
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

18歳以上 (1) 8時30分～17時20分

190,080円～190,080円 (2)17時10分～ 2時00分

省令２号

TEL 0859-31-1696 （従業員数 1人 ）

有期雇用派遣 31020-14746891 就業場所 島根県雲南市

日給

18歳以上 (1) 8時30分～17時08分

134,374円～164,252円 (2)17時00分～ 8時30分

省令２号

TEL 0853-21-4013 （従業員数 6人 ）

正社員 32030- 9566891 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 8時30分～17時20分

190,000円～190,000円 (2)17時10分～ 2時00分

年齢不問

TEL 0853-20-7615 （従業員数 0人 ）

有期雇用派遣 32030- 9596991 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（ＡＴ限定）

45歳以下 (1) 8時00分～17時00分

140,000円～200,000円

省令３号のイ

TEL 0854-42-0445 （従業員数 60人 ）

正社員 32050- 1933591 就業場所 島根県雲南市

時給

不問

800円～800円

年齢不問

TEL 0854-43-2151 （従業員数 9人 ）

パート労働者 32050- 1934191 就業場所 島根県雲南市

時給

不問

850円～850円

年齢不問

TEL 0854-42-1311 （従業員数 130人 ）

パート労働者 32050- 1937691 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

日給 普通自動車免許

不問 (1) 8時05分～17時00分

830円～830円

年齢不問

TEL 0854-42-1311 （従業員数 392人 ）

パート労働者 32050- 1938991 就業場所 島根県雲南市

時給 普通自動車免許

不問 (1) 8時05分～16時10分

850円～850円

年齢不問

TEL 0854-42-1311 （従業員数 392人 ）

パート労働者 32050- 1940291 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 8時30分～17時15分

128,928円～128,928円 (2) 8時50分～17時35分

年齢不問

TEL 0854-42-0330 （従業員数 10人 ）

正社員以外 32050- 1941591 就業場所 島根県雲南市

月給

44歳以下 (1) 8時00分～16時50分

162,400円～211,200円

省令３号のイ

TEL 0854-43-6430 （従業員数 28人 ）

正社員 32050- 1942191 就業場所 島根県雲南市 厚生年金基金

時給

不問 (1) 9時00分～15時50分

900円～900円

年齢不問

TEL 0854-43-6430 （従業員数 28人 ）

パート労働者 32050- 1943091 就業場所 島根県雲南市

月給 大型自動車免許

64歳以下

160,000円～200,000円

省令１号

TEL 0854-74-0500 （従業員数 39人 ）

正社員 32050- 1944391 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 9時30分～16時30分

800円～800円

年齢不問

TEL 0854-48-0033 （従業員数 1人 ）

パート労働者 32050- 1945691 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１ヶ月単位）

40歳以下

150,000円～155,000円

省令３号のイ

TEL 0854-45-0088 （従業員数 8人 ）

正社員 32050- 1947491 就業場所 島根県雲南市

時給 変形（１ヶ月単位）

不問

900円～900円

年齢不問

TEL 0854-45-0088 （従業員数 8人 ）

パート労働者 32050- 1948791 就業場所 島根県雲南市

日給 変形（１年単位）

59歳以下 (1) 8時20分～17時30分

154,790円～182,085円 (2) 6時00分～14時00分

省令１号 (3)14時00分～22時00分

TEL 0854-49-6543 （従業員数 57人 ）

正社員 32050- 1950191 就業場所 島根県雲南市

時給 普通自動車免許

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

178,405円～285,600円 (2) 8時00分～12時00分

省令１号

TEL 0854-72-0102 （従業員数 3人 ）

正社員 32050- 1951091 就業場所 島根県飯石郡飯南町

農林業機械の修理、販売 有限会社　ホリエ 島根県飯石郡飯南町頓原１６１２－５ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

場外馬券発売所スタッフ（パー
ト）

有限会社　タケダ 島根県雲南市三刀屋町三刀屋４５－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

総合技術職 株式会社　山光 島根県雲南市加茂町猪尾２９７ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

接客・ガーデニングサポーター 株式会社堀江 島根県雲南市木次町平田４７２ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

場外馬券発売所スタッフ 有限会社　タケダ 島根県雲南市三刀屋町三刀屋４５－１ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

ブレーキパッドのセット及び出荷
準備スタッフ

クシロブレーキ株式会社　島根大
東工場

島根県雲南市大東町下佐世６６－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

路線バス運転手（正社員） 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

一般事務、窓口事務 日本郵便株式会社　木次郵便局 島根県雲南市木次町木次３７２－５ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

自動車用ブレーキパッドの検査 クシロブレーキ株式会社　島根大
東工場

島根県雲南市大東町下佐世６６－１ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

緑地管理等作業員補助 ホシザキ株式会社　島根工場 島根県雲南市木次町山方２７１－１３ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

