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注） 「職業安定法第32条の11」に該当する求人については、当センターでは斡旋を行いません

求人番号 ＨＷ求人番号 事業所名 ＳＪＣ登録番号 業種 求人職種 雇用形態 採用人数 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）

昇給（実績） 賞与（実績） 加入保険等 退職金制度 必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

44010-06937681 株式会社　柴田石油商会 13-1115 燃料小売業 総合職（管理職） 正社員 1人 総務・経理・営業の管理業務　（管理職として）　　
　＊将来の幹部候補としての採用です

ａ＋ｂ205,000円～310,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生
厚生年金基金

あり　（勤続　5年以
上）

不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県大分市

44060-00792181 株式会社　庄司酒店 16-1104 酒小売業 一般総合職 正社員 3人 ・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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり 不問
普通自動車免許（ＡＴ
可）

大分県臼杵市

44010-04923581 株式会社　福祉の杜いまじん 13-1041 老人福祉・介護
事業

通所介護事業所の管理者（候補） 正社員 1人 介護保険事業所の管理業務全般　・人事管理　・
売上管理　・介護業務　等

ａ＋ｂ190,000円～255,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし
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
法士の内何れか

大分県大分市
大分県別府市

44020-02421281 医療法人　堀田医院 15-1126 一般診療所 事務長 正社員 1人 人事、総務、法務、設備管理、その他管理業務全
般、その他　　※人事、法務、設備管理業務及び
総務の一部は専任担当にな　りますので、実務経
験が必要です。　　※介護保険の知識が必要です
。　※相談員業務を兼務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＋ｂ276,950円～289,550円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上） パソコン操作（エクセル

・ワード）　同業種での
管理業務の経験また
は異業種での課長職
以上の管理業務の経
験

普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県国東市

44080-00474581 株式会社　デジスト 13-1143 その他の各種商
品小売業（従業
者が常時５０人
未満のもの）

店舗運営（大分中央町店） 正社員 1人 店舗運営および販売にかかる業務全般　＊販売
業務、値段付け、レジ業務　＊接客、清掃　等　　・
慣れるまで丁寧に指導します。　＊将来的には店
長として活躍していただけます。　　　◎「事業所情
報表示」のボタンをタッチすると写真画像を見るこ
とができます。

ａ＋ｂ165,000円～210,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問 不問 大分県大分市

44040-00566481 株式会社　リタプラス 17-1081 機械器具小売
業（自動車，自
転車を除く）

林業技能者 正社員 1人 ○素材生産における作業全般　・木材の伐採、搬
出（運搬）作業を、チェーンソーや高性能　林業機
械を使用し行う。

ａ＋ｂ185,000円～280,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

なし 不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）

大分県日田市

44010-06614381 株式会社　石井工作研究所 15-1106 電子デバイス製
造業

ＣＡＤ設計（曲工場） 正社員 2人 大分市大字曲字川成にある「曲工場」にて　　受
注案件における製品の機械装置設計（ＣＡＤ設計
）を主に担当していただきます。　　　※過去にＣＡ
Ｄ設計のＩＣＡＤ（ＳＯＬＩＤ　ＷＯＲＫＳ）　を扱った経
験がある方を希望します。

ａ＋ｂ207,000円～293,500円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形
確定給付年金

あり
ＣＡＤ設計（ＩＣＡＤ、ＳＯ
ＬＩＤ　ＷＯＲＫＳ）

不問 大分県大分市

44010-06750381 株式会社　ブライテック 15-1175 産業用電気機
械器具製造業

電気設計 正社員 3人 電気機械装置のハード・ソフト（ＰＬＣ）設計 ａ＋ｂ152,000円～190,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）

大分県大分市

44010-03486981 株式会社　ブライテック 15-1175 産業用電気機
械器具製造業

半導体装置の設計（基盤設計） 正社員 3人 （株）ブライテック高江事業所にて　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
半導体検査器具の設計、開発　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・半
導体試験装置の設計、開発

ａ＋ｂ158,100円～237,150円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし
基盤設計の経験

不問 大分県大分市

44060-01759381 大和冷機工業株式会社　九州佐伯
工場

15-1212 事務用機械器
具製造業

開発設計職（佐伯工場） 正社員 1人 大和冷機工業　株式会社　佐伯工場での開発設
計業務　・業務用冷蔵庫・ショーケース等の開発、
設計を行います。　・冷凍サイクルの設計、ＣＡＤ
による機構設計の業務です。

ａ＋ｂ220,000円～350,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形
確定給付年金

あり　（勤続　3年以
上） 機械関係、電気関係の

設計経験者
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県佐伯市

44070-01470781 株式会社　佐々木精工 15-1068 金属加工機械
製造業

電気設計員 正社員 1人 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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり
電気設計実務経験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

44070-01088381 株式会社　スターテック 13-1116 一般産業用機
械・装置製造業

電気設計（ソフト） 正社員 1人 オートＣＡＤを使用して、法人ユーザーから受注し
た自動化・省力化機械装置の制御盤を設計しま
す。また、シーケンサーソフト作成等も行います。　
なお、社用車を使用し、打ち合わせの為ユーザー
（北九州市等）を訪問することもあります。

ａ＋ｂ150,000円～250,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

なし
電気設計経験２年以
上

普通自動車免許（ＡＴ
可）

大分県宇佐市

44010-07618781 株式会社　ＡＫシステム 13-1077 発電用・送電用
・配電用電気機
械器具製造業

電気設計（大分市又は由布市） 正社員 1人 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２０
０２－１のいずれか　　※面接前に、業務の詳しい
説明・工場見学を行いますので、安心してご応募
ください。

ａ＋ｂ170,000円～260,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

退職金共済

あり　（勤続　3年以
上） 実務経験３年以上

不問 大分県由布市
大分県大分市

44020-02669081 株式会社　エリア 14-1015 情報処理・提供
サービス業

基板設計技術者 正社員 2人 ◆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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形
確定拠出年金

なし
パソコン操作（エクセル
・ワード・メール）

普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県速見郡日出町

44020-01765581 株式会社　エリア 14-1015 情報処理・提供
サービス業

機械設計技術者 正社員 1人 ◆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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形
確定拠出年金

なし
パソコン（ワード・エク
セル・メール）の扱える
方

普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県速見郡日出町

44010-03806981 株式会社　デンケン 14-1059 電子応用装置
製造業

半導体解析及び営業：杵築市・電
子デバイス事業部・正社員

正社員 1人 （１）電気的特性評価（技術営業）　ＩＣ製品の特性
を計測機器を使用し、測定及びレポート化　　（２）
信頼性評価及び解析（技術営業）　・恒温槽、計測
器、観察装置を用いた試験業務　・ＩＣ製品の故障
解析、分析業務　　入社後、（１）又は（２）の仕事
内容で配属を決定します。希望考慮いたしますの
で、面接時にご相談ください。

ａ＋ｂ200,000円～400,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

あり
実務経験者 普通自動車免許（ＡＴ

限定可）

大分県杵築市

44020-02662981 大分キヤノン　株式会社 15-1120 光学機械器具・
レンズ製造業

技術職 正社員 18人 （４）設計（機械・電気・制御）：自動機装置／治具
の機　　　　　　　　　　　　　　　　械・電気・制御ソフト
設計　　（５）システムエンジニア：情報システム開
発（業務改善Ｉ　　　　　　　　　　　　Ｔ化・システム管
理・業務支援ア　　　　　　　　　　　　プリの開発など
）　　　　　　　　　　　　　ソフトウェア開発・評価　（６）
施設保全：建物付帯施設管理　　　　　　　　　環境
保証推進　　※応募には、ハローワークの紹介状
が必要です。

ａ＋ｂ167,400円～262,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

あり　（勤続　1年以
上） 各種業務内容にかか

わる経験者

不問 大分県大分市
大分県国東市

44010-07043381 株式会社　トライテック 17-1038 金属素形材製
品製造業

設計・製図 正社員 1人 ・ＣＡＤによる設計製図　・現場との打合せ、技術
営業　・ホームページ管理　等

ａ＋ｂ270,000円～500,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上） ＡｕｔｏＣＡＤ実務経験者 普通自動車車免許（中

型）又は旧普通自動車
免許（ＭＴ）

大分県大分市

44010-03672781 山九　株式会社　大分支店 14-1096 港湾運送業 設計スタッフ 正社員 2人 「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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

あり　（勤続　3年以
上） 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）

大分県大分市

44010-03675181 山九　株式会社　大分支店 14-1096 港湾運送業 機械系プラントエンジニア 正社員 1人 ・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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

あり　（勤続　3年以
上） 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

44060-01745481 株式会社　臼杵鋼鈑工業所 13-1060 暖房・調理等装
置，配管工事用
附属品製造業

設計 正社員 1人 機械装置、管工事に関する設計業務　・機械装置
の設計業務　・管工事（風送、ダクト、等）の設計業
務

ａ＋ｂ198,000円～264,000円 なし あり 雇用・健康・厚生 なし 不問
普通自動車（ＭＴ）

大分県臼杵市
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求人番号 ＨＷ求人番号 事業所名 ＳＪＣ登録番号 業種 求人職種 雇用形態 採用人数 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）

昇給（実績） 賞与（実績） 加入保険等 退職金制度 必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

44070-00521681 株式会社　佐々木精工 15-1068 金属加工機械
製造業

機械設計員 正社員 1人 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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり
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

44010-06426881 株式会社　デンケン 14-1059 電子応用装置
製造業

技術職（杵築市・電子デバイス事業
部）

正社員 1人 杵築市大字守江にある「電子デバイス事業部」に
て　半導体部品製造工場内の装置に係る技術職
を募集します。　＜仕事の内容＞　・加工装置、検
査装置の立ち上げ、保守　・治工具類の設計　等

ａ＋ｂ200,000円～250,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

あり
実務経験者 普通自動車免許（ＡＴ

限定可）

大分県杵築市

44010-09793481 株式会社　デンケン 14-1059 電子応用装置
製造業

機械設計者 正社員 1人 各種半導体／医療機器に関わる製造装置の機械
設計、開発　・マイクロキャダム（富士通）　・Ｓｏｌｉｄ
　ＭＸ（富士通）　・Ａｕｔｏ　ＣＡＤ

ａ＋ｂ250,000円～350,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

あり
実務経験者 普通自動車免許（ＡＴ

限定可）

大分県由布市

44010-07619881 株式会社　ＡＫシステム 13-1077 発電用・送電用
・配電用電気機
械器具製造業

機械設計（大分市又は由布市） 正社員 1人 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１
４７４番地　　　　　　　大分市大字鶴崎２００２－１
のいずれか　※面接前に、業務の詳しい説明・工
場見学を行いますので、安心してご応募ください。

ａ＋ｂ170,000円～260,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

退職金共済

あり　（勤続　3年以
上） 実務経験３年以上

不問 大分県由布市
大分県大分市

44020-01351681 株式会社　京製メック 13-1082 一般産業用機
械・装置製造業

設計技術者（機械） 正社員 1人 ◆産業用機械の機械設計業務　・開発機械は、顧
客毎の仕様に基づいた設計となります　　　　　　　
　＊応募にはハローワークの紹介状が必要です。

ａ＋ｂ203,810円～315,900円 なし あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

あり　（勤続　3年以
上） ＣＡＤを使用した経験を

お持ちの方

不問 大分県国東市

44010-06820181 ワコーエンジニアリング　株式会社 17-1056 電気工事業 電気設備工事作業員 正社員 2人 電気設備工事全般　　・工場内設備の電気系統メ
ンテナンス　　・電気工事の工程、施工管理　　　
＊作業範囲は大分県内一円となります　　＊普通
自動車免許（ＡＴ限定）の方はＭＴ免許を取得して
頂　きます。（取得は自己負担となります）

ａ＋ｂ160,000円～400,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上）

不問
電気工事士免許あれ
ば尚良し　普通自動車
免許（ＡＴ限定可）

大分県大分市

13040-13577181 昭和アステック　株式会社 13-1110 電気工事業 電気設備工事施工管理職／大分
市

正社員 1人 石油製精、石油化学プラント内での電気設備の工
事施工管理　業務　※電気設備（受電配電盤、ケ
ーブル、電動機、照明等）の　　設置工事の工程
管理　※電気設備の日常メンテナンス工事の工程
管理　※電気設備の改修工事　※日常の点検　ト
ラブル対応

ａ＋ｂ200,000円～333,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形
確定給付年金

あり　（勤続　3年以
上） プラントにおける電気

工事経験あれば尚可
第２種電気工事士　普
通自動車免許（ＡＴ可）

大分県大分市

44010-03311281 株式会社　ＡＫシステム 13-1077 発電用・送電用
・配電用電気機
械器具製造業

電気工事施工管理技士・監理技術
者

正社員 3人 ・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　　※面接前に、
業務の詳しい説明・工場見学を行いますので、安
心してご応募ください。

ａ＋ｂ168,000円～268,800円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

退職金共済

あり　（勤続　3年以
上） 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

大分県由布市
大分県大分市

44080-00347781 フレゼニウス川澄株式会社　犬飼
工場

13-1080 医療用機械器
具・医療用品製
造業

保全部係員（計装関連） 正社員 1人 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

ａ＋ｂ205,000円～250,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上） 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

大分県豊後大野市

44010-03328281 株式会社　ＡＫシステム 13-1077 発電用・送電用
・配電用電気機
械器具製造業

製造技術者 正社員 1人 ・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）　　※面接前に、業務
の詳しい説明・工場見学を行いますので、安心し
てご応募ください。

ａ＋ｂ150,000円～200,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

退職金共済

あり　（勤続　3年以
上）

不問 不問 大分県由布市

44030-00952781 ダイハツ九州株式会社 16-1031 自動車・同附属
品製造業

品質保証スタッフ 正社員 3人 車両及び部品の評価・品質改善を行う。試作車両
や、お客様・製造現場からの不具合情報の原因
究明、各部署と協力し設計変更や工程改善を行う
仕事になります。関連する分野はプレス板金から
電子部品まで多岐にわたり、幅広い業種のキャリ
アが活かせます。

ａ＋ｂ168,500円～297,300円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

あり　（勤続　3年以
上）

不問
（車両の構造に詳しい
方や部品メーカーでの
業務経験ある方優遇）

普通自動車運転免許（
ＭＴ）

大分県中津市

44030-00760881 株式会社　西野物産 13-1096 その他の食料品
製造業

マネジメント（品質管理・新商品開
発・技術研究等）

正社員 1人 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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上） 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

160012 株式会社　住理工大分AE 14-1041 生産技術 正社員 1人 （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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

あり　勤続3年以上
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）

大分県豊後高田市

160013 株式会社　住理工大分AE 14-1041 品質管理 正社員 1人 （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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

あり　勤続3年以上
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

44030-01244581 株式会社　ＴＯＰＨＯＭＥ 16-1180 木造建築工事
業

住宅設計スタッフ（ユニバーサルホ
ーム大分本店）

正社員 1人 主な業務内容は、ＣＡＤ（ＪＷ）を使用して木造住
宅の設計図作成、法的チェックを中心とした営業
社員と現場監督のプランニングサポート業務です
。現場の確認等で社外へ出る事もあります。入社
後しばらくは先輩社員が同行し仕事をサポートし
ます。

ａ＋ｂ199,000円～251,100円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　2年以
上） 車持込みできる方　Ｃ

ＡＤ（ＪＷ）ができる方
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（ＡＴ限定可）

大分県大分市

44010-06052781 有限会社　岩賢住宅 16-1118 木造建築工事
業

建具・家具等設計 正社員 1人 木製建具、家具、木工事の製図作成業務 ａ＋ｂ250,000円～300,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　1年以
上） 積算業務経験者　Ｗｏｒ

ｄ・Ｅｘｃｅｌが扱えること
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県大分市

44010-05026481 株式会社　日本ピット 14-1002 建設用・建築用
金属製品製造
業（製缶板金業
を含む）

開発・設計 正社員 2人 ・各種建築物への自社製品を使用した納まりの施
工図作成業務（Ａｕｔｏ　ＣＡＤ）　　・自社既存製品
の改善、改良業務及び新規製品開発業務

ａ＋ｂ144,000円～246,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

あり　（勤続　3年以
上）

不問
（建築士、建築設備士
資格者優遇）

不問
（普通自動車免許（ＡＴ
限定可）あれば尚可）

大分県大分市

44010-04285681 ナカノス建設工業　株式会社 16-1115 一般土木建築
工事業

設計者 正社員 1人 ＊現地調査・測定、基本設計図の作成（ＣＡＤ等
使用）等を　行います。　　＊建築確認申請検査等
立ち合い業務などもあり、「お施主様　との現場の
橋渡し」役も重要な業務になります。　　【就業場
所の補足】　上記の他、本社での勤務可能性もあ
りますので、面接時に詳しくご説明いたします。

ａ＋ｂ160,000円～289,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

退職金共済

あり　（勤続　3年以
上）

不問
（設計経験者優遇） ・２級建築士以上優遇

　・普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定可）

大分県大分市

44010-03796881 株式会社　協同システム設計 15-1152 土木建築サービ
ス業

建築設備設計員 正社員 1人 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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　2年以
上）

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

44030-00698281 株式会社　ＴＯＰＨＯＭＥ 16-1180 木造建築工事
業

アフターメンテナンス業務員（ユニ
バーサルホーム大分）

正社員 1人 当社が、お引き渡したお客様宅を訪問し、点検・メ
ンテナンス等を行う業務や、お客様からの修理依
頼やリフォーム依頼の対応などのアフターメンテ
ナンス業務が主体になります。そのほか、積算、
発注、業者手配、現場管理もあります。建築中の
現場確認のお手伝いに行くこともあります。朝、事
務所に出勤後、各々現場へ行きます。（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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　2年以
上） 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（ＡＴ可）

大分県大分市
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44030-01808481 有限会社　東栄工業所 13-1036 建設用・建築用
金属製品製造
業（製缶板金業
を含む）

機械設計担当者（構造計算） 正社員 1人 当社が製造する鋼構造物等が積載荷重・積雪荷
重・地震荷重などに対してどのように変形しどのよ
うな応力が発生するのかの構造計算及び鉄骨製
作工場における鋼材発注・設計製図等の工務全
般を行います。社用車にて、取引先に出向きます
。

ａ＋ｂ194,000円～250,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

なし 不問
（自動倉庫・コンベア等
のマテハン設備の業務
経験者優遇）

普通自動車免許（ＡＴ
可）　一級建築士

大分県中津市

44030-01243981 株式会社　ＴＯＰＨＯＭＥ 16-1180 木造建築工事
業

住宅設計スタッフ（ユニバーサルホ
ーム中津）

正社員 1人 主な業務内容は、ＣＡＤ（ＪＷ）を使用して木造住
宅の設計図作成、法的チェックを中心とした営業
社員と現場監督のプランニングサポート業務です
。現場の確認等で社外へ出る事もあります。入社
後しばらくは先輩社員が同行し仕事をサポートし
ます。

ａ＋ｂ199,000円～251,100円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　2年以
上） 車持込みできる方　Ｃ

ＡＤ（ＪＷ）ができる方
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（ＡＴ限定可）

大分県中津市

44030-00680881 株式会社　ＴＯＰＨＯＭＥ 16-1180 木造建築工事
業

アフターメンテナンス業務員（ユニ
バーサルホーム中津）

正社員 1人 当社が、お引き渡したお客様宅を訪問し、点検・メ
ンテナンス等を行う業務や、お客様からの修理依
頼やリフォーム依頼の対応などのアフターメンテ
ナンス業務が主体になります。そのほか、積算、
発注、業者手配、現場管理もあります。建築中の
現場確認のお手伝いに行くこともあります。朝、事
務所に出勤後、各々現場へ行きます。（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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　2年以
上） 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（ＡＴ可）

大分県中津市

44060-01370381 株式会社　樹の家こころ舎 14-1014 木造建築工事
業

住宅・店舗の設計監理 正社員 1人 ・お客様のご要望ヒアリング　・プラン提案　・模型
作成　・積算（関連業者とのディティール打合せ）　
・建築確認申請　他　申請業務　・施工現場のディ
ティールチェック　　＊建築に対して情熱のある方
優遇　＊研修はありませんが経験の少ない方は
アトリエ建築家の打　合せに同行し技術を学べま
す。

ａ＋ｂ183,500円～445,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　5年以
上）

不問
普通自動車免許（ＡＴ
可）

大分県臼杵市

44010-09953481 株式会社　熊野建設 13-1107 一般土木建築
工事業

施工管理又は積算又はアフターサ
ービス

正社員 1人 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＋ｂ255,000円～435,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　3年以
上）

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

44010-10031481 株式会社　グランディーズ 13-1002 建物売買業，土
地売買業

現場監督（幹部社員または営業所
長候補含む）

正社員 1人 （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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　1年以
上）

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

44010-08372881 株式会社　ニッショー 13-1142 管工事業（さく井
工事業を除く）

機械据付配管業務管理者 正社員 1人 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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり
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

44010-08373281 株式会社　ニッショー 13-1142 管工事業（さく井
工事業を除く）

電気工事業務現場監督 正社員 1人 各種電気工事の施工管理業務 ａ＋ｂ250,000円～450,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり 不問
（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２
級以上　普通自動車免
許（ＡＴ限定不可）

大分県大分市

44010-06413681 株式会社　佐藤塗工 16-1007 塗装工事業 現場管理・監督 正社員 2人 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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり
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

44010-06498581 有限会社　中山建材店 16-1011 建築材料卸売
業

施工管理及び営業 正社員 3人 ・現場に係る工程管理、品質管理、安全管理　等
　・建築資材の営業販売

ａ＋ｂ210,000円～280,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

あり　（勤続　3年以
上） Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌが扱える

こと　職務経験不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県大分市

44010-06049381 有限会社　岩賢住宅 16-1118 木造建築工事
業

現場管理者 正社員 1人 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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　1年以
上） 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

44010-04282181 ナカノス建設工業　株式会社 16-1115 一般土木建築
工事業

個人住宅の施工管理技術者 正社員 1人 大分市公園通り西にある「ＯＡＢパークプレス住宅
展示場スムスム」にて　個人住宅建築工事の現場
代理人　・建築現場の管理、監督　・工事の行程
管理　・資材の発注業務　等

ａ＋ｂ205,000円～275,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

退職金共済

あり　（勤続　3年以
上）

不問
住宅の建築施工管理
の経験者優遇

・２級建築施工管理技
士以上又は２級建築
士以上の方優遇　・普
通自動車免許（ＡＴ限
定可）

大分県大分市

44010-04289781 ナカノス建設工業　株式会社 16-1115 一般土木建築
工事業

一般建築の施工管理技術者 正社員 1人 建設工事の現場代理人　・建築現場の管理・監督
　・工事の工程管理　・資材の発注　等

ａ＋ｂ205,000円～275,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

退職金共済

あり　（勤続　3年以
上）

不問
建築施工管理経験者
優遇

・建築施工管理技士２
級又は建築士２級以
上優遇　・普通自動車
免許（ＡＴ限定可）

大分県大分市

44030-00686981 株式会社　ＴＯＰＨＯＭＥ 16-1180 木造建築工事
業

木造施工管理（経験不問：ユニバー
サルホーム大分）

正社員 1人 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。担当は大分エリアです。
）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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　2年以
上） 車持込みできる方 二級建築士（必須）　

普通自動車免許（ＭＴ）

大分県大分市

44030-00697881 株式会社　ＴＯＰＨＯＭＥ 16-1180 木造建築工事
業

木造施工管理（ユニバーサルホー
ム大分）

正社員 1人 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。担当は大分エリアです。
）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＋ｂ199,000円～251,100円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　2年以
上） 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

44020-00930581 三光建設工業　株式会社 14-1095 一般土木建築
工事業

建築現場管理及び建築現場管理
補助

正社員 2人 ・建築現場管理業務全般及び補助業務全般をお
願いします。　・現場は主に大分県内のアパートや
ビル、公共施設などの大　規模建築現場からリフ
ォームまでです。　・業務上現場への直行直帰が
多くなります。　　※未経験者も歓迎します（当社
にて資格取得を指導）　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　【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～420,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　10年以
上）

不問
　＊経験者優遇 普通自動車免許（ＡＴ

限定可）　＊１・２級建
築士及び１・２級建築
施工管理技士資格者
優遇

大分県別府市
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44030-00579281 株式会社トップインターナショナル 16-1096 一般土木建築
工事業

建築施工管理技術者 正社員 1人 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。業務内容は工
事の計画から品質管理、アフターフォローまで多
岐にわたります。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＋ｂ213,000円～324,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上）

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

44030-00671781 株式会社　ＴＯＰＨＯＭＥ 16-1180 木造建築工事
業

木造施工管理（ユニバーサルホー
ム中津）

正社員 1人 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（中津～行橋方面）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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　2年以
上） 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

44030-00674181 株式会社　ＴＯＰＨＯＭＥ 16-1180 木造建築工事
業

木造施工管理（経験不問：ユニバー
サルホーム中津）

正社員 2人 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（中津～行橋方面）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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　2年以
上） 車持込みできる方 二級建築士（必須）　

普通自動車免許（ＭＴ）

大分県中津市

44040-01627481 株式会社　水明 16-1110 管工事業（さく井
工事業を除く）

管工事施工管理技士 正社員 1人 ○給排水衛生、空調、上下水道等の設備工事及
びメンテナン　ス業務　　＊施工場所　　一般住宅
・マンション・店舗・公共施設・病院・学校・　　ホテ
ル等　　　【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】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　「建設」

ａ＋ｂ200,000円～350,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

退職金共済

あり　（勤続　3年以
上）

不問
配管技能士２級以上ま
たは管工事施工技士２
級以上　普通自動車免
許（ＡＴ限定不可）

大分県日田市
福岡県久留米市

44040-01184781 株式会社　江藤工務店 16-1176 一般土木建築
工事業

施工管理技士 正社員 1人 ○建設工事における施工管理業務全般　・ＲＣ造
。木造等の指揮、監督業務　・予算管理　・工程管
理　・安全、品質管理等　・設計、製図（施工図作
成、ＣＡＤ使用）等　　※現場は主に日田市及び日
田市近辺となります　　【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】

ａ＋ｂ240,000円～400,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　3年以
上）

不問
（建設工事施工管理業
務経験あれば尚可）

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

大分県日田市

44040-00911581 株式会社　川浪組 16-1152 一般土木建築
工事業

建築施工管理技術者 正社員 1人 ○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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　3年以
上） 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

44040-00748181 河津建設　株式会社 13-1039 一般土木建築
工事業

建築施工管理技術者 正社員 1人 ○施工管理全般　・施工計画作成から実際の現
場管理全般　　　　【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】　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　「建設」

ａ＋ｂ205,000円～410,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　3年以
上）

不問
（経験あれば尚可） ・普通自動車免許（ＡＴ

限定可）　・１、２級建
築士または１、２級建
築施工管理技士あれ
ば尚可

大分県日田市

44060-01368881 株式会社　樹の家こころ舎 14-1014 木造建築工事
業

施工管理 正社員 1人 高性能住宅（高気密・高耐震・高断熱）の施工管
理　・原価管理　・工程管理　・安全管理　・品質管
理　・ＣＳ活動　　＊施工管理者研修があります。

ａ＋ｂ222,200円～304,200円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　5年以
上）

不問
経験者優遇 普通自動車免許（ＭＴ）

大分県臼杵市

44060-01383781 小代築炉工業　株式会社 17-1053 その他の設備工
事業

工事施工管理 正社員 2人 各種工事の施工管理、監督業務全般　・発注図面
を基にした施工管理、工程管理、写真撮影等の監
　督業務　・関係機関との打ち合わせ及び書類作
成、見積り作成等　・その他関連する一連の業務
　　＊出張工事あり

ａ＋ｂ200,000円～450,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形
確定拠出年金

あり　（勤続　3年以
上）

不問
普通自動車免許（ＭＴ）
　施工管理技士免許（
２級以上、建築、土木
等）

大分県津久見市

44060-00770981 小代築炉工業　株式会社 17-1053 その他の設備工
事業

建築現場監督 正社員 1人 公共建築工事、民間建築工事における現場での
施工管理、監督業務全般　・発注図面を基にした
施工管理、工程管理、写真撮影等の監　督業務　
・公官庁、その他関係機関との打ち合わせ及び書
類提出等　・その他関連する一連の業務　　＊現
場は主に大分県内一円

ａ＋ｂ300,000円～500,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形
確定拠出年金

あり　（勤続　3年以
上）

不問
１級建築士　普通自動
車免許

大分県津久見市

44080-00865781 株式会社　友岡組 15-1180 一般土木建築
工事業

建築技術職 正社員 2人 建築工事管理　・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　　
＊入社後、建築施工管理技士資格の取得が可能
です。　（免許取得費用は会社規定により補助あ
り）　　◎「事業所情報表示」のボタンをタッチする
と写真画像を見ることができます。

ａ＋ｂ180,000円～350,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　5年以
上） 経験者 ・普通自動車運転免許

（ＡＴ限定可）　（建築施
工管理技士２級以上あ
れば尚良）

大分県豊後大野市

44030-00580381 株式会社トップインターナショナル 16-1096 一般土木建築
工事業

建築施工管理技術者アシスタント 正社員 1人 店舗や医療施設、工場、一般住宅等の建築工事
の施工管理業務を行っていただきます。工事の計
画から品質管理・アフターフォローまで多岐にわた
ります。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。

ａ＋ｂ160,000円～208,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上）

不問
普通自動車免許（ＡＴ
可）

大分県中津市

44040-00909081 株式会社　川浪組 16-1152 一般土木建築
工事業

建築施工管理技術者（見習い） 正社員 1人 ○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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　3年以
上）

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

大分県日田市

44060-01366481 株式会社　樹の家こころ舎 14-1014 木造建築工事
業

施工管理のアシスタント 正社員 1人 高性能住宅（高気密・高耐震・高断熱）の施工管
理アシスタント　＜下記の業務に関するアシスタン
ト業務＞　・原価管理　・工程管理　・安全管理　・
品質管理　・ＣＳ活動　　＊施工管理者研修があり
ます。

ａ＋ｂ183,500円～183,500円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　5年以
上）

不問
普通自動車免許（ＡＴ
可）

大分県臼杵市

44060-01930281 九建設計　株式会社 15-1108 土木建築サービ
ス業

土木設計技師 正社員 1人 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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形
確定給付年金

あり 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

大分県大分市

44060-01338681 株式会社　サザンテック 16-1076 土木建築サービ
ス業

土木設計業務（技術士又はＲＣＣＭ
の有資格者）

正社員 1人 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 なし なし 雇用・労災・健康・厚生 なし
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ＲＣＣＭ（河川　砂防
及び海岸、海洋部門）
　・普通自動車免許（Ｍ
Ｔ）

大分県佐伯市
大分県大分市

44080-00755981 株式会社　豊西測量設計 14-1062 土木建築サービ
ス業

土木設計技術者 正社員 1人 ・土木関係の設計業務及びその補助業務　・施工
管理業務　　　　　　　　◎「事業所情報表示」のボ
タンをタッチすると写真画像を見ることができます
。

ａ＋ｂ150,000円～350,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり 不問
（土木設計経験者・ＣＡ
Ｄ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）

大分県竹田市
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44040-01077681 公月測量設計　株式会社 17-1061 土木建築サービ
ス業

技術職員（設計） 正社員 2人 ○土木設計業務　・土木設計、図面作成（ＣＡＤ使
用）、積算及び施工管理　　など　・道路、河川など
の土木工事において、施工図や工程表　　の作成
、作業の指導、品質・安全の管理など　　＊現場
は主に大分県西部方面（社用車を使用します）　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「建設」

ａ＋ｂ200,000円～250,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　3年以
上） 土木設計業務経験者 普通自動車免許（ＡＴ

限定不可）　（土木施
工管理技士１級または
２級、　　ＲＣＣＭ資格
取得者尚可）

大分県玖珠郡玖珠町

44040-01078981 公月測量設計　株式会社 17-1061 土木建築サービ
ス業

技術職員 正社員 1人 ○現場技術業務　○点検業務　○土木設計業務
　・土木設計、図面作成（ＣＡＤ使用）、積算及び施
工管理　　など　・道路、河川などの土木工事にお
いて、施工図や工程表　　の作成、作業の指導、
品質・安全の管理など　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　「建設」

ａ＋ｂ200,000円～250,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　3年以
上） 土木設計業務経験者 土木施工管理技士（１

級または２級）　普通自
動車免許（ＡＴ限定不
可）

大分県玖珠郡玖珠町

44010-08524881 株式会社　ティー・シージャパン 14-1049 一般土木建築
工事業

土木技術者 正社員 2人 土木現場においての施工管理 ａ＋ｂ258,000円～408,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　3年以
上） 建設現場（土木）での

施工管理の経験
一級土木施工管理技
士　普通自動車免許（
ＡＴ限定不可）

大分県大分市

44010-04281281 ナカノス建設工業　株式会社 16-1115 一般土木建築
工事業

土木工事の施工管理技術者（三井
造船事業所）

正社員 1人 大分市大字日吉原にある「三井造船事業所」にて
　土木工事の現場代理人　・土木現場の管理・監
督　・工事の工程管理　・資材の発注　等

ａ＋ｂ205,000円～275,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

退職金共済

あり　（勤続　3年以
上）

不問
土木施工管理経験者
優遇

・土木施工管理技士２
級以上の方優遇　・普
通自動車免許（ＡＴ限
定可）

大分県大分市

44030-01336281 株式会社　川原建設 14-1125 土木工事業（舗
装工事業を除く
）

１級土木施工管理技士 正社員 2人 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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生
厚生年金基金
退職金共済

あり　（勤続　5年以
上） 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

44040-01628781 株式会社　水明 16-1110 管工事業（さく井
工事業を除く）

土木施工管理技士 正社員 3人 ○土木工事、給排水衛生、空調、上下水道等の
設備工事業務　　　＊施工場所　　一般住宅・マン
ション・店舗・公共施設・病院・学校・　　ホテル等　
　【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】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　「建設」

ａ＋ｂ200,000円～350,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

退職金共済

あり　（勤続　3年以
上） 経験者 土木施工管理技士２

級以上　普通自動車免
許（ＡＴ限定不可）

大分県日田市
福岡県久留米市

44040-00912481 株式会社　川浪組 16-1152 一般土木建築
工事業

土木施工管理技術者 正社員 1人 ○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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　3年以
上） 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

44040-00749081 河津建設　株式会社 13-1039 一般土木建築
工事業

土木施工管理技術者 正社員 1人 ○施工管理全般　・施工計画作成から実際の現
場管理全般　　　　【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】　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　「建設」

