
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

採用人数

時給 普通自動車免許（ＡＴ限定）

64歳以下 (1) 9時00分～15時00分

1,000円～1,000円

省令１号

TEL 0854-47-7366 （従業員数 17人 ）

パート労働者 1人 32050- 2374591 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 (3)11時30分～13時30分

TEL 0854-76-9277 （従業員数 2人 ）

パート労働者 1人 32050- 2375191 就業場所 島根県飯石郡飯南町

月給 普通自動車免許（ＡＴ限定）

50歳以下 (1) 8時30分～17時30分

154,000円～245,000円

省令３号のイ

TEL 0854-43-3042 （従業員数 13人 ）

正社員 1人 32050- 2376091 就業場所 島根県雲南市 厚生年金基金

月給 普通自動車免許（ＡＴ限定）

40歳以下 (1) 8時30分～17時30分

154,000円～245,000円

省令３号のイ

TEL 0854-43-3042 （従業員数 13人 ）

正社員 1人 32050- 2377391 就業場所 島根県雲南市 厚生年金基金

月給 普通自動車免許（ＡＴ限定）

40歳以下 (1) 8時30分～17時30分

154,000円～210,000円

省令３号のイ

TEL 0854-43-3042 （従業員数 13人 ）

正社員 1人 32050- 2378691 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） 作業療法士

59歳以下 (1) 9時00分～18時00分

202,100円～220,100円

省令１号

TEL 0854-72-0214 （従業員数 74人 ）

正社員 1人 32050- 2379991 就業場所 島根県飯石郡飯南町

月給 普通自動車免許

44歳以下 (1) 8時00分～17時00分

140,000円～165,000円

省令３号のイ

TEL 0854-56-0854 （従業員数 8人 ）

正社員 2人 32050- 2380891 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 変形（１ヶ月単位） 看護師

59歳以下 (1) 7時30分～16時30分 准看護師

209,200円～260,400円 (2) 8時30分～17時30分

省令１号

TEL 0854-72-0214 （従業員数 133人 ）

正社員 1人 32050- 2382591 就業場所 島根県飯石郡飯南町

時給 変形（１年単位）

64歳以下 (1) 8時30分～17時30分

138,240円～158,976円

省令１号

TEL 0854-49-7290 （従業員数 26人 ）

正社員 1人 32050- 2383191 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～800円

年齢不問

TEL 0854-56-0854 （従業員数 8人 ）

パート労働者 1人 32050- 2384091 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給

不問 (1) 8時00分～10時00分

800円～800円 (2)14時30分～16時30分

年齢不問

TEL 0854-56-0854 （従業員数 8人 ）

パート労働者 1人 32050- 2385391 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

30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 0854-45-2339 （従業員数 7人 ）

正社員 1人 32050- 2386691 就業場所 島根県雲南市

時給 変形（１週間単位非定型的）

不問 (1) 8時30分～18時45分

1,000円～1,200円 (2) 8時30分～16時30分

年齢不問

TEL 0854-45-2666 （従業員数 3人 ）

パート労働者 1人 32050- 2387991 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 9時00分～15時00分

800円～800円

年齢不問

TEL 0854-42-8033 （従業員数 8人 ）

パート労働者 1人 32050- 2388491 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 9時00分～16時00分

850円～950円

年齢不問

TEL 0854-47-7474 （従業員数 3人 ）

パート労働者 1人 32050- 2389791 就業場所

月給 普通自動車免許

18歳以上 (1) 8時30分～17時30分

137,280円～137,280円 (2)11時15分～20時15分

省令２号 (3)13時30分～22時30分

TEL 0854-49-8500 （従業員数 4人 ）

正社員以外 1人 32050- 2390591 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）

40歳以下 (1) 8時00分～17時00分

140,000円～220,000円 (2) 5時00分～14時00分

省令３号のイ

TEL 0854-43-6321 （従業員数 27人 ）

正社員 1人 32050- 2391191 就業場所 島根県雲南市

労災

雇用期間の定めなし

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

所在地・就業場所

サービス管理責任者 合同会社　ローズマリー 島根県雲南市木次町里方３０―２　マルシェリーズ
２Ｆ

自動車板金塗装 有限会社　オートボデー・ケイ 島根県雲南市大東町大東下分１８０－１ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

