
年齢・

職種 指針　 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 7時45分～17時15分 管工事施工技士２級

200,000円～270,000円 土木施工管理技士２級

年齢不問

TEL 0854-42-0547 （従業員数 15人 ）

正社員 32050-  779281 就業場所 島根県雲南市 厚生年金基金

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

40歳以下 (1) 7時30分～16時30分

132,000円～132,000円

省令３号のイ

TEL 0854-42-0814 （従業員数 21人 ）

正社員 32050-  780381 就業場所 島根県松江市

月給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時15分 自動車整備士（２級）

170,000円～170,000円

年齢不問

TEL 0854-42-1040 （従業員数 6人 ）

正社員 32050-  781681 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時15分～17時15分

150,000円～170,000円

年齢不問

TEL 0854-62-1520 （従業員数 3人 ）

正社員以外 32050-  778881 就業場所 島根県飯石郡飯南町

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ

40歳以下 (1) 8時30分～17時30分

160,000円～230,000円

省令３号のイ

TEL 0854-72-0006 （従業員数 9人 ）

正社員 32050-  772381 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給

不問 (1) 8時00分～17時00分

800円～800円 (2) 8時30分～17時30分

年齢不問

TEL 0854-72-0006 （従業員数 7人 ）

パート労働者 32050-  773681 就業場所 島根県出雲市

時給

不問 (1)17時00分～19時00分

870円～920円 (2)17時00分～20時00分

年齢不問

TEL 090-4108-4685（従業員数 6人 ）

パート労働者 32050-  774981 就業場所 鳥取県米子市

時給

不問 (1)16時00分～18時00分

870円～920円 (2)16時00分～19時00分

年齢不問

TEL 090-4108-4685（従業員数 6人 ）

パート労働者 32050-  775581 就業場所 鳥取県米子市

時給

不問 (1) 9時00分～16時00分

835円～835円

年齢不問

TEL 0854-49-6363 （従業員数 400人 ）

パート労働者 32050-  776481 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

39歳以下 (1) 8時30分～17時30分

150,000円～200,000円

省令３号のイ

TEL 0854-42-8133 （従業員数 14人 ）

正社員 32050-  777781 就業場所 島根県雲南市

日給 栄養士

不問 (1) 8時30分～17時15分 調理師

163,800円～163,800円

年齢不問

TEL 0854-40-1000 （従業員数 21人 ）

正社員以外 32050-  767481 就業場所 島根県雲南市

月給 普通自動車免許一種

30歳以下 (1) 8時00分～17時00分

170,000円～200,000円

省令３号のイ

TEL 0854-49-8650 （従業員数 3人 ）

正社員 32050-  768781 就業場所 島根県雲南市

時給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ

不問

2,500円～3,750円

年齢不問

TEL 0854-54-1949 （従業員数 19人 ）

パート労働者 32050-  769881 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給

不問 (1) 7時00分～13時00分

750円～750円

年齢不問

TEL 0854-76-9290 （従業員数 15人 ）

パート労働者 32050-  770181 就業場所 島根県飯石郡飯南町

時給

不問 (1)13時00分～19時00分

750円～750円

年齢不問

TEL 0854-76-9290 （従業員数 15人 ）

パート労働者 32050-  771081 就業場所 島根県飯石郡飯南町

日給

不問

1,000円～1,000円

年齢不問

TEL 0854-42-9499 （従業員数 41人 ）

パート労働者 32050-  761181 就業場所 島根県松江市

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時00分～17時00分

170,000円～200,000円

年齢不問

TEL 0854-47-7120 （従業員数 1人 ）

正社員 32050-  762081 就業場所 島根県雲南市

雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

運転手（松江・２ｔ車７：３０
～）

株式会社　雲南物流 雲南市木次町山方１１１４－３ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

所在地・就業場所

配管技術者 株式会社　木次設備工業 島根県雲南市木次町里方１０８９

自動車整備士・営業 有限会社　森山自動車工業 島根県雲南市木次町里方５１３―１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

一般事務・経理事務 飯石森林組合 島根県雲南市掛合町掛合２１５２－１１ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めあり（4ヶ月以
上）

出雲そば・加工食品等の営業 有限会社　一福 島根県飯石郡飯南町頓原２３２２番地 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

調理スタッフ（神門店） 有限会社　一福 島根県飯石郡飯南町頓原２３２２番地 雇用・労災

雇用期間の定めなし

レジ係・品出し（急募） お肉のなべさん 島根県雲南市掛合町掛合２１５０－１６　コア内 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