ａ＋ｂ205,000円～410,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　3年以
上）

不問
（経験あれば尚可） ・普通自動車免許（ＡＴ

限定可）　・１、２級土
木施工管理技士あれ
ば尚可

大分県日田市

44060-01711581 株式会社　臼杵造船所 14-1035 船舶製造・修理
業，舶用機関製
造業

鉄構部門：施工管理業務 正社員 1人 「株式会社　臼杵造船所」鉄構部門での施工管理
業務全般　・鋼橋梁、鋼構造物（ゲート、水門）、等
の工事における現　地での管理監督業務　・関係
者との協議、打ち合わせ等　・現場の工程管理、
写真撮影等　・書類作成、提出等　　＊現場は主
に大分県内です。

ａ＋ｂ180,000円～250,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり
鋼構造物工事での現
場代理人経験者

土木施工管理技士２
級以上、普通自動車免
許（ＭＴ）

大分県臼杵市

44080-00869081 株式会社　友岡組 15-1180 一般土木建築
工事業

土木技術職 正社員 2人 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　＊入社後、土木施工管理技士
資格の取得が可能です。　（取得費用は会社規定
により補助あり）　　◎「事業所情報表示」のボタン
をタッチすると写真画像を見ることができます。

ａ＋ｂ180,000円～350,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　5年以
上）

不問
（経験者優遇） ・普通自動車運転免許

（ＡＴ限定可）　（土木施
工管理技士２級以上あ
れば尚良い）

大分県豊後大野市

44040-00910981 株式会社　川浪組 16-1152 一般土木建築
工事業

土木施工管理技術者（見習い） 正社員 1人 ○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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　3年以
上）

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

大分県日田市

44080-00754681 株式会社　豊西測量設計 14-1062 土木建築サービ
ス業

測量技術者 正社員 1人 ・土木関係の測量業務及びその補助業務　　　　　
　　　　◎「事業所情報表示」のボタンをタッチする
と写真画像を見ることができます。

ａ＋ｂ200,000円～350,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり 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

44020-01899781 杵築測量設計　株式会社 15-1053 土木建築サービ
ス業

測量・設計技術職 正社員 1人 ・測量調査（機器測量・ドローン空撮）、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等
　・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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり 不問
　＊実務経験者尚良し 普通自動車免許（ＡＴ

限定可）（必須）　＊入
社後、測量及び設計に
関する資格取得を目
指していただき　ます

大分県杵築市

44040-01075081 公月測量設計　株式会社 17-1061 土木建築サービ
ス業

技術職員（測量） 正社員 2人 ○土木工事等に伴う測量業務　・道路、河川など
の現場において各種測量　（基準点、水準、地形
測量　等）　　＊現場は主に大分県西部方面（社
用車を使用します）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　「建設」

ａ＋ｂ200,000円～250,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　3年以
上）

不問
（経験者尚可） 測量士または測量士

補　普通自動車免許（
ＡＴ限定不可）

大分県玖珠郡玖珠町

44040-01498981 公月測量設計　株式会社 17-1061 土木建築サービ
ス業

設計・測量業務補助 正社員 1人 ○土木工事に伴う測量及び設計業務　　＊入社
後１～２年間は業務担当者の補助としてデーター
入力　（ＣＡＤ等）や測量助手を行い、徐々に担当
業務を経験し　てもらいます。　　＊現場は主に大
分県西部方面（社用車を使用します）　　＊未経験
の方でも丁寧に指導致しますので大丈夫です　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「建設」

ａ＋ｂ150,000円～200,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　3年以
上）

不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）

大分県玖珠郡玖珠町

44060-00790881 株式会社　庄司酒店 16-1104 酒小売業 ＳＥ・プログラマー 正社員 3人 ・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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり
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

44060-00795681 株式会社　庄司酒店 16-1104 酒小売業 ＳＥプログラマー（管理職候補） 正社員 1人 ・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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり
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

44010-09719481 株式会社　太田旗店 17-1032 染色整理業 システムエンジニア 正社員 1人 社内基幹系システム　…プログラム作成・システ
ム全般保持　　社内情報系システム　…プログラ
ム作成・システム全般保持

ａ＋ｂ172,500円～350,100円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　5年以
上） ＯＡ設計経験者もしく

は同一言語３年以上
のいずれか経験

普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県大分市

44010-09054081 モバイルクリエイト　株式会社 13-1061 ソフトウェア業 ハードウェア設計 正社員 1人 自社製ハードウェアの製品企画～仕様定義～設
計～開発～検証～保守を行っていただきます。　
業務内容は、製品企画、回路・ハーネス設計、動
作検証、量産品立ち上げなどとなります。当社は
サーバシステムを含めたユーザー通信機器をハ
ードウェアから開発・販売・保守するトータルソリュ
ーションを提供しておりますので、サービス企画、
システム企画、製品企画から携わることができま
す。ものづくりに対する強い熱意と新たな技術を
習得する探究心をお持ちの方を求めています。の

ａ＋ｂ230,000円～250,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　3年以
上） システム開発経験が２

年以上ある方）
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）　情報系資格
者（種別不問）優遇

大分県大分市

44010-06586581 株式会社　アーネット 14-1001 ソフトウェア業 業務系システムエンジニア 正社員 1人 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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上） 開発言語（Ｃ＃、ＶＢ、

．ＮＥＴ等、ＤＢ（Ｏｒａｃｌｅ
）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
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求人番号 ＨＷ求人番号 事業所名 ＳＪＣ登録番号 業種 求人職種 雇用形態 採用人数 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）

昇給（実績） 賞与（実績） 加入保険等 退職金制度 必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

44010-07116681 フューチャーインスペース　株式会
社　大分本社

15-1104 ソフトウェア業 システムエンジニア（システム開発・
保守メンバー）

正社員 3人 ・東証一部上場企業グループであるフューチャー
アーキテク　トと協業して進める大手企業案件へ
の参画及び、その他顧　客へのビジネス拡大に向
けた要件定義、設計、開発、テス　トの工程をチー
ムのメンバーとして担当いただきます。　・大分に
居ながらにして、国内大手企業の案件に従事する
こ　とができます。　・事業部内や社内の情報共有
の場も多く、コミュニケーショ　ンを大切にしていま
す。　　同僚や先輩はもちろん事業部長との距離
も近く、フラット　に意見を交換しながら開発業務を
行うことができる風通し　の良い環境です。

ａ＋ｂ260,000円～460,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問 不問 大分県大分市

44010-06533081 柳井電機工業　株式会社 13-1112 電気機械器具
卸売業

システム設計・ソフトウェア開発技
術者

正社員 1人 ・ドローンを使用した太陽光発電設備監視システ
ムの開発　　可視画像、赤外画像、ＧＰＳデータを
統合し太陽光パネル　の破損部位を特定する　　

適な自動飛行プログラム作成　・ＤＪＩ－ＳＤＫを
使用したＬｉｎｕｘソフトウェア開発　・遠隔監視シス
テムによる予兆診断システム開発　　モーター・コ
ンプレッサーの運転音から故障部位を特定す　る
　・人工知能開発　　将来的に人工知能を用いた
故障診断システムの開発

ａ＋ｂ180,800円～323,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形
厚生年金基金

あり　（勤続　3年以
上） 組込ソフトウェア及び

アプリケーションソフト
ウェアの開発経験

普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）

大分県大分市

44010-06584681 株式会社　アーネット 14-1001 ソフトウェア業 システムエンジニア及びプログラマ
ー（Ｗｅｂ）

正社員 1人 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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上） 開発言語（Ｃ＃、ＶＢ、

．ＮＥＴ等、ＤＢ（Ｏｒａｃｌｅ
）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

44010-06587481 株式会社　アーネット 14-1001 ソフトウェア業 システムエンジニア及びプログラマ
ー

正社員 1人 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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上）

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

44010-03650081 株式会社　アーネット 14-1001 ソフトウェア業 業務系システムエンジニア　（中堅
クラス）

正社員 4人 プラント内管理システム開発プロジェクトの中核と
なって、若手エンジニアを指導しながら設計、プロ
グラム開発作業を行って頂きます。

ａ＋ｂ200,000円～350,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上） ・ＳＥ経験（ヒアリング、

設計工程含む）３年以
上　・ＶＢ．Ｎｅｔ，Ｏｒａｃｌ
ｅを用いての開発経験
　・プロジェクトリーダー
経験者は優遇

普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県大分市

44010-03793581 株式会社　デンケン 14-1059 電子応用装置
製造業

駐輪場管理システム開発・設計者 正社員 1人 ＊各種コンピューターシステム開発　　＊Ｗｅｂシ
ステム開発　　＊ＳＱＬデータベース開発　　＊ＪＡ
ＶＡまたは、Ｃ及びＣ＃言語による開発

ａ＋ｂ250,000円～400,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

あり
実務経験者 普通自動車運転免許（

ＡＴ限定可）

大分県大分市

44010-09945481 タカキ製作所　株式会社 17-1018 計量器・測定器
・分析機器・試
験機・測量機械
器具・理化学機
械器

制御ソフトウェア設計 正社員 2人 ＊電気図面作成・ソフトウェア設計・画像処理機器
での評価　など　　＊電気基礎知識、Ｖｉｓｕａｌ　Ｓｔｕ
ｄｉｏ（Ｃ／ＶＢ）　を使用　　＊お客様との打ち合わ
せなど　　＊海外での出張立上（セットアップ）あり
（複数人にて）

ａ＋ｂ152,200円～307,700円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形
確定拠出年金

あり　（勤続　3年以
上）

不問
●電気基礎知識があ
れば尚可　●Ｖｉｓｕａｌ　
Ｓｔｕｄｉｏ（Ｃ／ＶＢ）の経
験者尚可　●半導体製
造装置の設計経験者
尚可　　※学歴（学歴
欄参照）もしくは経験
等何れか必要です

普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県大分市

44010-09053181 モバイルクリエイト　株式会社 13-1061 ソフトウェア業 組み込みソフトウェア 正社員 1人 自社製ハードウェアに搭載する組み込みソフトウ
ェア設計～開発～検証～保守を行っていただきま
す。　業務内容は、組み込みＯＳ（Ａｎｄｒｏｉｄ、Ｌｉｎｕ
ｘなど）上で動作するアプリケーションやドライバー
開発などとなります。　当社はサーバシステムを含
めたユーザー通信機器をハードウェアから開発・
販売・保守するトータルソリューションを提供して
おりますので、サービス企画、製品企画から携わ
ることができます。ものづくりに対する強い熱意と
新たな技術を習得する探究心をお持ちの方を求
めています。

ａ＋ｂ230,000円～250,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　3年以
上） システム開発経験が２

年以上ある方）
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）　情報系資格
者（種別不問）優遇

大分県大分市

44010-06589881 株式会社　アーネット 14-1001 ソフトウェア業 組込システム開発技術者 正社員 1人 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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上） 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

44060-01879281 大分部品　株式会社 14-1097 発電用・送電用
・配電用電気機
械器具製造業

ソフトウェア開発技術者 正社員 2人 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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形
確定拠出年金

あり　（勤続　3年以
上）

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

44010-09707381 株式会社　ＡＴＴＳ 13-1054 ソフトウェア業 プログラマー・システムエンジニア（
ＪＡＶＡ）

正社員 2人 「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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　3年以
上） 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

44010-07974481 エスアンドエス　株式会社 17-1024 ソフトウェア業 プログラマー 正社員 1人 　Ｊａｖａ、ＣＯＢＯＬ，・ＮＥＴ等によるシステム開発　
（その他言語できれば尚良し）

ａ＋ｂ150,000円～220,000円 あり なし 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問
上記での開発経験が
あれば尚良し

普通自動車免許（ＡＴ
限定可）　（情報処理
技術者試験などの合
格者優遇）

大分県大分市

44010-06588781 株式会社　アーネット 14-1001 ソフトウェア業 業務系プログラマー 正社員 1人 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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上） 開発言語（Ｃ＃、ＶＢ、

．ＮＥＴ等、ＤＢ（Ｏｒａｃｌｅ
）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

44010-04571181 株式会社　ザイナス 13-1026 ソフトウェア業 システムエンジニア・プログラマー（
大分）

正社員 10人 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♯．ｎｅｔ
、ＶＢ．ｎｅｔ、Ｊａｖａ　データベース：ＳＱＬＳｅｒｖｅｒ．Ｏ
ｒａｃｌｅ、　　　　　　　　ＭｙＳＱＬ、ＰｏｓｔｇｒｅＳＱＬ　　　
※震災被災者対象（併用）求人

ａ＋ｂ250,400円～450,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上） 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（
ＡＴ限定可）

大分県大分市

44010-04429681 有限会社　アクトシステム 14-1031 その他の機械器
具卸売業

ＳＥ・プログラマー 正社員 1人 電子カルテシステム・医事会計システム・調剤シス
テムなどのシステムインストール作業や、システム
環境設定などシステム構築・導入作業、および本
稼働後における障害対応などのシステムメンテナ
ンスサポート業務を行います。　また、他社システ
ムとの部門システム連携が必要な時にはインター
フェース設定作業を行いますが、必要なときには
プログラム作成も行います。　客先現地での移動
手段には社用車を使用します。　＊Ｈｅａｒｔｗａｒｍｉ
ｎｇ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　ＹＯＵ『心のこもった
・優しさあふれる』システムとサービスをお客様に
！

ａ＋ｂ170,000円～260,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　3年以
上） アプリケーションプログ

ラム開発の経験のある
方、又は、　医療系シ
ステムについて実務経
験のある方

普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県大分市



7/40

求人番号 ＨＷ求人番号 事業所名 ＳＪＣ登録番号 業種 求人職種 雇用形態 採用人数 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）

昇給（実績） 賞与（実績） 加入保険等 退職金制度 必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

44010-03649781 株式会社　アーネット 14-1001 ソフトウェア業 システムエンジニア及びプログラマ
ー（スマートフォン）

正社員 2人 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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上） 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

44010-09786781 株式会社　デンケン 14-1059 電子応用装置
製造業

ソフトウェア技術者 正社員 1人 ＊ＰＬＣ制御、ソフトウェアの設計　　＊業績好調に
よる増員募集です。

ａ＋ｂ250,000円～400,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

あり
実務経験者 普通自動車免許（ＡＴ

限定可）

大分県由布市

44010-08766481 フューチャーインスペース　株式会
社　大分本社

15-1104 ソフトウェア業 システム運用エンジニア 正社員 2人 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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし 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

44010-05699481 株式会社　ジョイフル 13-1009 食堂，レストラン
（専門料理店を
除く）

コンピューターシステム部運用課 正社員 1人 社内ＩＣＴ基盤（セキュリティ対策含む）の導入設定
・運用管理並びに新規導入選定・提案・ＰＯＳデー
タ集信等の定例運用作業　※必要な経験等　（２）
社内ＬＡＮ運用管理、ネットワーク機器（ルーター、
ファイヤーウォール）設計・構築・設定経験者　（３
）ＷｉｎｄｏｗｓＯＳ（クライアント・サーバー）構築設定
経験者　（１）～（３）は必須　　　　　　　　　　（４）セ
キュリティ対策技術（５）ｗｅｂ基盤技術（６）ＶＢＡ、Ｊ
ａｖａＳｃｒｉｐｔ、ＧｏｏｇｌｅＡｐｐｓＳｃｒｉｐｔプログラミング（
４）～（６）は経験あれば尚可

ａ＋ｂ178,000円～220,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上） （１）電子メール・ＤＮＳ

やクラウドコンピューテ
ィングなどのインターネ
ット技術を用いた基盤
の構築設計・設定経験
者　※仕事の内容欄に
続く

不問 大分県大分市

44010-04569481 株式会社　ザイナス 13-1026 ソフトウェア業 システム運用保守要員 正社員 1人 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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上） 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）

大分県大分市

44010-04570281 株式会社　ザイナス 13-1026 ソフトウェア業 オペレーター（ネットワーク監視員） 正社員 3人 インターネットセキュリティ監視・運用　当社体制　
メンバー２５名　・サイバーセキュリティ機器の監視
・運用を担当します。　・複数のお客様ネットワーク
に対する不正アクセスなどの異　常を監視します。
　・基本的に用意されたマニュアルを元に作業とな
ります。　・経験、スキルによりセキュリティエンジ
ニアへのステップ　アップが可能です。

ａ＋ｂ171,500円～207,600円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上） ・基本的なＰＣ操作が

出来る方　・インターネ
ット又はネットワーク分
野、セキュリティ分野に
知識、興味のある方※
経験がなくても丁寧に
指導します。　・サーバ
ー運用等経験者尚良
し

不問
職務経験不問　※基本
情報技術者試験相当
の資格所有者優遇

大分県大分市

44010-03841881 モバイルクリエイト　株式会社 13-1061 ソフトウェア業 コールセンター 正社員 1人 ・自社製品の使用方法の説明、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
よる簡単なトラブ　　ル対応

ａ＋ｂ180,000円～180,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　3年以
上）

不問
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

44010-07331281 モバイルクリエイト　株式会社 13-1061 ソフトウェア業 ネットワーク及びサーバエンジニア 正社員 1人 ・ネットワーク上流設計　・ネットワーク機器　（ル
ータ／スイッチ／ロードバランサ／ファイアウォー
ル）　の構築　・サーバ上流設計　・サーバ機器構
築（ＷｉｎｄｏｗｓＳｅｒｖｅｒ中心）　・インシデント発生時
の対応

ａ＋ｂ230,000円～250,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　3年以
上） 構築・運用経験者優遇

、インフラ運用経験者
も歓迎します　（但し、
ネットワーク・サーバの
基礎知識を有する方に
限る）

普通自動車免許（ＡＴ
限定可）　　情報系資
格者（種別不問）優遇

大分県大分市

44010-06923781 大分デバイステクノロジー株式会社 14-1068 その他の電気機
械器具製造業

ＩＴ実務担当者 正社員 1人 ・情報ネットワークの構築、運用、保守、監視　・社
内アプリケーションの企画、開発、運用、保守　・そ
の他情報システムに関連する業務

ａ＋ｂ200,000円～250,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

あり
システムエンジニアとし
て実務経験３年以上（
言語ＶＢＡ，ｄｏｔ．ｎｅｔ経
験者であれば尚可）又
はネットワーク管理者
としての経験３年以上

不問 大分県大分市

44010-06523281 柳井電機工業　株式会社 13-1112 電気機械器具
卸売業

労働安全衛生責任者 正社員 1人 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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形
厚生年金基金

あり　（勤続　3年以
上） 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

44010-08415981 タナベ環境工学　株式会社 15-1024 土木建築サービ
ス業

技術職（環境部） 正社員 1人 大分県大分市高江西１丁目の「タナベ環境工学（
株）」にて　　＊環境調査業務　＊環境測定分析業
務　＊環境アセスメント業務　＊その他関連業務
等

ａ＋ｂ172,260円～191,300円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

退職金共済

あり　（勤続　3年以
上）

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）

大分県大分市

44040-01125581 株式会社　大日 16-1153 管工事業（さく井
工事業を除く）

工事管理業務 正社員 1人 ○管、水道本管、空調、リフォーム工事の管理業
務　　＊社用車使用

ａ＋ｂ150,000円～400,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　3年以
上）

不問
工事管理経験者は採
用面で優遇　パソコン・
ＣＡＤを扱える方は採
用面で優遇

普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）　１・２級施
工管理取得者採用面
優遇

大分県日田市

44010-08388481 有限会社　河野調剤 15-1013 医薬品・化粧品
小売業

薬剤師（大分市横尾） 正社員 1人 大分市大字横尾の「「河野調剤薬局　明野店」（平
成３０年４月１日開局予定）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＋ｂ300,000円～600,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり 不問
薬剤師

大分県大分市

44010-06640581 有限会社　河野調剤 15-1013 医薬品・化粧品
小売業

薬剤師（大分市下郡） 正社員 2人 大分市下郡南の「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＋ｂ300,000円～600,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり 不問
薬剤師

大分県大分市

44020-02804681 医療法人社団　仁泉会　畑病院 15-1131 病院 薬剤師 正社員 1人 ◆病院内での外来・入院患者さん向け調剤業務　
・外来患者さんの処方箋作成　・入院患者さんの
定期薬、臨時薬の調剤　等　・服薬指導、管理　・
担当医との打ち合わせ　　　　　　＊応募にはハロ
ーワークの紹介状が必要です。

ａ＋ｂ280,000円～400,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　2年以
上）

不問
薬剤師免許

大分県別府市

44030-01218381 医療法人　中津第一病院 15-1178 病院 薬剤師 正社員 1人 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 なし あり 雇用・労災・健康・厚生
厚生年金基金

あり　（勤続　3年以
上）

不問
薬剤師免許

大分県中津市

44060-01306981 社会医療法人　小寺会 14-1009 病院 薬剤師 正社員 2人 病院内での薬剤師業務　・外来、入院薬剤処方業
務　・服薬指導　・薬品の管理　・薬歴簿等の記入
業務他　　＊就業時間（２）は土曜日で休憩なし。
　＊パート勤務の相談にも応じます。

ａ＋ｂ350,000円～450,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問
経験者優遇 薬剤師資格

大分県佐伯市

44010-03216181 有限会社　河野調剤 15-1013 医薬品・化粧品
小売業

薬剤師（竹田市内） 正社員 2人 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＋ｂ300,000円～600,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり 不問
薬剤師

大分県竹田市

44070-00576281 医療法人　新生会　高田中央病院 15-1210 病院 薬剤師（調剤） 正社員 1人 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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生
税制適格年金

あり　（勤続　2年以
上）

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
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44010-03215281 有限会社　河野調剤 15-1013 医薬品・化粧品
小売業

薬剤師（庄内調剤薬局） 正社員 2人 由布市庄内町大龍の「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＋ｂ300,000円～600,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり 不問
薬剤師

大分県由布市

44020-01355781 大分キヤノン　株式会社 15-1120 光学機械器具・
レンズ製造業

健康管理スタッフ 正社員 1人 ◆事業所における健康管理スタッフ　・社員の健
康管理（健康診断、メンタルケア等）　・保健衛生
管理関連の業務　・関連データの数値化及び分析
　・健康増進を目的としたイベントの実施、等　　※
パソコン（エクセル表計算、ワード）操作あり　　　
＊応募には、ハローワークの紹介状が必要です。

ａ＋ｂ193,100円～193,100円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

あり　（勤続　1年以
上）

不問
保健師免許と正看護
師免許の両方の資格
保有者

大分県大分市
大分県国東市

44010-09249681 医療法人　光永会　アリナガ美容外
科・歯科

17-1051 一般診療所 看護師（正・准） 正社員 1人 ・通常外来業務　・レーザー、フェイシャルの施術　
・予約業務等　を行っていただきます

ａ＋ｂ173,000円～223,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問
正・准看護師

大分県大分市

44010-05941081 医療法人　大分記念病院 16-1051 病院 訪問看護師（森のコーラス及びは
やの里）

正社員 2人 ・病状、全身状態の把握と観察　・挿入器具の交
換、管理　　（尿管カテーテル、経管栄養、在宅酸
素、人工肛門　等）　・褥瘡の予防と処置　・清拭、
洗髪等の清潔保持　・食事、排泄等日常生活の介
護　・ターミナルケア

ａ＋ｂ193,000円～220,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上）

不問
・正看護師免許　・普
通自動車運転免許（Ａ
Ｔ限定可）

大分県大分市

44010-04927281 株式会社　福祉の杜いまじん 13-1041 老人福祉・介護
事業

訪問看護師（管理者候補） 正社員 1人 通所利用者のご自宅を訪問し、体調管理及び医
療機関との連携業務等の看護業務全般　　※Ｈ３
０．４月訪問看護ステーション開設予定　※管理者
候補募集

ａ＋ｂ200,000円～240,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問
正看護師　普通車免許
（ＡＴ可）

大分県大分市

44010-03643081 医療法人春風　うちのう整形外科 17-1031 一般診療所 正・准看護師 正社員 1人 ・看護師業務全般及びその他周辺業務（外来・病
棟）　　※育児・介護・看護休暇についても対象者
は取得できる職場　環境にしていきます　　※病院
見学可能です　　　≪ハローワークからのお願い
≫求人票は雇用契約書ではありませんので、採
用後は必ず雇入通知書等の雇用契約書を交して
下さい

ａ＋ｂ184,000円～276,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上）

不問
正看護師又は准看護
師

大分県大分市

44020-02781381 医療法人社団　仁泉会　畑病院 15-1131 病院 看護師（訪問看護ステーションひま
わり）

正社員 2人 ◆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１
０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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　2年以
上）

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

44020-02785481 医療法人社団　仁泉会　畑病院 15-1131 病院 看護師（病院） 正社員 2人 ◆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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　2年以
上）

不問
正看護師免許

大分県別府市

44020-01977581 医療法人社団　仁泉会　畑病院 15-1131 病院 正・准看護師（小規模多機能型居
宅介護事業所　ほほえみ）

正社員 1人 ◆小規模多機能型居宅介護事業所における看護
業務全般　・利用者のバイタルチェック等、健康管
理　・ナースコールの対応　・次のシフト担当者へ
の申し送り　・業務日誌の記録　・服薬管理　・利
用者の病院への付き添い　・夜間見回り、見守り　
　　＊応募にはハローワークの紹介状が必要です
。

ａ＋ｂ157,000円～220,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　2年以
上）

不問
　＊看護業務経験者尚
可

正・准看護師免許の何
れか

大分県別府市

44020-01978481 医療法人社団　仁泉会　畑病院 15-1131 病院 正・准看護師（サ高住　ほほえみ） 正社員 1人 ◆サービス付き高齢者向け住宅における看護業
務全般　・利用者のバイタルチェック等、健康管理
　・ナースコールの対応　・次のシフト担当者への
申し送り　・業務日誌の記録　・服薬管理　・利用
者の病院への付き添い　・夜間見回り、見守り　　
　＊応募にはハローワークの紹介状が必要です。

ａ＋ｂ157,000円～220,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　2年以
上）

不問
　＊看護業務経験者尚
可

正・准看護師免許の何
れか

大分県別府市

44020-01659981 社会福祉法人　一燈園 14-1080 老人福祉・介護
事業

看護職員（転勤なし・新別府デイサ
ービス）【正社員】

正社員 1人 ◆デイサービス通所者の看護業務全般　・通所者
の健康管理　・機能訓練サポート　・各種介助（食
事、移動　等）　・送迎、運転業務（社有車（ＡＴ車）
で別府市内の送迎）　　　　※応募には、ハローワ
ークの紹介状が必要です。

ａ＋ｂ194,800円～217,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上）

不問
看護師・准看護師の何
れか　普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

大分県別府市

44020-01599881 社会福祉法人　一燈園 14-1080 老人福祉・介護
事業

看護職員（転勤なし・大学通り）【正
社員】

正社員 1人 ◆デイサービス通所者の看護業務全般　・通所者
の健康管理　・機能訓練サポート　・各種介助（食
事、移動　等）　・送迎、運転業務（社有車（ＡＴ車）
で別府市内の送迎）　　　　※応募には、ハローワ
ークの紹介状が必要です。

ａ＋ｂ195,800円～218,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上）

不問
看護師・准看護師の何
れか　普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

大分県別府市

44020-01572781 社会福祉法人　一燈園 14-1080 老人福祉・介護
事業

訪問看護 正社員 1人 ○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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上）

不問
正看護師　普通自動車
免許（ＡＴ限定可）

大分県別府市

44030-01748081 医療法人　中津第一病院 15-1178 病院 看護師（病棟：日勤帯） 正社員 1人 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、
病棟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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生
厚生年金基金

あり　（勤続　3年以
上）

不問
看護師

大分県中津市

44030-01208181 医療法人　中津第一病院 15-1178 病院 看護師（ＯＰ室） 正社員 1人 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）。ＯＰがない日
は、病棟業務等の手伝いをして頂くこともあります
。

ａ＋ｂ202,000円～202,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生
厚生年金基金

あり　（勤続　3年以
上）

不問
（経験があれば尚可） 正看護師

大分県中津市

44030-00955181 医療法人　中津第一病院 15-1178 病院 看護師（２Ｆ北病棟） 正社員 2人 急性期医療を行い、手術後の患者様を早く在宅
復帰させる為の役割を担う活気に溢れた病棟で
す。主に手術後の処置業務が多いですが、膀胱
全摘出後のストマ管理指導や退院後の日常生活
指導も行います。今後は、看護配置１３：１を１０：
１へ移行する予定です。

ａ＋ｂ181,000円～206,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生
厚生年金基金

あり　（勤続　3年以
上）

不問
正看護師

大分県中津市

44030-00956081 医療法人　中津第一病院 15-1178 病院 看護師（２Ｆ南病棟） 正社員 2人 療養病棟で、長期入院患者様や透析患者様が多
く、安心した入院生活を送れる為に、医師の補助
業務や病状の観察、報告、バイタルサイン、全身
清拭や入浴介助、食事介助などの業務を行いま
す。今後は、療養２を療養１移行する予定です。

ａ＋ｂ181,000円～206,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生
厚生年金基金

あり　（勤続　3年以
上）

不問
正看護師

大分県中津市

44030-00957381 医療法人　中津第一病院 15-1178 病院 看護師（３Ｆ病棟） 正社員 2人 地域包括ケア病棟５２床（１３：１看護）での、患者
様の急性期治療後、在宅復帰に向けた看護計画
に基づいた病棟看護業務を行います。理学・作業
療法士や管理栄養士等と連携を密に図りながら、
業務を行っていただきます。

ａ＋ｂ181,000円～206,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生
厚生年金基金

あり　（勤続　3年以
上）

不問
正看護師

大分県中津市

44030-00958681 医療法人　中津第一病院 15-1178 病院 看護師（透析室） 正社員 2人 透析中の患者様の看護、生活指導、食事の管理
などの業務を行い、患者様の生活に直結する非
常に重要な役割を担う部署です。透析に特化した
業務となりますが、フットケアにも力を入れていて
、形成外科専門医による回診もしております。

ａ＋ｂ181,000円～201,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生
厚生年金基金

あり　（勤続　3年以
上）

不問
看護師

大分県中津市

44040-01545981 医療法人　百花会　上野公園病院 17-1067 病院 看護師 正社員 2人 ○病棟看護業務全般　＊高齢化社会の中で、増
え続ける認知症患者の治療とケアサ　ポートが中
心です。　＊ベット数　１９８床　　【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＋ｂ223,000円～273,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

あり　（勤続　3年以
上）

不問
看護師免許

大分県日田市

44040-00608281 株式会社　マルモ（森の棲家） 16-1126 老人福祉・介護
事業

看護師（正・准） 正社員 1人 ○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　　　【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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし
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
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求人番号 ＨＷ求人番号 事業所名 ＳＪＣ登録番号 業種 求人職種 雇用形態 採用人数 仕事の内容 賃金等（万円）
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44060-01937481 社会医療法人　小寺会 14-1009 病院 看護師（佐伯中央病院） 正社員 3人 「佐伯中央病院」での看護業務　　＊オペ室勤務
希望者としての応募も可能。相談に応じます。　＊
就業時間、準夜・深夜勤務は月に４～６回の勤務
　＊勤務回数に応じて手当を支給します。

ａ＋ｂ284,000円～350,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問
看護師免許

大分県佐伯市

44060-01817581 社会医療法人　小寺会 14-1009 病院 看護師（佐伯中央病院）手術室勤
務

正社員 1人 「佐伯中央病院」手術室での看護業務　・手術室
での看護業務全般　・整形手術が中心で、主に脊
椎手術、骨折手術、人口関節手　術、膝関節手術
に関する看護業務です。　　＊待機はありません。

ａ＋ｂ284,000円～350,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし
仕事の内容欄の経験
者

看護師免許
大分県佐伯市

44060-00674481 社会医療法人　小寺会 14-1009 病院 看護師（佐伯中央病院）（日勤のみ
）

正社員 2人 「佐伯中央病院」での看護業務　　＊オペ室勤務
希望者としての応募も可能。相談に応じます。

ａ＋ｂ284,000円～350,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問
看護師免許

大分県佐伯市

44060-01563281 有限会社　夢のおと 15-1022 その他の社会保
険・社会福祉・
介護事業

看護職員（安住） 正社員 2人 ・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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし 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（
ＡＴ可）

大分県臼杵市

44060-01051781 有限会社　夢のおと 15-1022 その他の社会保
険・社会福祉・
介護事業

看護職員（サニーサイド明日風） 正社員 1人 平成３０年３月に新たに開所する小規模多機能型
居宅介護支援事業所での看護業務です。１人の
利用者さんに対して訪問、通い、宿泊サービスを
提供できる地域密着型のサービス事業ですので、
体調の把握がしやすいです。夜勤が可能であれ
ば面接時にお申し出ください。　　＊オープニング
スタッフの募集となります。

ａ＋ｂ150,500円～180,500円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問
（未経験でも丁寧に指
導します）

准看護師、看護師、保
健師のいずれか

大分県臼杵市

44080-00626981 社会福祉法人　孝寿福祉会（美晴
が丘・荻の苑）

15-1059 老人福祉・介護
事業

看護職員（美晴が丘） 正社員 1人 看護業務全般　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
入居者、利用者の健康管理及び生活支援　　　　
　　　　・入居者、利用者のリハビリテーション等の
提供　　　　　・診察補助、医療処置、薬剤管理、服
薬管理、看護判断、　　看護記録、他関連業務　　
　　　　　　　　　　　・職員の健康管理　　等

ａ＋ｂ155,500円～300,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　1年以
上） 老人看護、内科看護の

経験ある方
正、准看護師免許

大分県竹田市

44070-01161681 医療法人　新生会　高田中央病院 15-1210 病院 正看護師（外来） 正社員 1人 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。　＊２４時間対応の緊急病院の為、
外来看護師の方も夜勤勤務が月３回～４回程度
あり、全ての診療科目に対応する。（主な受診は
内科が大半、他整形や皮膚科等の対応もある）看
護師の方には点滴や注射・心電図、採血等をお
願いいたします。　その他、パソコンを使用して電
子カルテの入力業務もあります。

ａ＋ｂ200,500円～265,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生
税制適格年金

あり　（勤続　2年以
上） パソコン（パソコン入力

できる方）
正看護師

大分県豊後高田市

44070-00994281 医療法人　積善会　老人保健施設
　希の里

15-1211 老人福祉・介護
事業

看護職員（正看護師） 正社員 2人 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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　5年以
上）

不問
正看護師

大分県豊後高田市

44070-00665181 医療法人　玄々堂　玄々堂高田病
院

15-1201 病院 正看護師（病棟） 正社員 2人 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＋ｂ212,000円～322,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　4年以
上）

