
職種
年齢

雇用形態
日祝他

月給 (1)8時30分～17時00分 その他
250,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 300,000円

正社員 35060- 2785821 2人
土日祝他

月給 (1)8時00分～17時00分 毎　週
149,600円

～
（年齢：　59歳以下　） 151,400円

正社員 35060- 2781921 1人
日祝他

月給 (1)8時30分～17時00分 その他
180,000円

～
（年齢：　35歳以下　） 180,000円

正社員 35060- 2806721 2人
日祝他

月給 (1)8時30分～17時00分 その他
157,000円 (2)9時30分～18時00分

～ (3)8時30分～12時00分
（年齢：　不問　） 158,000円

正社員 35060- 2808221 1人
他

月給 毎　週
194,800円

～
（年齢：　59歳以下　） 194,800円 8時00分～20時00分の

正社員 40010-74884121 間の8時間 1人
月他

月給 (1)9時30分～18時30分 毎　週
155,000円 (2)7時30分～16時30分

～
（年齢：　59歳以下　） 160,000円

正社員 35030-13045721 1人
他

時給 毎　週
161,700円

～
（年齢：　不問　） 162,057円 11時45分～21時10分

正社員以外 34010-54584621 の間の8時間 1人
他

月給 (1)8時00分～17時00分 その他
155,000円

～
（年齢：　69歳以下　） 160,000円

正社員 35060- 2803921 1人
日祝他

月給 (1)9時00分～17時40分 その他
175,000円

～
（年齢：　35歳以下　） 260,000円

正社員 33030-23230621 1人
日祝他

月給 (1)9時00分～17時40分 その他
175,000円

～
（年齢：　35歳以下　） 260,000円

正社員 33030-23269821 1人
日他

月給 (1)8時30分～17時30分 その他
191,000円

～
（年齢：　64歳以下　） 191,000円

正社員 35060- 2783021 1人
他

月給 (1)5時30分～14時30分 毎　週
147,400円 (2)8時30分～17時30分

～ (3)9時00分～18時00分
（年齢：　59歳以下　） 245,700円

正社員 35060- 2807821 1人

（山口県萩市）営業職・
技術職（萩支店）

明治乳製品の配達社
員

ＪＲ山陰本線　萩

就業場所:萩市

（就業場所：従業員数　5　人）

就業場所:萩市

（就業場所：従業員数　27　人）

配達と維持活動を行っていただきます。
配達は、お届けする商品や配達の順番は
お家ごとに決まっており、
牛乳の他にＲ－１やＬＧ２１といった明治商
品をお届けします。
配達軒数は１４０軒から２００軒となってお
ります。

株式会社　明乳松浦
萩営業所

山口県萩市椿３５７３－１

○介護老人福祉施設での給食調理業務
（１日１８２食５人で調理）
○調理・配膳・片付け等
【採用予定日】令和５年４月１日
◆応募にはハローワークの紹介状が必要
です。

社会福祉法人　紫雲
会　むつみ園

山口県萩市大字吉部上３３０１－１

勤務予定表によ
る
年末年始

調理員（正社員）

ＪＲ山陰本線　東萩
就業場所:萩市

（就業場所：従業員数　50　人）

シフト制
月６日休み

シフト制

勤務ローテーショ
ンによる
（※月曜定休日
ほか週１日休み
あり）

年末年始　盆

就業場所:萩市
ＪＲ山陰本線　萩

（就業場所：従業員数　288　人）

和菓子部門・・・大判焼きとパフェの製造・
販売
唐揚総菜部門・・手羽先唐揚げとコロッケ
の製造・販売
仕入管理／材料注文／販売促進／レジ締
め
＊採用予定日：令和５年１月６日～　研修

株式会社　アイアム 福岡県福岡市中央区白金１丁目１２－８

シフトにより週休
２日

就業場所:萩市

（就業場所：従業員数　0　人）

盆　年末年始　Ｇ
Ｗ

○受注、納期、在庫等の管理　
○図面管理　○見積り　○梱包作業
○電話応対、来客応対（お茶出し含む）
○清掃、雑務等
＊パソコン（エクセル・ワード）使用が多い
業務です。
◆応募にはハローワークの紹介状が必要

