
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９６７号 令和３年１月１８日発行

※次回発行日 １月２５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＞
◆１月８日～１月１４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-  202211

（就業場所） 和歌山県伊都郡高野町

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 14人 ）

雇用・労災・健康・厚生

200,000 円 (1)7時00分～19時00分 調理師
和歌山県伊都郡高野町大字高野山
３０３～ (2)8時00分～17時00分10

調理・炊事・配膳業務 （賃金形態） 月給 制遍照尊院

（フルタイム） 正社員 300,000 円

59歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 20人 ） 30070-  201811

（フルタイム） 正社員 198,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

198,000 円 (1)8時00分～17時00分
和歌山県橋本市橋谷７８１

～

30070-  199411

9

工場内スタッフ（正社員）≪
急募≫

（賃金形態） 月給 制キイライト研磨材　株式会社 雇用・労災・健康・厚生

（就業場所） 和歌山県伊都郡九度山町

40歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 40人 ）

雇用・労災・健康・厚生・財形

200,000 円 (1)9時00分～18時00分
和歌山県伊都郡九度山町大字入郷
３１０～8

組立、検査、出荷作業員 （賃金形態） 月給 制株式会社　東亜紀の川

（フルタイム） 正社員 250,000 円

40歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 40人 ） 30070-  198511

（フルタイム） 正社員 250,000 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡九度山町

200,000 円 (1)9時00分～18時00分
和歌山県伊都郡九度山町大字入郷
３１０～

30070-  210211

7

品質管理その他 （賃金形態） 月給 制株式会社　東亜紀の川 雇用・労災・健康・厚生・財形

（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 23人 ）

雇用・労災・健康・厚生

157,920 円 (1)8時00分～16時45分
和歌山県橋本市市脇５丁目４－２
２～ (2)8時30分～17時15分6

郵便物等の四輪車による配達
（かつらぎ局）

（賃金形態） 時給 制日本郵便株式会社　橋本郵便局

（フルタイム） 正社員以外 252,000 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 126人 ） 又は8時30分～17時15分の間の8時間程度 30070-  208911

（フルタイム） 正社員以外 252,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

157,920 円 原動機付自転車免許
和歌山県橋本市市脇５丁目４－２
２～ 自動二輪車免許

30070-  206311

5

郵便物等の二輪車による配達
（橋本局）

（賃金形態） 時給 制日本郵便株式会社　橋本郵便局 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 11人 ）

雇用・労災・健康・厚生

145,600 円 (1)8時30分～17時00分
和歌山県橋本市小峰台２丁目８番
地の１～4

事務職員 （賃金形態） 月給 制橋本市訪問看護ステーション

（フルタイム） 正社員以外 145,600 円

64歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 22人 ） 30070-  204411

（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-  203511

3

ＮＣ旋盤オペレーター及び作
業者

（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） 和歌山県伊都郡九度山町

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 6人 ）

雇用・労災・健康・厚生

250,000 円 (1)8時00分～17時00分 ２級土木施工管理技士
和歌山県伊都郡九度山町九度山６
６４－２～ 車両系建設機械（基礎工事用）運転技能者2

土木作業員 （賃金形態） 月給 制龍建設　株式会社

（フルタイム） 正社員 300,000 円

35歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 2人 ） 30016-  155011

（フルタイム） 正社員 301,900 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

円 (1)8時30分～17時30分
和歌山県岩出市中黒５０４－２１

～

求人番号

1

配送、家電製品設置、工事業
務

（賃金形態） 月給 制有限会社　ＳＳサービス 雇用・労災・健康・厚生

248,000

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。

30070-  194111

（就業場所） 和歌山県伊都郡高野町

64歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 10人 ）

雇用・労災・健康・厚生

180,000 円 (1)6時30分～19時00分 調理師
和歌山県伊都郡高野町大字高野山
２９３～20

調理・炊事 （賃金形態） 月給 制宗教法人　桜池院

（フルタイム） 正社員 180,000 円

不問 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 0人 ） 30070-  193911

（フルタイム） 正社員 146,475 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

146,475 円 (1)8時00分～17時00分
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字大
薮６３２－４０～

