
県内中小企業の発展を支える「人財」の採用・定着を応援します！

平成２９年３月１日現在

ＵＩＪターン求人一覧

◎ＵＩＪターン人材と県内企業との橋渡し（職業紹介）を行っています。

◎ご利用は無料です。お気軽にご相談ください。

設置／大分県商工労働部雇用労働政策課

（運営委託先：公益財団法人大分県総合雇用推進協会）



1／82

求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

株式会社　庄司酒店 雇用・労災・健康・厚生 

44060-00776571 16-1104 正社員 3人 あり あり あり

ナカシン株式会社　宇佐工場 雇用・労災・健康・厚生 

44070-00982971 14-1066 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　亀の井別荘 雇用・労災・健康・厚生 

44010-05353771 13-1104 正社員 1人 あり あり あり

株式会社　福祉の杜いまじん 雇用・労災・健康・厚生 

44010-03921171 13-1041 正社員 1人 あり あり なし

株式会社　ＡＫシステム
雇用・労災・健康・厚生・財形  

退職金共済

44010-03239071 13-1077 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　ブライテック 雇用・労災・健康・厚生 

44010-03332971 15-1175 正社員 3人 あり あり なし

ワイエイシイ　株式会社　大分工場 雇用・労災・健康・厚生 

44010-01372171 16-1157 正社員 1人 なし あり あり　（勤続　3年以上）

ワイエイシイ　株式会社　大分工場 雇用・労災・健康・厚生 

44010-01136071 16-1157 正社員 1人 なし あり あり　（勤続　3年以上）

一般総合職

大分県臼杵市 
・通販業務全般（受注、出荷業務）　　＊就業時間
は、（１）（２）の交替制です。

ａ＋ｂ180,000円～250,000円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ
可）

おおいた産業人財センター登録企業　求人一覧　（2017/03/02現在　　全649件） 
　※求人情報についてのお問い合わせ（詳細が知りたい、応募したい等）はこちらまで　→ TEL 097-533-2631

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

大分県大分市 
大分県別府市

電気設計士（北九州事業所）
電気設計　・制御盤、計装盤、動力盤の設計　（Ａ
ＵＴＯ－ＣＡＤを使用）　・シーケンサプログラミング
（三菱、オムロン　等）　　就業場所：福岡県北九州
市若松区ひびきの１番８号　　　　　　　　北九州学
術研究都市事業化支援センター内
（株）ＡＫシステム　北九州事業所

ａ＋ｂ170,000円～260,000円

 
実務経験３年以上

不問 
福岡県北九州市若松

区 
大分県由布市

サービス付高齢者住宅の管理者
（施設長）

介護事業所の管理業務全般　・人事管理　・売上
管理　・介護保険管理者業務　・外回り、営業活動
あり

ａ＋ｂ190,000円～240,000円
 
Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌが扱え
ること　介護経験３年
以上

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）　介護福祉士、介
護支援専門員、社会福
祉士、正看護師、　理学
療法士、作業療法士

大分県宇佐市 

旅館支配人 旅館全体を管理しているのがフロントです。様々な
事態に対する判断力、対応力が必要とされます。
また、お客様が旅館に足を踏み入れ最初に目に
する、言わば「旅館の顔」とも言うべき職種です。
主な仕事　・収支管理　・勤怠管理　・お客様のお
出迎え　・フロント、ロビーでの接客　・予約、集客
管理　等

ａ＋ｂ270,000円～400,000円

不問 不問 大分県由布市 

製造現場責任者 主に、自動車内装部品のコンソール部（肘掛部）の
製造と検査部門の現場管理をしてもらいます。実
際に製造と検査の作業をしてもらうこともありま
す。　また、納品先を訪問し、自社製品の品質確
認や問題がある場合の対処を行います。パソコン
を使って各帳票類の作成も行います。　外出の際
は社用車（軽・バン）使用します。

ａ＋ｂ180,000円～200,000円

 
パソコン（エクセル）

 
普通自動車免許（ＡＴ
可）

大分県大分市 

機械設計業務（メカトロニクス事
業部） 「メカトロニクス事業部」にて　・機械ＣＡＤを使った

装置設計　　（薬液他流体を使う装置）　・ＣＡＤは２
次元ＡｕｔｏＣａｄ　　３次元Ｉｎｖｅｎｔｏｒが使えればより
可　　＊国内、海外への長、短期出張　　英会話で
きればより可

ａ＋ｂ210,000円～380,000円
 
機械ＣＡＤオペレート
Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌが扱え
ること

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

大分県大分市 

機械設計業務（ディスプレイ事業
部） 「ディスプレイ事業部」にて　・機械ＣＡＤを使った装

置設計　　（薬液他流体を使う装置）　　（液晶製造
工程用の装置）　・ＣＡＤは２次元Ａｕｔｏ　Ｃａｄ　　３
次元ＶＡＤ経験があればより可　　＊国内、海外へ
の出張あり　　英会話・中国語会話できればより可

ａ＋ｂ210,000円～380,000円
 
２次元Ａｕｔｏ　ＣＡＤ操
作　Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ・パ
ワーポイント操作がで
きること

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

大分県大分市 

電気設計（女性専用求人）

電気機械装置のハード・ソフト（ＰＬＣ）設計

ａ＋ｂ152,000円～190,000円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ限
定不可）
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求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

鬼塚電気工事　株式会社
雇用・労災・健康・厚生・財形 

厚生年金基金 
退職金共済

44010-01047971 13-1068 正社員 1人 なし あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　ユーテック 雇用・労災・健康・厚生 

44060-00277871 13-1118 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　佐々木精工
雇用・労災・健康・厚生  

退職金共済

44070-00509371 15-1068 正社員 1人 あり あり あり

株式会社　ＡＫシステム
雇用・労災・健康・厚生・財形  

退職金共済

44010-06213171 13-1077 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　デンケン 雇用・労災・健康・厚生 

44010-04319371 14-1059 正社員 1人 あり あり あり

株式会社　エリア 雇用・労災・健康・厚生・財形 

44020-02137171 14-1015 正社員 1人 あり あり あり

株式会社　エリア 雇用・労災・健康・厚生・財形 

44020-00008671 14-1015 正社員 2人 あり あり あり

株式会社　ＡＫシステム
雇用・労災・健康・厚生・財形  

退職金共済

44010-03238171 13-1077 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

山九　株式会社　大分支店 雇用・労災・健康・厚生・財形 

44010-04548471 14-1096 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

山九　株式会社　大分支店 雇用・労災・健康・厚生・財形 

44010-04553371 14-1096 正社員 4人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

電気技術者（大分市・福岡市）
大分市大字津留字六本松にある「大分本社」又は
福岡市博多区三筑にある「福岡支店」にて　電気
工事の設計・積算　電気工事の指揮・監督　等
業務はパソコン使用　　作業範囲は主に大分県内
もしくは福岡県内です

ａ＋ｂ200,000円～350,000円

 
電気工事経験者　パ
ソコン操作可能な方

 
１種電気工事士又は２
級電気施工管理士
普通自動車免許（ＡＴ限
定不可）

大分県大分市 
福岡県福岡市博多区

大分県由布市 
大分県大分市

メンテナンス

ソーラーファーム・メンテナンス

ａ＋ｂ250,000円～350,000円  
電気主任技術者３種
以上の有資格者もしく
は相当の技能経験者

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

大分県由布市 

電気設計士（大分市又は由布
市）

電気設計　・制御盤、計装盤、動力盤の設計　（Ａ
ＵＴＯ－ＣＡＤを使用）　・シーケンサプログラミング
（三菱、オムロン　等）　　就業場所：由布市庄内町
大竜１４７４番地　　　　　　　大分市大字鶴崎２００
２－１のいずれか

ａ＋ｂ170,000円～260,000円

 
実務経験３年以上

不問 

大分県臼杵市 

電気設計員
省力化自動機の電気設計（ハード・ソフト）やシー
ケンサーを使った制御設計、ロボット画像処理の
制御設計を行う業務です。

ａ＋ｂ200,000円～350,000円  
機械設計実務経験２
年以上　パソコン
（ワード・エクセル）

不問 大分県豊後高田市 

電気設計技術者
・自動車産業向け生産設備の設計業務　・各種自
動化装置の電気設計（国内及び海外の現場立ち
上げ　対応も含みます。）　・三菱、ＯＭＲＯＮなど
のＰＬＣ（制御製品）によるハード　設計及びソフト
設計（Ｉ／Ｏ点数、１０００点程）

ａ＋ｂ220,000円～300,000円

 
１年以上の経験者

不問 

福岡県北九州市若松
区 

大分県由布市

機械系プラントエンジニア ・生産設備の計画、設計　・設備管理　・各種計算
業務　・機械設備、建設工事の計画、積算、工事
管理　・図面の解読　・工事の安全管理　・ＰＣによ
る計画書の作成　等

ａ＋ｂ155,610円～250,000円  
仕事の内容と同様の
業務経験（１０年程
度）

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

大分県大分市 

機械設計士（北九州事業所）
精密機械設計　・３ＤＣＡＤを使って、精密機械装置
の設計　（具体的に）　　・自動車関連組立治具、
製造装置　　・半導体ピックアップ装置　　・工場省
力化装置等　　就業場所：福岡県北九州市若松区
ひびきの１番８号　　　　　　　　北九州学術研究都
市事業化支援センター内　　　　　　　（株）ＡＫシス
テム　北九州事業所

ａ＋ｂ170,000円～260,000円

 
実務経験３年以上

不問 

大分県速見郡日出町 

基板設計技術者 ◆基板設計業務全般　・ＣＡＤを使用しての電気、
電子回路の設計、およびプリン　ト基板のレイアウ
ト設計業務　　　　　　　＊応募にはハローワークの
紹介状が必要です。

ａ＋ｂ163,100円～351,000円

 
ＣＡＤ経験者

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

大分県速見郡日出町 

機械設計技術者
◆ＣＡＤを使用しての筐体の作図、半導体製品
パッケージの　作図、メカ部品の作図　・顧客との
打ち合わせの為、社用車の利用有　・使用ＣＡＤの
種類は　　Ａｕｔｏ　ＣＡＤ、Ｃｒｅｏ、ＭＩＣＲＯ　ＣＡＤＡ
Ｍ　　Ｓｏｌｉｄ　Ｗｏｒｋｓ等　　　　＊応募にはハロー
ワークの紹介状が必要です。

ａ＋ｂ163,100円～351,000円

 
ＣＡＤ経験者

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

大分県大分市 

設計スタッフ 「新日鐵住金株式会社　大分製鐵所」構内の製鉄
設備におけ　る設計業務　・計画図、詳細図作成
（ＣＡＤ使用、ＡｕｔｏＣＡＤ他）　・強度計算　・現場ス
ケッチ　・お客様との打合せ　　・現場対応　等

ａ＋ｂ155,610円～250,000円  
同様の業務（仕事の
内容参照）実務経験５
年以上

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）



3／82

求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

ダイハツ九州株式会社 雇用・労災・健康・厚生・財形 

44030-00125571 16-1031 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

興人ライフサイエンス株式会社　佐
伯工場

雇用・労災・健康・厚生・財形 

44060-00047371 15-1089 正社員 2人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　佐々木精工
雇用・労災・健康・厚生  

退職金共済

44070-00508071 15-1068 正社員 1人 あり あり あり

株式会社　ＡＫシステム
雇用・労災・健康・厚生・財形  

退職金共済

44010-06212971 13-1077 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

ダイハツ九州株式会社 雇用・労災・健康・厚生・財形 

44030-00117571 16-1031 正社員 3人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

5.32E+12 大分部品　株式会社
雇用・労災・健康・厚生・財形 

確定拠出年金 

44060-01208771 14-1097 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　菅組
雇用・労災・健康・厚生  

退職金共済

44070-00021971 15-1064 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　ＡＫシステム
雇用・労災・健康・厚生・財形  

退職金共済

44010-03236271 13-1077 正社員 3人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

大分県佐伯市 

機械設計員 注文を受けた省力機械や検査機械等をキャドを使
用して設計をする業務を行います。　・客先との仕
様の打ち合わせ　・構想図検討　・見積書作成
・詳細設計　・購入品、部品作成等の一覧表作成
と手配依頼　・組み立て指導　　　　　　　・客先確認
立ち会い　・完成図作成、保存

ａ＋ｂ200,000円～350,000円

 
機械設計実務経験２
年以上　パソコン
（ワード・エクセル）

 
普通自動車免許（ＡＴ）

大分県豊後高田市 

機械技術者 プラント保全における機械部門の設計及び施工管
理業務　・機械部門エンジニアとして社内の生産
設備の保守管理業務　・生産設備の見直しや入れ
替えの検討及び実施業務　・生産設備の改善の検
討及び実施業務　　＊機械部門のエンジニアと電
機部門のエンジニアが連携をし　て業務を遂行し
ます。

ａ＋ｂ162,500円～262,500円

 
プラントエンジニアリ
ング（機械部門）の経
験者

不問 

プレス金型技術者 自社工場で製作されるプレス金型の設計業務を行
います。プレス金型で成型、量産される部材や部
品の完成品を想定した金型の設計業務等を行い
ます。製品図面よりＣＡＤを使用しての業務となり
ます。

ａ＋ｂ168,500円～297,300円  
ＣＡＤ操作・構造設計
ができる、金型構造
標準が理解できる方

不問 大分県中津市 

大分県佐伯市 

電気工事施工管理者
電気工事施工管理技士として建築工事を担当し、
維持管理・保守・検査、及び技術的指導や作業管
理など行います。現場は大分県内を中心に九州・
山口になります。工事現場等へ移動の際は持ち込
み車両を使用して行きます。

ａ＋ｂ195,000円～265,000円

 
電気工事経験者（５年
以上）

 
電気工事施工管理１級
または２級　普通自動車
免許（持ち込み車両）

大分県豊後高田市 

車載電装品の信頼性評価試験
・新たに開発・設計した自動車用製品を試運転さ
せ、目的とした機能・性能が発揮出来ているかどう
かを計測機器を使って検証します。　・製品が様々
な環境下でも正しく動作するかを分析・検証し、開
発工程にフィードバックするお仕事です。　　ほとん
どの方が未経験でスタートしており、親切丁寧に
教　育しますので安心して応募して下さい。　　【世
界４５ヵ国に展開する矢崎グループの関連子会社
ですので安心して働けます。】

ａ＋ｂ124,700円～180,700円

 
パソコン知識は必要
（Ｅｘｃｅｌ初級レベル）

不問 

大分県由布市 
大分県大分市

開発スタッフ
新製品・新技術の開発、特殊車両の設計に関する
業務

ａ＋ｂ168,500円～297,300円

不問 
 
普通自動車運転免許
（ＭＴ）

大分県中津市 

機械設計士（大分市又は由布
市）

精密機械設計　・３ＤＣＡＤを使って、精密機械装置
の設計　（具体的に）　　・自動車関連組立治具、
製造装置　　・半導体ピックアップ装置　　・工場省
力化装置等　　就業場所：由布市庄内町大竜１４７
４番地　　　　　　　大分市大字鶴崎２００２－１のい
ずれか

ａ＋ｂ170,000円～260,000円

 
実務経験３年以上

不問 

大分県由布市 
大分県大分市

電気工事施工管理技士・監理技
術者

・電気設備工事の設計、施工管理監督　・公共関
係の電気工事一式を担当　・機械機側電気工事一
式　・プラント電気計装工事一式　　就業場所：由
布市庄内町大竜１４７４番地　　　　　　　大分市大
字鶴崎２００２－１のいずれか

ａ＋ｂ168,000円～268,800円

 
施工管理経験者

 
「電気工事施工管理技
士１級・２級、第一種・二
種電気工事士、消防設
備士」のいずれか１つは
必須　普通自動車免許
（ＡＴ限定可）必須
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求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

株式会社　ＡＫシステム
雇用・労災・健康・厚生・財形  

退職金共済

44010-03245171 13-1077 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

山九　株式会社　大分支店 雇用・労災・健康・厚生・財形 

44010-04551171 14-1096 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

ダイハツ九州株式会社 雇用・労災・健康・厚生・財形 

44030-00124671 16-1031 正社員 3人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　友岡組
雇用・労災・健康・厚生・財形  

退職金共済

44080-00305371 15-1180 正社員 2人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

株式会社　西野物産 雇用・労災・健康・厚生 

44030-00567171 13-1096 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

160012 株式会社　住理工大分AE 雇用・労災・健康・厚生・財形 

14-1041 正社員 1人 あり あり あり　勤続3年以上

160013 株式会社　住理工大分AE 雇用・労災・健康・厚生・財形 

14-1041 正社員 1人 あり あり あり　勤続3年以上

大東建託株式会社　大分支店 雇用・労災・健康・厚生・財形 

44010-06030471 16-1134 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

大東建託株式会社　大分支店 雇用・労災・健康・厚生・財形 

44010-06033271 16-1134 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

大東建託株式会社　大分支店 雇用・労災・健康・厚生・財形 

44010-06037371 16-1134 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

大分県大分市 

品質保証スタッフ
品質解析・評価、品質保証の仕組み造り、検査関
連業務の総括

ａ＋ｂ168,500円～297,300円

不問 
 
普通自動車運転免許
（ＭＴ）

大分県中津市 

機械設備スタッフ
「新日鐵住金株式会社　大分製鐵所」の精整工場
における　機械設備の改善・設置等の企画・検討
及び立上げに伴うスタッフ業務。　企画検討内容
：作業効率化、老朽更新、品質改善　等　具体的
業務内容：現場確認、作業分析、設備改造仕様検
討　　　　　　　　　企画書作成、客先との折衝
設備立上げ後の機能確認　等

ａ＋ｂ155,610円～250,000円

 
機械関連経験者（機
械設計経験者等）　経
験３～４年以上あれ
ば望ましい

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

製造技術者
・制御盤、計装盤、動力盤等の組立、配線　・半導
体製造装置の機体工事　等　・製品の検査　　＊
未経験の方でも丁寧に指導いたします　　能力開
発助成制度あり　＊採用後、資格取得のための
フォロー制度あり（会社負担）

ａ＋ｂ150,000円～200,000円

不問 不問 大分県由布市 

大分県豊後高田市 

品質管理
（1）製造工程における品質管理業務
（2）新製品の品質管理業務
（3）クレーム対応

ａ+b190,000円～250,000円  
パソコン（エクセル・
ワード）
品質管理業務の経験
者歓迎

 
普通自動車免許（AT可）

大分県豊後高田市 

生産技術
（1）生産設備ラインの新規立上げ業務
（2）生産設備ラインの効率改善業務
（3）生産設備ラインの製法開発業務

ａ+b190,000円～250,000円  
パソコン（エクセル・
ワード）
設備開発等の経験者
歓迎

 
普通自動車免許（AT可）

大分県豊後大野市 

品質管理・新商品開発・技術研
究等のマネジメント 弊社開発研究室において、取扱商品である、麺用

かやく・やくみ等の品質管理や新商品の開発、技
術研究等のマネジメント等の全般業務を行ってい
ただきます。業務には実務業務も含みます。

ａ＋ｂ150,600円～400,000円
 
食品メーカー、流通業
等にて研究・開発・品
質管理・生産管理に
従事した経験のある
方

不問 大分県中津市 

品質管理
＊生コン、アスファルトの品質を監視し、維持管理
（試験、記録に残す）

ａ＋ｂ165,000円～300,000円

不問 
 
普通自動車運転免許（Ａ
Ｔ限定可）

大分県大分市 

技術職（積算）
マンション・アパート等の積算業務を行っていただ
きます。

ａ＋ｂ230,000円～340,000円

不問 
経験者優遇

 
一級建築士もしくは一級
建築施工管理技士　普
通自動車免許（ＡＴ限定
可）

大分県大分市 

建築設計（二級建築士）
マンション・アパート等のプランニング　　設計・申
請業務を行っていただきます。

ａ＋ｂ210,000円～260,000円

不問 
経験者優遇

 
二級建築士　普通自動
車免許（ＡＴ限定可）

大分県大分市 

建築設計（一級建築士）
マンション・アパート等のプランニング　　設計・申
請業務を行っていただきます。

ａ＋ｂ230,000円～340,000円

不問 
（経験者優遇）

 
一級建築士　普通自動
車免許（ＡＴ限定可）
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求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

大東建託株式会社　大分支店 雇用・労災・健康・厚生・財形 

44010-06040871 16-1134 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　協同システム設計 雇用・労災・健康・厚生 

44010-05493471 15-1152 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　2年以上）

ナカノス建設工業　株式会社
雇用・労災・健康・厚生・財形  

退職金共済

44010-04107871 16-1115 正社員 1人 なし あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　ジョイフル 雇用・労災・健康・厚生 

44010-03118371 13-1009 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

大東建託株式会社　大分支店 雇用・労災・健康・厚生・財形 

44010-06041271 16-1134 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

大東建託株式会社　大分支店 雇用・労災・健康・厚生・財形 

44010-06043171 16-1134 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　佐藤塗工 雇用・労災・健康・厚生 

44010-06245271 16-1007 正社員 2人 あり あり あり

西日本土木　株式会社 雇用・労災・健康・厚生 

44070-01169471 15-1061 正社員 1人 なし あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　ニッショー
雇用・労災・健康・厚生  

退職金共済

44010-04742471 13-1142 正社員 2人 あり あり あり

株式会社　ニッショー
雇用・労災・健康・厚生  

退職金共済

44010-04743771 13-1142 正社員 1人 あり あり あり

技術職（積算　二級建築士）
マンション・アパート等の積算業務を行っていただ
きます。

ａ＋ｂ210,000円～260,000円

不問 
経験者優遇

 
二級建築士　普通自動
車免許（ＡＴ限定可）

大分県大分市 

大分県大分市 

工事監理
マンション・アパート等の工事監理　役所調査・建
築関連の申請業務

ａ＋ｂ230,000円～340,000円

不問 
経験者優遇

 
一級建築士　普通自動
車免許（ＡＴ限定可）

大分県大分市 

店舗開発（設計・施工管理）

新装店舗・改装店舗の設計管理・スケジュール管
理・工事監理、及び業者とのコミュニケーション、見
積もり精査

ａ＋ｂ260,000円～380,000円  
設計事務所・ハウス
メーカー・建設業・
チェーン店運営会社
などで店舗設計・工事
管理の経験をお持ち
の方　ＣＡＤで設計経
験のある方

 
２級建築士以上の資格
を有する方　ＣＡＤで設
計経験のある方

大分県大分市 

木造住宅設計者
木造住宅の設計及び建築確認申請検査立ち会い
業務　等　　「お施主様との現場の橋渡し」役も重
要な業務になります。

ａ＋ｂ160,000円～289,000円
不問 
（木造住宅設計経験
者優遇）

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）　（資格者優遇（２
級建築士以上））

大分県大分市 

建築設備設計員
建築設備（給排水、空調、電気）の設計　・上記の
オートＣＡＤによる作図　・設計図からの積算、予算
書作成業務　・その他、建築設備設計関連業務

ａ＋ｂ135,000円～220,000円 不問 
ＣＡＤ・表計算ソフト職
務経験・設備設計（ま
たは建設設計）の経
験あれば尚良し

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）　　建築設備士、
一級・二級建築士資格
があれば尚良し

大分県大分市 

機械据付配管業務管理者
機械設備工事　・現場での予算、工程、品質、安
全管理業務　　・積算業務　等

ａ＋ｂ250,000円～450,000円
 
現場作業経験者（３年
以上）　パソコンの基
本操作、エクセルが
使える方（職務経験
不問）

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定不可）　管工事施工管
理技士所有者優遇

大分県大分市 

１級建築施工管理技士 主に大分県内の建築工事に係る施工計画・工程
管理・品質管理・安全管理等を行います。　また
現場では、施工計画に添った進行が出来るよう
に、指導・監督を行います。　現場等へ移動の際
は、社用車（軽自動車等）を使用します。

ａ＋ｂ200,000円～350,000円
 
建築施工管理経験者
（５年以上）　パソコン
（ワード・エクセル）

 
１級建築施工管理技士
普通自動車免許（ＡＴ
可）

大分県大分市 

現場管理・監督
現場での管理業務　・打合せ、見積り、人員配置、
ＣＰ入力業務　等　・エリアは大分県内中心となり
ます（社用車使用）　　※営業用の車両を通勤用に
貸し出します　※現場管理経験者優遇致します

ａ＋ｂ200,000円～350,000円  
パソコン（ワード、エク
セル）出来る方　職務
経験不問（現場管理
経験者優遇）

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定不可）　　建築士、施
工管理技士資格の方優
遇

大分県大分市 

技術職（工事　建築系資格不問）
マンション・アパート等の建築施工管理　　営業・設
計担当者と連携し、施工・予算・品質・安全工程な
ど各管理を担当

ａ＋ｂ210,000円～284,000円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

大分県大分市 

電気工事業務現場監督

各種電気工事の施工管理業務

ａ＋ｂ250,000円～450,000円
 
パソコンの基本操作、
エクセルが使える方
職務経験不問（現場
作業経験あれば尚良
し）

 
電気施工管理技士１級
以上　普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
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求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

有限会社　岩賢住宅 雇用・労災・健康・厚生 

44010-03299671 16-1118 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　1年以上）

2.32E+12 株式会社　ＴＯＰＨＯＭＥ
雇用・労災・健康・厚生  

退職金共済

44030-00656371 16-1180 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　2年以上）

2.32E+12 株式会社　ＴＯＰＨＯＭＥ
雇用・労災・健康・厚生  

退職金共済

44030-00667471 16-1180 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　2年以上）

山忠商店　株式会社 雇用・労災・健康・厚生 

44010-00001271 14-1052 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　熊野建設
雇用・労災・健康・厚生  

退職金共済

44010-00273371 13-1107 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　グランディーズ
雇用・労災・健康・厚生  

退職金共済

44010-00391871 13-1002 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　1年以上）

大分県大分市 

木造施工管理（ユニバーサル
ホーム大分エリア）

着工前の新築住宅の設計積算業務からお引渡し
後の定期点検まで、現場管理の一切を任される仕
事です。お客様と詳細打合わせをし、図面作成、
資材発注、施工業者の手配、工程管理等をしま
す。お引渡し後も、定期点検や修理依頼の対応な
どでお客様と末永くお付き合いしていきます。朝、
事務所に出勤後、各々現場確認へ行きます。（現
場へは基本社用車使用）しばらくは先輩に同行し
て慣れて頂くので未経験者でも安心です。

ａ＋ｂ199,000円～251,100円

 
車持込みできる方
（実務経験があれば
尚可）

 
二級建築士以上または
二級建築施工管理技士
以上　普通自動車免許
（ＭＴ）

大分県大分市 

木造施工管理（経験不問：ユニ
バーサルホーム大分エリア） 着工前の新築住宅の設計積算業務からお引渡し

後の定期点検まで、現場管理の一切を任される仕
事です。お客様と詳細打合わせをし、図面作成、
資材発注、施工業者の手配、工程管理等をしま
す。お引渡し後も、定期点検や修理依頼の対応な
どでお客様と末永くお付き合いしていきます。朝、
事務所に出勤後、各々現場確認へ行きます。（現
場へは基本社用車使用）しばらくは先輩に同行し
て慣れて頂くので未経験者でも安心です。

ａ＋ｂ196,000円～213,000円

 
車持込みできる方

 
二級建築士（必須）　普
通自動車免許（ＭＴ）

現場管理者 木造及び鉄骨に関する業務全般の管理　・現場の
パトロール及び確認作業　・工程管理、費用管理
・安全管理、人員管理　・資材の搬入、搬出管理
・施主との対応　等　　現場は九州管内全域です
事業所から現場へ向かいます（社有車にて）

ａ＋ｂ330,000円～380,000円

 
現場管理経験者

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定不可）　２級建築士あ
れば尚良し

大分県大分市 

大分県大分市 

現場監督（幹部社員または営業
所長候補含む）

（１）現場／木造住宅の建設現場の管理・監督　担
当現場を順次パトロールし、工事の進捗状況や安
全管理の状況等をチェックする。チェックした結果
を必要に応じて会社に報告する。　　（２）事務／住
宅建設予算の作成（エクセル使用）と工事等の発
注業務　戸別の「標準モデル予算」を見直し、建設
予算を策定する。社内の承認手続きを経て工事業
者へ発注する／同じタイプの住宅を建て、同じ業
者に発注しているのでむずかしい業務ではない。

ａ＋ｂ186,000円～350,500円

不問 
（現場監理・監督経験
者　優遇）

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）（車持ち込みでき
る方優遇）　建築施工管
理技士２級以上　優遇

大分県大分市 

施工管理又は積算又はアフター
サービス 施工管理、積算、アフターサービスの職種の内、

何れかの業務になります。　（１）施工管理には、
工程管理・品質管理・発注業務・原価管理業務・安
全衛生管理などがあります。　（２）積算とは、設計
図をもとに建設に必要な全ての材料の数量を計算
し、工事費を算出する業務です。　（３）当社施工に
よる建物のアフターサービス業務です。時にリ
フォームをお考えの新規のお客様への対応も含ま
れます。

ａ＋ｂ205,000円～285,000円

不問 
建築に関する業務経
験があれば尚良し

 
１級、２級建築士若しく
は　１級、２級建築施工
管理技士

大分県大分市 

技術営業職（壁工事）

・壁工事（アスロック）の施工管理　　＊エリアは大
分県内です　　※建築工事経験者の方は、未資格
の方でも経験内容により応　　募可能です

ａ＋ｂ205,000円～269,000円

 
建築工事経験者

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）　（建築施工管理
技士２級以上又は建築
士２級以上の所持者
又は土木施工管理技士
２級以上　尚良し）
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求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

8.32E+12 株式会社トップインターナショナル 雇用・労災・健康・厚生 

44030-01217471 16-1096 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

2.32E+12 株式会社　ＴＯＰＨＯＭＥ
雇用・労災・健康・厚生  

退職金共済

44030-00655071 16-1180 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　2年以上）

2.32E+12 株式会社　ＴＯＰＨＯＭＥ
雇用・労災・健康・厚生  

退職金共済

44030-00666571 16-1180 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　2年以上）

河津建設　株式会社
雇用・労災・健康・厚生  

退職金共済

44040-01009771 13-1039 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　川浪組
雇用・労災・健康・厚生 

厚生年金基金 
退職金共済

44040-00272871 16-1152 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　菅組
雇用・労災・健康・厚生  

退職金共済

44070-00020271 15-1064 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　菅組
雇用・労災・健康・厚生  

退職金共済

44070-00022171 15-1064 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

建築施工管理技術者
事業用施設や住宅建築の施工管理業務を行って
いただきます。建物の構造は、鉄筋コンクリート
造、鉄骨造、在来木造など様々です。主な業務内
容は、工程の把握、現場スタッフの手配、工事写
真撮影管理、書類整理等の工程・品質・安全・原
価管理業務です。新築からリフォーム工事まで、
幅広い対応が必要となります。

ａ＋ｂ200,000円～368,000円

不問 

 
建築士１・２級　又は　建
築施工管理技士１・２級
いずれか　　　　　　普通
自動車免許（ＡＴ可）

大分県中津市 

大分県日田市 

建築施工管理技術者 ○建築工事における施工管理業務　・現場での監
督、指揮　・施工計画の作成　・工程管理　・安全
教育、管理　他　　　【画像情報をハローワークの
求人検索機でご覧になれます】
「建設」

ａ＋ｂ250,000円～400,000円

 
建築施工管理経験者

 
建築施工管理技士（１・
２級）又は建築士（１・２
級）　普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

大分県日田市 

建築施工管理技術者
○施工管理全般　・建築現場において工事の監
督・指揮を行う　・施工計画を立てる　・作業員の安
全教育・管理　　　　【画像情報をハローワークの求
人検索機でご覧になれます】
「建設」

ａ＋ｂ205,000円～410,000円

不問 
（経験あれば尚可）

 
１、２級建築士　または
１、２級建築施工管理技
士　普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定不可）

大分県中津市 
福岡県行橋市

木造施工管理（ユニバーサル
ホーム中津・行橋エリア） 着工前の新築住宅の設計積算業務からお引渡し

後の定期点検まで、現場管理の一切を任される仕
事です。お客様と詳細打合わせをし、図面作成、
資材発注、施工業者の手配、工程管理等をしま
す。お引渡し後も、定期点検や修理依頼の対応な
どでお客様と末永くお付き合いしていきます。朝、
事務所に出勤後、各々現場確認へ行きます。（現
場へは基本社用車使用）しばらくは先輩に同行し
て慣れて頂くので未経験者でも安心です。

ａ＋ｂ199,000円～251,100円

 
車持込みできる方
（実務経験があれば
尚可）

 
二級建築士以上または
二級建築施工管理技士
以上　普通自動車免許
（ＭＴ）

大分県中津市 
福岡県行橋市

木造施工管理（経験不問：ユニ
バーサルホーム中津・行橋）

着工前の新築住宅の設計積算業務からお引渡し
後の定期点検まで、現場管理の一切を任される仕
事です。お客様と詳細打合わせをし、図面作成、
資材発注、施工業者の手配、工程管理等をしま
す。お引渡し後も、定期点検や修理依頼の対応な
どでお客様と末永くお付き合いしていきます。朝、
事務所に出勤後、各々現場確認へ行きます。（現
場へは基本社用車使用）しばらくは先輩に同行し
て慣れて頂くので未経験者でも安心です。

ａ＋ｂ196,000円～213,000円

 
車持込みできる方

 
二級建築士（必須）　普
通自動車免許（ＭＴ）

大分県豊後高田市 

管工事施工管理者
管工事施工管理技士として建築工事を担当し、計
画・工事管理・検査、及び技術的指導等の業務を
行います。現場は、大分県内を中心に九州・山口
になります。工事現場等へ移動の際は持ち込み車
両を使用して行きます。

ａ＋ｂ195,000円～265,000円

 
管工事施工経験者（５
年以上）

 
管工事施工管理技士１
級または２級　普通自動
車免許（持ち込み車両）

大分県豊後高田市 

建築施工管理者 建築施工管理者として建築工事を担当します。建
築の分野において専門的知識を応用し工事管理・
技術指導・施工管理・検査等の業務を行います。
現場は大分県内を中心に九州・山口になります。
工事現場等へ移動の際は、持ち込み車両を使用
します。また、勤務の一環として研修を行います。

ａ＋ｂ205,000円～295,000円

 
建築施工管理経験者
（３年以上）

 
建築施工管理技士１級
または２級　普通自動車
免許（持ち込み車両）
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求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

大東建託株式会社　大分支店 雇用・労災・健康・厚生・財形 

44010-06021671 16-1134 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

8.32E+12 株式会社トップインターナショナル 雇用・労災・健康・厚生 

44030-01216571 16-1096 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　川浪組
雇用・労災・健康・厚生 

厚生年金基金 
退職金共済

44040-00271771 16-1152 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　コスモコンサルタント 雇用・労災・健康・厚生 

44010-03755571 14-1061 正社員 1人 なし なし あり　（勤続　5年以上）

株式会社　サザンテック 雇用・労災・健康・厚生 

44060-01258871 16-1076 正社員 1人 なし なし なし

九建設計　株式会社
雇用・労災・健康・厚生・財形 

確定給付年金 

44060-00490671 15-1108 正社員 1人 あり あり あり

株式会社　豊西測量設計
雇用・労災・健康・厚生  

退職金共済

44080-00039871 14-1062 正社員 1人 あり あり あり

株式会社　川原建設
雇用・労災・健康・厚生 

厚生年金基金 
退職金共済

44030-00043571 14-1125 正社員 2人 なし あり あり　（勤続　5年以上）

大分県大分市 

建築施工管理技術者アシスタン
ト

事業用施設や住宅建築の施工管理業務を行って
いただきます。建物の構造は、鉄筋コンクリート
造、鉄骨造、在来木造など様々です。主な業務内
容は、工程の把握、現場スタッフの手配、工事写
真撮影管理、書類整理等の工程・品質・安全・原
価管理業務です。まずは先輩の補助業務からの
スタート、業務の流れや必要な知識を覚えて頂き、
出来ることから徐々にお任せしていきます。実績を
積めば、新築、リフォームなどの大規模案件もお
任せします。

ａ＋ｂ173,000円～193,000円

不問 
 
・普通自動車免許（ＡＴ
可）

大分県中津市 

技術職（工事）
マンション・アパート等の建築施工管理　　営業・設
計担当者と連携し、施工・予算・品質・安全工程な
ど各管理を担当

ａ＋ｂ230,000円～340,000円

不問 
（経験者優遇）

 
一級建築士もしくは一級
建築施工管理技士　普
通自動車免許（ＡＴ限定
可）

大分県佐伯市 
大分県大分市

土木設計技師

土木設計業務　・道路、河川等の調査、計画、設
計　・橋梁、擁壁等、各種構造物の調査、計画、設
計　等

ａ＋ｂ172,000円～330,000円

不問 
土木設計もしくは土木
現場監督経験者優遇

 
普通自動車免許（ＡＴ
可）　土木に関する資格
保有者（測量士、技術
士、ＲＣＣＭ、一級土木
施工管理技士等）優遇

大分県佐伯市 

土木設計業務（技術士又はＲＣＣ
Ｍの有資格者） 土木設計業務（河川等に関する調査・計画・設計）

・河川、砂防ダム、急傾斜等に関する調査・計画・
設計業務　・発注者（主に官公庁）との協議、打ち
合わせ等の業務　・調査範囲は大分県内です
＊発注先等の状況により大分事務所での勤務も
あります。　＊技術士（河川砂防及び海岸、海洋部
門）又はＲＣＣＭ（河　川砂防及び海岸、海洋部門）
の資格をお持ちの方

ａ＋ｂ300,000円～500,000円

 
仕事の内容欄の経験
者

 
・技術士（河川砂防及び
海岸、海洋部門）又はＲ
ＣＣＭ（河川　砂防及び
海岸、海洋部門）　・普
通自動車免許（ＭＴ）

大分県日田市 

土木設計技術者補助
道路、河川等に関する土木設計業務全般。　施工
管理業務。　　＊現場は大分県内一円です。
＊土木の知識がなくとも補助を経験し、将来的に
活躍できるよう育成していきます。

ａ＋ｂ140,000円～350,000円
 
パソコン（Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃ
ｅｌが扱えること）　ＣＡ
Ｄを扱える方　職務経
験不問

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）　（一級または二
級土木施工管理技士あ
れば尚良し）　（測量士、
ＲＣＣＭ等あれば尚良
し）

大分県大分市 

建築施工管理技術者（見習い）
○建築工事における施工管理業務補助　・工程管
理の補助　・安全教育、管理等の補助　　＊未経
験の方でも丁寧に指導致します　　【画像情報をハ
ローワークの求人検索機でご覧になれます】
「建設」

ａ＋ｂ160,000円～250,000円

不問 
建築現場経験者は採
用面で優遇

 
・普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）　　　　　・建
築施工管理技士（１・２
級）又は建築士（１・２
級）あれ　ば尚可

大分県竹田市 
大分県豊後大野市

１級土木施工管理技士

土木施工管理業務、工事現場の測量及び設計業
務、出来型管理、パソコンを使用し施工管理資料
の作成等、土木施工管理技士業務全般を行って
いただきます。現場は大分県内（主に中津市内）で
社用車（ＭＴ）を運転して向かいます。

ａ＋ｂ250,000円～350,000円

 
実務経験（設計・管
理）　パソコン（ＣＡＤ・
エクセル他）出来る方

 
１級土木施工管理技士
普通自動車免許（ＭＴ）

大分県中津市 

土木設計技術者
・土木関係の設計業務及びその補助業務　・施工
管理業務　　　　　　　　＊応募については、ハロー
ワークの紹介状が必要です。

ａ＋ｂ150,000円～350,000円
不問 
（土木設計経験者・Ｃ
ＡＤの扱える方優遇）

 
普通自動車免許（ＡＴ
可）　１級土木施工管
理、ＲＣＣＭ、技術士補
（あれば尚良し）
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求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

河津建設　株式会社
雇用・労災・健康・厚生  

退職金共済

44040-01008471 13-1039 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　川浪組
雇用・労災・健康・厚生 

厚生年金基金 
退職金共済

44040-00270471 16-1152 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　川浪組
雇用・労災・健康・厚生 

厚生年金基金 
退職金共済

44040-00281271 16-1152 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　豊西測量設計
雇用・労災・健康・厚生  

退職金共済

44080-00040171 14-1062 正社員 1人 あり あり あり

杵築測量設計　株式会社 雇用・労災・健康・厚生 

44020-01982871 15-1053 正社員 1人 あり あり あり

株式会社　庄司酒店 雇用・労災・健康・厚生 

44060-00780171 16-1104 正社員 3人 あり あり あり

株式会社　庄司酒店 雇用・労災・健康・厚生 

44060-00781071 16-1104 正社員 1人 あり あり あり

株式会社　アーネット 雇用・労災・健康・厚生 

44010-06326971 14-1001 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

大分県日田市 

土木施工管理技術者 ○土木工事における施工管理業務　・現場での監
督、指揮　・施工計画の作成　・工程管理　・安全
教育、管理　他　　　　　　　　　　　【画像情報をハ
ローワークの求人検索機でご覧になれます】
「建設」

ａ＋ｂ180,000円～400,000円

 
土木施工管理経験者

 
土木施工管理技士（１・
２級）　普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

大分県日田市 

土木施工管技術者 ○施工管理全般　・土木現場において工事の監
督・指揮を行う　・施工計画を立てる　・作業員の安
全教育・管理　　【画像情報をハローワークの求人
検索機でご覧になれます】　　※連絡後、履歴書及
び紹介状を当所在地宛郵送もしくは持参　くださ
い。到着後７日以内に選考結果及び面接者につい
て　は日時等をお知らせします　　　　　　　　　　「建
設」

ａ＋ｂ205,000円～410,000円

不問 
（経験あれば尚可）

 
１、２級土木施工管理技
士　普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定不可）

大分県杵築市 

ＳＥ・プログラマー
・社内ＳＥ（社内システムの保守全般）　・通販業務
（受注、出荷業務）　　　＊就業時間は（１）（２）の交
替制です。

ａ＋ｂ200,000円～280,000円
 
ＳＥ・プログラマー経
験者

 
普通自動車免許（ＡＴ
可）

大分県臼杵市 

測量・設計技術職
・測量調査、設計業務　・設計業務（主に官公庁発
注の道路、河川、砂防、土地改良　施設等の設計
・業務対象場所は主として大分県北部　・現地調
査（社用車使用）　・現地条件及び基準書に基づく
土木構造物の設計　・設計図面の作成（ＣＡＤ使
用）　・数量計算（エクセル使用）　・報告書や補足
資料の作成（ワード使用）　　　※応募にはハロー
ワークの紹介状が必要です。

ａ＋ｂ150,800円～272,900円

 
設計実務経験者（年
数は問いません。指
導を受けながらでき
れば応募可能）

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）（必須）　＊技術資
格（ＲＣＣＭ、測量士等）
あれば尚良し

大分県日田市 

測量技術者
・土木関係の測量業務及びその補助業務
＊応募については、ハローワークの紹介状が必要
です。

ａ＋ｂ200,000円～350,000円 不問 
パソコンの扱える方
（エクセル・ワード）優
遇

 
普通自動車免許（ＡＴ
可）　測量士または測量
士補（あれば尚良し）

大分県竹田市 
大分県豊後大野市

土木施工管理技術者（見習い） ○土木工事における　・安全教育、管理等補助業
務　他　　　　　　　　　　＊未経験の方でも丁寧に指
導致します　　【画像情報をハローワークの求人検
索機でご覧になれます】
「建設」

ａ＋ｂ160,000円～250,000円

不問 
土木施工管理経験者
採用面で優遇

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定不可）　　　　　土木施
工管理技士（１・２級）あ
れば尚可

大分県臼杵市 

業務系システムエンジニア プラント、物流向け業務システム開発　Ｃ＃、Ｏｒａｃ
ｌｅを用いて、開発を行って頂きます　・要件定義　・
基本設計　・詳細設計　・プログラム開発　・システ
ムテスト　※経験に応じて設計から実装までの担
当を決めます　必要な経験等：開発経験３年以上
プロジェクトリーダー経験者尚良し

ａ＋ｂ180,000円～350,000円
 
開発言語（Ｃ＃、Ｖ
Ｂ、．ＮＥＴ等、ＤＢ（Ｏｒ
ａｃｌｅ）の　経験者／制
御系のシステム開発
経験があれば尚良し
／Ｊａｖａの開発経験
があれば尚良し

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

大分県大分市 

ＳＥプログラマー（管理職候補）
・社内ＳＥ（社内システムの保守全般、統括）　・通
販業務（受注、出荷業務）　　　＊就業時間は（１）
（２）の交替制です

ａ＋ｂ220,000円～320,000円
 
ＳＥプログラマー経験
者

 
普通自動車免許（ＡＴ
可）
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求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

ダイハツ九州株式会社 雇用・労災・健康・厚生・財形 

44030-00119771 16-1031 正社員 3人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

ダイハツ九州株式会社 雇用・労災・健康・厚生・財形 

44030-00116671 16-1031 正社員 3人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　アーネット 雇用・労災・健康・厚生 

44010-06324871 14-1001 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　アーネット 雇用・労災・健康・厚生 

44010-06325271 14-1001 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　アーネット 雇用・労災・健康・厚生 

44010-06328071 14-1001 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

5.32E+12 大分部品　株式会社
雇用・労災・健康・厚生・財形 

確定拠出年金 

44060-00427471 14-1097 正社員 2人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　アーネット 雇用・労災・健康・厚生 

44010-06327171 14-1001 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　ザイナス 雇用・労災・健康・厚生 

44010-04961771 13-1026 正社員 10人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

大分県中津市 

情報システム室スタッフ
情報システム室にて、生産管理、経理、人事、開
発、生産技術等の社内業務に関するシステムの
企画～設計～開発を行っていただきます。Ｊａｖａ言
語等でのアプリケーション開発になります。

ａ＋ｂ168,500円～297,300円

 
システム開発経験

 
普通自動車運転免許
（ＭＴ）

大分県中津市 

生産技術スタッフ
自社工場で製造・生産される自動車用の設備設
計、製法開発、生産技術開発、生産準備に関する
業務、製造設備の計画、改良、稼働、製造コストの
改善に関する業務等を行っていただきます。

ａ＋ｂ168,500円～297,300円 不問 
（プレス成形に関する
生産準備業務又は樹
脂成形に関する生産
準備業務の経験者を
歓迎します）

 
普通自動車運転免許
（ＭＴ）

大分県大分市 

ソフトウェア開発技術者 自動車用電子制御装置（ＥＣＵ）のソフトウエア設
計業務　・自動車に搭載される電子制御装置（ＥＣ
Ｕ）の開発におけ　る組込みマイコンのソフトウエア
設計とその検証（評価）　を行い、また同時に、開
発の効率化を図るためのソフトウ　エア設計（ツー
ル開発等）も行う業務です。自動車ユーザ　様の
立場になって、安全性を向上させるための設計を
常に　議論しながら作り上げる仕事です。（当社が
開発したソフ　トウエアが組み込まれたＥＣＵは、
世界中の矢崎グループ　各工場で量産され、世界
各国に納入されています。）　＊ＥＣＵ制御例：ヘッ
ドライトの自動点灯等　＊仕事の内容の詳細は面
接時に説明します。

ａ＋ｂ185,000円～300,000円

不問 
ソフトウェア経験者又
は、システムエンジニ
ア、回路設計、他業
界のマネジメント経験
者等優遇

不問 大分県佐伯市 

組込システム開発技術者 車載装置　組込システムの開発　　以下のスキル
ある方優遇　・リアルタイムＯＳ（μＩＴＲＯＮ）での設
計・プログラミ　ング　・Ｃ、Ｃ＋＋での開発　・マイコ
ンによる制御設計

ａ＋ｂ160,000円～330,000円
 
組込ソフトウエア開発
経験者

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

大分県大分市 

システムエンジニア及びプログラ
マー（Ｗｅｂ）

Ｗｅｂシステムアプリケーション開発　Ｃ＃、Ｏｒａｃｌｅ
を用いて、開発を行って頂きます　　・基本設計、
詳細設計　・プログラム開発　・システムテスト
※経験に応じて設計から実装までの担当を決めま
す

ａ＋ｂ160,000円～350,000円  
開発言語（Ｃ＃、Ｖ
Ｂ、．ＮＥＴ等、ＤＢ（Ｏｒ
ａｃｌｅ）の　経験者／制
御系のシステム開発
経験があれば尚良し
／Ｊａｖａの開発経験
があれば尚良し

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

大分県大分市 

システムエンジニア及びプログラ
マー ソフトウェア開発　Ｃ＃、Ｏｒａｃｌｅ等を用いて、開発

を行って頂きます　　〈主な担当業務〉　・基本設計
・プログラム開発　・システムテスト

ａ＋ｂ120,000円～180,000円 不問 
（開発言語、ソフト開
発について知識のあ
る方や開発経験があ
る方尚可）

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

大分県大分市 

システムエンジニア・プログラ
マー（大分） 主に製鉄・製造業向けのシステム開発や運用業

務を行っていただきます。　　開発言語：Ｃ♯．ｎｅ
ｔ、ＶＢ．ｎｅｔ、Ｊａｖａ　データベース：ＳＱＬＳｅｒｖｅｒ．
Ｏｒａｃｌｅ、　　　　　　　　ＭｙＳＱＬ、ＰｏｓｔｇｒｅＳＱＬ
※震災被災者対象（併用）求人

ａ＋ｂ250,400円～450,000円

 
システム開発経験が
１年以上ある方

 
普通自動車運転免許（Ａ
Ｔ限定可）

大分県大分市 

業務系プログラマー

プラント、物流向け業務システム開発　Ｃ＃、Ｏｒａｃ
ｌｅを用いて、開発を行って頂きます　　・詳細設計
・プログラム開発　・システムテスト　　※経験に応
じて設計から実装までの担当を決めます

ａ＋ｂ160,000円～350,000円
 
開発言語（Ｃ＃、Ｖ
Ｂ、．ＮＥＴ等、ＤＢ（Ｏｒ
ａｃｌｅ）の　経験者／制
御系のシステム開発
経験があれば尚良し
／Ｊａｖａの開発経験
があれば尚良し

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）
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求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

