3/11(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

常駐警備／鉾田市

年齢・賃金
不問

求人者名

所在地・就業場所

株式会社 暁恒産

茨城県水戸市笠原町１５９０－１

08010- 6663691

就業場所 茨城県鉾田市

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
(1) 8時30分～17時00分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

830円～830円
パート労働者

日常清掃／行方市

不問

株式会社 アビック

TEL

029-243-6481

茨城県水戸市袴塚２－４－４６

(1) 8時30分～11時30分
(2)12時00分～15時00分

労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

822円～822円
パート労働者

技能労務嘱託員（調理補助
員）

不問

08010- 6701391

TEL

029-228-2331

就業場所 茨城県行方市

茨城県立鹿島特別支援 茨城県鹿嶋市沼尾１１９５
学校

雇用・労災
(1)10時45分～16時30分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

870円～870円
パート労働者

保育助手

不問

08120- 2074591

TEL

0299-82-7700

就業場所 茨城県鹿嶋市

社会福祉法人 水郷め 茨城県潮来市須賀南１３５
ぐみ会

(1) 9時00分～16時00分

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

850円～1,150円
パート労働者

ラーメン店スタッフ／パート
雇用期間の定めなし
パート労働者

医療事務

18歳以上
1,000円～1,200
円
不問

08120- 2076091

株式会社 源之丞 焼
肉の牛子

08120- 2080891

TEL

0299-80-1333

就業場所 茨城県潮来市

茨城県潮来市潮来６０８５－１

TEL

0299-62-2911

就業場所 茨城県神栖市

医療法人鹿神会 大野 茨城県鹿嶋市和８２４－１
診療所

労災

又は 9時00分～ 0時00分の間
の3時間以上

労災
(1) 8時30分～17時30分
(2) 9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし

850円～1,000円
パート労働者

調理員／茨城県鉾田市

不問

08120- 2126291

TEL

0299-69-4724

就業場所

ユーレストジャパン 株 東京都中央区築地５－５－１２ 浜離
(1) 6時00分～10時00分
式会社
宮建設プラザ４階・５階

労災

(2)16時00分～20時00分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

822円～900円
パート労働者

販売パート（クスリのアオキ
鹿嶋市エリア）

不問

13010-33530691

TEL

03-3544-0402

就業場所 茨城県鉾田市

株式会社 クスリのアオ 白山市松本町２５１２
キ

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

850円～950円
パート労働者

リハビリ助手

医療法人社団善仁会 茨城県鹿嶋市宮津台１８８－１７
介護老人保健施設 鹿
野苑

825円～825円

TEL

パート労働者

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）
パート労働者

清掃員／行方市

076-274-6111

不問
1,030円～1,030
円
不問

0299-83-7311

08120- 2051691

就業場所 茨城県鹿嶋市

株式会社 モンテロー
ザフーズ

東京都武蔵野市中町１－１７－３ ６．
モンテローザ三鷹本社ビル

13170-10670091

就業場所 茨城県神栖市

株式会社 サンアメニ
ティ 茨城支社

雇用・労災
(1) 8時30分～14時30分
(2)12時00分～18時00分
(3)16時00分～22時00分

就業場所 茨城県鹿嶋市

不問

雇用期間の定めなし

ホール・キッチンスタッフ（千
年の宴 神栖店）

17080- 2675391

TEL

又は 6時30分～20時00分の間
の5時間程度

TEL

0422-36-6788

茨城県水戸市笠原町１５７６－７

雇用・労災
(1) 9時00分～16時00分
(2) 9時00分～12時00分
(3)13時00分～16時00分
雇用・労災・
健康・厚生
又は16時00分～ 2時00分の間
の3時間以上

労災
(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

830円～830円
パート労働者

学校給食調理補助／行方市

不問

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

850円～900円
パート労働者

歯科助手

不問

08010- 6256191

TEL

029-305-4545

就業場所 茨城県行方市

シダックス大新東ヒュー 茨城県牛久市栄町３－１８６ 長谷川
(1) 7時00分～15時00分
マンサービス株式会社 ビル２Ｆ
茨城営業所

08100- 2037991

TEL

029-830-7582

就業場所 茨城県行方市

おおもり歯科クリニック 茨城県鹿嶋市宮津台２３４６－５

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

870円～870円
パート労働者

レジ担当（鉾田店）

不問

08120- 1969191

労災

TEL

0299-77-8448

労災
(1) 8時00分～12時30分
(2)14時40分～19時40分
(3)13時40分～17時40分

就業場所

株式会社 トライウェル 福岡県福岡市東区多の津１丁目１２
－２

労災
(1)13時00分～19時00分
(2)18時00分～22時00分

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

840円～840円
パート労働者

洗い場業務（他に厨房補助）

不問

40120- 7392091

株式会社 プライム

TEL

092-626-5550

就業場所 茨城県鉾田市

茨城県神栖市波崎６４８２

雇用期間の定めなし

825円～900円
パート労働者

08120- 1879291

TEL

0479-44-4725

就業場所 茨城県神栖市

労災
(1)17時00分～21時30分

保育士

