8/7(パート)フルタイムは裏面
◎ 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。
◎ハローワークでは随時求人受付を行っております。最新の求人は紹介窓口、求人検索機、ハローワークインターネットサービスにて確認できます。

職種

展示車の洗車／鉾田市

年齢・賃金

求人者名

所在地・就業場所

不問

株式会社 ホンダ茨城 茨城県つくば市花室１１２７－６
南

850円～850円

TEL

ハローワーク常陸鹿嶋
（常陸鹿嶋公共職業安定所）

℡ 0299-83-2318
就業時間

加入保険等

必要な免許資格

労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）
パート労働者

給食センターでの調理作業

不問

08040-16178871

029-859-0222

就業場所 茨城県鉾田市

イタコフーズ 株式会社 茨城県潮来市日の出８－４－１７

又は10時00分～15時00分の
間の3時間以上

雇用・労災
(1) 8時00分～15時30分
(2) 8時30分～16時00分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

800円～850円
パート労働者

配膳及び片付け

不問

TEL

08120- 5754571

北浦パークホテル・魚
福

0299-66-0800

就業場所 茨城県潮来市

茨城県行方市山田２８５６－１

労災

普通自動車免許ＡＴ

雇用・労災

普通自動車免許一種

(1)10時00分～14時00分

雇用期間の定めなし

800円～800円
パート労働者

ポスティング・軽貨物（宅
配）・事務代行

不問

TEL

0291-35-2611

08120- 5758271

就業場所

株式会社 ケージー
コーポレーション

茨城県鹿嶋市宮中５２７７－３－Ｂ

08120- 5771771

就業場所 茨城県鹿嶋市 茨城県水戸市

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

800円～800円
パート労働者

清掃スタッフ／神栖市

不問

TEL

0299-94-7237

株式会社 ライフ・ク
リーンサービス

茨城県潮来市潮来２３３－１

08120- 5775171

就業場所 茨城県神栖市

又は 9時00分～18時00分の
間の3時間以上

労災
(1) 8時30分～11時30分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

800円～800円
パート労働者

精密機械器具のケーブル製
作、組立配線

不問

TEL

0299-63-0054

有限会社 高野電子工 茨城県行方市於下１１７３
業

雇用・労災

普通自動車免許一種

雇用・労災

普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時00分～15時00分

雇用期間の定めなし

830円～980円
パート労働者

渉外業務

不問

TEL

08120- 5602971

株式会社 筑波銀行
鹿嶋支店

0299-77-1010

就業場所 茨城県行方市

茨城県鹿嶋市鉢形台１－１－１０

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

980円～1,030円
パート労働者

接客及び調理補助

不問

TEL

08120- 5605371

生そば げたや

0299-82-7211

就業場所

茨城県鹿嶋市宮中３－１－２４

雇用期間の定めなし

850円～900円
パート労働者

寿司店ホール業務

不問

TEL

08120- 5642771

0299-82-7546

就業場所 茨城県鹿嶋市

有限会社 江戸銀

茨城県神栖市大野原２－２２－２５

08120- 5556871

就業場所

又は 9時00分～17時00分の
間の5時間程度

労災
(1)10時00分～14時00分
(2)11時30分～15時00分
(3)18時00分～20時00分
又は10時00分～15時00分の
間の5時間

労災
(1)18時00分～21時00分

雇用期間の定めなし

900円～1,000円
パート労働者

駐車場管理／鹿嶋市

不問

TEL

0299-92-1886

株式会社 暁恒産

茨城県水戸市笠原町１５９０－１

08010-17072671

就業場所 茨城県鹿嶋市

雇用・労災
(1) 8時00分～12時30分
(2) 9時00分～13時30分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

850円～850円
パート労働者

ニチイライフ（家事代行）業
務／鹿嶋市

不問

TEL

029-243-6481

株式会社 ニチイ学館 茨城県水戸市桜川１－１－２５ 大同
(1) 8時00分～12時00分
水戸支店
生命水戸ビル１階・２階

(2)12時00分～15時00分
(3)16時00分～19時00分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

975円～1,115円
パート労働者

パソコンを使用した事務作業 窓
口業務・後方事務／神栖市

不問

労災

TEL

08010-16702171

株式会社 常陽銀行

029-227-3147

就業場所 茨城県鹿嶋市

労災

茨城県水戸市南町２－５－５

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

880円～880円
パート労働者

販売員（ペット他）／鹿嶋市

不問

TEL

08010-16930071

株式会社 Ｏｎｅ Ｄｏ

029-231-2151

就業場所 茨城県神栖市

茨城県水戸市城南１丁目７番２７号
香陵駅南ビル３Ｆ

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

771円～1,500円
パート労働者

トリミングスタッフ／鹿嶋市

不問

TEL

08010-17042871

株式会社 フリージア

029-239-3355

就業場所 茨城県鹿嶋市

又は 9時00分～16時00分の
間の6時間程度

(1) 9時00分～18時00分
(2)11時00分～20時00分
(3) 9時00分～14時30分

労災

又は 9時00分～20時00分の
間の6時間程度

労災

茨城県下妻市下妻戊１３５

雇用期間の定めなし

800円～1,000円
パート労働者

婦人服販売／潮来市（ビー
ンズ）

不問

TEL

08031- 1962171

0296-45-1561

就業場所 茨城県鹿嶋市

株式会社 プレジール

茨城県稲敷市伊佐部１７０２－１

08100- 5129971

就業場所 茨城県潮来市

雇用期間の定めなし

900円～1,100円
パート労働者

TEL

0299-79-2491

又は 9時30分～20時00分の
間の4時間程度

労災
(1)10時00分～20時00分