不問
経験者なお可 正看護師

大分県豊後高田市

44070-00575881 医療法人　新生会　高田中央病院 15-1210 病院 正・准看護師（透析） 正社員 1人 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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生
税制適格年金

あり　（勤続　2年以
上）

不問
正看護師　准看護師

大分県豊後高田市

44070-00577181 医療法人　新生会　高田中央病院 15-1210 病院 正看護師（病棟） 正社員 3人 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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生
税制適格年金

あり　（勤続　2年以
上）

不問
正看護師

大分県豊後高田市

44070-00578081 医療法人　新生会　高田中央病院 15-1210 病院 正看護師（外来・日勤） 正社員 1人 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＋ｂ195,500円～260,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生
税制適格年金

あり　（勤続　2年以
上）

不問
正看護師

大分県豊後高田市

44020-02008981 社会福祉法人　一心会 16-1146 老人福祉・介護
事業

正・准看護師（心助園）日勤 正社員 2人 ◆特別養護老人ホームにおける看護業務全般　・
医師の指示を受け利用者の健康管理に従事する
　・利用者の服薬管理及び医薬品の管理を行う　・
通院の付添（事業所の車を利用）　　＊正看護師
優遇　　　　※応募には、ハローワークの紹介状が
必要です。

ａ＋ｂ204,500円～283,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり 不問
正・准看護師免許の何
れか　普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

大分県杵築市

44020-01598781 医療法人　堀田医院 15-1126 一般診療所 看護師・准看護師（大樹） 正社員 1人 ◆介護老人保健施設における看護業務　・入所者
の健康管理、服薬管理等の看護業務全般と　　そ
れに付随する業務　　　　　※応募には、ハローワ
ークの紹介状が必要です。

ａ＋ｂ201,000円～240,800円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上）

不問
　＊経験者尚良し 普通自動車運転免許（

ＡＴ限定可）　看護師又
は准看護師免許

大分県国東市

44020-01600981 医療法人　堀田医院 15-1126 一般診療所 看護師長（大樹） 正社員 1人 ◆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＋ｂ260,000円～270,800円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上）

不問
看護師免許

大分県国東市

44020-00987081 社会福祉法人　安岐の郷 15-1026 老人福祉・介護
事業

正看護師もしくは准看護師（正社員
）

正社員 2人 ◆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＋ｂ180,000円～215,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

退職金共済

あり　（勤続　1年以
上）

不問
　＊看護経験者優遇 看護師・准看護師免許

のいずれか

大分県国東市

44020-01514481 ボンウェルフェア株式会社　ウェル
ファ豊丘

14-1090 老人福祉・介護
事業

正看護師 正社員 1人 ◆介護付き有料老人ホームにおける看護業務全
般　・入所者の健康管理　・入所者の服薬管理　・
日報の入力、作成　・施設内行事の手伝い　・関
連医療機関への付添　等　　　　　※応募には、ハ
ローワークの紹介状が必要です。

ａ＋ｂ240,000円～290,000円 なし あり 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問
看護師免許　＊普通自
動車免許（ＡＴ限定可）
あれば尚可

大分県速見郡日出町

44020-02817781 医療法人社団　仁泉会　畑病院 15-1131 病院 准看護師（病棟） 正社員 2人 ◆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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　2年以
上）

不問
准看護師免許

大分県別府市

44030-01214881 医療法人　中津第一病院 15-1178 病院 准看護師 正社員 1人 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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生
厚生年金基金

あり　（勤続　3年以
上）

不問
准看護師

大分県中津市

44040-01547481 医療法人　百花会　上野公園病院 17-1067 病院 准看護師 正社員 2人 ○看護業務全般　＊高齢化社会の中で、増え続
ける認知症患者の治療とケアサ　ポートが中心で
す。　＊ベッド数　１９８床　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　【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＋ｂ176,000円～207,500円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

あり　（勤続　3年以
上）

不問
准看護師免許

大分県日田市

44060-01941081 社会医療法人　小寺会 14-1009 病院 准看護師（鶴見の太陽） 正社員 1人 介護老人保健施設内での看護業務　・利用者の
健康管理　・検温や血圧測定等　・その他食事介
助等の介護業務　等　　＊就業時間（２）は夜勤で
月に４回程度有ります。　＊夜勤や勤務日数、時
間等相談に応じます。

ａ＋ｂ208,400円～208,400円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上）

不問
准看護師免許

大分県佐伯市



10/40
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44060-01305681 社会医療法人　小寺会 14-1009 病院 准看護師（佐伯中央病院） 正社員 5人 准看護師業務　・医師の診療補助　・医療器具の
準備、洗浄　・バイタルチェック　・患者さんの健康
管理、健康相談等　　＊就業時間、準夜・深夜勤
務は月に４～６回の勤務　　勤務回数に応じて手
当を支給します。

ａ＋ｂ208,400円～248,400円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問
准看護師免許

大分県佐伯市

44060-00673581 社会医療法人　小寺会 14-1009 病院 准看護師（佐伯中央病院）（日勤の
み）

正社員 2人 准看護師業務　・医師の診療補助　・医療器具の
準備、洗浄　・バイタルチェック　・患者さんの健康
管理、健康相談等

ａ＋ｂ208,400円～248,400円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問
准看護師免許

大分県佐伯市

44060-00675781 社会医療法人　小寺会 14-1009 病院 准看護師（佐伯の太陽） 正社員 1人 「地域包括ケアセンター佐伯の太陽（高齢者医療
介護複合型施設）」内での准看護師業務での勤務
となります。　　＊パート（短時間）勤務希望も別途
相談に応じます。　＊経験年数等により賃金を優
遇します。

ａ＋ｂ185,000円～208,400円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問
准看護師免許

大分県佐伯市

44070-01162981 医療法人　新生会　高田中央病院 15-1210 病院 准看護師（外来） 正社員 1人 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。　＊２４時間対応の緊急病院の為、
外来看護師の方も夜勤勤務が月３回～４回程度
あり、全ての診療科目に対応する。（主な受診は
内科が大半、他整形や皮膚科等の対応もある）看
護師の方には点滴や注射・心電図、採血等をお
願いいたします。　その他、パソコンを使用して電
子カルテの入力業務もあります。

ａ＋ｂ165,000円～210,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生
税制適格年金

あり　（勤続　2年以
上） パソコン（入力できる） 准看護師

大分県豊後高田市

44070-01163581 医療法人　新生会　高田中央病院 15-1210 病院 准看護師（病棟） 正社員 2人 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。　パソコンを使用して電子カルテ
による記録・書類作成（未経験でも可）もあります
。

ａ＋ｂ170,000円～215,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生
税制適格年金

あり　（勤続　2年以
上） パソコン（入力できる方

）　病院勤務経験者（１
年以上）

准看護師
大分県豊後高田市

44070-00995181 医療法人　積善会　老人保健施設
　希の里

15-1211 老人福祉・介護
事業

看護職員（准看護師） 正社員 2人 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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　5年以
上）

不問
准看護師

大分県豊後高田市

44020-01516881 ボンウェルフェア株式会社　ウェル
ファ豊丘

14-1090 老人福祉・介護
事業

准看護師 正社員 1人 ◆介護付き有料老人ホームにおける看護業務全
般　・入所者の健康管理　・入所者の服薬管理　・
日報の入力、作成　・施設内行事の手伝い　・関
連医療機関への付添　等　　　　　※応募には、ハ
ローワークの紹介状が必要です。

ａ＋ｂ195,000円～240,000円 なし あり 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問
准看護師免許　＊普通
自動車免許（ＡＴ限定
可）あれば尚可

大分県速見郡日出町

44010-03644381 医療法人春風　うちのう整形外科 17-1031 一般診療所 理学療法士 正社員 3人 「うちのう整形外科（大分市王子南町）」または　「
うちのうリハビリテーションクリニック（大分市錦町）
」にて　・理学療法業務全般　・その他周辺業務

ａ＋ｂ207,000円～253,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上）

不問
（経験者優遇） 理学療法士資格

大分県大分市

44070-01160381 医療法人　新生会　高田中央病院 15-1210 病院 理学療法士 正社員 1人 当施設（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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生
税制適格年金

あり　（勤続　2年以
上） パソコン（入力程度） 理学療法士

大分県豊後高田市

44020-01602481 医療法人　堀田医院 15-1126 一般診療所 理学療法士 正社員 1人 ◆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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上） 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）

大分県国東市

44020-01982681 医療法人社団　仁泉会　畑病院 15-1131 病院 作業療法士（畑病院） 正社員 1人 ◆病院内におけるリハビリテーション業務全般　・
外来患者および入院患者さんのリハビリ業務　　
＊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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　2年以
上）

不問
　＊経験者が望ましい 作業療法士免許

大分県別府市

44060-01010281 社会医療法人　小寺会 14-1009 病院 作業療法士（佐伯中央病院） 正社員 1人 病院内の作業療法士業務となります。　・心身機
能の回復維持を促す作業を用いて外来、入院患
者の　自立支援を行うリハビリテーション業務を行
います。　・各種作業、動作の訓練や指導業務も
行います。

ａ＋ｂ264,000円～310,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問
作業療法士業務の経
験者優遇

作業療法士免許　　　　
　　　　　　　　　　　　普
通自動車免許（ＡＴ車
可）

大分県佐伯市

44070-01158881 医療法人　新生会　高田中央病院 15-1210 病院 作業療法士 正社員 1人 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。　リハビリ記録はパソコンを使用し
て記入を行います。

ａ＋ｂ230,000円～255,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生
税制適格年金

あり　（勤続　2年以
上） パソコン（入力できる方

）
作業療法士

大分県豊後高田市

44070-00989381 医療法人　玄々堂　玄々堂高田病
院

15-1201 病院 作業療法士 正社員 1人 開設予定の「訪問リハビリテーション」及び「通所リ
ハビリテーション」の立ち上げ要員になりますが、
開設までは当病院で、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を行っ
て頂きます。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＋ｂ211,000円～271,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　4年以
上）

不問
実務経験者なお可 作業療法士

大分県豊後高田市

44010-05936581 医療法人　大分記念病院 16-1051 病院 調理員（栄養士資格所持者） 正社員 1人 病院内厨房にて、入院患者・外来透析患者・職員
食・有料老人ホームの方々の食事を調理し、提供
する仕事です。　　・献立作成、発注、在庫管理、
食数管理、日誌作成等　　・調理、盛り付け、下膳
、食器洗浄、清掃等　　＊１日合計６００食程度を
作ります。

ａ＋ｂ150,000円～160,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上）

不問
栄養士

大分県大分市

40150-02862781 株式会社　ドラッグストアモリ 16-1053 医薬品・化粧品
小売業

栄養士（正・鶴見店・地域専任職） 正社員 1人 ○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。

ａ＋ｂ176,000円～222,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　5年以
上）

不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）　栄養士免許

大分県別府市

44030-01211581 医療法人　中津第一病院 15-1178 病院 栄養士（厨房職員） 正社員 1人 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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生
厚生年金基金

あり　（勤続　3年以
上）

不問
（経験があれば尚可） 栄養士

大分県中津市

40150-02899281 株式会社　ドラッグストアモリ 16-1053 医薬品・化粧品
小売業

栄養士（正・田島店・地域専任職） 正社員 1人 ○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。

ａ＋ｂ176,000円～222,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　5年以
上）

不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）　栄養士免許

大分県日田市

40150-03261081 株式会社　ドラッグストアモリ 16-1053 医薬品・化粧品
小売業

栄養士（正・日田友田店・地域専任
職）

正社員 1人 ○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。

ａ＋ｂ176,000円～222,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　5年以
上）

不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）　栄養士免許

大分県日田市
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40150-03262381 株式会社　ドラッグストアモリ 16-1053 医薬品・化粧品
小売業

栄養士（正・日田店・地域専任職） 正社員 1人 ○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。

ａ＋ｂ176,000円～222,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　5年以
上）

不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）　栄養士免許

大分県日田市

40150-01380781 株式会社　ドラッグストアモリ 16-1053 医薬品・化粧品
小売業

栄養士（正・日ノ隈店・地域専任） 正社員 1人 ○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。

ａ＋ｂ176,000円～222,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　5年以
上）

不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）　栄養士免許

大分県日田市

44060-01942381 社会医療法人　小寺会 14-1009 病院 栄養士（佐伯中央病院） 正社員 1人 ・献立作成、発注、検収、食数事務、調理等　・そ
の他付随する業務　　＊パソコンを使用しての業
務もあります。　　＊約１５０食の調理を朝、昼、夕
１１人の調理員と栄養士、　管理栄養士で患者さ
んの喜ぶ笑顔を思い浮かべながら業務　を行って
います。

ａ＋ｂ161,000円～180,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問
栄養士免許有資格者

大分県佐伯市

40150-02883381 株式会社　ドラッグストアモリ 16-1053 医薬品・化粧品
小売業

栄養士（正・杵築店・地域専任職） 正社員 1人 ○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。

ａ＋ｂ176,000円～222,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　5年以
上）

不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）　栄養士免許

大分県杵築市

40150-03176581 株式会社　ドラッグストアモリ 16-1053 医薬品・化粧品
小売業

栄養士（正・玖珠店・地域専任職） 正社員 1人 ○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。

ａ＋ｂ176,000円～222,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　5年以
上）

不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）　栄養士免許

大分県玖珠郡玖珠町

44010-04928181 株式会社　福祉の杜いまじん 13-1041 老人福祉・介護
事業

管理栄養士・栄養士 正社員 1人 ・フード事業務における栄養士業務　・入所者様の
献立作成等栄養管理　（有料老人ホーム、サービ
ス付高齢者向け住宅）　・食材の在庫管理　等

ａ＋ｂ155,000円～170,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし
パソコン操作が可能な
方　Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌが扱
えること　管理栄養士・
栄養士としての経験が
ある方

管理栄養士・栄養士
大分県大分市

40150-02767881 株式会社　ドラッグストアモリ 16-1053 医薬品・化粧品
小売業

管理栄養士（正・鶴見店・地域専任
職）

正社員 1人 ○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。

ａ＋ｂ184,000円～230,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　5年以
上）

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

40150-02683981 株式会社　ドラッグストアモリ 16-1053 医薬品・化粧品
小売業

管理栄養士（正・日田店・地域専任
職）

正社員 1人 ○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。

ａ＋ｂ184,000円～230,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　5年以
上）

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

40150-02728181 株式会社　ドラッグストアモリ 16-1053 医薬品・化粧品
小売業

管理栄養士（正・田島店・地域専任
職）

正社員 1人 ○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。

ａ＋ｂ184,000円～230,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　5年以
上）

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

40150-02865181 株式会社　ドラッグストアモリ 16-1053 医薬品・化粧品
小売業

管理栄養士（正・日田友田店・地域
専任職）

正社員 1人 ○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。

ａ＋ｂ184,000円～230,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　5年以
上）

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

44040-01137281 医療法人　六和会　老人保健施設
　センテナリアン

15-1193 老人福祉・介護
事業

管理栄養士 正社員 1人 ○介護老人保健施設内での入所利用者（１００名
）　　及び通所リハビリ（３０名）利用者への栄養管
理業務　・栄養マネージメント（ケアプラン）作成　・
食事、栄養相談　・医療、介護等の専門職員と連
携して栄養面や食事に関する　　相談、援助を行
います　　＊調理は外注委託（栄食メディックス）　
　【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＋ｂ176,000円～196,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　2年以
上）

不問
（管理栄養士勤務経験
あれば賃金面で優遇）

管理栄養士
大分県日田市

40150-01379981 株式会社　ドラッグストアモリ 16-1053 医薬品・化粧品
小売業

管理栄養士（正・日ノ隈店・地域専
任）

正社員 1人 ○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。

ａ＋ｂ184,000円～230,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　5年以
上）

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

44060-01065681 社会医療法人　小寺会 14-1009 病院 管理栄養士（佐伯中央病院） 正社員 1人 ・献立作成、発注、検収、食数事務、調理等　・そ
の他付随する業務　　＊パソコンを使用しての業
務もあります。　＊約１５０食の調理を朝、昼、夕１
１人の調理員と栄養士、　管理栄養士で患者さん
の喜ぶ笑顔を思い浮かべながら業務　を行ってい
ます。　＊入職当初は調理業務が主となります。

ａ＋ｂ161,000円～180,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問
管理栄養士免許有資
格者

大分県佐伯市

40150-02747681 株式会社　ドラッグストアモリ 16-1053 医薬品・化粧品
小売業

管理栄養士（正・杵築店・地域専任
職）

正社員 1人 ○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。

ａ＋ｂ184,000円～230,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　5年以
上）

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
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40150-03123081 株式会社　ドラッグストアモリ 16-1053 医薬品・化粧品
小売業

管理栄養士（正・玖珠店・地域専任
職）

正社員 1人 ○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。

ａ＋ｂ184,000円～230,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　5年以
上）

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

44070-00550881 医療法人　積善会　老人保健施設
　希の里

15-1211 老人福祉・介護
事業

支援相談員（老健施設内） 正社員 1人 老健施設（定員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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　5年以
上） 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

44020-01675981 医療法人社団　仁泉会　畑病院 15-1131 病院 相談員 正社員 1人 ○「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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　2年以
上） ２年以上の実務経験

者
社会福祉士

大分県別府市

44010-09259581 株式会社　福祉の杜いまじん 13-1041 老人福祉・介護
事業

生活相談員（別府市・大分市） 正社員 1人 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

ａ＋ｂ178,000円～220,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし
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
大分県大分市

44030-01406281 株式会社　エスティーエスユナイテ
ッド

16-1132 老人福祉・介護
事業

生活相談員（デイサービスおぐす） 正社員 1人 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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

なし 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

大分県中津市

44020-01652781 医療法人社団　仁泉会　畑病院 15-1131 病院 施設ケアマネージャー 正社員 1人 ◆介護老人保健施設における介護支援専門員業
務全般　・入所者のケアプランの作成業務　・介護
老人保健施設における介護業務全般　　＊介護
職との兼務になります。　　　　　＊応募にはハロ
ーワークの紹介状が必要です。

ａ＋ｂ195,000円～220,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　2年以
上）

不問
　＊経験者優遇 介護支援専門員

大分県別府市

44040-01008081 医療法人　六和会　老人保健施設
　センテナリアン

15-1193 老人福祉・介護
事業

介護支援専門員 正社員 1人 ○老人保健施設でのケアマネージャー業務　・ケ
アプラン作成　・各専門職との連携及び調整　・サ
ービス担当者会議の開催　等　　※連絡後、応募
書類を所在地宛に郵送または持参下さい。　　受
付後に面接日時連絡します。　　【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】　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　「介護」

ａ＋ｂ184,000円～244,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　2年以
上）

不問
（経験あれば賃金面で
優遇）

介護支援専門員及び
国家資格等（備考欄参
照）

大分県日田市

44060-01049681 有限会社　夢のおと 15-1022 その他の社会保
険・社会福祉・
介護事業

介護支援専門員（サニーサイド明日
風）

正社員 1人 平成３０年３月に新たに開所する小規模多機能型
居宅介護支援事業所の利用者への計画作成を行
っていただきます。１人の利用者さんに対して訪
問、通い、宿泊サービスを提供できる地域密着型
のサービス事業です。種々の介護サービスの調
整は事業所内スタッフと行いますので業務負担は
少ないです。　　＊オープニングスタッフの募集と
なります。

ａ＋ｂ140,500円～180,500円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし
大分県が実施する計
画作成担当者研修の
履修修了者

介護支援専門員
大分県臼杵市

44070-01164481 医療法人　新生会　高田中央病院 15-1210 病院 介護支援専門員（ケアマネージャー
）

正社員 1人 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＋ｂ178,000円～238,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生
税制適格年金

あり　（勤続　2年以
上） パソコン（ワード・エク

セル）
介護支援専門員

大分県豊後高田市

44010-06875481 株式会社　オーエフシィ（イデア総
研税理士法人）

15-1055 その他の専門サ
ービス業

税理士 正社員 1人 ＜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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

なし 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

44010-06876781 株式会社　オーエフシィ（イデア総
研税理士法人）

15-1055 その他の専門サ
ービス業

社会保険労務士 正社員 1人 ＜社会保険労務士業務＞　主な仕事は、３つです
。　・社会保険の手続き　・労働保険の手続き　・労
務コンサルティング　　＊自家用車にて外出用務
あり（車持ち込みできる方）

ａ＋ｂ200,000円～250,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

なし 不問
（実務未経験者も歓迎
）

社会保険労務士資格　
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県大分市

44010-06874581 株式会社　オーエフシィ（イデア総
研税理士法人）

15-1055 その他の専門サ
ービス業

財務コンサルタント 正社員 2人 ＜財務コンサルタントの主な業務＞　顧問先を毎
月訪問し財務コンサルティングを行い、資金繰り
対策や黒字化の支援を行います。　　※未経験者
も歓迎します　※所内研修があります

ａ＋ｂ200,000円～270,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

なし 不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県大分市

44060-00797581 株式会社　庄司酒店 16-1104 酒小売業 企画編集（管理職候補） 正社員 1人 ・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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり
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

44060-00799781 株式会社　庄司酒店 16-1104 酒小売業 企画編集 正社員 2人 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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり
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

44010-09313581 鬼塚電気工事　株式会社 13-1068 電気工事業 ＷＥＢデザイナー 正社員 1人 ＷＥＢサイトの制作・管理　　初めはホームページ
の更新作業を行いながら、慣れてきたら、新規ホ
ームページの制作や企画にも参加して頂き、スキ
ルを伸ばしながら作業を行います。

ａ＋ｂ200,000円～250,000円 なし あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形
厚生年金基金
退職金共済

あり　（勤続　3年以
上）

不問
（経験者優遇） 普通自動車運転免許（

ＡＴ限定可）

大分県大分市

44020-02031981 株式会社　別大興産 15-1019 建物売買業，土
地売買業

ホームページ・ウェブ関連作業 正社員 1人 ◆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＋ｂ200,000円～250,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　1年以
上） 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）

大分県大分市

44010-03975281 株式会社　ディック学園 13-1010 学習塾 Ｗｅｂデザイナー、コーダー、Ｗｅｂデ
ィレクター

正社員 1人 主に中小企業様のホームページの作成・更新・管
理等を行っていただきます。　　デザインのみ出来
る方、コーディングのみ出来る方も募集しておりま
す。　　定時退社をモットーとしており、残業は一切
ありません。　　【ＨＰアドレス】ｈｔｔｐ：／／ｈｐ－ｅｄｓ
．ｊｐ　　　　　　　　　ホームページ製作のエディス

ａ＋ｂ175,000円～295,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし
ホームページ制作・ＨＴ
ＭＬ、ＣＳＳを使用でき
る方　（職務経験不問）

不問 大分県大分市

44040-00779781 ベストリビング　株式会社 13-1044 家具製造業 企画設計 正社員 2人 ○受注生産家具（ソファ、ベンチ）の企画設計　　
※パソコン入力作業があります。

ａ＋ｂ150,000円～300,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上）

不問
（パソコン操作経験者
は賃金面で優遇いたし
ます）

普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）

大分県日田市

44060-00801481 株式会社　庄司酒店 16-1104 酒小売業 Ｗｅｂプログラマー・エンジニア 正社員 2人 ・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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり
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

44070-01432181 医療法人　玄々堂　玄々堂高田病
院

15-1201 病院 健康運動指導士 正社員 1人 地域の高齢者を対象とした、生活習慣病の予防
や介護予防を目的とした運動プログラムを作成し
指導を行う業務になります。　また、院内リハビリ
の補助業務も行って頂きます。　その他、社用車（
軽自動車）を使用して地域に出かける事もありま
す。

ａ＋ｂ151,000円～171,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　4年以
上）

不問
実務経験者なお可 普通自動車免許（ＡＴ

限定可）　健康運動指
導士

大分県豊後高田市

44010-05234581 小野高速印刷　株式会社 13-1086 印刷業 クリエイティブディレクター 正社員 2人 営業担当者をサポートし、コンセプト開発・アイディ
アの具現化、各分野専門スタッフの指揮など製作
物の総監督となる業務です。　　＊社用車あり

ａ＋ｂ220,000円～350,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　3年以
上） グラフィックデザイン、

Ｗｅｂデザイン、編集・
コピーライティング等の
全ての経験者

普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県大分市
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44020-02838381 株式会社　城島高原オペレーション
ズ

14-1025 旅館，ホテル 総務人事担当スタッフ（正社員） 正社員 1人 ◆総務および人事業務全般　・給与、人事データ
の登録　・給与、人事データを使用しての各種帳
票作成　・伝票記入、ファイリング、電話応対等の
総務事務作業　・社会保険関係の書類作成　・そ
の他、庶務的な仕事　　＊施設内移動に車の利用
　　※応募には、ハローワークの紹介状が必要で
す。

ａ＋ｂ158,000円～190,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　1年以
上） パソコン操作（ワード・

エクセル・パワーポイン
ト）できる方　エクセル
は基本的な関数、抽出
、並べ替え機能ができ
る方

普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県別府市

44030-00691381 株式会社　ＴＯＰＨＯＭＥ 16-1180 木造建築工事
業

総合職 正社員 1人 営業担当や工務担当が作成する書類の管理が主
な業務になります。お客様や協力業者に書類を提
出する前に、総合職がチェックを行います。また、
メーカーとの打ち合わせやイベント出展時の企画
・運営などの業務も行います（社外へ出る事もあり
ます）。営業や工務からの質問に回答し頼りにさ
れることが仕事のやりがいです。縁の下の力持ち
として会社全体を支えます。

ａ＋ｂ171,000円～188,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　2年以
上） 車持込みできる方　パ

ソコン（エクセル・ワー
ド）できる方

二級建築士（必須）　
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県中津市

44040-01639281 株式会社　大日 16-1153 管工事業（さく井
工事業を除く）

事務・コンピュータ管理 正社員 1人 ○建設業の事務全般　（１）総務：社会保険、人事
に関する業務、来客・電話応対　（２）経理：請求書
、契約書などの書類作成、銀行などの　　　　外出
用務（社用車使用）　（３）コンピュータ：顧客管理、
ＰＣメンテナンス　　＊応募される際にご希望の番
号（複数可）をお伝え頂き　　対応いたします。

ａ＋ｂ150,000円～250,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　3年以
上） ・ワード、エクセルを使

用できる方　　（アクセ
スを使用できるとなお
良い）　・事務の経験が
ある方

普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県日田市

44060-01792381 大和冷機工業株式会社　九州佐伯
工場

15-1212 事務用機械器
具製造業

総務（幹部候補） 正社員 1人 大和冷機工業株式会社佐伯工場内における総務
業務　・総務業務：　社用車管理、福利厚生　・人
事採用業務：人員採用、労務管理　・安全衛生業
務：安全衛生防災管理指導　・来客対応業務：取
引先来場時の送迎及び対応　・その他、庶務業務
全般

ａ＋ｂ180,000円～250,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形
確定給付年金

あり　（勤続　3年以
上）

不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県佐伯市

44020-02661681 大分キヤノン　株式会社 15-1120 光学機械器具・
レンズ製造業

事務職 正社員 12人 （７）人事・総務、品質保証、生産管理・統制、調達
　　　　人事・総務：人事管理、人材開発、福利厚
生など　　　　品質保証：社内外の品質向上活動、
品質保証ルールの　　　　　　　　立案　　　　　生産
管理・統制：生産、出荷計画立案、在庫、資産　　
　　　　　　　　　　工程管理統制　　　　調達：部品や
資材のバイヤー発注先の選定、原価低　　　　　　
　減、納入部品の品質向上活動　　　※応募には、
ハローワークの紹介状が必要です。

ａ＋ｂ167,400円～262,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

あり　（勤続　1年以
上）

不問 不問 大分県国東市
大分県大分市

44020-01347781 株式会社　京製メック 13-1082 一般産業用機
械・装置製造業

総務業務全般 正社員 1人 ○総務業務全般　○人員の補充や募集業務、採
用関係業務全般　・合同企業説明、面接会への参
加　・学校訪問及び募集案内の説明　・新卒、中
途採用者の面接　　　　　※応募にはハローワーク
の紹介状が必要です。

ａ＋ｂ205,810円～251,400円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

あり　（勤続　3年以
上） 人事採用業務経験者

歓迎
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県国東市

44040-01124981 株式会社　大日 16-1153 管工事業（さく井
工事業を除く）

企画設計 正社員 1人 ○パソコンでのＣＡＤ・図面・見積もり作成業務　　
＊社用車使用

ａ＋ｂ150,000円～350,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　3年以
上）

不問
ワード、エクセル、ＣＡ
Ｄ等　パソコンの基本
的な操作ができる方は
採用面で優遇

普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県日田市

44020-02875881 有限会社　小野自動車工場 16-1090 自動車整備業 保険事務員 正社員 1人 ・各種保険窓口手続、保険の更新作業　・自動車
保険、火災保険、傷害保険等の受付事務　・パソ
コンのデータ入力、店内での顧客対応　　＊先輩
社員がしっかり指導をしてくれるので保険知識が
なく　ても心配はいりません。明るいスタッフが多く
活躍してい　る職場です。保険の経験がなくても
大丈夫、社内研修も充　実しており未経験者でも
すぐに活躍できます。　＊入社後、保険事務請求
の資格を取ってもらいます。　　※応募にはハロー
ワークの紹介状が必要です。

ａ＋ｂ172,420円～264,121円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

あり　（勤続　10年以
上）

不問
普通自動車運転免許（
ＡＴ限定可）　保険事務
請求の資格者尚良し　
ファイナンシャルプラン
ナーの資格者尚良し

大分県別府市

44010-06797881 株式会社　スリーキャン 16-1099 美容業 レセプション（大分市・美容室璃宮フ
レスポ春日浦店）

正社員 1人 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 あり なし 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問 不問 大分県大分市

44080-00841181 株式会社　友岡組 15-1180 一般土木建築
工事業

事務職 正社員 1人 ＊砕石工場での電話による注文対応　＊出荷伝
票の入力及び売り上げをパソコンにて入力　＊日
報管理　＊来客対応　＊配車業務　　◎平成３０
年９月くらいまでは、大分市上戸次字長尾　　　　４
３８３－２「戸次工場」での勤務となります。

ａ＋ｂ160,000円～230,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　5年以
上）

不問
普通自動車運転免許（
ＡＴ限定可）

大分県大分市

44010-08369681 株式会社　ニッショー 13-1142 管工事業（さく井
工事業を除く）

プラント工事見積書作成業務 正社員 1人 プラント工事の見積書作成業務を主体として行っ
ていただきます。　　＊水処理設備等の見積もり
ができる方を募集

ａ＋ｂ250,000円～350,000円 なし なし 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり
・パソコン操作（エクセ
ル、ワードを使いデー
タ入力など）が　可能な
方　・水処理設備等の
見積もりができる方

普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県大分市

44010-07507181 株式会社　スリーキャン 16-1099 美容業 総務・事務（本社） 正社員 1人 総務部門で事務を担当していただきます。　・社内
文書の作成、管理・保管　・電話応対、郵便物の
発送・収受　・来客応対　・福利厚生関係事務補助
業務

ａ＋ｂ165,000円～175,000円 なし なし 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問
普通自動車運転免許（
ＡＴ限定可）

大分県大分市

44010-06747781 株式会社　ブライテック 15-1175 産業用電気機
械器具製造業

一般事務（総務関係） 正社員 1人 ・電話応対　・来客対応　・書類作成　・給与計算　
等

ａ＋ｂ154,800円～154,800円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし
Ｅｘｃｅｌ・Ｗｏｒｄが扱える
こと

普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県大分市

27030-08198581 株式会社キクスズ 16-1136 産業機械器具
卸売業

庶務・営業事務・経理事務（大分営
業所）

正社員 2人 ＊営業サポート業務（内勤）　＊簡単な経理事務（
請求書照合等）　＊受発注入力等　＊電話応対　
＊その他庶務業務　他

ａ＋ｂ167,000円～195,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　3年以
上）

不問 不問
　　＊簿記３級程度尚
可

大分県大分市

44010-04037581 ワン・ビジョン　株式会社 13-1017 医薬品・化粧品
等卸売業

一般事務員 正社員 2人 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　　※北九州営業所開設に伴い増員募集　
　※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＋ｂ165,000円～190,200円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　5年以
上） Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌが扱える

方　職務経験不問

不問 大分県大分市

44020-02877181 有限会社　小野自動車工場 16-1090 自動車整備業 経理事務スタッフ 正社員 1人 ◆自動車整備会社における事務業務全般　・会計
ソフトへのデータ入力　・各種伝票整理　・書類整
理　等　　＊パソコン作業は専用ソフト使用します
ので、エクセル・　　ワードの資格は不要です。　＊
未経験の方にはベテラン社員が丁寧に指導しま
す　　※応募には、ハローワークの紹介状が必要
です。

ａ＋ｂ172,420円～275,605円 あり なし 雇用・労災・健康・厚生・財
形

あり　（勤続　10年以
上）

不問
　＊経理事務経験者　
優遇

不問 大分県別府市

44010-04751081 大分ダイハツ販売　株式会社 15-1020 自動車小売業 一般事務員（別府店） 正社員 1人 別府市石垣東にある「別府店」にて　・電話応対　
・来客応対　・小口現金管理　・データ入力　・夜間
金庫への預け入れ等　・外出用務（社用車使用）

ａ＋ｂ140,000円～168,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上） Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌが扱える

こと　職務経歴不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県別府市

44030-01230881 株式会社　中津急行 14-1040 一般貨物自動
車運送業

一般事務員 正社員 1人 受付や来客者・電話等への応対、請求書作成や
各種帳簿類の記帳（パソコンによるデータ入力や
文書の作成等：専用のフォーマトあり）等の一般事
務業務全般を行っていただきます。

ａ＋ｂ140,000円～160,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上） パソコン操作（エクセル

、ワード）できる方

不問 大分県中津市

44060-01943681 一般社団法人　困り事お助け協会 14-1109 他に分類されな
い生活関連サー
ビス業

総合事務及び軽作業 正社員 1人 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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問
パソコン操作 普通自動車免許（ＡＴ

可）

大分県佐伯市
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44060-01965281 一般社団法人　困り事お助け協会 14-1109 他に分類されな
い生活関連サー
ビス業

総合事務及び軽作業 正社員 1人 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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問
パソコン操作 普通自動車免許（ＡＴ

可）

大分県佐伯市

44060-02175781 山田水産　株式会社 13-1057 水産食料品製
造業

一般事務員（本社） 正社員 1人 ・受注、仕入、在庫システムへの入力　・書類作成
の為のパソコン入力　・電話応対、来客応対　・事
務所内の掃除等環境整備　　＊仕事内容は、入
社後丁寧に指導します。