自動車整備士 有限会社　オートボデー・ケイ 島根県雲南市大東町大東下分１８０－１ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

自動車販売 有限会社　オートボデー・ケイ 島根県雲南市大東町大東下分１８０－１ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

作業療法士 社会福祉法人　友愛会 島根県飯石郡飯南町佐見４５番地 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

菌床椎茸の収穫及びハウスの管理
作業

桃太郎しいたけ有限会社 島根県仁多郡奥出雲町下阿井３７１番地６ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

看護職員（正職員） 社会福祉法人　友愛会 島根県飯石郡飯南町佐見４５番地 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

製造工・出荷補助 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・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

菌床椎茸の収穫及びハウスの管理
作業

桃太郎しいたけ有限会社 島根県仁多郡奥出雲町下阿井３７１番地６ 労災

雇用期間の定めなし

菌床椎茸の収穫作業 桃太郎しいたけ有限会社 島根県仁多郡奥出雲町下阿井３７１番地６ 労災

雇用期間の定めなし

自動車板金塗装スタッフ 有限会社　城西ボデ－サ－ビス 島根県雲南市三刀屋町古城１２７２－１６ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

歯科衛生士（補助） だいさ歯科医院 島根県雲南市三刀屋町三刀屋６８－２ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

電子機器組立等軽作業（アルバイ
ト）

株式会社　ＭＴＩ 島根県雲南市木次町里方１１０７－１４ 労災

日雇

事務員 ロイヤルサポート 島根県雲南市加茂町加茂中１０４２－２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

窓口対応・受付スタッフ（Ｂ＆Ｇ
海洋センター）

株式会社　キラキラ雲南 島根県雲南市加茂町宇治３０３ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

食品スーパー青果部門スタッフ 株式会社　グリーンシティー 島根県雲南市大東町大東９５６番地１ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

℡ 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

採用人数

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 変形（１年単位） 普通自動車免許

64歳以下 (1) 8時45分～18時00分

170,000円～250,000円

省令１号

TEL 0854-45-3355 （従業員数 6人 ）

正社員 1人 32050- 2393391 就業場所 島根県松江市

月給 普通自動車免許（ＡＴ限定）

64歳以下 (1) 8時00分～17時00分

150,000円～200,000円

省令１号

TEL 0854-72-1995 （従業員数 3人 ）

正社員 1人 32050- 2394691 就業場所 島根県飯石郡飯南町

時給 普通自動車免許（ＡＴ限定）

不問 (1)10時00分～16時00分

800円～850円 (2) 8時00分～12時00分

年齢不問 (3)13時00分～17時00分

TEL 0854-72-1995 （従業員数 3人 ）

パート労働者 1人 32050- 2395991 就業場所 島根県飯石郡飯南町

時給

64歳以下 (1) 9時00分～16時00分

850円～980円 (2) 9時00分～17時00分

省令１号 (3) 9時00分～18時00分

TEL 0854-40-0620 （従業員数 42人 ）

パート労働者 1人 32050- 2396491 就業場所 島根県雲南市

日給

不問 (1) 8時30分～17時15分

144,000円～144,000円

年齢不問

TEL 0854-40-1000 （従業員数 250人 ）

正社員以外 1人 32050- 2397791 就業場所

月給 特定曜日のみ(2)(3) 診療放射線技師

59歳以下 (1) 8時40分～18時00分

205,000円～205,000円 (2) 8時40分～13時00分

省令１号

TEL 0854-52-0250 （従業員数 20人 ）

正社員 1人 32050- 2398891 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 特定曜日のみ(2)(3) 診療放射線技師