レジ係・品出し（急募） お肉のなべさん 島根県雲南市掛合町掛合２１５０－１６　コア内 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

製造事務スタッフ（９－１６時） 日本コルマー　株式会社　出雲工
場

島根県雲南市加茂町猪尾３７９－５ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めあり（4ヶ月未
満）

デザイン制作オペレーター 有限会社　木次印刷 島根県雲南市木次町山方６３０－５ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

調理師（斐伊保育所） 雲南市役所 島根県雲南市木次町里方５２１－１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以
上）

電気工事作業員 栂電設　株式会社 島根県雲南市加茂町宇治４４９－２番地 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

セレモニー司会者＜奥出雲会館他
＞

株式会社　内田工務店 島根県仁多郡奥出雲町馬馳１１番地３ 労災

雇用期間の定めなし

コンビニエンスストア店員（朝
勤）

株式会社　コンビニエンス飯南
（ローソン・ポプラ飯南赤名店）

島根県飯石郡飯南町下赤名３０４－１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

コンビニエンスストア店員（昼
勤）

株式会社　コンビニエンス飯南
（ローソン・ポプラ飯南赤名店）

島根県飯石郡飯南町下赤名３０４－１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

日常清掃員（堀川遊覧船管理事務
所）

合同会社ＧＯＬＤＥＮＣＨＩＴＯ
ＳＥ広島本社雲南支店

島根県雲南市木次町里方１０２７－１　　小林魚
問屋内

労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月以
上）

営業事務及び軽作業 リサイクルスタジオやまね 雲南市大東町新庄　６７２番地４ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

◎ 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。

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

◎ 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。

◎ 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。
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時給 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時30分～17時30分

750円～950円

年齢不問

TEL 0854-72-9373 （従業員数 1人 ）

パート労働者 32050-  763381 就業場所 島根県飯石郡飯南町

時給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

30歳以下 (1) 8時10分～17時00分

136,400円～136,400円

省令３号のイ

TEL 0854-54-0166 （従業員数 11人 ）

正社員 32050-  764681 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給

不問 (1) 9時00分～15時50分

750円～750円

年齢不問

TEL 0854-54-0166 （従業員数 18人 ）

パート労働者 32050-  765981 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 変形（１ヶ月単位） 介護福祉士

不問 (1) 7時00分～16時00分 ホームヘルパー２級

197,500円～257,500円 (2) 8時30分～17時30分 介護職員初任者研修

年齢不問 (3)11時00分～20時00分

TEL 0854-47-7370 （従業員数 26人 ）

正社員 32050-  766581 就業場所 島根県雲南市

月給 大型自動車免許一種

45歳以下 (1) 8時00分～17時20分

184,000円～225,500円

省令３号のイ

TEL 0854-45-2511 （従業員数 10人 ）

正社員 32050-  756681 就業場所 島根県雲南市 厚生年金基金

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時10分～17時00分 自動車整備士（２級）

185,000円～245,000円

年齢不問

TEL 0854-43-2316 （従業員数 13人 ）

正社員 32050-  757981 就業場所 島根県雲南市

時給 普通自動車免許ＡＴ

不問

850円～1,000円

年齢不問

TEL 0854-43-2316 （従業員数 12人 ）

パート労働者 32050-  758581 就業場所 島根県雲南市

時給 調理師

不問 (1) 8時30分～12時30分

960円～960円

年齢不問

TEL 0854-47-7037 （従業員数 29人 ）

パート労働者 32050-  760281 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 8時00分～17時00分

800円～1,000円

年齢不問

TEL 0854-42-8123 （従業員数 6人 ）

パート労働者 32050-  747381 就業場所 島根県雲南市

時給

18歳以上 (1)17時00分～ 0時00分

800円～1,000円

省令２号

TEL 0854-42-8123 （従業員数 6人 ）

パート労働者 32050-  748681 就業場所 島根県雲南市

時給

18歳以上 (1) 0時00分～ 8時00分

1,000円～1,000円

省令２号

TEL 0854-42-8123 （従業員数 6人 ）

パート労働者 32050-  749981 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1)14時00分～18時00分

750円～800円

年齢不問

TEL 0854-43-2143 （従業員数 4人 ）

パート労働者 32050-  750781 就業場所 島根県松江市

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時00分～17時00分

170,000円～200,080円

年齢不問

TEL 0854-47-7120 （従業員数 1人 ）

正社員 32050-  751881 就業場所 島根県雲南市

時給

不問

750円～800円

年齢不問

TEL 0854-57-0800 （従業員数 72人 ）

パート労働者 32050-  752281 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

日給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時30分～17時30分

135,450円～167,700円

年齢不問

TEL 0854-54-2248 （従業員数 12人 ）

正社員以外 32050-  753181 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時45分～17時45分

