
職種
年齢

雇用形態
他

月給 (1)8時30分～17時30分 毎　週
210,000円 (2)17時00分～9時00分

～
（年齢：　18歳～59歳　） 270,000円

正社員 35060- 1490721 1人
他

月給 (1)7時30分～16時30分 毎　週
182,000円 (2)8時30分～17時30分

～ (3)10時00分～19時00分
（年齢：　18歳～59歳　） 290,000円

正社員 35060- 1488621 1人
日祝他

月給 (1)8時30分～18時30分 その他
150,000円 (2)8時30分～13時30分

～ (3)13時30分～18時30分
（年齢：　59歳以下　） 185,000円

正社員 35060- 1502921 1人
他

月給 (1)9時00分～18時00分 毎　週
170,000円 (2)9時30分～18時30分

～ (3)10時00分～19時00分
（年齢：　59歳以下　） 200,000円

正社員 35060- 1493521 2人
土日祝他

月給 (1)9時00分～17時40分 その他
156,000円

～
（年齢：　40歳以下　） 246,000円

正社員 33030-12364721 1人
土日祝他

月給 (1)9時00分～17時40分 その他
156,000円

～
（年齢：　40歳以下　） 246,000円

正社員 33030-12371021 1人
日祝他

月給 (1)8時00分～17時00分 その他
198,000円

～
（年齢：　64歳以下　） 440,000円

正社員 35060- 1494421 1人
他

月給 (1)8時00分～16時30分 毎　週
180,000円 (2)14時00分～22時00分

～
（年齢：　64歳以下　） 200,000円

正社員 35060- 1503121 1人
土日他

時給 (1)6時00分～15時00分 毎　週
172,800円

～
（年齢：　不問　） 241,920円

正社員以外 35060- 1496621 1人
日他

月給 (1)8時00分～17時00分 その他
160,000円

～
（年齢：　40歳以下　） 180,000円

正社員 35060- 1500321 1人
水木他

月給 (1)10時00分～18時30分 毎　週
180,000円 (2)9時00分～17時00分

～
（年齢：　不問　） 200,000円

正社員 35060- 1489921 1人
土日祝他

時給 (1)9時00分～18時00分 毎　週
137,808円

～ 就業場所:萩市
（年齢：　不問　） 137,808円

正社員以外 40040-11761721 1人

工場管理

調理員

ＪＲ山陰本線　東萩

ＪＲ山陰本線　東萩

就業場所:萩市

（就業場所：従業員数　25　人）

就業場所:萩市

（就業場所：従業員数　0　人）

萩の塩を使用した惣菜および玄米菜食弁
当の調理全般
＊玄米や豆、野菜、海草、小魚等を用い、
添加物を使用しません。
　専門家が監修するレシピをもとに調理し
ます。
　調理法はご指導します。

萩の塩屋 山口県萩市大字土原３８０－２

社用車で決められた医療機関を廻り、血
液等の検査物を預かり、検査報告書を届
ける仕事です。
＊エリア・萩、長門地区、その周辺
＊機関数：１コース約２０機関

盆・年末年始


（就業場所：従業員数　8　人）

年始
店休日：月曜日

＊会社カレン
ダーによる
＊土曜休み（月
により２～３日）
＊ＧＷ・盆・年末

年末年始

ポリエチレンパイプの製造管理
○機械の段取り組替、整備　○製品の品
質管理、製品検査
○製品出荷のチェック　　　○製品管理・ＪＩ
Ｓ製品管理
＊転勤はありません。
＊資格や経験がなくても、もちろん大丈夫