又は7時30分～18時30分の間の8時間程度 30070-  192611

19

農作業 （賃金形態） 時給 制藤原農園 雇用・労災

（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 (月額換算） （従業員数 5人 ）

変形（1年単位） 雇用・労災・健康・厚生

139,722 円 (1)10時30分～18時30分
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字妙
寺８５７～18

学童保育指導員 （賃金形態） 時給 制妙寺ひまわりキッズ（ひまわり
キッズ運営委員会）

（フルタイム） 正社員以外 174,652 円

不問 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 7人 ） 又は7時30分～18時30分の間の8時間程度 30070-  191311

（フルタイム） 正社員以外 174,652 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

139,722 円 (1)10時30分～18時30分
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字笠
田東５５８～

30070-  190011

17

学童保育指導員 （賃金形態） 時給 制かせだひまわりキッズ 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 10人 ）

雇用・労災・健康・厚生

140,000 円 (1)12時30分～18時30分
和歌山県橋本市高野口町名古曽６
０８－３～16

児童支援スタッフ（とんぼ倶
楽部）

（賃金形態） 月給 制合同会社　こまつ制作館

（フルタイム） 正社員 180,000 円

59歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 10人 ） 30070-  188811

（フルタイム） 正社員 350,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

230,000 円 (1)8時30分～18時00分 三級自動車整備士
和歌山県橋本市市脇４丁目８５－
５～

30070-  184611

15

自動車整備　≪　急　募　≫ （賃金形態） 月給 制エバーサンクオート　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

59歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 3人 ）

変形（1年単位） 雇用・労災・健康・厚生・その他

250,000 円 (1)8時00分～17時00分
和歌山県伊都郡高野町高野山７３
７番地～ (2)9時00分～16時00分14

旅館支配人候補 （賃金形態） 月給 制一の橋観光センター　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 （従業員数 15人 ） 30070-  183311

（フルタイム） 正社員 250,000 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡高野町

250,000 円 (1)8時00分～17時00分
和歌山県伊都郡高野町高野山７３
７番地～ (2)9時00分～16時00分

30070-  182011

13

セレクトショップマネー
ジャー候補

（賃金形態） 月給 制一の橋観光センター　株式会社 変形（1年単位） 雇用・労災・健康・厚生・その他

（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 （従業員数 15人 ）

変形（1年単位） 雇用・労災・健康・厚生・その他

250,000 円 (1)8時00分～17時00分 調理師
和歌山県伊都郡高野町高野山７３
７番地～ (2)9時00分～16時00分12

キッチンマネージャー候補 （賃金形態） 月給 制一の橋観光センター　株式会社

（フルタイム） 正社員 250,000 円

(3)13時00分～22時00分

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 0人 ） 30070-  181411

（フルタイム） 正社員 170,000 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

170,000 円 (1)7時00分～16時00分 介護福祉士
和歌山県伊都郡かつらぎ町高田１
９６番地～ (2)11時00分～20時00分11

介護スタッフ （賃金形態） 月給 制株式会社　アナログ 交替制あり 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。

30010-  512311

（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 40人 ）

雇用・労災・健康・厚生

128,520 円 (1)8時30分～17時00分 メディカルクラーク（医療事務技能審査）
和歌山県和歌山市美園町４－９０
山十ビル２Ｆ～ (2)8時10分～16時40分28