有限会社　アクトシステム
雇用・労災・健康・厚生  

退職金共済

44010-04258571 14-1031 正社員 1人 なし あり あり　（勤続　1年以上）

株式会社　アーネット 雇用・労災・健康・厚生 

44010-03311671 14-1001 正社員 2人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　ＡＴＴＳ
雇用・労災・健康・厚生  

退職金共済

44010-00446871 13-1054 正社員 2人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

ダイハツ九州株式会社 雇用・労災・健康・厚生・財形 

44030-00126471 16-1031 正社員 2人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

6.32E+12 株式会社　長尾製作所
雇用・労災・健康・厚生・財形  

退職金共済

44060-00358271 14-1005 正社員 1人 あり あり あり

株式会社　ザイナス 雇用・労災・健康・厚生 

44010-05523771 13-1026 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　ザイナス 雇用・労災・健康・厚生 

44010-04960471 13-1026 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　アーネット 雇用・労災・健康・厚生 

44010-04883271 14-1001 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

フューチャーインスペース　株式会
社　大分本社

雇用・労災・健康・厚生 

44010-04260271 15-1104 正社員 2人 あり あり なし

大分県大分市 

システムエンジニア及びプログラ
マー（スマートフォン） スマートフォン向けアプリケーション開発　Ｏｂｊｅｃｔｉ

ｖｅ－Ｃ、Ｊａｖａを用いて、開発を行って頂きます
・基本設計、詳細設計　・プログラム開発　・システ
ムテスト　　※経験に応じて設計から実装までの担
当を決めます

ａ＋ｂ160,000円～350,000円  
開発言語（Ｏｂｊｅｃｔｉｖｅ
－Ｃ、Ｊａｖａ）の経験者
制御系のシステム開
発経験があれば尚良
し

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

大分県大分市 

ＳＥ・プログラマー 電子カルテシステムや医療事務システムなどのア
プリケーションプログラムのシステム構築・導入作
業、および障害対応などのシステムサポート業務
を行います。　　社外での仕事の移動手段は社用
車を使用します。　　福岡県内における業務もあり
ます。

ａ＋ｂ170,000円～300,000円
 
アプリケーションソフト
ウェア開発などの実
務経験者に限る

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

大分県佐伯市 

オペレーター（ネットワーク監視
員）

インターネットセキュリティ監視・運用　　顧客先で
の業務になります。　　インターネットについての知
識がある方　ネットワーク分野、セキュリティ分野
に興味のある方　　※経験がなくても丁寧に指導し
ます

ａ＋ｂ145,600円～189,600円
 
Ｗｅｂサーバー及び
ファイヤーウォール運
用経験者尚良し　職
務経験不問（経験者
優遇）

不問 大分県大分市 

ＮＣプログラマー ・ＣＡＤを用いて、精密板金ＮＣデータ作成　・その
他、精密板金に関する諸作業　　＊平成２９年４月
１日採用予定ですが、本人の希望により前　倒し
可能

ａ＋ｂ150,000円～180,000円

不問 不問 

大分県大分市 

プレス金型ＮＣデータ処理スタッ
フ 自社工場内でプレス金型を製作するＮＣ工作機へ

のデータ入力作業。製品図面よりＣＡＤで作成され
た形状データーをＮＣ工作機への加工用データー
として、ＮＣプログラムする業務を行います。

ａ＋ｂ155,500円～297,300円
 
ＣＡＤ操作可能・機械
加工が理解できる方

不問 大分県中津市 

プログラマー・システムエンジニ
ア

「開発部」にてソフトウエアの　開発、設計、保守、
プログラム開発　等　　ＪＡＶＡ、Ｃ言語経験者優遇

ａ＋ｂ170,000円～300,000円
 
プログラム開発経験
者

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

大分県大分市 

ヘルプデスク 某大手企業様へのヘルプデスクサービスの実施。
・問い合わせ対応（電話／メール）　・作業依頼対
応　　ＩＴ資産やシステム利用者の生の声を聞ける
仕事です。　直接、感謝の言葉をいただくこともあ
るやりがいのある仕事です。仕事を通して、自らの
力でパソコントラブルを解決できるようになり、高度
なコミュニケーション力も身に付くため、今後ＩＴ業
界で活躍するためのキャリアに繋がります。

ａ＋ｂ190,000円～260,000円
 
・パソコン操作ができ
る方　・Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ
等のＯｆｆｉｃｅ製品を扱
える方　（ヘルプデス
クやコールセンターの
経験者優遇）

不問 

大分県大分市 

プログラマー（システム運用・保
守）

業務システムの改造・保守及びサーバー，ＰＣの
運用・保守を行って頂きます。

ａ＋ｂ160,000円～350,000円  
Ｗｉｎｄｏｗｓ、Ｅｘｃｅｌの
知識必須　ＶＢ、Ｃ＃
及びネットワークの知
識があれば尚可

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

大分県大分市 

システム運用保守要員
大分市内の固定のお客様の元に出向き、システ
ム基盤（Ｌｉｎｕｘ／Ｗｉｎｄｏｗｓサーバー、ストレージ
装置等）の運用、保守をおこないます。　・運用保
守設計作成　・２４時間オペレーター向け対応手順
書作成　・２４時間オペレータへの教育　等　　（直
行直帰です）

ａ＋ｂ173,400円～255,200円
 
サーバー構築、ネット
ワーク構築、ストレー
ジ構築・システムの運
用保守のうち、１つで
も経験あれば可

不問 
（ＬＰＩＣ資格保有者尚良
し）
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求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

フューチャーインスペース　株式会
社　大分本社

雇用・労災・健康・厚生 

44010-04261971 15-1104 正社員 2人 あり あり なし

株式会社　ザイナス 雇用・労災・健康・厚生 

44010-01184271 13-1026 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

モバイルクリエイト　株式会社
雇用・労災・健康・厚生  

退職金共済

44010-01124771 13-1061 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

柳井電機工業　株式会社
雇用・労災・健康・厚生・財形 

厚生年金基金 

44010-06395371 13-1112 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

ナカノス建設工業　株式会社
雇用・労災・健康・厚生・財形  

退職金共済

44010-05863771 16-1115 正社員 1人 なし あり あり　（勤続　3年以上）

タナベ環境工学　株式会社
雇用・労災・健康・厚生・財形  

退職金共済

44010-02428271 15-1024 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

6.32001E+12 医療法人　中津第一病院 雇用・労災・健康・厚生 

44030-00584171 15-1178 正社員 1人 なし あり あり　（勤続　3年以上）

有限会社　河野調剤 雇用・労災・健康・厚生 

44010-03321771 15-1013 正社員 2人 あり あり あり

システム運用エンジニア システム運用サービスの実施。　・アラート監視、
障害復旧　・顧客システム部門からの問い合わせ
対応　　手順やフローに従い対応します。　「手順
通りに作業を正確に行う事」「報告・連絡・相談を
密に行う事」が強く求められます。　システムを通じ
て社会貢献を実感できる、責任ある仕事ができま
す。稼働している色々なシステムの運用状況を見
て、システムの仕組みを学ぶことができます。今
後、ＩＴ業界で活躍する為のスタートとなる業務経
験を積むことができます。

ａ＋ｂ190,000円～260,000円

不問 
（システム運用・保守・
開発経験者優遇）

不問 大分県大分市 

大分県大分市 

安全管理担当者
建築事業の安全管理担当者　・安全計画と安全活
動の推進　・安全パトロール　・災害防止協議会　・
その他

ａ＋ｂ168,000円～230,000円
 
パソコン操作（エクセ
ル等）

不問 大分県大分市 

労働安全衛生 弊社がプラント内に設置する事務所へ常駐　弊社
工事の安全パトロールや安全教育、構内業者対
象の安全活動に参加　　安全衛生委員会活動の
参画　全社安全衛生管理計画の管理　ヤナイグ
ループ安全衛生協力会の参画　プラントを主体と
する全社の安全管理と指導

ａ＋ｂ180,800円～323,000円
 
プラント設備工事、公
共工事、民間工事の
安全管理、施工管
理、若しくは上記設備
の保守運転業務に携
わり、安全知識の応
用が可能な者

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定不可）

大分県大分市 

コールセンター 【業務概要】　自社クラウドインフラ、ソフトウェアを
用いたタクシー向け配車システムやボイスパケット
トランシーバー等の自社開発製品において、質問
や要望に対する電話対応およびトラブル時のリ
モート対応等を行っていただきます。　　【業務詳
細】　・自社製品の使用方法の説明、問題解決、変
更依頼や要望の　受付　・自社アプリケーションの
リモート操作によるトラブル対応　・システム監視
及び運用に関わる業務

ａ＋ｂ180,000円～230,000円

 
カスタマーサポート・
ヘルプデスク・コール
センター業務経験者
歓迎

不問 大分県大分市 

オペレーター（インターネットセ
キュリティ監視・日勤）

インターネットセキュリティ監視・運用　　顧客先で
の業務になります。　　インターネットについての知
識がある方　ネットワーク分野、セキュリティ分野
に興味のある方　　※経験がなくても丁寧に指導し
ます

ａ＋ｂ136,600円～180,600円
 
Ｗｅｂサーバー及び
ファイヤーウォール運
用経験者尚良し　職
務経験不問（経験者
優遇）

不問 

大分県竹田市 

薬剤師（竹田市内）
竹田市大字竹田「上角調剤薬局」もしくは、竹田市
大字玉来「ときは橋調剤薬局」にて、調剤業務や
服薬の指導等を行います。また、施設等を訪問し
て服薬指導を行う場合もあります。

ａ＋ｂ250,000円～600,000円

不問 
 
薬剤師

大分県大分市 

薬剤師 病院内薬局において、薬品の管理や、医師が作
成した投与が必要な医薬品とその服用量や投与
方法を記載した処方箋をもとに調剤を行います。
また外来・入院患者への薬の説明、服薬指導等の
薬剤師全般業務となります。

ａ＋ｂ270,000円～400,000円

不問 
 
薬剤師免許

大分県中津市 

技術職（環境部）
・環境調査、環境測定分析、環境アセスメント等
「若者応援宣言企業」「ＰＲシートあり」

ａ＋ｂ171,290円～190,330円
不問 
（環境調査・測定分析
経験者尚可）

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可能）
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求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

医療法人　新生会　高田中央病院
雇用・労災・健康・厚生 

税制適格年金 

44070-00526371 15-1210 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　2年以上）

医療法人　玄々堂　玄々堂高田病
院

雇用・労災・健康・厚生 

44070-00555871 15-1201 正社員 1人 なし なし なし

有限会社　河野調剤 雇用・労災・健康・厚生 

44010-03318171 15-1013 正社員 2人 あり あり あり

有限会社　河野調剤 雇用・労災・健康・厚生 

44010-00348471 15-1013 正社員 1人 あり あり なし

医療法人社団　三杏会　仁医会病
院

雇用・労災・健康・厚生・財形 

44010-04923971 15-1150 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

医療法人社団　三杏会　仁医会病
院

雇用・労災・健康・厚生・財形 
 

44010-04924171 15-1150 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

医療法人社団　三杏会　仁医会病
院

雇用・労災・健康・厚生・財形 

44010-04927671 15-1150 正社員 2人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

医療法人　大分記念病院 雇用・労災・健康・厚生 

44010-03984571 16-1051 正社員 2人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

社会福祉法人　一燈園 雇用・労災・健康・厚生 

44020-02040971 14-1080 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

社会福祉法人　一燈園 雇用・労災・健康・厚生 

44020-01248871 14-1080 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

薬剤師（調剤） 病院内の薬局にて、薬剤師の業務を行います。
入院患者の薬の調剤および、服薬指導、薬品管
理、その他付随業務を行います。薬剤師３名補助
２名体制です。

ａ＋ｂ285,000円～330,000円
不問 
病院内業務経験者な
お可

 
薬剤師免許

大分県豊後高田市 

大分県由布市 

正看護師（外来）
外来での看護業務　医師の診療補助　医師の指
示のもと医学的処置

ａ＋ｂ193,000円～240,000円

不問 
 
正看護師免許

大分県大分市 

薬剤師（湯布院町・ゆふ薬局）
由布市湯布院町川上の「ゆふ薬局」にて、調剤業
務や服薬の指導等を行います。　また、施設等を
訪問して服薬指導を行う場合もあります。

ａ＋ｂ250,000円～600,000円

不問 
 
薬剤師

大分県豊後高田市 

薬剤師（由布市庄内町） 由布市庄内町大龍の「庄内調剤薬局」もしくは「在
宅庄内調剤薬局」にて、調剤業務や服薬の指導等
を行います。　また、施設等を訪問して服薬指導を
行う場合もあります。

ａ＋ｂ250,000円～600,000円

不問 
 
薬剤師

大分県由布市 

薬剤師 医師の処方せんをもとに、外来・入院患者への調
剤業務を行います。（１日平均８０件程度）　また、
医薬品の管理、調剤簿の記入、ＤＩ業務（医薬品に
関する情報を収集・整理して患者等に情報提供す
る）、服薬指導等も行っていただきます。

ａ＋ｂ335,000円～500,000円

不問 
経験者なお可

 
薬剤師

大分県大分市 

訪問看護 ○在宅療養者の自宅を訪問し、主治医の指示の
もと看護サー　ビスを提供し、事務所で報告・記録
を行います　・介助業務あり　　＊先輩看護師が同
行訪問し、指導いたします。　　独りで訪問できる
までバックアップいたします。　　　　　＊応募には
ハローワークの紹介状が必要です。

ａ＋ｂ217,000円～217,000円

不問 
 
正看護師　普通自動車
免許（ＡＴ限定可）

大分県別府市 

看護師（正）

・病棟、透析、外来業務

ａ＋ｂ163,000円～220,000円

不問 
 
正看護師免許

大分県大分市 

正看護師（病棟）
病棟での看護業務　医師の診療補助　医師の指
示のもと医学的処置

ａ＋ｂ193,000円～240,000円

不問 
 
正看護師免許

大分県大分市 

正看護師（透析室）
透析室での看護業務　医師の診療補助　医師の
指示のもと医学的処置

ａ＋ｂ198,000円～240,000円

不問 
 
正看護師免許

大分県別府市 

正・准看護師 ◆老健施設における看護業務全般　・入居者の健
康管理　・バイタルチェック　（医療処置・服薬管
理・採血・点滴・吸引等）　・ナースコールの対応　・
医療機関等の連携　・看護記録の作成　　　＊応
募には、ハローワークの紹介状が必要です。

ａ＋ｂ199,800円～222,000円

不問 
 
正看護師免許　又は
准看護師免許の何れか
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求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

医療法人社団　仁泉会　畑病院 雇用・労災・健康・厚生 

44020-00123771 15-1131 正社員 2人 あり あり あり　（勤続　2年以上）

医療法人社団　仁泉会　畑病院 雇用・労災・健康・厚生 

44020-00133871 15-1131 正社員 2人 あり あり あり　（勤続　2年以上）

6.32001E+12 医療法人　中津第一病院 雇用・労災・健康・厚生 

44030-01178471 15-1178 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

6.32001E+12 医療法人　中津第一病院 雇用・労災・健康・厚生 

44030-01179771 15-1178 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

6.32001E+12 医療法人　中津第一病院 雇用・労災・健康・厚生 

44030-01180971 15-1178 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

6.32001E+12 医療法人　中津第一病院 雇用・労災・健康・厚生 

44030-01184671 15-1178 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　マルモ（森の棲家） 雇用・労災・健康・厚生 

44040-00943271 16-1126 正社員 1人 あり あり なし

株式会社　マルモ（森の棲家） 雇用・労災・健康・厚生 

44040-00834371 16-1126 正社員 1人 あり あり なし

医療法人　六和会　老人保健施設
センテナリアン

雇用・労災・健康・厚生 

44040-00615371 15-1193 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　2年以上）

大分県別府市 

外来看護師（日勤帯） 医師の指示のもとに、注射・点滴・採決等の治療
の補助や、体温・血圧・脈等の測定等の診療の補
助業務、生活改善にかかる患者さんへの指導等、
外来患者に対応する看護全般業務となります。

ａ＋ｂ181,000円～201,000円

不問 
 
正看護師

大分県中津市 

看護師（病院） ◆病院内における看護業務全般　・医師の診療補
助　・検温、血圧測定、採血、検尿、注射　・医療器
具の準備、メンテナンス　・夜勤は２名体制（月に４
～５回程度）　・内科疾患の看護ケア主体　　※
パート勤務可能です（勤務時間は相談に応じま
す）　　　＊応募にはハローワークの紹介状が必要
です。

ａ＋ｂ206,000円～250,000円

不問 
 
正看護師免許

看護師（訪問看護ステーションひ
まわり）

◆訪問看護ステーションにおける訪問看護業務　・
バイタルサイン、保清の援助、家族指導及び支援
・他職種との連携　・携帯当番：月に７～８回（手当
有り）　・その他　　＊訪問看護は、４件／日程度
＊就業場所の従業員数　１０名（うち女性１０名）
＊パートも可。勤務日数、勤務時間等は相談に応
じます。　　＊応募にはハローワークの紹介状が
必要です。

ａ＋ｂ205,000円～255,000円

不問 
 
正看護師免許　普通自
動車免許（ＡＴ限定可）

大分県別府市 

大分県中津市 

看護師（正・准）／デイサービス
○デイサービス利用者の看護・介護業務　・利用
者の健康管理　・バイタルチェック　・機能訓練の
指導　・その他付随業　＊夜勤はありません
【画像情報をハローワークの求人検索機でご覧に
なれます】
「看護」

ａ＋ｂ170,000円～210,000円  
医療又は福祉での経
験者　（ブランクのあ
る方、経験の浅い方
でも可）

 
看護師免許（正または
准）　普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

大分県日田市 

看護師
医師の指示のもとに、注射・点滴・採血等の治療
の補助業務や、体温・血圧・脈等の測定等、生活
改善に対する患者さんへの指導等、内科・泌尿器
科において看護全般業務を行います。

ａ＋ｂ181,000円～206,000円

不問 
 
正看護師

大分県中津市 

看護師（透析） 人工透析を受ける患者さんへの看護業務となりま
す。医師や臨床工学技士の指示のもとに、透析室
での医療補助業務となります。透析の準備やコン
ピュータで管理された人工透析中の患者さんの血
圧等に問題がないか等の健康管理等を行いま
す。

ａ＋ｂ201,000円～206,000円

不問 
 
正看護師

大分県中津市 

看護師（ＯＰ室） 手術室での看護業務となります。泌尿器科の手術
の直後の間接介助、手術室内の環境設備、中材
業務（手術用物品の管理業務等）。泌尿器科の外
来（午前中）も兼ねる看護全般業務となります。

ａ＋ｂ202,000円～202,000円

不問 
（経験があれば尚可）

 
正看護師

大分県日田市 

看護師（正・准） ○介護老人保健施設での看護業務　・入所者の
健康管理　・血圧測定　等　　＊夜勤が月４回程度
あります。　　【画像情報をハローワークの求人検
索機でご覧になれます】
「看護」

ａ＋ｂ159,000円～189,000円

不問 
 
看護師または准看護師

大分県日田市 

看護師（正・准） ○当施設利用者の看護・介護業務　・利用者の健
康管理　・バイタルチェック　・病院受診等の送迎
・その他付随業　＊夜勤はありません　　【画像情
報をハローワークの求人検索機でご覧になれま
す】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「看護」

ａ＋ｂ170,000円～210,000円  
医療又は福祉での経
験者　（ブランクのあ
る方、経験の浅い方
でも可）

 
看護師免許（正または
准）　普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
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求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

有限会社　夢のおと 雇用・労災・健康・厚生 

44060-01391071 15-1022 正社員 2人 あり あり なし

医療法人　積善会　老人保健施設
希の里

雇用・労災・健康・厚生 
退職金共済

44070-01061471 15-1211 正社員 2人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

医療法人　新生会　高田中央病院
雇用・労災・健康・厚生 

税制適格年金 

44070-01091071 15-1210 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　2年以上）

医療法人　新生会　高田中央病院
雇用・労災・健康・厚生 

税制適格年金 

44070-01096771 15-1210 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　2年以上）

医療法人　新生会　高田中央病院
雇用・労災・健康・厚生 

税制適格年金 

44070-00525071 15-1210 正社員 3人 あり あり あり　（勤続　2年以上）

医療法人　新生会　高田中央病院
雇用・労災・健康・厚生 

税制適格年金 

44070-00528571 15-1210 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　2年以上）

医療法人　玄々堂　玄々堂高田病
院

雇用・労災・健康・厚生 

44070-00698371 15-1201 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　4年以上）

医療法人　新生会　高田中央病院
雇用・労災・健康・厚生 

税制適格年金 

44070-00173771 15-1210 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　2年以上）

社会福祉法人　安岐の郷
雇用・労災・健康・厚生・財形  

退職金共済

44020-01391771 15-1026 正社員 2人 あり あり あり　（勤続　1年以上）

大分県臼杵市 

看護職員（正看護師） 老人保健施設において、入所者の方々の検温、
血圧測定、バイタルチェック、様子観察等の日常
の健康管理、身体ケア（服薬管理・食事介助等）お
よび投薬、点滴等の医療的補助業務に携わる仕
事です。現在９６名の入所者を１２名体制で担当し
ています。

ａ＋ｂ218,500円～218,500円

不問 
 
正看護師

大分県豊後高田市 

看護職員（安住） ・在宅で生活をする「要介護認定を受けた利用者
さん（１日　１３名程度）」に対する「通い」「訪問（介
護、看護）」　「お泊り」サービスを組み合わせた看
護小規模多機能型事　業における看護業務です。
医療的な支援が必要な方につい　ては、主治医か
らの指示に従い、必要なケアを行います。　　＊就
業時間（１）（２）（３）のローテーション　＊夜勤出来
る方歓迎

ａ＋ｂ150,500円～220,500円

不問 
医療、介護関係での
勤務経験者歓迎

 
正看護師、准看護師免
許　普通自動車免許（Ａ
Ｔ可）

大分県豊後高田市 

正・准看護師（透析） 医師の指示のもとで、透析患者への穿刺・バイタ
ルチェック・生活改善に関わる患者指導等を行い
ます。　主な透析機器の操作は、ＭＥ（メディカルエ
ンジニア）が行います。

ａ＋ｂ172,000円～262,000円

不問 
 
正看護師　准看護師

大分県豊後高田市 

正看護師（病棟）
病棟において、検温等の健康管理、療養上の支
援、診療の補助等を行います。看護補助者配置も
あり、看護業務に専念できる環境です。医療器具
は、ＭＥ一括管理のため、初めての方でも安心し
て使用できます。　電子カルテによる記録・書類作
成（未経験でも可）

ａ＋ｂ206,000円～280,000円

不問 
 
正看護師

大分県豊後高田市 

正看護師（外来） 外来において、医師診察の補助、生活改善にかか
る患者への指導などの外来での看護業務を行い
ます。また、医師の指示により、注射等の処置も行
います。

ａ＋ｂ200,500円～265,000円

不問 
 
正看護師

大分県豊後高田市 

正看護師（訪問看護）
ケアプランに応じて、主治医や関係機関と連携をと
りながら、主に市内の在宅療養が必要な方を社用
車（軽乗用車）で訪問し、病状観察・医療機器の管
理等の看護業務を行います。

ａ＋ｂ220,000円～280,000円

 
病棟経験ある方（経
験年数不問）

 
普通自動車免許（ＡＴ
可）　正看護師免許

大分県国東市 

正看護師もしくは准看護師（正社
員）

◆特別養護老人ホーム内における高齢者の看
護、一部介護補　助業務全般及び生活支援等　・
入浴介助　・バイタルチェック　・吸引　・ナースコー
ル対応　等　　　　＊応募にはハローワークの紹介
状が必要です。

ａ＋ｂ175,000円～215,000円

不問 
　看護経験者優遇

 
看護師・准看護師免許
のいずれか

大分県豊後高田市 

正・准看護師（デイケア菜の花） 施設において、通所利用者様の生活支援・身体観
察・看護記録等の看護業務を行います。その他、
入居者が体調不良等を訴えた時には病院に連れ
ていくことの業務もあります。

ａ＋ｂ160,000円～250,000円

不問 
 
正看護師または准看護
師

大分県豊後高田市 

正看護師（病棟） 病棟において、血圧測定・検温等のバイタルチェッ
クや様子観察、投薬や診療の介助など入院療養
上の健康管理やお世話等の看護業務を中心に行
います。病棟４６床、看護体制は患者１０名程度に
職員１名体制になります。

ａ＋ｂ210,000円～320,000円

不問 
経験者なお可

 
正看護師
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求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

医療法人　堀田医院 雇用・労災・健康・厚生 

44020-00900371 15-1126 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

医療法人　堀田医院 雇用・労災・健康・厚生 

44020-00126971 15-1126 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

医療法人社団　三杏会　仁医会病
院

雇用・労災・健康・厚生・財形 

44010-04929471 15-1150 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

医療法人社団　三杏会　仁医会病
院

雇用・労災・健康・厚生・財形 

44010-04931971 15-1150 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

医療法人社団　三杏会　仁医会病
院

雇用・労災・健康・厚生・財形 

44010-04932171 15-1150 正社員 2人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

医療法人社団　仁泉会　畑病院 雇用・労災・健康・厚生 

44020-00131471 15-1131 正社員 2人 あり あり あり　（勤続　2年以上）

6.32001E+12 医療法人　中津第一病院 雇用・労災・健康・厚生 

44030-01183371 15-1178 正社員 2人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

医療法人　積善会　老人保健施設
希の里

雇用・労災・健康・厚生  
退職金共済

44070-01059371 15-1211 正社員 2人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

医療法人　新生会　高田中央病院
雇用・労災・健康・厚生 

税制適格年金 

44070-01098271 15-1210 正社員 2人 あり あり あり　（勤続　2年以上）

看護師長 ◆介護老人保健施設における看護業務の統括及
び指導　・入所者の健康管理、服薬管理等の看護
業務　　　　　　　　＊応募にはハローワークの紹介
状が必要です。

ａ＋ｂ268,400円～360,000円
不問 
　＊正看護師での実
務経験５年以上

 
正看護師免許

大分県国東市 

大分県大分市 

准看護師（病棟）
病棟での看護業務　医師の診療補助　医師の指
示のもと医学的処置を行う

ａ＋ｂ165,000円～230,000円

不問 
 
准看護師免許

大分県大分市 

准看護師（透析室）
透析室での看護業務　医師の診療補助　医師の
指示のもと医学的処置を行う

ａ＋ｂ175,000円～240,000円

不問 
 
准看護師免許

大分県国東市 

准看護師（外来）
外来での看護業務　医師の診療補助　医師の指
示のもと医学的処置を行う

ａ＋ｂ165,000円～230,000円

不問 
 
准看護師免許

大分県大分市 

正看護師（大樹）
◆介護老人保健施設における看護業務全般　・介
護施設における入所者の健康管理、服薬管理等
の看護業　務および介護業務　・その他施設にお
ける各種行事の手伝い　　＊夜勤は月平均　４～
５回程度　　　　※応募には、ハローワークの紹介
状が必要です。

ａ＋ｂ217,000円～233,550円

不問 
　＊経験者尚良し

 
正看護師免許

大分県豊後高田市 

准看護師（病棟） 病棟において、検温等の健康管理、療養上の支
援、診療の補助等を行います。看護補助者配置も
あり、看護業務に専念できる環境です。医療器具
は、ＭＥ一括管理のため、初めての方でも安心し
て使用できます。　電子カルテによる記録・書類作
成（未経験でも可）

ａ＋ｂ170,000円～215,000円

 
病院勤務経験者（１年
以上）

 
准看護師

大分県豊後高田市 

看護職員（准看護師） 老人保健施設において、入所者の方々の検温、
血圧測定、バイタルチェック、様子観察等の日常
の健康管理、身体ケア（服薬管理・食事介助等）お
よび投薬、点滴等の医療的補助業務に携わる仕
事です。現在９６名の入所者を１２名体制で担当し
ています。

ａ＋ｂ173,500円～173,500円

不問 
 
准看護師

大分県別府市 

准看護師
医師の指示のもとに、注射・点滴・採血等の治療
の補助業務や、体温・血圧・脈等の測定等、生活
改善に対する患者さんへの指導等、内科・泌尿器
科において看護全般業務を行います。

ａ＋ｂ151,000円～176,000円

不問 
 
准看護師

大分県中津市 

准看護師（病棟）
◆畑病院内病棟における看護業務全般　・医師の
診療補助　・検温、血圧測定、検尿、採血　・医療
器具の準備、メンテナンス　・投薬や注射　　等　・
内科疾患の看護ケア主体　　※パート勤務可能で
す（勤務時間は相談に応じます）　　　　＊応募に
はハローワークの紹介状が必要です。

ａ＋ｂ156,000円～200,000円

不問 
 
准看護師免許
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求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

医療法人　新生会　高田中央病院
雇用・労災・健康・厚生 

税制適格年金 

44070-00527671 15-1210 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　2年以上）

医療法人　堀田医院 雇用・労災・健康・厚生 

44020-00124871 15-1126 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

6.32001E+12 医療法人　中津第一病院 雇用・労災・健康・厚生 

44030-00582271 15-1178 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

医療法人　新生会　高田中央病院
雇用・労災・健康・厚生 

税制適格年金 

44070-00437071 15-1210 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　2年以上）

医療法人社団　三杏会　仁医会病
院

雇用・労災・健康・厚生・財形 

44010-05834071 15-1150 正社員 3人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

医療法人　新生会　高田中央病院
雇用・労災・健康・厚生 

税制適格年金 

44070-00529471 15-1210 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　2年以上）

医療法人　玄々堂　玄々堂高田病
院

雇用・労災・健康・厚生 

44070-00069771 15-1201 正社員 2人 あり あり あり　（勤続　4年以上）

医療法人　堀田医院 雇用・労災・健康・厚生 

44020-01066071 15-1126 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

大分県中津市 

臨床工学技士 医師の指示のもとに、透析液や透析器などを用意
します。　透析液の濃度・浸透圧を調整し、透析装
置の点検・準備をして、患者に装置を接続させま
す。　透析中は、装置が正しく機能しているかを監
視し、血液や透析液などの調整を行います。　透
析終了後、循環していた血液を体内に戻して装置
をはずすなど、透析に係る業務を行います。

ａ＋ｂ197,200円～252,000円

不問 
 
臨床工学技士

大分県豊後高田市 

臨床工学技師
医師の指示のもと、透析液や透析器を準備して患
者に透析を行う業務や医療機器の保守、点検、管
理業務を行います。透析業務は、２クールで夜間
透析はありません。オンラインＨＤＦ、水質加算、全
自動逆ろ過透析装置を備えています。

ａ＋ｂ183,000円～191,000円

不問 
 
臨床工学技師

大分県豊後高田市 

准看護師（大樹） ◆介護老人保健施設における看護業務全般　・介
護施設における入所者の健康管理、服薬管理等
の看護業　務および介護業務　・その他施設にお
ける各種行事の手伝い　　＊夜勤は月平均　４～
５回程度　　　　※応募には、ハローワークの紹介
状が必要です。

ａ＋ｂ193,000円～208,200円

不問 
　＊経験者尚良し

 
准看護師免許

大分県国東市 

准看護師（外来） 外来において、医師診察の補助、生活改善にかか
る患者への指導などの外来での看護業務を行い
ます。また、医師の指示により、注射等の処置も行
います。

ａ＋ｂ165,000円～210,000円

不問 
 
准看護師

大分県豊後高田市 

理学療法士（主任） ◆理学療法士業務全般　・リハビリ室において、利
用者の方の基本的動作能力の回復　の指導　・医
師の指示のもと、リハビリテーション計画の作成、
実施　評価　・社会的に自立する為の治療、体操
等の運動を行い、温熱そ　の他の物理的手段を行
う　・法人車を使用して、訪問リハをする場合があ
ります　　　＊応募にはハローワークの紹介状が
必要です。

ａ＋ｂ249,000円～270,000円

 
パソコン操作（エクセ
ル・ワード）　　＊経験
者は優遇

 
理学療法士免許　普通
自動車運転免許（ＡＴ限
定可）

大分県国東市 

理学療法士 リハビリ室設備を拡充し、心大血管疾患リハビリ、
呼吸器リハビリ、訪問リハビリを立ち上げます。ま
た、外来および入院患者に対するリハビリテーショ
ン業務です。現在常勤ＰＴ８名体制

ａ＋ｂ210,000円～270,000円

不問 
経験者なお可

 
理学療法士

大分県大分市 

理学療法士
在宅系施設（通所・訪問リハビリ）の利用者に対
し、動作能力回復（リハビリテーション）のために運
動・マッサージ等の治療・訓練・指導を行います。
また、利用者のリハビリテーション作業記録等をパ
ソコンを使用した入力作業等もあります。

ａ＋ｂ230,000円～255,000円

 
パソコン（入力程度）

 
理学療法士

大分県豊後高田市 

臨床検査技師

・臨床検査業務　　・透析治療業務

ａ＋ｂ174,000円～215,000円

不問 
 
臨床検査技師
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求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

医療法人　堀田医院 雇用・労災・健康・厚生 

44020-01067371 15-1126 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

医療法人社団　仁泉会　畑病院 雇用・労災・健康・厚生 

44020-00112671 15-1131 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　2年以上）

医療法人　新生会　高田中央病院
雇用・労災・健康・厚生 

税制適格年金 

44070-00524171 15-1210 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　2年以上）

医療法人　玄々堂　玄々堂高田病
院

雇用・労災・健康・厚生 

44070-00556271 15-1201 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　4年以上）

株式会社　ドラッグストアモリ 雇用・労災・健康・厚生 

40150-00385871 16-1053 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

6.32001E+12 医療法人　中津第一病院 雇用・労災・健康・厚生 

44030-01177571 15-1178 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　ドラッグストアモリ 雇用・労災・健康・厚生 

40150-00460371 16-1053 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

株式会社　ドラッグストアモリ 雇用・労災・健康・厚生 

40150-00422771 16-1053 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

大分県豊後高田市 

作業療法士 心身機能の回復維持を促す作業（日常生活作業
等）を用いて、外来・入院患者の自立支援を行うリ
ハビリテーション業務です。医師の指示のもとに、
各種作業・動作（文字を書く、着替える等）の訓練・
指導を行います。

ａ＋ｂ210,000円～270,000円

不問 
実務経験者なお可

 
作業療法士

大分県豊後高田市 

作業療法士
当施設の利用者に対し、応用的動作、能力の回復
や社会適応能力の回復を図る為のリハビリ指導を
行います。

ａ＋ｂ230,000円～255,000円

不問 
 
作業療法士

大分県国東市 

作業療法士（畑病院） ◆病院内におけるリハビリテーション業務全般　・
外来患者様および入院患者様のリハビリ業務　・
現状リハビリ室は１５名体制で行っています
＊応募にはハローワークの紹介状が必要です。

ａ＋ｂ220,000円～280,000円

不問 
　経験者が望ましい

 
作業療法士免許

大分県別府市 

理学療法士 ◆理学療法士業務全般　・リハビリ室において、利
用者の方の基本的動作能力の回復　の指導　・医
師の指示のもと、リハビリテーション計画の作成、
実施　評価　・社会的に自立する為の治療、体操
等の運動を行い、温熱そ　の他の物理的手段を行
う　・法人車を使用して、訪問リハをする場合があ
ります　　　＊応募にはハローワークの紹介状が
必要です。

ａ＋ｂ239,000円～258,850円

 
パソコン操作（エクセ
ル・ワード）

 
理学療法士免許　普通
自動車運転免許（ＡＴ限
定可）

大分県日田市 

栄養士（正・日田友田店・地域専
任職）

○栄養士としての専門知識を活かし、お客様の食
生活を含め　た栄養面でのアドバイスを行ってい
ただきます。　　○商品管理・店舗管理業務（ドラッ
グストア店内でレジ、　　接客、販売、商品陳列等
の業務）　　　　　　　＊教育システムも充実してい
ますので、未経験者もしっかり　と知識・資格を取
得し成長して頂けます。　　＊地域専任職・グロー
バル職をお好みで選べます。　○【若者応援企業】
（事業所ＰＲシートあり）

ａ＋ｂ176,000円～222,000円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）　栄養士免許

大分県日田市 

栄養士（正・田島店・地域専任
職）

○栄養士としての専門知識を活かし、お客様の食
生活を含め　た栄養面でのアドバイスを行ってい
ただきます。　　○商品管理・店舗管理業務（ドラッ
グストア店内でレジ、　　接客、販売、商品陳列等
の業務）　　　　　　　＊教育システムも充実してい
ますので、未経験者もしっかり　と知識・資格を取
得し成長して頂けます。　　＊地域専任職・グロー
バル職をお好みで選べます。　○【若者応援企業】
（事業所ＰＲシートあり）

ａ＋ｂ176,000円～222,000円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）　栄養士免許

大分県別府市 

栄養士（厨房職員）
病院内の給食施設において、献立の作成・栄養価
の計算・調理等の厨房業務、発注、厨房調理員へ
衛生管理指導等を行います。入院患者１８０床と
職員１４０名の食事全般業務となります。

ａ＋ｂ143,000円～149,500円

不問 
（経験があれば尚可）

 
栄養士

大分県中津市 

栄養士（正・鶴見店・地域専任
職）

○栄養士としての専門知識を活かし、お客様の食
生活を含め　た栄養面でのアドバイスを行ってい
ただきます。　　○商品管理・店舗管理業務（ドラッ
グストア店内でレジ、　　接客、販売、商品陳列等
の業務）　　　　　　　＊教育システムも充実してい
ますので、未経験者もしっかり　と知識・資格を取
得し成長して頂けます。　　＊地域専任職・グロー
バル職をお好みで選べます。　○【若者応援企業】
（事業所ＰＲシートあり）

ａ＋ｂ176,000円～222,000円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）　栄養士免許
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求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

株式会社　ドラッグストアモリ 雇用・労災・健康・厚生 

40150-00426171 16-1053 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

株式会社　ドラッグストアモリ 雇用・労災・健康・厚生 

40150-00444371 16-1053 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

株式会社　ドラッグストアモリ 雇用・労災・健康・厚生 

40150-00423871 16-1053 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

株式会社　ドラッグストアモリ 雇用・労災・健康・厚生 

40150-00625871 16-1053 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

株式会社　ドラッグストアモリ 雇用・労災・健康・厚生 

40150-00771871 16-1053 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

株式会社　ドラッグストアモリ 雇用・労災・健康・厚生 

40150-00773971 16-1053 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

大分県玖珠郡玖珠町 

管理栄養士（正・鶴見店・地域専
任職）

○栄養士としての専門知識を活かし、お客様の食
生活を含め　た栄養面でのアドバイスを行ってい
ただきます。　　○商品管理・店舗管理業務（ドラッ
グストア店内でレジ、　　接客、販売、商品陳列等
の業務）　　　　　　　＊教育システムも充実してい
ますので、未経験者もしっかり　と知識・資格を取
得し成長して頂けます。　　＊地域専任職・グロー
バル職をお好みで選べます。　○【若者応援企業】
（事業所ＰＲシートあり）

ａ＋ｂ184,000円～230,000円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）　管理栄養士免許

大分県別府市 

栄養士（正・玖珠店・地域専任
職）

○栄養士としての専門知識を活かし、お客様の食
生活を含め　た栄養面でのアドバイスを行ってい
ただきます。　　○商品管理・店舗管理業務（ドラッ
グストア店内でレジ、　　接客、販売、商品陳列等
の業務）　　　　　　　＊教育システムも充実してい
ますので、未経験者もしっかり　と知識・資格を取
得し成長して頂けます。　　＊地域専任職・グロー
バル職をお好みで選べます。　○【若者応援企業】
（事業所ＰＲシートあり）

ａ＋ｂ176,000円～222,000円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）　栄養士免許

大分県日田市 

栄養士（正・杵築店・地域専任
職）

○栄養士としての専門知識を活かし、お客様の食
生活を含め　た栄養面でのアドバイスを行ってい
ただきます。　　○商品管理・店舗管理業務（ドラッ
グストア店内でレジ、　　接客、販売、商品陳列等
の業務）　　　　　　　＊教育システムも充実してい
ますので、未経験者もしっかり　と知識・資格を取
得し成長して頂けます。　　＊地域専任職・グロー
バル職をお好みで選べます。　○【若者応援企業】
（事業所ＰＲシートあり）

ａ＋ｂ176,000円～222,000円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）　栄養士免許

大分県杵築市 

栄養士（正・日田店・地域専任
職）

○栄養士としての専門知識を活かし、お客様の食
生活を含め　た栄養面でのアドバイスを行ってい
ただきます。　　○商品管理・店舗管理業務（ドラッ
グストア店内でレジ、　　接客、販売、商品陳列等
の業務）　　　　　　　＊教育システムも充実してい
ますので、未経験者もしっかり　と知識・資格を取
得し成長して頂けます。　　＊地域専任職・グロー
バル職をお好みで選べます。　○【若者応援企業】
（事業所ＰＲシートあり）

ａ＋ｂ176,000円～222,000円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）　栄養士免許

大分県日田市 

管理栄養士（正・日田店・地域専
任職） ○栄養士としての専門知識を活かし、お客様の食

生活を含め　た栄養面でのアドバイスを行ってい
ただきます。　　○商品管理・店舗管理業務（ドラッ
グストア店内でレジ、　　接客、販売、商品陳列等
の業務）　　　　　　　＊教育システムも充実してい
ますので、未経験者もしっかり　と知識・資格を取
得し成長して頂けます。　　＊地域専任職・グロー
バル職をお好みで選べます。　○【若者応援企業】
（事業所ＰＲシートあり）

ａ＋ｂ184,000円～230,000円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）　管理栄養士免許

大分県日田市 

管理栄養士（正・日田友田店・地
域専任職）

○栄養士としての専門知識を活かし、お客様の食
生活を含め　た栄養面でのアドバイスを行ってい
ただきます。　　○商品管理・店舗管理業務（ドラッ
グストア店内でレジ、　　接客、販売、商品陳列等
の業務）　　　　　　　＊教育システムも充実してい
ますので、未経験者もしっかり　と知識・資格を取
得し成長して頂けます。　　＊地域専任職・グロー
バル職をお好みで選べます。　○【若者応援企業】
（事業所ＰＲシートあり）

ａ＋ｂ184,000円～230,000円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）　管理栄養士免許
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求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

株式会社　ドラッグストアモリ 雇用・労災・健康・厚生 

40150-00656471 16-1053 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

株式会社　ドラッグストアモリ 雇用・労災・健康・厚生 

40150-00640871 16-1053 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

医療法人　堀田医院 雇用・労災・健康・厚生 

44020-01734671 15-1126 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

社会福祉法人　安岐の郷
雇用・労災・健康・厚生・財形  

退職金共済

44020-01385871 15-1026 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　1年以上）

株式会社　ドラッグストアモリ 雇用・労災・健康・厚生 

40150-00772271 16-1053 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

医療法人　積善会　老人保健施設
希の里

雇用・労災・健康・厚生  
退職金共済

44070-00101971 15-1211 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

医療法人社団　仁泉会　畑病院 雇用・労災・健康・厚生 

44020-00127171 15-1131 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　2年以上）

株式会社　福祉の杜いまじん 雇用・労災・健康・厚生 

44010-00785571 13-1041 正社員 1人 あり あり なし

大分県日田市 

管理栄養士（正・杵築店・地域専
任職）

○栄養士としての専門知識を活かし、お客様の食
生活を含め　た栄養面でのアドバイスを行ってい
ただきます。　　○商品管理・店舗管理業務（ドラッ
グストア店内でレジ、　　接客、販売、商品陳列等
の業務）　　　　　　　＊教育システムも充実してい
ますので、未経験者もしっかり　と知識・資格を取
得し成長して頂けます。　　＊地域専任職・グロー
バル職をお好みで選べます。　○【若者応援企業】
（事業所ＰＲシートあり）

ａ＋ｂ184,000円～230,000円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）　管理栄養士免許

大分県杵築市 

管理栄養士（正・田島店・地域専
任職）

○栄養士としての専門知識を活かし、お客様の食
生活を含め　た栄養面でのアドバイスを行ってい
ただきます。　　○商品管理・店舗管理業務（ドラッ
グストア店内でレジ、　　接客、販売、商品陳列等
の業務）　　　　　　　＊教育システムも充実してい
ますので、未経験者もしっかり　と知識・資格を取
得し成長して頂けます。　　＊地域専任職・グロー
バル職をお好みで選べます。　○【若者応援企業】
（事業所ＰＲシートあり）

ａ＋ｂ184,000円～230,000円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）　管理栄養士免許

大分県玖珠郡玖珠町 

支援相談員（老健施設内）
老健施設（店員９６名）入居者９０名の入退時に係
る手続きおよび入所利用中の、本人やご家族の相
談業務、通院補助等施設内での業務に携わって
いただきます。通院補助で外出時には、社用車
（軽・普通自動車）を使用します。現在２名体制で
行います。

ａ＋ｂ167,000円～167,000円
 
パソコン（ワード・エク
セル）

 
普通自動車免許（ＡＴ
可）　社会福祉士及び介
護支援専門員なお可

大分県豊後高田市 

管理栄養士（正・玖珠店・地域専
任職）

○栄養士としての専門知識を活かし、お客様の食
生活を含め　た栄養面でのアドバイスを行ってい
ただきます。　　○商品管理・店舗管理業務（ドラッ
グストア店内でレジ、　　接客、販売、商品陳列等
の業務）　　　　　　　＊教育システムも充実してい
ますので、未経験者もしっかり　と知識・資格を取
得し成長して頂けます。　　＊地域専任職・グロー
バル職をお好みで選べます。　○【若者応援企業】
（事業所ＰＲシートあり）

ａ＋ｂ184,000円～230,000円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）　管理栄養士免許

大分県国東市 

管理栄養士（正社員） ◆介護老人福祉施設における　・栄養ケア・マネジ
メント（栄養指導含む）　・厨房業務、等　・外出時
は社用車（ＡＴ車）を使用　　＊市内の他施設に転
勤の可能性あり　　特別養護老人ホーム「むさし
苑」（武蔵町糸原）　　朝来サポートセンター鈴鳴荘
（安岐町朝来）　　＊応募には、ハローワークの紹
介状が必要です。

ａ＋ｂ155,000円～200,000円

不問 
　経験者優遇

 
管理栄養士免許　普通
自動車免許（ＡＴ限定
可）

大分県国東市 

管理栄養士 ◆介護老人保健施設における栄養管理業務全般
・献立の作成（カロリー計算）、食数管理、検食　・
食材の発注及び、管理　・厨房における調理補助
等　　　　　＜面接にはハローワークの紹介状が必
要です＞

ａ＋ｂ206,000円～219,000円  
パソコン操作（エクセ
ル・ワード）　経験者
優遇

 
管理栄養士免許　普通
自動車運転免許（ＡＴ限
定可）

大分県別府市 

生活相談員（別府市） デイサービスでの相談員業務　・他事業所との連
携　・生活相談　等　　　資格手当内訳　社会福祉
主事：３０００円　介護支援専門員：９０００円　社会
福祉士：１００００円

ａ＋ｂ178,000円～210,000円
 
Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌが扱え
る方　職務経験不問

 
社会福祉士・社会福祉
主事任用・介護支援専
門員　普通免許（ＡＴ可）

大分県別府市 

相談員（病院）
◆「畑病院」における利用者の相談業務全般　・入
院中の患者やご家族の相談および退院調整の対
応業務　・他病院、施設との連携や連絡調整業務
等　　　　　　　＊応募にはハローワークの紹介状
が必要です。

ａ＋ｂ191,000円～250,000円

不問 
　＊経験者尚良し

 
社会福祉士
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求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

株式会社　エスティーエスユナイ
テッド

雇用・労災・健康・厚生 

44030-00753671 16-1132 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

社会福祉法人　孝寿福祉会（美晴
が丘・荻の苑）

雇用・労災・健康・厚生  
退職金共済

44080-00073171 15-1059 正社員 2人 あり あり あり　（勤続　1年以上）

社会福祉法人　すぎのこ村
雇用・労災・健康・厚生  

退職金共済

44040-00474871 16-1036 正社員 1人 あり あり なし

医療法人社団　仁泉会　畑病院 雇用・労災・健康・厚生 

44020-01728471 15-1131 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　2年以上）

医療法人社団　仁泉会　畑病院 雇用・労災・健康・厚生 

44020-01730971 15-1131 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　2年以上）

医療法人　積善会　老人保健施設
希の里

雇用・労災・健康・厚生  
退職金共済

44070-01057171 15-1211 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

医療法人　新生会　高田中央病院
雇用・労災・健康・厚生 

税制適格年金 

44070-01102871 15-1210 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　2年以上）

医療法人　堀田医院 雇用・労災・健康・厚生 

44020-00902571 15-1126 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

大分県中津市 

相談員 ・入居者及びご家族への相談援助　・入退居者調
整及び援助　・行政機関・金融機関との調整　・そ
の他の関連業務　・宿直あり（３～４回／月）　　＊
人事考課規定、研修規定、給与規定の連動による
処遇及び　育成システム（能力・業績評価）　＊休
憩室、ロッカー等充実

ａ＋ｂ164,000円～300,000円

不問 
 
社会福祉主事（社会福
祉士優遇）

大分県竹田市 

生活相談員（デイサービスおぐ
す）

デイサービスの生活相談・健康相談への対応や通
所介護計画書作成、提案等を行っていただきま
す。また食事介助、入浴介助、排泄介助等介護業
務も行っていただきます。利用者は１日３０名前後
です。

ａ＋ｂ180,000円～260,000円

不問 

 
社会福祉士、社会福祉
主事、介護支援専門員
のいずれか

大分県別府市 

ケアマネージャー 居宅介護支援業務の担当をして頂きます。介護を
必要とする方や、そのご家族からの相談対応およ
び、居宅サービス、ケアプランの作成、また、関係
機関への連絡調整等を行い、適切な介護サービ
スが受けられるよう支援援助を行います。１人２０
名程度の担当となります。プランの作成には専用
ソフトを使用します。移動には社用車（軽自動車）
を使用します。

ａ＋ｂ177,500円～177,500円

 
パソコン（ワード・エク
セル）

 
普通自動車免許（ＡＴ
可）　介護支援専門員

大分県豊後高田市 

ケアマネージャー（居宅介護支援
事業所ほほえみ） ◆居宅介護支援事業所における介護支援専門員

業務全般　・介護対象者の自宅訪問調査　・相談
ケアプランの作成及び管理業務　・利用者及び家
族との相談業務　・介護請求、各種書類作成業務
＊応募にはハローワークの紹介状が必要です。

