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お気軽に

職業相談窓口まで！

第９７９号 令和３年４月１２日発行

※次回発行日 ４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＞
◆４月２日～４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-  977611

（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 5人 ）

雇用・労災・健康・厚生

180,000 円 (1)8時00分～17時00分
和歌山県橋本市隅田町中島４６－
３～10

商品の集配業務及び工場内作
業

（賃金形態） 月給 制中西商会　株式会社

（フルタイム） 正社員 180,000 円

(3)16時40分～8時40分

18歳～64歳 雇用期間の定めなし （従業員数 28人 ） 30070-  996711

（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00分～17時00分
和歌山県橋本市隅田町河瀬３５２

～ (2)9時00分～18時00分

30070-  994911

9

介護職 （賃金形態） 月給 制医療法人　博周会　梅本診療所 変形（1ヶ月単位） 雇用・労災・健康・厚生

（就業場所） 和歌山県伊都郡九度山町

64歳以下 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 22人 ）

変形（1年単位） 雇用・労災・健康・厚生

140,907 円 (1)9時00分～17時00分
和歌山県伊都郡九度山町九度山２
１４－２～ (2)8時30分～17時00分8

検品・梱包・パフ製造作業 （賃金形態） 時給 制株式会社　井上

（フルタイム） 正社員 140,907 円

64歳以下 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 4人 ） 30070-  993611

（フルタイム） 正社員 140,907 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

140,907 円 (1)9時00分～17時00分
和歌山県伊都郡九度山町九度山２
１４－２～ (2)8時30分～17時00分

30070-  992311

7

化粧品製造作業員 （賃金形態） 時給 制株式会社　井上 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

35歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 230人 ）

雇用・労災・健康・厚生・財形

164,420 円 (1)8時20分～17時20分
和歌山県伊都郡かつらぎ町蛭子１
２１－５～6

原料調合係員　≪急募≫ （賃金形態） 月給 制日進化学株式会社　和歌山工場

（フルタイム） 正社員 218,520 円

２級造園技能士

不問 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 3人 ） 30070-  988711

（フルタイム） 正社員 308,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

198,000 円 (1)8時00分～17時00分 ２級土木施工管理技士
和歌山県橋本市高野口町名倉２０
６－２～ ２級造園施工管理技士

30070-  997811

5

造園、土木工事 （賃金形態） 日給 制前田造園 雇用・労災・健康・厚生

（就業場所） 和歌山県橋本市

45歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 6人 ）

雇用・労災・健康・厚生

200,000 円 (1)9時00分～18時00分 福祉用具専門相談員
和歌山県橋本市市脇１丁目３３－
９～ 介護福祉士4

福祉用具専門相談員（橋本） （賃金形態） 月給 制株式会社　キタオカ

（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 20人 ） 30010- 4803011

（フルタイム） 正社員 222,500 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

222,500 円 (1)9時00分～18時00分 介護支援専門員（ケアマネージャー）
和歌山県和歌山市紀三井寺８４０
番地の３９　　
メゾン山水Ｉ　１０３

～

30010- 5101011

3

介護支援専門員（橋本） （賃金形態） 月給 制セントケア和歌山株式会社 雇用・労災・健康・厚生・財形

（就業場所） 和歌山県橋本市

35歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 7人 ）

変形（1年単位） 雇用・労災・健康・厚生・財形

180,000 円 (1)8時00分～17時00分
和歌山県和歌山市手平１丁目５－
８～2

配達及び営業（橋本営業所） （賃金形態） 月給 制株式会社　加藤商会

（フルタイム） 正社員 280,000 円

18歳～64歳 雇用期間の定めなし （従業員数 34人 ） 又は0時00分～23時59分の間の8時間程度 27060-11249611

（フルタイム） 正社員 285,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

円 登録販売者（一般医薬品）
大阪府吹田市江坂町２－１－４３
ＫＹＵＨＯ江坂ビル　７階～

求人番号

1

店長候補／全国職　富田林
市、河内長野市、和歌山県橋
本市

（賃金形態） 月給 制ウエルシア薬局　株式会社　西日
本支社

変形（1ヶ月単位） 雇用・労災・健康・厚生

220,000

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-  957411

（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 7人 ）

雇用・労災・健康・厚生

200,000 円 (1)12時30分～18時30分 保育士
和歌山県橋本市高野口町名古曽６
０８－３～ 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）20