医療事務職（橋本市）正社員 （賃金形態） 月給 制株式会社ニチイ学館　和歌山支店

（フルタイム） 正社員 136,170 円

59歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 39人 ） 30070-  179711

（フルタイム） 正社員 300,000 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

150,000 円 (1)9時00分～18時00分
和歌山県伊都郡かつらぎ町新田４
－１～

30070-  178111

27

営業スタッフ（仕入れ） （賃金形態） 月給 制株式会社　ミモナ 雇用・労災・健康・厚生

（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 39人 ）

雇用・労災・健康・厚生

150,000 円 (1)9時00分～18時00分
和歌山県伊都郡かつらぎ町新田４
－１～26

倉庫・商品管理スタッフ （賃金形態） 月給 制株式会社　ミモナ

（フルタイム） 正社員 300,000 円

59歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 39人 ） 30070-  177911

（フルタイム） 正社員 300,000 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

150,000 円 (1)9時00分～18時00分
和歌山県伊都郡かつらぎ町新田４
－１～

30070-  176611

25

受付事務（ＷＥＢショップ） （賃金形態） 月給 制株式会社　ミモナ 雇用・労災・健康・厚生

（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 14人 ）

交替制あり 雇用・労災・健康・厚生

160,000 円 (1)11時00分～20時00分
和歌山県伊都郡かつらぎ町新田４
－１～ (2)10時00分～19時00分24

接客販売管理スタッフ （賃金形態） 月給 制株式会社　ミモナ

（フルタイム） 正社員 300,000 円

59歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 5人 ） 30070-  174011

（フルタイム） 正社員 265,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

215,000 円 (1)8時00分～17時00分 大型自動車免許
和歌山県橋本市神野々１２２４番
地の１～

又は7時00分～20時00分の間の8時間 30070-  172511

23

ダンプカー運転手 （賃金形態） 月給 制ロジスクラフト　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

59歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 107人 ）

変形（1年単位） 雇用・労災・健康・厚生

173,000 円 (1)8時30分～17時30分 保育士
和歌山県伊都郡かつらぎ町佐野８
２７－１～ 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）22

保育士 （賃金形態） 月給 制社会福祉法人　かつらぎ福祉会

（フルタイム） 正社員 176,000 円

(3)6時00分～15時00分

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 9人 ） 30070-  196811

（フルタイム） 正社員 265,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

182,520 円 (1)8時00分～17時00分
和歌山県橋本市東家５－５－１５

～ (2)7時00分～16時00分21

廃棄物収集運搬、浄化槽保守
点検・管理助手

（賃金形態） 月給 制有限会社　バッキーズ 雇用・労災・健康・厚生



又は7時00分～19時00分の間の8時間程度 30070-  187711

（就業場所） 和歌山県伊都郡高野町

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 3人 ）

交替制あり 労災

1,100 円
和歌山県伊都郡高野町高野山７３
７番地～10

旅館清掃・フロント業務 （賃金形態） 時給 制一の橋観光センター　株式会社

（パートタイム） パート労働者 1,100 円

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 15人 ） 30070-  186111

（パートタイム） パート労働者 1,100 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡高野町

1,100 円 (1)8時00分～17時00分
和歌山県伊都郡高野町高野山７３
７番地～ (2)9時00分～16時00分

30070-  185911

9

売店スタッフ （賃金形態） 時給 制一の橋観光センター　株式会社 労災

（就業場所） 和歌山県伊都郡高野町

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 15人 ）

交替制あり 労災

1,100 円 (1)8時00分～17時00分 調理師
和歌山県伊都郡高野町高野山７３
７番地～ (2)9時00分～16時00分8

キッチン調理補助スタッフ （賃金形態） 時給 制一の橋観光センター　株式会社

（パートタイム） パート労働者 1,100 円

(3)13時00分～22時00分

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 0人 ） 30070-  180511

（パートタイム） パート労働者 1,000 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

900 円 (1)7時00分～16時00分 介護福祉士
和歌山県伊都郡かつらぎ町高田１
９６番地～ (2)11時00分～20時00分

又は5時00分～17時00分の間の4時間程度 27030- 1675011

7

介護スタッフ （賃金形態） 時給 制株式会社　アナログ 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 25人 ）

