

変形（1年単位） 雇用・労災・健康・厚生

153,450 円 (1)8時10分～17時10分
和歌山県橋本市神野々４９２

～

（賃金形態） 月給 制原田織物　株式会社　神野々工場

59歳以下 雇用期間の定めなし （月額換算） （従業員数 149人 ） 30070- 1603011

（フルタイム） 正社員 170,500 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

141,685 円 (1)8時10分～17時10分
和歌山県橋本市神野々４９２

～

30070- 1601511

7

ニット整経作業スタッフ （賃金形態） 時給 制原田織物　株式会社　神野々工場 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 （月額換算） （従業員数 87人 ）

6

検品スタッフ　≪急募≫

（フルタイム） 正社員 153,450 円

雇用・労災・健康・厚生

141,686 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～

（賃金形態） 時給 制原田織物　株式会社

35歳～54歳 雇用期間の定めなし （従業員数 23人 ） 30070- 1580011

（フルタイム） 正社員 200,000 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

163,000 円 (1)8時15分～17時00分
和歌山県伊都郡かつらぎ町兄井９
４番１号～

30070- 1726611

5

ＮＣ旋盤オペレーター及び作
業者【氷河期世代限定求人】

（賃金形態） 月給 制株式会社　大成トーツー　かつら
ぎ工場

雇用・労災・健康・厚生

（就業場所） 和歌山県橋本市 (3)11時00分～1時00分

64歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 34人 ）

4

タクシー乗務員

（フルタイム） 正社員 180,000 円

変形（1ヶ月単位） 雇用・労災・健康・厚生・財形

142,500 円 (1)7時00分～17時00分
和歌山県橋本市神野々９８４－１

～ (2)7時00分～23時00分

（賃金形態） 月給 制大阪第一交通　株式会社　橋本営
業所

64歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 34人 ） 30070- 1725311

（フルタイム） 正社員 180,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

142,500 円 (1)7時00分～17時00分
和歌山県橋本市神野々９８４－１

～

30070- 1886411

3

タクシー乗務員（女性専用求
人：均等法第８条）

（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

59歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 87人 ）

2

生産管理スタッフ　≪急募≫

（フルタイム） 正社員 204,600 円

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
和歌山県橋本市高野口町名古曽８
２１－６～

（賃金形態） 月給 制原田織物　株式会社

59歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 149人 ） 30070- 1885511

（フルタイム） 正社員 204,600 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

円 (1)8時10分～17時10分
和歌山県橋本市神野々４９２

～

求人番号

1

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 変形（1年単位） 雇用・労災・健康・厚生

170,500

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

令和３年８月２０日 発行

ハローワーク橋本（橋本公共職業安定所）

ＴＥＬ ０７３６－３３－８６０９



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

令和３年８月２０日 発行

ハローワーク橋本（橋本公共職業安定所）

ＴＥＬ ０７３６－３３－８６０９

賃金額の表示は基本給等の月額表示です。詳しい内容を確認されたい方、面接を希望される方はハローワークの職業相談窓口
へお問い合わせ下さい。面接にはハローワークが発行する「紹介状」が必要です。又、ハローワークでは随時求人事業者への
職業紹介業務を行っており、この情報誌の作成後に取り消しとなる求人もございますのでご了承下さい。

59歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 87人 ） 30070- 1344511

（フルタイム） 正社員 204,600 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

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
２１－６～10

生産・配達スタッフ　≪急募
≫

（賃金形態） 月給 制原田織物　株式会社 変形（1年単位） 雇用・労災・健康・厚生

170,500