保育士（とんぼ倶楽部・チャ
レンジ倶楽部）

（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 240,000 円

59歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 6人 ） 30070-  956511

（フルタイム） 正社員 160,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

150,000 円 (1)9時00分～18時00分 登録販売者（一般医薬品）
和歌山県橋本市橋本２－２－１７

～

30070-  953711

19

受付・接客業務 （賃金形態） 月給 制合資会社　玉清丹薬局 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 雇用期間の定めなし （従業員数 6人 ）

雇用・労災・健康・厚生

180,000 円 (1)8時00分～17時00分
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字高
田７５０－６～18

鳶仕事・足場仕事一般（週休
２日・月給制）

（賃金形態） 月給 制川崎装建　株式会社

（フルタイム） 正社員 250,000 円

不問 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 6人 ） 30070-  951911

（フルタイム） 正社員 384,000 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

288,000 円 (1)8時00分～17時00分
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字高
田７５０－６～

30070-  968611

17

鳶仕事・足場仕事一般（日給
制）

（賃金形態） 日給 制川崎装建　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ヶ月未満） (月額換算） （従業員数 40人 ）

雇用・労災・健康・厚生

164,160 円 (1)8時00分～17時00分 フォークリフト運転技能者
和歌山県橋本市恋野１５２９番地

～16

一般事務 （賃金形態） 時給 制株式会社　恋野マッシュルーム

（フルタイム） 正社員以外 172,800 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 40人 ） 30070-  967311

（フルタイム） 正社員以外 172,800 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

164,160 円 (1)8時00分～17時00分 フォークリフト運転技能者
和歌山県橋本市恋野１５２９番地

～

30070-  986911

15

キノコ用の土の充填と廃土作
業

（賃金形態） 時給 制株式会社　恋野マッシュルーム 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 11人 ）

雇用・労災・健康・厚生

200,000 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１５４７－１～14

事務職 （賃金形態） 月給 制特定非営利活動法人　いぶき福祉
会

（フルタイム） 正社員 200,000 円

不問 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 10人 ） 30070-  984311

（フルタイム） 正社員 259,200 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

172,800 円 (1)8時00分～17時00分
和歌山県橋本市恋野２４４７

～

30070-  982411

13

鉄骨工 （賃金形態） 日給 制株式会社　菱丸商会 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 11人 ）

雇用・労災・健康・厚生

180,000 円 (1)7時30分～16時30分
和歌山県伊都郡九度山町大字九度
山１５４７－１～12

調理員 （賃金形態） 月給 制特定非営利活動法人　いぶき福祉
会

（フルタイム） 正社員 180,000 円

64歳以下 雇用期間の定めなし (月額換算） （従業員数 24人 ） 30070-  978911

（フルタイム） 正社員 135,000 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡高野町

135,000 円 (1)8時00分～17時00分 普通自動車第二種免許
和歌山県伊都郡高野町大字高野山
１７－４８～ (2)8時00分～17時30分11

観光タクシードライバー　≪
急　募　≫

（賃金形態） その他 制高野山タクシー　株式会社 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。

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） (月額換算） （従業員数 17人 ） 30070-  958011

（フルタイム） 正社員以外 176,000 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

167,200 円 (1)6時30分～9時30分
和歌山県橋本市小峰台２丁目１０
－２～ (2)16時00分～21時00分21

グループホーム世話人 （賃金形態） 日給 制社会福祉法人　和歌山県福祉事業
団
伊都生活総合支援センター　ぱる

交替制あり 雇用・労災・健康・厚生



又は8時30分～17時00分の間の5時間程度 30070-  979111

（就業場所） 和歌山県伊都郡九度山町 (3)9時00分～17時00分

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） （従業員数 10人 ）

交替制あり 雇用・労災

835 円 (1)8時30分～13時30分
和歌山県伊都郡高野町大字高野山
１７－４８～ (2)13時00分～17時00分10

パン及び軽食の調理補助、ア
イスなどの販売・接客

（賃金形態） 時給 制高野山タクシー　株式会社

（パートタイム） パート労働者 880 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 1,400人 ） 30070-  995111