ａ＋ｂ150,000円～150,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生
確定給付年金

あり　（勤続　3年以
上） ・ワード、エクセルの扱

える方　・一般事務経
験者（年数不問）

不問 大分県佐伯市

44010-06152081 大分ダイハツ販売　株式会社 15-1020 自動車小売業 一般事務員（臼杵店） 正社員 1人 臼杵市市浜にある「臼杵店」にて　・電話応対　・
来客応対　・小口現金管理　・データ入力　・夜間
金庫への預け入れ等　・外出用務（社用車使用）

ａ＋ｂ140,000円～168,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上） Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌが扱える

こと　職務経歴不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県臼杵市

44020-02885181 有限会社　近藤養蜂場 13-1133 畜産食料品製
造業

事務員＜急募＞ 正社員 1人 ・事務業務全般　・電話・来客応対等　・インターネ
ットでの注文の受付や顧客対応　・受発注、納品
伝票作成　・郵便局や買物等の外出業務あり（社
用車使用）　　＊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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし
パソコン操作の出来る
方（ワード・エクセル）

普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県杵築市

44070-01064981 大関食品　株式会社 15-1087 その他の食料品
製造業

一般事務員 正社員 1人 事務所にてパソコンを使用し、書類の作成、関係
部署からの依頼で企画書の作成等の入力及び記
帳を含めた事務処理全般を行っていただきます。
その他、来客者の受付、電話対応等もあります。

ａ＋ｂ162,864円～162,864円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　10年以
上） パソコン（ワード・エク

セル）　事務経験者（経
験年数不問）

不問 大分県宇佐市

44010-08409481 医療法人　光永会　アリナガ美容外
科・歯科

17-1051 一般診療所 医療事務 正社員 1人 ・レセプト計算（医科、歯科）　・受付　・予約管理等
　・診療の補助　等

ａ＋ｂ133,000円～153,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問 不問 大分県大分市

44010-08182081 医療法人社団　三杏会　仁医会病
院

15-1150 病院 医療事務員 正社員 1人 ・医療費請求事務　・レセプト点検　・受付業務　・
電話応対　　・薬剤助手　等　　＊８人体制で仕事
をしています。

ａ＋ｂ127,000円～170,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

あり　（勤続　3年以
上）

不問
（経験者優遇） 医療事務資格（検定協

会問わず）

大分県大分市

44070-01328181 医療法人　新生会　高田中央病院 15-1210 病院 外来事務員 正社員 2人 外来で以下の診療補助業務等を行います。　・患
者様の診察室への案内、電話応対　・外来診察、
検査予約等の補助　・診断書、意見書の作成補助
　・各種書類の整理　・看護師のサポート等

ａ＋ｂ133,000円～153,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生
税制適格年金

あり　（勤続　2年以
上） パソコン（エクセル・ワ

ード）　病院での医療
事務又は診療補助経
験者（１年以上）

不問 大分県豊後高田市

44060-00793081 株式会社　庄司酒店 16-1104 酒小売業 コールセンター管理者（管理職候補
）

正社員 1人 ・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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり
コールセンター管理経
験者

普通自動車免許（ＡＴ
可）

大分県臼杵市

44010-09929581 ジェイリース　株式会社 15-1060 補助的金融業，
金融附帯業

経理・決算関連事務（地域限定職） 正社員 2人 ・決算業務　・各種資料作成　・会社仕訳入力作業
　・帳票整理　・電話応対　等

ａ＋ｂ190,000円～278,500円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上） パソコン操作（エクセル

・ワード）　職務経験不
問

日商簿記２級以上又
は大学等で簿記・会計
の単位を取得した者　
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）必須

大分県大分市

44010-09954781 株式会社　熊野建設 13-1107 一般土木建築
工事業

経理 正社員 1人 ＊支払い対応・伝票起票・税務処理（決算関係）
などが中心　となります。　　＊パソコンを使っての
基本的な作業が多いので、簡単です。　　専用ソフ
トも導入していますが、業務については丁寧に指
　導いたします。

ａ＋ｂ200,000円～265,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　3年以
上）

不問 不問
（建築や業務に関する
資格あれば尚良し）

大分県大分市

44010-04565381 株式会社　グランディーズ 13-1002 建物売買業，土
地売買業

経理（幹部候補） 正社員 1人 ・経営企画業務　・決算業務　・税務申告業務　・
株主総会業務　・各種帳簿・資料作成業務　等　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　＊決算業務、有価証券報告書等の作
成経験のある方優遇　　＊長期の勤務を希望され
、キャリアアップを目指している方　等応募を歓迎
しています

ａ＋ｂ250,000円～400,000円 なし あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　1年以
上） Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌが扱える

事　経営企画業務、決
算業務、有価証券報告
書等の作成経験の　あ
る方優遇

簿記２級以上または実
務経験３年以上

大分県大分市

44020-00970381 税理士法人　羽生会計事務所 16-1114 公認会計士事
務所，税理士事
務所

経理・総務事務員 正社員 1人 ◆経理及び、総務事務業務全般　・所長の秘書業
務　・役所への書類提出　・決算総務業務（決算書
の作成等）　・コンピューター、ワープロ入力作業　
　　　　　＊応募には、ハローワークの紹介状が必
要です。

ａ＋ｂ180,000円～300,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　4年以
上） ・経理経験者　・決算

業務経験者
日商簿記２級以上　普
通自動車免許（自家用
車持ち込み）

大分県別府市

44020-00972981 税理士法人　羽生会計事務所 16-1114 公認会計士事
務所，税理士事
務所

経理事務員（巡回監査あり） 正社員 1人 ◆経理業務全般　・決算業務（決算書の作成等）　
・税理士補助業務（税務の申告に関する書類作成
等）　・顧問先訪問による、巡回監査　・コンピュー
ター、ワープロ入力作業　　　＊税理士希望の方
歓迎　　　　＊応募にはハローワークの紹介状が
必要です。

ａ＋ｂ180,000円～300,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　4年以
上） 税理士事務所経験者　

巡回監査、決算業務経
験者

日商簿記２級　普通自
動車免許（自家用車持
ち込み）

大分県別府市

44020-00974481 税理士法人　羽生会計事務所 16-1114 公認会計士事
務所，税理士事
務所

経理事務員（補助） 正社員 1人 ◆経理業務全般、税理士補助業務（税務関係の
書類作成等）　・会計ソフトを使用し、クライアント
の会計帳簿のコンピュ　ーター、ワープロ入力が
主な業務です　　＊税理士希望の方歓迎　　　　　
＊応募にはハローワークの紹介状が必要です。

ａ＋ｂ140,000円～200,000円 なし なし 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　4年以
上）

不問
　＊経理事務経験者優
遇

日商簿記２級以上
大分県別府市

44030-01878181 株式会社　共新電機 14-1038 電気工事業 経理事務員 正社員 1人 一般建設業の経理事務として、仕訳伝票の起票、
会計ソフトシステムでの入力、各帳簿、試算表の
作成などを行っていただきます。また、給与計算、
年末調整、社会保険の手続きも行います。

ａ＋ｂ150,000円～165,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　3年以
上） パソコン（ワード・エク

セル）操作　経理事務
経験者

日商簿記３級以上
大分県中津市

44010-08851081 株式会社　亀の井別荘 13-1104 旅館，ホテル 経理・税務業務 正社員 1人 ・会計ソフトを使った経理業務　・決済補助　・社会
保険等の手続き　・小口現金出納などの業務　・
銀行業務　等　　＊銀行業務等の外出用務あり（
社用車使用）

ａ＋ｂ200,000円～300,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり 不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）　簿記３級以
上

大分県由布市

44010-06050581 有限会社　岩賢住宅 16-1118 木造建築工事
業

積算員（家具・建具） 正社員 1人 木製家具・建具の積算業務 ａ＋ｂ250,000円～300,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　1年以
上） 積算業務経験者　Ｗｏｒ

ｄ・Ｅｘｃｅｌが扱えること
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県大分市

44030-01273181 株式会社　西野物産 13-1096 その他の食料品
製造業

製造事務員 正社員 1人 主に工場の生産計画作成（パソコン使用）、原料
材料発注の業務を担当していただきます。また、
書類作成、書類整理、書類ファイリング、電話応
対、来客応対等の一般事務業務全般も行います
。

ａ＋ｂ139,500円～139,500円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上） パソコン操作できる方（

エクセル・ワード）

不問 大分県中津市

44030-00971181 九州市光工業　株式会社 16-1084 自動車・同附属
品製造業

生産管理員 正社員 1人 自動車用各種ランプ（自動車用ヘッドランプ・リア
ランプ等）の生産計画の作成や生産進捗の管理
業務を行います。生産進捗により各工程間の生産
調整や部品手配業務を行います。いずれもパソコ
ンを使用します。

ａ＋ｂ142,500円～193,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生
厚生年金基金
退職金共済

あり　（勤続　1年以
上） パンコンの出来る方（

エクセル・ワード）　（生
産管理経験者優遇）

不問 大分県中津市

44030-00972081 九州市光工業　株式会社 16-1084 自動車・同附属
品製造業

品質管理員 正社員 1人 自動車用各種ランプ（自動車用ヘッドランプ、リア
ランプ）の工場内での品質管理業務全般を行いま
す。不良部品の解析、取りまとめ、報告書の作成
や得意先の折衝も行います。新規モデル入替時
の全寸法測定や外観検査等も含みます。

ａ＋ｂ142,500円～193,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生
厚生年金基金
退職金共済

あり　（勤続　1年以
上） パンコンの出来る方（

エクセル・ワード）　（品
質管理経験者優遇）

不問 大分県中津市

44030-00762181 株式会社　西野物産 13-1096 その他の食料品
製造業

品質保証業務員 正社員 2人 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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上）

不問 不問 大分県中津市

44040-01292081 株式会社　天木鉄工　日田工場 14-1111 自動車・同附属
品製造業

生産技術スタッフ 正社員 1人 ○図面をもとにしたプログラミング　・簡単なエクセ
ル入力作業による加工プログラム作成　　＊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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形
確定拠出年金

あり　（勤続　3年以
上）

不問 不問
（ＮＣフライス盤技能検
定２級以上取得者採
用面で優遇）

大分県日田市
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求人番号 ＨＷ求人番号 事業所名 ＳＪＣ登録番号 業種 求人職種 雇用形態 採用人数 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）

昇給（実績） 賞与（実績） 加入保険等 退職金制度 必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

44060-01710981 株式会社　臼杵造船所 14-1035 船舶製造・修理
業，舶用機関製
造業

造船部門：アフターサービス業務 正社員 1人 「株式会社　臼杵造船所」造船部門でのアフター
サービス業　務全般　・建造船引き渡し後の補償
工事対応　・船主へのフォロー業務　・運航につき
発生する各要望に対して、電話やメールでの遣　
り取り、社内調整をする業務　・県外、海外出張を
する場合があります（２～３週間程度）

ａ＋ｂ180,000円～250,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり
・英語の話せる方（海
外の船主との折衝が
あるため）　・造船設計
業務経験者優遇

普通自動車免許（ＡＴ
可）

大分県臼杵市

44070-01009781 株式会社　住理工九州 14-1063 ゴムベルト・ゴム
ホース・工業用
ゴム製品製造業

生産管理職（総合職） 正社員 1人 受注出荷・生産計画の立案・納期・工程の進捗管
理、実績登録管理、在庫入出荷管理、発注入荷
業務及び生産現場との連絡調整等、自動車用防
振ゴム製造に係る生産管理業務を行います。今
後、他部署への転属もあります。　（キャリアアップ
形成のため、品質管理、生産技術、情報システム
、人事総務、経理、購買等）　　　　＊応募前の職
場見学可能

ａ＋ｂ180,000円～220,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

あり　（勤続　3年以
上）

不問 不問 大分県豊後高田市

44060-00800581 株式会社　長尾製作所 14-1005 その他のはん用
機械・同部分品
製造業

資材（材料、物品）調達 正社員 1人 ・精密板金に使用する、ステンレス等の材料の発
注、仕入れ　・外注品の管理　・製品、部品、消耗
品等の在庫管理　　＊フォークリフト運転あり。免
許は会社負担で取得していた　　だきます。

ａ＋ｂ150,000円～220,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり 不問
普通自動車免許（ＡＴ
可）

大分県佐伯市

44020-02294281 株式会社　別大興産 15-1019 建物売買業，土
地売買業

カスタマーズ業務（大分） 正社員 1人 ◆大分営業所でのカスタマーズ業務全般　・アパ
ート等の敷金精算業務　・退去前後の部屋のチェ
ック　・リフォーム提案　・入居後の設備等に関す
る問い合わせ対応、等　（必要な場合は現地確認
の為、住宅に訪問もあり）　　　　＊応募にはハロ
ーワークの紹介状が必要です。

ａ＋ｂ190,000円～230,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　1年以
上）

不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県大分市

44020-02043881 株式会社　別大興産 15-1019 建物売買業，土
地売買業

カスタマーズ業務（本社） 正社員 1人 ◆別府本社でのカスタマーズ業務全般　・アパー
ト等の敷金精算業務　・退去前後の部屋のチェッ
ク　・リフォーム提案　・入居後の設備等に関する
問い合わせ対応、等　（必要な場合は現地確認の
為、住宅に訪問もあり）　　　　＊応募にはハロー
ワークの紹介状が必要です。

ａ＋ｂ190,000円～230,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　1年以
上）

不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県別府市

44010-09502181 有限会社　富城物産 17-1083 農畜産物・水産
物卸売業

事務員 正社員 1人 ・パソコンを使った伝票入力、整理、集計　・営業
文書の作成、管理、保管　・来客対応　・電話対応
　・データ入力、各種資料作成　・顧客管理　・請求
書発行　・軽作業　　・営業サポート　等

ａ＋ｂ140,000円～150,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり
エクセル・ワードがつ
かえる方　事務経験者
尚良し

普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県大分市

44010-09237281 株式会社　松村硝子店 15-1038 建築材料卸売
業

一般事務員 正社員 1人 ・商品（ガラス、サッシ、住宅建材及び住宅設備等
）の　　受注、発注、積算、見積り、商品管理　・電
話応対、接客　・パソコン入力　・営業補佐業務で
の外出　（請求書や見積書のお届け、まれに集金
業務あり）　・プレゼンボード作成（写真付きカタロ
グ）　・請求、回収

ａ＋ｂ138,000円～180,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生
確定拠出年金

あり 不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県大分市

44010-08102981 池見林産工業　株式会社 13-1078 製材業，木製品
製造業

一般事務員（営業事務）※急募 正社員 1人 主として営業事務　　・取引先との電話応対　　　　
　　　　　　　　　　　・商品の出荷の段取りなどを行う
　・売上・請求書等のコンピューター処理　等

ａ＋ｂ140,000円～160,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上） Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌが扱える

こと　（職務経験不問）

不問 大分県大分市

44060-00798481 株式会社　長尾製作所 14-1005 その他のはん用
機械・同部分品
製造業

営業職 正社員 1人 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

ａ＋ｂ150,000円～220,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり 不問
普通自動車免許（ＡＴ
可）

大分県佐伯市

44070-01146581 株式会社　日本抵抗器　大分製作
所

15-1056 電子デバイス製
造業

外注管理事務員（正社員） 正社員 1人 ・協力工場に外注している製品の納期管理及び
客先に対する　納期対応・折衝等の業務　・海外
取引先から仕入れ国内販売している製品の納期
管理及　び客先に対する納期対応・折衝等の業
務　・外出には社用車（普通車・軽ワゴンＡＴ）を使
用します　＊海外出張もあります

ａ＋ｂ150,000円～250,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生
確定給付年金

あり　（勤続　3年以
上）

不問
英語又は中国語がで
きる方なお可

普通自動車免許（一種
）

大分県宇佐市

44070-00903181 株式会社　日本抵抗器　大分製作
所

15-1056 電子デバイス製
造業

生産技術者（正社員） 正社員 1人 １．新規製品立上げ時の工程設計　　・新製品を
開発段階で、工程内に製品をいかに効率よく流　
　すかを検討し、冶具及び設備を選定作成し、量
産体制を　　構築する　２．社内工程の自動化　　・
新製品又は既存製品の作業方法を検討し、手作
業から自　　動又は自動化し、よりバラツキのない
作業、効率的な作　　業へ改善する　３．既存設備
の保全

ａ＋ｂ180,000円～250,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生
確定給付年金

あり　（勤続　3年以
上）

不問
普通自動車免許（一種
）

大分県宇佐市

44020-01350381 株式会社　京製メック 13-1082 一般産業用機
械・装置製造業

部品発注業務 正社員 1人 ◆機械部品の発注に関する業務全般　・図面をも
とに必要となる部品をインターネット、ＦＡＸ、　電話
等で発注、調達する業務　・業者からの図面の問
合せ対応　　＊部品図面を理解できる必要があり
ます。　　　　＊応募にはハローワークの紹介状が
必要です。

ａ＋ｂ201,610円～252,200円 なし あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

あり　（勤続　3年以
上） パソコン操作の出来る

方（エクセル・ワード）　
機械部品図を理解でき
る方　＊機械関係・工
具関係の営業経験者
優遇

普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県国東市

44010-09891881 大分第一交通　株式会社 13-1088 一般乗用旅客
自動車運送業

タクシー配車係（月１５日勤務）・会
社説明会開催中

正社員 2人 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、 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

ａ＋ｂ176,000円～280,000円 なし あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上）

不問 不問 大分県大分市

44010-07386581 大分第一交通　株式会社 13-1088 一般乗用旅客
自動車運送業

タクシー配車係（日勤）　会社説明
会開催

正社員 1人 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１１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。

ａ＋ｂ170,000円～170,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上） パソコン（Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ

）の基本操作が出来る
こと

不問 大分県大分市

44010-03519881 大分バス　株式会社 14-1032 一般乗合旅客
自動車運送業

営業所運行管理職（点呼係） 正社員 1人 大分中央営業所（大分市大字横尾）、大分南営業
所（大分市大字横瀬）佐伯営業所（佐伯市駅前）
のいずれかの営業所にて　・バス乗務員の運行前
後の点呼業務　・車両の配置（運行車両の確認等
）　・電話対応（時刻表、料金、忘れ物問合わせ等
）

ａ＋ｂ148,000円～171,100円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　2年以
上）

不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）

大分県大分市
大分県佐伯市

44010-03833881 株式会社　シティタクシーホールデ
ィングス

17-1020 一般乗用旅客
自動車運送業

運行管理・営業業務員（幹部候補
生）

正社員 1人 タクシー乗務全般の管理　・乗務員の運行管理（
朝、夕の点呼等）　・乗務員の教育、指導　・配車
係管理、指導　・その他　社用車にて顧客先への
あいさつまわりおよび営業活動　・タクシー代金集
金業務　事務所内での営業事務　・運行管理の書
類作成、電話応対等

ａ＋ｂ170,000円～250,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）

大分県大分市

44060-00629381 株式会社　アタックスマート 16-1120 各種食料品小
売業

店舗販売員、店舗管理補助 正社員 1人 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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし
パソコン（ワード・エク
セル）扱える方

普通自動車免許（ＡＴ
可）

熊本県熊本市東区
大分県大分市

44060-01471581 株式会社　マルミヤストア 15-1125 各種食料品小
売業

フロア担当（店長候補） 正社員 1人 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 なし あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上） 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

44060-01473781 株式会社　マルミヤストア 15-1125 各種食料品小
売業

青果担当 正社員 1人 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
：００～９：００）　＊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 なし あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上） 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

44060-01475281 株式会社　マルミヤストア 15-1125 各種食料品小
売業

精肉担当 正社員 1人 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（
８：００～９：００）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 なし あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上） 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
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求人番号 ＨＷ求人番号 事業所名 ＳＪＣ登録番号 業種 求人職種 雇用形態 採用人数 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）

昇給（実績） 賞与（実績） 加入保険等 退職金制度 必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

13070-29324281 株式会社　ファイブフォックス 13-1053 その他の各種商
品小売業（従業
者が常時５０人
未満のもの）

コムサ・プラチナ／トキハ本店／販
売スタッフ

正社員 2人 ●「コムサ・プラチナ」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・プラチナ】は、　日本の“凛”とした様式美
をもとに、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「コムサ」と　「Ｋ・Ｔタカセ　キヨコ
」、「ギャバジンＫ・Ｔ」を、大人の女性のためにセレ
クトしたショップです。

ａ＋ｂ150,700円～151,400円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

あり　（勤続　5年以
上）

不問
未経験者歓迎

不問 大分県大分市

13070-28970181 株式会社　ファイブフォックス 13-1053 その他の各種商
品小売業（従業
者が常時５０人
未満のもの）

コムサイズム／アミュプラザおおい
た／正社員／販売スタッフ

正社員 3人 ●「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
い年齢層のお客様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～151,400円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

あり　（勤続　5年以
上）

不問
未経験者歓迎

不問 大分県大分市

13070-16277081 株式会社　ファイブフォックス 13-1053 その他の各種商
品小売業（従業
者が常時５０人
未満のもの）

プレシャスマイルド／大分トキハ本
店／正社員／販売スタッフ

正社員 2人 ●「プレシャスマイルド」での店頭接客・販売　レデ
ィースウエア（ミセス）・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。　【プレシャスマイルド】は、　コムサから大人
の女性たちに提案するセレクトショップ　です。「ア
ルチザン」「バジーレ２８」「ベータ」の３つのブラン
ドをメインにセレクトしたラグジュアリーなショップで
す。

ａ＋ｂ150,700円～151,400円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

あり　（勤続　5年以
上）

不問
未経験者歓迎

不問 大分県大分市

13070-16294381 株式会社　ファイブフォックス 13-1053 その他の各種商
品小売業（従業
者が常時５０人
未満のもの）

コムサステージメン／大分トキハ本
店／正社員／販売スタッフ

正社員 2人 ●「コムサステージ・メン」での店頭接客・販売　メ
ンズウェア・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。　
【コムサステージ・メン】は、コムサの　メンズブラン
ドを編集した新しいスタイルのショップです。　ブラ
ンドにこだわらず、多くのデザインやコーディネート
を　堪能でき、ゆっくりとお買いものを楽しめます。
　いつでも新鮮で魅力ある商品をご提案いたしま
す。

ａ＋ｂ150,700円～151,400円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

あり　（勤続　5年以
上）

不問
未経験者歓迎

不問 大分県大分市

13070-15134181 株式会社　ファイブフォックス 13-1053 その他の各種商
品小売業（従業
者が常時５０人
未満のもの）

コムサイズム／トキハわさだ店／正
社員販売スタッフ

正社員 8人 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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

あり　（勤続　5年以
上）

不問
未経験者歓迎

不問 大分県大分市

13070-28971081 株式会社　ファイブフォックス 13-1053 その他の各種商
品小売業（従業
者が常時５０人
未満のもの）

コムサイズム／トキハ別府店／正
社員販売スタッフ

正社員 1人 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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

あり　（勤続　5年以
上）

不問
未経験者歓迎

不問 大分県別府市

13070-28972381 株式会社　ファイブフォックス 13-1053 その他の各種商
品小売業（従業
者が常時５０人
未満のもの）

コムサイズム／三光イオン／正社
員販売スタッフ

正社員 1人 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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

あり　（勤続　5年以
上）

不問
未経験者歓迎

不問 大分県中津市

44070-00857281 有限会社　ライフ 15-1086 その他の各種商
品小売業（従業
者が常時５０人
未満のもの）

接客スタッフ【イオンモール三光店：
くだものかふぇ】

正社員 1人 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＋ｂ145,000円～145,000円 なし なし 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　1年以
上）

不問 不問 大分県中津市

44010-10098981 株式会社　菊家 15-1084 パン・菓子製造
業

菓子販売員（日田玉川バイパス店・
フルタイム）

正社員 1人 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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

退職金共済

あり　（勤続　2年以
上）

不問 不問 大分県日田市

44010-08815881 株式会社　菊家 15-1084 パン・菓子製造
業

菓子販売員（玖珠ＴＩ店） 正社員 1人 店舗内にて　・菓子販売　・接客業務　・レジ業務　
他

ａ＋ｂ144,000円～165,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

退職金共済

あり　（勤続　2年以
上）

不問 不問 大分県玖珠郡玖珠町

44010-07261381 株式会社　ホンダカーズ大分 17-1029 自動車小売業 営業スタッフ（大分市・別府市） 正社員 1人 自動車販売及び付随業務　　・アフターサービスと
しての車検、点検のご案内　・任意保険の取り扱
い業務　　※事業拡大の為の増員です

ａ＋ｂ184,850円～215,770円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形
確定給付年金

あり　（勤続　3年以
上）

不問
普通免許（ＡＴ限定不
可）

大分県大分市
大分県別府市

44010-07264581 株式会社　ホンダカーズ大分 17-1029 自動車小売業 サービススタッフ（大分市・別府市） 正社員 1人 自動車販売及び付随業務　・自動車点検整備及
び受付、接客　・アフターサービスとしての車検、
点検のご案内　・任意保険の取り扱い業務　　※
事業拡大の為の増員です

ａ＋ｂ175,940円～206,960円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形
確定給付年金

あり　（勤続　3年以
上）

不問
普通免許（ＡＴ限定不
可）　国家２級自動車
整備士（ガソリン）資格

大分県大分市
大分県別府市

44010-06467881 大分ダイハツ販売　株式会社 15-1020 自動車小売業 営業スタッフ（大分本社） 正社員 1人 ・新車、中古車の販売　・各種イベント、車検、点
検等のご案内　・来客応対　等

ａ＋ｂ177,940円～181,940円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上）

不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）

大分県大分市

44010-07262681 株式会社　ホンダカーズ大分 17-1029 自動車小売業 営業スタッフ（中津市・日田市） 正社員 1人 自動車販売及び付随業務　　・アフターサービスと
しての車検、点検のご案内　・任意保険の取り扱
い業務　　※事業拡大の為の増員です

ａ＋ｂ184,850円～215,770円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形
確定給付年金

あり　（勤続　3年以
上）

不問
普通免許（ＡＴ限定不
可）

大分県中津市
大分県日田市

44010-07265481 株式会社　ホンダカーズ大分 17-1029 自動車小売業 サービススタッフ（中津市・日田市） 正社員 1人 自動車販売及び付随業務　・自動車点検整備及
び受付、接客　・アフターサービスとしての車検、
点検のご案内　・任意保険の取り扱い業務　　※
事業拡大の為の増員です

ａ＋ｂ175,940円～206,960円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形
確定給付年金

あり　（勤続　3年以
上）

不問
普通免許（ＡＴ限定不
可）　国家２級自動車
整備士（ガソリン）資格

大分県中津市
大分県日田市

44010-06470681 大分ダイハツ販売　株式会社 15-1020 自動車小売業 営業スタッフ（佐伯店） 正社員 1人 佐伯市鶴岡西町にある「佐伯店」にて　・新車、中
古車の販売　・各種イベント、車検、点検等のご案
内　・来客応対　等

ａ＋ｂ177,940円～181,940円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上）

不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）

大分県佐伯市

44010-06472581 大分ダイハツ販売　株式会社 15-1020 自動車小売業 営業スタッフ（宇佐店） 正社員 1人 宇佐市大字橋津にある「宇佐店」にて　・新車、中
古車の販売　・各種イベント、車検、点検等のご案
内　・来客応対　等

ａ＋ｂ177,940円～181,940円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上）

不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）

大分県宇佐市
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求人番号 ＨＷ求人番号 事業所名 ＳＪＣ登録番号 業種 求人職種 雇用形態 採用人数 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）

昇給（実績） 賞与（実績） 加入保険等 退職金制度 必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

44060-01283681 有限会社　カデンのエトウ 14-1064 機械器具小売
業（自動車，自
転車を除く）

家電のメンテナンス・レスキュースタ
ッフ

正社員 2人 ○家電製品の納品・取扱い説明　○家電製品の
出張修理・出張診断　　＊当社は資格支援制度が
あり、社員が成長を実感できる企業　づくりに努め
ています。また、失敗しても将来の成功の糧　とし
て捉えています。未経験の方でも丁寧に指導しま
すの　で、ぜひご応募ください。

ａ＋ｂ180,100円～240,160円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

なし 不問
普通自動車免許（ＭＴ）

大分県佐伯市

44060-01284981 有限会社　カデンのエトウ 14-1064 機械器具小売
業（自動車，自
転車を除く）

店内販売スタッフ 正社員 2人 ○店内業務から家電製品の納品・取扱い説明　
○家電を通じて様々な知識や技術を体験・習得し
て頂きま　　す。　　＊当社は資格支援制度があり
、社員が成長を実感できる企業　づくりに努めてい
ます。また、失敗しても将来の成功の糧　として捉
えています。未経験の方でも丁寧に指導しますの
　で、ぜひご応募ください。　＊若者応援キャリア
アップコース

ａ＋ｂ125,400円～143,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

なし 不問
普通自動車免許（ＡＴ
可）

大分県佐伯市

44060-00630581 株式会社　アタックスマート 16-1120 各種食料品小
売業

登録販売者 正社員 1人 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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし
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）

熊本県熊本市東区
大分県大分市

44010-06938981 株式会社　柴田石油商会 13-1115 燃料小売業 給油所販売員（大分市内８店舗） 正社員 4人 給油所での　・給油作業　・自動車点検　・灯油の
配達　等　　※業務拡大、新設の為※

ａ＋ｂ155,000円～250,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生
厚生年金基金

あり　（勤続　5年以
上）

不問
普通自動車免許（必須
）（ＡＴ限定不可）　　　　
　　　　　危険物乙４有
資格者尚良し

大分県大分市

44010-10124281 大分石油　株式会社 15-1025 燃料小売業 カーライフアドバイザー（中津市） 正社員 1人 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。　・給油作業　・洗車　・車両
整備　・事務処理　等　　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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

あり　（勤続　3年以
上）

不問
普通自動車運転免許（
ＡＴ限定不可）　危険物
乙種第４類取扱等保
有者

大分県中津市

44010-10126081 大分石油　株式会社 15-1025 燃料小売業 カーライフアドバイザー（豊後高田・
国東）

正社員 3人 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。　・給油作業　・洗車　・車両
整備　・事務処理　等　　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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

あり　（勤続　3年以
上）

不問
普通自動車運転免許（
ＡＴ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
大分県国東市

44010-10127381 大分石油　株式会社 15-1025 燃料小売業 カーライフアドバイザー（杵築・国東
・別府）

正社員 1人 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。　・給油作業　・洗車　・車両
整備　・事務処理　等　　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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

あり　（勤続　3年以
上）

不問
普通自動車運転免許（
ＡＴ限定不可）　危険物
乙種第４類取扱等保
有者

大分県杵築市
大分県国東市

44010-10125181 大分石油　株式会社 15-1025 燃料小売業 カーライフアドバイザー（宇佐市） 正社員 1人 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。　・給油作業　・洗車　・車両
整備　・事務処理　等　　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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

あり　（勤続　3年以
上）

不問
普通自動車運転免許（
ＡＴ限定不可）　危険物
乙種第４類取扱等保
有者

大分県宇佐市

40150-02628781 株式会社　ドラッグストアモリ 16-1053 医薬品・化粧品
小売業

管理栄養士（正・賀来店・地域専任
職）

正社員 1人 ○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。

ａ＋ｂ184,000円～230,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　5年以
上）

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

40150-02698081 株式会社　ドラッグストアモリ 16-1053 医薬品・化粧品
小売業

管理栄養士（正・高城店・地域専任
職）

正社員 1人 ○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。

ａ＋ｂ184,000円～230,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　5年以
上）

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

40150-03158681 株式会社　ドラッグストアモリ 16-1053 医薬品・化粧品
小売業

管理栄養士（正・羽屋店・地域専任
職）

正社員 1人 ○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。

ａ＋ｂ184,000円～230,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　5年以
上）

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

40150-03189281 株式会社　ドラッグストアモリ 16-1053 医薬品・化粧品
小売業

栄養士（正・羽屋店・地域専任職） 正社員 1人 ○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。

ａ＋ｂ176,000円～222,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　5年以
上）

不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）　栄養士免許

大分県大分市

40150-03192981 株式会社　ドラッグストアモリ 16-1053 医薬品・化粧品
小売業

栄養士（正・賀来店・地域専任職） 正社員 1人 ○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。

ａ＋ｂ176,000円～222,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　5年以
上）

不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）　栄養士免許

大分県大分市

40150-03194481 株式会社　ドラッグストアモリ 16-1053 医薬品・化粧品
小売業

栄養士（正・高城店・地域専任職） 正社員 1人 ○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。

ａ＋ｂ176,000円～222,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　5年以
上）

不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）　栄養士免許

大分県大分市

40150-02305281 株式会社　ドラッグストアモリ 16-1053 医薬品・化粧品
小売業

販売員（正・高城店・地域専任職） 正社員 1人 ○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。　＊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。

ａ＋ｂ160,000円～232,500円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　5年以
上）

不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県大分市
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40150-02234181 株式会社　ドラッグストアモリ 16-1053 医薬品・化粧品
小売業

販売員（正・羽屋店・地域専任職） 正社員 1人 ○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。　＊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。

ａ＋ｂ160,000円～232,500円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　5年以
上）

不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県大分市

40150-02249781 株式会社　ドラッグストアモリ 16-1053 医薬品・化粧品
小売業

販売員（正・賀来店・地域専任職） 正社員 1人 ○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。　＊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。

ａ＋ｂ160,000円～232,500円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　5年以
上）

不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県大分市

44010-03904581 大分交通　株式会社 14-1026 一般乗合旅客
自動車運送業

ドコモショップスタッフ（金池店） 正社員 1人 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＋ｂ157,000円～187,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり 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

44010-03905481 大分交通　株式会社 14-1026 一般乗合旅客
自動車運送業

ドコモショップスタッフ（高城店） 正社員 1人 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＋ｂ157,000円～187,000円 なし あり 雇用・労災・健康・厚生 あり 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