清掃業務【木次工場】 ホシザキ株式会社　島根工場 島根県雲南市木次町山方２７１－１３ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

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

清掃業務【横田工場】 ホシザキ株式会社　島根工場 島根県雲南市木次町山方２７１－１３ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

電子機器の組立・検査 日研トータルソーシング株式会社
出雲事業所

島根県出雲市駅南町２－２－１　だるまビル２Ｆ
Ｅ号室

雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

乳製品製造オペレータ 木次乳業　有限会社 島根県雲南市木次町東日登２２８－２ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

施設警備業務【雲南市役所】 株式会社　中央ビルサービス 島根県出雲市塩冶有原町６－６０ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

所在地・就業場所

（派）電機製品の組立作業員
〈雲南市〉

株式会社　日本コンコードシステ
ム　米子支社

鳥取県米子市東福原４－２０－７　生田ビル５Ｆ

℡ 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。
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℡ 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

800円～800円

年齢不問

TEL 0854-52-2121 （従業員数 7人 ）

パート労働者 32050- 1952391 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給 変形（１ヶ月単位）

不問 (1)14時30分～19時00分

850円～850円

年齢不問

TEL 0852-27-6535 （従業員数 6人 ）

パート労働者 32010-14685191 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

不問 (1) 9時45分～19時15分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

148,500円～195,300円 (2)10時45分～19時15分

年齢不問

TEL 0852-20-5250 （従業員数 6人 ）

正社員 32010-14690891 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 9時30分～18時00分

195,300円～195,300円

年齢不問

TEL 082-546-2811 （従業員数 11人 ）

正社員以外 34010-50024491 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 6時00分～ 9時00分

1,000円～1,000円

年齢不問

TEL 043-213-2006 （従業員数 30人 ）

パート労働者 12010-35728391 就業場所 島根県雲南市

日給 交替制あり 普通自動車免許

不問 普通自動車免許（ＡＴ限定）

138,240円～220,320円

年齢不問

TEL 0853-21-2540 （従業員数 35人 ）

正社員以外 32030- 9696291 就業場所 島根県出雲市

日給 交替制あり 普通自動車免許

不問 普通自動車免許（ＡＴ限定）

138,240円～181,440円

年齢不問

TEL 0853-21-2540 （従業員数 35人 ）

正社員以外 32030- 9697591 就業場所 島根県出雲市

日給 準中型自動車免許

不問 (1) 8時00分～17時30分 中型自動車免許

159,200円～159,200円

年齢不問

TEL 0854-42-1939 （従業員数 3人 ）

正社員以外 32050- 1953691 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１年単位）

不問 (1) 8時30分～17時30分

165,000円～220,000円

年齢不問

TEL 0854-42-8133 （従業員数 14人 ）

正社員 32050- 1954991 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１ヶ月単位）

18歳以上 (1) 8時30分～17時30分

135,000円～183,760円 (2) 9時30分～18時30分

省令２号 (3)18時15分～ 8時35分

TEL 0854-75-0346 （従業員数 25人 ）

正社員以外 32050- 1955491 就業場所 島根県雲南市

日給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許

64歳以下 (1) 8時20分～17時15分

165,000円～281,600円

省令１号

TEL 0854-43-8711 （従業員数 45人 ）

正社員 32050- 1956791 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１年単位）

50歳以下 (1) 8時30分～17時30分

170,000円～170,000円

省令３号のイ

TEL 0854-42-3782 （従業員数 11人 ）

正社員 32050- 1957891 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 8時00分～15時00分

800円～800円

年齢不問

TEL 0854-42-3343 （従業員数 6人 ）

パート労働者 32050- 1958291 就業場所 島根県雲南市

月給 普通自動車免許

不問 (1) 8時30分～17時15分

180,000円～250,000円

年齢不問

TEL 082-507-5005 （従業員数 4人 ）

正社員 34010-50125091 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 8時30分～17時20分

181,210円～181,210円

年齢不問

TEL 0852-61-8044 （従業員数 10人 ）

有期雇用派遣 32010-14922791 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 8時30分～11時30分

850円～850円

年齢不問

TEL 0852-66-7250 （従業員数 41人 ）

パート労働者 32010-14984191 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1)13時00分～14時30分

2,000円～2,000円

年齢不問

TEL 0852-23-0263 （従業員数 1人 ）

パート労働者 32010-15006891 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

日常清掃員（雲南市） 合同会社　ＧＯＬＤＥＮ　ＣＨＩ
ＴＯＳＥ島根本社

島根県松江市宍道町佐々布４７０ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

クリーンクルー（奥出雲町） 株式会社　島根東亜建物管理 松江市浜乃木６－５－７ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