（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30分～17時00分
和歌山県橋本市東家１－１－１

～

30070-  991011

9

一般事務員（農林振興課　会
計年度任用職員）

（賃金形態） 月給 制橋本市役所 雇用・公災・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 10人 ）

交替制あり 雇用・労災

900 円 (1)8時30分～12時00分 医療保険請求事務者（医科・歯科）
和歌山県橋本市御幸辻１４８－１

～ (2)15時30分～18時30分8

受付・医療事務及び助手 （賃金形態） 時給 制医療法人　橋本孝佑会　奥野クリ
ニック

（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 470人 ） 30070-  990411

（パートタイム） パート労働者 960 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

960 円 (1)9時00分～12時30分
和歌山県橋本市神野々１１０３

～ (2)9時00分～15時00分

30070-  989811

7

薬剤助手 （賃金形態） 時給 制医療法人　南労会　和歌山本部 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 8人 ）

雇用・労災・健康

900 円 (1)8時30分～12時30分
和歌山県橋本市三石台１丁目３－
１１
フォレストＢ棟１階１０２号

～ (2)15時45分～19時00分6

受付・医療事務 （賃金形態） 時給 制いわくらクリニック

（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） (時間額換算） （従業員数 3人 ） 30070-  987111

（パートタイム） パート労働者 1,142 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

1,142 円 (1)8時00分～17時00分
和歌山県橋本市高野口町名倉２０
６－２～

又は9時00分～18時00分の間の4時間以上 30010- 4802411

5

造園、土木工事 （賃金形態） 日給 制前田造園 雇用・労災

（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・財形

1,500 円 (1)9時00分～18時00分 介護支援専門員（ケアマネージャー）
和歌山県和歌山市紀三井寺８４０
番地の３９　　
メゾン山水Ｉ　１０３

～4

居宅介護支援専門相談員（橋
本営業所）

（賃金形態） 時給 制セントケア和歌山株式会社

（パートタイム） パート労働者 1,500 円

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 1人 ） 30010- 5050811

（パートタイム） パート労働者 835 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

835 円 (1)7時00分～9時00分
和歌山県和歌山市湊１丁目２－２
９～

又は9時20分～20時20分の間の7時間程度 08010- 7558011

3

清掃作業（松源・橋本店） （賃金形態） 時給 制株式会社　吉建 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ヶ月以上） （従業員数 16人 ）

交替制あり 雇用・労災・健康・厚生

910 円 (1)9時40分～17時00分
茨城県水戸市桜川１－１－１

～ (2)10時20分～17時40分2

家電接客・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 910 円

64歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 21人 ） 又は9時00分～17時00分の間の4時間程度 30070-  998211

（パートタイム） パート労働者 845 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

円 (1)9時00分～13時00分
和歌山県橋本市隅田町河瀬４１６
番地～ (2)13時00分～17時00分

求人番号

1

一般事務　≪急募≫ （賃金形態） 時給 制多機能ハウス　こうぜ　（株式会
社　夢ボラ）

労災

831

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-  974411

（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45分～17時15分
和歌山県橋本市東家１－１－１

～20

一般事務員（市民課　会計年
度任用職員）

（賃金形態） 月給 制橋本市役所

（パートタイム） パート労働者 924 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 1,400人 ） 30070-  973511

（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30分～17時00分
和歌山県橋本市東家１－１－１

～

30070-  970711

19

一般事務員（農林整備課　会
計年度任用職員）

（賃金形態） 月給 制橋本市役所 雇用・公災・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ヶ月未満） （従業員数 0人 ）

その他

1,000 円 (1)8時00分～17時00分
和歌山県橋本市吉原１１６２

～18

柿の摘蕾 （賃金形態） 時給 制三浦農園

（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ヶ月未満） （従業員数 0人 ） 30070-  969911

（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

1,000 円 (1)8時00分～17時00分
和歌山県伊都郡かつらぎ町短野１
８８～

30070-  966011

17

柿の摘蕾 （賃金形態） 時給 制辻本　正雄 その他

（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 14人 ）

労災

1,000 円 (1)7時30分～11時30分
和歌山県橋本市吉原８５－６

～16

一般廃棄物収集運搬軽作業員 （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 雇用期間の定めなし （従業員数 31人 ） 30070-  965411