ａ＋ｂ195,000円～220,000円

不問 

 
介護支援専門員資格
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

大分県日田市 
大分県玖珠郡玖珠町

ケアマネージャー（居宅介護支援
事業所ひまわり） ◆居宅介護支援事業所における介護支援専門員

業務全般　・介護対象者の自宅訪問調査　・相談
ケアプランの作成及び管理業務　・利用者及び家
族との相談業務　・介護請求、各種書類作成業務
＊応募にはハローワークの紹介状が必要です。

ａ＋ｂ195,000円～220,000円

不問 

 
介護支援専門員資格
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

大分県別府市 

生活支援員（正社員） ○ハンディキャップを持つ方々のサポート業務で
す。　＊食事・入浴・トイレサポートの他に、外出・
レクレーショ　ン・イベント等で利用者の生活をサ
ポートします。　＊当施設では、持ち上げない介護
（ノーリフト）を実践して　おり、体力に自信がなくて
も、また、経験がなくても伝達　期間を設けますの
で安心して働けます。　　　＊支援業務において、
資格、専門知識やボランティア経験が　なくても安
心して働けます。　　　　　　　　「介護」

ａ＋ｂ155,000円～155,000円

不問 不問 

大分県豊後高田市 

介護支援専門員 ◆特別養護老人ホームにおけるケアマネージャー
業務全般　・ケアプランの作成　・アセスメント　・モ
ニタリング　・利用者、家族との相談業務　・市町村
福祉部門への申請届出等　　　　＊応募にはハ
ローワークの紹介状が必要です。

ａ＋ｂ175,000円～185,000円

不問 
経験者優遇

 
介護支援専門員資格
普通自動車運転免許（Ａ
Ｔ限定可）

大分県国東市 

介護支援専門員（ケアマネー
ジャー）

介護を必要とする方及びその家族の方からの相
談の応じ、介護保険を利用した適切な介護やサー
ビスを受けるに必要な指導・助言を行います。ま
た、パソコンを使用してケアプランの作成や関係機
関等への連絡調整業務も行います。ケアプランの
作成は月間３０件程度です。

ａ＋ｂ173,000円～238,000円

 
パソコン（ワード・エク
セル）

 
介護支援専門員
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求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

医療法人　玄々堂　玄々堂高田病
院

雇用・労災・健康・厚生 

44070-00557971 15-1201 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　4年以上）

有限会社　夢のおと 雇用・労災・健康・厚生 

44060-00278271 15-1022 正社員 1人 あり あり なし

株式会社　日豊ケアサービス
雇用・労災・健康・厚生 

退金共済

44070-01139171 14-1037 正社員 2人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

株式会社　オーエフシィ（イデア総研
税理士法人）

雇用・労災・健康・厚生 
退職金共済

44010-03637871 15-1055 正社員 1人 あり あり なし

株式会社　庄司酒店 雇用・労災・健康・厚生 

44060-00782371 16-1104 正社員 2人 あり あり あり

株式会社　庄司酒店 雇用・労災・健康・厚生 

44060-00783671 16-1104 正社員 1人 あり あり あり

株式会社　別大興産
雇用・労災・健康・厚生 

退職金共済

44020-01996671 15-1019 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　1年以上）

株式会社　ロックス・カンパニー 雇用・労災・健康・厚生 

44010-04574871 15-1154 正社員 1人 あり なし なし

株式会社　庄司酒店 雇用・労災・健康・厚生 

44060-00777471 16-1104 正社員 2人 あり あり あり

株式会社　庄司酒店 雇用・労災・健康・厚生 

44060-00778771 16-1104 正社員 1人 あり あり あり

大分県豊後高田市 

生活相談員（デイサービスセン
ター明日風） ・デイサービスセンター利用者の相談、レクリエ－

ション、食事、入浴排泄等の介護業務。　　＊就業
時間は（１）（２）のローテーションです。

ａ＋ｂ140,500円～195,500円

不問 

 
次の資格のいずれかあ
る方・・社会福祉士、社
会福祉主事、精神保健
福祉士、介護支援専門
員

大分県臼杵市 

社会福祉士（医療ソーシャル
ワーカー） 社会福祉士の業務全般を行います。　医療機関や

福祉施設からの紹介患者に関する入院相談や地
域関連機関との連絡調整業務を行います。また、
入院患者に対して医療・介護・福祉サービスに関
する院内連携調整や退院、転院先との調整等もし
ます。現在１名体制です。

ａ＋ｂ178,800円～215,000円

不問 
実務経験者なお可

 
社会福祉士

大分県臼杵市 

企画編集（管理職候補）
・情報誌「リカーズ」の企画、編集　・通販業務（受
注、出荷業務）　　　＊就業時間は（１）（２）の交替
制です。

ａ＋ｂ200,000円～300,000円
 
編集経験者（新聞・雑
誌編集・ライター等）

 
普通自動車免許（ＡＴ
可）

大分県臼杵市 

企画編集
情報誌「リカーズ」の企画、編集　・通販業務（受
注、出荷業務）　　　＊就業時間は（１）（２）の交替
制です。

ａ＋ｂ180,000円～250,000円
 
編集経験者（新聞・雑
誌編集・ライター等）

 
普通自動車免許（ＡＴ
可）

大分県豊後高田市 

税理士
＜税理士業務＞　主な仕事は、３つです。　・税務
申告書の作成と精査　・税務案件の審理　・相続コ
ンサルティングの業務

ａ＋ｂ200,000円～300,000円
不問 
　（実務未経験者も歓
迎）

 
税理士資格　普通自動
車免許（ＡＴ限定可）

大分県大分市 

福祉用具専門相談員
居宅介護支援事業所への営業・報告・書類作成・
会議出席等の業務と、利用者宅を訪問し福祉用
具貸与・販売の契約・納品・モニタリング・点検・集
金等を行う仕事です。パソコンにて簡単な文書作
成があります。　　※女性を積極的に採用します
（ポジティブアクション女性優　遇採用：均等法第８
条該当）

ａ＋ｂ145,000円～255,000円

 
パソコン（入力程度）

 
普通自動車免許（ＡＴ
可）　福祉用具専門相談
員なお可

大分県臼杵市 

Ｗｅｂディレクター　（管理職候
補） ・ＷＥＢサイトの企画　・制作　・運営管理　・通販業

務（受注、出荷業務）　　＊就業時間は（１）（２）の
交替制です。

ａ＋ｂ220,000円～320,000円  
Ｗｅｂサーバ運用経験
者ＰＨＰ・ＥＣサイト構
築経験者　＊ＨＴＭＬ
必須

 
普通自動車免許（ＡＴ
可）

大分県臼杵市 

Ｗｅｂプログラマー・エンジニア
・ＷＥＢサイトの企画、制作、運営　・通販業務（受
注、出荷業務）　　＊就業時間は（１）（２）の交替制
です。

ａ＋ｂ200,000円～280,000円  
Ｗｅｂサーバ運用経験
者ＰＨＰ・ＥＣサイト構
築経験者　　　＊ＨＴ
ＭＬ必須

 
普通自動車免許（ＡＴ
可）

大分県大分市 

Ｗｅｂ制作
ホームページ制作（デザイン、コーディング）　・新
規制作　・更新作業　　チラシ・ポスター等のデザイ
ン制作

ａ＋ｂ123,933円～150,000円
 
イラストレーター・フォ
トショップ・ドリーム
ウェバー・ミューズ・
ワードプレス・ＣＳＳ・Ｊ
ＡＶＡ・ＰＨＰ等

不問 大分県大分市 

ホームページ・ウェブ関連作業 ◇ホームページの更新、修正及びデータの記録
・パソコン、社内システムに関するメンテナンス業
務および　社内対応、システム開発　　（本社およ
び各営業所のシステム管理）　　　　　　＊応募に
はハローワークの紹介状が必要です。

ａ＋ｂ180,000円～200,000円

 
デザイン、ソフトウェ
ア、システム開発企
業に従事していた方
エクセル・ワード等ＰＣ
での作業に抵抗がな
い方

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）
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求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

株式会社　映像新社 雇用・労災・健康・厚生 

44010-04730071 16-1080 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　トスプロ 雇用・労災・健康・厚生 

44010-02084371 16-1161 正社員 2人 あり あり あり　（勤続　1年以上）

株式会社　ディック学園 雇用・労災・健康・厚生 

44010-03977471 13-1010 正社員 1人 なし あり なし

株式会社　ディック学園 雇用・労災・健康・厚生 

44010-03965071 13-1010 正社員 1人 なし あり なし

大分デバイステクノロジー株式会社 雇用・労災・健康・厚生 

44010-02137271 14-1068 正社員 1人 あり あり あり

愛宕自動車工業　株式会社
雇用・労災・健康・厚生  

退職金共済

44030-00756771 14-1042 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

ダイハツ九州株式会社 雇用・労災・健康・厚生・財形 

44030-00118471 16-1031 正社員 3人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

河津建設　株式会社
雇用・労災・健康・厚生  

退職金共済

44040-01007571 13-1039 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　大日
雇用・労災・健康・厚生  

退職金共済

44040-00383571 16-1153 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　九大技建
雇用・労災・健康・厚生 

確定拠出年金 

44010-03729071 15-1127 正社員 1人 なし あり あり

大分県大分市 

塾講師（慶林館・別府校） 塾講師　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・教
室での小、中、高校生の学習指導
・ご家庭への授業報告などの電話業務もありま
す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊希望学年、
教科は相談に応じます

ａ＋ｂ200,000円～200,000円

不問 
（経験者優遇）

不問 大分県別府市 

塾講師（慶林館・大分セントポル
タ校）

塾講師　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・教
室での小、中、高校生の学習指導
・ご家庭への授業報告などの電話業務もありま
す。
＊希望学年、教科は相談に応じます

ａ＋ｂ200,000円～200,000円

不問 
（経験者優遇）

不問 

大分県大分市 

映像制作業務 制作部において映像制作業務を担当して頂きま
す。　＜主な担当業務＞　テレビ番組、テレビＣ
Ｍ、ＶＰ制作等、幅広く担当して頂きます。　＊パソ
コン操作（Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ、Ｐｈｏｔｏｓｈｏｐ、Ｉｌｌｕｓｔｒａｔｏ
ｒ等）を使用します。

ａ＋ｂ170,000円～253,500円
 
パソコン操作のできる
方　職務経験不問

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

大分県大分市 

製作スタッフ
・テレビ番組、テレビＣＭ等の製作アシスタント　・
広告デザイナー　等

ａ＋ｂ130,441円～166,087円

不問 不問 

大分県中津市 

経理総務事務
○経理総務等業務全般　　　　　【画像情報をハ
ローワークの求人検索機でご覧になれます】

ａ＋ｂ205,000円～360,000円

不問 
（経験あれば尚可）

 
建設業経理士１級また
は２級

大分県日田市 

総務・人事スタッフ
雇用、人事、教育、給与、勤怠、福利厚生、労政等
に関する業務

ａ＋ｂ168,500円～297,300円

不問 
 
普通自動車運転免許
（ＭＴ）

大分県大分市 

総務企画担当者 総務企画担当者として、パソコンを使用しての会
社経営資料作成・整理、人事・顧客管理、経営分
析補助、労務管理、社会保険業務、諸規定運営管
理などの総務業務全般を行っていただきます。ま
た、銀行回り等で社外に出る事があります。

ａ＋ｂ240,000円～320,000円
 
パソコン（エクセル、
ワード）操作　（総務
経験者）

 
普通自動車免許（ＡＴ
可）

大分県中津市 

総務・人事業務責任者 ・人事管理（人事制度の設計・運用など）　・採用業
務（人事計画の立案・募集活動・選考・配属）　・人
材育成（教育訓練の立案・実施）　・安全衛生関連
・福利厚生関連　・地域渉外（行政対応、工場見
学）　・社内規定管理

ａ＋ｂ200,000円～250,000円
 
総務・人事業務実務
経験

不問 

大分県日田市 

一般事務スタッフ
・売上、仕入データ入力　・文書、請求書作成　・勤
怠管理（タイムカートのチェック等）　・小口現金管
理　・備品管理　　＊２人体制でおこないます

ａ＋ｂ155,000円～210,000円  
パソコン（Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃ
ｅｌ等）が扱える方
（職務経験不問）

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

大分県由布市 

事務員
○建設業の総務経理事務全般　・パソコン入力：
請求書、契約書などの書類作成　・来客、電話の
応対　・銀行など外出用務（社用車使用）　・その他
付随する業務　　＊まずは事務処理の流れから教
えていきますので、事務経験　のない方でも応募
歓迎します。

ａ＋ｂ133,000円～200,000円 不問 
パソコンの基本入力
ができる方および経
理経験のある方は
採用面で優遇

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）　簿記資格
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求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

ダイハツ九州株式会社 雇用・労災・健康・厚生・財形 

44030-00121171 16-1031 正社員 3人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　スリーキャン 雇用・労災・健康・厚生 

44010-06146871 16-1099 正社員 1人 あり なし なし

株式会社　スリーキャン 雇用・労災・健康・厚生 

44010-05814771 16-1099 正社員 1人 あり なし なし

大分ヤナセＡｕ販売　株式会社（Ａｕ
ｄｉ大分）

雇用・労災・健康・厚生・財形 
 

退職金共済

44010-01480471 15-1076 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　スリーキャン 雇用・労災・健康・厚生 

44010-00075471 16-1099 正社員 1人 あり なし なし

株式会社　スリーキャン 雇用・労災・健康・厚生 

44010-00078271 16-1099 正社員 1人 あり なし なし

株式会社　ホテル三泉閣
雇用・労災・健康・厚生 

厚生年金基金 

44020-01092671 14-1094 正社員 1人 なし あり あり　（勤続　3年以上）

大分県中津市 

レセプション（大分市・美容室璃
宮フレスポ春日浦店）

大分市王子北町にある『美容室璃宮フレスポ春日
浦店』でのレセプション（受付）業務　・スタイリスト
のスケジュールチェック　・予約帳及びネット予約
確認　・電話対応、お客様の対応、お会計　・店販
商品の管理　・その他付随する業務（店内清掃等）
★社会保険完備、昇給あり、定期的な講習会や勉
強会あり

ａ＋ｂ135,000円～135,000円

不問 不問 大分県大分市 

生産管理スタッフ
生産計画の設定及び管理、部品輸送計画立案及
び管理、車両生産部品に関する生産準備業務

ａ＋ｂ168,500円～297,300円

不問 
 
普通自動車運転免許
（ＭＴ）

大分県大分市 

レセプション（大分市中央町・セン
トポルタ） 大分市中央町　いずみやビル２Ｆの「トランスモード

セントポルタ」美容室でのレセプション（受付）業務
■スタイリストスケジュールチェック　■予約帳およ
び、ネット予約確認　■お客様対応　■電話対応
■お客様ご案内　■店販商品管理　■お会計
他、店内清掃など美容室での受付業務となりま
す。　社会保険完備、昇給あり、定期的な講習会・
勉強会あり

ａ＋ｂ135,000円～135,000円

不問 不問 大分県大分市 

レセプション（大分市森町・トラン
スモード） 大分市森町の美容複合施設エラシーパレット内「ト

ランスモード」美容室でのレセプション（受付）業務
■スタイリストスケジュールチェック　■予約帳およ
び、ネット予約確認　■お客様対応　■電話対応
■お客様ご案内　■店販商品管理　■お会計　他
店内清掃など美容室での受付業務となります。
社会保険完備・昇給有り・定期的な講習会、勉強
会あり

ａ＋ｂ135,000円～135,000円

不問 不問 

大分県大分市 

カスタマーアシスタント
ショールームでの受付、接客　・電話応対　・お出
迎え、お見送り　・その他事務

ａ＋ｂ155,000円～170,000円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ
可）

大分県大分市 

レセプション（エラシースポットイ
オン高城店（仮））

大分市高城西町にオープンする「エラシースポット
イオン高城店（仮）」でのレセプション（受付）業務
■スタイリストスケジュールチェック　■予約帳およ
び、ネット予約確認　■お客様対応　■電話対応
■お客様ご案内　■店販商品管理　■お会計　他
店内清掃など美容室での受付業務となります。
社会保険完備・昇給有り・定期的な講習会、勉強
会あり　　＊オープニングスタッフの募集です（５／
１オープン予定）　＊雇用開始は４／１以降を予定
しています

ａ＋ｂ135,000円～135,000円

不問 不問 

大分県別府市 

予約事務
◆予約受付電話対応（お客様、旅行会社）　・予約
状況の確認作業（ＦＡＸ・電話）　・パソコン入力業
務（予約システム操作・専用予約端末操　　作）
＊応募には、ハローワークの紹介状が必要です。

ａ＋ｂ170,000円～250,000円
 
パソコン（エクセル・
ワード）操作のできる
方

不問 
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求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

ワン・ビジョン　株式会社 雇用・労災・健康・厚生 

44010-05804571 13-1017 正社員 2人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

新成建設　株式会社
雇用・労災・健康・厚生  

退職金共済

44010-04129571 13-1012 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

医療法人社団　三杏会　仁医会病
院

雇用・労災・健康・厚生・財形 

44010-01650871 15-1150 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

一般社団法人　困り事お助け協会 雇用・労災・健康・厚生 

44060-00873471 14-1109 正社員 1人 あり あり なし

九建設計　株式会社
雇用・労災・健康・厚生・財形 

確定給付年金 

44060-00037971 15-1108 正社員 1人 あり あり あり

有限会社　近藤養蜂場 雇用・労災・健康・厚生 

44020-00242371 13-1133 正社員 2人 あり あり なし

医療法人　新生会　高田中央病院
雇用・労災・健康・厚生 

税制適格年金 

44070-00186171 15-1210 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　2年以上）

株式会社　庄司酒店 雇用・労災・健康・厚生 

44060-00779871 16-1104 正社員 1人 あり あり あり

株式会社　ホームセンターセブン 雇用・労災・健康・厚生 

44070-00868771 15-1134 正社員 1人 あり あり なし

大分県大分市 

一般事務員 ≪一般事務業務≫　・電話、来客応対　・パソコン
での文書作成　・データ入力等　≪経理、庶務事
務補助≫　・伝票整理　・職員の入退職案内等　・
労務管理

ａ＋ｂ133,000円～150,000円
 
Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌが扱え
ること　職務経験不問

不問 
（医療事務資格者尚良
し）

大分県大分市 

一般事務員
事務業務全般　・接客対応　・電話対応　・パソコン
入力作業　（経理補助）　（ワード・エクセルを使用
した文書や表の作成）　・事務所内清掃　　外出用
務あり（週１回程度、銀行・郵便局等）　　事務担当
員数３名（採用後、すぐ就労出来る方募集）

ａ＋ｂ135,000円～160,000円
 
パソコン操作（エクセ
ル・ワード）が使える
方　職務経験不問

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

一般事務員 パソコンを使ってのデータ入力やデータ管理　・専
用ソフトを使用しての伝票作成、データ出し　・商
品のピッキング　・資料や書類の作成管理　　・仕
入在庫管理等　　・売上伝票の起票や請求書作成
・在庫管理や仕入、支払管理などの総合管理業務
等　　※３人体制です　　※経験がなくても、正確に
迅速に取り組んでいただける責任感のある方であ
れば未経験の方でも歓迎　（未経験者で勤続７年
の社員もいます）

ａ＋ｂ155,000円～180,200円

 
Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌが扱え
る方　職務経験不問

不問 大分県大分市 

大分県杵築市 

医療事務員
外来および入院患者の事務手続きの全般業務を
行います。診療報酬の請求に必要な書類（レセプ
ト）を作成したり、外来診療補助の業務、外来受
付、電話応対、会計業務等も行って頂きます。

ａ＋ｂ132,000円～152,000円
 
パソコン入力できる方
医療事務経験者（経
験年数１年以上）

不問 
医療事務管理士等資格
者なお可

大分県豊後高田市 

事務員　＜急募＞
・事務業務全般　・電話・来客応対等　・受発注、納
品伝票作成、等　・郵便局、買物等の外出あり（社
用車あり）　　＊入社後、丁寧に説明・指導します。
＊応募にはハローワークの紹介状が必要です。

ａ＋ｂ160,000円～200,000円

 
パソコンを扱える方
（ワード・エクセル）

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

大分県佐伯市 

総合事務員（幹部候補） 総務、経理全般の事務業務　・決算申告までの一
切の経理事務　・社会保険関係書類の作成　・給
与計算、労務管理　・ワード、エクセルを使った書
式作成　・電話、来客対応　等

ａ＋ｂ202,000円～242,000円  
簿記に関する知識
（日商簿記３級程
度）、パソコン操作の
できる方（実務不問）

 
普通自動車免許（ＡＴ
可）　日商簿記３級以上
有資格者優遇

大分県佐伯市 

総合事務及び軽作業
総合事務及び軽作業、他　・電話応対　・請求書、
書類等の作成業務　・支払等の経理業務　・社用
車で銀行等へ行く等の外勤業務　・忙しい時は遺
品整理での軽作業等、及び宇目キャンプ村で　の
受付業務を等手伝って頂く場合も有ります。

ａ＋ｂ140,000円～200,000円

 
パソコン操作、事務経
験者（３年以上）

 
普通自動車免許（ＡＴ
可）

大分県臼杵市 

インターネット販売業務（正社員）
（四日市店） 楽天市場、Ｙａｈｏｏショッピング、Ａｍａｚｏｎ等のイン

ターネット販売に係る業務全般となります。　業務
内容は、ＷＥＢデザイン、製作・接客・出荷等、面
接により決定します。

ａ＋ｂ155,000円～155,000円
 
パソコン操作（イン
ターネット）できる方

不問 大分県宇佐市 

コールセンター管理者（管理職候
補） ・コールセンターの管理、統括　・お客様相談室業

務の管理、運営　・通販業務（受注、出荷業務）
＊就業時間は（１）（２）の交替制です。　＊通販業
界経験者は優遇

ａ＋ｂ200,000円～300,000円
 
コールセンター管理
経験者

 
普通自動車免許（ＡＴ
可）
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求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

医療法人　大分記念病院 雇用・労災・健康・厚生 

44010-04836171 16-1051 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　ジャパンセミコンダクター
大分事業所

雇用・労災・健康・厚生・財形 
確定拠出年金 

44010-04458671 16-1141 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　1年以上）

ジェイリース　株式会社 雇用・労災・健康・厚生 

44010-02404171 15-1060 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　環境整備産業 雇用・労災・健康・厚生 

44010-01032371 13-1114 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　アメイズ（旧亀の井ホテ
ル）

雇用・労災・健康・厚生 

44010-00574371 14-1028 正社員 1人 なし あり あり

株式会社　ホテル三泉閣
雇用・労災・健康・厚生 

厚生年金基金 

44020-00631871 14-1094 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

大和冷機工業　株式会社　福岡支
店

雇用・労災・健康・厚生・財形 
確定給付年金 

40180-03653271 16-1040 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　住理工大分ＡＥ 雇用・労災・健康・厚生・財形 

44070-01162271 14-1041 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

（イナリ総合保険事務所）　稲荷醤
油　株式会社

雇用・労災・健康・厚生 

44070-00940271 15-1065 正社員 1人 あり あり なし

大分県大分市 

経理事務員
・工場の原価計算（コスト管理）　・月次、年次決算
対応　・来客者対応　・電話対応　等

ａ＋ｂ250,000円～350,000円
 
経理経験者（５年以上
の方は尚可）

 
ＰＣスキル必須（エクセ
ル・ワード）　（日商簿記
２級以上の方は尚可）

大分県大分市 

診療情報管理士
・診療情報管理業務全般　・ＤＰＣ関連業務　・診療
録開示業務　・地域がん登録業務

ａ＋ｂ197,000円～217,000円

不問 
 
診療情報管理士

大分県大分市 

経理事務員 ◆ホテル内における経理事務業務全般　・各種伝
票の起票　・経理ソフト（勘定奉行）への入力　・各
種請求業務　・銀行等への外出用務　・その他庶
務業務　等　　　＊応募には、ハローワークの紹介
状が必要です。

ａ＋ｂ170,000円～200,000円  
ワード・エクセルが扱
えること（必須）　経理
事務経験者優遇

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）　簿記３級以上
（種別不問）

大分県別府市 

経理
企業会計の経理業務全般　・月次決算　・年次決
算　・資金繰り　・その他付帯する業務

ａ＋ｂ179,000円～250,000円

 
経理業務経験者

 
簿記３級以上

大分県大分市 

一般事務（総合職）（管理職候
補）

・一般的な企業経理・財務に携わり、帳簿資金の
流れの確　　認、銀行対応等。　・電話・来客対応、
社内外の問い合わせ対応　・経費、売り上げ、入
金等の流れ管理　・労務（入退社手続き等）　　　※
管理職育成を目指しています。

ａ＋ｂ200,000円～220,000円  
パソコン操作（エクセ
ル）できる方　（職務
経験不問）

不問 
（日商簿記２級あれば尚
可）

大分県大分市 

経理事務／地域限定職
・出納業務　・各種資料作成　・会社仕訳入力作業
・帳票整理　・決算業務補助　・資金管理補助　・銀
行対応　・電話応対

ａ＋ｂ190,000円～278,500円  
パソコン操作（エクセ
ル・ワード）　職務経
験不問

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）必須　日商簿記３
級程度以上

大分県豊後高田市 

経理事務・総務事務 通帳に記載された入出金状況をエクセルに入力、
給与計算、銀行預入出金業務などの経理業務
や、社会保険手続きに必要な書類を社会保険労
務士に提出するための準備等の総務事務などを
行います。　また、当社が管理しているアパートの
入居者等から修繕要望等があった場合の事務処
理や、管理アパートの外回りを主に清掃、草取り
等の業務もあります。その他、みそ醤油の在庫調
べ等の業務もあります。　銀行業務等で外出の際
は、持込み車両を使用します。

ａ＋ｂ160,000円～250,000円

 
パソコン（ワード・エク
セル）　＊経理事務の
経験があればなお可

 
普通自動車免許（持ち
込み車両）

大分県佐伯市 

総合職 人事企画業務・経理会計・原価管理・固定資産管
理等の経理業務を行います。また、官公庁をはじ
め、国税局の監査対応も行っていただきます。そ
の他、社用車（普通自動車）を使用して銀行への
振込等の業務もあります。

ａ＋ｂ190,000円～250,000円  
パソコン（ワード・エク
セル）　経理会計業務
経験者なお可

 
普通自動車免許（ＡＴ
可）

大分県豊後高田市 

一般職／経理事務（九州佐伯工
場：技術管理課） ＊設計部内の経理伝票処理業務　　＊書類の整

理、コピー、配付業務　　＊パソコンによる文書、
書類作成

ａ＋ｂ166,500円～220,300円

 
経理事務優遇

不問 
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求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

地方卸売市場　株式会社　高田魚
市場

雇用・労災・健康・厚生 

44070-00853971 16-1006 正社員 1人 なし なし なし

株式会社　ＮＳＵトランスポート 雇用・労災・健康・厚生 

44070-00895171 13-1055 正社員 1人 あり あり なし

有限会社　岩賢住宅 雇用・労災・健康・厚生 

44010-03304571 16-1118 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　1年以上）

株式会社　西野物産 雇用・労災・健康・厚生 

44030-00568071 13-1096 正社員 2人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

ダイハツ九州株式会社 雇用・労災・健康・厚生・財形 

44030-00120971 16-1031 正社員 3人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

ダイハツ九州株式会社 雇用・労災・健康・厚生・財形 

44030-00123371 16-1031 正社員 3人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　住理工九州 雇用・労災・健康・厚生・財形 

44070-00609471 14-1063 正社員 2人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　ホテル三泉閣
雇用・労災・健康・厚生 

厚生年金基金 

44020-00630771 14-1094 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

6.32E+12 株式会社　長尾製作所
雇用・労災・健康・厚生・財形  

退職金共済

44060-01142571 14-1005 正社員 1人 あり あり あり

経理・総務事務員 経理業務として、勘定科目の仕分けなどパソコン
を使用して行う業務になります。また、利益計画・
損益計算書・賃借対照表の作成等会社経営にか
かわる業務もあります。その他電話応対、来客対
応も多い仕事です。　当社は社員教育に力を入れ
ています。社員の成長が会社の成長です。入社し
て頂いた社員には自分の成長が実感できる企業
づくりを目指しています。　また、挑戦してでの失敗
は将来の成功の糧として捉えています。　未経験
者の方でも丁寧に指導いたします。

ａ＋ｂ157,300円～243,300円

 
パソコン（ワード・エク
セル）　事務経験者な
お可

 
日商簿記３級

大分県豊後高田市 

大分県中津市 

原価管理・経理スタッフ
原価管理・経理スタッフとして、金銭出納、資金管
理業務、固定資産管理、予算管理、納税関係や取
引先への支払い業務等を行っていただきます。

ａ＋ｂ168,500円～297,300円

不問 
 
普通自動車運転免許
（ＭＴ）

大分県中津市 

品質保証業務員 弊社品質保証部において、品質保証に関連する
活動を実行、推進する業務全般を行います。西野
物産グループにおいて防虫対策や工場内外の環
境整備、品質関連の改善に関わる全般業務を主
に行います。

ａ＋ｂ150,600円～300,000円

不問 不問 

大分県宇佐市 

積算員（家具・建具）

木製家具・建具の積算業務

ａ＋ｂ250,000円～300,000円  
積算業務経験者　Ｗ
ｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌが扱える
こと

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

大分県大分市 

経理および一般事務員 会計ソフト（ＴＫＣ）を使っての経理業務や、日々の
売上データのパソコン入力、作業日報から勤怠
データ（出欠・残業等）の入力（専用ソフト有り）、パ
ソコンを使っての文書作成、電話・来客応対、事務
所内の清掃等を行います。　また、社用車（普通車
ＡＴ）を使用して銀行等へ行くこともあります。

ａ＋ｂ135,000円～200,000円
 
パソコン（ワード・エク
セル）　・経理事務経
験者なお可

 
普通自動車免許一種（Ａ
Ｔ限定可）

大分県別府市 

営業職 精密板金部品、各種フレームの　・新規顧客開拓
営業　・既存顧客への受注獲得営業　・営業に関
する情報の収集、分析、報告　・その他　関連業務
＊平成２９年４月１日採用予定ですが、本人の希
望により前　倒し可能

ａ＋ｂ150,000円～220,000円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ
可）

大分県佐伯市 

仕入管理（用度）係 ◆ホテル内における商品仕入れ業務全般　・各種
商品の発注（食材、飲料、アメニティー等）　・納品
された商品の検品及びパソコンを使用しての原価
管理　・ホテルで使用する食器及び備品類等の在
庫管理　・商品の仕入れの為の外出　　　　　＊応
募にはハローワークの紹介状が必要です。

ａ＋ｂ165,000円～180,000円

 
パソコン（入力）程度

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

大分県中津市 

総合職 総合職（品質管理、生産管理、生産技術、人事総
務、経理、購買等）として、配属先の自動車用関連
部品（自動車用防振ゴム）に係る企画、調整及び
管理業務を行って頂きます。　今回の配属予定部
署は品質管理、生産管理です。　今後の転属もあ
ります。

ａ＋ｂ180,000円～220,000円

不問 不問 大分県豊後高田市 

業務・部品調達スタッフ

設備・資材・部品等の取引や車両原価企画

ａ＋ｂ168,500円～297,300円

不問 
 
普通自動車運転免許
（ＭＴ）
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求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

6.32E+12 株式会社　長尾製作所
雇用・労災・健康・厚生・財形  

退職金共済

44060-00356771 14-1005 正社員 1人 あり あり あり

大東建託株式会社　大分支店 雇用・労災・健康・厚生・財形 

44010-06028171 16-1134 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社カナック 雇用・労災・健康・厚生 

44020-01577771 16-1108 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　ＮＳＵトランスポート 雇用・労災・健康・厚生 

44070-00896071 13-1055 正社員 1人 あり あり なし

大関食品　株式会社 雇用・労災・健康・厚生 

44070-00805371 15-1087 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　10年以上）

大分交通　株式会社 雇用・労災・健康・厚生 

44010-06012371 14-1026 正社員 1人 なし あり なし

大分第一交通　株式会社 雇用・労災・健康・厚生 

44010-03796371 13-1088 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

大分第一交通　株式会社 雇用・労災・健康・厚生 

44010-00899671 13-1088 正社員 2人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

大分県別府市 

営業兼配車係 大分県を基点とした荷物の輸送と車両の紹介を電
話やインターネットを通して行う業務です。主な業
務は、電話による受発注、輸送調整、書類作成及
び管理、事業所構内での荷下ろし作業です。ま
た、社用車（ＡＴ車）を使用して、客先を訪問し、営
業活動も行います。エリアは主に、大分県内・福岡
県内となります。

ａ＋ｂ180,000円～300,000円

 
パソコン（ワード・エク
セル）

 
普通自動車免許一種（Ａ
Ｔ限定可）

大分県宇佐市 

営業事務及び配送 ◆電動工具や建築資材販売店における営業事務
及び配送業務　・配送準備や在庫確認、検品など
の営業サポート　・伝票整理やパソコン入力事務
業務　・電話対応、レジ等の接客業務　・商品の配
送、集金　・店舗内の清掃　等　　　　＊応募には
ハローワークの紹介状が必要です。

ａ＋ｂ165,000円～200,000円

不問 
　パソコン（入力）程度
の出来る方尚可

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定不可）

大分県佐伯市 

テナント営業事務スタッフ ・空き物件への入居者募集演出　・室内、周辺写
真撮影　・インターネットメンテナンス　・テナント営
業担当のサポート　　＊「いい部屋ネット」でおなじ
みの会社です。　＊中途入社のハンデはありませ
ん。

ａ＋ｂ157,500円～195,000円

不問 

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）　　宅地建物取引
主任者資格あれば尚可

大分県大分市 

資材調達、外注 ・精密板金に使用する、ステンレス等の材料の発
注、仕入れ　・海外（主に台湾）も含む外注管理　・
製品、部品、消耗品等の在庫管理　　＊平成２９年
４月１日採用予定ですが、本人の希望により前
倒し可能

ａ＋ｂ150,000円～220,000円

不問 不問 

大分県大分市 

タクシー配車係（月１５日勤務）
お客様からの電話を受けてタクシー車両に無線配
車する。　また、最新の無線機（ＩＰ無線）の導入で
分かりやすく簡単に仕事が行えます（月１５日勤
務）　　＊初めは、先輩社員が横について丁寧に
教えます　＊タクシーの配車はすべてパソコン操
作で行います　（住所入力程度のパソコン操作）
＊システムにより地理・道路等管理運営している
ので、地理に詳しくない方も業務は行えます　　※
月平均勤務１６５ｈ・月給１７万円⇒時給換算１０３
０円

ａ＋ｂ170,000円～170,000円

不問 不問 大分県大分市 

タクシー配車係（夜勤） 当社において、タクシーの配車業務を行います。
・お客様の電話等の対応　・指定場所等へのタク
シーの配車　・当社配車システムへのデータ入力
・その他詳細情報等の伝達、調整等　　＊業務
は、９名体制（パート含む、半数程度は女性従業
員）　　で行っています。　【勤務シフト・休日につい
て補足】　＊１勤１休の勤務シフト（２日に１日休
日）となります。　＊月１５日以上休日となります。

ａ＋ｂ180,000円～180,000円

 
パソコン（Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃ
ｅｌ）の基本操作が出
来ること

不問 

大分県宇佐市 

リムジンスタッフ（乗客案内及び
乗車券販売）

大分空港内にある、当社案内カウンター及びバス
発着ホームにおける、お客様への案内及び乗車
券の販売が主な仕事です

ａ＋ｂ191,500円～191,500円

不問 不問 大分県国東市 

営業事務員 ☆営業のサポート（事務）が主な仕事になります。
・規格書の作成　　・見積書の作成　　・電話応対
・サンプルのシステム入力　　・提案書作成（営業
事務補助）　☆本社直売所の応援（月曜日）もあり
ます。　☆未経験の方も丁寧に指導します。

ａ＋ｂ172,260円～172,260円

 
パソコン（ワード・エク
セル）

不問 
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求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

2.32E+12 株式会社　マルミヤストア 雇用・労災・健康・厚生 

44060-01349171 15-1125 正社員 1人 なし あり あり　（勤続　3年以上）

2.32E+12 株式会社　マルミヤストア 雇用・労災・健康・厚生 

44060-01351571 15-1125 正社員 1人 なし あり あり　（勤続　3年以上）

2.32E+12 株式会社　マルミヤストア 雇用・労災・健康・厚生 

44060-01353771 15-1125 正社員 1人 なし あり あり　（勤続　3年以上）

3.32E+12 株式会社　アタックスマート 雇用・労災・健康・厚生 

44060-00889571 16-1120 正社員 1人 あり あり なし

6.011E+12 株式会社　ファイブフォックス 雇用・労災・健康・厚生・財形 

13070-17531571 13-1053 正社員 2人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

6.011E+12 株式会社　ファイブフォックス 雇用・労災・健康・厚生・財形 

13070-15758471 13-1053 正社員 3人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

6.011E+12 株式会社　ファイブフォックス 雇用・労災・健康・厚生・財形 

13070-15762071 13-1053 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

大分県佐伯市 
熊本県熊本市

店舗販売員、店舗管理補助
各店舗での店舗運営業務全般　・売場での商品管
理、発注、陳列、補充業務　・レジ業務、その他店
舗運営に関する一連の業務

ａ＋ｂ150,000円～200,000円
 
パソコン（ワード・エク
セル）扱える方

 
普通自動車免許（ＡＴ
可）

大分県佐伯市 
大分県大分市

精肉担当 大分、宮崎、熊本、福岡の「マルミヤストア」での精
肉担当業務　・商品の仕入、販売　・商品の管理
・部下の指導　　＊開店準備の為、早出出勤（８：０
０～９：００）有り　＊転勤可能な方、配属先は本人
の希望も考慮の上決定

ａ＋ｂ200,000円～350,000円
 
スーパーでの業務経
験

 
普通自動車免許

大分県佐伯市 
熊本県熊本市

青果担当 大分、宮崎、熊本、福岡県内の「マルミヤストア」で
の青果担当業務　・青果の仕入れ、販売業務
＊青果市場へ仕入れの為、早出勤務あり　　（７：０
０～９：００）　＊転勤可能な方、配属先は本人の希
望も考慮の上決定

ａ＋ｂ200,000円～350,000円
 
スーパーでの業務経
験

 
普通自動車免許

大分県佐伯市 
熊本県熊本市

フロア担当（店長候補） 大分、宮崎、熊本、福岡県内の「マルミヤストア」で
のフロア担当（店長候補）業務　・店舗運営管理業
務　・ドライグロッサリー部門販売商品管理
＊転勤可能な方、配属先は本人の希望も考慮の
上決定

ａ＋ｂ200,000円～350,000円
 
スーパーでの業務経
験

 
普通自動車免許

大分県大分市 

コムサイズム／明野アクロス／
正社員販売スタッフ

コムサイズムでの店頭接客・販売　レディス・メン
ズ・キッズ・雑貨のコーディネート提案。　●幅広い
年齢層に支持されるブランドなので、　男女・年齢
に関係なく活躍できます。　●地元でしっかり“おも
てなし・サービス”を身に付け、　顧客様から愛され
るショップづくりを目指します。　「コムサイズム」は
“あぁ　美しき日本の暮らし”“家族の絆”をテーマ
に、　レディス・メンズ・キッズ・雑貨を展開。　家族
のライフスタイルを提案するショップです。

ａ＋ｂ150,700円～152,200円

不問 
未経験者歓迎

不問 

大分県大分市 

コムサイズム／アミュプラザおお
いた店／正社員販売員 コムサイズムでの店頭接客・販売　レディス・メン

ズ・キッズ・雑貨のコーディネート提案。　●幅広い
年齢層に支持されるブランドなので、　男女・年齢
に関係なく活躍できます。　●地元でしっかり“おも
てなし・サービス”を身に付け、　顧客様から愛され
るショップづくりを目指します。　　「コムサイズム」
は　“あぁ　美しき日本の暮らし”“家族の絆”をテー
マに、　レディス・メンズ・キッズ・雑貨を展開。　家
族のライフスタイルを提案するショップです。

ａ＋ｂ150,700円～152,200円

不問 
未経験者歓迎

不問 
特になし

大分県大分市 

コムサデモードプラチナ／トキハ
本店／販売スタッフ

●「コムサデモード」での店頭接客・販売
レディスウェア・雑貨のコーディネート提案のお仕
事　　●未経験の方でも安心して始められるよう
に、様々な制度・　研修体制でサポートします。
●地元でしっかり“おもてなし・サービス”を身に付
け、　　顧客様から愛されるショップづくりを目指し
ます　【コムサデモード】は、
日本の“凛”とした様式美をもとに、　　仕立ての良
さ、こだわりの服作りで、着る人と　　共感し合える
服を提案するブランドです。

ａ＋ｂ150,700円～151,400円

不問 
未経験者歓迎

不問 
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求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

6.011E+12 株式会社　ファイブフォックス 雇用・労災・健康・厚生・財形 

13070-15766471 13-1053 正社員 8人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

6.011E+12 株式会社　ファイブフォックス 雇用・労災・健康・厚生・財形 

13070-15781571 13-1053 正社員 3人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

6.011E+12 株式会社　ファイブフォックス 雇用・労災・健康・厚生・財形 

13070-15770071 13-1053 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

6.011E+12 株式会社　ファイブフォックス 雇用・労災・健康・厚生・財形 

13070-15772671 13-1053 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

6.011E+12 株式会社　ファイブフォックス 雇用・労災・健康・厚生・財形 

13070-15774471 13-1053 正社員 4人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

有限会社　ライフ 雇用・労災・健康・厚生 

44070-00640471 15-1086 正社員 1人 あり あり あり

有限会社　ライフ
雇用・労災・健康・厚生 

退職金共済

44070-00119971 15-1086 正社員 1人 あり あり あり

コムサイズム／トキハわさだ店
／正社員販売スタッフ ムサイズムでの店頭接客・販売　レディス・メンズ・

キッズ・雑貨のコーディネート提案。　●幅広い年
齢層に支持されるブランドなので、　男女・年齢に
関係なく活躍できます。　●地元でしっかり“おもて
なし・サービス”を身に付け、　顧客様から愛される
ショップづくりを目指します。　「コムサイズム」は
“あぁ　美しき日本の暮らし”“家族の絆”をテーマ
に、　レディス・メンズ・キッズ・雑貨を展開。　家族
のライフスタイルを提案するショップです。

ａ＋ｂ150,700円～152,200円

不問 
未経験者歓迎

不問 大分県大分市 

大分県中津市 

コムサイズム／佐伯トキハ店／
正社員／販売スタッフ コムサイズムでの店頭接客・販売　レディス・メン

ズ・キッズ・雑貨のコーディネート提案。　●幅広い
年齢層に支持されるブランドなので、　男女・年齢
に関係なく活躍できます。　●地元でしっかり“おも
てなし・サービス”を身に付け、　顧客様から愛され
るショップづくりを目指します。　「コムサイズム」は
“あぁ　美しき日本の暮らし”“家族の絆”をテーマ
に、　レディス・メンズ・キッズ・雑貨を展開。　家族
のライフスタイルを提案するショップです。

ａ＋ｂ150,700円～152,200円

不問 
未経験者歓迎

不問 大分県佐伯市 

コムサイズム／三光イオン／正
社員販売スタッフ

コムサイズムでの店頭接客・販売　レディス・メン
ズ・キッズ・雑貨のコーディネート提案。　●幅広い
年齢層に支持されるブランドなので、　男女・年齢
に関係なく活躍できます。　●地元でしっかり“おも
てなし・サービス”を身に付け、　顧客様から愛され
るショップづくりを目指します。　「コムサイズム」は
“あぁ　美しき日本の暮らし”“家族の絆”をテーマ
に、　レディス・メンズ・キッズ・雑貨を展開。　家族
のライフスタイルを提案するショップです。

ａ＋ｂ150,700円～152,200円

不問 
未経験者歓迎

不問 

大分県大分市 

コムサイズム／トキハ別府店／
正社員販売スタッフ

コムサイズムでの店頭接客・販売　レディス・メン
ズ・キッズ・雑貨のコーディネート提案。　●幅広い
年齢層に支持されるブランドなので、　男女・年齢
に関係なく活躍できます。　●地元でしっかり“おも
てなし・サービス”を身に付け、　顧客様から愛され
るショップづくりを目指します。　「コムサイズム」は
“あぁ　美しき日本の暮らし”“家族の絆”をテーマ
に、　レディス・メンズ・キッズ・雑貨を展開。　家族
のライフスタイルを提案するショップです。

ａ＋ｂ150,700円～152,200円

不問 
未経験者歓迎

不問 大分県別府市 

パープル＆イエロー／トキハわさ
だ／正社員販売スタッフ

パープル＆イエローでの店頭接客・販売　レディ
ス・メンズウェア・雑貨のコーディネート提案。　●
幅広い年齢層に支持されるブランドなので、　男
女・年齢に関係なく活躍できます。　●地元でしっ
かり“おもてなし・サービス”を身に付け、　顧客様
から愛されるショップづくりを目指します。　「パープ
ル＆イエロー」は　コムサプロデュースの上品、上
質なものづくりで、アメリカンカジュアルを中心に
スポーツ、トラッドなどのテイストをミックスした旬な
ファッションを提案するブランドです。

ａ＋ｂ150,700円～152,200円

不問 
未経験者歓迎

不問 

大分県大分市 

接客スタッフ【大分駅店：くだもの
かふぇ】 店内にて、お客様より注文を受けてからつくる、し

ぼりたての生ジュース等を提供します。　また、各
種フルーツの仕込み、ミキサーによるジュースづく
りやレジ業務等もあります。

ａ＋ｂ140,000円～140,000円

不問 不問 大分県大分市 

【店長候補】（くだものかふぇ・
パークプレイス大分店）

店内にて、お客様より注文を受けてからつくる、し
ぼりたての生ジュース等を提供します。　各種フ
ルーツをカットして仕込み、ミキサーによるジュー
スづくりを行います。また、お客様対応やレジ業務
等の接客も行います。

ａ＋ｂ150,000円～150,000円

不問 不問 
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求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

有限会社　ライフ
雇用・労災・健康・厚生  

退職金共済

44070-00638171 15-1086 正社員 1人 なし なし なし

有限会社　ライフ
雇用・労災・健康・厚生  

退職金共済

44070-00608571 15-1086 正社員 1人 なし なし なし

株式会社　菊家
雇用・労災・健康・厚生・財形  

退職金共済

44010-05323171 15-1084 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　2年以上）

株式会社　菊家
雇用・労災・健康・厚生・財形  

退職金共済

44010-05324071 15-1084 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　2年以上）

3.32E+12 株式会社　アタックスマート 雇用・労災・健康・厚生 

44060-01077371 16-1120 正社員 1人 あり あり なし

大分石油　株式会社 雇用・労災・健康・厚生・財形 

44010-01929671 15-1025 正社員 2人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

大分石油　株式会社 雇用・労災・健康・厚生・財形 

44010-01920571 15-1025 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

大分石油　株式会社 雇用・労災・健康・厚生・財形 

44010-06071571 15-1025 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　山作
雇用・労災・健康・厚生・財形 

退職金共済

44060-00209771 16-1075 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　4年以上）

大分県別府市 

接客スタッフ【イオンモール三光
店：くだものかふぇ】 店内にて、お客様より注文を受けてからつくる、し

ぼりたての生ジュース等を提供します。　各種フ
ルーツのカット仕込みや、ミキサーによるジュース
づくりやレジ業務等の接客もします。

ａ＋ｂ140,000円～140,000円

不問 不問 大分県中津市 

接客スタッフ（ゆめタウン別府店：
くだものかふぇ） 店内にて、お客様より注文を受けてからつくる、し

ぼりたての生ジュース等を提供します。　また、各
種フルーツの仕込み、ミキサーによるジュースづく
りやレジ業務等もあります。

ａ＋ｂ140,000円～140,000円

不問 不問 

大分県佐伯市 
大分県日田市

カーライフアドバイザー（別府地
区）

サービスステーション（給油所）のスタッフとして従
事していただきます。　　当社は、お客様のカーラ
イフの安心・安全をサポートする優秀な人材を求
めています。　　学歴に捉われない実力主義の社
風の中で、大いに将来を担う若いリーダーとして成
長することを期待して多くの方の応募ををお待ちし
ております。

ａ＋ｂ155,000円～175,000円

不問 

 
普通自動車運転免許（Ａ
Ｔ限定不可）　危険物乙
種第４類取扱等保有者

大分県別府市 

登録販売者
各店舗での主に医薬品販売・管理業務　・レジ業
務　・社員、パート等への指導業務　・その他、店
舗運営に関する一連の業務

ａ＋ｂ170,000円～220,000円
 
パソコン（ワード・エク
セル）扱える方

 
・登録販売者　・普通自
動車免許（ＡＴ可）

大分県佐伯市 

菓子販売員（佐伯中の島店）
店舗内において　・菓子販売　・接客業務　・レジ業
務　等

ａ＋ｂ144,000円～165,000円

不問 不問 大分県佐伯市 

菓子販売員（佐伯ＴＩ店）
店舗内において　・菓子販売　・接客業務　・レジ業
務　等

ａ＋ｂ144,000円～165,000円

不問 不問 

大分県佐伯市 

販売員（ガソリンスタンド）
給油所スタッフ業務　・給油、清算、洗車　・オイル
交換（指導者のもとに）等給油所業務全般　・スタ
ンド内の清掃　等　　＊就業時間（１）（２）は月に１
回シフトを組みます。　＊就業場所は市内３ヵ所の
給油所の内いずれかで転勤の可能　性もありま
す。

ａ＋ｂ140,000円～160,000円

不問 

 
普通自動車運転免許（Ａ
Ｔ可）　（危険物乙種４類
有れば尚良し）

大分県中津市 

カーライフアドバイザー（佐伯な
がしまＳＳ） サービスステーション（給油所）のスタッフとして従

事していただきます。　　当社は、お客様のカーラ
イフの安心・安全をサポートする優秀な人材を求
めています。　　学歴に捉われない実力主義の社
風の中で、大いに将来を担う若いリーダーとして成
長することを期待して多くの方の応募ををお待ちし
ております。

ａ＋ｂ155,000円～175,000円

不問 

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定不可）　危険物乙種第
４類取扱等保有者

大分県佐伯市 

カーライフアドバイザー（中津市） サービスステーション（給油所）のスタッフとして従
事していただきます。　　当社は、お客様のカーラ
イフの安心・安全をサポートする優秀な人材を求
めています。　　学歴に捉われない実力主義の社
風の中で、大いに将来を担う若いリーダーとして成
長することを期待して多くの方の応募ををお待ちし
ております。

ａ＋ｂ155,000円～175,000円

不問 

 
普通自動車運転免許（Ａ
Ｔ限定不可）　危険物乙
種第４類取扱等保有者
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求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

大分石油　株式会社 雇用・労災・健康・厚生・財形 

44010-01925971 15-1025 正社員 3人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

大分石油　株式会社 雇用・労災・健康・厚生・財形 

44010-01926171 15-1025 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

大分石油　株式会社 雇用・労災・健康・厚生・財形 

44010-01923871 15-1025 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　ドラッグストアモリ 雇用・労災・健康・厚生 

40150-01769971 16-1053 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

株式会社　ドラッグストアモリ 雇用・労災・健康・厚生 

40150-00940771 16-1053 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

株式会社　ドラッグストアモリ 雇用・労災・健康・厚生 

40150-00942271 16-1053 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

カーライフアドバイザー（豊後高
田市） サービスステーション（給油所）のスタッフとして従

事していただきます。　　当社は、お客様のカーラ
イフの安心・安全をサポートする優秀な人材を求
めています。　　学歴に捉われない実力主義の社
風の中で、大いに将来を担う若いリーダーとして成
長することを期待して多くの方の応募ををお待ちし
ております。

ａ＋ｂ155,000円～175,000円

不問 

 
普通自動車運転免許（Ａ
Ｔ限定不可）　危険物乙
種第４類取扱等保有者

大分県豊後高田市 

大分県大分市 

管理栄養士（正・羽屋店・地域専
任職）

○栄養士としての専門知識を活かし、お客様の食
生活を含め　た栄養面でのアドバイスを行ってい
ただきます。　　○商品管理・店舗管理業務（ドラッ
グストア店内でレジ、　　接客、販売、商品陳列等
の業務）　　　　　　　＊教育システムも充実してい
ますので、未経験者もしっかり　と知識・資格を取
得し成長して頂けます。　　＊地域専任職・グロー
バル職をお好みで選べます。　○【若者応援企業】
（事業所ＰＲシートあり）

ａ＋ｂ184,000円～230,000円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）　管理栄養士免許

大分県大分市 

販売員（正・高城店・地域専任
職）

○商品管理・店舗管理業務（ドラッグストア店内で
レジ、　　接客、販売、商品陳列等の業務）
＊教育システムも充実してますので、未経験者も
しっかりと　知識・資格を取得し成長して頂けます。
＊新卒・第二新卒積極採用　＊登録販売者試験
対策勉強会を社内にて開催。　＊転勤のエリア：
原則として自宅から通勤可能なエリア内で　　の勤
務（車で１時間以内）　＊エリアを限定せずに勤務
する（グローバル職）への変更も　可能です。グ
ローバル手当（２０，０００円）あり。　○【若者応援
企業】（事業所ＰＲシートあり）

ａ＋ｂ148,000円～232,500円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

大分県杵築市 

カーライフアドバイザー（宇佐市） サービスステーション（給油所）のスタッフとして従
事していただきます。　　当社は、お客様のカーラ
イフの安心・安全をサポートする優秀な人材を求
めています。　　学歴に捉われない実力主義の社
風の中で、大いに将来を担う若いリーダーとして成
長することを期待して多くの方の応募ををお待ちし
ております。

ａ＋ｂ155,000円～175,000円

不問 

 
普通自動車運転免許（Ａ
Ｔ限定不可）　危険物乙
種第４類取扱等保有者

大分県宇佐市 

カーライフアドバイザー（杵築市） サービスステーション（給油所）のスタッフとして従
事していただきます。　　当社は、お客様のカーラ
イフの安心・安全をサポートする優秀な人材を求
めています。　　学歴に捉われない実力主義の社
風の中で、大いに将来を担う若いリーダーとして成
長することを期待して多くの方の応募ををお待ちし
ております。

ａ＋ｂ155,000円～175,000円

不問 

 
普通自動車運転免許（Ａ
Ｔ限定不可）　危険物乙
種第４類取扱等保有者

大分県大分市 

管理栄養士（正・賀来店・地域専
任職）

○栄養士としての専門知識を活かし、お客様の食
生活を含め　た栄養面でのアドバイスを行ってい
ただきます。　　○商品管理・店舗管理業務（ドラッ
グストア店内でレジ、　　接客、販売、商品陳列等
の業務）　　　　　　　＊教育システムも充実してい
ますので、未経験者もしっかり　と知識・資格を取
得し成長して頂けます。　　＊地域専任職・グロー
バル職をお好みで選べます。　○【若者応援企業】
（事業所ＰＲシートあり）

ａ＋ｂ184,000円～230,000円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）　管理栄養士免許



33／82

求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

株式会社　ドラッグストアモリ 雇用・労災・健康・厚生 

40150-00943971 16-1053 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

株式会社　ドラッグストアモリ 雇用・労災・健康・厚生 

40150-00875671 16-1053 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

株式会社　ドラッグストアモリ 雇用・労災・健康・厚生 

40150-00876571 16-1053 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

株式会社　ドラッグストアモリ 雇用・労災・健康・厚生 

40150-00777671 16-1053 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

大分交通　株式会社 雇用・労災・健康・厚生 

44010-00424071 14-1026 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　ドラッグストアモリ 雇用・労災・健康・厚生 

40150-01797571 16-1053 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

大分県大分市 

栄養士（正・高城店・地域専任
職）

○栄養士としての専門知識を活かし、お客様の食
生活を含め　た栄養面でのアドバイスを行ってい
ただきます。　　○商品管理・店舗管理業務（ドラッ
グストア店内でレジ、　　接客、販売、商品陳列等
の業務）　　　　　　　＊教育システムも充実してい
ますので、未経験者もしっかり　と知識・資格を取
得し成長して頂けます。　　＊地域専任職・グロー
バル職をお好みで選べます。　○【若者応援企業】
（事業所ＰＲシートあり）

ａ＋ｂ176,000円～222,000円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）　栄養士免許

大分県大分市 

栄養士（正・賀来店・地域専任
職）

○栄養士としての専門知識を活かし、お客様の食
生活を含め　た栄養面でのアドバイスを行ってい
ただきます。　　○商品管理・店舗管理業務（ドラッ
グストア店内でレジ、　　接客、販売、商品陳列等
の業務）　　　　　　　＊教育システムも充実してい
ますので、未経験者もしっかり　と知識・資格を取
得し成長して頂けます。　　＊地域専任職・グロー
バル職をお好みで選べます。　○【若者応援企業】
（事業所ＰＲシートあり）

ａ＋ｂ176,000円～222,000円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）　栄養士免許

管理栄養士（正・高城店・地域専
任職）

○栄養士としての専門知識を活かし、お客様の食
生活を含め　た栄養面でのアドバイスを行ってい
ただきます。　　○商品管理・店舗管理業務（ドラッ
グストア店内でレジ、　　接客、販売、商品陳列等
の業務）　　　　　　　＊教育システムも充実してい
ますので、未経験者もしっかり　と知識・資格を取
得し成長して頂けます。　　＊地域専任職・グロー
バル職をお好みで選べます。　○【若者応援企業】
（事業所ＰＲシートあり）

ａ＋ｂ184,000円～230,000円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）　管理栄養士免許

大分県大分市 

大分県別府市 

販売員（正・上野口店・地域専任
職）

○商品管理・店舗管理業務　（ドラッグストア店内
でレジ、　接客、販売、商品陳列等の業務）　＊教
育システムも充実してますので、未経験者もしっか
りと　知識・資格を取得し成長して頂けます。　＊
新卒・第二新卒積極採用　＊登録販売者試験対
策勉強会を社内にて開催。　＊転勤のエリア：原
則として自宅から通勤可能なエリア内で　の勤務
（車で１時間以内）　＊エリアを限定せずに勤務す
る（グローバル職）への変更も　可能です。グロー
バル手当（２０，０００円）あり。　＊【若者応援企
業】（事業所ＰＲシートあり）

ａ＋ｂ148,000円～232,500円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

大分県大分市 

ドコモショップスタッフ（金池店） ドコモショップ店内における接客業務や事務処理
等　　携帯電話の販売やアフターサポート、イベン
ト企画等のフロア業務全般から、商品管理や経理
事務等の業務まで、幅広い分野で活躍していただ
きます。　　※制服貸与　　※経験者優遇

ａ＋ｂ145,800円～175,800円

不問 
（経験者　優遇）

 
普通自動車免許（ＡＴ
可）　（研修等参加のた
め－大分市内）

大分県大分市 

栄養士（正・羽屋店・地域専任
職）

○栄養士としての専門知識を活かし、お客様の食
生活を含め　た栄養面でのアドバイスを行ってい
ただきます。　　○商品管理・店舗管理業務（ドラッ
グストア店内でレジ、　　接客、販売、商品陳列等
の業務）　　　　　　　＊教育システムも充実してい
ますので、未経験者もしっかり　と知識・資格を取
得し成長して頂けます。　　＊地域専任職・グロー
バル職をお好みで選べます。　○【若者応援企業】
（事業所ＰＲシートあり）

ａ＋ｂ176,000円～222,000円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）　栄養士免許



34／82

求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

株式会社　ドラッグストアモリ 雇用・労災・健康・厚生 

40150-01798471 16-1053 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

株式会社　ドラッグストアモリ 雇用・労災・健康・厚生 

40150-01036671 16-1053 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

株式会社　ドラッグストアモリ 雇用・労災・健康・厚生 

40150-00841571 16-1053 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

株式会社　ドラッグストアモリ 雇用・労災・健康・厚生 

40150-00842471 16-1053 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

株式会社　ドラッグストアモリ 雇用・労災・健康・厚生 

40150-00556071 16-1053 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

株式会社　ドラッグストアモリ 雇用・労災・健康・厚生 

40150-00558671 16-1053 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

販売員（正・流川店・地域専任
職）

○商品管理・店舗管理業務（ドラッグストア店内で
レジ、　　接客、販売、商品陳列等の業務）
＊教育システムも充実してますので、未経験者も
しっかりと　知識・資格を取得し成長して頂けます。
＊新卒・第二新卒積極採用　＊登録販売者試験
対策勉強会を社内にて開催。　＊転勤のエリア：
原則として自宅から通勤可能なエリア内で　　の勤
務（車で１時間以内）　＊エリアを限定せずに勤務
する（グローバル職）への変更も　可能です。グ
ローバル手当（２０，０００円）あり。　○【若者応援
企業】（事業所ＰＲシートあり）

ａ＋ｂ148,000円～232,500円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

大分県別府市 

大分県別府市 

栄養士（正・上野口店・地域専任
職）

○栄養士としての専門知識を活かし。お客様の食
生活を含め　た栄養面でのアドバイスを行ってい
ただきます。　　○商品管理・店舗管理業務（ドラッ
グストア店内でレジ、接　客、販売、商品陳列等の
業務）　　＊教育システムも充実していますので、
未経験者もしっかり　と知識・資格を取得し成長し
て頂けます。　　＊地域専任職・グローバル職をお
好みで選べます。　○【若者応援企業】（事業所Ｐ
Ｒシートあり）

ａ＋ｂ176,000円～222,000円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）　栄養士免許

大分県別府市 

管理栄養士（正・流川店・地域専
任職）

○栄養士としての専門知識を活かし。お客様の食
生活を含め　た栄養面でのアドバイスを行ってい
ただきます。　　○商品管理・店舗管理業務（ドラッ
グストア店内でレジ、　　接客、販売、商品陳列等
の業務）　　＊教育システムも充実していますの
で、未経験者もしっかり　と知識・資格を取得し成
長して頂けます。　　＊地域専任職・グローバル職
をお好みで選べます。　○【若者応援企業】（事業
所ＰＲシートあり）

ａ＋ｂ184,000円～230,000円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）　管理栄養士免許

大分県別府市 

管理栄養士（正・上野口店・地域
専任職） ○栄養士としての専門知識を活かし。お客様の食

生活を含め　た栄養面でのアドバイスを行ってい
ただきます。　　○商品管理・店舗管理業務（ドラッ
グストア店内でレジ、　　接客、販売、商品陳列等
の業務）　　＊教育システムも充実していますの
で、未経験者もしっかり　と知識・資格を取得し成
長して頂けます。　　＊地域専任職・グローバル職
をお好みで選べます。　○【若者応援企業】（事業
所ＰＲシートあり）

ａ＋ｂ184,000円～230,000円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）　管理栄養士免許

大分県別府市 

販売員（正・鶴見店・地域専任
職）

○商品管理・店舗管理業務　（ドラッグストア店内
でレジ、　接客、販売、商品陳列等の業務）　＊教
育システムも充実してますので、未経験者もしっか
りと　知識・資格を取得し成長して頂けます。　＊
新卒・第二新卒積極採用　＊登録販売者試験対
策勉強会を社内にて開催。　＊転勤のエリア：原
則として自宅から通勤可能なエリア内で　の勤務
（車で１時間以内）　＊エリアを限定せずに勤務す
る（グローバル職）への変更も　可能です。グロー
バル手当（２０，０００円）あり。　＊【若者応援企
業】（事業所ＰＲシートあり）

ａ＋ｂ148,000円～232,500円

不問 
 
普通自動車免許

大分県別府市 

栄養士（正・流川店・地域専任
職）

○栄養士としての専門知識を活かし。お客様の食
生活を含め　た栄養面でのアドバイスを行ってい
ただきます。　　○商品管理・店舗管理業務（ドラッ
グストア店内でレジ、接　客、販売、商品陳列等の
業務）　　＊教育システムも充実していますので、
未経験者もしっかり　と知識・資格を取得し成長し
て頂けます。　　＊地域専任職・グローバル職をお
好みで選べます。　○【若者応援企業】（事業所Ｐ
Ｒシートあり）

ａ＋ｂ176,000円～222,000円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）　栄養士免許



35／82

求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

株式会社　ドラッグストアモリ 雇用・労災・健康・厚生 

40150-01793171 16-1053 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

株式会社　ドラッグストアモリ 雇用・労災・健康・厚生 

40150-00703471 16-1053 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

株式会社　ドラッグストアモリ 雇用・労災・健康・厚生 

40150-00704771 16-1053 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

株式会社　ドラッグストアモリ 雇用・労災・健康・厚生 

40150-00564071 16-1053 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

株式会社　ドラッグストアモリ 雇用・労災・健康・厚生 

40150-00598071 16-1053 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

大分県中津市 

管理栄養士（正・中津北店・地域
専任職）

○栄養士としての専門知識を活かし、お客様の食
生活を含め　た栄養面でのアドバイスを行ってい
ただきます。　　○商品管理・店舗管理業務（ドラッ
グストア店内でレジ、　　接客、販売、商品陳列等
の業務）　　　　　　　＊教育システムも充実してい
ますので、未経験者もしっかり　と知識・資格を取
得し成長して頂けます。　　＊地域専任職・グロー
バル職をお好みで選べます。　○【若者応援企業】
（事業所ＰＲシートあり）

ａ＋ｂ184,000円～230,000円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）　管理栄養士免許

大分県中津市 

管理栄養士（正・中津下池永店・
地域専任職）

○栄養士としての専門知識を活かし、お客様の食
生活を含め　た栄養面でのアドバイスを行ってい
ただきます。　　○商品管理・店舗管理業務（ドラッ
グストア店内でレジ、　　接客、販売、商品陳列等
の業務）　　　　　　　＊教育システムも充実してい
ますので、未経験者もしっかり　と知識・資格を取
得し成長して頂けます。　　＊地域専任職・グロー
バル職をお好みで選べます。　○【若者応援企業】
（事業所ＰＲシートあり）

ａ＋ｂ184,000円～230,000円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）　管理栄養士免許

販売員（正・中津下池永店・地域
専任職） ○商品管理・店舗管理業務（ドラッグストア店内で

レジ、　　接客、販売、商品陳列等の業務）
＊教育システムも充実してますので、未経験者も
しっかりと　知識・資格を取得し成長して頂けます。
＊新卒・第二新卒積極採用　＊登録販売者試験
対策勉強会を社内にて開催。　＊転勤のエリア：
原則として自宅から通勤可能なエリア内で　　の勤
務（車で１時間以内）　＊エリアを限定せずに勤務
する（グローバル職）への変更も　可能です。グ
ローバル手当（２０，０００円）あり。　○【若者応援
企業】（事業所ＰＲシートあり）

ａ＋ｂ148,000円～232,500円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

大分県中津市 

大分県中津市 

栄養士（正・中津北店・地域専任
職）

○栄養士としての専門知識を活かし、お客様の食
生活を含め　た栄養面でのアドバイスを行ってい
ただきます。　　○商品管理・店舗管理業務（ドラッ
グストア店内でレジ、　　接客、販売、商品陳列等
の業務）　　　　　　　＊教育システムも充実してい
ますので、未経験者もしっかり　と知識・資格を取
得し成長して頂けます。　　＊地域専任職・グロー
バル職をお好みで選べます。　○【若者応援企業】
（事業所ＰＲシートあり）

ａ＋ｂ176,000円～222,000円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）　栄養士免許

大分県中津市 

栄養士（正・中津下池永店・地域
専任職） ○栄養士としての専門知識を活かし、お客様の食

生活を含め　た栄養面でのアドバイスを行ってい
ただきます。　　○商品管理・店舗管理業務（ドラッ
グストア店内でレジ、　　接客、販売、商品陳列等
の業務）　　　　　　　＊教育システムも充実してい
ますので、未経験者もしっかり　と知識・資格を取
得し成長して頂けます。　　＊地域専任職・グロー
バル職をお好みで選べます。　○【若者応援企業】
（事業所ＰＲシートあり）

ａ＋ｂ176,000円～222,000円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）　栄養士免許



36／82

求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

株式会社　ドラッグストアモリ 雇用・労災・健康・厚生 

40150-00311171 16-1053 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

株式会社　ドラッグストアモリ 雇用・労災・健康・厚生 

40150-01684571 16-1053 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

株式会社　ドラッグストアモリ 雇用・労災・健康・厚生 

40150-01686771 16-1053 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

株式会社　ドラッグストアモリ 雇用・労災・健康・厚生 

40150-01034071 16-1053 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

有限会社　メディアパーク
雇用・労災・健康・厚生  

退職金共済

44040-00565971 16-1173 正社員 3人 あり あり なし

株式会社　ドラッグストアモリ 雇用・労災・健康・厚生 

40150-00939671 16-1053 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

大分県中津市 

販売員（正・日田友田店・地域専
任職）

○商品管理・店舗管理業務（ドラッグストア店内で
レジ、　　接客、販売、商品陳列等の業務）
＊教育システムも充実してますので、未経験者も
しっかりと　知識・資格を取得し成長して頂けます。
＊新卒・第二新卒積極採用　＊登録販売者試験
対策勉強会を社内にて開催。　＊転勤のエリア：
原則として自宅から通勤可能なエリア内で　　の勤
務（車で１時間以内）　＊エリアを限定せずに勤務
する（グローバル職）への変更も　可能です。グ
ローバル手当（２０，０００円）あり。　○【若者応援
企業】（事業所ＰＲシートあり）

ａ＋ｂ148,000円～232,500円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

大分県日田市 

販売員（正・中津北店・地域専任
職） ○商品管理・店舗管理業務　（ドラッグストア店内

でレジ、　接客、販売、商品陳列等の業務）　＊教
育システムも充実してますので、未経験者もしっか
りと　知識・資格を取得し成長して頂けます。　＊
新卒・第二新卒積極採用　＊登録販売者試験対
策勉強会を社内にて開催。　＊転勤のエリア：原
則として自宅から通勤可能なエリア内で　の勤務
（車で１時間以内）　＊エリアを限定せずに勤務す
る（グローバル職）への変更も　可能です。グロー
バル手当（２０，０００円）あり。　＊【若者応援企
業】（事業所ＰＲシートあり）

ａ＋ｂ148,000円～232,500円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

大分県日田市 

管理栄養士（正・豊後高田店・地
域専任職）

○栄養士としての専門知識を活かし、お客様の食
生活を含め　た栄養面でのアドバイスを行ってい
ただきます。　　○商品管理・店舗管理業務（ドラッ
グストア店内でレジ、　　接客、販売、商品陳列等
の業務）　　　　　　　＊教育システムも充実してい
ますので、未経験者もしっかり　と知識・資格を取
得し成長して頂けます。　　＊地域専任職・グロー
バル職をお好みで選べます。　○【若者応援企業】
（事業所ＰＲシートあり）

ａ＋ｂ184,000円～230,000円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）　管理栄養士免許

大分県豊後高田市 

接客・販売　熊本地震被災者併
用求人

○ａｕショップにおける携帯電話等の受付販売　＊
初心者の方には丁寧に指導いたします　＊パソコ
ンの入力程度の経験が必要です　＊販売にノルマ
はありません　＊制服貸与
※熊本・大分地震による被災者の方の応募も歓迎
します。

ａ＋ｂ172,000円～172,000円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

大分県日田市 

販売員（正・田島店・地域専任
職）

○商品管理・店舗管理業務　（ドラッグストア店内
でレジ、　接客、販売、商品陳列等の業務）　＊教
育システムも充実してますので、未経験者もしっか
りと　知識・資格を取得し成長して頂けます。　＊
新卒・第二新卒積極採用　＊登録販売者試験対
策勉強会を社内にて開催。　＊転勤のエリア：原
則として自宅から通勤可能なエリア内で　の勤務
（車で１時間以内）　＊エリアを限定せずに勤務す
る（グローバル職）への変更も　可能です。グロー
バル手当（２０，０００円）あり。　＊【若者応援企
業】（事業所ＰＲシートあり）

ａ＋ｂ148,000円～232,500円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

大分県日田市 

販売員（正・日田店・地域専任
職）

○商品管理・店舗管理業務（ドラッグストア店内で
レジ、　　接客、販売、商品陳列等の業務）
＊教育システムも充実してますので、未経験者も
しっかりと　知識・資格を取得し成長して頂けます。
＊新卒・第二新卒積極採用　＊登録販売者試験
対策勉強会を社内にて開催。　＊転勤のエリア：
原則として自宅から通勤可能なエリア内で　　の勤
務（車で１時間以内）　＊エリアを限定せずに勤務
する（グローバル職）への変更も　可能です。グ
ローバル手当（２０，０００円）あり。　○【若者応援
企業】（事業所ＰＲシートあり）

ａ＋ｂ148,000円～232,500円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）



37／82

求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

株式会社　ドラッグストアモリ 雇用・労災・健康・厚生 

40150-00774171 16-1053 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

株式会社　ドラッグストアモリ 雇用・労災・健康・厚生 

40150-01063771 16-1053 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

株式会社　ドラッグストアモリ 雇用・労災・健康・厚生 

40150-00937071 16-1053 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

株式会社　ドラッグストアモリ 雇用・労災・健康・厚生 

40150-00938371 16-1053 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

株式会社　ドラッグストアモリ 雇用・労災・健康・厚生  

40150-00764271 16-1053 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

株式会社　ドラッグストアモリ 雇用・労災・健康・厚生 

40150-00899071 16-1053 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

大分県宇佐市 

管理栄養士（正・宇佐上田店・地
域専任職）

○栄養士としての専門知識を活かし、お客様の食
生活を含め　た栄養面でのアドバイスを行ってい
ただきます。　　○商品管理・店舗管理業務（ドラッ
グストア店内でレジ、　　接客、販売、商品陳列等
の業務）　　　　　　　＊教育システムも充実してい
ますので、未経験者もしっかり　と知識・資格を取
得し成長して頂けます。　　＊地域専任職・グロー
バル職をお好みで選べます。　○【若者応援企業】
（事業所ＰＲシートあり）

ａ＋ｂ184,000円～230,000円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）　管理栄養士免許

大分県宇佐市 

管理栄養士（正・宇佐四日市店・
地域専任）

○栄養士としての専門知識を活かし、お客様の食
生活を含め　た栄養面でのアドバイスを行ってい
ただきます。　　○商品管理・店舗管理業務（ドラッ
グストア店内でレジ、　　接客、販売、商品陳列等
の業務）　　　　　　　＊教育システムも充実してい
ますので、未経験者もしっかり　と知識・資格を取
得し成長して頂けます。　　＊地域専任職・グロー
バル職をお好みで選べます。　○【若者応援企業】
（事業所ＰＲシートあり）

ａ＋ｂ184,000円～230,000円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）　管理栄養士免許

大分県豊後高田市 

販売員（正・杵築店・地域専任
職）

○商品管理・店舗管理業務　（ドラッグストア店内
でレジ、　接客、販売、商品陳列等の業務）　＊教
育システムも充実してますので、未経験者もしっか
りと　知識・資格を取得し成長して頂けます。　＊
新卒・第二新卒積極採用　＊登録販売者試験対
策勉強会を社内にて開催。　＊転勤のエリア：原
則として自宅から通勤可能なエリア内で　の勤務
（車で１時間以内）　＊エリアを限定せずに勤務す
る（グローバル職）への変更も　可能です。グロー
バル手当（２０，０００円）あり。　＊【若者応援企
業】（事業所ＰＲシートあり）

ａ＋ｂ148,000円～232,500円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

大分県杵築市 

栄養士（正・豊後高田店・地域専
任職）

○栄養士としての専門知識を活かし、お客様の食
生活を含め　た栄養面でのアドバイスを行ってい
ただきます。　　○商品管理・店舗管理業務（ドラッ
グストア店内でレジ、　　接客、販売、商品陳列等
の業務）　　　　　　　＊教育システムも充実してい
ますので、未経験者もしっかり　と知識・資格を取
得し成長して頂けます。　　＊地域専任職・グロー
バル職をお好みで選べます。　○【若者応援企業】
（事業所ＰＲシートあり）

ａ＋ｂ176,000円～222,000円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）　栄養士免許

大分県宇佐市 

栄養士（正・宇佐上田店・地域専
任職）

○栄養士としての専門知識を活かし、お客様の食
生活を含め　た栄養面でのアドバイスを行ってい
ただきます。　　○商品管理・店舗管理業務（ドラッ
グストア店内でレジ、　　接客、販売、商品陳列等
の業務）　　　　　　　＊教育システムも充実してい
ますので、未経験者もしっかり　と知識・資格を取
得し成長して頂けます。　　＊地域専任職・グロー
バル職をお好みで選べます。　○【若者応援企業】
（事業所ＰＲシートあり）

ａ＋ｂ174,000円～222,000円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）　栄養士免許

大分県宇佐市 

栄養士（正・宇佐四日市店・地域
専任）

○栄養士としての専門知識を活かし、お客様の食
生活を含め　た栄養面でのアドバイスを行ってい
ただきます。　　○商品管理・店舗管理業務（ドラッ
グストア店内でレジ、　　接客、販売、商品陳列等
の業務）　　　　　　　＊教育システムも充実してい
ますので、未経験者もしっかり　と知識・資格を取
得し成長して頂けます。　　＊地域専任職・グロー
バル職をお好みで選べます。　○【若者応援企業】
（事業所ＰＲシートあり）

ａ＋ｂ176,000円～222,000円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）　栄養士免許



38／82

求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

株式会社　あわや
雇用・労災・健康・厚生  

退職金共済

44080-00332471 14-1112 正社員 1人 あり なし なし

株式会社　亀の井別荘 雇用・労災・健康・厚生 

44010-05984771 13-1104 正社員 1人 あり あり あり

株式会社　ドラッグストアモリ 雇用・労災・健康・厚生 

40150-01685471 16-1053 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

株式会社　デジスト 雇用・労災・健康・厚生 

44080-00165571 13-1143 正社員 1人 あり あり なし

ワン・ビジョン　株式会社 雇用・労災・健康・厚生 

44010-05806771 13-1017 正社員 3人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

サンヨー薬品　株式会社 雇用・労災・健康・厚生 

44010-04637771 14-1021 正社員 3人 あり あり あり

株式会社　スズキ 雇用・労災・健康・厚生 

44010-06084271 15-1094 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

大東建託株式会社　大分支店 雇用・労災・健康・厚生・財形 

44010-06017871 16-1134 正社員 2人 なし あり あり　（勤続　3年以上）

大分県豊後大野市 

売店スタッフ 亀の井別荘の敷地内の売店です。　顧客対応や
レジ打ちにはじまり、商品の陳列や発注などの経
験に応じて仕事の幅を広げることが可能です。
主な業務内容　・商品の搬入、搬出及び発注　・商
品の陳列、整理　・接客業務、商品説明　・伝票整
理、レジ業務　・配送業務　※初心者の方は従業
員の指導による教育を行います。

ａ＋ｂ153,000円～250,000円

不問 不問 大分県由布市 

営業販売員 ＊一般家庭、施設への営業　　・要介護者に対す
る福祉用具の選定　　・納入　　・モニタリング
・パソコン入力　　＊社用車を運転します。　＊採
用後、指導期間があります。　　＊応募については
ハローワークの紹介状が必要です。

ａ＋ｂ160,000円～250,000円

不問 

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定不可）　（福祉用具専
門相談員あれば尚良）

大分県大分市 

ルートセールス員 家庭常備薬の点検及び保健薬（健康食品）の販売
（個人家庭への訪問です）　・１日に１００～２００Ｋ
ｍ程度運転します　　また、ドリンク剤の箱の運搬
あり（２０キロ程度）　・マンションアパートの階段の
昇降等もあります　　※就業場所については、本
人の希望も考慮致します

ａ＋ｂ165,000円～218,000円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ限
定不可）

大分県大分市 
大分県中津市

営業員（ヘアケア化粧品） 美容室にルートセールスや新規開拓などをしなが
ら、美容室専売のパーマ液やシャンプーなどを販
売していきます。　　上記販売と同時に美容室に反
映していただくための情報・システムなどを提案す
るコンサルティング業務も行います。　　＊社用車
あり（ＡＴ車）　　＊エリアは主に大分県内

ａ＋ｂ200,000円～280,000円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

大分県玖珠郡玖珠町 

総合職
・インターネット販売に関わる業務　・店舗の運営
および販売に関わる業務　　　　＊応募については
ハローワークの紹介状が必要です。

ａ＋ｂ165,000円～185,000円

不問 不問 大分県豊後大野市 

販売員（正・玖珠店・地域専任
職）

○商品管理・店舗管理業務　（ドラッグストア店内
でレジ、　接客、販売、商品陳列等の業務）　＊教
育システムも充実してますので、未経験者もしっか
りと　知識・資格を取得し成長して頂けます。　＊
新卒・第二新卒積極採用　＊登録販売者試験対
策勉強会を社内にて開催。　＊転勤のエリア：原
則として自宅から通勤可能なエリア内で　の勤務
（車で１時間以内）　＊エリアを限定せずに勤務す
る（グローバル職）への変更も　可能です。グロー
バル手当（２０，０００円）あり。　＊【若者応援企
業】（事業所ＰＲシートあり）

ａ＋ｂ148,000円～232,500円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

大分県大分市 

建築営業課員 土地所有者様への個別訪問（飛込みでの直接訪
問）により　アパート等の提案営業をして頂きま
す。　　＊男性・女性ともに活躍しています。　＊９
割以上が未経験で入社しています。　＊中途入社
のハンデはありません。

ａ＋ｂ288,000円～288,000円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

大分県大分市 

営業員（大分営業所） ・半導体製造装置の消耗品（Ｏリング、金属加工
品、セラミック加工品）等の販売、提案営業　・電
源、ポンプ等の修理の営業　・既存顧客への提案
営業が主になります

ａ＋ｂ170,000円～215,000円

不問 
 
普通自動車運転免許（Ａ
Ｔ限定可）
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求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

大東建託株式会社　大分支店 雇用・労災・健康・厚生・財形 

44010-06023471 16-1134 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　別大興産
雇用・労災・健康・厚生 

退職金共済

44020-01997571 15-1019 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　1年以上）

株式会社　別大興産
雇用・労災・健康・厚生  

退職金共済

44020-02002371 15-1019 正社員 2人 あり あり あり　（勤続　1年以上）

株式会社　アイビック
雇用・労災・健康・厚生 

厚生年金基金 

44010-04363471 15-1138 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

九州乳業　株式会社
雇用・労災・健康・厚生 

厚生年金基金 

44010-05816271 16-1012 正社員 1人 あり なし なし

株式会社　西野物産 雇用・労災・健康・厚生 

44030-00564871 13-1096 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　おおやま夢工房 雇用・労災・健康・厚生 

44040-00670271 16-1109 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

地方卸売市場　株式会社　高田魚
市場

雇用・労災・健康・厚生・財形  
退職金共済

44070-00572971 16-1006 正社員 2人 あり なし あり　（勤続　1年以上）

大関食品　株式会社 雇用・労災・健康・厚生 

44070-00995571 15-1087 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　10年以上）

大分県大分市 

営業（不動産） ○不動産売買に係る営業業務全般　・売主、買主
双方に対する仲介業務　・現地への案内、物件の
案内等　・窓口における接客対応及び電話対応
＊応募にはハローワークの紹介状が必要です。

ａ＋ｂ180,000円～250,000円

不問 
　＊業界経験者優遇

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）　＊宅地建物取引
主任者資格所持者優遇

大分県大分市 

賃貸仲介スタッフ 当社建築物件（アパート・マンション）に、入居者を
仲介斡旋する業務です。　　＊「いい部屋ネット」で
おなじみの会社です。　＊中途入社のハンデはあ
りません。

ａ＋ｂ210,000円～260,000円

不問 

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）　　宅地建物取引
主任者資格あれば尚可

大分県大分市 

営業員 インスタント食品の包装加工の受注や、顧客の管
理、見積り価格や納期等の顧客との折衝業務、そ
の他、品質に関する苦情等の受付や納期に対す
る調整業務等の全般業務を行います。

ａ＋ｂ150,600円～300,000円

不問 
（経験者優遇）

 
普通自動車運転免許（Ａ
Ｔ可）

大分県中津市 

営業員（大分本社） 牛乳・乳製品等の商品を、社用車にて、スーパー・
得意先販売店・量販店を訪問し、新商品の紹介や
説明を行い、販売促進をしていただきます。　ま
た、新規顧客の開拓も行います。

ａ＋ｂ200,000円～228,000円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

大分県大分市 

住宅展示場営業スタッフ（アルプ
わさだ）

住宅営業スタッフ　・健康住宅「素足の住まい」や
「オーガニックハウス」に興　味を持っていただいた
お客様にプロデュースしていく仕事　です　※展示
場に来られたお客様への営業が主体です　　◎経
験のない方には丁寧に指導いたします

ａ＋ｂ200,000円～270,000円

不問 

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可　＊車持込みので
きる方）

大分県大分市 

営業（不動産・中央営業所） ○不動産売買に係る営業業務全般　・売主、買主
双方に対する仲介業務　・現地への案内、物件の
案内等　・窓口における接客対応及び電話対応
＊応募にはハローワークの紹介状が必要です。

ａ＋ｂ180,000円～250,000円

不問 
　＊業界経験者優遇

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）　＊宅地建物取引
主任者資格所持者優遇

大分県宇佐市 

営業員（本社） 調理冷凍食品のメーカー営業です。　関西以西を
担当し、問屋・スーパーのバイヤーと販売交渉を
行います。営業活動には、社用車（普通車）を用い
ます。営業先によっては、週２～３日程度宿泊をと
もなう場合もあります。

ａ＋ｂ230,000円～250,000円
 
営業経験者（職種・業
種問わず　経験年数
不問）

 
普通自動車免許（ＡＴ
可）

大分県日田市 

営業職 お客様（個人鮮魚店やスーパー等）から、商品（鮮
魚・冷凍品等）の注文を受けたり、配送を行う業務
となります。また、新規取引先の開拓や既存のお
客様へ新商品の案内等の営業も行います。使用
する車は、軽トラ（ＭＴ）が主となります。エリアは、
主に豊後高田市・宇佐市となりますが、大分県内
一円及び福岡県豊前市になる場合もあります。
当社は社員教育に力を入れています。社員の成
長が会社の成長です。入社して頂いた社員には自
分の成長が実感できる企業づくりを目指していま
す。　また、挑戦してでの失敗は将来の成功の糧
として捉えています。未経験者の方でも丁寧に指
導いたします。

ａ＋ｂ157,300円～243,300円

不問 
 
普通自動車免許（ＭＴ）

大分県豊後高田市 

営業 ○リキュール、梅ジュース等の自社商品営業　・県
内外、新規開拓　・出張あり（不定期）　　＊区域は
主に九州一円（関東、関西、アジアもあり）　　【画
像情報をハローワークの求人検索機でご覧にな
れます】

ａ＋ｂ130,000円～175,000円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）
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求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

有限会社　麻生醤油醸造場 雇用・労災・健康・厚生 

44040-00322171 16-1112 正社員 1人 あり あり あり

山九　株式会社　大分支店 雇用・労災・健康・厚生・財形 

44010-04549771 14-1096 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

大和冷機工業　株式会社　福岡支
店

雇用・労災・健康・厚生・財形 
確定給付年金 

40180-03647971 16-1040 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

大和冷機工業　株式会社　福岡支
店

雇用・労災・健康・厚生・財形 
確定給付年金 

40180-03648171 16-1040 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

山宗　株式会社　大分工場 雇用・労災・健康・厚生 

44070-00457471 16-1052 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　友岡組
雇用・労災・健康・厚生・財形  

退職金共済

44080-00304071 15-1180 正社員 2人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

株式会社　ブライテック 雇用・労災・健康・厚生 

44010-03319071 15-1175 正社員 1人 あり あり なし

販売・製造補助 ・自社製品（味噌、醤油、食品加工品）の旅館、飲
食店への　業務用商品、お土産店への小売り用商
品の配達・提案　・味噌・醤油の製造補助　・簡単
な事務、集金等　・社用車にて移動　　＊将来の幹
部候補生としての採用　　【画像情報をハローワー
クの求人検索機でご覧になれます】

ａ＋ｂ140,000円～185,000円

 
パソコンの基本操作
（ワード、エクセル）

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定不可）

大分県玖珠郡九重町 

大分県佐伯市 

営業
自動車関連部品、ＯＡ部品の販売及び新規品等
の受注活動又は、パソコンを利用した業務的内容
も仕事の中で行います。　営業範囲は九州内が主
となりますが、月に１回程度広島へも行きます。営
業は社用車（普通・ＡＴ）を使用します。営業相手は
自動車関連部品等メーカーになります。

ａ＋ｂ155,300円～220,900円

 
パソコンでエクセル等
の操作ができる方

 
普通免許（ＡＴ限定可）

大分県豊後高田市 

営業職（佐伯営業所） （東証一部上場、創業５７年。無借金経営の安定
企業です）　＊業務用冷凍冷蔵庫、製氷機、冷凍
冷蔵ショーケース等　　自社製品と厨房機の営業
販売及び保守点検、簡単な修理　　（酒販店・飲食
店・生花店等の個人事業店への提案営業）　※法
人へのルート営業ではありません。　◎店舗・厨房
改装にかかわる総合的な提案も行います。　※入
社後１週間程度、大阪本社にて導入研修を行いま
す。（研修寮あり）ので、集中して仕事が習得でき
ます。　※営業職や技術職の未経験者もＯＪＴで教
育しますので、安心してご応募下さい。

ａ＋ｂ198,000円～260,300円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

大分県大分市 

営業職（中津営業所） （東証一部上場、創業５７年。無借金経営の安定
企業です）　＊業務用冷凍冷蔵庫、製氷機、冷凍
冷蔵ショーケース等　　自社製品と厨房機の営業
販売及び保守点検、簡単な修理　　（酒販店・飲食
店・生花店等の個人事業店への提案営業）　※法
人へのルート営業ではありません。　◎店舗・厨房
改装にかかわる総合的な提案も行います。　※入
社後１週間程度、大阪本社にて導入研修を行いま
す。（研修寮あり）ので、集中して仕事が習得でき
ます。　※営業職や技術職の未経験者もＯＪＴで教
育しますので、安心してご応募下さい。

ａ＋ｂ198,000円～260,300円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

大分県中津市 

機工営業スタッフ
一般産業設備、化学プラント、精密機械メーカー他
への客先訪問、技術営業　　　・パソコン入力あり
・社用車の運転あり

ａ＋ｂ155,610円～250,000円  
エンジニアリング会社
等での工事管理経験
がある方

 
２級管工事施工管理技
士　２級溶接管理技術
者　普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定可）

大分県豊後大野市 
大分県大分市

営業員（法人営業）（女性専用求
人）

半導体製造事業所への電気設備、製造装置の紹
介提案をおこなっていただきます。　・電気関係の
資材営業及び販売　・取引先企業へのルート営業
・その他付随する業務　　＊営業は社用車を使用
＊電気関係（設備・製造装置）に興味のある方歓
迎

ａ＋ｂ175,000円～175,000円  
パソコン（Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃ
ｅｌ）が扱える方　職務
経験不問

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

大分県大分市 

営業職
＊砕石、アスファルト営業（生コン、積ブロック）
＊顧客企業打ち合わせ、販売、集金

ａ＋ｂ165,000円～300,000円

不問 
 
普通自動車運転免許（Ａ
Ｔ限定可）
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求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

大和冷機工業　株式会社　福岡支
店

雇用・労災・健康・厚生・財形 
確定給付年金 

40180-03651771 16-1040 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

日産プリンス大分販売　株式会社
雇用・労災・健康・厚生 

確定拠出年金 

44010-05400471 15-1023 正社員 3人 あり あり なし

大分ヤナセＡｕ販売　株式会社（Ａｕ
ｄｉ大分）

雇用・労災・健康・厚生  
退職金共済

44010-01477971 15-1076 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

有限会社　小野自動車工場 雇用・労災・健康・厚生 

44020-00673271 16-1090 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　10年以上）

日本ヒューマンメディク　株式会社
（アルテホールディングスグループ）

雇用・労災・健康・厚生 

44010-04200871 14-1117 正社員 2人 あり あり あり

株式会社　エリア 雇用・労災・健康・厚生・財形 

44020-02138071 14-1015 正社員 1人 あり あり あり

アクサ生命保険　株式会社　大分
営業所

雇用・労災・健康・厚生 

44010-00324771 15-1133 正社員 2人 あり あり あり　（勤続　2年以上）

大分県別府市 

営業員（正社員：県内各店舗） 店舗のショールームを活用した提案型営業として
各種イベントや当社取引ユーザーのアフターフォ
ローを通じて、新車・中古車の販売、車検・点検の
入庫促進を図って　いただきます。　　パソコンを使
用しての書類作成や、その他付随する業務も　お
願いします。

ａ＋ｂ175,548円～239,183円
 
パソコン（エクセル、
メールソフト）が扱える
こと　（職務経験不
問）

 
普通自動車運転免許（Ａ
Ｔ限定不可）

大分県大分市 
大分県別府市

営業職（別府営業所） （東証一部上場、創業５７年。無借金経営の安定
企業です）　＊業務用冷凍冷蔵庫、製氷機、冷凍
冷蔵ショーケース等　　自社製品と厨房機の営業
販売及び保守点検、簡単な修理　　（酒販店・飲食
店・生花店等の個人事業店への提案営業）　※法
人へのルート営業ではありません。　◎店舗・厨房
改装にかかわる総合的な提案も行います。　※入
社後１週間程度、大阪本社にて導入研修を行いま
す。（研修寮あり）ので、集中して仕事が習得でき
ます。　※営業職や技術職の未経験者もＯＪＴで教
育しますので、安心してご応募下さい。

ａ＋ｂ198,000円～260,300円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

大分県大分市 

営業（半導体技術関連） ◆半導体関連技術の販路開拓営業　・顧客管理
（受注、見積、納品、検収）　・半導体関連企業との
ソフトウェア、ハードウェア、評価、　解析等の打ち
合わせ及び業務提案等の技術的営業　　　　　　＊
応募にはハローワークの紹介状が必要です。

ａ＋ｂ145,200円～248,900円  
半導体関連実務経験
５年以上　半導体関
連営業経験５年以上
パソコン（Ｅｘｃｅｌ・Ｗｏｒ
ｄ・ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ）

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

大分県速見郡日出町 

営業員（正社員） 官公庁整形外科病院、一般整形外科病院、整形
外科販売ディーラーへの整形外科ギブス・整形外
科人工関節の営業プロモーション　整形外科で骨
折治療に用いるギプス、スプリントや人工肩関節
の販売促進　＊医療知識・資格は必要ありませ
ん。　　少しでも医療に興味がある方歓迎です。
（以下、賃金ｃ欄のつづき）　・社内運営手当の中
に土曜日出勤５時間分の賃金が含まれる

ａ＋ｂ185,000円～230,000円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

大分県大分市 

車両販売の営業（女性専用求
人） ◆自動車の新車及び中古車（国産メーカー）の営

業業務全般　・店内での顧客対応及び電話対応
・自動車保険の加入手続事務　・パソコンによる
データ入力等　　＊外回りの営業がある場合もあ
ります。　　☆ポジティブアクション（男女雇用機会
均等法　第８条）　　による女性専用求人です。
＊応募にはハローワークの紹介状が必要です。

ａ＋ｂ130,000円～320,000円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ
可）

大分県別府市 

営業員
当社取扱車の営業・販売［取扱車：アウディ］　　＊
こだわりやお好みをしっかりヒアリングして。最適
な車選びをお手伝いしてください。　＊納車後も、ド
レスアップやメンテナンスのご相談に乗ったり、
キャンペーンをご案内したりと、定期的なフォロー
を行ってください　　※増員の為

ａ＋ｂ180,000円～300,000円
不問 
（アパレル関係経験
者大歓迎）

 
普通自動車免許（ＡＴ不
可）

大分県大分市 

商工会議所共済・福祉制度推進
スタッフ ＊商工会議所会員企業に対する生命保険による

従業　員の福利厚生制度（退職金・弔慰金）のコン
サルティング営業　＊経営者のリスク管理や事業
継承、資産管理などのアドバイ　スや保険設計
＊個人のライフプランニングに対応した保険設計
●会社説明会２／２２（水）２／２８（火）　　１３：３０
～　　　　　　　　１３：３０～　　事前連絡が必要で
す。連絡先：０９７－５３２－２２６０

ａ＋ｂ120,000円～240,000円

不問 
不問 
（普通自動車免許あれ
ば尚可）
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求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

（イナリ総合保険事務所）　稲荷醤
油　株式会社

雇用・労災・健康・厚生 

44070-00012271 15-1065 正社員 2人 あり あり なし

住友不動産株式会社 雇用・労災・健康・厚生・財形 

13080-21046171 16-1113 正社員 5人 なし なし なし

2.32E+12 株式会社　ＴＯＰＨＯＭＥ
雇用・労災・健康・厚生  

退職金共済

44030-00652271 16-1180 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　2年以上）

2.32E+12 株式会社　ＴＯＰＨＯＭＥ
雇用・労災・健康・厚生  

退職金共済

44030-00654171 16-1180 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　2年以上）

2.32E+12 株式会社　ＴＯＰＨＯＭＥ
雇用・労災・健康・厚生  

退職金共済

44030-00664371 16-1180 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　2年以上）

大分県大分市 

ホームアドバイザー（経験不問ユ
ニバーサルホーム大分店） モデルハウスにご来場されたお客様への営業が

中心となります。飛び込み営業等はありません。
お客様に合ったプランのご提案、間取り、お見積り
作成などご契約までのアプローチ、ご契約後～お
引き渡しまでの一貫したフォロー（金融機関や公共
機関への各種申請手続き等）をし、お客様の夢の
マイホームを実現するためのお手伝いをするお仕
事です。お引渡し後の定期点検ヘの同行も行いま
す。しばらくは先輩に同行して慣れて頂くので未経
験者でも安心です。

ａ＋ｂ196,000円～213,000円

 
ワード、エクセルが使
える方　車持込みでき
る方

 
普通自動車免許（ＡＴ
可）

大分県大分市 

【大分】住宅リフォーム企画提
案・工事管理※未経験歓迎

★転勤なし、固定給２５万円＋成果給。反響が
あったお客様に対してリフォームの企画提案及び
受注後の工事管理を担当。ご自宅の完成まで見
届ける一貫体制の仕事です。　具体的には、９年
連続売上１位の住宅リフォームブランド「新築そっ
くりさん」の営業、設計、インテリアコーディネート、
工事管理、お引渡まで一貫して担当して頂きま
す。　１級建築士、２級建築士、１級建築施工管理
技士・２級建築施工管理技士、インテリアコーディ
ネーター、宅建等の資格をお持ちの方が多数活躍
の一方、未経験の方も当社で経験を積まれて大活
躍中（未経験の方には、最長で６ヶ月の研修をご
用意しております。経験者の方にも１ヶ月の研修
有り）。

ａ＋ｂ250,000円～334,000円

不問 
建築・住宅設計・不動
産業界の経験者歓
迎。　勉強中の方や、
これから建築に携わ
りたいと思っている方
もご応募ください。

 
普通自動車免許必須
その他建築・不動産関
連資格者大歓迎（１級建
築士・２級建築士、１級
建築施工管理技士・２級
建築施工管理技士・イン
テリアコーディネーター・
宅建等）

営業スタッフ
生命保険・損害保険の新規契約獲得と更新手続
きの営業活動を行います。営業活動は持込車両を
使用します。保険募集には資格が必要なため、資
格取得後から営業活動スタートとなります。

ａ＋ｂ170,000円～220,000円
 
パソコン（ワード・エク
セル）　営業経験があ
ればなお可

 
普通自動車免許（持ち
込み車両）

大分県豊後高田市 

大分県大分市 

ホームアドバイザー（ユニバーサ
ルホーム大分店）

モデルハウスにご来場されたお客様への営業が
中心となります。飛び込み営業等はありません。
お客様に合ったプランのご提案、間取り、お見積り
作成などご契約までのアプローチ、ご契約後～お
引き渡しまでの一貫したフォロー（金融機関や公共
機関への各種申請手続き等）をし、お客様の夢の
マイホームを実現するためのお手伝いをするお仕
事です。お引渡し後の定期点検ヘの同行も行いま
す。しばらくは先輩に同行して慣れて頂くので未経
験者でも安心です。

ａ＋ｂ196,000円～251,100円

 
ワード、エクセルが使
える方　車持込みでき
る方

 
普通自動車免許（ＡＴ
可）

大分県大分市 

ホームアドバイザー（経験不問ユ
ニバーサルホーム大分南店） モデルハウスにご来場されたお客様への営業が

中心となります。飛び込み営業等はありません。
お客様に合ったプランのご提案、間取り、お見積り
作成などご契約までのアプローチ、ご契約後～お
引き渡しまでの一貫したフォロー（金融機関や公共
機関への各種申請手続き等）をし、お客様の夢の
マイホームを実現するためのお手伝いをするお仕
事です。お引渡し後の定期点検ヘの同行も行いま
す。しばらくは先輩に同行して慣れて頂くので未経
験者でも安心です。

ａ＋ｂ196,000円～213,000円

 
ワード、エクセルが使
える方　車持込みでき
る方

 
普通自動車免許（ＡＴ
可）
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求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

2.32E+12 株式会社　ＴＯＰＨＯＭＥ
雇用・労災・健康・厚生  

退職金共済

44030-00665671 16-1180 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　2年以上）

2.32E+12 株式会社　ＴＯＰＨＯＭＥ
雇用・労災・健康・厚生  

退職金共済

44030-00647071 16-1180 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　2年以上）

2.32E+12 株式会社　ＴＯＰＨＯＭＥ
雇用・労災・健康・厚生  

退職金共済

44030-00661971 16-1180 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　2年以上）

株式会社　アイビック
雇用・労災・健康・厚生 

厚生年金基金 

44010-01957871 15-1138 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

2.32E+12 株式会社　ＴＯＰＨＯＭＥ
雇用・労災・健康・厚生  

退職金共済

44030-00648371 16-1180 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　2年以上）

2.32E+12 株式会社　ＴＯＰＨＯＭＥ
雇用・労災・健康・厚生  

退職金共済

44030-00662171 16-1180 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　2年以上）

大分県大分市 

ホームアドバイザー（経験不問ユ
ニバーサルホーム中津店）

モデルハウスにご来場されたお客様への営業が
中心となります。飛び込み営業等はありません。
お客様に合ったプランのご提案、間取り、お見積り
作成などご契約までのアプローチ、ご契約後～お
引き渡しまでの一貫したフォロー（金融機関や公共
機関への各種申請手続き等）をし、お客様の夢の
マイホームを実現するためのお手伝いをするお仕
事です。お引渡し後の定期点検ヘの同行も行いま
す。しばらくは先輩に同行して慣れて頂くので未経
験者でも安心です。

ａ＋ｂ196,000円～213,000円

 
ワード、エクセルが使
える方　車持込みでき
る方

 
普通自動車免許（ＡＴ
可）

大分県中津市 

ホームアドバイザー（ユニバーサ
ルホーム大分南店）

モデルハウスにご来場されたお客様への営業が
中心となります。飛び込み営業等はありません。
お客様に合ったプランのご提案、間取り、お見積り
作成などご契約までのアプローチ、ご契約後～お
引き渡しまでの一貫したフォロー（金融機関や公共
機関への各種申請手続き等）をし、お客様の夢の
マイホームを実現するためのお手伝いをするお仕
事です。お引渡し後の定期点検ヘの同行も行いま
す。しばらくは先輩に同行して慣れて頂くので未経
験者でも安心です。

ａ＋ｂ196,000円～251,100円

 
ワード、エクセルが使
える方　車持込みでき
る方

 
普通自動車免許（ＡＴ
可）

大分県速見郡日出町 

ホームアドバイザー（ユニバーサ
ルホーム別府店） モデルハウスにご来場されたお客様への営業が

中心となります。飛び込み営業等はありません。
お客様に合ったプランのご提案、間取り、お見積り
作成などご契約までのアプローチ、ご契約後～お
引き渡しまでの一貫したフォロー（金融機関や公共
機関への各種申請手続き等）をし、お客様の夢の
マイホームを実現するためのお手伝いをするお仕
事です。お引渡し後の定期点検ヘの同行も行いま
す。しばらくは先輩に同行して慣れて頂くので未経
験者でも安心です。

ａ＋ｂ196,000円～251,100円

 
ワード、エクセルが使
える方　車持込みでき
る方

 
普通自動車免許（ＡＴ
可）

大分県速見郡日出町 

ホームアドバイザー（経験不問ユ
ニバーサルホーム別府店）

モデルハウスにご来場されたお客様への営業が
中心となります。飛び込み営業等はありません。
お客様に合ったプランのご提案、間取り、お見積り
作成などご契約までのアプローチ、ご契約後～お
引き渡しまでの一貫したフォロー（金融機関や公共
機関への各種申請手続き等）をし、お客様の夢の
マイホームを実現するためのお手伝いをするお仕
事です。お引渡し後の定期点検ヘの同行も行いま
す。しばらくは先輩に同行して慣れて頂くので未経
験者でも安心です。

ａ＋ｂ196,000円～213,000円

 
ワード、エクセルが使
える方　車持込みでき
る方

 
普通自動車免許（ＡＴ
可）

大分県中津市 

営業（中津市）
中津市大字金手にある住宅展示場にある事務所
での住宅営業の業務　　自然素材を使った健康的
な暮らしをお届けする「素足の住まい」をはじめと
する健やかな「住まい」をプロデュースするお仕事
です。

ａ＋ｂ200,000円～270,000円

不問 

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）（車持込みのでき
る方）

大分県中津市 

ホームアドバイザー（ユニバーサ
ルホーム中津店）

モデルハウスにご来場されたお客様への営業が
中心となります。飛び込み営業等はありません。
お客様に合ったプランのご提案、間取り、お見積り
作成などご契約までのアプローチ、ご契約後～お
引き渡しまでの一貫したフォロー（金融機関や公共
機関への各種申請手続き等）をし、お客様の夢の
マイホームを実現するためのお手伝いをするお仕
事です。お引渡し後の定期点検ヘの同行も行いま
す。しばらくは先輩に同行して慣れて頂くので未経
験者でも安心です。

ａ＋ｂ196,000円～251,100円

 
ワード、エクセルが使
える方　車持込みでき
る方

 
普通自動車免許（ＡＴ
可）
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求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

つるみ観光　株式会社　ホテル白菊
雇用・労災・健康・厚生・財形 

確定給付年金 

44020-00790671 14-1030 正社員 1人 あり なし あり　（勤続　5年以上）

三恵印刷　株式会社
雇用・労災・健康・厚生・財形  

退職金共済

44010-05938071 15-1091 正社員 1人 あり あり あり

大分バス　株式会社 雇用・労災・健康・厚生 

44010-04086971 14-1032 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　2年以上）

株式会社　インタープリンツ 雇用・労災・健康・厚生 

44010-05361471 13-1113 正社員 1人 あり あり あり

共立技建工業　株式会社 雇用・労災・健康・厚生 

44010-06174171 15-1177 正社員 1人 なし なし あり　（勤続　3年以上）

有限会社　岩賢住宅 雇用・労災・健康・厚生 

44010-03301071 16-1118 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　1年以上）

小野高速印刷　株式会社
雇用・労災・健康・厚生  

退職金共済

44010-02903071 13-1086 正社員 2人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

山忠商店　株式会社 雇用・労災・健康・厚生 

44010-00002971 14-1052 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

アイオ株式会社　大分支社
雇用・労災・健康・厚生 

厚生年金基金 

44010-06038671 14-1129 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

大分石油　株式会社 雇用・労災・健康・厚生 

44010-05710271 15-1025 正社員 1人 あり あり なし

大分県大分市 

営業職
印刷物受注販促業務　　・ルート営業が中心です
（新規開拓もおこなって頂きます）　・営業活動は社
用車にておこないます

ａ＋ｂ220,000円～280,000円  
パソコン（エクセル・
ワード）基本操作でき
る方　（職務経験不
問）

 
普通自動車運転免許（Ａ
Ｔ限定可）

大分県由布市 

営業係（広告代理事業） 広告代理事業での営業担当　・交通広告（車体
ラッピング、車内広告他）の営業　・新聞広告、チラ
シ広告の営業　・イベントの企画、運営　・顧客管
理　他　　：営業時（顧客訪問）は社用車を使用

ａ＋ｂ146,200円～169,300円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

大分県別府市 

営業員 ・おとり先のあるお客様のところに伺い、ご要望を
ヒアリン　グしたうえで、最適な印刷物を提案する
営業です。　・最初は校正原稿の受け渡しや、小
口の納品等を行いながら　業務を覚えて頂きま
す。　　　　※経験はいりません。

ａ＋ｂ155,000円～250,000円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

大分県大分市 

営業
○宿泊および宴会の営業業務全般　・県外のあっ
せん業者、エージェントを訪問し宿泊を誘客　・市
内の事業所への宴会の誘客営業　・企画書、見積
書の作成　　＊県外営業は関東まであり　　社用
車あり　　　　＊応募にはハローワークの紹介状が
必要です。

ａ＋ｂ160,000円～280,000円
 
パソコン操作（ワー
ド、エクセル）

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

大分県大分市 

技術営業職（コンクリート２次製
品） ・コンクリート２次製品の技術営業　　＊エリアは大

分県内です　　※土木・建築関係の営業経験があ
る方歓迎します

ａ＋ｂ205,000円～269,000円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

大分県大分市 

印刷営業員
企業及び学校・官公庁を対象に、弊社印刷物の
ルートセールス及び新規開拓　　※社用車あり

ａ＋ｂ220,000円～350,000円  
パソコン基本操作で
きる方　（職務経験不
問）

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

大分県大分市 

ゼネコン向け営業担当
ゼネコン向けの営業担当業務です　・ＲＣ、鉄骨建
築の営業　・営業範囲は九州内一円です　・訪問
活動には社用車を使用します

ａ＋ｂ300,000円～350,000円
 
Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌが扱え
ること　現場経験者
（ゼネコン向けの営業
経験者又はＲＣ・鉄骨
建築現場の経験者）

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

大分県大分市 

営業スタッフ
・自社事業内容関連の営業　・新規顧客の開拓　・
既存客先への訪問

ａ＋ｂ170,000円～210,000円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）　＊ＭＴ尚可

大分県大分市 

営業専門員（オイル：潤滑油の配
送及び営業）

主にオイル（潤滑油）の配送・営業業務をお願いし
ます　　営業範囲は大分県下一円（営業車あり）
営業先は事業所（会社やプラント等）です　＊業務
は１人でおこないます　＊簡単な営業をお願いしま
す

ａ＋ｂ155,000円～175,000円
不問 
（配送業務の経験あ
れば優遇）

 
普通自動車運転免許（Ａ
Ｔ限定不可）　危険物乙
種以上取扱保有者

大分県大分市 

教育サプライヤー（個別指導塾
の無料体験授業の案内） 業績好調につき、前身の会社で全国展開をしてい

ましたが、より地域に根ざして社会に貢献したいと
いう想いから、　新たにスタッフを積極採用。成績
保障のある全国展開のナビ個別指導学院の無料
体験授業を紹介する仕事です。　　＊初期研修と
フォローＵＰ、研修と段階を踏んでいくので、未経
験から安心して始めて頂けます。　＊普通自動車
運転免許のある方は社有車を使用　　【増員募集】

ａ＋ｂ200,000円～270,000円

不問 
不問 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）あれば尚可
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求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

アイオ株式会社　大分支社
雇用・労災・健康・厚生 

厚生年金基金 

44010-05728271 14-1129 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

西日本土木　株式会社 雇用・労災・健康・厚生 

44070-00843871 15-1061 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

小野高速印刷　株式会社
雇用・労災・健康・厚生  

退職金共済

44010-04377371 13-1086 正社員 2人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　池永セメント工業所 雇用・労災・健康・厚生 

44010-02839971 15-1109 正社員 1人 なし あり あり

三信産業　株式会社
雇用・労災・健康・厚生・財形 

厚生年金基金 

44010-02228071 13-1134 正社員 1人 なし あり あり　（勤続　3年以上）

ケアバンク　株式会社 雇用・労災・健康・厚生 

44010-01041671 13-1079 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

株式会社　人健メディカルライジン
グ（アルテホールディングスグルー

プ）
雇用・労災・健康・厚生 

44010-00719671 14-1130 正社員 2人 あり あり なし

株式会社　西野物産 雇用・労災・健康・厚生 

44030-00565271 13-1096 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

有限会社　近藤養蜂場 雇用・労災・健康・厚生 

44020-00238771 13-1133 正社員 1人 あり あり なし

大分県大分市 

建築営業員 主に大分県内の一般建築工事（工場や店舗等の
各施設）に係る営業を行います。また、営業活動
の実績等の事務処理（パソコン使用）もあります。
営業活動には社用車（ＡＴ車）または持込み車両を
使用します。

ａ＋ｂ200,000円～350,000円  
営業経験者（業種問
わず経験年数不問）
パソコン（ワード・エク
セル）

 
普通自動車免許（ＡＴ
可）

大分県大分市 

個別指導塾の運営指導 個別指導塾の運営、指導をしていただきます　＊
全国にあるナビー個別指導学院の教室長の仕事
です　　小中学生に向けて学習指導や教室の運営
をしていただきま　す　＊子どもが好きな方、教育
に情熱を持てる方、大歓迎　＊初期研修とフォ
ローＵＰ、研修と段階を踏んでいくので、　未経験
から安心して始めて頂けます　＊普通自動車運転
免許のある方は社用車を使用　　【増員募集】

ａ＋ｂ200,000円～270,000円

不問 

不問 
（普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）あれば尚
可）

大分県大分市 

営業員 ・県内の医療施設・福祉施設への営業（ルート営
業）と納品　業務（介護器具、ベッド等）　・利用者
様宅への納品業務　　＊営業車あります　　＊雇
用開始日は平成２９年１月以降となります

ａ＋ｂ180,000円～196,000円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

大分県大分市 

営業員（大分市・大分中央営業
所）

大分県大分市向原沖にある「大分中央営業所」に
て　建設用仮設機材（足場）のルートセールス

ａ＋ｂ202,000円～232,000円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

大分県大分市 

営業 県内の建設業者に対してコンクリート製品の販売
を行います　　・ルート営業及び新規顧客の開拓
業務　・見積作成、受注後の出荷管理、代金回収
業務　　※入社後、製造現場で数ヶ月程度、製品
を覚えていただく為の研修を行います

ａ＋ｂ240,000円～300,000円

 
営業経験者

 
普通免許（ＡＴ限定可
能）（車持込み出来る
方）

大分県大分市 

同窓会支援事業営業員（大分）
・高校、大学、専門学校の同窓会活動サポート全
般　・管理校訪問及び新規開拓　　※県外の宿泊
出張あり（１～２泊）

ａ＋ｂ240,000円～300,000円  
パソコン（Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃ
ｅｌ、Ｗｅｂ）基本操作で
きる方（職務経験不
問）

 
普通自動車免許

大分県杵築市 

営業・企画　＜急募＞ ○営業および企画業務全般　・商品の企画、提
案、見積書作成　・販売促進の営業活動　・新規取
引先開拓　・取引先への対応　・伝票入力、配達業
務、催事など　　　　＊応募にはハローワークの紹
介状が必要です。

ａ＋ｂ180,000円～250,000円  
パソコン操作のできる
方（入力程度）　＊営
業経験者優遇

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定不可）

大分県大分市 

企画営業・マネジメント 既存の顧客（メーカー）ＯＥＭ商品に対する、企画
参加業務や製品化における提案業務を行います。
また弊社製品の紹介や技術の紹介等の企画営業
及びマネジメント全般業務を行います。

ａ＋ｂ150,600円～300,000円  
営業又は食品メー
カー、流通業で開発、
品質管理、生産管理
の経験がある方

不問 大分県中津市 

営業員（正社員） 官公庁病院、一般病院での　・医療機器、医療消
耗品などの医療情報提供　・商品の説明、販売交
渉等をしていただきます　　＊医療知識、資格は必
要ありません　　少しでも医療に興味がある方歓
迎です

ａ＋ｂ188,000円～233,000円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）
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求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

西日本土木　株式会社 雇用・労災・健康・厚生 

44070-01171971 15-1061 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　福祉の杜いまじん 雇用・労災・健康・厚生 

44010-03917571 13-1041 正社員 1人 あり あり なし

医療法人　大分記念病院 雇用・労災・健康・厚生 

44010-03974371 16-1051 正社員 3人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

医療法人　大分記念病院 雇用・労災・健康・厚生 

44010-03978771 16-1051 正社員 3人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

医療法人　大分記念病院 雇用・労災・健康・厚生 

44010-01295471 16-1051 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

医療法人社団　仁泉会　畑病院 雇用・労災・健康・厚生 

44020-01860771 15-1131 正社員 1人 あり あり あり

株式会社　福祉の杜いまじん 雇用・労災・健康・厚生 

44010-03918471 13-1041 正社員 2人 あり あり なし

有限会社　木下 雇用・労災・健康・厚生 

44020-00915171 16-1048 正社員 1人 あり あり なし

砕石営業・事務員（国東工場）
砕石の営業と事務作業を主に行って頂きます。
入社当初は、商品知識や出荷方法の知識、顧客
情報等を習得して頂きます。業務習得後は１人体
制で営業活動を行います。また、営業活動の実績
等の事務処理も行います。訪問先は企業（建設会
社）の得意先回りになります。　営業エリアは、大
分県内（主に県北地域）で社用車を（軽自動車）使
用します。

ａ＋ｂ200,000円～262,000円

不問 
パソコン（ワード・エク
セル）なお可　営業経
験あればなお可

 
普通自動車免許（ＡＴ
可）

大分県国東市 

大分県大分市 

介護福祉士（森のコーラス・はや
の里）

デイサービス「森のコーラス」および住宅型有料老
人ホーム「はやの里」での業務（所在地同一です：
大分市羽屋）　　「森のコーラス」　簡単な機能訓
練、レクレーション、入浴介助、食事介助、　排泄
介助等　介護業務全般　　「はやの里」　生活介
助、入浴介助、食事介助、排泄介助等　介護業務
全般

ａ＋ｂ153,000円～153,000円

不問 
 
介護福祉士

大分県大分市 

看護補助者
入院患者さまの入浴、食事、排泄、その他看護補
助業務一般　　＊就業時間は４交替制です

ａ＋ｂ140,000円～160,000円

不問 

 
介護職員初任者研修
（旧ホームヘルパー２
級）以上、　または介護
福祉士

大分県大分市 
大分県別府市

介護福祉士
・食事介助　・入浴介助　・送迎　・清拭　・ベッドメ
イキング　等

ａ＋ｂ153,000円～173,000円
 
介護福祉士業務経験
者

 
介護福祉士

大分県大分市 

介護職員（大分市・別府市）
有料老人ホーム入所者の介護業務全般　　【賃金
ｂ欄：資格手当詳細】　初任者研修修了者（ヘル
パー２級）：２，０００円　初任者研修修了者（ヘル
パー１級）：３，０００円　介護福祉士：５，０００円
喀痰吸引手当：５，０００円　　＊ケアいまじん南大
分新オープンに伴い職員募集！

ａ＋ｂ167,000円～190,000円

 
Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌが扱え
る方　職務経験不問

 
初任者研修（ヘルパー２
級）以上
普通自動車免許（ＡＴ
可）

大分県別府市 

生活相談員 ○デイサービスにおける生活相談員業務全般　・
利用者の相談業務および計画書等の書類整備　・
介護業務（食事、入浴、排泄等の介助）　・利用者
の送迎業務（軽自動車使用、送迎範囲は別府市
内）　　　　　　＊応募にはハローワークの紹介状が
必要です。

ａ＋ｂ162,000円～175,000円

不問 

 
介護支援専門員・社会
福祉士・社会福祉主事
のいずれか　普通自動
車免許（ＡＴ限定可）

大分県別府市 

デイサービス管理者候補（大分
市・別府市） デイサービスでの主任兼管理者業務　　【賃金ｂ

欄：資格手当詳細】　介護福祉士　：５，０００円　喀
痰吸引資格：５，０００円　基礎研修　　：３，０００円
実務者研修　：３，０００円　ヘルパー１級：３，０００
円

ａ＋ｂ178,000円～220,000円
 
Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌが扱え
ること　介護経験が３
年以上あること

 
介護福祉士、介護支援
専門員、社会福祉士、
正看護師、　理学療法
士、作業療法士　のい
ずれか　普通自動車免
許（ＡＴ限定可）

大分県別府市 
大分県大分市

介護職（デイケア・メディケア別
府） ◆通所リハビリテーション施設での介護業務全般

・リハビリの補助　・食事介助、入浴介助、更衣介
助、排せつの介助、　・レクレーションの参加　他
＊施設の車（ハイエース等）での送迎業務があり
ます。　　　　＊応募には、ハローワークの紹介状
が必要です。

ａ＋ｂ166,000円～200,000円

不問 
 
介護福祉士　普通自動
車免許（ＡＴ限定可）
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ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

医療法人社団　仁泉会　畑病院 雇用・労災・健康・厚生 

44020-00102071 15-1131 正社員 2人 あり あり あり　（勤続　2年以上）

医療法人社団　仁泉会　畑病院 雇用・労災・健康・厚生 

44020-00134271 15-1131 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　2年以上）

医療法人社団　仁泉会　畑病院 雇用・労災・健康・厚生 

44020-00137071 15-1131 正社員 2人 あり あり あり　（勤続　2年以上）

株式会社　エスティーエスユナイ
テッド

雇用・労災・健康・厚生 

44030-00754571 16-1132 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　マルモ（森の棲家） 雇用・労災・健康・厚生 

44040-00990571 16-1126 正社員 1人 あり あり なし

株式会社　マルモ（森の棲家） 雇用・労災・健康・厚生 

44040-00820771 16-1126 正社員 2人 あり あり なし

医療法人　六和会　老人保健施設
センテナリアン

雇用・労災・健康・厚生 

44040-00614071 15-1193 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　2年以上）

医療法人　六和会　老人保健施設
センテナリアン

雇用・労災・健康・厚生 

44040-00489671 15-1193 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　2年以上）

介護福祉士（サービス付高齢者
向け住宅ほほえみ） ◆サービス付高齢者向け住宅における介護業務

・身体介助（食事介助、入浴介助、排泄介助、更衣
介助、移　乗介助、口腔ケア、環境整備）　・夜間
見回り、コール対応　・服薬管理　・介護記録の作
成　他　・利用者の送迎あり　　※夜勤は、月３～４
回程度　　＊応募にはハローワークの紹介状が必
要です。

ａ＋ｂ151,000円～185,000円

不問 
　医療、福祉、介護分
野における介護業務
経験者が望ましい

 
介護福祉士免許　普通
自動車免許（ＡＴ限定
可）

大分県別府市 

大分県中津市 

介護職員（介護福祉士） ○当施設利用者の介護業務　・介護業務（食事、
排泄、入浴等の介助）　・病院受診等への送迎　・
介護記録等の記録業務　・夜勤業務　　　　【画像
情報をハローワークの求人検索機でご覧になれま
す】
「介護」

ａ＋ｂ170,000円～190,000円

不問 
（経験者尚可）

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）　介護福祉士

大分県日田市 

介護職員（有料老人ホーム
ガーデンヴィラおぐす） 利用者の排泄・食事・口腔ケア・入浴（洗髪や体を

洗う）・着脱・移動介助・移乗（ベットや車いす）介助
等の介護業務全般を行っていただきます。また、
お掃除、洗濯等の業務もあります。（定員６５名）

ａ＋ｂ133,000円～256,000円
 
夜勤勤務できる方
（介護経験者であれ
ば尚可）

 
ヘルパー２級・介護福祉
士・ヘルパー１級・准看
護師のいずれかの資格
者

大分県別府市 

介護職（介護福祉士）（小規模多
機能型居宅介護事業所） ◆小規模多機能型居宅介護事業所における介護

業務　・身体介助（食事介助、入浴介助、排泄介
助、更衣介助、移　乗介助、口腔ケア、環境整備）
・夜間見回り、コール対応　・服薬管理　・介護記録
の作成　他　・利用者の送迎あり　　※夜勤は、月
３～４回程度　　＊応募にはハローワークの紹介
状が必要です。

ａ＋ｂ166,000円～200,000円

不問 
　医療、福祉、介護分
野における介護業務
経験者が望ましい

 
介護福祉士免許　普通
自動車免許（ＡＴ限定
可）

大分県別府市 

介護福祉士（病院）
◆病棟での入院患者さんに対する介護業務（療養
病棟）　・身体介助（食事介助、入浴介助、排泄介
助、更衣介助、移　乗介助、口腔ケア、環境整備）
・夜間見回り、コール対応　・服薬管理　・介護記録
の作成　他　　＊夜勤就業は、月３回～４回程度
＊就業時間は相談に応じます。　　＊応募にはハ
ローワークの紹介状が必要です。

ａ＋ｂ166,000円～200,000円

不問 
　経験者優遇

 
介護福祉士免許

大分県日田市 

介護職（デイケア） ○介護老人保健施設での介護業務　・通所リハビ
リテーション施設利用者の　　食事、入浴等の介護
及びレクレーション関連業務　　　【画像情報をハ
ローワークの求人検索機でご覧になれます】
「介護」

ａ＋ｂ149,000円～159,000円

不問 

不問 
介護福祉士資格者は採
用面、賃金面で優遇し
ます

大分県日田市 

介護職
○介護老人保健施設での介護業務　・入居者の
生活上のお世話及び介護ほか　　　【画像情報を
ハローワークの求人検索機でご覧になれます】
「介護」

ａ＋ｂ139,000円～159,000円

 
介護職の勤務経験者

不問 
介護福祉士免許取得者
は採用、賃金面で優遇

大分県日田市 

介護職員 ○当施設利用者の介護業務　・介護業務（食事、
排泄、入浴等の介助）　・病院受診等への送迎　・
介護記録等の記録業務　　＊夜勤については相
談に応じます　　【画像情報をハローワークの求人
検索機でご覧になれます】
「介護」

ａ＋ｂ155,000円～175,000円
不問 
（経験者尚可、ブラン
クのある方、経験の
浅い方でも可）

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）　介護職員初任者
研修（旧ヘルパー２級）
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求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

有限会社　夢のおと 雇用・労災・健康・厚生 

44060-01390171 15-1022 正社員 1人 あり あり なし

有限会社　夢のおと 雇用・労災・健康・厚生 

44060-00846371 15-1022 正社員 1人 あり あり なし

有限会社　夢のおと 雇用・労災・健康・厚生 

44060-00847671 15-1022 正社員 1人 あり あり なし

有限会社　夢のおと 雇用・労災・健康・厚生 

44060-00280371 15-1022 正社員 1人 あり あり なし

社会福祉法人　孝寿福祉会（美晴
が丘・荻の苑）

雇用・労災・健康・厚生  
退職金共済

44080-00071271 15-1059 正社員 4人 あり あり あり　（勤続　1年以上）

社会福祉法人　孝寿福祉会（美晴
が丘・荻の苑）

雇用・労災・健康・厚生 
退職金共済

44080-00072971 15-1059 正社員 2人 あり あり あり　（勤続　1年以上）

医療法人　積善会　老人保健施設
希の里

雇用・労災・健康・厚生  
退職金共済

44070-01056971 15-1211 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

株式会社　日豊ケアサービス
雇用・労災・健康・厚生  

退職金共済

44070-01138971 14-1037 正社員 2人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

医療法人　新生会　高田中央病院
雇用・労災・健康・厚生 

税制適格年金 

44070-00716271 15-1210 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　2年以上）

介護職員（デイサービスセンター
明日風） デイサービスセンターでの介護業務　・食事、入

浴、排泄等の介助　・レクリエーション活動の支援
＊１日の利用者数は２０名程度です。

ａ＋ｂ125,500円～155,500円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ
可）

大分県臼杵市 

大分県臼杵市 

ケアワーカー（介護員）
・入居者、利用者の生活支援
・入居者、利用者の介護
・レクレーション、リハビリ等介助
＊就業時間１～４のローテーション
＊事前に履歴書・紹介状を送付して下さい。書類
選考後７日　程度で面接日時等を通知します。
（震災被災者対象併用求人）　＊応募について
は、ハローワークの紹介状が必要です。

ａ＋ｂ143,000円～220,000円

 
不問（介護関係の資
格取得意欲のある方
歓迎）

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）　　　　　介護福祉
士資格所持者優遇

大分県竹田市 

介護支援専門員（介護相談セン
ター明日風） 「介護相談センター明日風」での介護支援専門員

業務を行います。　・ケアプランの立案、作成業務
・関連機関との連携調整業務　・各種申請手続き
等の業務　・その他の事務等の業務

ａ＋ｂ140,500円～190,500円

不問 
 
介護支援専門員

大分県臼杵市 

介護職員（グループホーム明日
風）

・認知症のある利用者１８名が共同生活をするグ
ループホームでの日常生活上のお世話や介護業
務　　＊（４）１６：００～８：３０　＊就業時間（１）～
（４）のローテーション勤務　＊初めての方も歓迎し
ます。充実した研修制度がありますので、安心して
働けます。

ａ＋ｂ125,500円～155,500円

不問 
夜勤経験者優遇

 
普通自動車免許（ＡＴ
可）

大分県臼杵市 

介護職員（共同生活ホーム明日
風） サービス付き高齢者住宅に入居されている方の日

常のお世話及び介護業務全般　（入居者は３０名
程度）　　＊就業時間（４）１６：００～８：３０（月に２
～４回）　＊就業時間（１）（２）（３）（４）のローテー
ション　＊経験者、有資格者優遇

ａ＋ｂ125,500円～155,500円

不問 不問 

大分県豊後高田市 

介護職員（デイケア菜の花）
デイケア施設にて食事・入浴介助・排泄介助等の
生活援助を行います。また、レクリエーションや行
事等を通じて充実した生活が出来るように支援し
ます。　デイサービス利用者約４５人に対し、職員
１３名体制です。

ａ＋ｂ155,500円～176,000円

不問 
経験者なお可

不問 大分県豊後高田市 

看護・介護職員（サンライフオ
リーブ高田）

住居型有料老人ホーム入居者（定員４０名）の食
事・排泄・入浴等生活に必要な援助を行います。
また、レクリエーション等の行事を通じて充実した
生活が出来るように支援します。准看護師免許所
持者はバイタルチェック等の健康管理も行ってい
ただきます。

ａ＋ｂ143,000円～195,000円

不問 

 
准看護師・介護福祉士・
介護職員初任者研修修
了者（ヘルパー２級相
当）以上のいずれか

大分県竹田市 

介護員（入所部門） 施設に入所している要介護高齢者の方に対する
日常生活介護の業務です。食事・入浴・排泄・リハ
ビリ等の介助やレクリエーション活動等を通して充
実した生活ができるように支援します。また、ケア
プラン作成の補助業務もしていただきます。９６名
の入所者に対して、職員（看護・介護）３０人程度
（夜勤４人）の体制で業務を行います。

ａ＋ｂ161,500円～161,500円

不問 
 
介護福祉士

大分県豊後高田市 

ケアワーカー（介護員） ・入居者の生活支援及び介護　・レクレーション、リ
ハビリの提供　・その他関連業務　・夜勤あり（４～
５回／月）　　＊休憩室、ロッカー等充実　　　ホー
ムページ　ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｏｇｉｎｏｅｎ．ｊｐ

ａ＋ｂ143,000円～220,000円

不問 
経験者優遇

 
介護福祉士資格所持者
優遇　普通自動車運転
免許（ＡＴ限定可）
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求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

医療法人　新生会　高田中央病院
雇用・労災・健康・厚生 

税制適格年金 

44070-00717971 15-1210 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　2年以上）

株式会社　日豊ケアサービス
雇用・労災・健康・厚生 

退職金共済

44070-00180571 14-1037 正社員 2人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

社会福祉法人　一心会
雇用・労災・健康・厚生  

退職金共済

44020-01094471 16-1146 正社員 5人 あり あり あり

株式会社　日豊ケアサービス
雇用・労災・健康・厚生 

退職金共済

44070-00703671 14-1037 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

社会福祉法人　安岐の郷
雇用・労災・健康・厚生・財形  

退職金共済

44020-01393271 15-1026 正社員 2人 あり あり あり　（勤続　1年以上）

医療法人　堀田医院 雇用・労災・健康・厚生 

44020-00122471 15-1126 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　マルモ（森の棲家） 雇用・労災・健康・厚生 

44040-00832171 16-1126 正社員 1人 あり あり なし

有限会社　夢のおと 雇用・労災・健康・厚生 

44060-00279971 15-1022 正社員 1人 あり あり なし

大分県杵築市 

看護・介護職員（デイサービス
オリーブ宇佐） デイサービス施設における食事介助・排泄介助・

入浴介助など日常生活の援助を行います。正看
護師免許・准看護師免許者はバイタルチェック等
の健康管理も行っていただきます。また、運転免
許のある方は施設来所者の送迎を行う業務もあり
ます。なお送迎には社用車（軽及び普通車ワゴン）
を使用します。デイサービス利用者は１日平均２５
名程度・職員は８名体制です。

ａ＋ｂ143,000円～170,000円

不問 

不問 
看護師・准看護師・介護
福祉士・介護職員初任
者研修修了者（ヘル
パー２級相当）なお可
普通自動車免許（ＡＴ
可）なお可

大分県宇佐市 

介護職員（心助園）≪急　募≫ ◇特別養護老人ホームにての介護業務　・利用者
に対する各種介助　　（食事、入浴、排泄、更衣、
移乗、口腔ケア　等）　　シーツ交換　・介護記録の
作成　　※夜勤は月平均４回程度となります。
＊応募には、ハローワークの紹介状が必要です。

ａ＋ｂ151,200円～248,400円
不問 
　＊施設勤務経験者
優遇（１年以上）

 
介護福祉士　介護職員
初任者研修修了者（ヘ
ルパー２級相当）

大分県豊後高田市 

看護・介護職員／（ケアプレイス・
オリーブ） 介護付有料老人ホーム入居者（５４名）の食事・排

泄・入浴等生活に必要な援助を行います。また、レ
クリエーション等の行事を通じて充実した生活が出
来るように支援します。准看護師免許所持者はバ
イタルチェック等の健康管理も行っていただきま
す。　職員体制は、看護職員・介護職員等を含め３
０名体制となります。

ａ＋ｂ143,000円～195,000円

不問 

 
准看護師・介護福祉士・
介護職員初任者研修修
了者（ヘルパー２級相
当）以上いずれか

大分県豊後高田市 

介護福祉士（デイケア菜の花） デイケア施設にて食事・入浴介助・排泄介助等の
生活援助を行います。また、レクリエーションや行
事等を通じて充実した生活が出来るように支援し
ます。　デイサービス利用者約４５人に対し、職員
１３名体制です。

ａ＋ｂ175,000円～187,000円

 
経験者（３年以上）

 
介護福祉士

大分県日田市 

ホームヘルパー（ヘルパース
テーション明日風） ヘルパーステーション明日風でのホームヘルパー

業務　・訪問介護の利用者宅にて入浴介助などの
ホームヘルパーと　しての介護業務　　＊自家用
車を利用しての業務です（燃料費、車両手当は支
給　します。詳細は面接時に説明）。

ａ＋ｂ125,500円～153,000円

不問 

 
・普通自動車免許必須
・介護福祉士又はホー
ムヘルパー１級又は
ホームヘルパー２級

大分県臼杵市 

サービス提供責任者 ・訪問介護サービス提供責任者業務　・訪問介護
業務（食事、排泄、入浴等の介助）　・訪問介護全
般の管理（スケジュール等）　・関係書類作成等
【画像情報をハローワークの求人検索機でご覧に
なれます】
「介護」

ａ＋ｂ190,000円～230,000円
不問 
（経験者尚可、ブラン
クのある方、経験の
浅い方でも可）

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）　介護福祉士、ヘ
ルパー１級、介護職員
実務者研修、正看護
師、准看護師のいづれ
か１つ

大分県国東市 

介護職員（大樹） ◆介護老人保健介護施設における介護業務全般
・身体介助（食事、入浴、更衣、トイレ、体位交換、
移乗、　口腔ケア　等）　・リクレーションの参画　・
施設内各種年間行事の手伝い（車による外出有）
・介護記録の作成　　＊介護施設は夜勤あり（月４
～５回程度、２名体制）　　　＊応募には、ハロー
ワークの紹介状が必要です。

ａ＋ｂ147,000円～159,750円

不問 
　＊経験者尚良し

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）
＊介護福祉士資格者優
遇

大分県国東市 

介護職　（正社員）
◆特別養護老人ホーム内における高齢者の介護
業務全般、生　活支援業務など　　＊交替制全シ
フト【就業時間（１）～（４）】に対応可能な　方希望
＊応募にはハローワークの紹介状が必要です。

ａ＋ｂ152,000円～172,000円

不問 
　経験者優遇

不問 
　介護福祉士資格あれ
ば尚良し



50／82

求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

株式会社　日豊ケアサービス 雇用・労災・健康・厚生 

44070-01135771 14-1037 正社員 1人 なし あり なし

医療法人社団　三杏会　仁医会病
院

雇用・労災・健康・厚生・財形 

44010-04935671 15-1150 正社員 2人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

6.32001E+12 医療法人　中津第一病院 雇用・労災・健康・厚生 

44030-01176671 15-1178 正社員 2人 なし あり あり　（勤続　3年以上）

6.32001E+12 医療法人　中津第一病院 雇用・労災・健康・厚生 

44030-01181171 15-1178 正社員 1人 なし あり あり　（勤続　3年以上）

6.32001E+12 医療法人　中津第一病院 雇用・労災・健康・厚生 

44030-01182071 15-1178 正社員 2人 なし あり あり　（勤続　3年以上）

医療法人　新生会　高田中央病院
雇用・労災・健康・厚生 

税制適格年金 

44070-00127971 15-1210 正社員 2人 あり あり あり　（勤続　2年以上）

株式会社　スリーキャン 雇用・労災・健康・厚生 

44010-06148971 16-1099 正社員 3人 あり なし なし

株式会社　メイクアイ 雇用・労災・健康・厚生 

44010-03164971 16-1100 正社員 1人 あり なし なし

大分県中津市 

看護助手（内科病棟） 看護師の指示のもとに、内科病棟において、入院
患者のおむつ交換、入浴介助、食事の配膳・下
膳、シーツ・枕カバーの交換等の環境整備等、看
護助手としての患者の日常生活全般にわたる介
助業務を行います。

ａ＋ｂ124,500円～151,500円

不問 
不問 
（ヘルパー資格あれば
優遇）

大分県中津市 

透析室助手 シーツ交換、ベッドメーキング等、トイレ清掃、廃棄
物回収、患者さんの移動やその他業務等の透析
室における看護補助業務及び雑務（看護師の指
示に従い、患者のテープ貼りの補助やガーゼ切り
等）を行います。

ａ＋ｂ124,500円～151,500円

不問 
不問 
（ヘルパー資格あれば
優遇）

大分県宇佐市 

看護補助員
・病棟、透析室、通所リハビリテーションでの看護
補助　・入浴介助

ａ＋ｂ123,000円～143,000円

不問 不問 大分県大分市 

ホームヘルパー ケアプレイスオリーブ出勤後、宇佐・豊後高田市内
の在宅高齢者宅を訪問して食事・入浴・排泄等の
身体介助や洗濯・掃除・買物等の日常生活に必要
な支援業務を行います。　社用車（軽）または持ち
込み車両を使用して訪問します。　その他、在宅
訪問先都合で早朝勤務および夜間勤務がある場
合もあります。

ａ＋ｂ150,000円～180,000円

不問 
土・日・祝日出勤可能
な方なお可

 
准看護師・介護福祉士・
介護職員初任者研修修
了者（ヘルパー２級相
当）以上　普通自動車免
許（ＡＴ可）

大分県大分市 

まつ毛エクステ技術者（大分市・
フレスポ春日浦店）

大分市王子北町にあるフレスポ春日浦内の「メイ
クアイ　フレスポ春日浦店」にて　まつ毛エクステン
ションの施術　　社内独自のマニュアルがあり、マ
ンツーマンで指導していますので未経験の方でも
安心です。　　＊サロン見学も可能です　　＊土日
祝日勤務可能な方優遇

ａ＋ｂ155,000円～155,000円

不問 
 
美容師免許

大分県大分市 

ヘアカラー技術者（大分市志村） 大分市志村にある「ヘアカラー専門店いつでもカ
ラー」にて　・ヘアカラー技術者としてのお仕事です
・お客様の希望、髪の状態からカラーの提案、カ
ラー剤の塗　布、シャンプーまで行います　・カラー
専門店なので、カット、セット、ブロー等の技術は
必要ありません。経験の浅い方やブランクのある
方も安心　して働くことができます。　■子育て世
代の方の勤務日数や時間は相談に応じます　■
社会保険完備（雇用・労災・厚生年金・健康保険）
■昇給あり■自社研修スタジオあり■教育カリ
キュラムあり

ａ＋ｂ135,000円～135,000円

不問 
 
美容師免許又は理容師
免許

大分県中津市 

看護補助員（病棟）
病棟にて、看護師の指示のもとに患者様のシー
ツ・枕カバーの交換、食事の配膳・下膳、食事・入
浴・排泄介助等の身の回りのお世話をします。患
者様１０名に対して１名体制で行います。

ａ＋ｂ145,000円～165,000円

不問 不問 大分県豊後高田市 

ケア・ワーカー（看護助手・内科）
医師や看護師の指示のもとに、おむつ交換、入浴
介助等の補助業務や、食事の配膳・下膳、シーツ
交換等、環境回りの整備、患者さんの日常生活全
般にわたる介助全般業務を行います。

ａ＋ｂ124,500円～151,500円

不問 
不問 
（ヘルパー資格あれば
優遇）
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求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

株式会社　スリーキャン 雇用・労災・健康・厚生 

44010-00070171 16-1099 正社員 2人 あり なし なし

株式会社　スリーキャン 雇用・労災・健康・厚生 

44010-00076771 16-1099 正社員 2人 あり なし なし

株式会社　スリーキャン 雇用・労災・健康・厚生 

44010-00081671 16-1099 正社員 2人 あり なし なし

株式会社　スリーキャン 雇用・労災・健康・厚生 

44010-00083471 16-1099 正社員 2人 あり なし なし

株式会社　メイクアイ 雇用・労災・健康・厚生 

44010-00087971 16-1100 正社員 1人 あり なし なし

株式会社　メイクアイ 雇用・労災・健康・厚生 

44010-00091771 16-1100 正社員 1人 あり なし なし

株式会社　メイクアイ 雇用・労災・健康・厚生 

44010-00113771 16-1100 正社員 1人 あり なし なし

大分県大分市 

美容アシスタント（大分市・美容
室璃宮フレスポ春日浦店」）

大分市王子北町にあるフレスポ春日浦内の「美容
室璃宮フレスポ春日浦店」での美容業アシスタント
業務全般　■カット、カラー、パーマを行う技術者
の補助　■店内清掃　　■用具の準備　など　初
めての方も本部研修施設での充実した研修制度
により丁寧に指導しますのでご安心下さい。最短１
年でのスタイリストデビューも可能です。　■社会
保険完備（雇用・労災・厚生年金・健康保険）　■
昇給有り■自社研修スタジオ有り■教育カリキュ
ラム有り　■定期的な講習会や勉強会あり

ａ＋ｂ135,000円～135,000円

不問 
 
美容師免許

大分県大分市 

美容スタイリスト（大分市・美容
室璃宮フレスポ春日浦店」）

大分市王子北町にあるフレスポ春日浦の「美容室
璃宮」でのスタイリスト業務　　当社ではあなたに
合った働き方、しっかりとした研修もご用意してあ
ります。　中途採用のスタッフが多いのですが、ス
タッフ同士の仲も良く、離職率が低いので安心して
ご応募下さい。　■社会保険完備（雇用・労災・厚
生年金・健康保険）　■昇給有り　■自社研修スタ
ジオ有り　■教育キャリキュラムあり、定期的な講
習会や勉強会あり

ａ＋ｂ165,000円～225,000円

不問 
 
美容師免許

大分県大分市 

美容スタイリスト（大分市中央
町・セントポルタ）

大分市中央町　いずみやビル２Ｆの「トランスモード
セントポルタ」にて　美容室でのスタイリスト業務
当社ではあなたに合った働き方、しっかりとした研
修もご用意してあります。中途採用のスタッフが多
いのですが、スタッフ同士の仲も良く、離職率が低
いので安心してご応募下さい。　■社会保険完備
（雇用・労災・厚生年金・健康保険）　■昇給有り■
自社研修スタジオ有り　■教育カリキュラム有り■
定期的な講習会や勉強会あり

ａ＋ｂ165,000円～225,000円

不問 
 
美容師免許

大分県大分市 

美容スタイリスト（大分市森町） 大分市森町の美容複合施設エラシーパレット内「ト
ランスモード」にて　美容室でのスタイリスト業務
当社ではあなたに合った働き方、しっかりとした研
修もご用意してあります。　中途採用のスタッフが
多いのですが、スタッフ同士の仲も良く、離職率が
低いので安心してご応募して下さい。　　■社会保
険完備（雇用・労災・厚生年金・健康保険）　■昇
給有り■自社研修スタジオ有り　■教育カリキュラ
ム有り■定期的な講習会や勉強会あり

ａ＋ｂ165,000円～225,000円

不問 
 
美容師免許

大分県大分市 

まつ毛エクステ技術者（大分市・
トキハわさだタウン店） 大分市玉沢にあるトキハわさだタウン内の「メイク

アイ大分わさだタウン店」にて　まつ毛エクステン
ションの施術　　社内独自のマニュアルがあり、マ
ンツーマンで指導していますので、未経験の方で
も安心です。　　＊土日祝日勤務可能な方優遇

ａ＋ｂ155,000円～155,000円

不問 
 
美容師免許

大分県大分市 

まつ毛エクステ技術者（大分市・
大分東店） 大分市大字森町にある「メイクアイ大分東店」にて

まつ毛エクステンションの施術　　社内独自のマ
ニュアルがあり、マンツーマンで指導していますの
で未経験の方でも安心です。　　＊サロン見学も可
能です　　＊土日祝日勤務可能な方優遇

ａ＋ｂ155,000円～155,000円

不問 
 
美容師免許

大分県大分市 

まつ毛エクステ技術者（大分市・
大分本店） 大分市中央町１丁目にある「メイクアイ大分本店」

にて　まつ毛エクステンションの施術　　社内独自
のマニュアルがあり、マンツーマンで指導していま
すので未経験の方でも安心です。　　＊サロン見
学も可能です　　＊土日祝日勤務可能な方優遇

ａ＋ｂ155,000円～155,000円

不問 
 
美容師免許
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求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

株式会社　メイクアイ 雇用・労災・健康・厚生 

44010-06130971 16-1100 正社員 2人 あり なし なし

つるみ観光　株式会社　ホテル白菊
雇用・労災・健康・厚生・財形 

確定給付年金 

44020-01633271 14-1030 正社員 1人 あり なし あり　（勤続　5年以上）

株式会社　スピードネイル九州 雇用・労災・健康・厚生 

44010-00129671 16-1101 正社員 2人 あり なし なし

株式会社　スピードネイル九州 雇用・労災・健康・厚生 

44010-00130771 16-1101 正社員 2人 あり なし なし

株式会社　スピードネイル九州 雇用・労災・健康・厚生 

44010-00133971 16-1101 正社員 2人 あり なし なし

株式会社　スピードネイル九州 雇用・労災・健康・厚生 

44010-00134171 16-1101 正社員 2人 あり なし なし

株式会社　スピードネイル九州 雇用・労災・健康・厚生 

44010-00139471 16-1101 正社員 2人 あり なし なし

まつ毛エクステ技術者（中津市・
ゆめタウン中津店） 「メイクアイ　ゆめタウン中津店（中津市蛭子町）」

にて、まつ毛エクステンションの施術　＊社内独自
のマニュアルがあり、マンツーマンで指導していま
すので未経験の方でも安心です。　＊土日祝日勤
務可能な方優遇　　・美容師の資格・経験を活かし
つつ、私たちと一緒に新しい　お店づくりをしてみ
ませんか。　・「未経験者でもわかりやすい♪」と評
判の独自の研修カリ　キュラムでお教えしますの
で安心してサロンデビューして　いただくことができ
ます。

ａ＋ｂ155,000円～155,000円

不問 
 
美容師免許

大分県中津市 

大分県大分市 

ネイリスト（大分市・パラジェル大
分東店）

大分市森町の「パラジェル大分東店」にて　ネイル
専門店でのネイル業務全般　・ネイルサロンワーク
・受付、電話応対　等　　※土・日・祝に勤務できる
方優遇　　＊来春（平成２９年）リニューアルオープ
ン予定　　★月額支給額１８万円～２０万円程度に
なります

ａ＋ｂ170,000円～170,000円  
３年以上の実務経験
者もしくはネイル検定
２級以上の有資格者
ブランクがある方もＯ
Ｋ

 
ネイル検定２級以上もし
くは実務経験者（３年以
上）　（ネイル１級有資格
者優遇）

大分県大分市 

ネイリスト（大分市・大分本店） 大分市中央町の「スピードネイル大分本店」にて
ネイル専門店でのネイル業務全般　・ネイルサロン
ワーク　・受付、電話応対　等　　※土・日・祝に勤
務できる方優遇　　＊就業時間が２２時に関わる
場合は１８歳以上を募集　（労働基準法６１条によ
り１８歳未満の深夜業務等が禁止）　　★月額支給
額１５万円～１７万円程度になります

ａ＋ｂ135,000円～135,000円

 
実務経験者もしくはネ
イル検定２級以上の
有資格者

 
ネイル検定２級以上若し
くは実務経験者　（ネイ
ル１級有資格者、実務
経験１年以上優遇）

大分県別府市 

ネイリスト（大分市・トキハわさだ
タウン店） 大分市玉沢のわさだタウン２Ｆ　「パラジェル　トキ

ハわさだタウン店」にて　ネイル専門店でのネイル
業務全般　・ネイルサロンワーク　・受付、電話応
対　等　　※土・日・祝に勤務できる方優遇　　★月
額支給額１８万円～２０万円程度になります

ａ＋ｂ170,000円～170,000円  
３年以上の実務経験
者もしくはネイル検定
２級以上の有資格者
ブランクがある方もＯ
Ｋ

 
ネイル検定２級以上もし
くは実務経験者（３年以
上）　（ネイル１級資格者
優遇）

大分県大分市 

エステティシャン ○エステ業務全般（フェイス・ボディ・フットケアー
等）　○ホテル白菊直営のリラクゼーションサロン
での勤務です。　○アロマオイルを使用した施術
が主です。　○ワックス脱毛の施術　　＊未経験者
は丁寧に指導いたします　　　　＊応募にはハロー
ワークの紹介状が必要です。

ａ＋ｂ150,000円～170,000円

不問 
　＊経験者優遇

不問 
　＊エステ関係の資格
保持者優遇

大分県大分市 

ネイリスト（別府市・ゆめタウン別
府店） 別府市楠町にあるゆめタウン別府店内の「スピー

ドネイル　ゆめタウン別府店」にてネイル業務全般
・ネイルサロンワーク　・受付、電話応対　等　　※
土・日・祝に勤務できる方優遇　　＊就業時間が２
２時に関わる場合は１８歳以上を募集　（労働基準
法６１条により１８歳未満の深夜業務等が禁止）
★月額支給額１５万円～１７万円程度になります

ａ＋ｂ135,000円～135,000円

 
実務経験者もしくはネ
イル検定２級以上の
有資格者

 
ネイル検定２級以上もし
くは実務経験者　（ネイ
ル１級有資格者、実務
経験１年以上優遇）

大分県別府市 

ネイリスト（大分市・フレスポ春日
浦店） 大分市王子北町の「スマイルネイルフレスポ春日

浦店」にて　ネイル専門店でのネイル業務全般　・
ネイルサロンワーク　・受付、電話応対　等　　※
土・日・祝に勤務できる方優遇　　＊就業時間が２
２時に関わる場合は１８歳以上を募集　（労働基準
法６１条により１８歳未満の深夜業務等が禁止）
★月額支給額１５万円～１７万円程度になります

ａ＋ｂ135,000円～135,000円

 
実務経験者もしくはネ
イル検定２級以上の
有資格者

 
ネイル検定２級以上もし
くは実務経験者　（ネイ
ル１級有資格者、実務
経験１年以上優遇）
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求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

株式会社　スピードネイル九州 雇用・労災・健康・厚生 

44010-06112871 16-1101 正社員 2人 あり なし なし

株式会社　スリーキャン 雇用・労災・健康・厚生 

44010-00073671 16-1099 正社員 2人 あり なし なし

株式会社　スリーキャン 雇用・労災・健康・厚生 

44010-00077871 16-1099 正社員 2人 あり なし なし

株式会社　フェニックス 雇用・労災・健康・厚生・財形 

46016-01323371 14-1110 正社員 3人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

株式会社　八條 雇用・労災・健康・厚生 

44010-03248671 13-1108 正社員 1人 あり あり なし

株式会社　八條 雇用・労災・健康・厚生 

44010-03249571 13-1108 正社員 1人 あり あり なし

株式会社　八條 雇用・労災・健康・厚生 

44010-03251271 13-1108 正社員 1人 あり あり なし

大分県中津市 

美容アシスタント（大分市森町・ト
ランスモード）

大分市森町の美容複合施設エラシーパレット内「ト
ランスモード」にて美容室での美容業アシスタント
業務全般　■カット、カラー、パーマを行う技術者
の補助　■店内掃除　■用具の準備など　　初め
ての方も本部研修施設での充実した研修制度に
より丁寧に指導しますのでご安心下さい。最短１年
でのスタイリストデビューも可能です。　■社会保
険完備（雇用・労災・厚生年金・健康保険）　■昇
給有り■自社研修スタジオ有り■教育カリキュラ
ム有り■定期的な講習会や勉強会有り

ａ＋ｂ155,000円～155,000円

不問 
 
美容師免許

大分県大分市 

ネイリスト（中津市・ゆめタウン中
津店） 「パラジェル　ゆめタウン中津店（中津市蛭子町）」

【ネイル専門店でのネイル業務全般】　・ネイルサ
ロンワーク　・受付、電話応対　等　　※土・日・祝
に勤務できる方優遇　　　　★月額支給額１８万円
～２０万円程度になります

ａ＋ｂ170,000円～170,000円  
３年以上の実務経験
者もしくはネイル検定
２級以上の有資格者
ブランクがある方もＯ
Ｋ

 
ネイル検定２級以上もし
くは実務経験者（３年以
上）　（ネイル１級資格者
優遇）

大分県大分市 

厨房社員（主任および副料理長）
○当社は、主に地産地消にこだわった料理と、選
りすぐりの豊富なお酒が自慢の和食ダイニングと
カジュアル居酒屋を市内で８店舗営業しておりま
す。　様々な業態の店舗で、繁盛店のノウハウを
身に付けることができます。　　・食材の仕込み、
調理、盛付

ａ＋ｂ235,000円～310,000円

 
調理経験３年以上

不問 大分県大分市 

料理長代理 ○当社は、主に地産地消にこだわった料理と、選
りすぐりの豊富なお酒が自慢の和食ダイニングと
カジュアル居酒屋を市内で８店舗営業しておりま
す。　これまでの経験を生かし、更なる高みを目指
したい方、是非ご応募下さい。　　・食材の仕込
み、調理、盛付　（全国各地から仕入れた様々な
鮮魚や食材を扱います。）　・新しいメニューの企
画開発　・全国各地へ、食材探しの出張　・後輩ス
タッフまたはアルバイトの育成、指導

ａ＋ｂ280,000円～300,000円

 
調理経験３年以上必
要です。　魚をさばく
ことができる事

不問 

大分県大分市 

調理［大分市：遊食豚彩いちにい
さんＪＲおおいたシティ店］ ○「そばつゆ仕立て黒豚しゃぶしゃぶ専門店」での

調理、　　カウンター及びホール接客などのお仕事
です。　　　　　・その他付随する業務　　＊飲食業
界、調理に興味・関心のある方

ａ＋ｂ150,000円～200,000円

不問 
＊仕事内容欄参照

不問 大分県大分市 

美容アシスタント（大分市中央
町・セントポルタ）

大分市中央町　いずみやビル２Ｆの「トランスモード
セントポルタ」にて　美容室での美容業アシスタント
業務全般　■カット、カラー、パーマを行う技術者
の補助　■店内掃除　■用具の準備など　　初め
ての方も本部研修施設での充実した研修制度に
より丁寧に指導しますのでご安心下さい。最短１年
でのスタイリストデビューも可能です。　■社会保
険完備（雇用・労災・厚生年金・健康保険）　■昇
給有り■自社研修スタジオ有り■教育カリキュラ
ム有り

ａ＋ｂ155,000円～155,000円

不問 
 
美容師免許

大分県大分市 

厨房社員 ○当社は、主に地産地消にこだわった料理と、選
りすぐりの豊富なお酒が自慢の和食ダイニングと
カジュアル居酒屋を市内で８店舗営業しておりま
す。　　当社なら安定した月給と、プライベートの充
実（公休６～８日／月）の両立が可能です。　　・食
材の仕込み、調理、盛付

ａ＋ｂ170,000円～190,000円

不問 不問 
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求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

株式会社　八條 雇用・労災・健康・厚生 

44010-00039371 13-1108 正社員 1人 あり あり なし

有限会社　松秀　　『潮騒の宿　晴
海』

雇用・労災・健康・厚生 

44020-00982171 16-1128 正社員 3人 なし なし なし

つるみ観光　株式会社　ホテル白菊
雇用・労災・健康・厚生・財形 

確定給付年金 

44020-00791571 14-1030 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

株式会社　ホテル三泉閣
雇用・労災・健康・厚生 

厚生年金基金 

44020-00628371 14-1094 正社員 2人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

ひなの里　山陽館（株式会社　翼） 雇用・労災・健康・厚生 

44040-00676571 15-1113 正社員 1人 なし あり なし

株式会社　亀の井別荘 雇用・労災・健康・厚生 

44010-05979971 13-1104 正社員 1人 あり あり あり

有限会社　夢想園産業（山のホテル
夢想園）

雇用・労災・健康・厚生  
退職金共済

44010-03670971 13-1130 正社員 2人 あり あり なし

株式会社　翼 雇用・労災・健康・厚生 

44020-01108571 14-1008 正社員 1人 あり あり なし

つるみ観光　株式会社　ホテル白菊
雇用・労災・健康・厚生・財形 

確定給付年金 

44020-01647571 14-1030 正社員 2人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

大分県別府市 

和食調理師 ○レストランにおける和食の調理業務全般　・魚の
さばき、刺身　・食材の下ごしらえ、調理、盛り付け
等　　※刺身、煮物、焼き物など得意な調理担当を
考慮します。　　　　　＊応募にはハローワークの
紹介状が必要です。

ａ＋ｂ150,000円～220,000円
不問 
　＊和食調理経験者
優遇

不問 大分県別府市 

和食調理人（晴海） お客様へお出しする和食の調理業務全般　・魚の
さばき、焼き物、煮物等の調理　・食材の仕込み、
盛り付け　　＊パートでの応募も可能です　（日給
８千円～１万円、時間・日数は相談可）　　　　＊応
募にはハローワークの紹介状が必要です。

ａ＋ｂ169,701円～250,000円

不問 
　＊経験者優遇

 
調理師免許

料理長 ○当社は、主に地産地消にこだわった料理と、選
りすぐりの豊富なお酒が自慢の和食ダイニングと
カジュアル居酒屋を市内で８店舗営業しておりま
す。　　繁盛店で経験を積み、将来は独立を希望し
ている方、実績を活かし高収入を得たい方、当社
で活躍してみませんか。　　・食材の仕込み、調
理、盛付　（全国各地から仕入れた様々な鮮魚や
食材を扱います。）　・新しいメニューの企画開発
・全国各地へ、食材探しの出張　・後輩スタッフま
たはアルバイトの育成、指導

ａ＋ｂ320,000円～390,000円

 
調理経験３年以上必
要です。　魚をさばく
ことができる事

不問 大分県大分市 

大分県由布市 

調理師及び調理助手
調理業務を担当して頂きます　・仕込み　・盛り付
け　・調理補助　等　　和食を中心としたメニュー構
成です

ａ＋ｂ160,000円～300,000円

 
調理経験者

不問 大分県由布市 

調理員
客室２１室の旅館「亀の井別荘」の和食料理等の
調理業務です　＊６名程の体制にて行っています

ａ＋ｂ153,000円～400,000円

 
和食調理経験者

不問 

大分県別府市 

和食調理人
○和食の調理業務全般　　＊調理人及び補助を
含め、厨房は９人で従事　　＊土・日・祝日に勤務
できる方

ａ＋ｂ170,000円～300,000円

不問 
（経験あれば尚可）

不問 大分県日田市 

調理係
◆ホテル厨房での和食調理業務全般（会席料理
等）　・食材の下ごしらえ、カット、盛り付け、串刺し
等　・食器及び調理器具の洗浄、片付け
＊応募には、ハローワークの紹介状が必要です。

ａ＋ｂ180,000円～250,000円

不問 
不問 
　＊調理師免許あれば
尚良し

大分県由布市 

洋食調理師
○レストランにおける洋食の調理業務全般　・食材
のカット、下ごしらえ　・洋食調理、盛り付け作業　・
厨房内の衛生管理　・その他付随する業務　等
＊応募にはハローワークの紹介状が必要です。

ａ＋ｂ150,000円～220,000円

 
洋食調理経験者

 
調理師資格

大分県別府市 

調理師 ◆観光旅館における厨房業務全般（和食）　・料理
長の補助業務　・料理の下準備　・食材の調理、盛
り付け　・その他調理全般　　※「ほてい屋」と「は
な村」両店での勤務になります。　　　　＊応募に
は、ハローワークの紹介状が必要です。

ａ＋ｂ200,000円～250,000円

 
和食調理の経験者

不問 
　調理師免許があれば
尚良し
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求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

株式会社　翼 雇用・労災・健康・厚生 

44020-01107671 14-1008 正社員 1人 あり あり なし

医療法人　大分記念病院 雇用・労災・健康・厚生 

44010-01932271 16-1051 正社員 2人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

6.32001E+12 医療法人　中津第一病院 雇用・労災・健康・厚生 

44030-01175371 15-1178 正社員 2人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

医療法人　積善会　老人保健施設
希の里

雇用・労災・健康・厚生  
退職金共済

44070-00340671 15-1211 正社員 2人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

株式会社　日豊ケアサービス
雇用・労災・健康・厚生  

退職金共済

44070-00285671 14-1037 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

株式会社　日豊ケアサービス
雇用・労災・健康・厚生  

退職金共済

44070-00284371 14-1037 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

社会福祉法人　安岐の郷
雇用・労災・健康・厚生・財形 

退職金共済

44020-01388171 15-1026 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　1年以上）

合資会社　筋湯観光ホテル（九重
悠々亭）

雇用・労災・健康・厚生 

44040-00732771 14-1099 正社員 3人 なし なし なし

大分県竹田市 

調理員
院内における調理・洗浄業務を担当していただき
ます　　１０名体制で、１日合計４００食程度を作り
ます

ａ＋ｂ140,000円～140,000円

不問 
不問 
（調理師免許あれば尚
良し）

大分県大分市 

調理師（フリューゲル久住） ◆リゾートホテル内厨房における調理業務全般　・
食材の下準備　・食材の調理作業　・盛り付け作業
・デザート作り　・調理全般　等　＊ホテルで提供す
る料理は主にフレンチです。　　　＊応募にはハ
ローワークの紹介状が必要です。

ａ＋ｂ200,000円～250,000円

 
洋食調理の経験者

不問 
　調理師免許があれば
尚良し

大分県豊後高田市 

調理職員（デイサービスオリーブ
宇佐） デイサービスにおいて、利用者の給食調理（野菜

カット等の下ごしらえ・煮炊き・盛り付け等）業務で
す。また、食器・調理器具等の洗浄・後片付けや
厨房内清掃もします。栄養士補助の仕事もありま
す。３０名程度の昼食と３時のおやつのみの食事
を１人体制で行います。　＊豊後高田市新地の「ケ
アプレイスオリーブ」にて、３６日間の研修あり。

ａ＋ｂ138,000円～155,000円

不問 
不問 
「栄養士」・「調理師」資
格あればなお可

大分県宇佐市 

調理員（ケアプレイスオリーブ） 介護付有料老人ホームにおいて、入所者の給食
調理（野菜カット等の下ごしらえ・煮炊き・盛り付け
等）業務です。また、食器・調理器具等の洗浄・後
片付けや厨房内清掃もします。１００名程度の食
事を７～８人体制です。　なお、運転免許所持の方
には、社用車（軽ワンボックス）を使用し、同一敷
地内で給食の配送業務もあります。

ａ＋ｂ138,000円～155,000円

不問 
不問 
普通運転免許（ＡＴ）なお
可

大分県中津市 

調理員 施設内厨房において、利用者（高齢者）の給食調
理全般の業務を行います。朝・夕各１００食、昼１３
０食程度を５人体制です。また、食器・調理器具等
の洗浄や片付け、清掃もあります。

ａ＋ｂ139,000円～139,000円

不問 
不問 
調理師なお可

大分県豊後高田市 

調理員（病院内厨房） 主に出来上がった食事の盛り付け・配膳や下膳及
び片付け・洗い物・調理場の清掃、調理等を行っ
ていただきます。入院患者（１８０床）と職員１４０名
の食事の調理全般業務となります。

ａ＋ｂ130,500円～131,500円

不問 
（経験者優遇）

不問 

大分県国東市 

調理係 ○「九重悠々亭」厨房内での調理業務　・調理、仕
込み　・料理の盛り付けなど　　＊厨房５～６人体
制で行います　＊住込み可能です　　　　【画像情
報をハローワークの求人検索機でご覧になれま
す】

ａ＋ｂ150,000円～170,000円

不問 不問 大分県玖珠郡九重町 

調理員　（正社員） ◆特別養護老人ホーム内厨房における調理業務
全般　・厨房で高齢者の食事作りや食器洗浄等の
片付けを行います　・朝、昼、夕の食事を施設規模
に応じて数名のスタッフで調　理します　（例：１回
１００食程度を３～４名のスタッフで調理）　　＊就
業時間（１）～（３）に対応可能な方希望（交替勤
務）　　　　＊応募にはハローワークの紹介状が必
要です。

ａ＋ｂ140,000円～160,000円

不問 
　経験者優遇

不問 
　調理師免許のある方
優遇
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求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

株式会社　モンテローザ
雇用・労災・健康・厚生・財形 

確定拠出年金 

13170-04350171 14-1121 正社員 1人 あり あり なし

株式会社　モンテローザ
雇用・労災・健康・厚生・財形 

確定拠出年金 

13170-03390271 14-1121 正社員 1人 あり あり なし

株式会社　モンテローザ
雇用・労災・健康・厚生・財形 

確定拠出年金 

13170-03392171 14-1121 正社員 1人 あり あり なし

株式会社　モンテローザ
雇用・労災・健康・厚生・財形 

確定拠出年金 

13170-03393071 14-1121 正社員 1人 あり あり なし

株式会社　モンテローザ
雇用・労災・健康・厚生・財形 

確定拠出年金 

13170-03397471 14-1121 正社員 1人 あり あり なし

大分県大分市 

正社員調理人（魚民　大在駅前
店）

１．（株）モンテローザ直営店舗（白木屋、魚民、笑
笑、　　　山内農場等）での接客・調理・マネジメント
◆接客…オーダー受けや料理提供、お会計等
◆調理…揚げ物や焼き物等、簡単な調理から開
始　　　◆マネジメント…売上管理、シフト管理、人
材育成等　２．基本業務習得後は、店長に就任し
ます。　３．その後はエリアマネージャー、ブロック
長、本部長へと　　　キャリアアップします。　※
（株）モンテローザで採用後、（株）モンテローザ
フーズ　へ在籍出向となります。（平成２９年１１月
移籍予定）　　　但し、給与・待遇等は変わりませ
ん。

ａ＋ｂ230,052円～362,538円

 
調理経験者

不問 大分県大分市 

正社員調理人（目利きの銀次
大分南口駅前店） １．（株）モンテローザ直営店舗（白木屋、魚民、笑

笑、　　　山内農場等）での接客・調理・マネジメント
◆接客…オーダー受けや料理提供、お会計等
◆調理…揚げ物や焼き物等、簡単な調理から開
始　　　◆マネジメント…売上管理、シフト管理、人
材育成等　２．基本業務習得後は、店長に就任し
ます。　３．その後はエリアマネージャー、ブロック
長、本部長へと　キャリアアップします。

ａ＋ｂ230,052円～362,538円

 
調理経験者

不問 

大分県大分市 

正社員調理人（山内農場　大分
駅前店）

１．（株）モンテローザ直営店舗（白木屋、魚民、笑
笑、　　　山内農場等）での接客・調理・マネジメント
◆接客…オーダー受けや料理提供、お会計等
◆調理…揚げ物や焼き物等、簡単な調理から開
始　　　◆マネジメント…売上管理、シフト管理、人
材育成等　２．基本業務習得後は、店長に就任し
ます。　３．その後はエリアマネージャー、ブロック
長、本部長へと　　　キャリアアップします。　※
（株）モンテローザで採用後、（株）モンテローザ
フーズ　へ在籍出向となります。（平成２９年１１月
移籍予定）　　　但し、給与・待遇等は変わりませ
ん。

ａ＋ｂ230,052円～362,538円

 
調理経験者

不問 

大分県大分市 

正社員調理人（豊後高田どり酒
場　大分駅前総本店）

１．（株）モンテローザ直営店舗（白木屋、魚民、笑
笑、　　　山内農場等）での接客・調理・マネジメント
◆接客…オーダー受けや料理提供、お会計等
◆調理…揚げ物や焼き物等、簡単な調理から開
始　　　◆マネジメント…売上管理、シフト管理、人
材育成等　２．基本業務習得後は、店長に就任し
ます。　３．その後はエリアマネージャー、ブロック
長、本部長へと　　　キャリアアップします。　※
（株）モンテローザで採用後、（株）モンテローザ
フーズ　へ在籍出向となります。（平成２９年１１月
移籍予定）　　　但し、給与・待遇等は変わりませ
ん。

ａ＋ｂ230,052円～362,538円

 
調理経験者

不問 大分県大分市 

正社員調理人（魚民　大分都町
店）

１．（株）モンテローザ直営店舗（白木屋、魚民、笑
笑、　　　山内農場等）での接客・調理・マネジメント
◆接客…オーダー受けや料理提供、お会計等
◆調理…揚げ物や焼き物等、簡単な調理から開
始　　　◆マネジメント…売上管理、シフト管理、人
材育成等　２．基本業務習得後は、店長に就任し
ます。　３．その後はエリアマネージャー、ブロック
長、本部長へと　　　キャリアアップします。　※
（株）モンテローザで採用後、（株）モンテローザ
フーズ　へ在籍出向となります。（平成２９年１１月
移籍予定）　　　但し、給与・待遇等は変わりませ
ん。

ａ＋ｂ230,052円～362,538円

 
調理経験者

不問 
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求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

株式会社　モンテローザ
雇用・労災・健康・厚生・財形 

確定拠出年金 

13170-03399871 14-1121 正社員 1人 あり あり なし

株式会社　モンテローザ
雇用・労災・健康・厚生・財形 

確定拠出年金 

13170-03402971 14-1121 正社員 1人 あり あり なし

株式会社　モンテローザ
雇用・労災・健康・厚生・財形 

確定拠出年金 

13170-03387671 14-1121 正社員 1人 あり あり なし

株式会社　八條 雇用・労災・健康・厚生 

44010-00040571 13-1108 正社員 1人 あり あり なし

株式会社　八條 雇用・労災・健康・厚生 

44010-03252971 13-1108 正社員 1人 あり あり なし

大分バス　株式会社 雇用・労災・健康・厚生 

44010-00448971 14-1032 正社員 2人 あり あり あり　（勤続　2年以上）

正社員調理人（千年の宴　大分
駅前店）

１．（株）モンテローザ直営店舗（白木屋、魚民、笑
笑、　　　山内農場等）での接客・調理・マネジメント
◆接客…オーダー受けや料理提供、お会計等
◆調理…揚げ物や焼き物等、簡単な調理から開
始　　　◆マネジメント…売上管理、シフト管理、人
材育成等　２．基本業務習得後は、店長に就任し
ます。　３．その後はエリアマネージャー、ブロック
長、本部長へと　　　キャリアアップします。　※
（株）モンテローザで採用後、（株）モンテローザ
フーズ　へ在籍出向となります。（平成２９年１１月
移籍予定）　　　但し、給与・待遇等は変わりませ
ん。

ａ＋ｂ230,052円～362,538円

 
調理経験者

不問 大分県大分市 

大分県大分市 

店長代理
○当社は、主に地産地消にこだわった料理と、選
りすぐりの豊富なお酒が自慢の和食ダイニングと
カジュアル居酒屋を市内で８店舗営業しておりま
す。　これまでの経験を生かし、更なる高みを目指
したい方、是非ご応募下さい。　　・飲食店のホー
ル業務　・担当店舗のマネジメント業務　・ドリンク
メニューの企画開発　・広報媒体掲載や、コースメ
ニュー設定などの打合せ　以下「仕事の内容」は
求人条件特記事項参照

ａ＋ｂ280,000円～300,000円

 
飲食店経験３年以上

不問 大分県大分市 

マネージャー・店長（ホール） ○当社は、主に地産地消にこだわった料理と、選
りすぐりの豊富なお酒が自慢の和食ダイニングと
カジュアル居酒屋を市内で８店舗営業しておりま
す。　　繁盛店で経験を積み、将来は独立を希望し
ている方、実績を活かし高収入を得たい方、当社
で活躍してみませんか。　　・飲食店のホール業務
・担当店舗のマネジメント業務　・ドリンクメニュー
の企画開発　・広報媒体掲載や、コースメニュー設
定などの打合せ　以下「仕事の内容」は求人条件
特記事項参照

ａ＋ｂ320,000円～390,000円

 
飲食店経験３年以上

不問 

大分県別府市 

正社員調理人（魚民　佐伯長島
町店）

１．（株）モンテローザ直営店舗（白木屋、魚民、笑
笑、　　　山内農場等）での接客・調理・マネジメント
◆接客…オーダー受けや料理提供、お会計等
◆調理…揚げ物や焼き物等、簡単な調理から開
始　　　◆マネジメント…売上管理、シフト管理、人
材育成等　２．基本業務習得後は、店長に就任し
ます。　３．その後はエリアマネージャー、ブロック
長、本部長へと　　　キャリアアップします。　※
（株）モンテローザで採用後、（株）モンテローザ
フーズ　へ在籍出向となります。（平成２９年１１月
移籍予定）　　　但し、給与・待遇等は変わりませ
ん。

ａ＋ｂ230,052円～362,538円

 
調理経験者

不問 大分県佐伯市 

正社員調理人（目利きの銀次
別府駅前店）

１）株式会社モンテローザ（「白木屋」「魚民」「笑
笑」　「山内農場」等でおなじみ）が運営する居酒屋
で調理を担当して頂きます。　　２）場合により、接
客やマネジメントを行って頂きます。　　　＊２４時
間営業

ａ＋ｂ230,052円～362,538円

 
調理経験者

不問 

大分県大分市 
大分県別府市

飲食店舗運営管理（吉野家店長
候補）

牛丼チェーン吉野家各店舗での調理、接客、販売
及び店舗管理業務及びスタッフ育成等、店舗の運
営に関わる業務全般　　店長候補として入社、吉
野家本部での研修・各店舗での経験を積み、店長
として各店舗の管理・運営を行って頂きます　　＊
メニュー内容や吉野家各店舗住所等詳細は当社
ＨＰをご覧下さい。　　＊就業場所は相談に応じま
す。

ａ＋ｂ158,800円～158,800円

不問 不問 
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求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

つるみ観光　株式会社　ホテル白菊
雇用・労災・健康・厚生・財形 

確定給付年金 

44020-00785771 14-1030 正社員 1人 あり なし あり　（勤続　5年以上）

合資会社　筋湯観光ホテル（九重
悠々亭）

雇用・労災・健康・厚生 

44040-00734271 14-1099 正社員 5人 なし なし なし

株式会社　モンテローザ
雇用・労災・健康・厚生・財形 

確定拠出年金 

13170-05164071 14-1121 正社員 1人 あり あり なし

株式会社　モンテローザ
雇用・労災・健康・厚生・財形 

確定拠出年金 

13170-05165371 14-1121 正社員 1人 あり あり なし

株式会社　モンテローザ
雇用・労災・健康・厚生・財形 

確定拠出年金 

13170-05176471 14-1121 正社員 1人 あり あり なし

株式会社　八條 雇用・労災・健康・厚生 

44010-03254071 13-1108 正社員 1人 あり あり なし

株式会社　ちゃが商店 雇用・労災・健康・厚生 

45010-02956771 15-1148 正社員 2人 なし なし なし

大分県玖珠郡九重町 

正社員店舗スタッフ（魚民　大分
都町店）

１．（株）モンテローザ直営店舗（白木屋、魚民、笑
笑、　　　山内農場等）での接客・調理・マネジメント
◆接客…オーダー受けや料理提供、お会計等
◆調理…揚げ物や焼き物等、簡単な調理から開
始　　　◆マネジメント…売上管理、シフト管理、人
材育成等　２．基本業務習得後は、店長に就任し
ます。　３．その後はエリアマネージャー、ブロック
長、本部長へと　　　キャリアアップします。　※
（株）モンテローザで採用後、（株）モンテローザ
フーズ　へ在籍出向となります。（平成２９年１１月
移籍予定）　　但し、給与・待遇等は変わりません。

ａ＋ｂ230,052円～362,538円

不問 不問 大分県大分市 

接客・配膳係 ○「九重悠々亭」内における接客業務　・宴会での
接客　・料理出し　・配膳補助　・客室清掃業務　な
ど　＊住込み可能です　　　【画像情報をハロー
ワークの求人検索機でご覧になれます】

ａ＋ｂ150,000円～170,000円

不問 不問 

バンケット係 ○和食・洋食の会場設営、接客サービス（客席ま
での料理の　提供及び引下げ）、会場の片付け等
○朝食バイキングのお客様のご案内及び管理業
務　　　※２年後には他部署へ配転して頂きます。
（フロント、営業等）　　　＊応募にはハローワーク
の紹介状が必要です。

ａ＋ｂ160,000円～240,000円

不問 不問 大分県別府市 

大分県大分市 

店員／ちゃが商店　大分店 ・接客応対。　・ラーメン、つけめんの調理、配膳を
行ってもらいます。　・食材等の注文や仕入れを
行ってもらいます。　・店舗の管理、運営を行っても
らいます。

ａ＋ｂ160,000円～160,000円

不問 不問 大分県大分市 

ホール社員（主任および副店長） ○当社は、主に地産地消にこだわった料理と、選
りすぐりの豊富なお酒が自慢の和食ダイニングと
カジュアル居酒屋を市内で８店舗営業しておりま
す。　様々な業態の店舗で、繁盛店のノウハウを
身に付けることができます。　　・飲食店のホール
業務　・店長のサポート業務　・後輩スタッフまたは
アルバイトの育成・指導　等

ａ＋ｂ235,000円～310,000円

 
飲食店経験３年以上

不問 

大分県大分市 

正社員店舗スタッフ（魚民　大在
駅前店）

１．（株）モンテローザ直営店舗（白木屋、魚民、笑
笑、　　　山内農場等）での接客・調理・マネジメント
◆接客…オーダー受けや料理提供、お会計等
◆調理…揚げ物や焼き物等、簡単な調理から開
始　　　◆マネジメント…売上管理、シフト管理、人
材育成等　２．基本業務習得後は、店長に就任し
ます。　３．その後はエリアマネージャー、ブロック
長、本部長へと　　　キャリアアップします。　※
（株）モンテローザで採用後、（株）モンテローザ
フーズ　へ在籍出向となります。（平成２９年１１月
移籍予定）　　但し、給与・待遇等は変わりません。

ａ＋ｂ230,052円～362,538円

不問 不問 大分県大分市 

正社員店舗スタッフ（千年の宴
大分駅前店）

１．（株）モンテローザ直営店舗（白木屋、魚民、笑
笑、　　　山内農場等）での接客・調理・マネジメント
◆接客…オーダー受けや料理提供、お会計等
◆調理…揚げ物や焼き物等、簡単な調理から開
始　　　◆マネジメント…売上管理、シフト管理、人
材育成等　２．基本業務習得後は、店長に就任し
ます。　３．その後はエリアマネージャー、ブロック
長、本部長へと　　　キャリアアップします。　※
（株）モンテローザで採用後、（株）モンテローザ
フーズ　へ在籍出向となります。（平成２９年１１月
移籍予定）　　但し、給与・待遇等は変わりません。

ａ＋ｂ230,052円～362,538円

不問 不問 
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求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

株式会社　モンテローザ
雇用・労災・健康・厚生・財形 

確定拠出年金 

13170-03308271 14-1121 正社員 1人 あり あり なし

株式会社　モンテローザ
雇用・労災・健康・厚生・財形 

確定拠出年金 

13170-00739871 14-1121 正社員 1人 あり あり なし

株式会社　モンテローザ
雇用・労災・健康・厚生・財形 

確定拠出年金 

13170-00768671 14-1121 正社員 1人 あり あり なし

株式会社　モンテローザ
雇用・労災・健康・厚生・財形 

確定拠出年金 

13170-00795771 14-1121 正社員 1人 あり あり なし

株式会社　八條 雇用・労災・健康・厚生 

44010-00041471 13-1108 正社員 1人 あり あり なし

大分県大分市 

正社員店舗スタッフ（山内農場
大分駅前店）

１．（株）モンテローザ直営店舗（白木屋、魚民、笑
笑、　　　山内農場等）での接客・調理・マネジメント
◆接客…オーダー受けや料理提供、お会計等
◆調理…揚げ物や焼き物等、簡単な調理から開
始　　　◆マネジメント…売上管理、シフト管理、人
材育成等　２．基本業務習得後は、店長に就任し
ます。　３．その後はエリアマネージャー、ブロック
長、本部長へと　　　キャリアアップします。　※
（株）モンテローザで採用後、（株）モンテローザ
フーズ　へ在籍出向となります。（平成２９年１１月
移籍予定）　　但し、給与・待遇等は変わりません。

ａ＋ｂ230,052円～362,538円

不問 不問 大分県大分市 

正社員店舗スタッフ（魚民　稙田
トライアル店）

１．（株）モンテローザ直営店舗（白木屋、魚民、笑
笑、　　　山内農場等）での接客・調理・マネジメント
◆接客…オーダー受けや料理提供、お会計等
◆調理…揚げ物や焼き物等、簡単な調理から開
始　　　◆マネジメント…売上管理、シフト管理、人
材育成等　２．基本業務習得後は、店長に就任し
ます。　３．その後はエリアマネージャー、ブロック
長、本部長へと　　　キャリアアップします。　※
（株）モンテローザで採用後、（株）モンテローザ
フーズ　へ在籍出向となります。（平成２９年１１月
移籍予定）　　但し、給与・待遇等は変わりません。

ａ＋ｂ230,052円～362,538円

不問 不問 

大分県大分市 

正社員店舗スタッフ（笑笑　大分
都町店）

１．（株）モンテローザ直営店舗（白木屋、魚民、笑
笑、　　　山内農場等）での接客・調理・マネジメント
◆接客…オーダー受けや料理提供、お会計等
◆調理…揚げ物や焼き物等、簡単な調理から開
始　　　◆マネジメント…売上管理、シフト管理、人
材育成等　２．基本業務習得後は、店長に就任し
ます。　３．その後はエリアマネージャー、ブロック
長、本部長へと　キャリアアップします。

ａ＋ｂ230,052円～362,538円

不問 不問 大分県大分市 

正社員店舗スタッフ（目利きの銀
次　大分南口駅前店）

１．（株）モンテローザ直営店舗（白木屋、魚民、笑
笑、　　　山内農場等）での接客・調理・マネジメント
◆接客…オーダー受けや料理提供、お会計等
◆調理…揚げ物や焼き物等、簡単な調理から開
始　　　◆マネジメント…売上管理、シフト管理、人
材育成等　２．基本業務習得後は、店長に就任し
ます。　３．その後はエリアマネージャー、ブロック
長、本部長へと　キャリアアップします。

ａ＋ｂ230,052円～362,538円

不問 不問 

大分県大分市 

ホール社員 ○当社は、主に地産地消にこだわった料理と、選
りすぐりの豊富なお酒が自慢の和食ダイニングと
カジュアル居酒屋を市内で８店舗営業しておりま
す。　　当社なら安定した月給と、プライベートの充
実　（公休８日／月）の両立が可能です。　　・飲食
店のホール業務　・後輩スタッフまたはアルバイト
の育成・指導　等

ａ＋ｂ170,000円～190,000円

不問 
（経験者優遇）

不問 
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求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

株式会社　モンテローザ
雇用・労災・健康・厚生・財形 

確定拠出年金 

13170-05167571 14-1121 正社員 1人 あり あり なし

株式会社　みょうばん湯の里 雇用・労災・健康・厚生 

44020-01132571 16-1003 正社員 1人 なし なし なし

株式会社　モンテローザ
雇用・労災・健康・厚生・財形 

確定拠出年金 

13170-03309971 14-1121 正社員 1人 あり あり なし

株式会社　モンテローザ
雇用・労災・健康・厚生・財形 

確定拠出年金 

13170-00733071 14-1121 正社員 1人 あり あり なし

株式会社　モンテローザ
雇用・労災・健康・厚生・財形 

確定拠出年金 

13170-05166671 14-1121 正社員 1人 あり あり なし

株式会社　モンテローザ
雇用・労災・健康・厚生・財形 

確定拠出年金 

13170-05175571 14-1121 正社員 1人 あり あり なし

大分県別府市 

正社員店舗スタッフ（目利きの銀
次　別府東口駅前店）

１．（株）モンテローザ直営店舗（白木屋、魚民、笑
笑、　　　山内農場等）での接客・調理・マネジメント
◆接客…オーダー受けや料理提供、お会計等
◆調理…揚げ物や焼き物等、簡単な調理から開
始　　　◆マネジメント…売上管理、シフト管理、人
材育成等　２．基本業務習得後は、店長に就任し
ます。　３．その後はエリアマネージャー、ブロック
長、本部長へと　　　キャリアアップします。　※
（株）モンテローザで採用後、（株）モンテローザ
フーズ　へ在籍出向となります。（平成２９年１１月
移籍予定）　　　但し、給与・待遇等は変わりませ
ん。

ａ＋ｂ230,052円～362,538円

不問 不問 大分県別府市 

レストラン業務 ◆レストランでのフロア業務全般　・ウエイターまた
はウエイトレス業務（注文取り、配膳、下　膳、片付
け）　・洗い場における調理業務等　　＊詳細は面
接時に説明します。　　　　＊応募にはハローワー
クの紹介状が必要です。（必須）

ａ＋ｂ151,200円～151,200円

不問 不問 

正社員店舗スタッフ（魚民　別府
東口駅前店）

１．（株）モンテローザ直営店舗（白木屋、魚民、笑
笑、　　　山内農場等）での接客・調理・マネジメント
◆接客…オーダー受けや料理提供、お会計等
◆調理…揚げ物や焼き物等、簡単な調理から開
始　　　◆マネジメント…売上管理、シフト管理、人
材育成等　２．基本業務習得後は、店長に就任し
ます。　３．その後はエリアマネージャー、ブロック
長、本部長へと　　　キャリアアップします。　※
（株）モンテローザで採用後、（株）モンテローザ
フーズ　へ在籍出向となります。（平成２９年１１月
移籍予定）　　但し、給与・待遇等は変わりません。

ａ＋ｂ230,052円～362,538円

不問 不問 大分県別府市 

大分県佐伯市 

正社員店舗スタッフ（魚民　佐伯
長島町店）

１．（株）モンテローザ直営店舗（白木屋、魚民、笑
笑、　　　山内農場等）での接客・調理・マネジメント
◆接客…オーダー受けや料理提供、お会計等
◆調理…揚げ物や焼き物等、簡単な調理から開
始　　　◆マネジメント…売上管理、シフト管理、人
材育成等　２．基本業務習得後は、店長に就任し
ます。　３．その後はエリアマネージャー、ブロック
長、本部長へと　　　キャリアアップします。　※
（株）モンテローザで採用後、（株）モンテローザ
フーズ　へ在籍出向となります。（平成２９年１１月
移籍予定）　　但し、給与・待遇等は変わりません。

ａ＋ｂ230,052円～362,538円

不問 不問 

大分県中津市 

正社員店舗スタッフ（魚民　日田
駅前店）

１．（株）モンテローザ直営店舗（白木屋、魚民、笑
笑、　　　山内農場等）での接客・調理・マネジメント
◆接客…オーダー受けや料理提供、お会計等
◆調理…揚げ物や焼き物等、簡単な調理から開
始　　　◆マネジメント…売上管理、シフト管理、人
材育成等　２．基本業務習得後は、店長に就任し
ます。　３．その後はエリアマネージャー、ブロック
長、本部長へと　　　キャリアアップします。　※
（株）モンテローザで採用後、（株）モンテローザ
フーズ　へ在籍出向となります。（平成２９年１１月
移籍予定）　　但し、給与・待遇等は変わりません。

ａ＋ｂ230,052円～362,538円

不問 不問 大分県日田市 

正社員店舗スタッフ（白木屋　中
津南口駅前店）

１．（株）モンテローザ直営店舗（白木屋、魚民、笑
笑、　　　山内農場等）での接客・調理・マネジメント
◆接客…オーダー受けや料理提供、お会計等
◆調理…揚げ物や焼き物等、簡単な調理から開
始　　　◆マネジメント…売上管理、シフト管理、人
材育成等　２．基本業務習得後は、店長に就任し
ます。　３．その後はエリアマネージャー、ブロック
長、本部長へと　キャリアアップします。

ａ＋ｂ230,052円～362,538円

不問 不問 
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求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

株式会社　亀の井別荘 雇用・労災・健康・厚生 

44010-05989071 13-1104 正社員 1人 あり あり あり

株式会社　亀の井別荘 雇用・労災・健康・厚生 

44010-05991771 13-1104 正社員 1人 あり あり あり

有限会社　マキシム 雇用・労災・健康・厚生 

44020-00473871 15-1186 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

株式会杜　東横イン　大分駅前
雇用・労災・健康・厚生 

厚生年金基金 

44010-00114871 14-1017 正社員 3人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

有限会社　松秀　　『潮騒の宿　晴
海』

雇用・労災・健康・厚生 

44020-01917271 16-1128 正社員 2人 あり なし なし

有限会社　マキシム 雇用・労災・健康・厚生 

44020-01406871 15-1186 正社員 3人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

有限会社　マキシム 雇用・労災・健康・厚生 

44020-01395171 15-1186 正社員 2人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

つるみ観光　株式会社　ホテル白菊
雇用・労災・健康・厚生・財形 

確定給付年金 

44020-00786871 14-1030 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

ホールスタッフ（レストラン）
亀の井別荘の敷地内に有るお食事処です。　お客
様に快適な食事時間を過ごしていただくための係
です。忙しく動き回る中で、ホール全体の様子を把
握したり、他部署の動きもチェックしたりする必要
があります。スタッフ同士の連携がとても大切で
す。　主な業務内容　・敷地内の食事処（レストラ
ン）での接客　・飲料係　・片付け、清掃、デシャブ
（調理場とホールスタッフをつな　ぐ係。料理の運
び出しが主な仕事）　※初心者の方は従業員の指
導による教育を行います。

ａ＋ｂ153,000円～250,000円

不問 不問 大分県由布市 

大分県大分市 

予約係（晴海） ◆ホテルにおける宿泊および食事の予約受付業
務全般　・電話予約の対応　・インターネット予約の
受付業務　・予約に関する事務処理業務全般　・
接客業務（フロントの補佐）　　　　　＊応募にはハ
ローワークの紹介状が必要です。

ａ＋ｂ136,300円～186,300円

不問 不問 大分県別府市 

ホテルフロント係 ホテルのフロント業務全般　・予約：インターネット
や電話による受付応対　・精算：代金授受等の精
算業務　・案内：館内の案内やお客様の質問等に
対する説明など　・事務：売上日報等の整理など
（客室数２３３室）　　※月７～８回の勤務　※２人
体制で行います。

ａ＋ｂ174,000円～174,000円
 
簡単なパソコン操作
が可能なこと　職務経
験不問

不問 

大分県由布市 

フロント係 フロント業務全般　・チェックイン、チェックアウト業
務　・館内の案内　・電話等による問い合わせ等の
応対　・来客者の受付業務　・代金授受業務　等
・受付業務でパソコン使用します
・グループ事業所への外出用務　　＊応募にはハ
ローワークの紹介状が必要です。

ａ＋ｂ180,000円～250,000円

 
データ入力（キーボー
ドの操作）ができる方

 
普通自動車免許（自家
用車持込）

大分県大分市 

ホールスタッフ（喫茶）
亀の井別荘の敷地内に有る喫茶店です。　グレゴ
リオ聖歌の流れる中でのお客様への接客をしてい
ただきます。　主な業務内容　・敷地内の喫茶店
（天井桟敷３０席）での接客　・片付け、清掃　等
※初心者の方は従業員の指導による教育を行い
ます。

ａ＋ｂ153,000円～250,000円

不問 不問 

大分県別府市 

フロント係 ○ホテルでのフロント及び接客業務　・チェックイ
ン、チェックアウトの手続き、各種精算　・パソコン
書類作成、データ入力　　・お客様のお出迎え、お
見送り　　　　　　＊応募にはハローワークの紹介
状が必要です。

ａ＋ｂ165,000円～240,000円

不問 不問 

大分県別府市 
大分県由布市

予約受付業務（コールセンター） ○旅館の予約受付事務　・電話による予約受付及
び電話対応　・インターネットによる予約受付　・パ
ソコン入力業務　　＊グループ内ホテル・旅館内で
研修あり　＊業務の都合で、現場（清掃・食器洗
浄）の応援をしていた　だくことがあります。　　　＊
応募にはハローワークの紹介状が必要です。

ａ＋ｂ170,000円～200,000円
 
Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌが扱え
る方　職務経験不問
（実務経験者優遇）

 
普通自動車免許（自家
用車持込）

大分県別府市 

旅館スタッフ（狭霧亭・四季庵・東
屋）

◆旅館業務全般　・フロントでのチェックイン、
チェックアウト、館内の案内　・電話等による問い
合わせ等の応対　・食事の配膳、下膳　・館内清掃
（客室、お風呂場）　　＊グループ事業所への出向
あり　　＊勤務場所は本人の希望を考慮し、当方
で決定します。　　＊応募にはハローワークの紹介
状が必要です。

ａ＋ｂ180,000円～230,000円

不問 
　経験者優遇

 
普通自動車免許（自家
用車持込）
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求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

つるみ観光　株式会社　ホテル白菊
雇用・労災・健康・厚生・財形 

確定給付年金 

44020-00787271 14-1030 正社員 2人 あり なし あり　（勤続　5年以上）

株式会社　ホテル三泉閣
雇用・労災・健康・厚生 

厚生年金基金 

44020-00620571 14-1094 正社員 2人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

有限会社　湯布院インテック 雇用・労災・健康・厚生 

44020-00489471 15-1187 正社員 5人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　亀の井別荘 雇用・労災・健康・厚生 

44010-05356971 13-1104 正社員 1人 あり あり あり

有限会社　湯布院インテック 雇用・労災・健康・厚生 

44020-01407271 15-1187 正社員 3人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

合資会社　筋湯観光ホテル（九重
悠々亭）

雇用・労災・健康・厚生 

44040-00735971 14-1099 正社員 2人 なし なし なし

有限会社　松秀　　『潮騒の宿　晴
海』

雇用・労災・健康・厚生 

44020-00984371 16-1128 正社員 2人 あり なし なし

有限会社　松葉屋 雇用・労災・健康・厚生 

44020-01080971 15-1220 正社員 2人 あり あり なし

予約係 電話及びインターネットによる宿泊予約の受付業
務。　インターネット予約状況の把握・管理。　イン
ターネットによるネット企画や販売企画を行う。
パソコンの入力作業があります。　　＊経験者優遇
＊応募にはハローワークの紹介状が必要です。

ａ＋ｂ165,000円～240,000円
 
パソコン操作（ワー
ド、エクセル）

不問 大分県別府市 

大分県由布市 

旅館スタッフ（仙洞・ゆふいん亭・
観布亭）

◆旅館業務全般　・接客（客室案内、お出迎え、お
見送り、客室案内　等）　・館内清掃（客室チェッ
ク、お風呂チェック　等）　・布団敷き、布団上げ　・
会計（チェックイン、チェックアウト、精算業務、等）
・食事の配膳、下膳　等　　※グループ会社宿泊施
設への出向あり　　※面接には、ハローワークの
紹介状が必要です。

ａ＋ｂ180,000円～230,000円

不問 
　経験者優遇

 
普通自動車免許（自家
用車持込み）

大分県由布市 

フロント係 旅館全体を管理しているのがフロントです。様々な
事態に対する判断力、対応力が必要とされます。
また、お客様が旅館に足を踏み入れ最初に目に
する、言わば「旅館の顔」とも言うべき職種です。
主な仕事　・お客様のお出迎え　・フロント、ロビー
での接客　・予約、集客管理　・清算業務　等　※
初心者の方は従業員の指導による教育を行いま
す。

ａ＋ｂ153,000円～250,000円

不問 不問 

大分県別府市 

旅館スタッフ（癒しの宿彩葉） ◆旅館業務全般　・接客（客室案内、お出迎え、お
見送り、客室案内　等）　・館内清掃（客室チェッ
ク、お風呂チェック　等）　・布団敷き、布団上げ　・
会計（チェックイン、チェックアウト、精算業務、等）
・銀行等への外出用務有り　　※基本的に、素泊
まりなので配膳業務はありません　※グループ会
社宿泊施設への出向あり　　※面接には、ハロー
ワークの紹介状が必要です。

ａ＋ｂ150,000円～180,000円

不問 
　経験者優遇

 
普通自動車免許（自家
用車持込み）

大分県別府市 

フロント係 ◆ホテル内におけるフロント業務全般　・チェックイ
ン時のお迎え、受付、ご案内　・チェックアウト時の
精算、お見送り　・電話応対、受付業務　・フロント
会計システムの操作　・売店、喫茶の受付業務（販
売、レジ）　　＊ご案内やフロントでの業務が主に
なります。　　※応募には、ハローワークの紹介状
が必要です。

ａ＋ｂ160,000円～220,000円

不問 不問 

大分県別府市 

接客係（中抜けあり） ◆旅館内にての接客業務全般　・ロビーにおける
お客様へのお茶の提供　・お食事処でのお食事の
準備、提供（朝食、夕食）　・お食事の後片付け
＊応募にはハローワークの紹介状が必要です。

ａ＋ｂ183,000円～190,000円

不問 不問 

大分県玖珠郡九重町 

ホールスタッフ（晴海）
ホテルお食事処でのホールスタッフ業務全般　・お
客様のお席へのご案内　・食事の準備、お料理の
提供、食器の下膳業務　・退席後のテーブルの片
付け　等　・接客業務　　＊業務拡張に伴う募集で
す　　　　＊応募にはハローワークの紹介状が必
要です。

ａ＋ｂ146,300円～181,300円

不問 不問 大分県別府市 

フロント業務 ○ホテルフロント業務　・予約の受付及び精算業
務　・メールでの予約対応　（パソコン操作出来なく
ても指導します）　・電話対応及び来客者の応対業
務　・お客様の客室への案内　＊住込み可能です
【画像情報をハローワークの求人検索機でご覧に
なれます】

ａ＋ｂ150,000円～170,000円

不問 不問 
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求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

株式会社　ホテル三泉閣
雇用・労災・健康・厚生 

厚生年金基金 

44020-00635071 14-1094 正社員 2人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　亀の井別荘 雇用・労災・健康・厚生 

44010-05357171 13-1104 正社員 2人 あり あり あり

有限会社　夢想園産業（山のホテル
夢想園）

雇用・労災・健康・厚生  
退職金共済

44010-03668471 13-1130 正社員 2人 あり あり なし

株式会社　城島高原オペレーション
ズ

雇用・労災・健康・厚生 

44020-01082071 14-1025 正社員 1人 あり あり なし

有限会社　コミュニケーション大分 雇用・労災・健康・厚生 

44010-05080871 14-1004 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

有限会社　右田葬儀社 雇用・労災・健康・厚生 

44020-01951971 16-1046 正社員 3人 なし なし なし

有限会社　松秀　　『潮騒の宿　晴
海』

雇用・労災・健康・厚生 

44020-00893971 16-1128 正社員 2人 なし なし なし

株式会社　村上椎茸農園 雇用・労災・健康・厚生 

44070-00010771 15-1132 正社員 2人 あり あり なし

株式会社　ＡＫシステム
雇用・労災・健康・厚生・財形  

退職金共済

44010-03244971 13-1077 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

接客係 ◆ホテル内における接客業務全般　・宴会場や客
室で、お客様に対するおもてなし　・客室への案内
（お料理の提供、配膳、片づけ等）をしていただき
ます。　　　　　＊応募には、ハローワークの紹介状
が必要です。

ａ＋ｂ160,000円～220,000円

不問 不問 大分県別府市 

大分県別府市 

ポスティング事業部 ・新規取引先の営業による開拓によって事業部の
規模拡大を　業務とする。　・取引先からのポス
ティング依頼により取引先の販売促進の　協力事
業を行う。

ａ＋ｂ145,000円～145,000円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ限
定不可）

大分県大分市 

遊戯施設メンテナンススタッフ ◆城島高原パーク内における遊戯施設のメンテナ
ンス業務　・定期点検業務　・故障原因調査と修
繕、復旧　　（電気、機械、油圧、空圧、車輛など）
・木工、鉄工、塗装等の小工事　・報告書の作成
＊応募にはハローワークの紹介状が必要です。

ａ＋ｂ180,000円～220,000円

不問 

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定不可）　＊玉掛け・高
所作業車運転技能・昇
降機等検査員などの資
格保　持者優遇

大分県由布市 

客室係
・客室へのご案内　・客室への料理の配膳、お茶
だし　・布団の敷き込み　・お出迎え、お見送り　等
客室は３４部屋です　作務衣貸与あり

ａ＋ｂ190,000円～220,000円

不問 不問 大分県由布市 

客室係 ・客室までのご案内　・客室のサービス、清掃　・お
客様のお世話（食事の提供等）　・お出迎え及びお
見送り　等　お客様の朝食時間によっては、早い
時間に出勤の場合有り。　全室２１室に対して、２
～３室のお客様を担当していただきます。　　※初
心者の方は従業員の指導による教育を行います。

ａ＋ｂ183,000円～290,000円

不問 不問 

大分県豊後高田市 

生産設備オペレータ（金属） 精密板金加工　・ベンディングマシン、パンチプレ
ス等の操作　　＊未経験の方でも丁寧に指導いた
します　　能力開発助成制度あり　＊採用後、資格
取得のためのフォロー制度あり（会社負担）

ａ＋ｂ150,000円～200,000円

不問 不問 大分県由布市 

椎茸の袋詰め・箱詰め作業員 ○収穫された椎茸を室内作業場にて袋詰め・箱詰
めを行う作　業が主な仕事になります。　○収穫さ
れて来た椎茸を、選別しながら袋詰め及び箱詰め
を　行い出荷できる状態にします。　○また、時間
があれば収穫作業をしてもらう事もあります。　○
室内で行う軽作業です。立ち作業となります。　○
作業については丁寧に指導します。

ａ＋ｂ143,528円～162,168円

不問 不問 

大分県別府市 

夜警（晴海） ○ホテルにおける夜間警備業務全般　・館内の夜
間警備、見廻り業務　・お客様の夜間対応　・電話
応対　等　・設備等の点検　等　　＊夜間業務ス
タッフは２名体制です。　　　　＊応募にはハロー
ワークの紹介状が必要です。

ａ＋ｂ165,000円～169,000円

不問 不問 大分県別府市 

葬祭業務員 ○葬祭に係る業務全般（お通夜前～葬儀後）　・葬
儀の打ち合せ　・会場設営、受付、会葬者のご案
内、進行等　　＊お通夜等、１７時以降の対応をす
る場合があります。　　　　　＊応募にはハロー
ワークの紹介状が必要です。

ａ＋ｂ180,000円～250,000円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）
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求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

株式会社　九大技建
雇用・労災・健康・厚生 

確定拠出年金 

44010-00979671 15-1127 正社員 1人 なし あり あり

三恵印刷　株式会社
雇用・労災・健康・厚生・財形  

退職金共済

44010-05939371 15-1091 正社員 1人 あり あり あり

ワイエイシイ　株式会社　大分工場 雇用・労災・健康・厚生 

44010-06397571 16-1157 正社員 2人 なし あり あり　（勤続　3年以上）

大分電子工業株式会社　日出工場
雇用・労災・健康・厚生・財形  

退職金共済

44020-01923771 15-1072 正社員 1人 あり あり なし

大分電子工業株式会社　日出工場
雇用・労災・健康・厚生・財形  

退職金共済

44020-01927171 15-1072 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

6.32E+12 株式会社　長尾製作所
雇用・労災・健康・厚生・財形  

退職金共済

44060-00357871 14-1005 正社員 1人 あり あり あり

株式会社　天木鉄工　日田工場
雇用・労災・健康・厚生・財形 

確定拠出年金 

44040-00438671 14-1111 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　佐々木精工
雇用・労災・健康・厚生  

退職金共済

44070-00510571 15-1068 正社員 1人 あり あり あり

大分県大分市 

半導体製品製造オペレーター
（夜勤要員）

半導体製品の自動製造装置の操作（オペレーショ
ン業務）　・シービング行程　・マウント行程　・ボン
ディング行程　・モールド行程　　・テスト工程　　・
組立工程　　　＊立ち仕事になります。　＊細かい
作業のため、視力は矯正後０．９以上が必要にな
り　ます。　　　　＊応募にはハローワークの紹介
状が必要です。

ａ＋ｂ198,000円～198,000円

不問 不問 大分県速見郡日出町 

機械組立業務（ディスプレイ事業
部） 「ディスプレイ事業部」にて　・液晶製造装置の組

立業務全般　　　　＊国内、海外への出張あり
英会話・中国語会話できればより可

ａ＋ｂ280,000円～340,000円  
製造業での業務経験
者　装置製造の経験
があれば尚良し

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

大分県由布市 

印刷機オペレーター
・大型の印刷機を動かし、チラシ、パンフレット等を
印刷す　る仕事です。　　＊１つ１つの業務を順番
に覚えていただきますので、未経験　からでも全く
問題ありません。　　＊身につけた技術に応じて昇
給もあるのでやりがいを感じる　ことのできる仕事
です。

ａ＋ｂ155,000円～250,000円

不問 不問 大分県大分市 

品質管理エンジニア（試験係） ・生コンの品質管理　・生コン原材料の受入検査
・在庫管理業務　・データ管理（パソコン使用）　・設
備管理、生コン車の配車の補助業務　・来客、電
話の応対　等

ａ＋ｂ180,000円～230,000円  
パソコン（Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃ
ｅｌ）が扱える方　職務
経歴不問

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定不可）

大分県日田市 

精密部品加工員

図面から加工手順を定め、ＮＣ旋盤やマシニング
センター等の工作機械で精密部品を加工する業
務となります。

ａ＋ｂ180,000円～350,000円  
ＮＣ旋盤またはマシニ
ングセンターの経験
者（経験年数不問）　・
プログラムを作成でき
る人なお可　・横型マ
シニングや５軸複合
旋盤経験者なお可

不問 大分県豊後高田市 

ＮＣオペレーター ○マシニングセンター、ＮＣ旋盤等で、エアコン・自
動車・　航空機その他各種産業用機械の部品の
切削加工を行ってい　ただきます。　　＊入社前工
場見学可能です（事前に連絡お願いします）　　※
連絡後、履歴書、職務経歴書及び紹介状を所在
地へ送付　　（送付先備考欄確認）願います。到着
３日以内に選考結果　面接者については日時等お
知らせします。　　【画像情報をハローワークの求
人検索機でご覧になれます】

ａ＋ｂ154,700円～198,900円

不問 不問 

大分県速見郡日出町 

機械加工オペレーター ・フライス盤、旋盤、マニシングセンタ、ボール盤の
工作機　械を使って、精密板金製品に用いる機械
部品を加工する。　・その他、精密板金に関する諸
作業を行う。　　＊平成２９年４月１日採用予定で
すが、本人の希望により前　倒し可能

ａ＋ｂ150,000円～180,000円

不問 不問 大分県佐伯市 

半導体製品製造オペレーター
（２交替）

半導体製品の自動製造装置の操作（オペレーショ
ン業務）　・シービング行程　・マウント行程　・ボン
ディング行程　・モールド行程　　・テスト工程　　・
組立工程　　　＊立ち仕事になります。　＊細かい
作業のため、視力は矯正後０．９以上が必要にな
り　ます。　　　　＊応募にはハローワークの紹介
状が必要です。

ａ＋ｂ145,000円～145,000円

不問 不問 



65／82

求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

株式会社　ミナミダ
雇用・労災・健康・厚生 

厚生年金基金 
退職金共済

44020-01962371 15-1070 正社員 1人 あり あり なし

株式会社　京製メック 雇用・労災・健康・厚生・財形 

44020-00570171 13-1082 正社員 3人 あり あり なし

株式会社　ＡＫシステム
雇用・労災・健康・厚生・財形  

退職金共済

44010-03243271 13-1077 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

九州市光工業　株式会社
雇用・労災・健康・厚生 

厚生年金基金 
退職金共済

44030-00986171 16-1084 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　1年以上）

株式会社　カマック
雇用・労災・健康・厚生・財形 

厚生年金基金 

44010-05601571 16-1067 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　カマック
雇用・労災・健康・厚生・財形 

厚生年金基金 

44010-05602471 16-1067 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

東九州電子工業　株式会社
雇用・労災・健康・厚生・財形  

退職金共済

44070-00307371 15-1074 正社員 1人 あり あり あり

株式会社　池永セメント工業所 雇用・労災・健康・厚生 

44010-02836771 15-1109 正社員 1人 なし あり あり

有限会社　近藤養蜂場 雇用・労災・健康・厚生 

44020-00237471 13-1133 正社員 2人 あり あり なし

九州乳業　株式会社 雇用・労災・健康・厚生 

44010-06025871 16-1012 正社員 3人 あり なし なし

大分県由布市 

金型保全業務 工場内で自動車用各種ランプ・ドアミラーの金型保
全、生産時のトラブル対応や定期的なメンテナン
ス業務全般を行ってもらいます。（プラスチック噴
出成型金型のメンテナンス作業となります。）

ａ＋ｂ142,500円～193,000円  
プラスチック噴出成型
金型メンテナンス作業
経験者

 
床上操作式クレーン　玉
掛け技能者

大分県中津市 

板金、溶接技術者 精密板金加工　・ＣＯ２溶接、Ｔｉｇ溶接　・制御盤、
計装盤等の板金加工　・半導体製造装置の製缶
加工　等　　＊未経験の方でも丁寧に指導いたし
ます　　能力開発助成制度あり　＊採用後、資格
取得のためのフォロー制度あり（会社負担）

ａ＋ｂ150,000円～200,000円

不問 不問 

大分県国東市 

機械加工職 ＮＣ工作機械を活用した産業機械の部品加工業
務　・図面を見ながら加工を行います。　・重量物
はクレーン等を使用して移動　　※入社後は教育
制度や先輩社員によるＯＪＴがあります。　　※未
経験者、機械の基礎知識のない方も応募可。但
し、契約　　社員での採用の可能性あり（詳細は面
接時に説明）　　　＊応募にはハローワークの紹介
状が必要です。

ａ＋ｂ181,270円～214,810円

 
機械に関する基礎的
な知識・経験をお持ち
の方　図面が読める
方

不問 大分県国東市 

機械オペレーター ◆自動車用部品の量産加工をしてもらいます。　・
加工後の製品の検査、測定　　＊制服は貸与
＊未経験の方でも機械操作等丁寧に指導いたし
ます　　　　※面接には、ハローワークの紹介状が
必要です。

ａ＋ｂ160,000円～230,000円

不問 不問 

大分県宇佐市 

コンクリート製品製造作業員
コンクリート製品の製造　・型枠の組立　・枠内へ
の生コンの投入　・型枠の取外し及びこれに付随
する業務　（機資材の準備・片付け等）

ａ＋ｂ175,000円～200,000円 不問 
鉄工経験者・コンク
リート技士経験者優
遇

不問 大分県大分市 

製造装置オペレーター（メッキ作
業） 自動車部品（ホイールナット）を機械を操作して、

メッキ加工用装置へ投入及び取り出し作業を行い
ます。取り出したメッキ終了部品は箱に投入し、検
査工程に台車等を使用して運ぶ仕事もあります。

ａ＋ｂ137,000円～255,000円
不問 
各種部品製造作業経
験あればなお可

不問 

大分県大分市 

溶接工（経験者）

・工場内での鉄骨の半自動溶接作業他

ａ＋ｂ170,000円～350,000円

 
溶接経験者

 
普通自動車免許（ＡＴ
可）　溶接免許（アーク、
半自動）　（クレーン、玉
掛けなどの免許あれば
尚良）

大分県大分市 

溶接工（未経験者）

・工場内での鉄骨の半自動溶接作業他

ａ＋ｂ150,000円～170,000円

不問 

 
普通自動車免許（ＡＴ
可）　（溶接免許、クレー
ン、玉掛けなどの免許あ
れば尚良）

大分県杵築市 

製造員（正社員） ・牛乳・乳製品・清涼飲料水等の製造業務　（機械
操作あり）　　・作業場、機械等の清掃業務　　＊勤
務時間は配属された部署で異なります　＊早出・
中出・遅出の勤務があります

ａ＋ｂ160,000円～200,000円

不問 不問 大分県大分市 

製造　＜急募＞
◆製造から出荷までの業務全般　・商品の出荷先
毎の取りまとめ及び確認　・２～４ｔトラック（ＭＴ車）
の運転あり　＜製造＞　・ジュースやジャムの食品
加工　・蜂蜜やジュースの瓶詰作業　・商品のラベ
ル貼り、等　　　＊応募にはハローワークの紹介状
が必要です。

ａ＋ｂ170,000円～250,000円

不問 

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定不可）必須　フォーク
リフト免許必須　＊中型
自動車免許所持者は優
遇
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求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

地方卸売市場　株式会社　高田魚
市場

雇用・労災・健康・厚生・財形  
退職金共済

44070-00011871 16-1006 正社員 2人 あり なし あり　（勤続　1年以上）

株式会社　想夫恋 雇用・労災・健康・厚生 

44040-00325671 13-1071 正社員 10人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

大関食品　株式会社 雇用・労災・健康・厚生 

44070-00993371 15-1087 正社員 2人 あり あり あり　（勤続　10年以上）

大関食品　株式会社 雇用・労災・健康・厚生 

44070-00054971 15-1087 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　10年以上）

老松酒造　株式会社 雇用・労災・健康・厚生 

44040-00349071 14-1033 正社員 1人 なし あり なし

有限会社　岩賢住宅 雇用・労災・健康・厚生 

44010-03297071 16-1118 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　1年以上）

2.32E+12 中津木工株式会社 雇用・労災・健康・厚生 

44030-01030571 14-1036 正社員 2人 あり あり あり　（勤続　4年以上）

ベストリビング　株式会社 雇用・労災・健康・厚生 

44040-00460071 13-1044 正社員 2人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　ユービック 雇用・労災・健康・厚生 

44020-00210571 14-1018 正社員 3人 なし あり なし

大分県豊後高田市 

作業員 ○冷凍焼きそばの製造　○精肉・製麺　他の作業
○清掃　○積込み　等　　　　　＊＊　業務拡張の
ための募集です　＊＊　　　【画像情報をハロー
ワークの求人検索機でご覧になれます】

ａ＋ｂ145,000円～180,000円

不問 不問 大分県日田市 

食品製造職 工場内にて水産物をかまぼこ・天ぷら等の練り製
品を製造　・かまぼこ、天ぷら等の練り製品の製造
手作業や機械を使用して魚類をミンチ状、すり身
にする　・製品のパック箱詰め、出荷準備　・フォー
クリフトを使用した　運搬等も行って頂きます。　当
社は社員教育に力を入れています。社員の成長
が会社の成長です。入社して頂いた社員には自分
の成長が実感できる企業づくりを目指しています。
また、挑戦してでの失敗は将来の成功の糧として
捉えています。　未経験者の方でも丁寧に指導い
たします。

ａ＋ｂ157,300円～243,300円

不問 
不問 
フォークリフト運転資格
者

大分県日田市 

家具・建具職人（見習い可）
木材加工・家具及び建具の製作、家具の配達　等
※見習い可　初めての方には丁寧に指導します

ａ＋ｂ154,000円～176,000円
不問 
（家具・建具製作経験
者優遇）

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定不可）

大分県大分市 

酒類製造作業員 ○清酒及び焼酎の製造作業　・清酒、焼酎の仕込
み作業　　原料（米）のサイロ移し、洗米、麹造り、
醪管理、上　　　槽、火入れ、検定　等の作業　・製
造ラインによるオペレーター業務　　機械の整備、
メンテナンス、フォークリフト作業　　＊配送業務若
干あり　　【画像情報をハローワークの求人検索機
でご覧になれます】

ａ＋ｂ140,000円～200,000円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

大分県宇佐市 

冷凍食品製造作業員（管理業
務） 冷凍食品製造全般の段取り、準備を行います。

製造ラインの作業管理や進捗状況の報告、また製
造ラインの終業作業の業務になります。その他、
食品製造に関する作業もあります。

ａ＋ｂ202,260円～252,825円

不問 
不問 
フォークリフト運転技能
者なお可

大分県宇佐市 

冷凍食品製造作業員（工程作業
者）

冷凍食品工程の仕事を行います。　・エビフライ
班：エビの打粉付け、パン粉が付いたエビフライの
トレー入れ　・天ぷら班：エビの打粉付け、エビ天ぷ
ら製品の検品とトレー入れ　・包装班：製品の検品
と段ボールケース入れ　・原料班：エビの選別と筋
切り　食品製造における異物の確認上、視力両眼
で１．０以上（矯正可）が必要と思われます。

ａ＋ｂ163,647円～163,647円

不問 不問 

大分県国東市 

成形オペレーター　〈武蔵町〉 ○電子部品（プラスチック・金属部）の成形業務
○金型修理交換等を行うことがあります。　　＊就
業時間（３）は研修期間中の就業時間　　研修期間
については個人差がありますが、２週間～３ヶ月
程度です。　　　　　＊応募にはハローワークの紹
介状が必要です。

ａ＋ｂ138,400円～173,000円

不問 
　経験者優遇

不問 

大分県中津市 

家具の製造（椅子の縫製）
○インテリア家具（椅子）及び業務用椅子の縫製、
それに伴　う付帯作業

ａ＋ｂ135,000円～250,000円
不問 
＊縫製経験者は採
用・賃金面で優遇

不問 大分県日田市 

家具・木工製作見習い
住宅・店舗・病院などの家具・建具・木工の製作を
行っていただきます。

ａ＋ｂ143,000円～171,000円

不問 不問 
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求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

株式会社　ブライテック 雇用・労災・健康・厚生 

44010-02664371 15-1175 正社員 3人 あり あり なし

株式会社　タカフジ 雇用・労災・健康・厚生 

44010-00920471 13-1132 正社員 2人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　共新電機
雇用・労災・健康・厚生  

退職金共済

44030-00774971 14-1038 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　住理工大分ＡＥ 雇用・労災・健康・厚生・財形 

44070-01167671 14-1041 正社員 5人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　住理工九州 雇用・労災・健康・厚生・財形 

44070-00611971 14-1063 正社員 4人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　臼杵造船所
雇用・労災・健康・厚生  

退職金共済

44060-01409571 14-1035 正社員 1人 あり あり あり

株式会社　臼杵造船所
雇用・労災・健康・厚生  

退職金共済

44060-00065571 14-1035 正社員 2人 あり あり あり

基盤ハンダ付け作業員
大分県大分市向原沖にある　「株式会社ブライテッ
ク　向原工場」にて　・プローブカードの基盤ハンダ
付け　・製品の組み立て

ａ＋ｂ146,200円～189,200円

不問 
（経験者歓迎）

不問 大分県大分市 

大分県豊後高田市 

技能職（製造・金型・現場技術）
自動車用防振ゴム製造に係る各種業務です。適
性を判断し、以下のいずれかの業務を行ってもら
います。　Ａ）製造：生産設備操作、段取り、設備調
整、目視検査等と　　なります。作業は立ち作業で
す。また、社用車（ＡＴ）　　を使用し、倉庫などで目
視検査を行う場合もあります。　Ｂ）金型：生産に使
用する金型のメンテナンス等を行いま　　　す。
Ｃ）現場技術：製品及び設備立ち上げに係るトライ
（設備操　　作、段取り、調整等）を行います。

ａ＋ｂ150,000円～162,000円

不問 
経験者なお可

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

大分県豊後高田市 

製造技能職 各種自動機やロボット操作により、ＯＡ機器用機能
部品の生産に従事いたします。作業内容は材料
準備・投入、設備操作、次工程運搬等になります。
また、品質・納期・コスト等の改善活動を常に行っ
て頂きます。

ａ＋ｂ173,000円～173,000円

不問 不問 

大分県大分市 

機械器具修理工見習い 基本工場内で機械修繕（モーターコイル巻替、分
解、組立、再生作業や変圧器の再生作業の見習
い）を行います。また、工場外の現場（中津市近
郊）に出向き、修繕を行う機械の取外しや修繕の
完成品の取付を行うこともあります。いずれも修理
工の者がついて懇切に教えます。

ａ＋ｂ139,174円～154,821円

不問 不問 大分県中津市 

機械器具設置工事等の施工管
理

プラント設備の機械据付や定修工事における工事
監督が主な業務で、工事施工の企画から実行・報
告までを行います。　・官公庁関係（ゴミ焼却炉、上
下水道設備など）　・民間（臨海工業地帯のプラン
トメンテナンス他）　　＊業務主体は大分県内です
日本国内２ヶ月程度の出張がある場合があります
＊移動は社用車を使います　＊免許の取得状況
や経歴により処遇を決定いたします　＊導入教育
を経て現場配属となります

ａ＋ｂ210,000円～450,000円

 
実務経験５年以上、
建設業の作業主任者
ができる方

不問 
（施工管理の有資格者
尚良し）

大分県臼杵市 

機装課（据付鉄工・配管） ・造船艤装において、エンジン機器等の主機関と
補機類、管　系統の取付据付、溶接及び運転業務
・図面に基づいてグループにて共同作業を行いま
す。　　＊未経験者の場合は、指導員と一緒に作
業し、丁寧に指導し　ます。　＜入社時教育＞　入
社後は、社内にて造船基礎教育を実施し、基礎技
能及び作業安全等の基本的作業を習得させま
す。また、作業に必要な各資格についても随時取
得していただきます。（費用会社負担）

ａ＋ｂ150,000円～220,000円

不問 
 
普通自動車免許（ＭＴ）

大分県臼杵市 

工務課（構内電気設備業務） 船舶建造に関わる構内電気設備、メンテナンス業
務　・クレーン、溶接機器などの各電気工事　　＊
未経験者の場合は、指導員と一緒に作業し、丁寧
に指導し　ます。　＜入社時教育＞　　入社後は、
社内にて新入社員教育を実施します。　　基礎作
業及び安全等の基本的作業を習得させます。
また、作業に必要な各資格についても随時取得し
ていただ　きます。（費用会社負担）

ａ＋ｂ150,000円～220,000円

不問 

 
電気工事士　第二種以
上　普通自動車免許（Ｍ
Ｔ）



68／82

求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

濱田重工　株式会社　大分支店
雇用・労災・健康・厚生・財形 

確定拠出年金 

44010-05645471 14-1079 正社員 3人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

九州ジージーシー　株式会社　日田
工場

雇用・労災・健康・厚生  
退職金共済

44040-00107571 15-1062 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　1年以上）

大分電子工業株式会社　日出工場
雇用・労災・健康・厚生・財形  

退職金共済

44020-01911371 15-1072 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

有限会社　アクトシステム
雇用・労災・健康・厚生  

退職金共済

44010-03081771 14-1031 正社員 1人 なし あり あり　（勤続　1年以上）

フレゼニウス川澄株式会社　犬飼
工場

雇用・労災・健康・厚生 

44080-00372371 13-1080 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

日産プリンス大分販売　株式会社
雇用・労災・健康・厚生 

確定拠出年金 

44010-05397871 15-1023 正社員 2人 あり あり なし

大分第一交通　株式会社 雇用・労災・健康・厚生 

44010-03823171 13-1088 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

有限会社　せれくと 雇用・労災・健康・厚生 

44010-00658771 14-1039 正社員 2人 あり あり なし

愛宕自動車工業　株式会社
雇用・労災・健康・厚生  

退職金共済

44030-00469271 14-1042 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

大分県大分市 

機械メンテナンス（総合職） ○食品製造に関わる機械等のメンテナンス業務全
般　・食品製造に関係する機械、電気の保守及び
点検、修理等　・製造ラインによる各種作業　　（保
守点検修理作業がない場合）　　＊月２～３回程度
夜間勤務があります　　【企業情報をハローワーク
の求人検索機でご覧になれます】

ａ＋ｂ150,000円～230,000円

 
機械メンテナンス経験
者

不問 
（電気工事士、その他機
械・電気の保守修理に
関する資格取得　者採
用面優遇）

大分県日田市 

整備・工事作業 自社設備等の整備及び工事作業　　製鉄に係る
設備の整備・工事・保守等を行って頂きます。　工
場そのものが設備の為、整備等の対象も幅広い
です。例えば、ベルトコンベアであれば各部品の
交換や架台・手すり・歩廊の腐食補修など、自社
で保有している設備の全ての整備を行います。作
業は班に分かれて行います。　　＊作業着・保護
具は支給します。　＊必要資格は会社が負担しま
す。　＊図面の読める方尚良し。

ａ＋ｂ167,000円～181,000円

不問 

 
普通自動車運転免許（Ａ
Ｔ限定不可）　（アーク溶
接、ガス溶接資格があ
れば尚良し）

大分県豊後大野市 

自動車整備士（正社員：県内各
店舗） 当社の取引先ユーザーを主として、車検・点検・一

般修理等整備に係る業務全般を行っていただきま
す。　　整備の実務だけではなく、お客様に対する
整備内容の相談や説明などもお願いします。

ａ＋ｂ152,500円～187,900円
不問 
（整備実務経験１年以
上あれば尚可）

 
国家整備士資格（３級、
２級）　普通自動車運転
免許（ＡＴ限定不可）

大分県大分市 
大分県別府市

保全部係員
コンピュータ制御による大型製造機械の保守・保
全および　修理対応　　　　　＊応募についてはハ
ローワークの紹介状が必要です。

ａ＋ｂ205,000円～205,000円  
ソフトウエア、シーケ
ンス等に精通している
ソフト・計装技術者

 
ＴＯＥＩＣ４００以上の英語
力

大分県速見郡日出町 

ＣＥ（カスタマーエンジニア）、コン
ピュータ技術者 ・システムインストール作業　・コンピュータ機器

ハードウェアメンテナンス作業　　社外での仕事の
移動手段は社用車を使用します。

ａ＋ｂ170,000円～300,000円 不問 
コンピュータ機器ハー
ドウェアメンテナンス
の実務経験者優遇

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

大分県大分市 

半導体製品製造マシンキーパー 半導体製品の自動製造装置のマシンメンテナンス
業務　品質管理に関する事　　＊立ち仕事になり
ます　＊細かい作業の為視力は矯正後０．９以上
が必要になります　　　　　　＊応募にはハロー
ワークの紹介状が必要です。

ａ＋ｂ173,000円～200,000円

不問 不問 

大分県中津市 

自動車整備工 自動車（大型トラックが主）の分解、修理、車検に
関わる業務行っていただきます。整備する車両は
１０トントラックからキャリアカー、コンテナ車、図書
館車、ゴミ収集車等となります。

ａ＋ｂ250,000円～340,000円
不問 
（自動車整備経験者
優遇）

 
自動車整備士（必須）
（自動車検査員あれば
尚可）

大分県大分市 

カーコーティングスタッフ ・洗車、カーコーティング、お客様対応　※一から
指導します。　※女性も活躍している職場です。
長い時間を過ごす会社ですので、会社と合うかど
うかが非常に大切だと考えております。　是非あな
たの目で確かめて頂きたいので、会社訪問を歓迎
しています。　電話にて会社訪問希望とご連絡くだ
さい。　ＨＰも是非ご覧ください。

ａ＋ｂ174,000円～300,000円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

大分県大分市 

自動車整備士 自社車両（タクシー）の整備修理、点検、車検等が
主な業務です　業務については十分に指導します
たまに一般ユーザーの車両整備もあります　（そ
の際は納車、引取り等もあります）　　＊２人体制
で業務を行います

ａ＋ｂ190,000円～190,000円

不問 
（経験者優遇）

 
自動車整備士３級以上
普通自動車運転免許（Ａ
Ｔ限定不可）
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求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

日田バス　株式会社 雇用・労災・健康・厚生 

44040-00575071 16-1028 正社員 3人 あり あり あり　（勤続　4年以上）

株式会社　ジェイテック 雇用・労災・健康・厚生 

44010-02417471 15-1176 正社員 2人 あり あり なし

株式会社　滝尾プラント 雇用・労災・健康・厚生 

44010-04411871 16-1060 正社員 1人 なし なし なし

西日本土木　株式会社 雇用・労災・健康・厚生 

44070-00630371 15-1061 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　西野物産 雇用・労災・健康・厚生 

44030-00463371 13-1096 正社員 1人 なし あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　西野物産 雇用・労災・健康・厚生 

44030-00091071 13-1096 正社員 1人 なし あり あり　（勤続　3年以上）

老松酒造　株式会社 雇用・労災・健康・厚生 

44040-00348171 14-1033 正社員 1人 なし あり なし

株式会社　住理工大分ＡＥ 雇用・労災・健康・厚生・財形 

44070-01164171 14-1041 正社員 5人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　ＡＫシステム
雇用・労災・健康・厚生・財形  

退職金共済

44010-03246071 13-1077 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　エリア 雇用・労災・健康・厚生・財形 

44020-00006071 14-1015 正社員 2人 あり あり あり

自動車整備工 ・自社バスの点検・整備　・車両受注整備・修理
など　　　＊賞与年間５、５ヶ月分支給見込み（２８
年度）　　　【画像情報をハローワークの求人検索
機でご覧になれます】

ａ＋ｂ141,800円～164,600円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

大分県日田市 

大分県豊後高田市 

食品検査員（宇佐市） 食品（乾燥野菜、粉末スープ等）の微生物を検査し
ます。パソコンを使用し検査結果のデーター入力
や、検査結果の報告書の作成なども行います。経
験のない方は丁寧に指導します。

ａ＋ｂ131,500円～131,500円
 
パソコン（エクセル、
ワード）使用できる方

不問 大分県宇佐市 

骨材試験及び事務員 骨材（砕石）試験が主な業務となります。　骨材の
強度試験、水分含有率の測定をし試験票の作成
を行います。骨材（約２０ｋｇ）の試験室への移動も
あります。　その他、パソコンを使用して文書の作
成や文書・伝票等の整理、電話対応の業務もあり
ます。また、社用車（ＡＴ）での現場安全パトロール
も行います。

ａ＋ｂ166,000円～240,000円

 
パソコン（ワード・エク
セル）

 
普通自動車免許（ＡＴ
可）

大分県大分市 

試験係
生コンクリート品質試験（工事現場他）　軽トラック
での試験（大分市内）　　・未経験の方でも仕事に
慣れるまでサポートします

ａ＋ｂ150,000円～320,000円

不問 

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定不可）　コンクリート技
士資格あれば優遇　コ
ンクリート主任技士資格
あれば特に優遇

大分県大分市 

非破壊検査員 ・石油プラント等において、各種非破壊検査を行い
ます　・非破壊検査の教育後の業務となり、初め
は補助の仕事を行　いながら資格を取得して頂き
ます（会社負担あり）　・県外への出張業務あり
＊今回は増員のための募集となります＊　　将
来、幹部候補になっていただける方、歓迎します

ａ＋ｂ150,000円～250,000円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

大分県豊後高田市 

制御盤等の検査業務
電気機械装置の検査業務　・制御盤、計装盤等の
出荷検査業務

ａ＋ｂ152,800円～200,000円

不問 不問 大分県由布市 

一般技能職 工場内にて、ＯＡ機器用機能部品を測定器を使用
した機能検査及び、目視による検査を行い製品の
品質評価業務を行います。また、品質・納期・コス
ト等の改善活動も常に行って頂きます。

ａ＋ｂ134,000円～150,000円

不問 不問 

大分県宇佐市 

製造事務員 ・発酵～製品までのアルコール等の成分分析　・
発酵～製品までの記帳やパソコン入力　・電話応
対、雑務等　　　　【画像情報をハローワークの求
人検索機でご覧になれます】

ａ＋ｂ140,000円～170,000円

不問 不問 大分県日田市 

製品見本作製員 製品見本（乾燥野菜等）を小袋に手詰めする作業
です。使用する乾燥野菜等を必要量採取し、小袋
に手詰めします。手詰めした小袋を取引先は発送
します。パソコンを使用し、決まったフォームに数
量入力作業があります。

ａ＋ｂ131,500円～131,500円
 
パソコン入力程度で
きる方

不問 

大分県速見郡日出町 

半導体製品技術者（転勤の可能
性有）

◆半導体製品の評価・解析　　（電気的特性検査）
◆テストプログラム開発　　＊Ｃ言語もしくはＶＢの
経験、又は半導体のテストプログラ　ム開発経験
の方　　＊転勤範囲は、神奈川県川崎市・東京都
小平市です。　　　＊応募にはハローワークの紹介
状が必要です。

ａ＋ｂ187,000円～358,500円  
Ｃ言語もしくはＶＢ経
験者、半導体のテスト
プログラム開発経験
者のいずれか

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）
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求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

株式会社　エリア 雇用・労災・健康・厚生・財形 

44020-00007371 14-1015 正社員 2人 あり あり あり

株式会社　ユービック 雇用・労災・健康・厚生 

44020-00211471 14-1018 正社員 3人 なし あり なし

株式会社　ＡＫシステム
雇用・労災・健康・厚生・財形  

退職金共済

44010-03240471 13-1077 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　ユービック 雇用・労災・健康・厚生 

44010-06244871 14-1018 正社員 3人 あり あり なし

株式会社　佐藤塗工 雇用・労災・健康・厚生 

44010-03604271 16-1007 正社員 2人 なし あり あり

2.32E+12 中津木工株式会社 雇用・労災・健康・厚生 

44030-01153471 14-1036 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　4年以上）

有限会社東和テック 雇用・労災・健康・厚生 

44010-00532671 16-1149 正社員 2人 あり あり あり

大和冷機工業　株式会社　福岡支
店

雇用・労災・健康・厚生・財形 
確定給付年金 

40180-03035971 16-1040 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　ブライテック 雇用・労災・健康・厚生 

44010-02337471 15-1175 正社員 3人 あり あり なし

株式会社　臼杵造船所
雇用・労災・健康・厚生  

退職金共済

44060-01030771 14-1035 正社員 1人 あり あり あり

大分県国東市 

塗装工

盤等へのメラミン焼付塗装

ａ＋ｂ200,000円～260,000円

 
実務経験５年以上

不問 大分県由布市 

精密部品の検査（武蔵町） 精密部品の検査及び付随業務　　立った姿勢で机
に向かい精密部検査（目視）を行います　　＊ライ
ンでの流れ作業のため、スピードと正確さが求め
られ　るお仕事です。　　　　　＊応募にはハロー
ワークの紹介状が必要です。

ａ＋ｂ138,240円～146,880円

不問 不問 

半導体製品技術者 ◆半導体製品の評価・解析　　（電気的特性検査）
◆テストプログラム開発　　＊Ｃ言語もしくはＶＢの
経験、又は、半導体のテストプログ　　ラム開発経
験の方　　　　　＊応募にはハローワークの紹介状
が必要です。

ａ＋ｂ163,100円～351,000円  
Ｃ言語もしくはＶＢ経
験者、半導体のテスト
プログラム開発経験
者のいずれか

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

大分県速見郡日出町 

大分県中津市 

機械設計製図工 ＣＡＤによる機械の設計・製図業務　・主に配管プ
ラント設計　　＊初心者の方、教育・育成します
＊未経験の方でも一から丁寧に指導しますので安
心して応募　できます　　＊ＡＵＴＯＣＡＤ経験者
優遇します

ａ＋ｂ180,000円～250,000円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

大分県大分市 

家具・建築設計見習い
建築設計図をもとに、家具・建具の詳細図の作成
をパソコンにより行っていただきます。

ａ＋ｂ146,000円～168,000円  
パソコン（エクセル・
ワード）操作のできる
方　ＣＡＤ利用経験あ
れば尚可

不問 

大分県大分市 

塗装工 ・建築（個人宅やビル）の塗装作業　・外壁（高所作
業あり）や内部塗装　・鋼橋塗装（橋梁・鋼構造物）
・その他付随する業務　　＊会社から現場まで交
替で社用車を運転します。　　※現場の範囲は大
分県内です

ａ＋ｂ180,000円～288,000円

不問 
塗装経験あれば優遇

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定不可）

大分県大分市 

塗装工 各所プラント、鉄骨、住宅の塗装工事を各現場に
て作業していただきます。　・道具は刷毛、ロー
ラー等を使って塗装します　・未経験でも丁寧に指
導します　・現場は大分市が中心となります

ａ＋ｂ154,000円～286,000円

不問 不問 

大分県臼杵市 

（障）船舶設計業務（ＣＡＤオペ
レーター）

造船に伴う現縮原図業務　・３Ｄ　ＣＡＤオペレー
ター業務がメイン業務となります。　・その他に社
内資料作成を行うことがあります。　　＊業務を行
う上でパソコンの操作（ワード、エクセル、　　メー
ル）があります。

ａ＋ｂ150,000円～220,000円

不問 不問 

大分県佐伯市 

（請）ＣＡＤオペレーター及び住宅
配線設計者

・ＣＡＤを使っての一般住宅の電気配線図の作成
※初めての方には丁寧に指導いたします

ａ＋ｂ132,000円～184,800円 不問 
（ＣＡＤ（ＡｕｔｏＣＡＤ・Ｊ
ＷＣＡＤ）経験者歓迎）
（電気の知識のある
方歓迎）

不問 
（電気工事士免許取得
者歓迎）

大分県大分市 

設計職／佐伯工場
＊業務用冷蔵庫等（製氷機・食器洗浄・ショーケー
ス）の　　設計開発業務　　＊ＣＡＤによる製図・展
開業務　（富士通　ｉＣＡＤを使用）

ａ＋ｂ200,000円～260,300円

 
設計業務経験者

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）
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求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

西日本検査　株式会社 雇用・労災・健康・厚生 

44010-01186171 13-1019 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

大分バス　株式会社 雇用・労災・健康・厚生 

44010-03694871 14-1032 正社員 3人 あり あり あり　（勤続　2年以上）

日田バス　株式会社 雇用・労災・健康・厚生 

44040-00572271 16-1028 正社員 10人 なし あり あり　（勤続　4年以上）

大分第一交通　株式会社 雇用・労災・健康・厚生 

44010-06460471 13-1088 正社員 3人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

大分第一交通　株式会社 雇用・労災・健康・厚生 

44010-06463271 13-1088 正社員 3人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

大分第一交通　株式会社 雇用・労災・健康・厚生 

44010-06464971 13-1088 正社員 5人 なし なし あり　（勤続　3年以上）

大分第一交通　株式会社 雇用・労災・健康・厚生 

44010-06466071 13-1088 正社員 3人 なし なし あり　（勤続　3年以上）

調査員又は調査補助員
・現場にて目視又は特殊機械を用い、プラントや土
木建築物　等の検査を行う。　　・報告書作成に関
するパソコン操作　　社用車にて現場移動の場合
あり　現場勤務と事務所勤務の日があります　未
経験者の方は技術者の補助についていただきま
す。　その後、現場経験を積みながら各種試験に
挑戦していただ　きます。

ａ＋ｂ176,000円～250,000円

 
Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌが扱え
ること　職務経験不問

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定不可）ＡＴの場合は、
限定解除をしていただき
ます。

宮崎県延岡市 

大分県大分市 

タクシー乗務員（隔日勤務）南大
分営業所

【事業所情報紹介画像あり】　■□未経験者は３ヶ
月間２０万円／月の保障給制度あり□■　　主要
待機場所での乗込み＋流し営業及び得意先無線
営業に　よるお客様の送迎　・大分地区にて月収２
５万円以上は十分に可能です　　（その他　賞与も
支給致します）　・ライフスタイルに合わせて昼勤・
夜勤・隔日勤選択可　・全車カーナビ搭載なので、
地理の不安はありません　・顧客数、無線回数も
大分トップクラス　・ＡＴ車も順次導入中。ＡＴ限定
免許でも対応可能

ａ＋ｂ180,000円～280,000円

不問 
 
普通（大型）２種免許　Ａ
Ｔ限定可能

大分県大分市 

タクシー乗務員（夜勤）南大分営
業所

【事業所情報紹介画像あり】　■□未経験者は３ヶ
月間２０万円／月の保障給制度あり□■　　主要
待機場所での乗込み＋流し営業及び得意先無線
営業に　よるお客様の送迎　・大分地区にて月収２
５万円以上は十分に可能です　　（その他　賞与も
支給致します）　・ライフスタイルに合わせて昼勤・
夜勤・隔日勤選択可　・全車カーナビ搭載なので、
地理の不安はありません　・顧客数、無線回数も
大分トップクラス　・ＡＴ車も順次導入中。ＡＴ限定
免許でも対応可能

ａ＋ｂ180,000円～280,000円

不問 
 
普通（大型）２種免許　Ａ
Ｔ限定可

大分県大分市 
大分県佐伯市

運転士（高速バス） ○高速バスの運転業務　など　　＊賞与年間５、
５ヶ月分支給見込（２８年度・在籍３年目）　　【画像
情報をハローワークの求人検索機でご覧になれま
す】

ａ＋ｂ155,100円～252,000円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

大分県日田市 

路線バス運転士 路線バスの運転及び運行に関わる業務　　就業時
間は複数パターンあります　（例）８時半～１８時半
／７時～２２時／５時半～１６時等　詳細は面談時
に説明いたします　　　＊就業場所は、本人の希
望を考慮します　＊路線バス運転士として経験を
積み、高速バス・貸切バス運　転士へステップアッ
プできます。

ａ＋ｂ163,800円～163,800円

不問 
（大型車両運転経験
あれば尚良し）

 
普通自動車運転免許（Ａ
Ｔ限定不可）必須　※普
通自動車運転免許取得
後３年が経過している方
（大型２種免許取得可能
な方）

大分県大分市 

タクシー教習生乗務員（南大分
営業所）

■□未経験者は３ヶ月間２０万円／月の保障給制
度あり□■　タクシー乗務を行うために、２種免許
の取得と研修を行う。　＊研修期間中の労働条件
２種免許取得期間　日当５，０００円（２週間～１ヶ
月）　２種免許取得後指定研修日　日当６，０００円
（約１０日）　　　指定研修日以外は休日　・２種免
許取得費用は全額会社負担　・大分地区で歩合
込みで２５万円／月程度は十分に可能です。　・全
車カーナビ搭載なので、地理の不安はありませ
ん。　・ＡＴ限定免許でも応募可能。

ａ＋ｂ200,000円～200,000円

不問 
 
普通１種免許（取得３年
以上）　ＡＴ限定可能

大分県大分市 

タクシー教習生乗務員（南大分
営業所）４５歳以下

・タクシー乗務に必要な２種免許取得教習コース
です。　・２種免許取得費用は全額当社負担（条件
付き）となりま　　す。　・２種免許取得までの期間
は、日当５，０００円（１日５～　　６時間程度）支
給。２種免許取得後の研修期間（１０日程　　度）か
ら以降は、日当６，０００円支給となります　・２種免
許取得できるまでの期間は２週間～１ヶ月で、そ
の　　後は所定の研修を１０日間程度を経てタク
シー乗務員とし　　て勤務するようになります。　・
地理不安な方も、ＮＴＴドコモのＦＯＭＡ回線を使用
した　　ＩＰ無線と最新カーナビの装備で安心です。

ａ＋ｂ200,000円～200,000円

不問 
 
普通自動車免許１種（Ａ
Ｔ可・取得３年以上）
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求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

大分トキハタクシー　株式会社 雇用・労災・健康・厚生 

44010-04492471 14-1115 正社員 5人 なし なし なし

大分第一交通　株式会社 雇用・労災・健康・厚生 

44010-03826671 13-1088 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

大分第一交通　株式会社 雇用・労災・健康・厚生 

44010-03828471 13-1088 正社員 1人 なし なし あり　（勤続　3年以上）

大分第一交通　株式会社 雇用・労災・健康・厚生 

44010-03829771 13-1088 正社員 1人 なし なし あり　（勤続　3年以上）

大分第一交通　株式会社 雇用・労災・健康・厚生 

44010-03831171 13-1088 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

大分第一交通　株式会社 雇用・労災・健康・厚生 

44010-03835571 13-1088 正社員 1人 なし なし あり　（勤続　3年以上）

大分県大分市 

タクシー乗務員（女性専用求人） 【事業所情報紹介画像あり】　■□未経験者は３ヶ
月間２０万円／月の保障給制度あり□■　　主要
待機場所での乗込み＋流し営業及び得意先無線
営業に　よるお客様の送迎　・大分地区にて月収２
５万円以上は十分に可能です　　（その他　賞与も
支給致します）　・就業時間は行事（学校・家庭）に
よりご相談に応じます　・全車カーナビ搭載なの
で、地理の不安はありません　・顧客数、無線回数
も大分トップクラス　・ＡＴ車も順次導入中（ＡＴ限定
免許でも対応可能）

ａ＋ｂ180,000円～280,000円

不問 

 
普通自動車２種免許又
は　普通自動車１種免
許（取得３年以上・求人
特記事項欄参照）　ＡＴ
限定可能

大分県大分市 

タクシー乗務員

タクシーの乗務　　＊無線配車は１日１０回程度

ａ＋ｂ125,000円～125,000円

不問 
 
普通自動車免許二種（Ａ
Ｔ限定可）

大分県大分市 

タクシー乗務員（女性専用求人
／南大分営業所）

【事業所情報紹介画像あり】　■□未経験者は３ヶ
月間２０万円／月の保障給制度あり□■　　主要
待機場所での乗込み＋流し営業及び得意先無線
営業に　よるお客様の送迎　・大分地区にて月収２
５万円以上は十分に可能です　　（その他　賞与も
支給致します）　・就業時間は行事（学校・家庭）に
よりご相談に応じます　・全車カーナビ搭載なの
で、地理の不安はありません　・顧客数、無線回数
も大分トップクラス　・ＡＴ車も順次導入中。ＡＴ限定
免許でも対応可能

ａ＋ｂ180,000円～280,000円

不問 

 
普通自動車２種免許又
は　普通自動車１種免
許（取得３年以上・求人
特記事項欄参照）　（ＡＴ
限定可）

大分県大分市 

タクシー乗務員（隔勤） 【事業所情報紹介画像あり】　■□未経験者は３ヶ
月間２０万円／月の保障給制度あり□■　　主要
待機場所での乗込み＋流し営業及び得意先無線
営業に　よるお客様の送迎　・大分地区にて月収２
５万円以上は十分に可能です　　（その他　賞与も
支給致します）　・ライフスタイルに合わせて昼勤・
夜勤・隔日勤選択可　・全車カーナビ搭載なので、
地理の不安はありません　・顧客数、無線回数も
大分トップクラス　・ＡＴ車も順次導入中。ＡＴ限定
免許でも対応可能

ａ＋ｂ180,000円～280,000円

不問 
 
普通自動車２種免許　Ａ
Ｔ限定可能

大分県大分市 

タクシー乗務員（養成員）４５歳以
下

■□未経験者は６ヶ月間２０万円／月の保障給制
度あり□■　タクシー乗務を行う為に、２種免許の
取得と研修を行う　　＊研修期間中の労働条件　２
種免許取得期間　日当５，０００円（２週間～１か
月）　２種免許取得後指定研修日　日当６，０００円
（約１０日間　指定研修日以外は休日　・２種免許
取得費用は全額会社負担　・大分地区で歩合込
みで２５万円／月程度は十分に可能です　・全車
カーナビ搭載なので、地理の不安はありません　・
ＡＴ限定免許でも応募可能

ａ＋ｂ200,000円～200,000円

不問 
 
普通自動車１種免許（Ａ
Ｔ可・取得３年以上）

大分県大分市 

タクシー教習生乗務員 ■□未経験者は３ヶ月間２０万円／月の保障給制
度あり□■　タクシー乗務を行う為に、２種免許の
取得と研修を行う　　＊研修期間中の労働条件　２
種免許取得期間　日当５，０００円（２週間～１か
月）　２種免許取得後指定研修日　日当６，０００円
（約１０日間　指定研修日以外は休日　・２種免許
取得費用は全額会社負担　・大分地区で歩合込
みで２５万円／月程度は十分に可能です　・全車
カーナビ搭載なので、地理の不安はありません　・
ＡＴ限定免許でも応募可能

ａ＋ｂ200,000円～200,000円

不問 
 
普通自動車１種免許（Ａ
Ｔ可・取得３年以上）
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求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

大分第一交通　株式会社 雇用・労災・健康・厚生 

44010-03836471 13-1088 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

大分第一交通　株式会社 雇用・労災・健康・厚生 

44010-00896171 13-1088 正社員 3人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

大分第一交通　株式会社 雇用・労災・健康・厚生 

44010-00897071 13-1088 正社員 3人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

大分第一交通　株式会社 雇用・労災・健康・厚生 

44010-00898371 13-1088 正社員 3人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　池永セメント工業所 雇用・労災・健康・厚生 

44010-02838271 15-1109 正社員 1人 なし あり あり

高田通運　株式会社 雇用・労災・健康・厚生 

44070-00163571 16-1005 正社員 1人 なし あり なし

株式会社　中津急行 雇用・労災・健康・厚生 

44030-00877771 14-1040 正社員 3人 なし あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　中津急行 雇用・労災・健康・厚生 

44030-00523271 14-1040 正社員 3人 なし あり あり

大分県大分市 

タクシー乗務員（夜勤）
【事業所情報紹介画像あり】　■□未経験者は３ヶ
月間２０万円／月の保障給制度あり□■　　主要
待機場所での乗込み＋流し営業及び得意先無線
営業に　よるお客様の送迎　・大分地区にて月収２
５万円以上は十分に可能です　　（その他　賞与も
支給致します）　・ライフスタイルに合わせて昼勤・
夜勤・隔日勤選択可　・全車カーナビ搭載なので、
地理の不安はありません　・顧客数、無線回数も
大分トップクラス　・ＡＴ車も順次導入中。ＡＴ限定
免許でも対応可能

ａ＋ｂ165,988円～280,000円

不問 
 
普通（大型）２種免許　Ａ
Ｔ限定可能

大分県大分市 

タクシー乗務員（昼勤）
■□未経験者は３ヶ月間２０万円／月の保障給制
度あり□■　タクシー乗務を行う為に、２種免許の
取得と研修を行う　　＊研修期間中の労働条件　２
種免許取得期間　日当５，０００円（２週間～１か
月）　２種免許取得後指定研修日　日当６，０００円
（約１０日間　指定研修日以外は休日　・２種免許
取得費用は全額会社負担　・大分地区で歩合込
みで２５万円／月程度は十分に可能です　・全車
カーナビ搭載なので、地理の不安はありません　・
ＡＴ限定免許でも応募可能

ａ＋ｂ165,910円～280,000円

不問 
 
普通（大型）２種免許　Ａ
Ｔ限定可能

大分県大分市 

タクシー乗務員（隔日勤務） ・タクシーでお客様を目的地まで送迎する仕事で
す。　・配車システムと連動した最新カーナビ全車
装備、地理不安な方も安心して仕事ができます。
・大手企業含むお得意先も多数　・ＡＴ車順次導入
中　・保障給制度あり（入社後３ケ月）

ａ＋ｂ161,044円～280,000円

不問 
 
普通（大型）２種免許

大分県大分市 

タクシー乗務員（昼勤／南大分
営業所）

【事業所情報紹介画像あり】　■□未経験者は３ヶ
月間２０万円／月の保障給制度あり□■　　主要
待機場所での乗込み＋流し営業及び得意先無線
営業に　よるお客様の送迎　・大分地区にて月収２
５万円以上は十分に可能です　　（その他　賞与も
支給致します）　・ライフスタイルに合わせて昼勤・
夜勤・隔日勤選択可　・全車カーナビ搭載なので、
地理の不安はありません　・顧客数、無線回数も
大分トップクラス　・ＡＴ車も順次導入中。ＡＴ限定
免許でも対応可能

ａ＋ｂ175,070円～280,000円

不問 
 
普通自動車２種免許（Ａ
Ｔ限定可）

大分県中津市 

大型運転手（中津～倉敷） 大型トラックで自動車部品を納入先まで運搬する
業務を行っていただきます。フォークリフトでの荷
積み荷下ろし作業もあります。１人での作業となり
ます。帰りは空の容器を積んで帰ります。運搬の
エリアは中津～倉敷間となります。

ａ＋ｂ278,128円～392,128円

不問 
 
大型自動車免許１種
フォークリフト資格

大分県中津市 

大型運転手（中津～名古屋） 大型トラックで自動車部品を納入先まで運搬する
業務を行っていただきます。フォークリフトでの荷
積み荷下ろし作業もあります。１人での作業となり
ます。帰りは空の容器を積んで帰ります。運搬の
エリアは中津～名古屋間となります。

ａ＋ｂ278,128円～392,128円

不問 
 
大型自動車免許１種
フォークリフト資格

大分県大分市 

大型運転手（西大分営業所） ＪＲ貨物の５ｔコンテナ専用車で県内配送及び集荷
業務（特産物、電子部品類、家具等他）になりま
す。尚、荷物の積み下ろしには、フォークリフト・手
作業にて行います。

ａ＋ｂ170,000円～200,000円  
大型自動車乗務及び
フォークリフト運転経
験者（経験年数不問）

 
大型自動車免許一種・
フォークリフト技能者
危険物乙４類資格なお
可

大分県大分市 

大型トラック運転手
県内にて、大型トラックの運転、コンクリート製品の
積みおろし

ａ＋ｂ190,000円～250,000円

不問 
経験者優遇

 
大型免許取得者
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求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

株式会社　中津急行 雇用・労災・健康・厚生 

44030-00432571 14-1040 正社員 2人 なし あり あり　（勤続　3年以上）

高田通運　株式会社 雇用・労災・健康・厚生 

44070-01182371 16-1005 正社員 1人 なし あり なし

高田通運　株式会社 雇用・労災・健康・厚生 

44070-00648671 16-1005 正社員 1人 なし あり なし

高田通運　株式会社 雇用・労災・健康・厚生 

44070-00165771 16-1005 正社員 1人 なし あり なし

高田通運　株式会社 雇用・労災・健康・厚生 

44070-00167271 16-1005 正社員 1人 なし あり なし

（株）エムイーディ・エンジニアリング 雇用・労災・健康・厚生 

44020-01478671 14-1127 正社員 1人 なし なし なし

株式会社　九大技建 雇用・労災 

44010-03723471 15-1127 正社員 1人 なし あり なし

株式会社　藤建工業
雇用・労災・健康・厚生  

退職金共済

44020-00724371 16-1166 正社員 1人 なし あり なし

高田通運　株式会社 雇用・労災・健康・厚生 

44070-00453071 16-1005 正社員 1人 なし あり なし

興人ライフサイエンス株式会社　佐
伯工場

雇用・労災・健康・厚生・財形 

44060-00045171 15-1089 正社員 4人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

大分県豊後高田市 

大型運転手（本社） ＪＲ貨物の５ｔコンテナ専用車で県内配送及び集荷
業務（特産物、電子部品類、家具等他）になりま
す。尚、荷物の積み下ろしには、フォークリフト・手
作業にて行います。

ａ＋ｂ170,000円～200,000円  
大型自動車乗務及び
フォークリフト運転経
験者（経験年数不問）

 
大型自動車免許一種・
フォークリフト技能者

大分県豊後高田市 

大型クレーン運転士 大型・小型クレーン車にて、棟上げ・資材の積見
込・積卸、機械の積込・積卸、事故車両の吊上げ
（月１回程度の深夜・休日勤務あり）等の大型ク
レーン車を使用した業務になります。仕事のエリア
は県北から県内一円になります。

ａ＋ｂ160,000円～260,000円
 
大型自動車乗務経験
者（経験年数不問）

 
大型特殊１種免許　移
動式クレーン運転士免
許　玉掛けなお可

大分県中津市 

大型運転手 大型車にて、パイプの運搬（豊後高田から日田）が
主な仕事になります。日田での荷卸しは、天井ク
レーンを使用して行います。その他、製品等の運
送業務もあります。荷物の積み下ろしは、フォーク
リフトにて行います。

ａ＋ｂ170,000円～200,000円  
大型自動車乗務及び
フォークリフト運転経
験者（経験年数不問）

 
大型自動車免許一種
フォークリフト技能者
天井クレーン特別教育
資格者

大分県豊後高田市 

大型運転手（２ルートローテー
ション）

自動車部品をフォークリフトで積荷し大型トラックで
運搬する業務を行っていただきます。運搬のエリ
アは九州～広島間、九州～滋賀間の２ルートロー
テーションです。取引先の納入時間により、日勤・
夜勤のローテーション勤務の場合があります。

ａ＋ｂ276,610円～326,610円

不問 
 
大型自動車免許１種
フォークリフト資格

大分県由布市 

大型トラック運転手
◆１０ｔダンプトラックの運転業務全般　・建設資材
等の運搬　・現場は、大分県一円　　　　　　＊応募
にはハローワークの紹介状が必要です。

ａ＋ｂ178,500円～249,900円

 
　経験者

 
　大型自動車免許

大分県速見郡日出町 

コンクリートミキサー車運転手
主に由布市内の工事現場までの生コン車運転、
製品の荷下ろし作業（機械操作）及び車輛の清
掃、他部署の補助業務　　＊生コン車は小型、大
型あり（普通自動車免許（ＭＴ）、大型自動車１種
のいずれかで応募可）　＊業務に必要な免許、資
格は社内規定の免許取得支援制度を利用して、
取得できます。　　【若手人材確保のための募集】

ａ＋ｂ165,000円～210,000円

不問 

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定不可）　（大型自動車
免許所持者優遇）

大分県豊後高田市 

運転手
◆社用車の運転業務　・製品納入のため、２ｔトラッ
クで商品を搬送　・運転範囲は、主として大分県内
（時折九州圏内への送迎もあり）　・運転業務がな
い時は、工場内の製品の整理等の軽作業をし　て
もらいます。　　　　＊応募にはハローワークの紹
介状が必要です。

ａ＋ｂ150,000円～180,000円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ限
定不可）

大分県速見郡日出町 

大型運転手（ウイング・平ボ
デー） ウイング車、平ボデー車で肥料・自動車部品・鉄

骨・コンクリート製品の運搬作業を行います。運搬
の地域は九州管内です。尚、荷物の積み下ろし
は、フォークリフトにて行います。

ａ＋ｂ170,000円～200,000円  
大型自動車乗務及び
フォークリフト運転経
験者（経験年数不問）

 
大型自動車免許一種
フォークリフト技能者

大分県豊後高田市 

電気系におけるオペレ－ター及
びスタッフ

・ボイラー、タービン発電機、受変電設備の運転監
視、操法　の設定、保守点検、記録，他　・電気事
業法関連の届出及び報告業務　・純水装置の運
転、保守業務　・設備の改善、入れ替え、新規設
備の導入検討、その他、付　帯機器の監視や点
検、手入れ業務　　＊就業時間（１）（２）（３）のシフ
ト制です。

ａ＋ｂ177,200円～277,200円

 
電気業務（強電）の経
験３年以上

 
・第３種以上電気主任技
術者必須、・１級又は２
級ボイラー技　士、危険
物取扱者（乙４）有れば
尚良し

大分県佐伯市 

運転手（本社） 小型車（２ｔ車・４ｔ車）にて、宇佐市から中津市・豊
後高田市・宇佐市内・宇佐市安心院町・大田村管
内の農協及び農家へ肥料・農薬・生活雑貨の配達
を行います。　作業はフォークリフトもしくは手作業
にて行います。

ａ＋ｂ130,000円～150,000円

不問 

 
普通自動車免許（ＭＴ）
・フォークリフト技能者な
お可　・大型自動車免許
なお可
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求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

濱田重工　株式会社　大分支店
雇用・労災・健康・厚生・財形 

確定拠出年金 

44010-05644571 14-1079 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　千代田 雇用・労災・健康・厚生 

44010-00982271 16-1078 正社員 2人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

共立技建工業　株式会社 雇用・労災・健康・厚生 

44010-06169671 15-1177 正社員 1人 なし なし あり　（勤続　3年以上）

株式会社　藤伸 雇用・労災・健康・厚生 

44020-00225071 16-1017 正社員 3人 あり あり あり　（勤続　10年以上）

有限会社　岩賢住宅 雇用・労災・健康・厚生 

44010-03298371 16-1118 正社員 3人 あり あり あり　（勤続　1年以上）

2.32E+12 株式会社　ＴＯＰＨＯＭＥ
雇用・労災・健康・厚生  

退職金共済

44030-00659471 16-1180 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　2年以上）

2.32E+12 株式会社　ＴＯＰＨＯＭＥ
雇用・労災・健康・厚生  

退職金共済

44030-00668771 16-1180 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　2年以上）

共立技建工業　株式会社 雇用・労災・健康・厚生 

44010-06173971 15-1177 正社員 1人 なし なし あり　（勤続　3年以上）

株式会社　荒巻工業
雇用・労災・健康・厚生  

退職金共済

44010-04305771 15-1136 正社員 2人 あり あり あり　（勤続　1年以上）

株式会社　臼杵鋼鈑工業所
雇用・労災・健康・厚生  

退職金共済

44060-00351071 13-1060 正社員 1人 なし あり あり

有限会社　御手洗水道工事 雇用・労災・健康・厚生 

44060-00199871 16-1063 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　2年以上）

大分県大分市 

ビル管理技術者（トキハ本店）
大分市府内町２－１－４にある「トキハ本店」にて
ビル施設の受変電設備機器および冷暖房機器等
の　　設備管理業務

ａ＋ｂ167,000円～217,000円
不問 
（機械、電気、空調関
係　優遇）

不問 
（機械、電気、空調関係
優遇）

大分県大分市 

オペレーター及び重機運転 鉄製造工程における機器のオペレーター　・自社
設備等の操業オペレーター　・重機運転　・現場作
業全般　　＊ある程度体力を要する作業です。
＊作業着・保護具は支給します。　＊玉掛、クレー
ン、重機等の必要資格は会社が負担します。

ａ＋ｂ167,000円～181,000円

不問 

 
普通自動車運転免許（Ａ
Ｔ限定不可）　（玉掛、ク
レーン、重機等の資格
があれば尚良し）

大分県大分市 

建築大工又は建築大工見習い
（経験不問） 新築工事及びリフォーム工事等の大工及び見習

い業務になります。当社職人が丁寧に指導します
ので、仕事をしながら技術を身に着けていただき
ます。現場は、大分県下になります。

ａ＋ｂ186,000円～203,000円

 
車持込みできる方

 
普通自動車免許（ＭＴ）

大分県中津市 

建築大工（見習い可）
九州管内の現場にて一般木造、鉄骨造、鉄筋コン
クリート造の建築物の大工業務　　＊見習い可
初めての方には丁寧に指導します

ａ＋ｂ154,000円～242,000円
不問 
（建築大工経験者優
遇）

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定不可）

大分県大分市 

鉄構・架設工
・鉄骨製品の施工図（ＣＡＤ）　・重軽量鉄骨製作、
構造体溶接、溶断、耐震補強　・各種鍛冶工事、
鋼製下地、鉄骨建方、解体、重量物据付　・各種
鋼製床板工事、仮説足場、建築土木、太陽光架台
設置　・各種とび工事　　　　　＊応募にはハロー
ワークの紹介状が必要です。

ａ＋ｂ207,000円～460,000円

不問 不問 大分県速見郡日出町 

一般作業員（とび・土木工事）
現場にて作業員としての業務（現場は県内一円）
主な業務内容　・とび・土木工事　　※主にプラント
内において、不具合の点検や修理等の対応を　し
ています。その過程で上記業務が発生します。
※採用後、資格取得のためのフォロー制度ありま
す

ａ＋ｂ200,000円～250,000円

不問 

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）　＊ＭＴ尚可　　玉
掛、アーク溶接、ガス溶
接の資格あれば尚良し

大分県大分市 

溶接工、仕上げ工 工場内や各現場での溶接作業を行います。　・鋼
板加工における溶接作業　・機械装置製造作業　・
風送、ダクト等製造及び設置作業　・空調給排水
設備工事や耐震工

ａ＋ｂ167,440円～365,700円

不問 
 
普通自動車（ＭＴ）

大分県臼杵市 
大分県大分市

配管工
・主にプラント内での建設や保全における配管工
事　　用途に応じて管の切断、曲げ等の加工をし、
溶接等により　連結する仕事です。　　※溶接など
の資格は入社後に取得できます。　　※未経験者
でも、技術の指導を一から行います。　　現場へは
直行・直帰を行います。　現場は大分市内

ａ＋ｂ176,000円～286,000円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

大分県中津市 

一般作業員（管工事） 現場にて作業員としての業務（現場は県内一円）
主な業務内容　・管工事　　※主にプラント内にお
いて、不具合の点検や修理等の対応を　していま
す。その過程で上記業務が発生します。　　※採
用後、資格取得のためのフォロー制度あります

ａ＋ｂ200,000円～250,000円

不問 

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）　＊ＭＴ尚可　　玉
掛、アーク溶接、ガス溶
接の資格あれば尚良し

大分県大分市 

建築大工又は建築大工見習い 新築工事及びリフォーム工事等の大工及び見習
い業務になります。技量に応じて当社職人が丁寧
に指導しますので、仕事をしながら技術を身に着
けていただきます。現場は、大分県下になります。

ａ＋ｂ199,000円～251,100円
 
車持込みできる方
（大工経験者優遇）

 
普通自動車免許（ＭＴ）

大分県佐伯市 

配管工
給排水衛生工事に伴う配管工業務全般　・水道管
等の敷設及び配管作業・漏水修理　・メーター交換
等（重機を操作できれば尚良い）　・排水管の配管
作業　・その他、資材の運搬等付随する一連の業
務　　＊初心者の方には指導致します。　＊体力
を要する仕事です。

ａ＋ｂ180,000円～200,000円

不問 
 
普通自動車（ＭＴ）
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求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

8.32E+12 シオツキ装飾株式会社 雇用・労災・健康・厚生 

44060-00934371 16-1013 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

8.32E+12 シオツキ装飾株式会社 雇用・労災・健康・厚生 

44060-00907171 16-1013 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

株式会社　コスモコンサルタント 雇用・労災・健康・厚生 

44010-03756471 14-1061 正社員 1人 なし なし あり　（勤続　5年以上）

鬼塚電気工事　株式会社
雇用・労災・健康・厚生・財形 

厚生年金基金 
退職金共済

44010-01044771 13-1068 正社員 1人 なし あり あり　（勤続　3年以上）

鬼塚電気工事　株式会社
雇用・労災・健康・厚生・財形 

厚生年金基金 
退職金共済

44010-01045871 13-1068 正社員 1人 なし あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　共新電機
雇用・労災・健康・厚生  

退職金共済

44030-00775171 14-1038 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　大日
雇用・労災・健康・厚生  

退職金共済

44040-00682371 16-1153 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　水明テクノス
雇用・労災・健康・厚生  

退職金共済

44040-00184771 16-1110 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　水明テクノス
雇用・労災・健康・厚生  

退職金共済

44040-00187971 16-1110 正社員 2人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

大分県佐伯市 

測量技術者
・道路、河川等に関する測量業務全般　　　＊現場
は大分県内一円です

ａ＋ｂ150,000円～300,000円 不問 
パソコン（Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃ
ｅｌが扱えること）　（職
務経験あれば尚良
し）

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）　（測量士、測量
士補あれば尚良し）

大分県大分市 

内装工事技術者（佐伯）
建築工事の新築、改装時における内装仕上げ工
事業務　・壁、天井等のクロス貼り業務　・床のじゅ
うたん、カーペット、ビニ－ルタイル、ビニール
シート貼り業務　・カーテン取り付け作業　等　　＊
採用後、仕事内容に関しては丁寧に指導致しま
す。

ａ＋ｂ160,000円～220,000円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ
可）

内装工事技術者（大分市）
建築工事の新築、改装時における内装仕上げ工
事業務　・壁、天井等のクロス貼り業務　・床のじゅ
うたん、カーペット、ビニ－ルタイル、ビニール
シート貼り業務　・カーテン取り付け作業　等　　＊
採用後、仕事内容に関しては丁寧に指導致しま
す。

ａ＋ｂ160,000円～220,000円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ
可）

大分県大分市 

大分県中津市 

電気工事作業及び管理 ○一般住宅、公共工事における電気工事作業及
び管理業務　・屋内配線及び空調設備工事　・施
工管理業務　　＊社用車使用　＊主に日田市内近
郊の業務

ａ＋ｂ150,000円～250,000円  
電気工事経験者　（管
理できる方は採用面
で優遇）

 
電気系資格所持者（電
気工事士、電気工事施
工管理等）　普通自動車
免許（ＡＴ限定不可）

大分県日田市 

電気工事士 大分県内及び北九州での発電所・変電所におけ
る設備メンテナンス工事や工場内での変圧器の修
理業務も行います。作業は基本的には複数人数
での作業となります。現場までは社用車（ＭＴ車）
で向かいます。

ａ＋ｂ164,000円～250,000円

 
電気工事経験者

 
普通自動車免許（ＭＴ）
（第１種電気工事士又は
第２種電気工事士資格
あれば尚可）

大分県大分市 
福岡県福岡市博多区

電気工事士
電気配線工事業務全般　主に工事現場での屋内・
外の配線工事　　脚立作業あり（２～３ｍ程度）　作
業範囲は主に大分県内です

ａ＋ｂ170,000円～350,000円

 
電気工事経験者

 
２種電気工事士以上
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

大分県大分市 

電気通信設備工（大分市・福岡
市）

大分市大字津留字六本松にある「大分本社」又は
福岡市博多区三筑にある「福岡支店」にて　電気
通信工事の設計・積算　電気通信工事の指揮・監
督　主に無線・携帯関係の通信工事　等　　作業
範囲は主に大分県内もしくは福岡県内です

ａ＋ｂ170,000円～350,000円

 
電気通信工事経験者

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

大分県日田市 

電気工事員 ○店舗、工場、学校、病院、ホテル、公共施設、マ
ンショ　　ン、一般住宅等の電気設備工事に係る施
工　　＊連絡後、履歴書及び紹介状を当所在地宛
（大井宛）郵送も　しくは持参下さい。追って選考結
果及び面接者には日時等　を連絡します。　【画像
情報をハローワークの求人検索機でご覧になれま
す】　　※応募される方はハローワークから「紹介
状」の交付を受け　てください。
「建設」

ａ＋ｂ150,000円～270,000円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ限
定不可）

大分県日田市 

電気工事施工管理士 ○店舗、工場、学校、病院、ホテル、公共施設、マ
ンショ　　ン、一般住宅等の電気設備工事に係る施
工　　＊連絡後、履歴書及び紹介状を当所在地宛
（大井宛）郵送も　しくは持参下さい。追って選考結
果及び面接者には日時等　を連絡します。　　【画
像情報をハローワークの求人検索機でご覧にな
れます】　※応募される方はハローワークから「紹
介状」の交付を受け　てください。
「建設」

ａ＋ｂ180,000円～300,000円

不問 

 
・電気工事施工管理士
（電気工事士（２種以上）
応募可）　　・普通自動
車免許（ＡＴ限定不可）
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求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

共立技建工業　株式会社 雇用・労災・健康・厚生 

44010-06171871 15-1177 正社員 1人 なし なし あり　（勤続　3年以上）

共立技建工業　株式会社 雇用・労災・健康・厚生 

44010-06172271 15-1177 正社員 1人 なし なし あり　（勤続　3年以上）

株式会社　池永セメント工業所 雇用・労災・健康・厚生 

44010-02837871 15-1109 正社員 1人 なし あり あり

西日本土木　株式会社 雇用・労災・健康・厚生 

44070-01214471 15-1061 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

有限会社　山香水道
雇用・労災・健康・厚生  

退職金共済

44020-00042471 14-1019 正社員 1人 あり あり なし

株式会社　友岡組
雇用・労災・健康・厚生・財形  

退職金共済

44080-00157571 15-1180 正社員 2人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

株式会社　友岡組
雇用・労災・健康・厚生・財形  

退職金共済

44080-00159771 15-1180 正社員 2人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

株式会社　九大技建
雇用・労災・健康・厚生 

確定拠出年金 

44010-06520171 15-1127 正社員 2人 なし あり あり

株式会社　アクト化成 雇用・労災・健康・厚生 

44070-01049171 15-1015 正社員 1人 あり なし あり

大分県大分市 

一般作業員（鋼構造物工事）
現場にて作業員としての業務（現場は県内一円）
主な業務内容　・鋼構造物工事　　※主にプラント
内において、不具合の点検や修理等の対応を　し
ています。その過程で上記業務が発生します。
※採用後、資格取得のためのフォロー制度ありま
す

ａ＋ｂ200,000円～250,000円

不問 

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）　＊ＭＴ尚可　　玉
掛、アーク溶接、ガス溶
接の資格あれば尚良し

大分県大分市 

一般作業員（機械器具設置工
事）

現場にて作業員としての業務（現場は県内一円）
主な業務内容　・機械器具設置工事　　※主にプラ
ント内において、不具合の点検や修理等の対応を
しています。その過程で上記業務が発生します。
見習い可

ａ＋ｂ200,000円～250,000円

不問 

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）　＊ＭＴ尚可　　玉
掛、アーク溶接、ガス溶
接の資格あれば尚良し

大分県杵築市 

土木技術職
土木工事管理　・工事に伴う測量　・工程管理　・
品質管理　・安全管理　＊工事現場は主に豊後大
野市及び竹田市

ａ＋ｂ180,000円～300,000円

 
経験者

 
普通自動車運転免許（Ａ
Ｔ限定可）　土木施工管
理技士２級以上

大分県豊後大野市 
大分県竹田市

作業員 ○公共および民間の土木工事・水道工事における
現場作業　・杵築市が主な現場になります　・軽ト
ラック（ＭＴ車）使用を使用します
≪建設業≫　　　　＊応募にはハローワークの紹
介状が必要です。

ａ＋ｂ200,000円～216,000円

不問 

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定不可）　＊重機免許あ
れば尚よし

大分県大分市 

土木・舗装及び重機オペレー
ター作業員 各現場にて土砂の掘削や埋戻し・コンクリートの練

り・充填等および１～２トンダンプにて資材や機材
運搬も行います。　また、重機オペレーター資格者
は車両系建設機械の操作作業業務もあります。採
用後は必要な免許資格の取得を会社が全額負担
にて目指していただきます。現場は、大分県全域
ですが主に県北地域が中心となります。

ａ＋ｂ150,000円～250,000円

不問 
 
普通自動車免許（ＭＴ）

大分県豊後高田市 

工務（現場勤務）
住宅基礎工事、造成工事、地盤調査・改良工事を
行っていただきます。

ａ＋ｂ230,000円～280,000円

不問 
現場作業経験者優遇

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）　　土木施工管理
技士取得者優遇します

大分県宇佐市 

工場作業員（育苗、園芸）
水稲用・園芸用苗培土の製造プラントオペレー
ター及び袋詰めされた製品の出荷作業を行いま
す。車両系建設機械運転技能者の方は原料土を
タイヤショベルを使用して天日乾燥させた後、２ｔ～
４ｔトラックで工場内へ運搬して他の原料土も加え、
製造プラントのホッパーへ投入します。また、出来
あがった苗培土の袋詰め装置への投入もします。
フォークリフト免許所持の方は、ロボットでパレタイ
ズされた製品を、フォークリフトで倉庫へ運搬した
り、トラックへの積み込み作業が主業務になりま
す。

ａ＋ｂ200,000円～300,000円

不問 

 
中型自動車免許（４ｔ車
運転可能な免許）
フォークリフト免許又は
車両系建設機械運転技
能者なお可

大分県豊後大野市 
大分県竹田市

コンクリートポンプ車オペレー
ター

土木・建設現場における生コンのポンプ圧送作業
ポンプ圧送車の運転、ブームの操作　配管の準備
や撤去作業　生コン車の誘導、道具や備品の掃除
他部署の手伝い（生コン車の運転や土木作業）
等

ａ＋ｂ175,000円～230,000円

不問 

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定不可）　大型自動車免
許所持者優遇

大分県由布市 

舗装技術職
舗装工事管理　・舗装工事に伴う測量　・工程管理
・品質管理　・安全管理　＊工事現場は主に豊後
大野市及び竹田市

ａ＋ｂ180,000円～300,000円

 
経験者

 
普通自動車運転免許（Ａ
Ｔ限定可）　土木施工管
理技士２級以上
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求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

株式会社　上組　大分支店 雇用・労災・健康・厚生・財形 

44010-00122771 16-1137 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

株式会社　上組　大分支店 雇用・労災・健康・厚生・財形 

44010-00131871 16-1137 正社員 3人 あり あり あり　（勤続　5年以上）

高田通運　株式会社 雇用・労災・健康・厚生 

44070-00916971 16-1005 正社員 1人 なし あり なし

株式会社　西原商会九州 雇用・労災・健康・厚生 

46010-00110271 15-1129 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　西原商会九州 雇用・労災・健康・厚生 

46010-03243571 15-1129 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　ダイプロ南部販売
雇用・労災・健康・厚生  

退職金共済

44060-00420271 15-1077 正社員 1人 なし あり あり　（勤続　5年以上）

有限会社　フードスタッフ 雇用・労災・健康・厚生 

44010-00346671 13-1124 正社員 2人 あり あり なし

株式会社　シーアール 雇用・労災・健康・厚生 

44010-04792571 15-1034 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　10年以上）

株式会社　ホームセンターセブン 雇用・労災・健康・厚生 

44070-00869871 15-1134 正社員 1人 あり あり なし

荷役機械運転及び検査工（日
勤） 新日鐵住金　大分製鐵所構内作業となります　　・

クレーン、ショベル等の大型機械運転業務　・各種
機械の点検、整備　・鉄製品の品質管理　　資格、
免許等は必要都度　全額会社負担にて取得

ａ＋ｂ161,000円～185,000円

不問 不問 大分県大分市 

大分県大分市 

ルート営業［中津市］ ○１日３０～４０件程度のお客様（ホテル、レストラ
ン、　　結婚式場、居酒屋等の外食産業）へ業務用
食材の提案と　　配達を行います。社用車使用（Ｍ
Ｔ車）　＊担当エリア：中津、豊前、宇佐、行橋　等
＊他社には提案出来ないオリジナル商品も豊富
に取り扱って　　いる為、お客様へ商品の説明や
提案がしやすいです。　＊入社３ヶ月は先輩社員
がフォローしますので、未経験の方　　も安心して
ご応募ください。　＊転勤については、キャリアを
積んで頂き、本人と面談の上行っていきます。

ａ＋ｂ201,753円～230,196円

不問 
 
普通一種免許（ＡＴ限定
不可）

大分県中津市 

ルート営業［大分市］

○１日３０～４０件程度のお客様（ホテル、レストラ
ン、　　結婚式場、居酒屋等の外食産業）へ業務用
食材の提案と　　配達を行います。社用車使用（Ｍ
Ｔ車）　　＊他社には提案出来ないオリジナル商品
も豊富に取り扱って　　いる為、お客様へ商品の説
明や提案がしやすいです。　＊入社３ヶ月は先輩
社員がフォローしますので、未経験の方　　も安心
してご応募ください。　＊転勤については、キャリア
を積んで頂き、本人と面談の上　　行っていきま
す。

ａ＋ｂ201,753円～230,289円

不問 
 
普通一種免許（ＡＴ限定
不可）

大分県大分市 

倉庫管理業務員 ○大分県農協宇佐支店内倉庫にて、倉庫内から
の肥料・農薬　の入荷・出荷業務が主な仕事にな
ります。　　・荷造り業務　　・清掃管理業務　　・荷
請業務　　・入庫・出庫・在庫管理業務（伝票に基
づいて）

ａ＋ｂ170,000円～180,000円
 
フォークリフト経験者
（経験年数不問）

 
フォークリフト運転技能
資格

大分県宇佐市 

荷役機械運転及び検査工（交替
制）

１．新日鐵住金　大分製鐵所構内作業　２．三交代
制となります　　・クレーン、ショベル等の大型機械
運転業務　・各種機械の点検、整備　・鉄製品の品
質管理　　資格、免許等は必要都度　全額会社負
担にて取得

ａ＋ｂ174,500円～200,000円

不問 不問 

大分県大分市 

出荷業務責任者（正社員）（四日
市店） 楽天市場、Ｙａｈｏｏショッピング、Ａｍａｚｏｎ等のイン

ターネット販売に出荷業務責任者の仕事に携わっ
て頂きます。業務内容は、荷物の梱包と出荷の仕
事になります。

ａ＋ｂ155,000円～155,000円

不問 不問 大分県宇佐市 

自動販売機商品の補充 ○県内一円の自動販売機の管理○　　１日平均２
０～２５台を廻って商品補充や売上金回収、清掃
等を行います　　※自販機の操作等は丁寧に説明
いたします

ａ＋ｂ149,500円～185,500円

不問 
 
普通自動車運転免許（Ａ
Ｔ限定不可）

大分県佐伯市 

ルート配送【急募】 ・ルート配送　・商品（乳製品等の食品）の受注及
び納品　・納品先は湯布院、久住、阿蘇のドライブ
イン及びホテル　・２ｔトラックかワゴン車を使用しま
す　　【急　募】

ａ＋ｂ170,000円～270,000円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ限
定不可）

大分県由布市 

ＬＰＧガスバルクローリー配送員 ＬＰＧガスバルクローリー配送業務　・ＬＰＧガスの
積み込み、配送、充填業務　・車をバルクに横付け
しホースでＬＰＧガスを充填します。　・その他、車
両の管理等、関連する一連の業務　　＊配送先は
病院、スーパー、マンション、等です、配送範囲は
主に佐伯市内で、臼杵、津久見市内もあります。
＊必要な資格は採用後、取得して頂きます（費用
は事業所負担）。

ａ＋ｂ146,200円～166,200円

不問 
 
・中型自動車運転免許
（８ｔ限定可）ＭＴ
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ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

株式会社　千代田 雇用・労災・健康・厚生 

44010-04307271 16-1078 正社員 1人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　タイガー 雇用・労災・健康・厚生 

44020-01009371 14-1128 正社員 2人 あり なし なし

有限会社　恵上商店 雇用・労災・健康・厚生 

44030-00403971 15-1185 正社員 1人 あり あり あり

愛宕自動車工業　株式会社
雇用・労災・健康・厚生  

退職金共済

44030-00466471 14-1042 正社員 2人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　ホテル三泉閣
雇用・労災・健康・厚生 

厚生年金基金 

44020-01787471 14-1094 正社員 2人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

株式会社　ホテル三泉閣
雇用・労災・健康・厚生 

厚生年金基金 

44020-00621471 14-1094 正社員 2人 あり あり あり　（勤続　3年以上）

160001 大分キヤノン株式会社 雇用・労災・健康・厚生・財形 

15-1120 正社員 1人 あり あり あり　勤続1年以上

160002 大分キヤノン株式会社 雇用・労災・健康・厚生・財形 

15-1120 正社員 6人 あり あり あり　勤続1年以上

大分県中津市 

工場内作業補助員 納車車両の清掃作業、作業準備のための車両の
移動作業、塗料作業の補助、マスキングテープ貼
り作業等の手伝い、工場内清掃等の工場内での
作業補助業務全般を行っていただきます。

ａ＋ｂ150,000円～200,000円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ
可）

大分県中津市 

収集運搬・古紙選別・加工作業
員

４トンパッカー車（ＭＴ）を運転し、廃棄物や古紙を
回収する収集運搬作業、テレビ、冷蔵庫などの家
電製品をトラックに積み込んだり、おろしたりする
積みおろし作業、工場内のコンべヤーから流れて
くる段ボールや新聞、雑誌を分別し、圧縮機で梱
包する古紙選別及び加工作業等を行います。

ａ＋ｂ175,000円～210,000円

不問 
 
中型自動車免許（ＭＴ）
または８トン限定でも可

大分県大分市 

清掃員 一般清掃業務全般　・病院、パチンコ店、ホテル、
旅館等のメンテナンス作業　・フロアー、階段、トイ
レ、客室等の掃き・拭き掃除、等　　従業員の送迎
業務　・ワンボックスカーを使用（ＡＴ車）　　　　＊応
募にはハローワークの紹介状が必要です。

ａ＋ｂ144,500円～170,000円

不問 
 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

大分県別府市 

総合ビルメンテナンス業務（トキ
ハインダストリー南大分）

大分市田中町にある「トキハインダストリー南大分
センター」内にてメンテナンス業務（主に清掃）　　・
経験者はもちろん、未経験者の方も歓迎いたしま
す　・全般的に出来る様に指導いたします　・将来
の幹部（責任者）として仕事をして下さる方　歓迎

ａ＋ｂ161,000円～177,000円

不問 
実務経験あれば尚可

 
普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

大分県国東市 

【制御ソフト開発】カメラ生産の自
動設計

■装置／治具（自動調整・検査装置／自動組立装
置等）の新規開発・設計
★当社はCanonブランドの一眼レフカメラ等の技術
拠点です。生産力を高めていくための鍵を握るの
が生産技術者です。
■人と機械が融合した「ものづくりNo．１」の自動
化セル生産システムを創造することを目指してい
ます。
《具体的には》ロボットを使った組立自動化装置の
開発・設計、デジタルカメラの自動調整・検査装置
の開発・設計、組立工程の自動化工程設計
■コンシューマー用カメラは顧客ニーズの変化が
早く多様化しています。そのため期限の中で新製
品を次々と打ち出していくことが求められます。

年収例：300万円～450万円

 
・組込制御の開発経
験ある方
【歓迎】・PLCシーケン
スプログラム設計、C
言語による制御
　　　　　　ソフト設計、
画像認識・画像処理
ソフト設計実務経験

 
特になし

大分県国東市 

情報システム（社内SE）

■カメラに関わるレンズ・基板・筐体の生産力向上
のために、情報システム開発をお任せします。開
発環境は、C#/.net/VB、oracleです。
★当社はCanonブランドの一眼レフカメラ等の技術
拠点です。
■常に新しい「ものづくり」を創造し、海外生産に勝
つための国内生産を維持する生産体制を先頭に
立って推し進める技術屋の集団。
<<具体的には>>
・設備予算、経費予算、固定資産などの業務改善
IT化
・CADシステム管理、業務支援アプリの開発
・技術に関するキヤノン全社活動計画の推進と管
理

年収例：300万円～450万円

 
C#、.net、VBのプログ
ラミング経験
【歓迎】CADｼｽﾃﾑの
管理、ﾕｰｻﾞｰ支援の
実務経験、ｻｰﾊﾞｰ管
理、
HP構築、工場生産技
術の知識・経験

 
特になし

大分県別府市 

バンケット係 ◆ホテル内における宴会及び、会議棟の会場設
営業務全般　・宴会・会議場の設営及び、片付け
（テーブル、イス、座布団、お膳、グラス、お箸　等）
・客室係のサポート　　　　＊応募には、ハローワー
クの紹介状が必要です。

ａ＋ｂ150,000円～150,000円 不問 
　＊居酒屋・飲食店
ホール業務経験者優
遇

不問 大分県別府市 

食器洗浄係 ◆ホテル厨房での仲洗い業務と管理全般　・洗い
場の方の労務管理（シフト）　・食器及び調理器具
等の洗浄　・食器及び調理器具等の乾燥　・片付
け　・厨房内の清掃　等　　　　＊応募にはハロー
ワークの紹介状が必要です。

ａ＋ｂ150,000円～200,000円

不問 不問 
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求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

160003 大分キヤノン株式会社 雇用・労災・健康・厚生・財形 

15-1120 正社員 6人 あり あり あり　勤続1年以上

160004 大分キヤノン株式会社 雇用・労災・健康・厚生・財形 

15-1120 正社員 2人 あり あり あり　勤続1年以上

160005 大分キヤノン株式会社 雇用・労災・健康・厚生・財形 

15-1120 正社員 6人 あり あり あり　勤続1年以上

160010 株式会社　上組　大分支店 雇用・労災・健康・厚生・財形 

16-1137 正社員 5人 あり あり あり　勤続5年以上

160011 株式会社　上組　大分支店 雇用・労災・健康・厚生・財形 

16-1137 正社員 5人 あり あり あり　勤続5年以上

大分県国東市 

生産工程（日勤制）
・各種機械の点検、整備
・鉄製品の品質検査、品質管理業務
新日鐵住金㈱大分製鐵所構内作業となります。

ａ+b161,000円～185,000円

不問 
 
普通自動車免許

大分県大分市 

【電機・ハード設計】カメラ生産の
自動機設計

■装置／治具（自動調整・検査装置／自動組立装
置等）の新規開発・設計
★当社はCanonブランドの一眼レフカメラ等の製造
拠点です。
生産力を高めていくための鍵を握るのが生産技術
者です。
■人と機械が融合した「ものづくりNo．１」の自動
化セル生産システムを創造することを目指してい
ます。
《具体的には》
ロボットを使った組立自動化装置の開発・設計、デ
ジタルカメラの自動調整・検査装置の開発・設計、
組立工程の自動化工程設計
■コンシューマー用カメラは顧客ニーズの変化が
早く多様化しています。そのため期限の中で新製
品を次々と打ち出していくことが求められます。

年収例：300万円～450万円

 
電気回路の設計経験
ある方（設計図を書い
ている方）
【歓迎】・パソコン／マ
イコン／ＰＬＣによる
計測／制御回路・ソフ
ト設計
　　　　　・画像認識ソ
フトウェア・システム
開発の実務経験者

 
特になし

大分県国東市 

【金型設計・モールド加工技術
職】

【海外にも勝てるものづくり～ゴールは部品加工か
ら組立迄の一貫生産】
■モールド（プラスチック）部品の加工工程におけ
る量産確立と新技術の開発を担う加工技術職。金
型設計から金型構造及び加工方法開発、成形技
術開発まで幅広く取り組んで頂きます。
☆大分キヤノン社はCanonブランドの一眼レフカメ
ラ等の製造拠点。
製造力を高めていただくための鍵を握るのがモー
ルド加工技術者です。
■当社の生産技術者は、設計、立上げ、量産稼働
後の改善、量産フォローまでのサイクルを担い、
トータルでカメラづくりに関わることが出来ます。
■トヨタ生産方式にて年間1千万台カメラ製造。電
気店に並んだカメラが自身が製造した装置によっ
て作られているというのもやりがいです。

年収例：300万円～450万円

 
プラスチック射出成形
及び金型設計の経験
がある方（経験製品
不問）

 
特になし

大分県国東市 

【機械設計】カメラ生産の自動機
の設計職

■装置／治具（自動調整・検査装置／自動組立装
置等）の新規開発・設計
★当社はCanonブランドの一眼レフカメラ等の製造
拠点です。
生産力を高めていくための鍵を握るのが生産技術
者です。
■人と機械が融合した「ものづくりNo．１」の自動
化セル生産システムを創造することを目指してい
ます。
《具体的には》ロボットを使った組立自動化装置の
開発・設計、デジタルカメラの自動調整・検査装置
の開発・設計、組立工程の自動化工程設計
■コンシューマー用カメラは顧客ニーズの変化が
早く多様化しています。そのため期限の中で新製
品を次々と打ち出していくことが求められます。

年収例：300万円～450万円

 
装置の設計経験があ
る方（設計図を書いて
いる方）
【歓迎】・3D-CADによ
る機械・装置（生産設
備）設計
　　　・工場生産設備、
ロボット利用設備開発
設計の実務経験者

 
特になし

大分県大分市 

生産工程（交替制）
・各種機械の点検、整備
・鉄製品の品質検査、品質管理業務
新日鐵住金㈱大分製鐵所構内作業となります。

ａ+b174,500円～200,000円

不問 
 
普通自動車免許
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求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度

仕事の内容

賃金等（万円）
（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

160009 株式会社　デンザイ東亜 雇用・労災・健康・厚生・財形 

 15-1080 正社員 １人 あり あり あり　勤続2年以上

160006 株式会社　大有設計 雇用・労災・健康・厚生 

13-1047 正社員 2人 あり あり あり　勤続　－　年以上

150001 三井造船　株式会社　大分事業所 雇用・労災・健康・厚生・財形 

14-1053
正社員以外（契約

社員）
2人 あり あり あり　勤続3年以上

150002 三井造船　株式会社　大分事業所 雇用・労災・健康・厚生・財形 

14-1053
正社員以外（契約

社員）
2人 あり あり あり　勤続3年以上

150003 三井造船　株式会社　大分事業所 雇用・労災・健康・厚生・財形 

14-1053
正社員以外（契約

社員）
2人 あり あり あり　勤続3年以上

150004 三井造船　株式会社　大分事業所 雇用・労災・健康・厚生・財形 

14-1053
正社員以外（契約

社員）
2人 あり あり あり　勤続3年以上

150005 三井造船　株式会社　大分事業所 雇用・労災・健康・厚生・財形 

14-1053
正社員以外（契約

社員）
2人 あり あり あり　勤続3年以上

150006 三井造船　株式会社　大分事業所 雇用・労災・健康・厚生・財形 

14-1053
正社員以外（契約

社員）
2人 あり あり あり　勤続3年以上

150007 三井造船　株式会社　大分事業所 雇用・労災・健康・厚生・財形 

14-1053
正社員以外（契約

社員）
1人 あり あり あり　勤続3年以上

150008 三井造船　株式会社　大分事業所 雇用・労災・健康・厚生・財形 

14-1053
正社員以外（契約

社員）
1人 あり あり あり　勤続3年以上

大分県大分市 

クレーン等の品質保証業務
主に岸壁用クレーンの工場内または現地での調
整、試運転業務
国内外への出張業務

ａ+b199,410円～326,760円
 
品質管理、生産技
術、現地工事（国内、
国外）、電気制御設
計、メンテナンス業務
等の実務経験。

 
英語力に関する向上心
のある方

大分県大分市 

技術者
建築設計業務（意匠設計、構造
設計、電気設備設計、機械設備

設計） 建築物の設計に関する業務
作図、顧客との打合せ、現地調査

ａ+b180,000円～400,000円

 
新卒の場合は特に無
し。
中途採用の場合は建
築設計または工事に
携わった経験の上、
設計図作成ができる
こと。

 
特に無し。一級建築士
等あればなお良し。

システムエンジニア

■社内の情報システムの構築及び管理

ａ+b160,000円～230,000円
 
SEの実務経験者(又
は同等能力のある方)

 
普通自動車免許

大分県大分市 

大分県大分市 

クレーン等の製造における海外
生産対応業務 主に岸壁用クレーンの海外生産対応業務

海外生産計画、生産管理など
いずれも国内・海外出張対応有り

ａ+b199,410円～326,760円  
機械品製作・鋼構造
物製作の海外生産計
画実務経験

 
英語力に関する向上心
のある方

大分県大分市 

クレーン等の製造におけるライン
スタッフ業務 主に岸壁用クレーンの生産ラインスタッフ業務

生産ラインの管理、請負業者統括管理など
いずれも国内・海外出張対応有り

ａ+b199,410円～326,760円  
機械品製作・鋼構造
物製作のスタッフ実
務経験

 
英語力に関する向上心
のある方

大分県大分市 

クレーン等の製造における生産
技術業務 主に岸壁用クレーンの生産技術業務

工事の施工方針、要領検討、施工管理、技術開発
など
いずれも国内・海外出張対応有り

ａ+b199,410円～326,760円  
機械品製作・鋼構造
物製作の技術実務経
験

 
英語力に関する向上心
のある方

大分県大分市 

クレーン等の製造における生産
計画業務 主に岸壁用クレーンの生産計画業務

操業計画、工数管理、効率化、設備計画・管理な
ど
いずれも国内・海外出張対応有り

ａ+b199,410円～326,760円  
機械品製作・鋼構造
物製作の計画実務経
験

 
英語力に関する向上心
のある方

大分県大分市 

クレーン等の設備保全
工場内のクレーンを中心とした設備の保守メンテ
ナンス業務

ａ+b166,600円～310,280円

 
機械設備の保守

 
整備士（自動車等）資格
があれば尚可

大分県大分市 

クレーン等の設計業務
主に岸壁用クレーンの設計業務
（装置設計、制御設計、生産設計、電装設計）

ａ+b253,790円～335,250円

 
機械品の基本計画、
設計、見積、実工事
等の実務経験5年以
上
海外出張を厭わない
方

 
英語力に関する向上心
のある方

大分県大分市 

クレーン等の製造における調達
管理業務 主に岸壁用クレーンの調達管理

発注管理、納期フォロー、外注管理・技術指導など
いずれも国内・海外出張対応有り

ａ+b199,410円～326,760円  
機械品製作・鋼構造
物製作の調達実務経
験

 
英語力に関する向上心
のある方
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求人番号 事業所名 加入保険等

ＨＷ求人番号 ＳＪＣ登録番号 雇用形態　注） 採用人数 昇給（実績） 賞与（実績） 退職金制度
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（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

求人職種

150009 三井造船　株式会社　大分事業所 雇用・労災・健康・厚生・財形 

14-1053
正社員以外（契約

社員）
1人 あり あり あり　勤続3年以上

140367 大同生命保険株式会社　大分支社 労災 

44010-16035351 13-1034 パート労働者 1人 なし なし なし

140347 株式会社　臼杵鋼鈑工業所 雇用・労災・健康・厚生 

13-1060 正社員 1人 あり あり あり　勤続3年以上

140346 協栄工業　株式会社
雇用・労災・健康・厚生  

あり

14-1065 正社員 2人 あり あり あり　勤続3年以上

140345 協栄工業　株式会社
雇用・労災・健康・厚生 

あり

14-1065 正社員 2人 あり あり あり　勤続3年以上

工場管理業務 工場生産品(クレーン等)の原価集計・管理
工場各種費用の予算管理業務
工場の業務管理

※これまでの経験を加味し、上記仕事内容を割り
当てる

ａ+b166,600円～310,280円  
・コスト管理（原価集
計等）又は 工場業務
管理経験
・エクセル、ワード、パ
ワーポイント等のソフ
ト使用経験

 
大分県大分市 

大分県大分市 

総合職（技術系）
冷暖房・空調設備、給排水・衛生設備の施工管理
業務

ａ+b170,000円～350,000円

 
 
普通自動車運転免許
（マニュアル）

大分県大分市 

技術職
冷暖房・空調設備、給排水・衛生設備の設計・積
算業務

ａ+b170,000円～350,000円  
建築設備の設計・積
算業務又は施工管理
業務

 
普通自動車運転免許

大分県大分市 

設計業務

各種機械の設計、取付管理業務

ａ+b180,000円～300,000円

 
経験者

 
普通自動車

大分県臼杵市 

企業福利厚生プランナー（法人
営業）

・地元の中小企業の社長様、従業員様への福利
厚生制度のご案内、各種資料の作成・整理、顧客
情報の管理をして頂く仕事です。（指定した企業へ
1日10件程度の訪問をします。）
・企業相手なので、親戚や知人への勧誘はありま
せん。
・研修制度（3年間の研修期間あり）が充実してい
るので未経験者でも安心！ 9割以上が女性の職
場です。
・学校行事等を考慮します。小さなお子さんがい
らっしゃる方でも安心して働けます。（半日休暇制
度あり）
・次世代育成支援の認定企業です。
・活動範囲（担当地域）大分市、別府市、臼杵市等

時給875円～875円

不問 不問 