営業技術職／島根営業所 株式会社　メディアトライ 広島県広島市西区己斐本町３－１６－２１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

電子機器の組立・検査業務【日
勤】

株式会社　ワールドインテック松
江営業所

島根県松江市朝日町４９８　松江センタービル５Ｆ
２号室

雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

梱包用・輸送用木枠の製造（第四
工場）

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

揚げ物製造スタッフ（パート職
員）

有限会社　豆腐工房しろうさぎ 島根県雲南市木次町寺領２９５９番地２ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

介護職員（嘱託） 社会福祉法人　よしだ福祉会 島根県雲南市吉田町深野８４－６ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

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

配送助手 株式会社　内田 島根県雲南市木次町山方１１３３－５０ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

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

鮮魚調理・加工【準社員】
《転勤あり》

株式会社　ウシオ 島根県出雲市塩冶町２１２５－１ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

販売職【準社員】
《転勤あり》

株式会社　ウシオ 島根県出雲市塩冶町２１２５－１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

携帯販売／ドコモショップ三刀屋
店

株式会社ティーガイア　中国支店 広島県広島市中区中町８番１２号　広島グリーンビ
ル８階

雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

商品補充スタッフ エイジスマーチャンダイジング
サービス　株式会社

千葉市花見川区幕張町３－７７２７－１ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

洗浄（雲南市） 富士産業株式会社　山陰事業部 松江市殿町１１１　松江センチュリービル３階 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

携帯電話販売（ａｕショップ　三
刀屋）（正社員）

株式会社　さんわファクトリー 島根県松江市矢田町１６８－６ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

土産品販売と調理補助 有限会社　絲原 島根県仁多郡奥出雲町大字大谷８５６番地 雇用・労災・財形

雇用期間の定めなし
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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。
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◎ 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（ＡＴ限定）

不問 (1) 8時30分～17時15分

135,000円～250,000円

年齢不問

TEL 0854-45-3863 （従業員数 4人 ）

正社員 32050- 1959591 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 8時00分～15時30分

875円～875円 (2) 8時00分～12時00分

年齢不問 (3)13時00分～15時30分

TEL 0854-45-5552 （従業員数 22人 ）

パート労働者 32050- 1960391 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 7時00分～12時00分

850円～850円 (2)14時30分～19時30分

年齢不問

TEL 0854-49-8426 （従業員数 32人 ）

パート労働者 32050- 1961691 就業場所 島根県雲南市

日給

不問 (1) 8時30分～17時15分

800円～800円

年齢不問

TEL 0854-42-9587 （従業員数 78人 ）

パート労働者 32050- 1962991 就業場所 島根県雲南市

時給 普通自動車免許（ＡＴ限定）

不問 (1) 8時30分～12時30分

830円～880円 (2) 8時00分～12時00分

年齢不問 (3) 9時00分～12時30分

TEL 0854-42-4165 （従業員数 100人 ）

パート労働者 32050- 1963491 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１ヶ月単位）

18歳～64歳 (1) 7時30分～16時30分

154,700円～214,400円 (2)10時30分～19時30分

省令２号 (3)17時30分～10時00分

TEL 0854-42-4165 （従業員数 100人 ）

正社員 32050- 1964791 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 9時00分～16時00分

905円～905円

年齢不問

TEL 0854-49-6363 （従業員数 458人 ）

パート労働者 32050- 1965891 就業場所 島根県雲南市 厚生年金基金

時給

18歳以上 (1) 4時00分～ 6時00分

1,584円～1,584円 (2) 4時00分～ 5時30分

省令２号

TEL 0854-49-7924 （従業員数 20人 ）

パート労働者 32050- 1966291 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１年単位）

59歳以下 (1) 8時30分～17時15分

182,000円～220,000円

省令１号

TEL 0854-42-5318 （従業員数 79人 ）

正社員 32050- 1968191 就業場所 島根県雲南市

時給 普通自動車免許（ＡＴ限定）

不問 (1)10時00分～18時00分

900円～900円

年齢不問

TEL 0854-54-0255 （従業員数 4人 ）

パート労働者 32050- 1969091 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許

69歳以下 (1) 8時00分～12時00分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

800円～900円 (2)12時00分～16時00分

省令１号 (3)16時00分～20時00分

TEL 0854-52-2811 （従業員数 32人 ）

パート労働者 32050- 1970991 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

日給 交替制あり 保育士

不問 (1) 7時30分～16時15分

163,800円～163,800円 (2) 7時45分～16時30分

年齢不問 (3) 8時30分～17時15分

TEL 0854-40-1000 （従業員数 20人 ）

正社員以外 32050- 1971491 就業場所 島根県雲南市

月給 交替制あり

不問 (1) 5時15分～14時30分

159,200円～161,200円 (2)10時00分～19時15分

年齢不問 (3) 8時30分～17時45分

TEL 0854-47-7532 （従業員数 382人 ）

正社員以外 32050- 1972791 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 8時00分～17時00分