40150-02665081 株式会社　ドラッグストアモリ 16-1053 医薬品・化粧品
小売業

管理栄養士（正・流川店・地域専任
職）

正社員 1人 ○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。

ａ＋ｂ184,000円～230,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　5年以
上）

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

40150-02923981 株式会社　ドラッグストアモリ 16-1053 医薬品・化粧品
小売業

栄養士（正・上野口店・地域専任職
）

正社員 1人 ○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。

ａ＋ｂ176,000円～222,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　5年以
上）

不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）　栄養士免許

大分県別府市

40150-02924581 株式会社　ドラッグストアモリ 16-1053 医薬品・化粧品
小売業

栄養士（正・流川店・地域専任職） 正社員 1人 ○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。

ａ＋ｂ176,000円～222,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　5年以
上）

不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）　栄養士免許

大分県別府市

40150-03163181 株式会社　ドラッグストアモリ 16-1053 医薬品・化粧品
小売業

管理栄養士（正・上野口店・地域専
任職）

正社員 1人 ○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。

ａ＋ｂ184,000円～230,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　5年以
上）

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

40150-02239581 株式会社　ドラッグストアモリ 16-1053 医薬品・化粧品
小売業

販売員（正・上野口店・地域専任職
）

正社員 1人 ○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。　
＊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。

ａ＋ｂ160,000円～232,500円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　5年以
上）

不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県別府市

40150-02272781 株式会社　ドラッグストアモリ 16-1053 医薬品・化粧品
小売業

販売員（正・流川店・地域専任職） 正社員 1人 ○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。　＊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。

ａ＋ｂ160,000円～232,500円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　5年以
上）

不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県別府市

40150-01931281 株式会社　ドラッグストアモリ 16-1053 医薬品・化粧品
小売業

販売員（正・鶴見店・地域専任職） 正社員 1人 ○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。

ａ＋ｂ160,000円～232,500円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　5年以
上）

不問
普通自動車免許

大分県別府市

44010-03908281 大分交通　株式会社 14-1026 一般乗合旅客
自動車運送業

ドコモショップスタッフ（別府流川店） 正社員 1人 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＋ｂ157,000円～187,000円 なし あり 雇用・労災・健康・厚生 あり 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）

大分県別府市

44020-01007481 株式会社　城島高原オペレーション
ズ

14-1025 旅館，ホテル ホテル売店スタッフ（正社員） 正社員 1人 ◆リゾートホテル内ショップでの販売業務　・おみ
やげもの等の販売　・商品の在庫管理　・伝票処
理、他　　　　　　＊応募にはハローワークの紹介
状が必要です。

ａ＋ｂ160,000円～190,000円 なし あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　1年以
上） パソコン（ワード・エク

セル）の基本操作が出
来る方　＊売店販売経
験者優遇

普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県別府市



19/40
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40150-02731581 株式会社　ドラッグストアモリ 16-1053 医薬品・化粧品
小売業

管理栄養士（正・中津北店・地域専
任職）

正社員 1人 ○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。

ａ＋ｂ184,000円～230,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　5年以
上）

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

40150-03133981 株式会社　ドラッグストアモリ 16-1053 医薬品・化粧品
小売業

管理栄養士（正・中津下池永店・地
域専任職）

正社員 1人 ○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。

ａ＋ｂ184,000円～230,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　5年以
上）

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

40150-03231481 株式会社　ドラッグストアモリ 16-1053 医薬品・化粧品
小売業

栄養士（正・中津北店・地域専任職
）

正社員 1人 ○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。

ａ＋ｂ176,000円～222,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　5年以
上）

不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）　栄養士免許

大分県中津市

40150-03329981 株式会社　ドラッグストアモリ 16-1053 医薬品・化粧品
小売業

販売員（正・中津北店・地域専任職
）

正社員 1人 ○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。

ａ＋ｂ160,000円～232,500円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　5年以
上）

不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県中津市

40150-01902981 株式会社　ドラッグストアモリ 16-1053 医薬品・化粧品
小売業

販売員（正・中津下池永店・地域専
任職）

正社員 1人 ○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。　＊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。

ａ＋ｂ160,000円～232,500円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　5年以
上）

不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県中津市

40150-02325681 株式会社　ドラッグストアモリ 16-1053 医薬品・化粧品
小売業

販売員（正・田島店・地域専任職） 正社員 1人 ○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。

ａ＋ｂ160,000円～232,500円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　5年以
上）

不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県日田市

40150-02290281 株式会社　ドラッグストアモリ 16-1053 医薬品・化粧品
小売業

販売員（正・日田店・地域専任職） 正社員 1人 ○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。

ａ＋ｂ160,000円～232,500円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　5年以
上）

不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県日田市

40150-01884281 株式会社　ドラッグストアモリ 16-1053 医薬品・化粧品
小売業

販売員（正・日田友田店・地域専任
職）

正社員 1人 ○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。

ａ＋ｂ160,000円～232,500円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　5年以
上）

不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県日田市

44040-00787881 有限会社　メディアパーク 16-1173 他に分類されな
い小売業

接客・販売（Ｂ） 正社員 2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

ａ＋ｂ153,500円～153,500円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

なし 不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県日田市

44040-00788281 有限会社　メディアパーク 16-1173 他に分類されな
い小売業

接客・販売（Ｃ） 正社員 2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

ａ＋ｂ129,000円～129,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

なし 不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県日田市

40150-01375181 株式会社　ドラッグストアモリ 16-1053 医薬品・化粧品
小売業

販売員（正・日ノ隈店・地域専任） 正社員 1人 ○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。

ａ＋ｂ160,000円～232,500円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　5年以
上）

不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県日田市

44010-03909181 大分交通　株式会社 14-1026 一般乗合旅客
自動車運送業

ドコモショップスタッフ（竹田店） 正社員 1人 ドコモショップ店内におけ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＋ｂ157,000円～187,000円 なし あり 雇用・労災・健康・厚生 あり 不問
（経験者優遇） 普通自動車免許（ＡＴ

限定可）　（研修等参
加のため－大分市内）

大分県竹田市

40150-02691981 株式会社　ドラッグストアモリ 16-1053 医薬品・化粧品
小売業

管理栄養士（正・豊後高田店・地域
専任職）

正社員 1人 ○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。

ａ＋ｂ184,000円～230,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　5年以
上）

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
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40150-03188881 株式会社　ドラッグストアモリ 16-1053 医薬品・化粧品
小売業

栄養士（正・豊後高田店・地域専任
職）

正社員 1人 ○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。

ａ＋ｂ176,000円～222,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　5年以
上）

不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）　栄養士免許

大分県豊後高田市

40150-02298781 株式会社　ドラッグストアモリ 16-1053 医薬品・化粧品
小売業

販売員（正・豊後高田店・地域専任
職）

正社員 1人 ○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。　＊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。

ａ＋ｂ160,000円～232,500円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　5年以
上）

不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県豊後高田市

40150-02334581 株式会社　ドラッグストアモリ 16-1053 医薬品・化粧品
小売業

販売員（正・杵築店・地域専任職） 正社員 1人 ○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。

ａ＋ｂ160,000円～232,500円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　5年以
上）

不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県杵築市

44010-03907881 大分交通　株式会社 14-1026 一般乗合旅客
自動車運送業

ドコモショップスタッフ（杵築店） 正社員 1人 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＋ｂ157,000円～187,000円 なし あり 雇用・労災・健康・厚生 あり 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）

大分県杵築市

40150-02670881 株式会社　ドラッグストアモリ 16-1053 医薬品・化粧品
小売業

管理栄養士（正・宇佐上田店・地域
専任職）

正社員 1人 ○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。

ａ＋ｂ184,000円～230,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　5年以
上）

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

40150-03164081 株式会社　ドラッグストアモリ 16-1053 医薬品・化粧品
小売業

管理栄養士（正・宇佐四日市店・地
域専任）

正社員 1人 ○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。

ａ＋ｂ184,000円～230,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　5年以
上）

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

40150-03175981 株式会社　ドラッグストアモリ 16-1053 医薬品・化粧品
小売業

栄養士（正・宇佐上田店・地域専任
職）

正社員 1人 ○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。

ａ＋ｂ176,000円～222,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　5年以
上）

不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）　栄養士免許

大分県宇佐市

40150-03186481 株式会社　ドラッグストアモリ 16-1053 医薬品・化粧品
小売業

栄養士（正・宇佐四日市店・地域専
任）

正社員 1人 ○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。

ａ＋ｂ176,000円～222,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　5年以
上）

不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）　栄養士免許

大分県宇佐市

40150-02240881 株式会社　ドラッグストアモリ 16-1053 医薬品・化粧品
小売業

販売員（正・宇佐四日市店・地域専
任）

正社員 1人 ○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。　＊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。

ａ＋ｂ160,000円～232,500円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　5年以
上）

不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県宇佐市

40150-02276081 株式会社　ドラッグストアモリ 16-1053 医薬品・化粧品
小売業

販売員（正・宇佐上田店・地域専任
職）

正社員 1人 ○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。　＊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。

ａ＋ｂ160,000円～232,500円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　5年以
上）

不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県宇佐市

44010-07375381 株式会社　亀の井別荘 13-1104 旅館，ホテル 売店スタッフ 正社員 1人 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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり 不問 不問 大分県由布市

40150-01892281 株式会社　ドラッグストアモリ 16-1053 医薬品・化粧品
小売業

販売員（正・玖珠店・地域専任職） 正社員 1人 ○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。

ａ＋ｂ160,000円～232,500円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　5年以
上）

不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県玖珠郡玖珠町
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求人番号 ＨＷ求人番号 事業所名 ＳＪＣ登録番号 業種 求人職種 雇用形態 採用人数 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）

昇給（実績） 賞与（実績） 加入保険等 退職金制度 必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

44010-09503081 有限会社　富城物産 17-1083 農畜産物・水産
物卸売業

営業 正社員 1人 ・顧客販売対応　・年１～２回、展示会参加及び商
品運搬（全国）　・得意先からの商品に対する電話
販売応対　・社内外の軽作業（商品梱包、その他
雑務（倉庫整理等）　・配達業務　・釣りエサ：週に
１～２回、福岡空港へ荷物受取　　　　　　　　　　　
　（２ｔ冷凍車を使用）

ａ＋ｂ170,000円～200,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり
簡単なパソコン操作（
Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ）ができ
る方

普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）

大分県大分市

44010-05806381 サンヨー薬品　株式会社 14-1021 医薬品・化粧品
小売業

ルートセールス員 正社員 4人 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１００～２０
０Ｋｍ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　　下記４営業所の内、何れ
かにて勤務（就業場所欄参照）　「大分営業所」「
大在営業所」　「中津営業所」「日出営業所」　※就
業場所については、本人の希望も考慮致します

ａ＋ｂ167,000円～235,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり 不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県大分市
大分県佐伯市

44010-04036981 ワン・ビジョン　株式会社 13-1017 医薬品・化粧品
等卸売業

営業員（ヘアケア化粧品） 正社員 3人 美容室へのルートセールス。　　・単に商品の販売
だけでなく、美容室の業績向上の為に企画の立案
等、美容室の運営を総合的にサポートしていただ
きます。　・特別な資格はいりません。　・約半年～
１年は先輩に同行し、仕事のすすめ方を学んでい
ただきます。

ａ＋ｂ200,000円～280,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　5年以
上）

不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県大分市

44010-08579981 株式会社　スズキ 15-1094 各種商品卸売
業

営業員（大分営業所） 正社員 1人 ・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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　5年以
上）

不問
普通自動車運転免許（
ＡＴ限定可）

大分県大分市

44010-07080481 株式会社　グランディーズ 13-1002 建物売買業，土
地売買業

住宅販売・不動産営業（本社） 正社員 4人 （１）建設用地の仕入れ　　不動産業者を継続訪問
し土地情報を収集する。魅力的な土地があった時
は上司に報告、設計担当者に依頼して建築プラン
を策定してもらい、社内会議に提案する。　　土地
の購入は社内の承認手続きを経て不動産業者へ
依頼する／地主との直接交渉を自分がすることは
ほとんどない。　（２）建売住宅（木造住宅）の販売
　　標準モデルに基づいて販売計画を策定する。
チラシやポスターを企画する。住宅を持ちたいと思
って来場した人や問い合わせのあった人、購入希
望があるとして紹介された人と商談をする／「高
品質・低価格」なので売りやすい。

ａ＋ｂ167,500円～362,400円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　1年以
上） パソコン入力程度でき

る方　不動産販売経験
または宅建資格のい
ずれかある方優遇

普通自動車免許（ＡＴ
限定可）（車持込みで
きる方優遇）

大分県大分市

44010-07568381 有限会社　中村二三商店 17-1097 食料・飲料卸売
業

営業員 正社員 1人 ・スーパー等のバイヤー、メーカーとの商談　・パ
ソコン使用による資料作成　・出荷作業　・発注業
務　・販路開拓（食品関連スーパーや小売店への
訪問等）　　＊ノルマは特にありません　　＊採用
人数：１名～若干名

ａ＋ｂ180,000円～250,000円 あり なし 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり
食品関係の営業経験
があれば尚良し

普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県大分市

44010-08963281 株式会社　菊家 15-1084 パン・菓子製造
業

営業業務（中津店） 正社員 1人 「菊家　中津店（中津市中殿）」にて、主に中津市
及び近郊地区のお得様への営業　（主にルート営
業です）　・菓子類の配達　・菓子販売　等　　配達
には社用車を使用します　　得意先は法人、個人
ともにあります

ａ＋ｂ139,000円～160,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

退職金共済

あり　（勤続　2年以
上）

不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）

大分県中津市

44030-00761281 株式会社　西野物産 13-1096 その他の食料品
製造業

営業員 正社員 1人 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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上）

不問
（経験者優遇） 普通自動車運転免許（

ＡＴ可）

大分県中津市

44040-01602781 有限会社　麻生醤油醸造場 16-1112 調味料製造業 ルート営業及び配達 正社員 1人 ・自社製品（みそ、醤油、食品加工品）の業務用、
一般小売　向け商品の営業、配達、集金　・一般
的な事務　・社用車にて移動（２ｔ又は、ライトエー
ス）　　＊繁忙寺は一部製造に従事して頂く場合
があります　　＊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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり
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

44010-06748881 株式会社　ブライテック 15-1175 産業用電気機
械器具製造業

営業員（法人営業） 正社員 1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～220,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし
パソコン（Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ
）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

44010-05341881 タカキ製作所　株式会社 17-1018 計量器・測定器
・分析機器・試
験機・測量機械
器具・理化学機
械器

営業員 正社員 1人 板金加工製品・機械加工製品の営業／ＦＡ設備の
営業サービスエンジニア　　・ルート営業、新規開
拓　　＊社用車使用　　＊業務の状況により、出張
あり

ａ＋ｂ155,400円～300,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形
確定拠出年金

あり　（勤続　3年以
上） エクセル等ＰＣ操作の

経験者（必須）　営業
業務経験者優遇

普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）

大分県大分市

44060-00985181 大和冷機工業株式会社　九州佐伯
工場

15-1212 事務用機械器
具製造業

営業職（大分営業所） 正社員 1人 飲食店や酒屋、花屋等に業務用冷蔵庫・製氷機
を販売し製品の点検や部品交換等行う東証一部
上場の安定企業です。　訪問先は個人商店が主
で１日１０件程度を訪問します。　既存客への製品
の定期点検や新規提案を行い、新規開拓は立ち
回り先でレストランや花屋等の冷蔵機器の状況を
うかがい当社製品のＰＲを行うことから初めて頂き
ます。　　＊社用車あり、ユニフォーム支給、転勤
なし　＊入社時研修、フォローアップ研修を通じ点
検・修理につい　て指導いたします。　＊簡単な修
理以外は、メンテナンス担当が対応します。

ａ＋ｂ184,700円～260,300円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形
確定給付年金

あり　（勤続　3年以
上）

不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県大分市

44010-03478981 武田産業　株式会社　大分営業所 17-1095 産業機械器具
卸売業

営業員 正社員 1人 ネジ（ボルト）の販売及び精密部品の製造販売　
営業には社用車を使用します　営業範囲は大分
県内一円が主です。　　※営業経験が無くても応
募可です（指導します）　　表計算ソフト、エクセル
を使用した見積書の作成や簡単な表計算などを
行います。　　※転勤の可能性は原則、ありませ
ん。但し稀に、九州内の営　業所へ（本人了承の
上）転勤となる可能性があります

ａ＋ｂ178,000円～250,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

あり 不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県大分市

44010-03674281 山九　株式会社　大分支店 14-1096 港湾運送業 機工営業スタッフ 正社員 1人 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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

あり　（勤続　3年以
上） 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
（ＡＴ限定可）

大分県大分市

44030-01465281 株式会社　ナカノ 14-1118 産業用機械器
具賃貸業

レンタル販売営業員 正社員 1人 建設機械器具（ポンプ・発電・ユンボ等）のレンタ
ル販売を行っていただきます。レンタル販売に関
しての資料作成（見積書等）、レンタル販売（お客
様）先への電話及び接客対応を行います。中津近
郊の建設業社へのレンタル販売に関しての訪問
をします。

ａ＋ｂ180,000円～220,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形
確定拠出年金
退職金共済

あり　（勤続　3年以
上）

不問
普通自動車免許（ＭＴ）
　（中型自動車免許あ
れば尚可）

大分県中津市

44060-00762981 大和冷機工業株式会社　九州佐伯
工場

15-1212 事務用機械器
具製造業

営業職（中津営業所） 正社員 1人 飲食店や酒屋、花屋等に業務用冷蔵庫・製氷機
を販売し製品の点検や部品交換等行う東証一部
上場の安定企業です。　訪問先は個人商店が主
で１日１０件程度を訪問します。　既存客への製品
の定期点検や新規提案を行い、新規開拓は立ち
回り先でレストランや花屋等の冷蔵機器の状況を
うかがい当社製品のＰＲを行うことから初めて頂き
ます。　　＊社用車あり、ユニフォーム支給、転勤
なし　＊入社時研修、フォローアップ研修を通じ点
検・修理につい　て指導いたします。　＊簡単な修
理以外は、メンテナンス担当が対応します。

ａ＋ｂ184,700円～260,300円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形
確定給付年金

あり　（勤続　3年以
上）

不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県中津市
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44060-00987381 大和冷機工業株式会社　九州佐伯
工場

15-1212 事務用機械器
具製造業

営業職（佐伯営業所） 正社員 1人 飲食店や酒屋、花屋等に業務用冷蔵庫・製氷機
を販売し製品の点検や部品交換等行う東証一部
上場の安定企業です。　訪問先は個人商店が主
で１日１０件程度を訪問します。　既存客への製品
の定期点検や新規提案を行い、新規開拓は立ち
回り先でレストランや花屋等の冷蔵機器の状況を
うかがい当社製品のＰＲを行うことから初めて頂き
ます。　　＊社用車あり、ユニフォーム支給、転勤
なし　＊入社時研修、フォローアップ研修を通じ点
検・修理につい　て指導いたします。　＊簡単な修
理以外は、メンテナンス担当が対応します。

ａ＋ｂ184,700円～260,300円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形
確定給付年金

あり　（勤続　3年以
上）

不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県佐伯市

44010-04438981 有限会社　アクトシステム 14-1031 その他の機械器
具卸売業

医療事務機器コンサルタント（営業
）

正社員 1人 病院、医院、調剤薬局様などを訪問し、医療事務
機器などに関する情報収集をもとにシステム提案
、コンサルタント活動を行います。　電子カルテシ
ステム、医療事務システム、調剤システムが主と
なりますが、部門システムについてもメーカーと一
緒にプレゼンテーションを行います。　大分県内で
の活動がほとんどですが移動手段には社用車を
使用します。　＊Ｈｅａｒｔｗａｒｍｉｎｇ　ＭｅｄｉｃａｌＳｙｓｔｅ
ｍｆｏｒ　ＹＯＵ！『心のこもった・優しさあふれる』シ
ステムとサービスをお客様に！

ａ＋ｂ170,000円～260,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　3年以
上）

不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県大分市

44060-00988681 大和冷機工業株式会社　九州佐伯
工場

15-1212 事務用機械器
具製造業

営業職（別府営業所） 正社員 1人 飲食店や酒屋、花屋等に業務用冷蔵庫・製氷機
を販売し製品の点検や部品交換等行う東証一部
上場の安定企業です。　訪問先は個人商店が主
で１日１０件程度を訪問します。　既存客への製品
の定期点検や新規提案を行い、新規開拓は立ち
回り先でレストランや花屋等の冷蔵機器の状況を
うかがい当社製品のＰＲを行うことから初めて頂き
ます。　　＊社用車あり、ユニフォーム支給、転勤
なし　＊入社時研修、フォローアップ研修を通じ点
検・修理につい　て指導いたします。　＊簡単な修
理以外は、メンテナンス担当が対応します。

ａ＋ｂ184,700円～260,300円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形
確定給付年金

あり　（勤続　3年以
上）

不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県別府市

44010-09787881 株式会社　デンケン 14-1059 電子応用装置
製造業

営業（本社・由布市） 正社員 1人 電力小売り営業を行っていただきます（法人・個人
）

ａ＋ｂ200,000円～250,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

あり 不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県由布市

44010-09783981 株式会社　デンケン 14-1059 電子応用装置
製造業

営業（ＭＬ武蔵工場） 正社員 1人 ・医療、健康、美容機器等の商材の営業（ＢｔｏＢ）
　・営業活動に伴う資料作成、情報整理等　・製品
理解を目的とした、生産実習等

ａ＋ｂ200,000円～250,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

あり 不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県国東市

44010-09524781 大分ヤナセＡｕ販売　株式会社（Ａｕ
ｄｉ大分）

15-1076 自動車小売業 営業員 正社員 1人 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、 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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

退職金共済

あり　（勤続　3年以
上）

不問
（アパレル関係経験者
大歓迎）

普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）

大分県大分市

44010-09528081 大分ヤナセ　株式会社 16-1073 自動車小売業 営業員（メルセデス・ベンツ大分） 正社員 1人 「大分ヤナセ株式会社　メルセデス・ベンツ大分」
にて　当社取扱車（新車）の営業・販売　・取り扱う
自動車：メルセデス・ベンツ、スマート　・土日にイ
ベントがあります（営業所もしくは別会場）　・既存
のお客様、イベントに来られたお客様を中心に　　
営業します（メンテナンスや買替等のご案内）　・営
業エリア：大分県内（担当毎に分けます）

ａ＋ｂ180,000円～300,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

退職金共済

あり　（勤続　3年以
上）

不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）

大分県大分市

44020-02879381 有限会社　小野自動車工場 16-1090 自動車整備業 車両販売の営業　（カーライフアド
バイザー）

正社員 1人 来店されたお客様に自動車を販売するお仕事で
す。定期的にチラシを配布して集客をしています
ので訪問販売などは一切ありません。又、ノルマ
などもないため自分の満足のいく接客が可能です
。主に受付業務をしながら店頭販売を行います。
販売だけではなくアフターフォローもしっかり対応
するためお客様と生涯に渡り関係を築くことが出
来る魅力的な仕事です。車に関する知識は必要
ありません、充実した研修プログラムにより未経験
者でもすぐに販売、活躍することが出来ます。＊
未経験者大歓迎＊　　＊応募にはハローワークの
紹介状が必要です。

ａ＋ｂ180,000円～320,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

あり　（勤続　10年以
上）

不問
普通自動車運転免許（
ＡＴ限定可）

大分県別府市

44040-00636681 ホンダカーズ玖珠（株式会社　玖珠
ホンダ）

17-1065 自動車小売業 販売スタッフ　（カーライフアドバイ
ザー）

正社員 1人 ○お客様にホンダ車のすばらしさをお伝えして頂く
のが主な　　仕事です。また、販売だけではなく、
アフターサービス、　　自動車保険のサービスなど
、お客様への担当をして頂きま　す。　　○各種研
修、先輩スタッフによるサポートも充実しています
　ので、安心して働けます。　　○将来は、店長へ
の道もあります。　　【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】

ａ＋ｂ180,000円～300,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり 不問
＊営業未経験者大歓
迎です

普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）

大分県玖珠郡玖珠町

44010-09206681 仲道トーヨー　株式会社 13-1083 建築材料卸売
業

営業（ルート・既存） 正社員 2人 ・自社取扱い商品を既存顧客に対し提案販売する
仕事です。　　＊訪問範囲は大分市内及び周辺地
域です。　＊社用車を使用します。　　住宅に興味
のある方、初心者大歓迎です。社員全員が業界
未経験で入社し現在活躍中です。会社は人間関
係が良好でアットホームな社風のため、スタッフは
長く務める方が多く定着率が高いです。一日の流
れ、お客様とのかかわり方、商品知識などは先輩
社員について学んでいただきますので安心してく
ださい。

ａ＋ｂ200,000円～300,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県大分市

44010-08705681 仲道トーヨー　株式会社 13-1083 建築材料卸売
業

イベントディレクター 正社員 1人 提携先の大手ホームセンター等の量販店で行う、
イベント・プロモーションでの営業です。来店される
お客様へアンケートやヒアリングを行い、アポイン
トを取得するまでの業務です。アポイント後は専任
の営業スタッフに引継をしていただきます。　　＊
社用車を使用します。　＊業務拡張のための補充
募集です。　＊クリーンエネルギーに興味のある
方、ぜひ挑戦してみませ　んか。＊未経験者の方
大歓迎です。　＊先輩社員も若く、丁寧に指導しま
す。

ａ＋ｂ150,000円～300,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県大分市

44010-04314681 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）

14-1117 その他の機械器
具卸売業

営業員（大分・正社員） 正社員 1人 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。

ａ＋ｂ185,000円～230,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり 不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県大分市

44010-03874481 太陽建機レンタル株式会社　大分
支店

15-1116 産業用機械器
具賃貸業

営業 正社員 1人 ・建設機械、レンタカー、産業用車両など当社取
扱商品の営　業を行って頂きます。　・他業界から
の転職者も多数活躍しております。　・建設現場、
道路工事、災害復旧やイベント等で使用されて　
いる機械は大半がレンタル商品です。レンタル需
要は今後　増々高まっております。　・新しい環境
で自分の力を試してみませんか？　　懇切に指導
致します。　※資格取得制度あり：フォークリフト、
クレーン等、複数機械の操作資格が会社負担で
取得できます。

ａ＋ｂ221,400円～325,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

あり　（勤続　3年以
上）

不問
普通自動車運転免許（
ＡＴ限定不可）

大分県大分市
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（ａ基本給＋ｂ定期的に支払われる手当）

昇給（実績） 賞与（実績） 加入保険等 退職金制度 必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

44020-01766481 株式会社　エリア 14-1015 情報処理・提供
サービス業

営業（半導体技術関連） 正社員 1人 ◆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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形
確定拠出年金

なし
パソコン（ワード・エク
セル・パワーポイント・
メール）の扱える方

普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県速見郡日出町

44010-09545381 アクサ生命保険　株式会社　大分
営業所

15-1133 生命保険業 商工会議所共済・福祉制度推進ス
タッフ

正社員 2人 ＊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に対応した保険設計　＊営
業未経験の方も充実した研修制度により安心して
勤務で　きます。　◆職場見学のご希望には随時
応じます◆　　◎会社説明会を開催します（当社で
行います）◎　４月４日（水），９日（月），１１日（水）
　１３：３０～　※事前連絡が必要です（０９７－５３
２－２２６０）

ａ＋ｂ180,000円～240,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　2年以
上）

不問 不問
（普通自動車免許あれ
ば尚可）

大分県大分市

44010-08194981 オリエント保険サービス　有限会社 17-1093 損害保険業 営業 正社員 2人 ・取扱保険商品の営業　・保険見積・提案・契約手
続き　・契約保全業務　・事故受付・事故対応業務
　など　　＊必要な資格（保険商品取扱いに関す
る資格）は入社後取得していただきます　（費用は
会社負担）

ａ＋ｂ280,000円～350,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県大分市

44010-06087781 アクサ生命保険　株式会社　大分Ｆ
Ａ支社

13-1103 生命保険業 フィナンシャルプランアドバイザー（
営業）

正社員 1人 生命保険のコンサルティング営業　加入している
個人、企業保険の分析・提案と資産形成のた　め
のコンサルティングを行います（パソコン使用）　　
・主に大分県内の新規開拓営業です　・丁寧な研
修でしっかりと知識やノウハウを習得でき、　　未
経験でも安心です

ａ＋ｂ200,000円～400,000円 なし あり 雇用・労災・健康・厚生 あり
パソコン入力程度でき
る方　（職務経験不問）

普通自動車免許（ＡＴ
限定可）（車持ち込み
のできる方）

大分県大分市

44020-01795081 有限会社　小野自動車工場 16-1090 自動車整備業 保険営業ライフプランナー 正社員 1人 ◆損害保険および生命保険の営業業務全般　・
店内での各種保険の商談業務　・契約書等の締
結および事務処理業務　・店内での接客応対　等
　・社用車有り　　＊保険会社による社内研修や研
修生制度もありますので未経　験者でもすぐに活
躍できます。　＊未経験者大歓迎＊　　　　　　　　　
　　＜新規事業　立ち上げ求人＞　　※応募には、
ハローワークの紹介状が必要です。

ａ＋ｂ177,942円～311,399円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　10年以
上）

不問
普通自動車運転免許（
ＡＴ限定可）　＊ファイ
ナンシャルプランナー
の資格者　尚可

大分県別府市

44070-01448281 （イナリ総合保険事務所）　稲荷醤
油　株式会社

15-1065 保険媒介代理
業

営業スタッフ 正社員 2人 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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし
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

13080-22303981 住友不動産株式会社 16-1113 建物売買業，土
地売買業

【大分】住宅リフォーム企画提案・工
事管理※未経験歓迎

正社員 2人 ★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、 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 なし なし 雇用・労災・健康・厚生・財
形

なし 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）

大分県大分市

44030-00687581 株式会社　ＴＯＰＨＯＭＥ 16-1180 木造建築工事
業

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）

正社員 1人 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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　2年以
上） 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

44030-00688481 株式会社　ＴＯＰＨＯＭＥ 16-1180 木造建築工事
業

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）

正社員 1人 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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　2年以
上） 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

44030-00695481 株式会社　ＴＯＰＨＯＭＥ 16-1180 木造建築工事
業

ホームアドバイザー（ユニバーサル
ホーム大分南店）

正社員 1人 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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　2年以
上） 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

44030-00696781 株式会社　ＴＯＰＨＯＭＥ 16-1180 木造建築工事
業

ホームアドバイザー（ユニバーサル
ホーム大分店）

正社員 1人 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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　2年以
上） 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

44030-00682181 株式会社　ＴＯＰＨＯＭＥ 16-1180 木造建築工事
業

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）

正社員 1人 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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　2年以
上） 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
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求人番号 ＨＷ求人番号 事業所名 ＳＪＣ登録番号 業種 求人職種 雇用形態 採用人数 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）

昇給（実績） 賞与（実績） 加入保険等 退職金制度 必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

44030-00692681 株式会社　ＴＯＰＨＯＭＥ 16-1180 木造建築工事
業

ホームアドバイザー（ユニバーサル
ホーム中津店）

正社員 1人 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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　2年以
上） 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

44060-01282381 有限会社　カデンのエトウ 14-1064 機械器具小売
業（自動車，自
転車を除く）

住宅リフォームの営業及び工務 正社員 2人 ・住宅のリフォーム（キッチン、浴室、ＷＣ等）の営
業及び　それに伴う見積、施工等の工務　・営業
は主に既存の取引先で数名で行きます。　・営業
には社用車で行きます。　　＊建築工事、給排水
衛生工事、空調工事、電気工事の営業及　び工
事施工経験者は歓迎します。　＊当社は資格支
援制度があり、社員が成長を実感できる企業　づ
くりに努めています。また、失敗しても将来の成功
の糧　として捉えています。未経験の方でも丁寧
に指導しますの　で、ぜひご応募ください。

ａ＋ｂ180,000円～300,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

なし 不問
普通自動車免許（ＭＴ）

大分県佐伯市

44060-01372981 株式会社　樹の家こころ舎 14-1014 木造建築工事
業

営業 正社員 2人 ・イベントの企画、開催　・自社商品の説明　・家づ
くりの流れの説明　・ライフプランのご提案　・お客
様のご要望をヒアリング　・お客様と建築家の打ち
合わせに同行　・見積り内容の説明　＊営業研修
、ライフプラン研修有　＊ノルマはありません（希
望により歩合給制も選べます）　＊車は自家用車
又は社用車の何れでも可

ａ＋ｂ183,500円～304,200円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　5年以
上）

不問
普通自動車免許（ＡＴ
可）

大分県臼杵市

44030-00689781 株式会社　ＴＯＰＨＯＭＥ 16-1180 木造建築工事
業

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）

正社員 1人 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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　2年以
上） 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

44030-00693981 株式会社　ＴＯＰＨＯＭＥ 16-1180 木造建築工事
業

ホームアドバイザー（ユニバーサル
ホーム別府店）

正社員 1人 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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　2年以
上） 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

44010-03522381 大分バス　株式会社 14-1032 一般乗合旅客
自動車運送業

営業係（広告代理事業） 正社員 1人 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＋ｂ148,000円～171,100円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　2年以
上）

不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県大分市

44010-04892581 株式会社　インタープリンツ 13-1113 印刷業 営業職 正社員 1人 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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり
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

普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県由布市

44010-09717981 株式会社　太田旗店 17-1032 染色整理業 営業（大分市西新地） 正社員 1人 大分県大分市西新地の「（株）太田旗店　アトリエ」
にて　　・旗、幕、のぼり、はっぴ、ユニフォーム等
の販売営業　　営業の範囲：大分県内（主に大分
市）

ａ＋ｂ192,500円～205,700円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　5年以
上）

不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県大分市

44010-08375081 株式会社　ニッショー 13-1142 管工事業（さく井
工事業を除く）

工事系営業（機械・配管） 正社員 1人 大分県内の工事営業及び現場打ち合わせ等を行
って頂きます。資料の受取り、見積書等の作成、
顧客訪問の業務も合わせて行います。　　＊社用
車あり　＊業務は主に１人で行いますが、責任者
と一緒に営業に行くこともあります。

ａ＋ｂ200,000円～350,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり
機械配管営業経験者（
５年以上）

普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）

大分県大分市

44010-06142281 有限会社　岩賢住宅 16-1118 木造建築工事
業

住宅向け営業担当（支店長クラス） 正社員 1人 住宅向けの営業担当業務です。　・木造建築の営
業　　＊営業範囲：主に大分県内　　＊訪問活動
には社用車を使用します

ａ＋ｂ400,000円～400,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　1年以
上） Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌが扱える

こと　（住宅営業経験
者優遇）

普通自動車免許（ＡＴ
限定可）　宅地建物取
引士資格あれば尚良
し

大分県大分市

44010-06051481 有限会社　岩賢住宅 16-1118 木造建築工事
業

ゼネコン向け営業担当 正社員 1人 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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　1年以
上） 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

44010-05619281 山忠商店　株式会社 14-1052 建築材料卸売
業

技術営業職（壁工事、床工事、軽天
工事、土木工事）

正社員 2人 ・壁工事（アスロック）の施工管理業務　・床工事、
軽天工事の施工管理業務　・土木工事の施工管
理業務　　＊エリアは大分県内です　　※建築土
木工事経験者の方は、経験期間を問わず　　応募
可能です。　　※１００周年に向けて業務力強化の
ため増員募集です。　　積極的なご応募をお待ち
しています。

ａ＋ｂ176,000円～270,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上） 建築土木工事経験者（

経験期間問わず）
普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）

大分県大分市

44040-01120181 株式会社　大日 16-1153 管工事業（さく井
工事業を除く）

営業 正社員 1人 ○顧客への企画提案営業及びイベント（フェアー）
対応　○ルート営業（アフターフォロー業務）　　＊
社用車使用（ＡＴ車）

ａ＋ｂ150,000円～350,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　3年以
上）

不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県日田市

44010-05230081 小野高速印刷　株式会社 13-1086 印刷業 同窓会支援事業営業員（愛媛県四
国中央市）

正社員 2人 四国中央市に開設予定の営業所にて、　・高校、
大学、専門学校の同窓会活動サポート業務（同窓
会　名簿や会報の発刊）の請負い受注。　・上記
業務に関する管理校訪問及び新規開拓　　・エリ
アは四国４県となります。　　＊採用後３～６ヶ月
間大分事業所（大分市松原町）で研修を受けるこ
とが出来る方を募集。　＊研修期間中の社宅、週
末の帰省交通費は会社が負担しま　　す。

ａ＋ｂ240,000円～300,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　3年以
上） パソコン（Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅ

ｌ、Ｗｅｂ）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）

愛媛県四国中央市

44010-08930181 株式会社　スープル　大分支店 15-1219 労働者派遣業 営業職 正社員 1人 ・新規求人獲得営業　・派遣スタッフの就業フォロ
ー　・派遣先企業と交渉　・お仕事希望者の面接
登録　・社員研修の提案　　＊事務系をメインとし
た派遣会社です。　　＊エリアは大分県内の企業
が対象です。　　（社用車使用）

ａ＋ｂ190,000円～250,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問
（パソコン（ワード・エク
セル）が出来る方・職
業経験不問）

普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県大分市

44010-08813481 菱甲産業　株式会社 15-1071 建築材料卸売
業

一般職及び総合職 正社員 1人 ・営業業務　・経理、総務事務　・営業事務 ａ＋ｂ174,000円～300,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県大分市

44010-08075881 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）

14-1130 その他の機械器
具卸売業

営業員（正社員） 正社員 2人 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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり 不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県大分市
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44010-06843781 ワコーエンジニアリング　株式会社 17-1056 電気工事業 営業職・事務 正社員 2人 電気工事・空調工事・太陽光発電の営業・事務業
務をお願いします。　見積作成（フォーマットへの
入力）・その他各種書類の作成等もあります。（Ｃ
ＡＤでの図面作成が出来れば尚良し）　　＊既存
のお客様（個人・法人共）への訪問営業及びアフ
ターサービスを担当していただきます。　＊営業範
囲は大分県内一円となります　＊営業時は社用
車を使用します（ＡＴ車）　　◆適性をみながら業務
を行っていただきます。

ａ＋ｂ160,000円～400,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上）

不問
（ＰＣへ入力操作が出
来ること／ＣＡＤでの図
面作成が出来れば尚
良し（職務経歴不問）

普通自動車免許（ＡＴ
限定可）　電気工事・
管工事に関する免許
あれば尚良し

大分県大分市

44010-05617781 山忠商店　株式会社 14-1052 建築材料卸売
業

営業職（土木建築資材及び　コンク
リート製品）

正社員 2人 ＊エリアは大分県内です　　※当社として長年お
取引のあるお客様中心の営業活動です。　　飛び
込み営業等はありません。　　※土木・建築関係
の営業経験がある方歓迎します。　・コンクリート
製品の営業は当社２次製品の技術営業　　※１０
０周年に向けて営業力強化のため増員募集です
。　　積極的なご応募をお待ちしています。

ａ＋ｂ176,000円～270,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上）

不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）

大分県大分市

44010-05028881 株式会社　日本ピット 14-1002 建設用・建築用
金属製品製造
業（製缶板金業
を含む）

セールスエンジニア（建設用金属製
品営業）

正社員 2人 弊社の営業は大きく３つの要素に集約されます。
　１つは提案営業。メーカーとして建設計画・建設
現場へお客様の条件に合わせた 適な製品を提
案します。　２つ目は受注営業。提案した製品の
見積りを提出したりサンプル品を説明したり受注
活動を行います。　３つ目は現場管理。受注した
製品の施工を協力業者が請け負いますが、製品
の発注や工程管理、取扱い説明などを行います。
建設に関わる全ての方々がお客様です。

ａ＋ｂ142,000円～254,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

あり　（勤続　3年以
上）

不問
（生産管理経験者優遇
）

普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県大分市

44010-04919281 鬼塚電気工事　株式会社 13-1068 電気工事業 営業員 正社員 1人 ・建築会社等を中心に営業活動を行います。　　・
パソコンによる見積書等の作成を行います。　　・
営業範囲は大分県内が主となります。　　・営業時
は社用車を使用します（ＡＴ車）　　＊営業経験者
を優遇します。

ａ＋ｂ200,000円～350,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形
厚生年金基金
退職金共済

あり　（勤続　3年以
上） ・Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌが扱え

ること　・営業経験者尚
可

普通自動車運転免許（
ＡＴ限定可）

大分県大分市

44010-04214281 株式会社　前田工務店 15-1155 食堂，レストラン
（専門料理店を
除く）

営業・工務・企画・運営 正社員 1人 建設業務の営業、見積り作成、設計図作成　管理
等　　工務店事業だけにとどまらず、親子カフェ、
企業主導型保育所などをはじめ、様々な店舗企
画支援などを行っています。

ａ＋ｂ130,000円～200,000円 あり なし 雇用・労災・健康・厚生 なし
パソコン（エクセル・ワ
ード・設計図作成）が
出来る方

普通自動車運転免許（
ＡＴ限定不可）　（建築
士・監理技術者あれば
尚可）

大分県大分市

44040-00798081 株式会社　おそうじバスターズひた 15-1204 建物サービス業 清掃管理・営業員 正社員 1人 ○顧客回りの営業（清掃業務契約）　・各店舗や
建設会社、工務店等を訪問　　・営業エリア：主に
日田市内、玖珠郡内　（営業には社用車（軽自動
車）を使用）

ａ＋ｂ165,000円～185,000円 なし なし 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）

大分県日田市

44010-06939581 医療法人　大分記念病院 16-1051 病院 介護職員（正社員・大分市羽屋／
森のコーラス・はやの里）

正社員 1人 「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
：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＋ｂ140,000円～160,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上）

不問
介護職員初任者研修（
旧ホームヘルパー２級
）以上

大分県大分市

44010-05623581 医療法人社団　三杏会　仁医会病
院

15-1150 病院 介護職員（有料老人ホーム・仁友の
邑）

正社員 1人 大分市大字古国府にある有料老人ホーム「仁友
の邑」での　介護業務　　・食事介助　・入浴介助　
・その他日常生活での介助　等

ａ＋ｂ142,000円～170,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

あり　（勤続　3年以
上）

不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県大分市

44010-04924481 株式会社　福祉の杜いまじん 13-1041 老人福祉・介護
事業

介護職員（大分市・別府市） 正社員 1人 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

ａ＋ｂ167,000円～220,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし
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）

大分県大分市
大分県別府市

44010-04925781 株式会社　福祉の杜いまじん 13-1041 老人福祉・介護
事業

介護職員（大分市・別府市）　・リー
ダー候補

正社員 1人 サービス提供責任者　入居施設のリーダー業務　
　【賃金ｂ欄：資格手当詳細】　介護福祉士：５，００
０円　喀痰吸引手当：５，０００円　社会福祉士：１０
，０００円

ａ＋ｂ190,000円～290,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし
Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌが扱える
方　職務経験不問

介護福祉士　　　　　　　
　　　普通自動車免許（
ＡＴ可）

大分県大分市
大分県別府市

44010-03791681 株式会社　寿雲 17-1039 老人福祉・介護
事業

介護職員（主任・リーダー候補）（永
興）

正社員 1人 「ありがとう」の気持ちを込めて　入居者様が自分
らしく生きていける生活を　サポートをする仕事で
す。　業務や職員教育のマネジメントをしていただ
きます。　現場をまとめる重要な役割でやる気の
ある方なら　大歓迎です。　入居者　４２名、デイサ
ービス　３０名程度

ａ＋ｂ184,000円～251,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし
実務経験３年以上 普通自動車運転免許（

ＡＴ限定可）　介護福祉
士

大分県大分市

44020-02769581 医療法人社団　仁泉会　畑病院 15-1131 病院 介護職（介護福祉士）（小規模多機
能型居宅介護事業所）

正社員 2人 ◆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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　2年以
上）

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

44020-02776981 医療法人社団　仁泉会　畑病院 15-1131 病院 介護職（メディケア別府）デイケア 正社員 1人 ◆通所リハビリテーション施設での介護業務全般
　　・食事介助、入浴介助、排せつの介助・見守り
、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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり 不問
介護福祉士　普通自動
車免許（ＡＴ限定可）

大分県別府市

44020-02788281 医療法人社団　仁泉会　畑病院 15-1131 病院 介護福祉士（病院） 正社員 1人 ◆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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　2年以
上）

不問
　経験者優遇 介護福祉士免許

大分県別府市

44020-02794781 医療法人社団　仁泉会　畑病院 15-1131 病院 介護福祉士（サービス付高齢者向
け住宅ほほえみ）

正社員 2人 ◆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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　2年以
上）

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

44020-01979781 医療法人社団　仁泉会　畑病院 15-1131 病院 介護職（メディケア別府） 正社員 1人 ◆介護老人保健施設における介護業務全般　・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　　　　　＊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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　2年以
上）

不問
介護福祉士免許

大分県別府市

44020-01192381 医療法人社団　仁泉会　畑病院 15-1131 病院 介護職（介護福祉士）（デイサービ
スセンターふれあい）

正社員 1人 ◆デイサービスにおける介護業務を行う。　・利用
者の身の周りのお世話（各種介助）をして頂きま
す。　・また施設の車での送迎補助もあります。　　
　　　　　※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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　2年以
上）

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

44030-01405881 株式会社　エスティーエスユナイテ
ッド

16-1132 老人福祉・介護
事業

介護職員（有料老人ホーム　ガーデ
ンヴィラおぐす）

正社員 1人 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～180,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

なし
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

大分県中津市

44030-01409381 株式会社　エスティーエスユナイテ
ッド

16-1132 老人福祉・介護
事業

介護職員（デイサービスおぐす） 正社員 1人 敷地内の有料老人ホーム入所者を、デイサービ
スルームまで送り迎えし、食事・入浴・排泄介助等
のデイサービス介護業務行ないます。（１日３０名
前後）また年に数回のレクリエーション行事として
外出する際の参加補助も行います。

ａ＋ｂ130,000円～250,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

なし 不問 不問
（介護福祉士以上あれ
ば尚可）

大分県中津市

44040-01492881 株式会社　小松軒　介護事業部 14-1104 老人福祉・介護
事業

介護職員（デイサービスゆあーじゅ
）

正社員 1人 ・デイサービスにおける入浴等の介護業務を行っ
ていただき　ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「介護」

ａ＋ｂ150,000円～170,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上）

不問
介護福祉士または介
護初任者研修修了者

大分県日田市
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求人番号 ＨＷ求人番号 事業所名 ＳＪＣ登録番号 業種 求人職種 雇用形態 採用人数 仕事の内容 賃金等（万円）
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44040-01408481 株式会社　マルモ（森の棲家） 16-1126 老人福祉・介護
事業

介護福祉士 正社員 1人 ○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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問
（経験者尚可） 介護福祉士　普通自動

車免許（ＡＴ限定可）

大分県日田市

44040-01138181 医療法人　六和会　老人保健施設
　センテナリアン

15-1193 老人福祉・介護
事業

介護職（介護福祉士） 正社員 1人 ○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＋ｂ159,000円～209,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　2年以
上）

不問
（介護職勤務経験あれ
ば賃金面で優遇）

介護福祉士
大分県日田市

44040-00606781 株式会社　マルモ（森の棲家） 16-1126 老人福祉・介護
事業

介護職員 正社員 1人 ○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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし 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）

大分県日田市

44060-01938781 社会医療法人　小寺会 14-1009 病院 介護職員（鶴見の太陽） 正社員 2人 介護業務全般　・食事介助　・清潔保持（入浴、清
拭等）　・排泄介助（トイレ補助、おむつ交換等）　・
移動介助等の業務　　＊夜勤のできる方希望で、
月に４回程度あります。　＊他部署との調整により
、就業時間が多少の変動する場合が　あります。

ａ＋ｂ163,500円～180,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問
経緯権者優遇

不問
介護職員初任者研修
修了者お持ちの方は
尚良し

大分県佐伯市

44060-01184081 社会医療法人　小寺会 14-1009 病院 介護福祉士（鶴見の太陽） 正社員 2人 介護業務全般　・食事介助　・清潔保持（入浴、清
拭等）　・排泄介助（トイレ補助、おむつ交換等）　・
移動介助等の業務　　＊夜勤のできる方希望で、
月に４回程度あります。　＊他部署との調整により
、就業時間が多少の変動する場合が　あります。

ａ＋ｂ172,500円～189,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問
経験者優遇 介護福祉士

大分県佐伯市

44060-02056081 社会福祉法人　同心会　特別養護
老人ホーム　緑の園

15-1099 老人福祉・介護
事業

ケアワーカー 正社員 1人 ・特別養護老人ホーム「緑の園」での入所者の生
活全般の　　介助業務　・就業時間（３）は夜勤勤
務で、月に４回程度あります。　・就業時間（１）（２
）（３）のローテーションです。　　＊採用後、資格取
得の為の支援を致します。

ａ＋ｂ161,356円～174,116円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり 不問 不問
介護福祉士資格あれ
ば尚良し

大分県臼杵市

44060-01758081 有限会社　夢のおと 15-1022 その他の社会保
険・社会福祉・
介護事業

介護職員（共同生活ホーム明日風） 正社員 1人 お元気な方から介護を必要とされる方まで、高齢
者３０名が一緒に暮らす「サービス付き高齢者向
け住宅」内での介護業務です。　食事は厨房で調
理したものが運ばれてきます。一定量の介護を必
要とされる方は個別で別の介護サービスをご利用
されています。　ベットメイキングや食事の配膳、
介護経験者ですと排泄介助や歩行時見守り、有
資格者ですと生活相談などが業務内容に含まれ
ます。

ａ＋ｂ130,500円～165,500円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問
研修期間をもうけます
ので未経験者でも大丈
夫です

不問 大分県臼杵市

44060-01562881 有限会社　夢のおと 15-1022 その他の社会保
険・社会福祉・
介護事業

介護職員（デイサービスセンター明
日風）

正社員 1人 介護が必要な方に、日中の時間帯にデイサービ
スセンターへ通っていただき、機能訓練やレクリエ
ーション、介護サービスを提供します。ご自身も一
緒に楽しむ姿勢で仕事をするほうが利用者さんに
も喜ばれます。　　※介護業務が初めての人も働
いています。　※１日の利用者数は２０～２５人程
度です。

ａ＋ｂ130,500円～155,500円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問
（未経験者でも丁寧に
指導します）

普通自動車免許（ＡＴ
可）

大分県臼杵市

44060-01032981 有限会社　夢のおと 15-1022 その他の社会保
険・社会福祉・
介護事業

介護職員（グループホーム明日風） 正社員 1人 高齢者１８名が共同生活を行うグループホーム内
での日常生活上のお世話や介護業務です。ご利
用者さんは認知症がありますが、できることもたく
さんあります。ご自身が出来ることを安全に遂行し
てもらうように介護をするのがコツです。未経験者
でもコツを掴めば大丈夫です。夜勤が出来る方を
優先いたします。　　※（１）～（４）の交代制勤務で
す。（４）の夜勤が出来な　い方はご相談ください。

ａ＋ｂ130,500円～155,500円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問
研修期間を設けますの
で未経験者でも大丈夫
です

不問 大分県臼杵市

44060-01047081 有限会社　夢のおと 15-1022 その他の社会保
険・社会福祉・
介護事業

介護職員（サニーサイド明日風） 正社員 2人 平成３０年３月に新たに開所する小規模多機能型
居宅介護支援事業所での介護業務です。１人の
利用者さんに対して訪問、通い、宿泊サービスを
提供できる地域密着型のサービス事業ですので、
利用者さんとゆっくり向き合える介護が可能です。
夜勤が可能であれば面接時にお申し出ください。
　　＊オープニングスタッフの募集となります。

ａ＋ｂ130,500円～155,500円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問
（未経験者でも丁寧に
指導します）

不問 大分県臼杵市

44010-05731281 医療法人　大分記念病院 16-1051 病院 看護補助者（竹田クリニック） 正社員 1人 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３交替制です

ａ＋ｂ130,000円～130,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上）

不問 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
祉士の資格あれば尚
良し）

大分県竹田市

44080-00355781 社会福祉法人　孝寿福祉会（美晴
が丘・荻の苑）

15-1059 老人福祉・介護
事業

ケアワーカー（介護員）／美晴が丘 正社員 2人 ・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　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　（震災被災者対象併用求人）

ａ＋ｂ143,000円～220,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　1年以
上）

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

44080-00358181 社会福祉法人　孝寿福祉会（美晴
が丘・荻の苑）

15-1059 老人福祉・介護
事業

ケアワーカー（介護員）／荻の苑 正社員 1人 ・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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　1年以
上）

不問
（経験者優遇） 普通自動車運転免許（

ＡＴ限定可）　（介護福
祉士資格所持者優遇）

大分県竹田市

44070-01394081 医療法人　積善会　老人保健施設
　希の里

15-1211 老人福祉・介護
事業

介護職（デイケア担当） 正社員 2人 通所リハビリテーション（デイケア）の利用者に対
する送迎、入浴介助、食事介助、排泄介助等、介
護全般の業務を行っていただきます。３５名の利
用者を約８名体制で担当します。送迎車は公用車
（普通車・軽ＡＴ）を使用します。

ａ＋ｂ149,000円～149,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　5年以
上）

不問
普通自動車免許一種（
ＡＴ限定可）　　介護福
祉士資格あればなお
可

大分県豊後高田市

44070-01351281 医療法人　積善会　老人保健施設
　希の里

15-1211 老人福祉・介護
事業

介護員（グループホーム） 正社員 1人 グループホーム入居者９名の生活介護の業務を
担当して頂きます。グループホーム内において、
食事の提供、入浴、排せつ等の介助を行い、入居
者が充実した生活が送れるよう支援をして頂きま
す。８名のスタッフで行っています。

ａ＋ｂ147,000円～147,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　5年以
上）

不問
施設・病院等で介護業
務経験者なお可

不問 大分県豊後高田市

44070-01345081 株式会社　日豊ケアサービス 14-1037 老人福祉・介護
事業

介護職員　【有期実習型訓練】 正社員 1人 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
３０名体制となります。　住宅型有料老人ホーム入
居者（３０名～４０名）施設の選択は相談可能です
。　未経験者の方には丁寧に指導いたします。

ａ＋ｂ148,000円～148,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　5年以
上）

不問 不問 大分県豊後高田市

44070-00988081 医療法人　玄々堂　玄々堂高田病
院

15-1201 病院 介護職員 正社員 1人 病棟において、入院患者の食事・入浴・排泄など
の介護業務や更衣などの日常生活の援助を行い
ます。　また、車イスの移動やシーツ・枕カバー等
の交換業務もあります。　病棟４６床４０名程度、
介護職員は７名体制となります。

ａ＋ｂ135,000円～151,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　4年以
上） 介護経験者（経験年数

不問）

不問
介護職員初任者研修
修了者（ヘルパー２級
相当）などの介護関連
資格あればなお可

大分県豊後高田市

44070-00990581 医療法人　玄々堂　玄々堂高田病
院

15-1201 病院 介護福祉士 正社員 1人 病棟において、入院患者の入浴・食事介助・排泄
などの介護業務や更衣などの日常生活の支援、
ベッドメイキング等を行います。　病棟４６床・介護
職員７名体制となります。

ａ＋ｂ140,000円～166,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　4年以
上）

不問
経験者なお可 介護福祉士

大分県豊後高田市
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求人番号 ＨＷ求人番号 事業所名 ＳＪＣ登録番号 業種 求人職種 雇用形態 採用人数 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）

昇給（実績） 賞与（実績） 加入保険等 退職金制度 必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

44070-00996081 医療法人　積善会　老人保健施設
　希の里

15-1211 老人福祉・介護
事業

介護員（入所部門） 正社員 1人 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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　5年以
上）

不問
介護福祉士

大分県豊後高田市

44020-01063981 社会福祉法人　一心会 16-1146 老人福祉・介護
事業

介護職員（心助園） 正社員 3人 ◇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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり 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）

大分県杵築市

44020-01595981 医療法人　堀田医院 15-1126 一般診療所 介護職員（大樹） 正社員 1人 ○老人介護施設における介護業務全般　・入浴介
助、食事介助、排泄介助、レクレーション等）　　　
＊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＋ｂ150,000円～163,600円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上）

不問
　＊経験者尚良し 普通自動車免許（ＡＴ

限定可）　　　　　　　　　
　　　　　＊介護福祉士
有資格者優遇

大分県国東市

44020-00985281 社会福祉法人　安岐の郷 15-1026 老人福祉・介護
事業

介護職（正社員） 正社員 2人 ◆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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

退職金共済

あり　（勤続　1年以
上）

不問
　＊経験者優遇

不問
　＊介護福祉士資格あ
れば尚良し

大分県国東市

44020-01509281 ボンウェルフェア株式会社　ウェル
ファ豊丘

14-1090 老人福祉・介護
事業

介護職員（交替制） 正社員 2人 ◆介護付き有料老人ホームで介護業務全般　・生
活援助　・身体介助（食事、入浴、更衣、排泄、移
乗　等）　　・各種イベント、レクレーションの参加　
等　　※夜勤の回数は希望相談に応じます（夜勤
は２名体制）　　　　＊応募には、ハローワークの
紹介状が必要です。

ａ＋ｂ140,000円～220,000円 なし あり 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問 不問 大分県速見郡日出町

44020-02681781 有限会社　木下 16-1048 老人福祉・介護
事業

サービス提供責任者 正社員 1人 ・訪問介護業務　・訪問介護計画の作成、シフト表
の作成等　・訪問介護員等に対する研修、技術指
導の実施　・業務の実施状況の把握　・利用者様
の状態の変化、サービスに関する意向の把握　　
　　　＊応募にはハローワークの紹介状が必要で
す

ａ＋ｂ175,000円～175,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問
介護福祉士

大分県別府市

44010-08846581 医療法人春風　うちのう整形外科 17-1031 一般診療所 看護助手（リハビリテーションクリニ
ック）【夜勤】

正社員 1人 うちのうリハビリテーションクリニック（大分市錦町）
にて　・看護師の補助　・その他、周辺業務　　等　
　　※育児・介護・看護休暇についても対象者は取
得できる職場環境にしていきます

ａ＋ｂ120,000円～150,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上）

不問
（経験者優遇）

不問 大分県大分市

44010-07018081 医療法人春風　うちのう整形外科 17-1031 一般診療所 看護助手（うちのうリハビリテーショ
ンクリニック）

正社員 2人 うちのうリハビリテーションクリニック（大分市錦町）
にて　・看護師の補助　・その他、周辺業務　　等　
　　※育児・介護・看護休暇についても対象者は取
得できる職場環境にしていきます

ａ＋ｂ138,000円～172,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上）

不問
（経験者優遇）

不問 大分県大分市

44030-01212481 医療法人　中津第一病院 15-1178 病院 看護助手（ヘルパー業務） 正社員 3人 医療行為は看護師・准看護師が行います。患者さ
んの身の回りのお世話や環境整備を行っていた
だきます。（主にオムツの交換・入浴介助、食事の
配膳・下膳、シーツ交換などです。）

ａ＋ｂ129,500円～151,500円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生
厚生年金基金

あり　（勤続　3年以
上）

不問 不問
（ヘルパー資格あれば
優遇）

大分県中津市

44040-00583781 医療法人　百花会　上野公園病院 17-1067 病院 看護補助者（正社員） 正社員 5人 ○病院内における看護師の補助業務　・食事介助
　・入浴介助　・排泄介助（おむつ取り替え等）　　
＊高齢者看護が中心となります　＊月３回程度夜
勤があります　　【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＋ｂ150,000円～174,750円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

あり　（勤続　3年以
上）

不問 不問 大分県日田市

44060-01939881 社会医療法人　小寺会 14-1009 病院 ケアメイト（看護補助員）　　　佐伯
中央病院

正社員 2人 看護師の指導の下で、入院患者さんのお世話を
する業務を行　って頂きます。　・食事介助、入浴
介助　・ベッドメーキング　・その他環境整備　等　
　　＊就業時間は（１）（２）（３）のローテーションで
す。

ａ＋ｂ151,000円～166,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問
経験者優遇

不問
介護初任者研修修了
者お持ちの方は尚良し

大分県佐伯市

44060-01179981 社会医療法人　小寺会 14-1009 病院 介護福祉士（佐伯中央病院） 正社員 2人 看護師の指導の下で、入院患者さんのお世話を
する業務を行　って頂きます。　・食事介助、入浴
介助　・ベッドメーキング　・その他環境整備　等　
　　＊就業時間は（１）（２）（３）のローテーションで
す。

ａ＋ｂ170,000円～184,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問
経験者優遇 介護福祉士

大分県佐伯市

44070-01099581 医療法人　玄々堂　玄々堂高田病
院

15-1201 病院 リハビリ助手兼送迎運転手 正社員 1人 リハビリ室において、リハビリ患者様の案内、リハ
ビリ機器の操作等の業務及び患者様の送迎も行
って頂きます。　送迎には社用車【軽・普通自動車
（４人～８人）】を使用して、豊後高田市内及び宇
佐市内の透析及びリハビリが必要な患者様の送
迎を行います。

ａ＋ｂ130,000円～145,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　4年以
上）

不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県豊後高田市

44010-08724781 株式会社　スリーキャン 16-1099 美容業 美容スタイリスト（美容室クローバー
フレスポ春日浦店）

正社員 4人 大分市王子北町に６月１日にグランドオープン予
定の「美容室クローバーフレスポ春日浦店」での
スタイリスト業務　＊オープニングスタッフ大募集
！　　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。　　■社会保険完
備（雇用・労災・厚生年金・健康保険）　■昇給有
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＋ｂ220,000円～220,000円 あり なし 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問
美容師免許

大分県大分市

44010-06800781 株式会社　スリーキャン 16-1099 美容業 ヘアカラー技術者（大分市志村） 正社員 3人 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 あり なし 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問
美容師免許又は理容
師免許

大分県大分市

44010-06801881 株式会社　スリーキャン 16-1099 美容業 スパニスト（ＧＲＡＧＥ（グラジェ）イオ
ン高城店）

正社員 3人 大分市高城西町の「ＧＲＡＧＥ（グラジェ）イオン高
城店」でのスパニストの募集です。　・ヘアカラー、
トリートメント、ヘッドスパ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、トリートメント、ヘッド
スパまで行います　・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すます　　子育
て世代の方の勤務日数や時間は相談に応じます

ａ＋ｂ135,000円～135,000円 あり なし 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問
美容師又は理容師免
許

大分県大分市

44010-06823681 株式会社　スリーキャン 16-1099 美容業 まつげエクステ技術者（ＧＲＡＧＥ（
グラジェ）イオン高城店

正社員 1人 大分市高城西町にある「ＧＲＡＧＥ（グラジェ）イオ
ン高城店」での　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。

ａ＋ｂ155,000円～155,000円 あり なし 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問
美容師免許

大分県大分市

44020-02522581 つるみ観光　株式会社　ホテル白菊 14-1030 旅館，ホテル エステティシャン 正社員 1人 ○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＋ｂ170,000円～180,000円 あり なし 雇用・労災・健康・厚生・財
形

あり　（勤続　5年以
上）

不問
　＊経験者優遇

不問
　＊エステ関係の資格
保持者優遇

大分県別府市

44010-06824981 株式会社　スリーキャン 16-1099 美容業 ネイリスト（ＧＲＡＧＥ（グラジェ）イオ
ン高城店）

正社員 1人 大分市高城西町にある「ＧＲＡＧＥ（グラジェ）イオ
ン高城店」での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　　　
★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 あり なし 雇用・労災・健康・厚生 なし
２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ＯＫ

ネイル検定２級以上も
しくはジェルネイル検
定初級以上　（ネイル１
級資格者優遇）

大分県大分市
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求人番号 ＨＷ求人番号 事業所名 ＳＪＣ登録番号 業種 求人職種 雇用形態 採用人数 仕事の内容 賃金等（万円）
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昇給（実績） 賞与（実績） 加入保険等 退職金制度 必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

44010-06295681 株式会社　クリニカル・サポート大
分

16-1190 洗濯業 洗濯工場内作業員 正社員 2人 洗濯工場内での洗濯作業　老人ホーム・病院等
から出る洗濯物の洗濯機への投入から「消毒・洗
濯・乾燥（自動）」取り出しまでの一連の作業　洗
濯物投入時、重量物作業あり（３０～４０ｋｇ）

ａ＋ｂ200,000円～240,000円 なし なし 雇用・労災・健康・厚生 あり 不問 不問 大分県由布市

44010-09886081 株式会社　八條 13-1108 食堂，レストラン
（専門料理店を
除く）

料理長候補 正社員 1人 ○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７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＋ｂ300,000円～400,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし
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

46016-01027081 株式会社　フェニックス 14-1110 食堂，レストラン
（専門料理店を
除く）

調理［大分市：遊食豚彩いちにいさ
んＪＲおおいたシティ店］

正社員 3人 ○「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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

あり　（勤続　5年以
上）

不問
　＊仕事内容欄参照

不問 大分県大分市

44010-03637681 株式会社　八條 13-1108 食堂，レストラン
（専門料理店を
除く）

厨房社員 正社員 1人 ○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＋ｂ240,000円～300,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし
調理経験者（調理師免
許あれば不問）

不問 大分県大分市

44010-07374081 株式会社　亀の井別荘 13-1104 旅館，ホテル 調理員 正社員 1人 客室２０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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり
和食調理経験者

不問 大分県由布市

44010-03264281 有限会社　夢想園産業（山のホテ
ル　夢想園）

13-1130 旅館，ホテル 調理師及び調理助手 正社員 2人 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＋ｂ165,000円～300,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

なし
調理経験者

不問 大分県由布市

44020-02257681 株式会社　城島高原オペレーション
ズ

14-1025 旅館，ホテル ホテル調理担当（和食・洋食・中華）
正社員

正社員 1人 ◆ホテル内レストランにおける調理業務全般　・ビ
ュッフェ料理の提供　・食材の在庫管理　等　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊和食・
洋食・中華いずれの調理経験者も歓迎します。　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※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 なし あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり
和食・洋食・中華調理
経験者

普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県別府市

44010-09110581 株式会社　ＮＧＥ 14-1113 食堂，レストラン
（専門料理店を
除く）

調理・ホールスタッフ（大分市大字
政所・大阪王将大在店）

正社員 3人 大分市大字政所にある「大阪王将　大在店」にて
　・中華料理を中心とした調理業務　・フロアー業
務（レジ、注文取り等）　・店舗管理　・調理時に、
中華鍋を豪快に振ることもあります　・おいしく出
来あがった料理を 高の笑顔でお客様に提供　・
常連客とのコミュニケーション　等　・自分の考案し
た料理も提供できます　　＊座席数：５２席

ａ＋ｂ220,000円～370,000円 あり なし 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問
（経験があれば尚良し
）

不問
（調理師免許あれば尚
良し）

大分県大分市

44030-01210981 医療法人　中津第一病院 15-1178 病院 調理員（病院内厨房） 正社員 2人 調理された食事の盛り付け、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を行います。

ａ＋ｂ129,500円～130,500円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生
厚生年金基金

あり　（勤続　3年以
上）

不問
（経験があれば尚可）

不問 大分県中津市

44060-01940181 社会医療法人　小寺会 14-1009 病院 調理員（佐伯中央病院） 正社員 2人 病院内にて調理業務を行います。　・食材の仕込
み、調理、盛付け、配膳、食器洗浄等　・約１５０食
の調理を朝、昼、夕１１人の調理員と栄養士、　管
理栄養士で患者さんの喜ぶ笑顔を思い浮かべな
がら業務　を行っています。　　＊患者さんの治療
を目的とした特別食（減塩食、ミキサー　　食、他）
の調理業務もあります。また家庭でも使える生活
　習慣病の予防を目的としたバランスのとれた健
康食の調理　業務も学べます。

ａ＋ｂ151,000円～161,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問
経験者優遇

不問
調理師資格があると尚
良い

大分県佐伯市

44060-01744581 有限会社　夢のおと 15-1022 その他の社会保
険・社会福祉・
介護事業

調理員（グループホーム明日風） 正社員 1人 高齢者１８名が共同生活を行うグループホーム内
での調理業務です。主に昼食と夕食を作ります。
家庭の味を楽しみにされておりますので、特別な
メニューでなくても大丈夫です。未経験者でも、料
理することが好きな方で、人と交流することが嫌い
ではない方であれば大歓迎です。

ａ＋ｂ130,500円～150,500円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問 不問 大分県臼杵市

44070-01507681 医療法人　積善会　老人保健施設
　希の里

15-1211 老人福祉・介護
事業

調理員 正社員 2人 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１
３０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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　5年以
上）

不問 不問
調理師なお可

大分県豊後高田市

44070-00546381 株式会社　日豊ケアサービス 14-1037 老人福祉・介護
事業

調理員（ケアプレイスオリーブ） 正社員 1人 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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　5年以
上）

不問 不問
普通運転免許（ＡＴ）な
お可

大分県豊後高田市

44010-04048281 株式会社　レンブラントホテル大分 15-1001 旅館，ホテル 総料理長（責任者） 正社員 1人 調理部にて、責任者業務を担当して頂きます　　・
メニュー作成　・食材原価、売上管理　・その他調
理部門に付随する業務全般

ａ＋ｂ370,000円～418,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　2年以
上） パソコン（Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ

）が扱える方　経験者
優遇

不問 大分県大分市

44010-09885181 株式会社　八條 13-1108 食堂，レストラン
（専門料理店を
除く）

マネージャー・店長候補（ホール） 正社員 1人 ○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７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　・全国各地へ、食材やお酒探
しの出張　・後輩スタッフまたはアルバイトの育成
、指導

ａ＋ｂ300,000円～400,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし
飲食店経験３年以上

不問 大分県大分市

44010-03521081 大分バス　株式会社 14-1032 一般乗合旅客
自動車運送業

飲食店舗運営職（吉野家店長候補
）

正社員 2人 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　　＊
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＋ｂ160,600円～160,600円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　2年以
上）

不問 不問 大分県大分市
大分県別府市

44010-09808781 株式会社　八條 13-1108 食堂，レストラン
（専門料理店を
除く）

ホール社員 正社員 1人 ○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７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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問
（経験者優遇）

不問 大分県大分市

44010-09115181 株式会社　ＮＧＥ 14-1113 食堂，レストラン
（専門料理店を
除く）

ホールスタッフ（とんかつ専門店か
つや／大分市大字宮崎）

正社員 1人 「とんかつ専門店かつや（大分市大字宮崎）」にて
　・店の運営　・接客（料理運び、片付け）　・レジ　
・簡単な調理　等　　＊チルドされた肉をおいしくお
客様に提供　　＊揚げたてのとんかつを 高の笑
顔でお客様に提供

ａ＋ｂ220,000円～370,000円 あり なし 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問 不問 大分県大分市
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44010-03635081 株式会社　八條 13-1108 食堂，レストラン
（専門料理店を
除く）

ホール社員 正社員 1人 ○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＋ｂ240,000円～300,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問
（経験者優遇）

不問 大分県大分市

44020-02835281 株式会社　城島高原オペレーション
ズ

14-1025 旅館，ホテル 焼肉レストラン接客スタッフ（正社員
・森の食卓）

正社員 1人 ◆遊園地焼肉レストランにおける接客業務全般　
・オーダー受け　・料理の配膳、下膳、退席後のテ
ーブルの片付け　・店舗内の清掃　　＊施設内の
移動に車を使います。　　　　＊応募にはハローワ
ークの紹介状が必要です。

ａ＋ｂ145,000円～200,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　1年以
上）

不問
　＊経験者優遇 普通自動車免許（ＡＴ

限定可）

大分県別府市

44040-01217281 株式会社　想夫恋 13-1071 食堂，レストラン
（専門料理店を
除く）

ウエイター・ウエイトレス（総本店／
若宮）

正社員 4人 ○店内業務　・接客及びレジ会計　・注文聞き、配
膳及び片付け　・店内外の清掃業務他　　【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】

ａ＋ｂ170,000円～180,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問 不問 大分県日田市

44010-07376681 株式会社　亀の井別荘 13-1104 旅館，ホテル ホールスタッフ（レストラン） 正社員 1人 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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり 不問 不問 大分県由布市

44010-07377981 株式会社　亀の井別荘 13-1104 旅館，ホテル ホールスタッフ（喫茶） 正社員 1人 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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり 不問 不問 大分県由布市

44020-01739981 有限会社　マキシム 15-1186 旅館，ホテル フロント係（８時間勤務） 正社員 3人 ◆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＋ｂ150,000円～200,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上） 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

44020-01740781 有限会社　マキシム 15-1186 旅館，ホテル 旅館スタッフ（狭霧亭・四季庵・東屋
）

正社員 3人 ◆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＋ｂ200,000円～250,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上）

不問
　経験者優遇 普通自動車免許（自家

用車持込）

大分県別府市
大分県由布市

44010-07379481 株式会社　亀の井別荘 13-1104 旅館，ホテル フロント係 正社員 1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 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　・精算業務　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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり 不問 不問 大分県由布市

44020-01742281 有限会社　湯布院インテック 15-1187 旅館，ホテル 旅館スタッフ（仙洞・ゆふいん亭・観
布亭）

正社員 4人 ◆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＋ｂ200,000円～250,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上）

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

44010-03259381 有限会社　夢想園産業（山のホテ
ル　夢想園）

13-1130 旅館，ホテル フロントスタッフ 正社員 1人 ・予約業務　・接客等、お客様の対応　・電話の応
対　・インターネット対応　等

ａ＋ｂ170,000円～200,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

なし 不問
普通自動車免許（ＡＴ
可）

大分県由布市

44060-01840581 一般社団法人　困り事お助け協会 14-1109 他に分類されな
い生活関連サー
ビス業

キャンプ場受付、運営管理業務 正社員 1人 宇目キャンプ場での運営管理業務　・来客者等の
受付、接客、電話対応等　・キャンプ場内の宿泊
施設等の片付け、清掃等　・Ｗｅｂ広報

ａ＋ｂ170,000円～240,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし
・パソコン（ワード、エク
セル、Ｗｅｂ）操作

普通自動車免許（ＭＴ）
大分県佐伯市

44010-07378581 株式会社　亀の井別荘 13-1104 旅館，ホテル 客室係 正社員 2人 ・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～300,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり 不問 不問 大分県由布市

44010-03262781 有限会社　夢想園産業（山のホテ
ル　夢想園）

13-1130 旅館，ホテル 客室係（正社員） 正社員 2人 ・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～250,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

なし 不問 不問 大分県由布市

44020-01884181 株式会社　城島高原オペレーション
ズ

14-1025 旅館，ホテル アトラクションスタッフ（正社員） 正社員 1人 ◆遊園地アトラクションでの接客業務　・お客様の
誘導　・遊具の運転など　　＊園内にて車による移
動有り　＊初心者の方にも丁寧に教育しますので
、安心してご応募下　　さい。　＊接客経験のある
方歓迎します。　　　＊応募にはハローワークの紹
介状が必要です。

ａ＋ｂ145,000円～200,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり 不問
　＊接客経験者優遇 普通自動車免許（ＡＴ

限定可）

大分県別府市

44020-01011081 株式会社　城島高原オペレーション
ズ

14-1025 旅館，ホテル 遊戯施設メンテナンススタッフ 正社員 1人 ◆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　　
　　　　　【若者応援宣言企業】　　　＊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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　1年以
上）

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

大分県別府市

44020-02833781 株式会社　城島高原オペレーション
ズ

14-1025 旅館，ホテル ゴルフ場スタッフ 正社員 1人 ・スタート管理業務及びポーター業務　　接客業務
、お客様の荷物の積み下ろし等　・フロント業務　・
レストラン業務　等　　＊敷地内での車での移動有
り　　　　※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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　1年以
上）

不問
　＊経験者優遇 普通自動車免許（ＡＴ

限定可）

大分県別府市

44060-01966181 一般社団法人　困り事お助け協会 14-1109 他に分類されな
い生活関連サー
ビス業

遺品整理　作業 正社員 1人 ・依頼者宅の片付け、不用品の搬出運搬作業　・
草刈り、墓掃除等の重軽作業　・主にＷｅｂ広報、
ＨＰやブログ更新　ＷｅｂＰＲ　　＊家具などの重量
物を移動、運搬することがあります。

ａ＋ｂ180,000円～250,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問
普通自動車免許（ＭＴ）

大分県佐伯市

44030-01876881 有限会社　中原農場 16-1037 耕種農業 農作業員 正社員 2人 米麦、大豆、イチゴ（ハウス作業）を中心とした農
作物（機械作業含む）の栽培を行います。種まき・
手入れ・除草・土寄せ・収穫まで農業用機械使用（
耕運機、トラクター、コンバイン）や手作業で行な
います。作業に応じて、４ｔ車までの車を使用し、肥
料や農作物の運搬作業や機械のメンテナンスも
行います。

ａ＋ｂ170,000円～230,016円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上） 農作業経験者又は大

型自動車や大型特殊
自動車運転経験者　（
５５歳未満の者は経験
や資格は問いません）

普通自動車運転免許（
ＭＴ）　（大型自動車免
許、大型特殊自動車免
許をお持ちの方尚可）

大分県中津市

44070-00591881 株式会社　村上椎茸農園 15-1132 耕種農業 椎茸の菌床栽培作業者 正社員 2人 ・椎茸の菌床栽培に関する仕事になります。　・菌
床の生産・整理棚等への移動が主な仕事になり
ます。　・菌床（ブロック型・１個約１．５ｋｇ）を専用
台車に複数　載せて、室内・ハウス等へ各工程に
おいて移動させます。　・室内・室外（屋根あり）で
の作業やその他施設関連作業も　あります。ほと
んどの場合、立ち作業となります。　・又、たまに社
用車（軽トラック・２ｔトラック）を使用し　て、資材・
菌床等の運搬（ハウスからハウス２～３分程）　を
行います。

ａ＋ｂ152,848円～195,720円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問
普通自動車免許（ＭＴ）

大分県豊後高田市
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求人番号 ＨＷ求人番号 事業所名 ＳＪＣ登録番号 業種 求人職種 雇用形態 採用人数 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）

昇給（実績） 賞与（実績） 加入保険等 退職金制度 必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

44060-01450181 有限会社　松水 17-1045 海面養殖業 養殖作業員（ブリ・マグロ） 正社員 2人 大島養殖作業場での養殖作業全般　・養殖魚（ブ
リ、マグロ）への給餌作業（機械使用）　・養殖生け
簀の網、漁具類の管理　・その他出荷作業　等　　
＊必要な免許（船舶免許等）は入社後取得できま
す。　＊事業所に出社後、大島養殖漁場へ向かい
ます。

ａ＋ｂ190,000円～210,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問
養殖作業経験者尚良
し

不問 大分県佐伯市

44010-07852781 株式会社　ＡＫシステム 13-1077 発電用・送電用
・配電用電気機
械器具製造業

生産設備オペレータ（金属） 正社員 1人 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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

退職金共済

あり　（勤続　3年以
上）

不問 不問 大分県由布市

44060-00952181 リマテック九州　株式会社 17-1063 産業廃棄物処
理業

製造作業員 正社員 1人 産業廃棄物をセメント会社向けのリサイクル燃料
として製品化する業務　・廃棄物の処理作業（受
入れ、荷卸し、取り出し）　・リサイクル燃料の製造
（設備オペレーション）

ａ＋ｂ147,000円～210,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

なし 不問
普通自動車免許（ＡＴ
可）

大分県臼杵市

44020-01349281 株式会社　京製メック 13-1082 一般産業用機
械・装置製造業

組立技術者 正社員 2人 ◆機械の組立から運転確認を担当していただきま
す　・１台の機械を１名～２名で組立て、全国の取
引先へ　　将来的には、現地での立上げまでお任
せします　　　　　　　＊応募にはハローワークの紹
介状が必要です。

ａ＋ｂ200,710円～252,200円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

なし 不問
　＊機械に関する経験
お持ちの方尚良し

不問 大分県国東市

44020-01768881 大分電子工業株式会社　日出工場 15-1072 電子デバイス製
造業

半導体製品製造オペレーター　（２
交替）

正社員 1人 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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

退職金共済

あり　（勤続　3年以
上）

不問 不問 大分県速見郡日出町

44030-00969481 九州市光工業　株式会社 16-1084 自動車・同附属
品製造業

組立オペレーター 正社員 1人 自動車用各種ランプ（自動車用ヘッドライト、リアラ
ンプ）の組立作業オペレーター業務となります。製
品を２～３人で工程分担し、電気ドライバー等を使
用しての組立作業を行います。作業は立位となり
ます。

ａ＋ｂ142,500円～193,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生
厚生年金基金
退職金共済

あり　（勤続　1年以
上）

不問 不問 大分県中津市

44010-06612181 株式会社　石井工作研究所 15-1106 電子デバイス製
造業

機械加工（曲工場） 正社員 2人 大分市大字曲字川成にある「曲工場」にて　半導
体製造装置等の部品を製造・加工していただきま
す。　　＜主に担当していただく加工機＞　　マシ
ニング加工機、旋盤加工機、研磨、放電、ワイヤ
ー　　＊過去に上記加工機の担当経験がある方を
希望します

ａ＋ｂ205,000円～270,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形
確定給付年金

あり
加工機取扱職務経験
３年以上

不問 大分県大分市

44010-09505681 株式会社　カマック 16-1067 その他の鉄鋼業 工作機械オペレータ 正社員 3人 ＮＣ旋盤等の工作機械の操作をして、板に穴を開
けたり、開先をします

ａ＋ｂ160,000円～260,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形
確定給付年金

あり　（勤続　3年以
上）

不問
普通自動車免許（ＡＴ
可）

大分県大分市

44040-01291181 株式会社　天木鉄工　日田工場 14-1111 自動車・同附属
品製造業

ＮＣオペレーター 正社員 1人 ○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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形
確定拠出年金

あり　（勤続　3年以
上）

不問 不問
（ＮＣフライス盤技能検
定２級以上取得者採
用面で優遇）

大分県日田市

44060-01039081 ニシジマ精機　株式会社 14-1010 その他のはん用
機械・同部分品
製造業

機械工（佐伯工場） 正社員 1人 工場内での機械を使用しての加工作業　・主に穴
あけ作業（プログラムを使用するものではありませ
　ん）　・ＮＣ旋盤を使用　　＊未経験の方も採用後
、仕事内容に関しては丁寧に指導致し　ます。　＊
事前の工場見学も可能です。（ハローワークを通
じて連絡　してください）

ａ＋ｂ170,000円～230,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

退職金共済

あり　（勤続　3年以
上）

不問
経験者優遇 普通自動車免許（ＡＴ

可）

大分県佐伯市

44070-00522981 株式会社　佐々木精工 15-1068 金属加工機械
製造業

精密部品加工員 正社員 1人 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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり
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

44020-02831581 株式会社　ミナミダ 15-1070 その他の金属製
品製造業

機械オペレーター 正社員 1人 ◆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　　　　＊応募にはハローワークの紹介状が
必要です。

ａ＋ｂ160,000円～230,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上）

不問 不問 大分県国東市

44010-08506481 株式会社　デンケン 14-1059 電子応用装置
製造業

機械加工（鬼崎工場） 正社員 2人 ＊機械加工　　＊各企業様より頂いた受注を基に
オーダーメイドで製造して　います。　　＊未経験
の方でも丁寧に指導いたします。安心してご応募
く　ださい。

ａ＋ｂ165,000円～250,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

あり 不問
（経験があればなお良
い）

普通自動車運転免許（
ＡＴ限定可）

大分県由布市

44020-01348881 株式会社　京製メック 13-1082 一般産業用機
械・装置製造業

機械加工職 正社員 3人 ◆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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

なし
機械に関する基礎的
な知識・経験をお持ち
の方

不問 大分県国東市

44030-01266081 株式会社　浜岳製作所　大分中津
工場

16-1191 自動車・同附属
品製造業

プレス作業員 正社員 3人 金型の段取作業、製品のセットオフ（手動による製
品の出し入れ）、タンデムラインによるプレス（６００
ｔ以下のプレス）作業、製品の目視確認等、自動車
車体部品のプレス加工作業です。立ち作業となり
ます。

ａ＋ｂ147,740円～214,970円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　5年以
上）

不問 不問 大分県中津市

44030-01807581 有限会社　東栄工業所 13-1036 建設用・建築用
金属製品製造
業（製缶板金業
を含む）

鉄骨据付工事担当者 正社員 2人 立体自動倉庫の据付工事担当者として工事管理
や工程管理等を行います。工事全般は鉄骨の組
立でラックや足場でのとび工作業となります。工事
工程には、実際にラックが建つコンクリート床へ実
寸法通りに線を引いていく墨出し作業、上下左右
のラックフレームをボルトで締結し所定の位置にラ
ックを建てる建方、建て終ったラックを決められた
精度条件にあうように調整する建ち調整等があり
ます。工事現場は日本全国になります。社用車に
て、現場に出向きます。

ａ＋ｂ172,500円～276,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

なし 不問
（鉄骨とび工の経験者
優遇）

普通自動車免許（ＡＴ
可）　（フォークリフト、
小型移動式クレーン、
高所作業車等免許所　
持者は優遇）

大分県中津市

44020-02893181 株式会社　藤伸 16-1017 鉄骨・鉄筋工事
業

建築鉄骨の製造から組立 正社員 3人 ◆各種建築工事一式　　・鉄骨製品の施工図作成
（ＣＡＤ）　　・工場内の鉄骨加工・溶接・溶断・塗装
作業　　・工場内の機械オペレーター　　・各種クレ
ーン操作・トラック運搬　　・鉄骨製品の組立作業　
　・その他建築土木・仮設足場・太陽光　　　　　※
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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　10年以
上）

不問 不問 大分県速見郡日出町

44010-08668581 株式会社　江藤製作所 13-1058 その他の金属製
品製造業

製缶工・溶接工・ＮＣ切断オペレー
ター

正社員 3人 １）溶接部門　・ＮＣデータによりレーザーやガスに
て、各種板版を切断す　る作業　２）加工機部門　
・主としてステンレス材を使い、製缶したり、溶接し
たりす　る作業（多能工化を進めている工場）　　
＊募集人員　・製缶工　　１名　・溶接工　　１名　・
ＮＣ切断オペレーター　１名　　合計３名

ａ＋ｂ146,500円～195,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形
厚生年金基金
退職金共済

あり　（勤続　3年以
上）

不問 不問
入社後、会社費用で資
格取得を支援します

大分県大分市
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求人番号 ＨＷ求人番号 事業所名 ＳＪＣ登録番号 業種 求人職種 雇用形態 採用人数 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）

昇給（実績） 賞与（実績） 加入保険等 退職金制度 必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

44010-09920481 タカキ製作所　株式会社 17-1018 計量器・測定器
・分析機器・試
験機・測量機械
器具・理化学機
械器

精密板金加工 正社員 1人 厚さ０．８～２ｍｍほどのステンレスや鉄板を図面
を見て曲げや溶接加工する仕事です。　（１）Ｍｉｇ・
Ｔｉｇ溶接機を用いた溶接、仕上げ加工　（２）ＮＣ（
数値制御）ベンダーを用いた板曲げ加工　　（１）（
２）のいずれか又は（１）（２）の作業者を求めてい
ます。　　＊導入時教育を行いますので、興味が
あれば未経験者でも応　募可能です。

ａ＋ｂ145,400円～250,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形
確定拠出年金

あり　（勤続　3年以
上）

不問
図面が見れる方、プレ
ス機械作業主任、溶接
技能者資格等があれ
ば尚良し

不問 大分県大分市

44060-01709081 株式会社　長尾製作所 14-1005 その他のはん用
機械・同部分品
製造業

精密板金加工技術者 正社員 1人 ステンレスやアルミ材による精密板金の加工工程
全般の作業　・プレス機械オペレーター　・曲げ加
工　・ＴＩＧ溶接　・バリ取り　等

ａ＋ｂ150,000円～180,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり 不問 不問 大分県佐伯市

44010-03323981 株式会社　ＡＫシステム 13-1077 発電用・送電用
・配電用電気機
械器具製造業

板金、溶接技術者 正社員 1人 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）　　※面
接前に、業務の詳しい説明・工場見学を行います
ので、安心してご応募ください。

ａ＋ｂ150,000円～200,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

退職金共済

あり　（勤続　3年以
上）

不問 不問 大分県由布市

44010-06474781 大分ダイハツ販売　株式会社 15-1020 自動車小売業 自動車整備士（板金・塗装） 正社員 1人 大分市大字三佐字古新田にある「乙津テクノセン
ター板金・塗装グループ」にて　　自動車の板金、
塗装、整備　等

ａ＋ｂ163,000円～183,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上）

不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）

大分県大分市

44010-03853381 仲道トーヨー　株式会社 13-1083 建築材料卸売
業

業務組立、配送員 正社員 2人 アルミサッシ組立、組立した商品の配送　配送す
る商品はサッシ、ガラス、ユニットバス、太陽光等
　住宅建築材料や設備機器です　　配送先は住宅
工事現場が主　大分市内が殆どですが、一部近
隣への配送もあります　２ｔまでの車を使用します
　　ガラスの切断や網戸の張り替え、ガラス入替等
　技術もマスターでき、社会に貢献出来る仕事で
す。

ａ＋ｂ200,000円～300,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）

大分県大分市

44070-00746081 山宗　株式会社　大分工場 16-1052 工業用プラスチ
ック製品製造業

金型保守メンテ・金型取付・取外し（
段取り）作業員

正社員 1人 自動車関連部品のプラスチック成形を行う為に、
金型の保守・メンテ作業を行います。　金型のバラ
シ及び組付等の作業が基本となりますが、一般知
識習得により、成形作業・金型段取等を行うことが
あります。技能習得に対しては、必要に応じて資
格を順次取得する制度があります。

ａ＋ｂ155,300円～220,900円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上） 金型保守メンテ・取付・

取外し作業の経験者（
３年以上）

不問 大分県豊後高田市

44010-08600981 株式会社　カマック 16-1067 その他の鉄鋼業 溶接工（経験者） 正社員 2人 ・工場内での鉄骨の半自動溶接作業他 ａ＋ｂ170,000円～350,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形
確定給付年金

あり　（勤続　3年以
上） 溶接経験者（特に半自

動溶接経験者を希望）
溶接免許（アーク、半
自動）　普通自動車免
許（ＡＴ限定可）　（クレ
ーン、玉掛けなどの免
許あれば尚良）

大分県大分市

44030-01806981 有限会社　東栄工業所 13-1036 建設用・建築用
金属製品製造
業（製缶板金業
を含む）

パイプ製缶工（組立・溶接） 正社員 2人 工場内での鉄製パイプの棚の溶接作業及び現場
での組立作業を行います。組立作業は大きく分け
て２工程あります。第１工程でラックの主柱に取り
付く部品を専用の治具で組み立てます。第１工程
で組み立てた柱にラチス、棚などを組み込んでラ
ックフレームの形状に組み立てます。溶接は組立
完了したラックを半自動アーク溶接します。周囲と
相談の上、溶接順序を決定します。社用車にて、
現場に出向きます。

ａ＋ｂ172,500円～207,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

なし 不問
普通自動車免許（ＡＴ
可）

大分県中津市

44060-02164981 小代築炉工業　株式会社 17-1053 その他の設備工
事業

現場作業員 正社員 10人 土木・建築現場、築炉（セメント工事内）などでの
現場作業を行います。　・公共、民間工事現場で
の土木及び建築作業　・セメント工場内での耐火
物工事作業、清掃等一連の作業　・出張工事にお
ける現場作業（建築、築炉、吸引）　　＊現場は主
に大分県内一円です（出張工事を除く）　＊業務
の状況により突発的に作業に出勤してもらう場合
があ　ります。（詳細は面接時に説明）　＊未経験
の方も歓迎します。

ａ＋ｂ171,600円～400,400円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形
確定拠出年金

あり　（勤続　3年以
上）

不問
普通自動車免許（ＭＴ）
　大型免許取得優遇

大分県津久見市

44060-00768181 小代築炉工業　株式会社 17-1053 その他の設備工
事業

一般作業員 正社員 1人 ・セメント焼成工程で設備内面に付着する原料、コ
ーティン　グの除去作業と一般工事作業補助。　　
＊コンタクトレンズ使用不可（粉塵等が付着し危険
な為）　＊工場内での高所作業、熱所作業あり。　
＊三交替制（就業時間（３）は月６日程度）

ａ＋ｂ176,200円～213,600円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形
確定拠出年金

あり　（勤続　3年以
上）

不問
普通自動車免許（ＭＴ）

大分県津久見市

44040-01491781 有限会社　麻生醤油醸造場 16-1112 調味料製造業 一般製造作業員 正社員 1人 ○調味料（醤油・味噌）の製造作業となります　・
醤油及び味噌の調合、充填作業　・工場内の清掃
及び整理作業　・食品加工品の充填及びラベル貼
り作業　・一部出荷作業　　＊繁忙期は、一部配送
作業があります。　（エリアは、主に玖珠郡内）　※
将来の幹部候補生並びに工場長としての採用　　
【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＋ｂ135,000円～165,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり
パソコンの基本操作（
ワード、エクセル）

普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県玖珠郡九重町

44020-02595081 有限会社　近藤養蜂場 13-1133 畜産食料品製
造業

製造スタッフ 正社員 2人 ◆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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし 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

大分県杵築市

44010-08171881 九州乳業　株式会社 16-1012 畜産食料品製
造業

製造員（正社員） 正社員 5人 ・牛乳・乳製品・ヨーグルト等の製造業務　（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～209,000円 あり なし 雇用・労災・健康・厚生
厚生年金基金

なし 不問 不問 大分県大分市

44060-01452381 有限会社　松水 17-1045 海面養殖業 水産加工作業員 正社員 2人 鶴見市場に水揚げされた魚の冷凍、冷蔵加工作
業　・魚を急速冷凍用のトレイへ載せる　・箱詰め
作業　・出荷作業　・作業場の片付けや清掃　等　
　＊必要な免許（フォークリフト等）は入社後取得
できます。

ａ＋ｂ190,000円～210,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問 不問 大分県佐伯市

44030-01275381 株式会社　西野物産 13-1096 その他の食料品
製造業

製造加工スタッフ（永添） 正社員 5人 麺用かやく・薬味等の乾燥食品を機械にセットし、
ボタンを押す等の操作により小袋包装をする業務
、輸入乾燥食品の検査業務等、乾燥食品の製造
及び加工業務全般を行っていただきます。立ち作
業となります。

ａ＋ｂ139,500円～139,500円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上）

不問 不問 大分県中津市

44070-00847781 大関食品　株式会社 15-1087 その他の食料品
製造業

冷凍食品製造作業員（工程作業者
）

正社員 2人 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＋ｂ155,034円～163,647円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　10年以
上）

不問 不問 大分県宇佐市

44040-01263481 老松酒造　株式会社 14-1033 酒類製造業 酒類製造作業員 正社員 1人 ○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 なし あり 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県日田市

44040-01321281 株式会社　モンリク 16-1175 一般貨物自動
車運送業

製造列内業務 正社員 2人 ○サッポロビール（株）九州日田工場内での製造
列内業務を　行っていただきます。　・缶胴受入、
投入　・資材管理、在庫管理　・機械操作、メンテ
ナンス作業　等

ａ＋ｂ140,000円～150,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問
フォークリフト資格

大分県日田市
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求人番号 ＨＷ求人番号 事業所名 ＳＪＣ登録番号 業種 求人職種 雇用形態 採用人数 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）

昇給（実績） 賞与（実績） 加入保険等 退職金制度 必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

44010-08101681 池見林産工業　株式会社 13-1078 製材業，木製品
製造業

工場作業員（軽作業職員・管理職
候補／佐野工場）

正社員 2人 大分市大字佐野にある「池見林産工業（株）佐野
工場」にて　軽く薄い板のフローリング（床板）、壁
板、木製品等の製造工程などにかかる軽作業で
す。　　＊工場内は男女問わず活躍できる職場と
なっています

ａ＋ｂ130,000円～180,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上）

不問 不問 大分県大分市

44010-06053881 有限会社　岩賢住宅 16-1118 木造建築工事
業

家具・建具職人見習い 正社員 1人 　木材加工・家具及び建具の製作、家具の配達　
等　　　※初めての方には丁寧に指導します

ａ＋ｂ161,000円～184,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　1年以
上）

不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）

大分県大分市

44010-06055181 有限会社　岩賢住宅 16-1118 木造建築工事
業

家具・建具職人 正社員 1人 木材加工・家具及び建具の製作、家具の配達　等 ａ＋ｂ276,000円～287,500円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　1年以
上） 家具・建具製作経験者 普通自動車免許（ＡＴ

限定不可）

大分県大分市

44030-00864781 中津木工株式会社 14-1036 その他の家具・
装備品製造業

木製家具製作スタッフ及び見習い 正社員 3人 工場内にて、住宅、店舗、病院などの木製家具の
製作を行っていただきます。ベテランスタッフの指
導のもと、まずは、箱物の製作から行っていただき
、徐々に技術を身に付けてから、家具の製作を担
当します。

ａ＋ｂ143,000円～245,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　4年以
上）

不問 不問 大分県中津市

44040-01457481 ベストリビング　株式会社 13-1044 家具製造業 家具製造員 正社員 2人 ○家具（ソファ、ベンチ）製造における、製造全般　
・木工作業　・裁断縫製作業　・ウレタン加工作業
　・張り仕上作業、組立作業

ａ＋ｂ142,000円～250,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上）

不問
（経験者は採用・賃金
面で優遇）

普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県日田市

44040-01469281 株式会社　新象 16-1029 家具製造業 家具製造工 正社員 2人 ○ソファー（椅子）製造過程における作業　・木枠
の木材加工、カット、穴あけ　・バネ取付等作業　　
・ソファーの上張り作業　・木材の研磨及び塗装作
業　　【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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

なし 不問 不問 大分県日田市

44020-01504981 スターコックス株式会社 17-1094 ゴムベルト・ゴム
ホース・工業用
ゴム製品製造業

成形オペレーター 正社員 5人 ◆工場内における各種部品の成形オペレーター
業務　・ゴム機械操作　・プラスチック機械操作　　
　※未経験の方は、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＋ｂ140,000円～200,000円 なし なし 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問 不問 大分県国東市

44030-00967981 九州市光工業　株式会社 16-1084 自動車・同附属
品製造業

成形オペレーター 正社員 1人 自動車用各種ランプ（自動車用ヘッドライト・リアラ
ンプ）の部品成形作業を行います。金型へ樹種を
注入したゲート残りを取り除く作業で、ニッパー等
を使用する場合もあります。基本的には１人１台
の立位作業となります。

ａ＋ｂ142,500円～193,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生
厚生年金基金
退職金共済

あり　（勤続　1年以
上）

不問 不問 大分県中津市

44040-01366681 九州南部化成　株式会社 13-1048 その他のプラス
チック製品製造
業

品質管理（班長・係長候補） 正社員 1人 ・検査標準書の作成　・生産工程の品質確認　・客
先対応　・外注協力メーカー品質／工程確認　　
※連絡後、履歴書・紹介状を当所在地宛に郵送く
ださい。後　日、選考結果及び面接者については
日時等お知らせしま　　す。

ａ＋ｂ192,000円～264,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　1年以
上）

不問
（品質管理経験者は採
用面で優遇）

不問
（ＱＣ検定３級以上合
格者は賃金面で優遇）

大分県玖珠郡玖珠町

44040-01368581 九州南部化成　株式会社 13-1048 その他のプラス
チック製品製造
業

製造員（班長・係長候補） 正社員 1人 ・プラスチック射出成形機のオペレート及び同機
械により成　形された製品の検査、仕上げ梱包業
務　・プラスチック製品の表面処理（アルミ蒸着）ラ
イン、ク　　リーンルームでの作業　　　※連絡後、
履歴書・紹介状を当所在地宛に郵送ください。後　
日、選考結果及び面接者については日時等お知
らせしま　　す。

ａ＋ｂ212,000円～284,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　1年以
上）

不問
（製造業務経験者は採
用面で優遇）

不問
（フォークリフト・玉かけ
・床上操作式クレーン
技能講習修了者は賃
金面で優遇）

大分県玖珠郡玖珠町

44030-00968581 九州市光工業　株式会社 16-1084 自動車・同附属
品製造業

表面処理オペレーター 正社員 1人 自動車用各種ランプ（自動車用ヘッドライト、リアラ
ンプ）の部品コーティングのオペレーター作業を行
なっていただきます。オペレーター業務の為、塗装
の技術の経験などは必要としません。

ａ＋ｂ142,500円～193,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生
厚生年金基金
退職金共済

あり　（勤続　1年以
上）

不問 不問 大分県中津市

44020-02653681 株式会社　大広製作所　大分工場 17-1019 民生用電気機
械器具製造業

理美容製品の製造 正社員 2人 ◆理容室や美容室で使用しているイスやキャビネ
ット等の製　造加工作業　・商品開発及び品質管
理（開発業務）　・ＭＣ、ＮＣ機械作業（加工技術職
）　・半自動溶接、溶接ロボット作業（加工技術職）
　　　　　＊応募には、ハローワークの紹介状が必
要です。

ａ＋ｂ165,000円～205,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上）

不問 不問 大分県速見郡日出町

44010-09942681 タカキ製作所　株式会社 17-1018 計量器・測定器
・分析機器・試
験機・測量機械
器具・理化学機
械器

各種装置等の組立 正社員 2人 半導体製造装置等の組立、調整作業、それに付
随する作業　　・図面を見て装置やユニットの組み
立てを行います　　・海外での出張立上（セットアッ
プ）あり（複数人にて）

ａ＋ｂ152,200円～307,700円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形
確定拠出年金

あり　（勤続　3年以
上） 組立図、部品図の見れ

る方　装置や機械の組
立・メンテナンス作業
経験者優遇

普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県大分市

44010-06611281 株式会社　石井工作研究所 15-1106 電子デバイス製
造業

組立（装置組立・金型組立／曲工
場）

正社員 2人 大分市大字曲字川成にある「曲工場」にて半導体
装置の組立　　≪主な業務≫　・半導体製造装置
等の装置部品組立、セットアップ　　・半導体製造
装置等自動機装置用金型の組立

ａ＋ｂ207,000円～293,500円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形
確定給付年金

あり
装置組立・金型組立等
経験３年以上

不問 大分県大分市

44010-06761581 株式会社　ブライテック 15-1175 産業用電気機
械器具製造業

（請）組立・検査作業（大分市高江
西）

正社員 5人 高江事業所にて、プローブカードの組立・検査作
業を行っていただきます。　プローブカード：半導
体集積回路（ＬＳＩ）の製造工程における半導体試
験装置で使用される接続治具（基盤のようなもの）
　　作業エリアが複数あり、エリア毎で就業時間・
休日シフトが異なります。適性を見て配属先を決
めます。　　●就業時間（１）（２）交替制　４勤２休
制

ａ＋ｂ150,195円～173,910円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問
（経験者歓迎） 普通自動車免許（ＡＴ

限定可）

大分県大分市

44010-03488481 株式会社　ブライテック 15-1175 産業用電気機
械器具製造業

基盤ハンダ付け作業員 正社員 3人 大分市向原沖にある「（株）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～163,400円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問
（経験者歓迎）

不問 大分県大分市

44010-06630681 株式会社　タカフジ 13-1132 管工事業（さく井
工事業を除く）

機械器具設置工事等の施工管理 正社員 2人 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　＊未経験の方
でも丁寧に指導致します

ａ＋ｂ168,000円～300,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上）

不問
（未経験者可）

不問
（施工管理の有資格者
尚良し）

大分県大分市

44010-06753581 株式会社　ブライテック 15-1175 産業用電気機
械器具製造業

電気製造 正社員 2人 ・制御盤製作　・液晶、半導体装置の組立作業　　
＊ケーブル加工から始めます　　初心者でも大丈
夫です（丁寧に指導致します）

ａ＋ｂ140,000円～200,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問
（電気工事等の実務経
験者優遇）