不問 (1) 8時40分～18時00分

205,000円～205,000円 (2) 8時40分～13時00分

年齢不問

TEL 0854-52-0250 （従業員数 20人 ）

正社員以外 1人 32050- 2399291 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

月給 変形（１ヶ月単位） 保育士

64歳以下

196,000円～270,000円

省令１号

TEL 0854-54-2200 （従業員数 20人 ）

正社員 1人 32050- 2400291 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給

不問 (1)10時10分～15時00分

1,000円～1,000円

年齢不問

TEL 0854-62-9700 （従業員数 35人 ）

パート労働者 1人 32050- 2404391 就業場所 島根県雲南市

月給 普通自動車免許（ＡＴ限定）

不問 (1) 8時30分～17時30分

150,000円～170,000円

年齢不問

TEL 0854-43-8181 （従業員数 5人 ）

正社員 1人 32050- 2405691 就業場所 島根県雲南市

月給 普通自動車免許（ＡＴ限定）

59歳以下 (1) 8時30分～17時15分

154,900円～196,600円

省令１号

TEL 0854-49-6363 （従業員数 457人 ）

正社員 1人 32050- 2406991 就業場所 島根県雲南市

月給 普通自動車免許

29歳以下 (1) 8時30分～17時15分

154,900円～196,600円

省令３号のイ

TEL 0854-49-6363 （従業員数 457人 ）

正社員 2人 32050- 2407491 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

59歳以下 (1) 8時10分～17時00分

137,000円～155,000円

省令１号

TEL 0854-54-9010 （従業員数 23人 ）

正社員 1人 32050- 2408791 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

時給 普通自動車免許

不問 (1) 9時00分～15時50分

790円～790円

年齢不問

TEL 0854-54-9010 （従業員数 23人 ）

パート労働者 2人 32050- 2409891 就業場所 島根県仁多郡奥出雲町

日給

不問 (1) 9時30分～17時00分

1,130円～1,276円

年齢不問

TEL 0854-42-0751 （従業員数 16人 ）

パート労働者 1人 32050- 2410191 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1) 9時15分～15時15分

850円～850円

年齢不問

TEL 0854-43-3129 （従業員数 13人 ）

パート労働者 1人 32050- 2411091 就業場所 島根県雲南市

時給

不問 (1)14時30分～17時00分

850円～850円

年齢不問

TEL 0854-43-3129 （従業員数 10人 ）

パート労働者 1人 32050- 2412391 就業場所 島根県雲南市

外商スタッフ（松江店ギフトアド
バイザー）

株式会社　こばやし 島根県雲南市三刀屋町下熊谷１７２４－１０ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

菓子・惣菜製造および配達 株式会社　穀物創庫 島根県飯石郡飯南町頓原２０７番地 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

菓子・惣菜製造・配達 株式会社　穀物創庫 島根県飯石郡飯南町頓原２０７番地 労災

雇用期間の定めなし

コミュニケーター（雲南／カスタ
マーサポート課／パート

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・財形

雇用期間の定めなし

プログラムの作成 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ヶ月未満）

診療放射線技師 医療法人　社団　信愛会　永生ク
リニック

島根県仁多郡奥出雲町横田１０６３番地１ 雇用・労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

診療放射線技師（嘱託） 医療法人　社団　信愛会　永生ク
リニック

島根県仁多郡奥出雲町横田１０６３番地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）

保育士（正規職員） 社会福祉法人　仁多福祉会 島根県仁多郡奥出雲町三成２２６ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

金属部品の加工・組付け 株式会社　協栄ファスナ－工業 島根県雲南市掛合町掛合２４１４ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

アミューズメントパーク運営ス
タッフ

株式会社　丸隆 島根県雲南市大東町下佐世１００１－５ 雇用・労災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

生産管理業務 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

雇用期間の定めなし

化粧品製造職 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

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

雇用保険相談員（追加支給担当） 雲南公共職業安定所 島根県雲南市木次町里方５１４－２ 雇用・公災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

生活支援員（雲南市立病院内カ
フェ）

社会福祉法人　あおぞら福祉会 島根県雲南市大東町下阿用６９１番地２ 労災

雇用期間の定めなし

世話人（障がい者グループホーム
風車の舎）

社会福祉法人　あおぞら福祉会 島根県雲南市大東町下阿用６９１番地２ 労災

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

採用人数

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 あん摩マッサージ指圧師

不問 (1) 9時00分～18時00分

240,000円～269,900円 (2) 8時00分～17時00分

年齢不問 (3)10時00分～19時00分

TEL 080-1918-3465 （従業員数 0人 ）

正社員 1人 32050- 2413691 就業場所

月給 普通自動車免許（ＡＴ限定）

不問 (1) 8時30分～17時15分

160,000円～250,000円

年齢不問

TEL 0854-45-3863 （従業員数 4人 ）

正社員 1人 32050- 2414991 就業場所 島根県雲南市

あん摩マッサージ指圧師（在宅訪
問）

フレアス在宅マッサージ雲南施術
所

島根県雲南市加茂町南加茂３７９

雇用期間の定めなし

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