有限会社　森板金製
作所

山口県萩市大字明木２５５１－３

会社カレンダーに
よる

ＪＲ山陰本線　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　44　人）
○医薬品販売
○レジ業務
○帳簿記帳
○薬の配達等
◆応募にはハローワークの紹介状が必要
です。

有限会社　あがり薬
局

会社年間休日カ
レンダーによる
土日中心に年間
休日数１０５日

・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

・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

一般事務 ○総務課にて、総務・一般事務を担当
・労務管理（社会保険手続き他）業務　等
・郵便物仕分け・配布業務
・電話対応業務
・院内保育園にかかわる手続き業務
・各種書類作成　他
（社用車の運転業務、関係機関での手続

医療法人　医誠会
都志見病院

山口県萩市大字江向４１３－１

就業場所:阿武町

★ウォンツスタッフ大募集★
【接客業務】簡単な商品案内がメインで
す。
【レジ業務】交代でレジに入っていただきま
す。
＊レジは「自動釣銭機」を導入しており、お
金を入れると自動でお釣りが出てくるので

株式会社　ツルハグ
ループドラッグ＆
ファーマシー西日本

広島県広島市西区井口明神１丁目１番１０
号

（就業場所：従業員数　9　人）

○ベーカリーショップ内でのパンの販売、
レジ業務のお仕事です。
＊その他、付随した店内作業があります。
＊商品の陳列、補充
＊パンの袋詰め、包装
＊会計業務
＊店内の簡単な清掃、開店準備、閉店準

松月堂製パン　株式
会社

山口県宇部市今村北四丁目２５番１号店内販売作業（萩市）
【カナルド】

販売（ドラッグストア）／
ウォンツ　阿武店

事務員

ＪＲ山陰本線　東萩

事務員 山口県萩市大字土原２７２－１

就業場所:萩市

お菓子及び唐揚げの製
造販売（正）／山口県
萩市

（就業場所：従業員数　5　人）

就業場所:萩市

販売員

（山口県萩市）営業職・
技術職（江崎支店）

ＪＲ山陰本線　東萩
就業場所:萩市

（就業場所：従業員数　14　人）

就業場所:萩市

（就業場所：従業員数　5　人）

○販売
○昼食の手伝い等
※休憩時間について
　お昼休憩（６０分）、午前午後（各３０分）
ありますが、業務の　状況を見ながらとっ
ていただきます。特に午前午後の休憩は
合間　合間の休憩となります。

有限会社　萩城窯
萩焼会館

山口県萩市大字椿東３１５５

就業時間所在地・就業場所賃 金仕事内容 求人者名
休　日
求人数

就業場所:萩市

情報エンジニア（社内Ｓ
Ｅ）

○社内で使用する情報システムやネット
ワーク、アプリケーションなどのシステム企
画・設計
○運用・保守・ユーザーサポート
○ＩＴ戦略の策定
＊事業への理解を深めて頂くため、試用
期間中にさまざまな部署の仕事を行いま

有限会社　森板金製
作所

山口県萩市大字明木２５５１－３

ＪＲ山陰本線　萩

会社カレンダーに
よる

（就業場所：従業員数　44　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11月30日発行】
令和4年11月21日～令和4年11月27日受理分

次回発行は令和4年12月7日の予定です。
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職種
年齢

雇用形態
就業時間所在地・就業場所賃 金仕事内容 求人者名

休　日
求人数

◎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。

他
月給 (1)8時00分～18時00分 その他

210,000円
～

（年齢：　40歳以下　） 280,000円
正社員 35060- 2795521 1人

日祝他
月給 (1)8時30分～17時00分 その他

180,000円
～

（年齢：　59歳以下　） 280,000円
正社員 35060- 2787521 2人

日祝他
時給 (1)8時00分～17時00分 その他

153,446円
～

（年齢：　不問　） 153,446円
正社員 35060- 2784721 1人

日祝他
月給 (1)8時30分～17時00分 その他

180,000円
～

（年齢：　59歳以下　） 300,000円
正社員 35060- 2786221 2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　） 165,000円
正社員 35060- 2777721 1人