137,600円～137,600円

年齢不問

TEL 0854-52-1215 （従業員数 29人 ）

正社員以外 32050- 1973891 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 健康運動指導士

不問 (1) 8時30分～17時15分 保健師

1,290円～1,290円

年齢不問

TEL 0854-40-1000 （従業員数 9人 ）

パート労働者 32050- 1974291 就業場所 島根県雲南市

日給 普通自動車免許

18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

160,600円～220,000円 (2)21時00分～ 6時00分

省令２号

TEL 0853-28-1533 （従業員数 12人 ）

正社員以外 32030- 9739391 就業場所 島根県出雲市

日給 変形（１年単位） 普通自動車免許（ＡＴ限定）

18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許

149,600円～162,800円

省令２号

TEL 0853-28-1533 （従業員数 214人 ）

正社員以外 32030- 9741891 就業場所 島根県出雲市

交通誘導警備員 企業警備保障　株式会社　出雲支
社

島根県出雲市長浜町６５９－３２ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

運動指導士又は保健師（産休育休
代替）

雲南市役所 島根県雲南市木次町里方５２１－１ 雇用・公災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

高速道路警備 企業警備保障　株式会社　出雲支
社

島根県出雲市長浜町６５９－３２ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

調理員＜急募＞ 雲南市立病院 雲南市大東町飯田９６－１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

青果部門員 株式会社　エーコープ西日本　Ａ
コープよこた

島根県仁多郡奥出雲町横田１０９４－１０ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

介護業務（パート） 未来プロジェクト株式会社　まほ
ろばの郷さんさん

島根県仁多郡奥出雲町横田１０１０番地３ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

保育士（臨時職員：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）

金属製品検査員 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

自動車タイヤ用品の修理・販売補
助員（短期アルバイト）

ミスタータイヤマン三成（有限会
社奥出雲タイヤ）

島根県仁多郡奥出雲町三成６０３－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

研究業務補助スタッフ 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）

鶏の出荷作業（短期アルバイト） 有限会社　出雲畜産 島根県雲南市加茂町三代９９０ 労災

日雇

介護職員（桜花） 社会福祉法人　きすき福祉会 島根県雲南市木次町東日登３４５－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

介護職員（さくら苑） 社会福祉法人　きすき福祉会 島根県雲南市木次町東日登３４５－１ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

介護職員（準職員） 雲南福祉サービス（株）＜グルー
プホーム加茂の郷・加茂の杜＞

島根県雲南市加茂町南加茂７０６－４ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

一般事務補助員（臨時） 島根県雲南県土整備事務所 島根県雲南市木次町里方５３１－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

税務申告書作成業務 渡部税理士事務所 島根県雲南市三刀屋町給下１０６８－２　フルハウ
ス１０１

雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

調理員（病欠等代替要員） 株式会社　給食雲南 島根県雲南市三刀屋町三刀屋７５－９ 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。

時給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許（ＡＴ限定）

18歳以上 (1) 9時00分～18時00分

147,050円～147,050円 (2) 9時00分～21時00分

省令２号 (3)12時00分～21時00分

TEL 0853-28-1533 （従業員数 6人 ）

正社員以外 32030- 9742291 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1)12時00分～16時30分

790円～980円

年齢不問

TEL 0859-29-4122 （従業員数 10人 ）

パート労働者 31020-15047191 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 変形（１ヶ月単位）

18歳以上 (1) 8時30分～17時30分

200,600円～225,200円 (2) 9時00分～18時00分

省令２号 (3)18時00分～ 8時30分

TEL 0854-45-5406 （従業員数 20人 ）

正社員 32050- 1975591 就業場所 島根県雲南市

月給 変形（１ヶ月単位）

64歳以下 (1) 9時00分～18時00分

235,000円～235,000円 (2) 9時00分～17時00分

省令１号 (3)10時00分～18時00分

TEL 0854-40-0620 （従業員数 42人 ）

正社員 32050- 1976191 就業場所 島根県雲南市

プログラマー／システムエンジニ
ア

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

（請）清掃作業員 株式会社　ＷＩＮＤＯＭ 鳥取県米子市旗ヶ崎８丁目２－７ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

介護職員（正社員：ウェルライフ
三刀屋）

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 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

施設警備員【バオー三刀屋】 企業警備保障　株式会社　出雲支
社

島根県出雲市長浜町６５９－３２ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）


