
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

時給 普通自動車免許ＡＴ

18歳以上 (1)17時00分～ 9時00分

800円～830円

省令２号

TEL 0854-45-5406 （従業員数 22人 ）

パート労働者 32050-  709191 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 8時00分～13時00分

780円～780円

年齢不問

TEL 0854-43-2151 （従業員数 7人 ）

パート労働者 32050-  710691 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1)13時00分～17時00分

780円～780円

年齢不問

TEL 0854-43-2151 （従業員数 7人 ）

パート労働者 32050-  711991 就業場所 島根県雲南市

日給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時10分～17時10分

135,680円～169,600円

年齢不問

TEL 0854-49-9736 （従業員数 18人 ）

正社員 32050-  712491 就業場所 島根県雲南市

時給 普通自動車免許一種

不問 (1) 9時00分～15時30分

800円～900円

年齢不問

TEL 0854-42-3800 （従業員数 5人 ）

パート労働者 32050-  703991 就業場所 島根県雲南市

時給 変形（１年単位）

不問 (1) 9時00分～15時30分

764円～764円

年齢不問

TEL 0854-49-7290 （従業員数 5人 ）

パート労働者 32050-  704491 就業場所 島根県雲南市

日給 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

165,000円～220,000円

年齢不問

TEL 0854-52-0130 （従業員数 6人 ）

正社員 32050-  705791 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給 普通自動車免許一種

不問

800円～800円

年齢不問

TEL 0854-54-1701 （従業員数 14人 ）

パート労働者 32050-  706891 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給 交替制あり 普通自動車免許ＡＴ

不問

770円～850円

年齢不問

TEL 0854-47-7369 （従業員数 3人 ）

パート労働者 32050-  707291 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～15時00分

850円～950円

年齢不問

TEL 0854-42-1635 （従業員数 36人 ）

パート労働者 32050-  708591 就業場所 島根県雲南市

月給

不問 (1) 8時30分～17時00分

150,000円～150,000円

年齢不問

TEL 0854-72-1025 （従業員数 12人 ）

正社員 32050-  698691 就業場所 島根県飯石郡飯南町

時給

不問

800円～900円

年齢不問

TEL 0854-42-5318 （従業員数 76人 ）

パート労働者 32050-  699991 就業場所

月給 変形（１年単位） 中型自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時15分

182,435円～220,000円

年齢不問

TEL 0854-42-5318 （従業員数 76人 ）

正社員 32050-  700091 就業場所 島根県雲南市

月給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～15時00分

968円～968円

年齢不問

TEL 0854-42-9499 （従業員数 41人 ）

パート労働者 32050-  692891 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05分～17時00分

174,000円～207,000円

年齢不問

TEL 0854-54-0231 （従業員数 104人 ）

正社員 32050-  693291 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時30分

160,000円～220,000円 (2)21時00分～ 6時00分

年齢不問

TEL 090-1355-3230 （従業員数 3人 ）

正社員 32050-  694591 就業場所 島根県雲南市

時給 変形（１ヶ月単位）

18歳以上 (1) 6時30分～14時30分

136,000円～156,800円 (2) 9時45分～18時00分

省令２号 (3)14時30分～23時00分

TEL 0854-40-0620 （従業員数 42人 ）

正社員以外 32050-  695191 就業場所 島根県雲南市

電話オペレーター（カスタマーサ
ポート課／アルバイト）

株式会社　ジェイハウス　コール
センター事業部

島根県雲南市木次町里方３０－２
　マルシェリーズ　３階

雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

製造スタッフ 株式会社ベッセル島根 島根県仁多郡奥出雲町三沢１０３番地 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

高速道路での保全作業・ドローン
パイロット・一般土木作業員

株式会社　ＥーＬｉｆｅ 島根県雲南市加茂町東谷５８０－１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

梱包・配送作業員 株式会社ゼンキンメタル 島根県雲南市木次町里方１０７９番地１ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

事務員 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

雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

ゴミの選別作業員 有限会社　ユートピアつがか 島根県飯石郡飯南町都加賀２６６－２ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

構内運搬、工場内軽作業 株式会社ゼンキンメタル 島根県雲南市木次町里方１０７９番地１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

獣医師補助 さくら通り動物病院 島根県雲南市三刀屋町三刀屋９５－８ 労災

雇用期間の定めなし

調理スタッフ（きすきの里） 社会福祉法人　雲南ひまわり福祉
会

島根県雲南市木次町東日登３５１－５ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

土木作業員 株式会社　まるみ建設工業 島根県仁多郡奥出雲町横田１３１４ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

営業・会計事務 株式会社　丸共 島根県仁多郡奥出雲町馬馳９７－２ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

支援員（木次事業所さくらんぼ） 特定非営利活動法人　ふれんど 島根県雲南市木次町新市３番地 雇用・労災

雇用期間の定めなし

麺類袋詰め作業 株式会社　出雲たかはし 島根県雲南市加茂町東谷３７１－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

和菓子の加工・包装 金時堂　株式会社 島根県雲南市大東町大東９７７－４ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

組立作業員（ＡＴＳ） 株式会社　サンキコーポレーショ
ン

島根県雲南市加茂町神原９１４ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

雇用・労災

雇用期間の定めなし

和菓子の加工 金時堂　株式会社 島根県雲南市大東町大東９７７－４ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

所在地・就業場所

介護職員（夜間専従職員） 株式会社　ヒカリエ　　（ウェル
ライフ三刀屋、ライフケアふれあ
い）（こもれびケアプランニン
グ）

島根県雲南市三刀屋町下熊谷１６７５－２

℡ 0854-42-0751

ハローワーク雲南

（雲南公共職業安定所）◎ 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。



年齢・

職種 指針　 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格所在地・就業場所

℡ 0854-42-0751

ハローワーク雲南

（雲南公共職業安定所）◎ 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。

日給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時20分～17時15分

165,000円～281,600円

年齢不問

TEL 0854-43-8711 （従業員数 48人 ）

正社員 32050-  696091 就業場所 島根県雲南市

時給

18歳以上

800円～800円

省令２号

TEL 0854-49-9577 （従業員数 14人 ）

パート労働者 32050-  684291 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

45歳以下 (1) 8時30分～17時30分

150,000円～180,000円

省令３号のイ

TEL 0854-42-3480 （従業員数 18人 ）

正社員 32050-  687091 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～17時30分

770円～850円 (2)11時00分～15時00分

年齢不問

TEL 0854-42-3480 （従業員数 18人 ）

パート労働者 32050-  688391 就業場所 島根県雲南市

日給 変形（１年単位） 中型自動車免許一種

不問 (1)12時00分～21時00分

183,200円～194,650円

年齢不問

TEL 0854-43-4213 （従業員数 14人 ）

正社員 32050-  689691 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

35歳以下 (1) 8時30分～17時30分

205,000円～265,000円

省令３号のイ

TEL 0854-49-6637 （従業員数 15人 ）

正社員 32050-  674791 就業場所 島根県雲南市

時給 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 7時00分～12時30分

900円～900円 (2)13時00分～17時30分

年齢不問

TEL 0854-45-0157 （従業員数 4人 ）

パート労働者 32050-  675891 就業場所 島根県出雲市

時給 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 7時00分～17時30分

900円～900円

年齢不問

TEL 0854-45-0157 （従業員数 4人 ）

パート労働者 32050-  676291 就業場所 島根県出雲市

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

140,000円～160,000円

年齢不問

TEL 0854-74-0500 （従業員数 39人 ）

正社員 32050-  677591 就業場所

時給

不問

900円～900円

年齢不問

TEL 0854-42-0116 （従業員数 125人 ）

パート労働者 32050-  678191 就業場所 島根県雲南市

時給 大型自動車免許一種

不問 (1) 7時30分～16時30分 小型移動式クレーン

168,000円～252,000円 玉掛技能者

年齢不問

TEL 0854-76-3245 （従業員数 12人 ）

正社員 32050-  679091 就業場所 島根県飯石郡飯南町

時給 土木施工管理技士２級

不問 (1) 7時30分～16時30分 車両系整地掘削用運転

168,000円～252,000円 普通自動車免許一種