雑務員 山口県萩市大字椿東３１５５ 他
月給 (1)8時00分～17時00分 その他

160,000円
～ 就業場所:萩市

（年齢：　69歳以下　） 160,000円
正社員 35060- 2804121 1人

土日祝他
時給 (1)9時00分～15時30分 毎　週
900円

～
（年齢：　不問　） 900円

パート労働者 35060- 2796421 3人
土日祝

時給 (1)9時30分～16時00分 毎　週
900円

～
（年齢：　不問　） 900円

パート労働者 35060- 2797321 1人
土日祝他

時給 (1)9時30分～13時30分 毎　週
900円

～
（年齢：　不問　） 900円

パート労働者 35060- 2798621 1人
土日祝

時給 (1)9時00分～15時30分 毎　週
900円

～
（年齢：　不問　） 900円

パート労働者 35060- 2799921 1人
土日祝

時給 (1)9時00分～14時00分 毎　週
900円

～
（年齢：　不問　） 900円

パート労働者 35060- 2800421 1人
土日祝

時給 (1)9時00分～15時30分 毎　週
900円

～
（年齢：　不問　） 900円

パート労働者 35060- 2801321 2人
土日祝他

時給 (1)8時30分～16時30分 毎　週
935円 (2)9時15分～17時15分

～
（年齢：　不問　） 935円 又は8時30分～17時15分の

パート労働者 35060- 2776021 間の7時間 2人
土日祝他

時給 (1)8時30分～16時30分 毎　週
935円

～
（年齢：　不問　） 935円

パート労働者 35060- 2779221 1人

固定資産税係
書類整理、電話応対　など
※雇用期間　令和５年１月１０日～令和５
年３月３日

萩市役所 山口県萩市大字江向５１０

年末年始

【短期】一般事務補助
員（課税課固定資産税
係）

ＪＲ山陰本線　東萩
就業場所:萩市

（就業場所：従業員数　15　人）

確定申告期の
１）受付
２）ＰＣを使った申告書類の作成補助
３）申告書類の分類・整理・入力事務等
◎事前に、履歴書・紹介状を持参又は郵
送して下さい。
　後日、面接日時等ご連絡いたします。

萩税務署 山口県萩市大字唐樋町３－７

確定申告期の
１）受付
２）ＰＣを使った申告書類の作成補助
３）申告書類の分類・整理・入力事務等
◎事前に、履歴書・紹介状を持参又は郵
送して下さい。
　後日、面接日時等ご連絡いたします。

萩税務署 山口県萩市大字唐樋町３－７【短期】事務補助員４

【短期】事務補助員５

ＪＲ山陰本線　萩

ＪＲ山陰本線　萩

就業場所:萩市

（就業場所：従業員数　17　人）

就業場所:萩市

（就業場所：従業員数　17　人）

○一般事務
○書類作成
○資料整理
○パソコンでのシステム入力
○窓口対応
○電話対応等
※雇用期間　令和５年２月１日～令和５年

萩市役所 山口県萩市大字江向５１０

年末年始

確定申告期の
１）受付
２）ＰＣを使った申告書類の作成補助
３）申告書類の分類・整理・入力事務等
◎事前に、履歴書・紹介状を持参又は郵
送して下さい。
　後日、面接日時等ご連絡いたします。

萩税務署 山口県萩市大字唐樋町３－７【短期】事務補助員６

【短期】一般事務補助
員（課税課市民税係）
２・３月

ＪＲ山陰本線　萩

ＪＲ山陰本線　東萩

就業場所:萩市

（就業場所：従業員数　17　人）

就業場所:萩市

（就業場所：従業員数　15　人）

確定申告期の
１）受付
２）ＰＣを使った申告書類の作成補助
３）申告書類の分類・整理・入力事務等
◎事前に、履歴書・紹介状を持参又は郵
送して下さい。
　後日、面接日時等ご連絡いたします。

萩税務署 山口県萩市大字唐樋町３－７

○製造の各種補助、雑務　等
＊ごくまれに萩焼の運搬等で社用車を運
転する場合あり
　萩城窯（堀内）への往復　軽バン使用
◆応募にはハローワークの紹介状が必要
です。