労災

900 円 (1)5時00分～7時00分
大阪府大阪市浪速区日本橋西１丁
目３－１９　南海日本橋ビル～ (2)5時00分～8時00分6

日常清掃（和歌山県橋本市） （賃金形態） 時給 制南海ビルサービス　株式会社

（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 2人 ） 27030- 1627911

（パートタイム） パート労働者 910 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡高野町

910 円 (1)9時00分～17時00分
大阪府大阪市浪速区敷津東２－１
－４１～

30070-  200711

5

営業・事務職（高野山中之橋
霊園）

（賃金形態） 時給 制南海電気鉄道　株式会社 雇用・労災・健康・厚生

（就業場所） 和歌山県橋本市 (3)17時00分～22時00分

18歳以上 雇用期間の定めなし （従業員数 20人 ）

交替制あり 雇用・労災

831 円 (1)6時00分～9時00分
和歌山県橋本市隅田町河瀬４２３

～ (2)9時00分～17時00分4

レジ接客・品出し （賃金形態） 時給 制セブンイレブン　橋本河瀬店

（パートタイム） パート労働者 871 円

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 1人 ） 又は14時00分～22時00分の間の3時間以上 23010- 1581711

（パートタイム） パート労働者 2,500 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

1,000 円
愛知県名古屋市名東区社台３－２
３０～

又は7時45分～20時45分の間の6時間程度 30070-  209111

3

子ども英会話講師　橋本教室
【橋本市】（契）

（賃金形態） 時給 制イッティージャパンウエスト　株
式会社

労災

（就業場所） 和歌山県橋本市 (3)14時00分～20時45分

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） （従業員数 126人 ）

交替制あり 雇用・労災・健康・厚生

940 円 (1)7時45分～13時45分
和歌山県橋本市市脇５丁目４－２
２～ (2)10時45分～17時30分2

郵便物等の軽四輪車による運
送（橋本局）

（賃金形態） 時給 制日本郵便株式会社　橋本郵便局

（パートタイム） パート労働者 1,110 円

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 28人 ） 30070-  207611

（パートタイム） パート労働者 850 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

円 (1)8時30分～13時00分
和歌山県橋本市隅田町河瀬３５２

～

求人番号

1

受付・医療事務 （賃金形態） 時給 制医療法人　博周会　梅本診療所 雇用・労災

840
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59歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 39人 ） 30070-  175311

（パートタイム） パート労働者 1,000 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

850 円 (1)9時30分～15時30分
和歌山県伊都郡かつらぎ町新田４
－１～

30070-  173411

15

倉庫内軽作業 （賃金形態） 時給 制株式会社　ミモナ 雇用・労災

（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 15人 ）

雇用・労災

831 円 (1)9時00分～17時00分
和歌山県橋本市御幸辻７７０－６
６～14

ピッキング作業 （賃金形態） 時給 制海邦倉庫運輸　株式会社

（パートタイム） パート労働者 900 円

59歳以下 雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 9人 ） 30070-  197211

（パートタイム） パート労働者 900 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

850 円 (1)9時00分～14時00分
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字萩
原６０１番地～ (2)13時00分～18時00分

30070-  195711

13

販売スタッフ （賃金形態） 時給 制ホームプラザ　ナフコかつらぎ店
（株式会社　ナフコ）

雇用・労災

（就業場所） 和歌山県橋本市 (3)6時00分～15時00分

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 (1)8時00分～17時00分
和歌山県橋本市東家５－５－１５

～ (2)7時00分～16時00分12

廃棄物収集運搬、浄化槽保守
点検・管理助手

（賃金形態） 時給 制有限会社　バッキーズ

（パートタイム） パート労働者 1,200 円

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 10人 ） 30070-  189211

（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

880 円 (1)13時00分～18時00分
和歌山県橋本市高野口町名古曽６
０８－３～11

児童支援スタッフ（とんぼ倶
楽部）

（賃金形態） 時給 制合同会社　こまつ制作館 労災