143,000円～143,000円 (2)10時00分～19時00分

年齢不問 (3) 8時45分～12時45分

TEL 0854-42-0046 （従業員数 5人 ）

正社員 32050-  754081 就業場所 島根県雲南市 厚生年金基金

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分

135,000円～175,000円

年齢不問

TEL 0854-52-1331 （従業員数 15人 ）

正社員 32050-  755381 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町 厚生年金基金

一般事務（経理事務） 株式会社　あゆみ 飯石郡飯南町頓原　１０７０ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

卒業証書記念フォルダー製作
部活クラスＴシャツプリント

ウィンテック　株式会社 島根県仁多郡奥出雲町八代２５８－１ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

卒業証書記念フォルダー製作
部活クラスＴシャツプリント

ウィンテック　株式会社 島根県仁多郡奥出雲町八代２５８－１ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めあり（4ヶ月以
上）

介護職 株式会社さくら長寿会（シニア
コートなごみ大東）

島根県雲南市大東町飯田９２番地１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

建設用重機の運搬業務（有期実習
型訓練）

三刀屋自動車工業　株式会社 島根県雲南市三刀屋町三刀屋２３５－１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

自動車整備士 株式会社　トヤ商事 島根県雲南市大東町大東２４１７番地５ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

ガソリンスタンド販売員 株式会社　トヤ商事 島根県雲南市大東町大東２４１７番地５ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

調理士または調理補助
（みなみかも・準職員）

社会福祉法人　愛耕福祉会 島根県雲南市加茂町南加茂４１－３番地 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以
上）

コンビニスタッフ（日勤） ファミリーマート雲南木次店 島根県雲南市木次町里方１０４３番地１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

コンビニスタッフ（準夜勤） ファミリーマート雲南木次店 島根県雲南市木次町里方１０４３番地１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

コンビニスタッフ（夜勤） ファミリーマート雲南木次店 島根県雲南市木次町里方１０４３番地１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

クリーニング受付係（ホック山代
店）

有限会社　オンダクリーニング 島根県雲南市大東町新庄４４７－９ 労災

雇用期間の定めなし

営業事務及び軽作業 リサイクルスタジオやまね 雲南市大東町新庄　６７２番地４ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

調理補助 株式会社　奥出雲振興 島根県仁多郡奥出雲町亀嵩３６０９－１ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月以
上）

通信販売事務員 奥出雲仁多米　株式会社 島根県仁多郡奥出雲町高尾１７８７－２２ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

調剤補助スタッフ 有限会社　藤原薬局 島根県雲南市木次町木次４１番地１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

日本酒の出荷、発送、配達作業員
及び事務作業員

簸上清酒　合名会社 島根県仁多郡奥出雲町横田１２２２番地 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし
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◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

◎ 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。

◎ 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。

時給

不問 (1) 9時00分～15時00分

750円～750円

年齢不問

TEL 0854-43-2143 （従業員数 17人 ）

パート労働者 32050-  742781 就業場所 島根県雲南市

月給

40歳以下 (1) 8時15分～17時15分

150,000円～200,000円

省令３号のイ

TEL 0854-54-9580 （従業員数 21人 ）

正社員 32050-  743881 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

日給 普通自動車免許ＡＴ

50歳以下 (1) 8時30分～16時20分

153,600円～204,800円

省令３号のイ

TEL 0854-43-2143 （従業員数 17人 ）

正社員 32050-  744281 就業場所 島根県雲南市

時給 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時30分～14時00分

800円～850円

年齢不問

TEL 0854-42-1689 （従業員数 11人 ）

パート労働者 32050-  745181 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 9時00分～12時00分

830円～830円

年齢不問

TEL 0854-42-0729 （従業員数 6人 ）

パート労働者 32050-  746081 就業場所 島根県雲南市

インターネット受注受付業務（本
社）

有限会社　オンダクリーニング 島根県雲南市大東町新庄４４７－９ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

樹脂部品加工作業員（マシンオペ
レーター）

株式会社ガット 島根県仁多郡奥出雲町三沢１９５２－３ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

歯科受付 さくら歯科クリニック 島根県雲南市木次町新市２９ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月以
上）

クリーニング生産主任 有限会社　オンダクリーニング 島根県雲南市大東町新庄４４７－９ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

調理補助および配送 倉田産業　株式会社　島根営業所
（パナソニックＥＳソーラーシス
テム製造株式会社内）

島根県雲南市木次町山方３２０－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし


