
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

40歳以下 (1) 8時00分～17時20分

150,000円～250,000円

省令３号のイ

TEL 0854-62-0214 （従業員数 6人 ）

正社員 32050- 1111591 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 9時30分～19時00分

150,000円～200,000円 (2) 9時30分～18時00分

省令１号

TEL 0854-42-9898 （従業員数 4人 ）

正社員 32050- 1113091 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1)10時00分～15時00分

800円～1,000円 (2)18時00分～21時30分

年齢不問

TEL 0854-76-9277 （従業員数 3人 ）

パート労働者 32050- 1114391 就業場所 島根県飯石郡飯南町

時給 中型自動車免許一種

不問 大型自動車免許一種

1,200円～1,400円

年齢不問

TEL 0854-76-2065 （従業員数 7人 ）

パート労働者 32050- 1115691 就業場所 島根県飯石郡飯南町

時給

不問 (1)15時30分～19時30分

770円～800円

年齢不問

TEL 090-7130-0932 （従業員数 1人 ）

パート労働者 32050- 1116991 就業場所 島根県雲南市

時給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時00分 中型一種（８ｔ限定）

152,250円～175,088円

年齢不問

TEL 0854-42-9000 （従業員数 20人 ）

正社員以外 32050- 1117491 就業場所 島根県雲南市

月給 普通自動車免許一種

40歳以下 (1) 8時30分～17時30分

180,000円～250,000円

省令３号のイ

TEL 0854-49-6311 （従業員数 5人 ）

正社員 32050- 1118791 就業場所

月給 看護師

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 准看護師

160,000円～235,000円

省令１号

TEL 0854-49-9545 （従業員数 30人 ）

正社員 32050- 1120191 就業場所 島根県雲南市

日給

不問 (1) 8時20分～17時20分

132,880円～132,880円

年齢不問

TEL 0854-45-5552 （従業員数 8人 ）

正社員以外 32050- 1121091 就業場所 島根県雲南市

時給

不問

900円～1,100円

年齢不問

TEL 0854-52-0066 （従業員数 88人 ）

パート労働者 32050- 1122391 就業場所

時給

64歳以下 (1) 7時00分～11時00分

800円～800円 (2)13時00分～17時00分

省令１号 (3)14時00分～18時00分

TEL 0854-72-0214 （従業員数 133人 ）

パート労働者 32050- 1123691 就業場所 島根県飯石郡飯南町

時給

不問 (1) 8時30分～16時30分

769円～800円

年齢不問

TEL 0854-52-1149 （従業員数 4人 ）

パート労働者 32050- 1125491 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給 普通自動車免許ＡＴ

64歳以下 (1) 8時30分～17時30分

157,793円～157,793円

省令１号

TEL 0854-43-2113 （従業員数 8人 ）

正社員 32050- 1127891 就業場所 島根県雲南市

月給 ガス溶接技能者

59歳以下 (1) 8時00分～17時05分

190,000円～230,000円

省令１号

TEL 0854-49-8017 （従業員数 40人 ）

正社員 32050- 1129591 就業場所 島根県雲南市

月給

59歳以下 (1) 8時00分～17時05分

160,000円～230,000円

省令１号

TEL 0854-49-8017 （従業員数 40人 ）

正社員 32050- 1130391 就業場所 島根県雲南市

時給

64歳以下

860円～860円

省令１号

TEL 0854-43-6048 （従業員数 29人 ）

パート労働者 32050- 1131691 就業場所 島根県雲南市

時給

不問

900円～900円

年齢不問

TEL 0854-42-0116 （従業員数 130人 ）

パート労働者 32050- 1133491 就業場所 島根県雲南市

厨房機器部品組立スタッフ（本館
工場）

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）

業務用厨房機器の製造作業（組
立、加工作業）

株式会社　ネスター　島根工場 島根県雲南市加茂町南加茂７０６－５ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

機械部品加工（７時間） 有限会社　大東電子 島根県雲南市大東町大東２３５４－１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

商品の配送業務 株式会社　藤原茶問屋 島根県雲南市大東町大東１６７７－１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

業務用厨房機器の製造作業（ロー
付け作業）

株式会社　ネスター　島根工場 島根県雲南市加茂町南加茂７０６－５ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

調理職員 社会福祉法人　友愛会 島根県飯石郡飯南町佐見４５番地 労災

雇用期間の定めなし

そば打ち、調理、接客 奥出雲の手打　山県そば 島根県仁多郡奥出雲町大呂５１５ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

調理員（三刀屋） 株式会社　給食雲南 島根県雲南市三刀屋町三刀屋７５－９ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

一般事務（生産管理、購買事務） 株式会社　ニッポ－島根工場 島根県仁多郡奥出雲町下横田７５０－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

飼料等の営業・配送 内外飼料　株式会社　島根営業所 島根県雲南市加茂町東谷１３９－８ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

看護師、准看護師 社会福祉法人　かも福祉会 島根県雲南市加茂町加茂中９１５ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

採点アシスタント 公文式　きすき教室 島根県雲南市木次町新市６８ 労災

雇用期間の定めなし

農業機械の修理・販売 島根県農業協同組合　雲南地区本
部

島根県雲南市木次町里方１０８８－６ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

ホール係、調理補助 株式会社　ボウストフル・ファー
マー　ミセス・ロビンフッド

島根県飯石郡飯南町上来島　　　１２０５－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

乗用自動車運転手
（タクシー・マイクロバス）

有限会社　赤来交通 島根県飯石郡飯南町野萱２９８－３ 労災

雇用期間の定めなし

雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

ピット作業及び販売 有限会社　タイヤ館出雲　雲南店 雲南市木次町下熊谷１５４２－１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

所在地・就業場所

自動車営業員 掛合マツダ　有限会社 島根県雲南市掛合町掛合２４２２－１

℡ 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。

時給

不問 (1)16時00分～21時00分

800円～850円

年齢不問

TEL 0854-74-0717 （従業員数 6人 ）

パート労働者 32050- 1134791 就業場所 島根県雲南市

月給 普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

169,600円～233,200円

省令１号

TEL 0854-52-0350 （従業員数 9人 ）

正社員 32050- 1135891 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ

59歳以下 (1) 9時00分～18時00分

200,000円～350,000円

省令１号

TEL 0854-62-0027 （従業員数 7人 ）

正社員 32050- 1137591 就業場所 島根県松江市

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

200,000円～350,000円

省令１号

TEL 0854-62-0027 （従業員数 7人 ）

正社員 32050- 1139091 就業場所 島根県松江市

時給

不問 (1)14時00分～18時00分

877円～877円

年齢不問

TEL 0854-40-1000 （従業員数 4人 ）

パート労働者 32050- 1140991 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１ヶ月単位）

59歳以下 (1) 8時30分～17時15分

134,500円～213,000円 (2) 6時30分～15時15分

省令１号 (3) 7時30分～16時15分

TEL 0854-45-5111 （従業員数 128人 ）

正社員 32050- 1149691 就業場所 島根県雲南市 厚生年金基金

時給 変形（１ヶ月単位）

64歳以下 (1) 8時00分～17時00分

145,520円～162,640円 (2)12時00分～21時00分

省令１号

TEL 0854-74-0500 （従業員数 0人 ）

正社員以外 32050- 1141491 就業場所 島根県雲南市

時給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ

64歳以下 (1) 6時00分～15時00分

136,960円～154,080円 (2)13時00分～22時00分

省令１号

TEL 0854-74-0500 （従業員数 0人 ）

正社員以外 32050- 1142791 就業場所 島根県雲南市

時給 変形（１ヶ月単位）

64歳以下 (1) 9時00分～16時00分

800円～800円

省令１号

TEL 0854-74-0500 （従業員数 0人 ）

パート労働者 32050- 1143891 就業場所 島根県雲南市

時給 普通自動車免許一種

不問 (1) 7時30分～16時30分

800円～900円 (2) 9時00分～16時45分

年齢不問

TEL 0854-47-7108 （従業員数 7人 ）

パート労働者 32050- 1144291 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

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

160,000円～200,000円

省令１号

TEL 0854-42-0116 （従業員数 130人 ）

正社員 32050- 1146191 就業場所 島根県雲南市

月給

45歳以下 (1) 8時00分～17時00分

135,000円～135,000円

省令３号のイ

TEL 0854-42-3782 （従業員数 8人 ）

正社員 32050- 1147091 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

40歳以下 (1) 8時00分～16時50分

174,400円～261,600円

省令３号のイ

TEL 0854-56-0234 （従業員数 83人 ）

正社員 32050- 1148391 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給

不問 (1) 9時00分～13時00分

800円～800円 (2)13時00分～17時00分

年齢不問

TEL 0854-56-0157 （従業員数 10人 ）

パート労働者 32050- 1150491 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給

不問

764円～764円

年齢不問

TEL 0854-52-0174 （従業員数 8人 ）

パート労働者 32050- 1151791 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給

不問

800円～900円

年齢不問

TEL 0854-52-2131 （従業員数 4人 ）

パート労働者 32050- 1152891 就業場所 島根県松江市

日給

54歳以下 (1) 8時30分～17時00分

130,650円～130,650円

省令３号のイ

TEL 0854-45-2328 （従業員数 3人 ）

正社員 32050- 1153291 就業場所 島根県出雲市 厚生年金基金

菓子販売（松江） 有限会社　松葉屋 島根県仁多郡奥出雲町下横田１２８－２５ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

一般事務員 有限会社　炭谷運送 島根県雲南市三刀屋町三刀屋１７－３ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

食料品　雑貨等の販売 奥出雲石油　有限会社 島根県仁多郡奥出雲町三沢　１２４３－７ 労災

雇用期間の定めなし

豆腐製造 石田食品 島根県仁多郡奥出雲町横田１０９８－４ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

部品や資材のピッキング及び袋詰
め、機器の検品・組立作業

有限会社　ニシカワ 島根県雲南市木次町里方　１１０２－２ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

鋳仕上げ工（正社員） 東洋製鉄株式会社　出雲仁多工場 島根県仁多郡奥出雲町上阿井２４６７ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

食料品、日用品の訪問販売員 Ｔ＆Ｃエンタープライズ 島根県雲南市木次町新市３９ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

生産管理グループリーダー（候
補）

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・財形

雇用期間の定めなし

清嵐荘フロント業務・レストラン
業務＜新規募集＞

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

清掃係＜新規・清嵐荘＞ 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

看護助手（正職員） 医療法人陶朋会　平成記念病院 島根県雲南市三刀屋町三刀屋１２９４－１ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

調理係＜新規・清嵐荘＞ 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

建築技術者 株式会社　田部 島根県雲南市吉田町吉田２４０７ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

放課後児童クラブ支援員（斐伊児
童クラブ）

雲南市役所 島根県雲南市木次町里方５２１－１ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

土木（舗装）作業員 株式会社　ＹＯＫＯＴＡ 島根県仁多郡奥出雲町下横田９３－１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

住宅・不動産売買仲介営業員 株式会社　田部 島根県雲南市吉田町吉田２４０７ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

セルフレストランでの調理補助
特産品販売業務

有限会社　木村有機農園 島根県雲南市吉田町民谷５４４ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）



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。

月給 普通自動車免許一種

45歳以下 (1) 8時30分～17時00分

200,000円～240,000円

省令３号のイ

TEL 0854-49-7924 （従業員数 30人 ）

正社員 32050- 1154591 就業場所 島根県雲南市

日給 保育士

不問 (1) 8時15分～17時00分

163,800円～163,800円 (2) 7時30分～16時15分

年齢不問

TEL 0854-40-1000 （従業員数 7人 ）

正社員以外 32050- 1155191 就業場所 島根県雲南市

ブロイラー養鶏農場スタッフ（管
理者候補）

有限会社　出雲畜産 島根県雲南市加茂町三代９９０ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

加配保育士（大東こども園） 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）