有限会社　萩城窯
萩焼会館

シフト制
＊月６日休
み

【短期】事務補助員１

ＪＲ山陰本線　東萩

ＪＲ山陰本線　萩

（就業場所：従業員数　14　人）

就業場所:萩市

（就業場所：従業員数　17　人）

確定申告期の
１）受付
２）ＰＣを使った申告書類の作成補助
３）申告書類の分類・整理・入力事務等
◎事前に、履歴書・紹介状を持参又は郵
送して下さい。
　後日、面接日時等ご連絡いたします。

萩税務署 山口県萩市大字唐樋町３－７

確定申告期の
１）受付
２）ＰＣを使った申告書類の作成補助
３）申告書類の分類・整理・入力事務等
◎事前に、履歴書・紹介状を持参又は郵
送して下さい。
　後日、面接日時等ご連絡いたします。

萩税務署 山口県萩市大字唐樋町３－７【短期】事務補助員２

【短期】事務補助員３

ＪＲ山陰本線　萩

ＪＲ山陰本線　萩

就業場所:萩市

（就業場所：従業員数　17　人）

就業場所:萩市

（就業場所：従業員数　17　人）

○ミシンによる縫製
○縫製品の不良品チェック
○仕上げ作業
◆応募にはハローワークの紹介状が必要
です。

株式会社　クローズ 山口県萩市大字江崎１１１５番地

月２回土曜休み
あり　年末年始
盆　
会社カレンダーに
よる

○各種工作機械操作等
○主にプレスブレーキを使用した曲げ加工
○ＣＮＣ工作機械を使用した加工
○他に手作業による加工
＊事業への理解を深めて頂くため、試用
期間中にさまざまな部署の仕事を行いま
す。

有限会社　森板金製
作所

山口県萩市大字明木２５５１－３

会社カレンダーに
よる

工作機械オペレーター

縫製工

ＪＲ山陰本線　萩

ＪＲ山陰本線　江崎

就業場所:萩市

（就業場所：従業員数　44　人）

就業場所:萩市

（就業場所：従業員数　6　人）

○清掃作業
　各事務所や施設を回り清掃作業。
　給食室など調理場の清掃や消毒作業。
○貯水槽清掃作業
　ビルの下や屋上にある飲み水のタンクの
清掃消毒作業
＊清掃作業は基本的に他のスタッフと共

萩ビルメンテナンス
有限会社

山口県萩市大字椿１１５７－２

会社カレンダーに
よる
年末年始　４日～
６日　　盆休み　２
日

○ＣＡＤ・ＣＡＭでの入力作業
＊事業への理解を深めて頂くため、試用
期間中にさまざまな部署の仕事を行いま
す。
＊工場板金（タレットパンチプレス板金作
業）の資格を取得できます。（国家資格）
費用は全額会社負担です。

有限会社　森板金製
作所

山口県萩市大字明木２５５１－３

会社カレンダーに
よる

ＣＡＤ・ＣＡＭオペレー
ター

作業員

ＪＲ山陰本線　萩

ＪＲ山陰本線　萩

就業場所:萩市

（就業場所：従業員数　44　人）

就業場所:萩市

（就業場所：従業員数　10　人）

○搾乳・餌やり・繁殖・分娩介助
○牛舎の清掃
○自給飼料（牧草）の生産
○車両の運転

農業生産法人　有限
会社　むつみ牧場

山口県萩市大字高佐下２７０９－３７

（就業場所：従業員数　3　人）

シフトによる（月６
日休み）

酪農スタッフ（昼勤務）

ＪＲ山陰本線　長門大井
就業場所:萩市
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職種
年齢

雇用形態
就業時間所在地・就業場所賃 金仕事内容 求人者名

休　日
求人数

◎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～17時15分 毎　週
964円

～
（年齢：　不問　） 964円

パート労働者 35060- 2810321 1人
他

時給 (1)9時00分～13時30分 なし
950円 (2)13時30分～17時30分

～
（年齢：　不問　） 950円

パート労働者 35060- 2805021 2人
他

時給 (1)10時00分～13時00分 毎　週
930円 (2)13時00分～17時00分

～ (3)17時00分～20時00分
（年齢：　64歳以下　） 980円 又は10時00分～20時00分

パート労働者 35030-13141721 の間の4時間以上 2人
他

時給 (1)7時00分～12時00分 毎　週
890円 (2)8時00分～13時00分

～ (3)13時00分～17時00分
（年齢：　不問　） 890円 又は7時00分～18時30分の

パート労働者 35030-13046821 間の5時間程度 2人
日祝他

時給 (1)10時00分～15時00分 毎　週
890円

～
（年齢：　不問　） 890円

パート労働者 35060- 2802621 3人
他

時給 (1)14時45分～20時30分 毎　週
1,000円

～
（年齢：　不問　） 1,000円

パート労働者 33010-39523221 1人
他

時給 (1)8時00分～11時00分 毎　週
888円 (2)9時00分～14時00分

～ (3)17時00分～22時00分
（年齢：　不問　） 888円

パート労働者 13170-33504021 2人
他

時給 (1)8時00分～11時00分 毎　週
888円 (2)18時00分～22時00分

～ (3)21時00分～0時00分
（年齢：　不問　） 888円

パート労働者 13170-34554121 2人
他

時給 (1)18時00分～22時00分 その他
1,000円

～
（年齢：　不問　） 1,100円

パート労働者 35060- 2791021 1人
他

時給 (1)14時00分～18時00分 毎　週
888円

～
（年齢：　不問　） 950円 又は14時00分～18時00分

パート労働者 35060- 2790121 の間の3時間程度 1人
他

時給 (1)18時00分～20時30分 その他
900円

～
（年齢：　不問　） 950円

パート労働者 35060- 2794221 1人
日他

時給 (1)8時30分～17時00分 毎　週
900円

～
（年齢：　不問　） 950円

パート労働者 35060- 2789321 1人
他

時給 毎　週
900円

～
（年齢：　不問　） 1,000円 8時00分～20時00分の

パート労働者 40010-74877021 間の5時間以上 10人
火木土日

時給 (1)8時30分～16時00分 毎　週
888円

～
（年齢：　不問　） 888円

パート労働者 35060- 2780621 1人

・大判焼きやパフェの製造及び販売
・手羽先唐揚げとコロッケの製造・販売
新店舗：　　令和５年１月オープン
採用予定日：令和５年１月６日～

株式会社　アイアム 福岡県福岡市中央区白金１丁目１２－８

シフト制

○花苗・野菜苗の植付やその準備、出荷
作業
＊花苗・野菜苗の接木作業や移植をする
など、手先を使う細かい仕　事がありま
す。
＊冬場には寄せ植え作業もあります。
　いろいろな花を使ってあなたのセンスを

株式会社　増丸園芸 山口県萩市大字紫福５２１７

＊休日は相談の
上決定します。

園芸スタッフ

和菓子及び唐揚げの販
売・製造／山口県萩市

ＪＲ山陰本線　東萩
就業場所:萩市

（就業場所：従業員数　9　人）

就業場所:萩市

（就業場所：従業員数　0　人）
《どんなお仕事？》
◆明治の商品をみなさんに笑顔でお届け
するお仕事です！
牛乳の他にＲ－１やＬＧ２１といった明治商
品を配達します！
お届けするものや配達の順番はお家ごと
に決まっています。

株式会社　明乳松浦
萩営業所

山口県萩市椿３５７３－１お客様のお家をめぐ
る、明治商品の配達
（月・水・金の勤務）

ＪＲ山陰本線　萩
就業場所:萩市

（就業場所：従業員数　27　人）

○夕食の準備、提供、後片付けまでを担
当していただきます。
＊就業日数・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。

株式会社　萩城観光
ホテル

山口県萩市大字堀内４８５番地の２

勤務予定表によ
る

◎ファミリーレストランでの接客業務です。
・お客様のご案内
・オーダーとり
・料理の提供（一部店舗配膳ロボ有）
・食器の片付け、テーブルセッティング
・お会計、レジ打ち
・その他付随する業務

株式会社　すかい
らーくレストランツ

東京都武蔵野市西久保１－２５－８

＊シフト制
＊年次有給休暇
は法定どおり付
与します

接客（ガスト　萩）

レストランサービス係
（夕食）（萩一輪）

ＪＲ東萩

ＪＲ山陰本線　玉江

就業場所:萩市

（就業場所：従業員数　15　人）

就業場所:萩市

（就業場所：従業員数　48　人）

○客室の布団敷き業務
＊業務状況により出勤日数の変更があり
ます。
＊就業日数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。

株式会社　萩城観光
ホテル

山口県萩市大字堀内４８５番地の２

勤務予定表によ
る

○お客様を駐車場までお迎え
○館内の説明・ご案内
○客室へのご案内（お茶等の提供）　
＊土日祝のみの勤務でもＯＫ。
＊就業時間・休日等ご相談ください。
◆応募にはハローワークの紹介状が必要
です。

株式会社　萩城観光
ホテル

山口県萩市大字堀内４８５番地の２

勤務予定表によ
る

ご案内係（萩一輪）

布団敷き（萩一輪）

ＪＲ山陰本線　玉江

ＪＲ山陰本線　玉江

就業場所:萩市

（就業場所：従業員数　48　人）

就業場所:萩市

（就業場所：従業員数　48　人）

○工場の社員食堂でのお仕事です！
　・調理、食材カット、盛り付け、配膳、片
付けなど
　・日替わりで１種類の定食を８０食程度作
ります。
　・５～７名のスタッフで対応します。
※主婦・主夫・シニアの方も活躍中！

トーフレオメガフレッ
クス　株式会社

山口県萩市川上白上８８６－１

土日祝は原則休
み。但し、祝日が
あった週の土曜
日は出勤とする。
年末年始・夏期

○ベーカリーショップ内でのパンの製造・
販売・レジ業務など。
＊パンの仕込み、分割、形成、仕上げなど
＊商品の陳列、補充
＊パンの袋詰め、包装
＊会計業務（レジ打ち）
＊店内の簡単な清掃ほか

松月堂製パン　株式
会社

山口県宇部市今村北四丁目２５番１号

休日については、
ご相談の上決
定。
（出来れば土日
出勤できる方）

店内販売及び製造作業
（萩市）【カナルド】

社員食堂スタッフ

ＪＲ山陰本線　萩

就業場所:萩市

（就業場所：従業員数　5　人）

就業場所:萩市

（就業場所：従業員数　74　人）

◎簡単な調理補助から始めて、調理全般
から洗い場まで担当していただきます。
・食事の盛り付け
・焼き物、揚げ物等の簡単な調理
・食器洗い、消毒等
・その他付随する業務
　難しい仕事内容ではありませんので、未

株式会社　すかい
らーくレストランツ

東京都武蔵野市西久保１－２５－８

＊シフト制
＊年次有給休暇
は法定どおり付
与します

・お食事の盛付・配膳・食器洗浄の業務を
行っていただきます。
　＊未経験の方歓迎。
　＊主婦・主夫の方歓迎
　★丁寧にお教えいたしますので、
　　積極的にご応募下さい。

エームサービスジャ
パン株式会社　中国
事業部

岡山県岡山市北区柳町１丁目１－１　住友
生命岡山ビル１５階

シフト制

萩市／調理補助・遅番
（萩市民病院）

調理補助（ガスト　萩）

ＪＲ　萩

ＪＲ東萩

就業場所:萩市

（就業場所：従業員数　15　人）

就業場所:萩市

（就業場所：従業員数　15　人）

〇受付
〇会計
〇診療報酬請求

萩市役所 山口県萩市大字江向５１０

年末年始

診療所医療事務員（レ
セプト点検含む）

ＪＲ山陰本線　須佐
就業場所:萩市

（就業場所：従業員数　7　人）

・店舗内での販売、接客、レジ操作、商品
の陳列等
・店舗業務
＊就業時間や日数は相談に応じます。
＊ＷワークＯＫ
　　　　《　急　募　》

株式会社　リカース
ペース太陽

山口県宇部市東岐波大津出１１７６－２（山
陽小野田市平成町６３７４－１８）

シフト制

○レジ業務　○商品の陳列
○店内の整理・清掃等
＊刺身などの商品は本店より運び込むた
め、パック詰め等包装作業はありません。
◆応募にはハローワークの紹介状が必要
です。

フードショップ　えび
すや

山口県萩市御許町１４８番地

盆・年始　＊基本
的に日曜は休み
ですが、月曜が
祝日の場合は日
曜が出勤となりま

販売員（萩しーまーと
店）

店内販売員（萩店）

ＪＲ山陰本線　東萩
就業場所:萩市

（就業場所：従業員数　1　人）

就業場所:萩市

（就業場所：従業員数　4　人）
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職種
年齢

雇用形態
就業時間所在地・就業場所賃 金仕事内容 求人者名

休　日
求人数

◎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。

他
時給 (1)8時00分～13時00分 その他
890円 (2)12時30分～17時30分

～
（年齢：　不問　） 890円

パート労働者 35060- 2782121 1人
他

時給 (1)13時00分～16時30分 毎　週
890円

～
（年齢：　不問　） 920円

パート労働者 35060- 2809521 1人
他

時給 (1)10時30分～14時30分 その他
888円

～
（年齢：　不問　） 950円

パート労働者 35060- 2792721 1人
食器洗い（夜）（萩一輪） 山口県萩市大字堀内４８５番地の２ 他

時給 (1)20時00分～0時00分 その他
888円

～ 就業場所:萩市
（年齢：　18歳以上　） 950円

パート労働者 35060- 2793821 1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。　　　　　　　

窓口での支援メニューのご案内

○食器洗い及び食器片付け
＊業務状況により出勤日数の変更があり
ます。
＊就業日数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。

株式会社　萩城観光
ホテル

山口県萩市大字堀内４８５番地の２

勤務予定表によ
る

グループホームを利用されている障がい
をお持ちの方の食事つくりを主とした生活
の支援をおこないます。
◆応募にはハローワークの紹介状が必要
です。

社会福祉法人　ふた
ば園

山口県萩市大字三見３８５２番地の１

月間勤務表によ
る月１０日程度の
勤務

世話人（第２ひじわら
ほーむ）

食器洗い（朝）（萩一輪）

ＪＲ山陰本線　東萩

ＪＲ山陰本線　玉江

就業場所:萩市

（就業場所：従業員数　6　人）

就業場所:萩市

（就業場所：従業員数　48　人）
○食器洗い及び食器片付け
＊業務状況により出勤日数の変更があり
ます。
＊就業日数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。

株式会社　萩城観光
ホテル

勤務予定表
による

ＪＲ山陰本線　玉江
（就業場所：従業員数　48　人）

月１０日休み

福祉施設の清掃業務
（トイレ掃除、居室清掃、ゴミ集め他）
※契約期間（更新）について
　１回目　採用日～３ヵ月
　２回目　６ヵ月契約
　３回目以降　１年毎契約・更新となりま
す。

社会福祉法人　萩市
社会福祉事業団

山口県萩市大字椿字門田３４６０番地の２清掃員★特別養護老
人ホームかがやき

ＪＲ山陰本線　萩
就業場所:萩市

（就業場所：従業員数　173　人）

1． 求人のくわしい情報や会社の情報のご案内

2． 求人票を見るときのポイント、探し方のアドバイス

3． 応募書類（履歴書や職務経歴書）の書き方アドバイスや添削

4． 面接を受けるときの心構えやアドバイス

5． 就活に役立つセミナーや面接会等の情報提供

6． 転職に役立つハロートレーニング（職業訓練）の案内

ハローワークインターネットサービス上に「求職者マイページ」を開設すると、以下のサービスが利用でき、

お仕事探しがより便利になります。

① 登録した求職情報を確認することができます。

② 求人の検索条件や気になった求人を保存することができます。

③ 求職活動の状況（応募中の求人や選考が終わった求人等）を確認することができます。

④ ハローワークからおすすめ求人の情報を受け取ることができます。

⑤ ハローワークから職業紹介(オンラインハローワーク職業紹介)を受けることができます。

⑥ 求人に直接応募（オンライン自主応募）することができます。

⑦ メッセージ機能により、応募した求人の担当者とのやりとりができます。

※メッセージをやりとりできるのは、求人事業所が「求人者マイページ」を開設している場合に限られます。

オンライン登録者は①②③⑥⑦の機能が利用できます。
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