嶋村化成　株式会社 山口県萩市大字吉部下１１５２４－２

ＧＷ６日・夏期休
暇４日・年末年始
休暇７日
その他会社カレ
ンダーによる

○農作業に関する業務
○もみの回収、米袋の積み込み、配達
○水稲の農薬散布の補助（農薬の準備・
運搬等）
◆応募にはハローワークの紹介状が必要
です。

有限会社　グリン
ファーム旭

山口県萩市大字佐々並１８０２－１

＊ご相談ください

設備管理・フロント受付

【短期】農作業補助員

ＪＲ山陰本線　玉江

ＪＲ山陰本線　萩

就業場所:萩市

（就業場所：従業員数　5　人）

会社カレンダーに
よる、農繁期の土
曜日出勤あり
ＧＷ、夏季休暇あ
り、年末年始休暇

シフト制

就業場所:萩市
ＪＲ山陰本線　玉江

（就業場所：従業員数　87　人）

・農家の得意先への農業機械の販売・整
備業務。
当社の得意先を重点的に訪問し、お客様
の要望に従って機械のメンテナンスやご購
入のアドバイスを行って頂きます。
・社有車、制服、工具の貸与あり
・定期的な新入社員研修あり

ヤンマーアグリジャ
パン　株式会社　中
四国支社

岡山県倉敷市亀山６２２

会社カレンダーに
よる、農繁期の土
曜日出勤あり
ＧＷ、夏季休暇あ
り、年末年始休暇

就業場所:萩市

（就業場所：従業員数　5　人）

勤務表による
＊土日祝は勤務

○受け付け事務の補助業務
○パソコン業務
○一般事務業務
○書類提出等で社用車（普通自動車）の
運転があります。
○環境整備
＊就業時間等相談に応じます。

医療法人　わたぬき
クリニック

山口県萩市大字東浜崎町５３

勤務予定表によ
る
盆休・年末年始

ＪＲ山陰本線　東萩

（就業場所：従業員数　3　人）

就業場所:萩市

（就業場所：従業員数　14　人）
○店内での接客
○眼鏡・補聴器の販売
○検査・加工・フィッティング　等
◆令和５年１月　
　アトラス萩店の新店舗で、リニューアル
オープン予定です。

眼鏡市場　アトラス
萩店　（株式会社
グッドアイ）

就業場所:萩市

准看護師 ○看護業務全般
※６０歳以上の方も相談ください。
◆応募にはハローワークの紹介状が必要
です。

医療法人全眞会　全
眞会病院

山口県萩市大字山田字西沖田４８０７－３

就業場所:萩市

○山口県下における住宅・事務所・店舗・
工場などの空調
　機器・住宅設備機器や省エネ機器の営
業。
○ルート営業
・経験者は、優遇いたします。
・資格を取得しつつ、着実にキャリアアップ

豊田鋼機　株式会社 山口県萩市大字椿東２８８４－１

（就業場所：従業員数　59　人）

・農家の得意先への農業機械の販売・整
備業務。
当社の得意先を重点的に訪問し、お客様
の要望に従って機械のメンテナンスやご購
入のアドバイスを行って頂きます。
・社有車、制服、工具の貸与あり
・定期的な新入社員研修あり

ヤンマーアグリジャ
パン　株式会社　中
四国支社

岡山県倉敷市亀山６２２（山口県萩市）営業職・
技術職（江崎支店）

営業・販売

ＪＲ山陰本線　東萩

受付事務補助

ＪＲ山陰本線　東萩

販売員（アトラス萩店） 山口県萩市大字御許町４２－１　アトラス
萩店２Ｆ

就業場所:萩市

（山口県萩市）営業職・
技術職（萩支店）

（就業場所：従業員数　5　人）

ルートスタッフ／萩営業
所／フルタイムパート

株式会社　キューリ
ン

福岡県北九州市八幡西区森下町２７番２５
号

休　日
求人数

就業場所:萩市

正看護師 ○病棟の看護業務
＊夜勤は月２～３回程度あり
＊夜勤が出来ない方は日勤のみも可
＊就業時間等ご相談に応じます。
※応募にはハローワークの紹介状が必要
です

医療法人　社団康香
会　老人保健施設
ひまわりの苑

山口県萩市今古萩町３０－１

ＪＲ山陰本線　東萩

勤務予定表によ
る

就業場所:萩市

（就業場所：従業員数　6　人）

○フロント受付　○ゴルフ練習場の設備管
理
○ゴルフ練習場の整備・軽作業　○一般
事務（売上計算・出納等）
○マシン等の設備の簡単な調整　○芝刈
り等の作業
○ゴルフ用品のショップの販売　○買い物

土原開発　有限会社 山口県萩市土原４１７番地

就業時間所在地・就業場所賃 金仕事内容 求人者名

（就業場所：従業員数　41　人）

℡ 0838-22-0714

萩公共職業安定所

山口県萩市大字平安古町５９９－３◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。

◎仕事内容欄はスペースの都合ですべて表示できない場合がありますので、詳しい内容については相談窓口でお尋ねください。

【令和4年6月29日発行】
令和4年6月20日～令和4年6月26日受理分

次回発行は令和4年7月6日の予定です。
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職種
年齢

雇用形態

休　日
求人数

就業時間所在地・就業場所賃 金仕事内容 求人者名

◎仕事内容欄はスペースの都合ですべて表示できない場合がありますので、詳しい内容については相談窓口でお尋ねください。

土日祝他
時給 (1)8時30分～16時30分 毎　週

1,231円 (2)9時15分～17時15分
～

（年齢：　不問　） 1,231円
パート労働者 35060- 1491821 1人

土日祝他
日給 (1)8時00分～17時00分 毎　週
860円

～
（年齢：　不問　） 1,000円

パート労働者 35060- 1504021 1人
日他

時給 (1)9時00分～13時30分 その他
900円 (2)13時00分～17時30分

～ (3)9時00分～17時30分
（年齢：　不問　） 1,000円

パート労働者 35060- 1499021 1人
他

時給 (1)12時00分～20時30分 その他
860円 (2)14時30分～20時30分

～ (3)15時30分～20時30分
（年齢：　不問　） 860円

パート労働者 21020- 7785821 4人
他

時給 毎　週
900円

～
（年齢：　不問　） 900円 9時00分～18時00分の

パート労働者 35070- 3876821 間の7時間程度 1人
他

時給 (1)10時00分～14時00分 その他
860円 (2)13時00分～21時00分

～
（年齢：　不問　） 1,100円

パート労働者 35060- 1505721 8人
他

時給 (1)11時00分～15時00分 毎　週
900円

～
（年齢：　不問　） 1,000円

パート労働者 35060- 1497921 1人
他

時給 (1)10時00分～16時00分 毎　週
900円 (2)12時00分～18時00分

～
（年齢：　不問　） 900円 又は10時00分～19時00分

パート労働者 39010-14040921 の間の4時間以上 2人
他

時給 毎　週
1,073円

～
（年齢：　不問　） 1,073円 6時00分～19時00分の

パート労働者 35060- 1501621 間の2時間以上 1人
他

時給 (1)9時00分～15時00分 その他
860円

～
（年齢：　59歳以下　） 900円

パート労働者 35060- 1506821 5人
清掃員（萩本陣） 他

時給 (1)9時00分～13時00分 毎　週
1,200円 (2)9時00分～15時00分

～ 就業場所:萩市
（年齢：　不問　） 1,200円

パート労働者 35010- 6684221 2人

保健師業務全般
○健康教育　○健康相談　○母子・成人
保健事務
○母子・成人保健業務等
◆応募にはハローワークの紹介状が必要
です。

萩市役所 山口県萩市大字江向５１０

（就業場所：従業員数　22　人）

　　※この情報紙は、ハローワーク萩の求人の一部です。 ハローワーク萩では、皆様の来所をお待ちしてます。
　　※応募される場合は、ハローワークの紹介状をお持ちください。　　　　　　　

萩本陣における、客室棟の清掃業務
＊未経験の方でも研修がございますので
安心してご応募ください。
《仕事と子育てを両立しやすい求人》
　※応募の際は、ハローワークの紹介状
が必要となります。

サマンサジャパン株
式会社　山口営業所

交替制
有給休暇は法
定通り付与

○客室及び宴会場の清掃
○館内の清掃
○客室アメニティのセット
◆応募にはハローワークの紹介状が必要
です。

萩本陣　株式会社 山口県萩市椿東３８５番地８

勤務予定表によ
る

清掃及び客室準備

ＪＲ山陰本線　東萩
就業場所:萩市

（就業場所：従業員数　117　人）

（就業場所：従業員数　21　人）

○レストランでの接客業務全般
　・料理の運搬
　・レジ業務等
＊未経験者でも十分対応可能なお仕事で
す。
　安心してご応募ください。
＊和やかな雰囲気で接客ができます。

株式会社　みどりや 山口県萩市大字堀内８９

シフトによる
＊ご相談下さい

炭火焼肉屋さかい萩店のホールスタッフで
す。
○お客様のご案内
○料理の配膳・片付け
○レジ
○厨房での調理
○清掃など

勤務予定表によ
る
土・日・祝日の勤
務あり

★こども写真「スタジオマリオ」で２０２２年
１２月末までの
　期間限定スタッフを大募集★
〔主な仕事内容〕
（１）子ども写真スタジオ接客・販売
（２）受付・電話対応・撮影のアシスタント業
務

（株）キタムラ 高知県高知市さえんば町１－２１　四国総
合ビル５Ｆ

店舗により異なる
６ヶ月経過後の
年次有給休暇は
勤務条件により
法定どおり付与

株式会社　岸田商会 山口県萩市大字土原６０８－１

シフト制による

ホールスタッフ

ウェイター・ウェイトレス
（見蘭牛ダイニング玄）

山陰本線　東萩

ＪＲ山陰本線　萩

就業場所:萩市

（就業場所：従業員数　0　人）

就業場所:萩市

【短期】販売スタッフ（ス
タジオマリオ萩／萩店）

バス運転手

萩

ＪＲ山陰本線　東萩

就業場所:萩市

（就業場所：従業員数　4　人）

就業場所:萩市

（就業場所：従業員数　6　人）

家電量販店での販売事務
○電話・来客応対・メール・ＦＡＸの対応
○請求書・伝票等発行及び管理
○お客様情報、売上等をパソコンデータ入
力
＊銀行業務等で、運転業務があります。
※年度毎更新

株式会社　サンワ 山口県萩市大字下田万１２５７番地

（就業場所：従業員数　3　人）

萩給油所にて給油、洗車等の業務を行い
ます。　　　　　
＊お車を安全で快適に運転していただくた
めに地域のみなさまのご期待に応えられ
るサービスを提供する仕事です。
＊１ヶ月更新を２回行った後、６ヶ月更新
＊ユニフォーム貸与

山田石油サービス
株式会社

山口県周南市河東町２番１９号

（就業場所：従業員数　7　人）

（就業場所：従業員数　10　人）

マイクロバスの運転、車両管理等
＊行事の際に、園児や児童、高齢者の方
を市内や市外へ送迎します
＊行事等の状況により、時間は変動しま
す
◆応募にはハローワークの紹介状が必要
です。

萩市役所 山口県萩市大字江向５１０

会社カレンダーに
よる

職業指導業務（利用者さんと一緒に軽作
業を行います）
○清掃作業　○部品や箱の組み立て　
○椎茸の栽培・収穫・袋詰め等
＊作業日誌の入力があります。
＊社用車（軽自動車や普通乗用車）を使
用します。

社会福祉法人　霞峯
会

山口県萩市大字須佐４８６－４

会社カレンダーに
よる

職業指導員（臨時職員
日給制）

店舗事務

ＪＲ山陰本線　須佐

ＪＲ山陰本線　奈古

就業場所:萩市

（就業場所：従業員数　8　人）

就業場所:阿武町

会社のローテー
ションによる

店舗での接客・商品陳列・レジ業務など
未経験でも安心！
　お店で働いた経験がなかったり、ブラン
クのある人でも大丈夫！
　初めての方でも働きやすい仕組みが
整っています。
　働く時間が選べる。短時間でもＯＫ！

株式会社　セリア 岐阜県大垣市外渕２丁目３８番地

シフト制（詳細は
面接時にご確認
ください）
（有給休暇は労
働日数によって

販売員（Ｓｅｒｉａ　サンリ
ブ萩店）

給油所販売員（萩）

東萩

就業場所:萩市

（就業場所：従業員数　11　人）

就業場所:萩市

年末年始

,

ＪＲ山陰本線　東萩
就業場所:萩市

山口県山口市吉敷下東１丁目３－１　山陽
ビル吉敷１Ｆ
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