年齢不問

TEL 0854-76-3245 （従業員数 12人 ）

正社員 32050-  680991 就業場所 島根県飯石郡飯南町

時給 普通自動車免許一種

不問 (1) 7時30分～16時30分 車両系整地掘削用運転

252,000円～285,600円 土木施工管理技士２級

年齢不問

TEL 0854-76-3245 （従業員数 12人 ）

正社員 32050-  681491 就業場所 島根県飯石郡飯南町

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

35歳以下 (1) 8時50分～17時50分

165,000円～180,000円

省令３号のイ

TEL 0854-42-0368 （従業員数 20人 ）

正社員 32050-  665491 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 9時00分～18時00分

145,152円～145,152円 (2)13時00分～22時00分

年齢不問

TEL 0854-42-2221 （従業員数 15人 ）

正社員以外 32050-  668291 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1)12時30分～14時30分

900円～900円

年齢不問

TEL 080-5421-1355 （従業員数 19人 ）

パート労働者 32050-  671691 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～17時30分

900円～900円 (2) 8時30分～13時00分

年齢不問 (3)13時00分～17時30分

TEL 0854-43-2113 （従業員数 9人 ）

パート労働者 32050-  672991 就業場所 島根県雲南市

仕分け作業（雲南） ヤマト運輸株式会社　雲南支店 島根県雲南市三刀屋町下熊谷１３９６－４ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

商品の配送 株式会社　藤原茶問屋 島根県雲南市大東町大東１６７７－１ 労災

雇用期間の定めなし

教習指導員 有限会社　難波支店 島根県雲南市木次町里方４８９－１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

フロントスタッフ（おろち湯った
り館）

雲南都市開発　株式会社 島根県雲南市木次町木次９５２－２９ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

重機オペレーター・土木作業 有限会社　景山建設 島根県飯石郡飯南町上来島７５４－８ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

土木施工管理技術者 有限会社　景山建設 島根県飯石郡飯南町上来島７５４－８ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

生産管理スタッフ サンセイ電機　株式会社 島根県雲南市木次町東日登４２５－２ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

大型トラック運転手 有限会社　景山建設 島根県飯石郡飯南町上来島７５４－８ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

トマト栽培、出荷補助 ココロノファーム 島根県雲南市三刀屋町須所１２５－９ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

食品製造業務 株式会社　吉田ふるさと村 島根県雲南市吉田町吉田１０４７番地２ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

ルートセールス（営業） 株式会社　キンヤ 島根県雲南市加茂町東谷１８２一１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

トマト栽培、出荷補助（短時間） ココロノファーム 島根県雲南市三刀屋町須所１２５－９ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

売店接客・レストランホール係 有限会社　奥出雲葡萄園 島根県雲南市木次町寺領２２７３－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

運転手（中型ドライバー） 株式会社　大南 島根県雲南市大東町上佐世２３７番地 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

コンビニエンスストアスタッフ 有限会社　野々村水道　ファミ
リーマート雲南加茂店

島根県雲南市加茂町加茂中３６－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

売店接客・レストランホール係 有限会社　奥出雲葡萄園 島根県雲南市木次町寺領２２７３－１ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

林業作業員 大原森林組合 島根県雲南市大東町下阿用４０１番地１ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし



年齢・

職種 指針　 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格所在地・就業場所

℡ 0854-42-0751

ハローワーク雲南

（雲南公共職業安定所）◎ 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。

時給

不問 (1) 8時30分～12時00分

900円～1,000円 (2) 8時30分～15時00分

年齢不問

TEL 0854-42-9499 （従業員数 41人 ）

パート労働者 32050-  673491 就業場所 島根県松江市

定期清掃員（雲南、出雲、松江市
内）

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

雇用・労災

雇用期間の定めなし