（パートタイム） パート労働者 831 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

831 円 (1)9時00分～14時00分
和歌山県伊都郡かつらぎ町佐野７
９９～ (2)11時00分～16時00分

30070-  985611

15

（障）クリーニング仕上げ作
業員（リンドウ）＜施設内就
労＞

（賃金形態） 時給 制一般社団法人　見好障害者就労支
援センター

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 95人 ）

雇用・労災

850 円 (1)9時00分～15時00分
和歌山県橋本市神野々谷中垣内８
９８～14

メイク係 （賃金形態） 時給 制天然温泉　ゆの里　（株式会社
重岡）

（パートタイム） パート労働者 850 円

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） （従業員数 11人 ） 又は8時00分～17時00分の間の5時間以上 30070-  983011

（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

930 円
和歌山県伊都郡九度山町大字九度
山１５４７－１～

又は8時00分～15時00分の間の5時間程度 30070-  981511

13

事務職 （賃金形態） 時給 制特定非営利活動法人　いぶき福祉
会

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 11人 ）

雇用・労災・健康・厚生

930 円
和歌山県伊都郡九度山町大字九度
山１５４７－１～12

調理員 （賃金形態） 時給 制特定非営利活動法人　いぶき福祉
会

（パートタイム） パート労働者 930 円

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） （従業員数 11人 ） 30070-  980211

（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

930 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１５４７－１～11

生活支援員（ライフサポート
みのり）

（賃金形態） 時給 制特定非営利活動法人　いぶき福祉
会

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。

30070-  963211

（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人 ）

雇用・労災

850 円 (1)9時00分～16時00分
和歌山県橋本市高野口町伏原９１
３－２～28

清掃業務（橋本市三石台） （賃金形態） 時給 制エヌ・エム・エス　株式会社

（パートタイム） パート労働者 850 円

不問 雇用期間の定めなし （従業員数 9人 ） 又は8時00分～17時00分の間の5時間以上 30070-  961711

（パートタイム） パート労働者 850 円 （就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

850 円 (1)8時00分～17時00分
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字柏
木１４５３～

30070-  960111

27

花壇苗の生産・販売 （賃金形態） 時給 制森本園芸 変形（1年単位） 雇用・労災

（就業場所） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 5人 ）

雇用・労災・健康・厚生

1,000 円 (1)8時30分～17時30分
和歌山県伊都郡かつらぎ町佐野１
４０１－２～26

看護助手 （賃金形態） 時給 制社会福祉法人　愛光園

（パートタイム） パート労働者 1,000 円

59歳以下 雇用期間の定めなし （従業員数 7人 ） 又は14時00分～18時00分の間の3時間以上 30070-  959311

（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

950 円 (1)14時00分～18時00分
和歌山県橋本市高野口町名古曽６
０８－３～

30070-  955211

25

児童支援スタッフ（とんぼ倶
楽部・チャレンジ倶楽部）

（賃金形態） 時給 制合同会社　こまつ制作館 労災

（就業場所） 和歌山県橋本市 (3)9時40分～18時10分

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 1,400人 ）

交替制あり 労災

924 円 (1)8時30分～17時00分
和歌山県橋本市東家１－１－１

～ (2)8時00分～16時30分24

一般事務（図書館・土日祝日
対応）

（賃金形態） 日給 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 7人 ） 30070-  954811

（パートタイム） パート労働者 1,200 円 （就業場所） 和歌山県橋本市

950 円 (1)14時30分～18時30分 保育士
和歌山県橋本市東家６丁目１－５
フォルテ橋本市役所前１０１～ (2)9時00分～17時30分

又は8時00分～17時00分の間の4時間以上 30070-  952111

23

児童支援員（無資格可） （賃金形態） 時給 制合同会社　結の杜 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 6人 ）

雇用・労災

1,500 円
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字高
田７５０－６～22

鳶仕事・足場仕事一般 （賃金形態） 時給 制川崎装建　株式会社

（パートタイム） パート労働者 2,000 円

(3)13時00分～17時00分

不問 雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） （従業員数 0人 ） 又は8時00分～17時00分の間の3時間以上 30070-  975011

（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

950 円 (1)8時00分～17時00分 原動機付自転車免許
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字丁
ノ町２４８１～ (2)8時00分～12時00分21

柿の摘蕾（希望に応じ農作業
もあります）

（賃金形態） 時給 制田村農園 その他