普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）

大分県大分市

44010-06922481 大分デバイステクノロジー株式会社 14-1068 その他の電気機
械器具製造業

半導体組立技術者（経験者） 正社員 1人 半導体組立技術者（経験者）　・半導体後工程の
組立技術（ＤＢ／ＷＢ／ＭＤ）　・ＣＡＤの基本操作
＆作図　・プロセス技術（材料評価／条件出し）　・
装置技術（ワイヤーボンディング装置）

ａ＋ｂ200,000円～250,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

あり
半導体組立技術経験
者

半導体国家検定２級
以上　品質検定３級以
上

大分県大分市

44070-00697781 株式会社　住理工大分ＡＥ 14-1041 有機化学工業
製品製造業

製造技能職 正社員 5人 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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

あり　（勤続　3年以
上）

不問 不問 大分県豊後高田市

44030-00581681 株式会社　浜岳製作所　大分中津
工場

16-1191 自動車・同附属
品製造業

自動車部品組立作業員 正社員 3人 自動車用車体部品をアーク溶接ロボットによる組
立作業工程で監視作業を行ないます。立位作業
となります。また、作業台に運び込まれた部品を
機械、治具を使って加工や組み付けをする工程が
あります。出来上がった製品の外観検査も行いま
す。座位作業となります。採用後、どちらか配属先
が決まります。

ａ＋ｂ147,740円～214,970円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　5年以
上）

不問 不問 大分県中津市

44070-00728281 株式会社　住理工九州 14-1063 ゴムベルト・ゴム
ホース・工業用
ゴム製品製造業

技能職（製造・金型・設備保全） 正社員 6人 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）設備保全、設備故障時の部品取替え等修
理、故障防止の　　ための定期メンテナンス等の
業務を行います。　　※応募前職場見学可能

ａ＋ｂ150,000円～190,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

あり　（勤続　3年以
上）

不問
経験者なお可 普通自動車免許（ＡＴ

限定可）　　上記Ｃ）の
場合、設備保全：第２
種電気工事士保有者
なお可

大分県豊後高田市
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44060-01900681 株式会社　臼杵造船所 14-1035 船舶製造・修理
業，舶用機関製
造業

機装課（据付鉄工・配管） 正社員 2人 ・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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり 不問
普通自動車免許（ＭＴ）

大分県臼杵市

44060-01587881 株式会社　臼杵造船所 14-1035 船舶製造・修理
業，舶用機関製
造業

工務課（構内電気設備業務） 正社員 1人 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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり 不問
電気工事士　第二種以
上　普通自動車免許（
ＭＴ）

大分県臼杵市

44020-02664481 大分キヤノン　株式会社 15-1120 光学機械器具・
レンズ製造業

技能職 正社員 9人 （１）製品組立：映像機器の試作、組立、検査　　（
２）装置オペレーション：生産装置、自動機のオペ
レー　　　　　　　　　　　　　　ション、保全　（３）機械
、部品加工：ＦＡ機械の配線組立、パーツ作成　　
　　　　　　　　　　（金属加工）　　　　※応募には、ハ
ローワークの紹介状が必要です。

ａ＋ｂ149,800円～255,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

あり　（勤続　1年以
上）

不問 不問 大分県国東市
大分県大分市

44060-01289281 共栄船渠　株式会社 14-1011 船舶製造・修理
業，舶用機関製
造業

機関整備工 正社員 3人 ・船舶の主機関、補機関、その他各機器の整備、
修理業務　・常用発電装置のエンジンメンテナンス
作業　・船舶艤装品等の製作や取付作業　・その
他付随する作業等

ａ＋ｂ207,000円～215,625円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　3年以
上） 機関整備 普通自動車免許（ＭＴ）

、玉掛、フォークリフト

大分県佐伯市

44010-06529581 柳井電機工業　株式会社 13-1112 電気機械器具
卸売業

技術職（コンプレッサー等の保守メ
ンテナンス）

正社員 1人 工場・プラント内に設置されている電気機械設備
のメンテナンスを行う仕事です。　　大分県内各所
のお客様構内及び、自社作業場内での業務が主
となります。　　【取扱い製品】　スクリューコンプレ
ッサー、べビコン、エアードライヤー、　オイルクー
ラー、ポンプ、その他工場内電気機械設備　など

ａ＋ｂ180,800円～323,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形
厚生年金基金

あり　（勤続　3年以
上） 機械整備及び電気工

事の業務経験
普通自動車免許（ＡＴ
不可）

大分県大分市

44010-06578581 山九　株式会社　大分支店 14-1096 港湾運送業 機械整備スタッフ（圧延整備） 正社員 2人 「新日鐵住金株式会社　大分製鐵所」構内におけ
る　　・機械設備の現場での補修作業及び監督業
務　・設備点検業務及び管理業務　・施工管理業
務　等

ａ＋ｂ167,490円～250,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

あり　（勤続　3年以
上）

不問
機械整備もしくは工事
経験者が望ましい　求
める能力：機械図面の
理解（鉄骨組み立て、
エアー、油圧）　機械施
工技術（配管、仕上、
製缶、溶接）

普通自動車免許（ＡＴ
限定可）また、玉掛け、
ガス、アーク溶接、低
圧電気取扱、１級施工
管理技士（建築・土木）
、１級溶接管理技術者
、１級機械保全技能士
あれば尚良し

大分県大分市

44010-04884581 有限会社　吉良建機整備 17-1089 機械修理業（電
気機械器具を除
く）

自動車整備 正社員 1人 移動式クレーン車の整備・塗装 ａ＋ｂ180,000円～200,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

なし 不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）

大分県大分市

44030-01468381 株式会社　ナカノ 14-1118 産業用機械器
具賃貸業

重機類修理・保守点検サービススタ
ッフ

正社員 1人 入出荷時の建設機械器具の点検及びメンテナン
ス、修理等の業務（主には当社がレンタルしてい
る機械等の点検作業）・オイル・水及び外観のキ
ズ等・メンテナンス後の洗浄作業（いつでも使用し
て頂ける状態にする為）等のサービススタッフ業
務全般

ａ＋ｂ150,000円～200,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形
確定拠出年金
退職金共済

あり　（勤続　3年以
上）

不問
普通自動車免許（ＭＴ）
　（中型自動車免許が
あれば尚可）

大分県中津市
大分県宇佐市

44030-01469681 株式会社　ナカノ 14-1118 産業用機械器
具賃貸業

重機類修理保守点検サービススタ
ッフ（電気関係経験）

正社員 1人 レンタル中の建設機械器具や重機の点検（オイル
・水・外観のキズ等）及びメンテナンスや修理等の
業務を担当しますが、主に水中ポンプの漏電対策
でテスターを使用し漏電の有無の確認や漏電個
所への対策及び修理等を行ったり、電動工具等
の点検や修理作業等を担当します。また、メンテ
ナンス後の洗浄作業等もあります。

ａ＋ｂ150,000円～200,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形
確定拠出年金
退職金共済

あり　（勤続　3年以
上）

不問
（電気関係業務経験あ
れば尚可）

普通自動車免許（ＭＴ）
　（電気関連資格・中
型自動車免許があれ
ば尚可）

大分県中津市
大分県宇佐市

44030-01470481 株式会社　ナカノ 14-1118 産業用機械器
具賃貸業

重機類修理保守点検サービススタ
ッフ（溶接者経験）

正社員 1人 レンタル中の建設機械器具や重機の点検（オイル
・水・外観のキズ等）及びメンテナンスや修理等の
業務を担当しますが、主に建設機械の担当で、特
に重機のバケットへ補強用鉄板溶接の技術が必
要です。作業中の落下やハズレ等を起こさないよ
う仕上げていただきます。また、メンテナンス後の
洗浄作業等もあります。

ａ＋ｂ150,000円～200,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形
確定拠出年金
退職金共済

あり　（勤続　3年以
上）

不問
（溶接技能経験あれば
尚可）

普通自動車免許（ＭＴ）
　（溶接関連資格・中
型自動車免許があれ
ば尚可）

大分県中津市
大分県宇佐市

44040-01613181 株式会社　リタプラス 17-1081 機械器具小売
業（自動車，自
転車を除く）

機械整備士 正社員 1人 ○高性能林業機械のメンテナンス、組み付け、納
車整備他を　行っていただきます。　　※社用車あ
り

ａ＋ｂ180,000円～250,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

なし 不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）

大分県日田市

44010-08419881 濱田重工　株式会社　大分支店 14-1079 その他の鉄鋼業 整備・工事作業 正社員 3人 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。　　※必要資格は入
社後、会社負担で取得できます。　＊作業着・保
護具は支給します。　＊図面の読める方尚良し。

ａ＋ｂ167,000円～181,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形
確定拠出年金

あり　（勤続　3年以
上）

不問
普通自動車運転免許（
ＡＴ限定不可）　（アー
ク溶接、ガス溶接資格
があれば尚良し）

大分県大分市

44080-00346481 フレゼニウス川澄株式会社　犬飼
工場

13-1080 医療用機械器
具・医療用品製
造業

保全部係員（電気技師） 正社員 1人 ＊人工透析用　中空糸（ファイバーハンドル）の製
造工場の　　電気設備担当　・保全　保守　・修理
　更新　改善担当

ａ＋ｂ205,000円～250,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上） 電気技師としての勤務

経験

不問
（電気技師関連資格、
ＴＯＥＩＣ４００以上あれ
ば尚可）

大分県豊後大野市

44040-01122381 株式会社　大日 16-1153 管工事業（さく井
工事業を除く）

メンテナンス員 正社員 2人 ○空調、消防、ポンプ、ボイラー、給湯、給水設備
等の　　修理、保守点検業務　　　・社用車使用　・
主に日田市内近郊の業務

ａ＋ｂ150,000円～350,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　3年以
上）

不問
経験者は採用面で優
遇　（消防設備保守点
検業務経験者尚可）　
（電気設備保守点検業
務経験者尚可）

普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）

大分県日田市

44010-08978481 イワオ事務機　株式会社 14-1126 機械器具小売
業（自動車，自
転車を除く）

ＯＡ機器サービス係員 正社員 1人 複写機、ＯＡ機器の保守作業　大分市内の官公庁
、企業を担当して頂きます　　社用車を使用します

ａ＋ｂ150,000円～180,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上） 機械保守経験者優遇

者
普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）

大分県大分市

44010-09521981 大分ヤナセＡｕ販売　株式会社（Ａｕ
ｄｉ大分）

15-1076 自動車小売業 自動車整備士 正社員 1人 工場内での輸入自動車整備業務全般　（車検、点
検、一般整備）　　Ａｕｄｉ認定資格取得に向けてト
レーニングあり　　＊取扱自動車：アウディ

ａ＋ｂ180,000円～280,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

退職金共済

あり　（勤続　3年以
上）

不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）

大分県大分市

44010-09531481 大分ヤナセ　株式会社 16-1073 自動車小売業 自動車整備士（メルセデス・ベンツ
大分）

正社員 1人 「大分ヤナセ株式会社　メルセデス・ベンツ大分」
にて　・工場内での輸入自動車整備業務全般　（
車検、点検、一般整備）　　メルセデス・ベンツ認定
資格取得に向けてトレーニングあり　　※取扱自
動車：メルセデス・ベンツ、スマート

ａ＋ｂ180,000円～280,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

退職金共済

あり　（勤続　3年以
上）

不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）

大分県大分市

44010-06478081 大分ダイハツ販売　株式会社 15-1020 自動車小売業 自動車整備士（点検整備）／正社
員

正社員 1人 大分市大字宮崎にある「大分ダイハツ販売　株式
会社」にて　　自動車の点検整備　等

ａ＋ｂ163,000円～183,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上）

不問
国家資格自動車整備
３級以上　普通自動車
免許（ＡＴ限定不可）

大分県大分市



34/40
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44020-02880581 有限会社　小野自動車工場 16-1090 自動車整備業 自動車整備・板金塗装 正社員 2人 ◆自動車整備および板金塗装業務全般　・自動
車の車検、整備、事故修理業務　等　・ロードサー
ビス（事故車のレッカー業務等）　・修理見積りお
よび説明などの接客応対　・車の引き取りおよび
納車業務　・国産者から輸入車までオールメーカ
ー全車種取り扱っており毎日楽しく仕事が出来ま
す。未経験者でも大丈夫、基本的な仕事の進め方
から整備に関する知識ノウハウを先輩がしっかり
指導していきます。技術もある方は工場長として
手腕を発揮して頂きます。　＊応募にはハローワ
ークの紹介状が必要です。

ａ＋ｂ183,920円～321,860円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

あり　（勤続　10年以
上）

不問 不問
　普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）あれば尚
可

大分県別府市

44020-01797681 有限会社　小野自動車工場 16-1090 自動車整備業 自動車救援士（ロードサービス隊員
）

正社員 2人 ◆故障車および事故車のレスキュー業務　・トラブ
ル車のけん引又は運送業務　・ウィンチやクレー
ンを使用しての引き上げ作業　・バッテリー上がり
、タイヤパンク、カギの閉じ込めの対応　・困って
いるお客様をお助けするレスキュー業務です　＊
ロードサービス以外に自動車軽整備、事務作業も
あります　＊見習での応募も可能です。未経験者
歓迎します。　＊入社後、自動車整備士・ウィンチ
・クレーン・中型免許・　他各種資格取得を目指し
て頂きます。　（資格取得支援制度あり）　＊応募
にはハローワークの紹介状が必要です。

ａ＋ｂ201,750円～332,325円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

あり　（勤続　10年以
上）

不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）　＊中型免
許・自動車整備士免許
あれば尚良し

大分県別府市

44010-08537681 大分日産自動車　株式会社 15-1036 自動車小売業 テクニカルスタッフ（日田店） 正社員 1人 日田市本町にある「大分日産自動車（株）日田店」
にて　日産車の車両整備を担当して頂きます。

ａ＋ｂ172,680円～244,180円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上）

不問
（車両の整備経験あれ
ば尚良し）

普通自動車運転免許（
ＡＴ限定不可）　（整備
士２級以上の資格あれ
ば尚良し）

大分県日田市

44040-01107981 日田バス　株式会社 16-1028 一般乗合旅客
自動車運送業

自動車整備工 正社員 3人 ・自社バスの点検・整備　・車両受注整備・修理　
など　　　【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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　4年以
上）

不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県日田市

44020-02840481 株式会社　ミナミダ 15-1070 その他の金属製
品製造業

品質管理 正社員 1人 ・製造現場における製品検査（外観・測定）　・デー
タまとめ（エクセル操作が中心となります）　　＊制
服は貸与　　＊未経験の方でも丁寧に指導いたし
ます　　　　＊応募にはハローワークの紹介状が
必要です。

ａ＋ｂ160,000円～230,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上）

不問
　＊パソコン操作（エク
セル）できる方尚良し

不問 大分県国東市

44010-09455181 株式会社　ジェイテック 15-1176 商品・非破壊検
査業

非破壊検査員 正社員 2人 石油化学プラント設備等において、各種非破壊検
査を行い　ます。・非破壊検査とは？端的に検査
対象を人に例えるな　ら健康診断ですが、私たち
は鋼管等の構造物を検査対象と　し、工場設備の
健康状態（有害な「きず」「割れ」「摩耗」などがな
いか）を、モノを壊さない技術で検査致します。検
査を実施するには資格が必須です。当社では資
格を取得して頂く為、専門講師が個別にサポート
しており、また研修センターを開設し、実地の模擬
試験も行っていますので、未経験の方でも安心し
て入社にのぞめます。　・県外への出張業務があ
ります。（期間は短期・中期・長　　期と様々）

ａ＋ｂ150,000円～250,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県大分市

44010-08276481 株式会社　誠和 16-1181 塗装工事業 非破壊検査員 正社員 3人 ・就業場所における非破壊検査業務　・発電所、
化学プラント、製造工場等における検査　・非破壊
検査報告書の作成　　業務に必要な免許及び資
格は入社後取得可能です　　※就業場所は全国
各地となる為、出張があります　　※資格取得制
度有（会社負担有）

ａ＋ｂ200,000円～230,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問 不問 大分県大分市

44010-08277781 株式会社　誠和 16-1181 塗装工事業 非破壊検査員（幹部候補） 正社員 3人 ・就業場所における非破壊検査業務　・発電所、
化学プラント、製造工場等における検査　・非破壊
検査報告書の作成　　業務に必要な免許及び資
格は入社後取得可能です　　※就業場所は全国
各地となる為、出張があります　　※資格取得制
度有（会社負担有）

ａ＋ｂ280,000円～350,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし
経験年数３年以上 非破壊検査技術者の

資格保持者

大分県大分市

44010-06963481 日本工業検査株式会社　大分営業
所

17-1079 商品・非破壊検
査業

技術員（非破壊検査） 正社員 2人 大分コンビナート（新日鐵、昭和電工、ＪＸエネル
ギー）　各工場内にて、構造物の設備診断を行う
ために、 新技術装置を使用しての設備非破壊
検査を行って頂きます。　　＊採用後２週間程度
川崎本社にて研修があります

ａ＋ｂ153,900円～206,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上）

不問
普通車免許（ＡＴ可）

大分県大分市

44080-00868181 株式会社　友岡組 15-1180 一般土木建築
工事業

品質管理 正社員 1人 ＊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）　　　　　　　　◎「事業
所情報表示」のボタンをタッチすると写真画像を見
ることができます。

ａ＋ｂ165,000円～350,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　5年以
上）

不問
普通自動車運転免許（
ＡＴ限定可）

大分県豊後大野市

44010-03737881 タカキ製作所　株式会社 17-1018 計量器・測定器
・分析機器・試
験機・測量機械
器具・理化学機
械器

機械加工 正社員 1人 ・機械加工全般　　・マシシング（ＮＣフライス）等に
て加工作業　　＊夜の交代勤務あり（増産・繁忙
期）

ａ＋ｂ145,400円～226,500円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形
確定拠出年金

あり　（勤続　3年以
上） 加工図面が判る方　マ

シニング、ＮＣ加工経
験者優遇

不問 大分県大分市

44070-01131881 株式会社　住理工大分ＡＥ 14-1041 有機化学工業
製品製造業

一般技能職 正社員 5人 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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

あり　（勤続　3年以
上）

不問 不問 大分県豊後高田市

44010-03332581 株式会社　ＡＫシステム 13-1077 発電用・送電用
・配電用電気機
械器具製造業

制御盤等の検査業務 正社員 1人 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　　　　※面接前に、業務の詳しい
説明・工場見学を行いますので、安心してご応募
ください。

ａ＋ｂ152,800円～200,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

退職金共済

あり　（勤続　3年以
上）

不問 不問 大分県由布市

44020-02666881 株式会社　エリア 14-1015 情報処理・提供
サービス業

半導体製品技術者（転勤の可能性
有）

正社員 2人 ◆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　　　　＊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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形
確定拠出年金

なし
パソコン操作（エクセル
・ワード・メール）

普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県速見郡日出町

44020-02668181 株式会社　エリア 14-1015 情報処理・提供
サービス業

半導体製品技術者 正社員 2人 ◆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　　　　　　　＊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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形
確定拠出年金

なし
パソコン操作（エクセル
・ワード・メール）

普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県速見郡日出町

44030-00582981 株式会社　浜岳製作所　大分中津
工場

16-1191 自動車・同附属
品製造業

自動車部品検査員 正社員 1人 自動車用車体部品の検査業務を行っていただき
ます。生産された部品を検査表に基づいた寸法測
定（外寸・穴位置等）やキズ・打痕等の外観検査
や出荷検査を行います。各種監査用の書類作成
や帳票整理、取引先へ出向いての監査対応にも
帯同します。

ａ＋ｂ147,740円～214,970円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　5年以
上） パソコン（エクセル・ワ

ード）できる方

不問 大分県中津市

44010-04263781 株式会社　タカフジ 13-1132 管工事業（さく井
工事業を除く）

塗装工（鋼製品の塗装） 正社員 2人 ・塗装工場内での作業（鋼板への焼付け塗装）　　
・建築現場での塗装作業　　　＊直行・直帰となる
場合もあります。　　＊建築現場の範囲：大分県内

ａ＋ｂ168,000円～300,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上）

不問
実務経験（塗装経験）
３年以上優遇

普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県大分市

44030-01809781 有限会社　東栄工業所 13-1036 建設用・建築用
金属製品製造
業（製缶板金業
を含む）

焼付塗装工 正社員 2人 パイプ製缶品（鉄製パイプの棚）の塗装作業を行
います。本溶接が完了したパイプ製缶品についた
油や汚れ、スパッタ等をきれいに取り除きます。そ
れから塗装ブースの乾燥炉にてメラミン（溶剤）・
粉体焼付塗装をします。社用車にて、取引先に出
向く場合があります。

ａ＋ｂ172,500円～207,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

なし 不問
普通自動車免許（ＡＴ
可）

大分県中津市

44010-06492281 株式会社　ユービック 14-1018 塗装工事業 塗装工 正社員 3人 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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問 不問 大分県大分市

44010-05920781 株式会社　佐藤塗工 16-1007 塗装工事業 塗装工 正社員 2人 ・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 なし あり 雇用・労災・健康・厚生 あり 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
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44030-01656781 中津木工株式会社 14-1036 その他の家具・
装備品製造業

ＣＡＤオペレーター見習い 正社員 2人 設計事務所より送られてきた病院、保育園等の家
具・建具・木工の図面をもとに、工場で製作できる
ようＣＡＤを利用して図面作成を行います。未経験
の方は図面の見方からＣＡＤ操作の方法を先輩ス
タッフと一緒に習得していただきます。

ａ＋ｂ146,000円～250,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　4年以
上） 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 大分県中津市

44010-08670281 株式会社　江藤製作所 13-1058 その他の金属製
品製造業

板金ＣＡＤ設計（杵築工場） 正社員 1人 ２Ｄ，３ＤＣＡＤでの展開図作成他設計、積算業務 ａ＋ｂ146,500円～195,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形
厚生年金基金
退職金共済

あり　（勤続　3年以
上）

不問 不問
入社後、会社費用で資
格取得を支援します

大分県杵築市

44010-03490081 株式会社　ブライテック 15-1175 産業用電気機
械器具製造業

（請）ＣＡＤオペレーター及び住宅配
線設計者

正社員 3人 ＣＡＤを使って、一般住宅の電気配線図の作成を
行っていただきます。　　※初めての方には丁寧
に指導いたします

ａ＋ｂ132,000円～184,800円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし 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

44010-04483181 西日本検査　株式会社 13-1019 他に分類されな
い事業サービス
業

調査員又は調査補助員 正社員 1人 ・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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上） Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌが扱える

こと　職務経験不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）　　＊中型自
動車免許（ＡＴ限定可　
８ｔ限定可）あれば優遇

大分県大分市

44010-07111881 大分交通　株式会社 14-1026 一般乗合旅客
自動車運送業

バス運転士（大分営業所又は別府
営業所）

正社員 3人 大分市豊海にある「大分営業所」又は別府市内竃
字北尾関にある「別府営業所」のいずれかの営業
所にて路線バス運転業務　（経験年数等に応じて
、高速バス、貸切バスへの乗務も可）　　就業場所
は本人希望と会社規定により決定致します　　＊
運転免許取得制度あり（採用内定者のみ）　　求
人条件特記事項欄参照　＊制服貸与します

ａ＋ｂ167,800円～167,800円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり 不問
大型２種免許　又は　
普通自動車免許取得
後３年以上（ＡＴ限定可
）

大分県大分市
大分県別府市

44010-03517481 大分バス　株式会社 14-1032 一般乗合旅客
自動車運送業

路線バス運転士 正社員 3人 路線バスの運転及び運行に関わる業務　＊就業
場所は、本人の希望を考慮しますが、事業計画等
を　　ふまえて判断します。　　＊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。　　◎時間外・休日出
勤・代休手当等の各種手当を含めると、　　１ヶ月
平均総額は２０万～２８万円程度になります。　　
◎年間の採用計画に基づき、通年採用しておりま
す◎　　年間採用数１２名以上

ａ＋ｂ165,600円～165,600円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　2年以
上）

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（
ＡＴ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
大分県佐伯市

44030-01755181 大交北部バス　株式会社 14-1027 一般乗合旅客
自動車運送業

バス運転手 正社員 3人 エリア内での路線バスの運転及び観光バスの運
転業務を行います。出勤後、運行予定路線の確
認や車両の確認を行い、点呼を受けた後、予定に
従い運行を行います。運行に伴い運賃の収受や
行き先・乗換場所の案内等の接客業務、運行終
了後の作業日報の作成等も行います。経験に応
じて貸切バスの乗務も可能です。

ａ＋ｂ186,400円～206,400円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり 不問
大型自動車（２種）免
許又は普通自動車免
許（ＭＴ）取得後３年以
上

大分県中津市
大分県宇佐市

44040-01100781 日田バス　株式会社 16-1028 一般乗合旅客
自動車運送業

バス運転士（高速・路線） 正社員 10人 ○高速バス並びに路線バスの運転業務　・主に、
日田～福岡、湯布院～福岡、黒川温泉～福岡の
　　高速バスや日田市内において路線バスの運行
業務を　　おこなっていただきます。　・その他、簡
単なバスのメンテナンス、洗車、車内清掃　　の業
務もあります。　　＊大型車両運転の未経験者歓
迎、将来大型２種免許取得　　可能な方の応募を
お待ちしています。　　【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＋ｂ155,100円～155,100円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上）

不問
（未経験者でも歓迎し
ます）

大型２種免許保持者
又は、普通自動車免許
取得後３年が経過して
いる方（ＡＴ限定可）

大分県日田市

44070-00811481 医療法人　玄々堂　玄々堂高田病
院

15-1201 病院 患者送迎運転手兼院内営繕業務 正社員 1人 社用車（軽、普通自動車）を使用して、豊後高田市
、宇佐市内の透析、リハビリが必要な患者の送迎
業務、及び病院内の草刈りや設備の営繕作業を
行います。　（現在、３名体制で行っています）　介
護福祉士資格取得者は資格にあった業務を行っ
て頂きます。　介護職員初任者研修修了者（ヘル
パー２級相当）資格者の方も応募できます。

ａ＋ｂ130,000円～145,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　4年以
上）

不問
普通自動車免許（ＡＴ）

大分県豊後高田市

44020-02560181 株式会社　両築 17-1017 旅館，ホテル ホテル送迎業務（両築別邸） 正社員 1人 ◆ホテルにおける送迎業務全般　・主に別府市内
のお客様、従業員の送迎業務　・お客様のお出迎
え、お見送り業務　　　　　　　＊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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）　大型自動
車２種免許保持者

大分県別府市

44010-09888681 大分第一交通　株式会社 13-1088 一般乗用旅客
自動車運送業

タクシー乗務員（昼勤）会社説明会
開催中

正社員 3人 ■□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＋ｂ176,000円～250,000円 なし あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上）

不問
普通（大型）２種免許　
ＡＴ限定可能

大分県大分市

44010-09889981 大分第一交通　株式会社 13-1088 一般乗用旅客
自動車運送業

タクシー乗務員（夜勤）　会社説明
会開催中

正社員 3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
２５万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＋ｂ176,000円～350,000円 なし あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上）

不問
普通（大型）２種免許　
ＡＴ限定可能

大分県大分市

44010-09890781 大分第一交通　株式会社 13-1088 一般乗用旅客
自動車運送業

タクシー乗務員（隔日勤務・月１３～
１４日勤務）

正社員 3人 ・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 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ヶ月）　※会社
説明会の実施について　【場所】ｉｉｃｈｉｋｏ総合文化
センター４Ｆ小会議室　【日時】　４／１２（木）・４／
２６（木）１４：００～１７：００　４／２１（土）９：００～
１２：００

ａ＋ｂ176,000円～280,000円 なし あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上）

不問
普通（大型）自動車２
種免許

大分県大分市

44010-09268481 株式会社　双葉タクシー 13-1016 一般乗用旅客
自動車運送業

タクシー乗務員（養成可） 正社員 2人 お客様を目的地まで安全快適にお送りするのが
我々の仕事です。　・１日平均配車回数（全体）７５
０回　・会社からの配車指示割合：９０％　　「会社
に関わる全ての人を幸せにします」という経営理
念のもとお客様満足度を徹底的に追求した結果、
売上・受注本数共に前年比１０％以上の成長を続
けています。　社員満足の追及にも力を注いでお
り充実した社員教育や労働環境の整備にも力を
注いでいます。

ａ＋ｂ155,600円～155,600円 なし なし 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問
普通自動車２種免許　
※養成の場合：普通自
動車１種免許（取得か
ら要３年以上）

大分県大分市



36/40

求人番号 ＨＷ求人番号 事業所名 ＳＪＣ登録番号 業種 求人職種 雇用形態 採用人数 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）

昇給（実績） 賞与（実績） 加入保険等 退職金制度 必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

44010-07380281 大分第一交通　株式会社 13-1088 一般乗用旅客
自動車運送業

タクシー乗務員（隔日勤務）南大分
営業所・会社説明会開催中

正社員 3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
２５万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＋ｂ176,000円～280,000円 なし あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上）

不問
普通（大型）２種免許　
ＡＴ限定可能

大分県大分市

44010-07381181 大分第一交通　株式会社 13-1088 一般乗用旅客
自動車運送業

タクシー教習生乗務員（南大分営業
所）・会社説明会開催中

正社員 1人 ■□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 なし なし 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上）

不問
普通自動車免許一種（
ＡＴ限定可）＊取得３年
以上＊

大分県大分市

44010-07384681 大分第一交通　株式会社 13-1088 一般乗用旅客
自動車運送業

タクシー教習生乗務員（南大分営業
所）４５歳以下

正社員 5人 ・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 新カーナビの装備で安心で
す。

ａ＋ｂ200,000円～200,000円 なし なし 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上）

不問
普通自動車免許１種（
ＡＴ限定可）＊取得３年
以上＊

大分県大分市

44010-07385981 大分第一交通　株式会社 13-1088 一般乗用旅客
自動車運送業

タクシー乗務員（夜勤）南大分営業
所・会社説明会開催中

正社員 3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
２５万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＋ｂ176,000円～350,000円 なし あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上）

不問
普通（大型）２種免許　
ＡＴ限定可

大分県大分市

44010-04050681 大分第一交通　株式会社 13-1088 一般乗用旅客
自動車運送業

タクシー教習生乗務員　会社説明
会開催中

正社員 1人 ■□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ヶ
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 なし なし 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上）

不問
普通自動車１種免許（
ＡＴ可・取得３年以上）

大分県大分市

44010-04051981 大分第一交通　株式会社 13-1088 一般乗用旅客
自動車運送業

タクシー乗務員（養成員）４５歳以下
　会社説明会開催中

正社員 1人 ■□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ヶ
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 なし なし 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上）

不問
普通自動車１種免許（
ＡＴ可・取得３年以上）

大分県大分市

44010-04052581 大分第一交通　株式会社 13-1088 一般乗用旅客
自動車運送業

タクシー乗務員（女性専用求人）・
会社説明会開催

正社員 1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
２５万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＋ｂ176,000円～350,000円 なし あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上）

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

44010-04053481 大分第一交通　株式会社 13-1088 一般乗用旅客
自動車運送業

タクシー乗務員（女性専用求人／南
大分営業所）

正社員 1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
２５万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＋ｂ176,000円～350,000円 なし なし 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上）

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

44010-04060581 大分第一交通　株式会社 13-1088 一般乗用旅客
自動車運送業

タクシー乗務員（昼勤／南大分営業
所）・会社説明会開催

正社員 1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
２５万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＋ｂ176,000円～250,000円 なし あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上）

不問
普通自動車２種免許（
ＡＴ限定可）

大分県大分市

44020-02007681 みなとタクシー　株式会社 17-1085 一般乗用旅客
自動車運送業

タクシー乗務員（別府） 正社員 5人 ◆タクシーに乗務し、お客様を安全快適に輸送す
るお仕事　　です。　　＊養成制度有り（普通免許
取得後３年以上の方が対象）　　養成制度の詳細
は面接時に説明します。　　＊勤務種別は８種類
あり。　　　※応募には、ハローワークの紹介状が
必要です。

ａ＋ｂ157,746円～157,746円 なし なし 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　1年以
上）

不問
　経験者尚可 普通１種免許取得後３

年以上経過の方（養成
）または、　普通２種免
許

大分県別府市

44020-02715381 みなとタクシー　株式会社 17-1085 一般乗用旅客
自動車運送業

タクシー乗務員（湯布院） 正社員 5人 ◆タクシーに乗務し、お客様を安全・快適に輸送
する　・待機場所（エリア）がおおむね決まっており
ますので、流　しではありません　　＊就業場所～
湯布院事業所　＊勤務種別は１１種類あり　　　　
＊応募にはハローワークの紹介状が必要です。

ａ＋ｂ200,000円～310,000円 なし なし 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　1年以
上）

不問
　＊タクシー未経験者
歓迎

普通２種免許（普通又
は大型）　　普通１種取
得後、３年経過の方（
養成）

大分県由布市
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求人番号 ＨＷ求人番号 事業所名 ＳＪＣ登録番号 業種 求人職種 雇用形態 採用人数 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）

昇給（実績） 賞与（実績） 加入保険等 退職金制度 必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

44010-08493881 株式会社　トランスネットワーク 15-1117 貨物運送取扱
業（集配利用運
送業を除く）

４トントラック配送員【急募】 正社員 3人 ・福岡、佐賀、大分県内の定期便が３８コースあり
ます　・外食チェーンの冷凍、冷蔵食品の配送　・
スーパーへのカゴ台車配送　　【就業時間補足】　
・所定労働時間は１日８時間（超える分は時間外
扱い）　・荷主取引先の都合により始業・終業時間
を定める　（就業時間欄以外の時間帯・休憩のシ
フトあり）　　［現状実態として］１時～２３時の間の
拘束時間１１時間　（所定８時間＋残業２時間＋
休憩１時間）

ａ＋ｂ220,000円～270,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問
（経験者優遇） 普通自動車免許（ＡＴ

限定不可）　＊中型所
有者尚良し　※入社時
は普通免許で可です
が、業務で中型免許が
必要な為、何れは必ず
取得頂きます。取得費
用は会社で助成します
。

大分県大分市

44030-01006081 株式会社　中津急行 14-1040 一般貨物自動
車運送業

中型運転手（大分） 正社員 2人 中型トラックを運転しての集配業務となります。大
分市及び県南方面で依頼のあった個所への集荷
業務と九州管内への配送業務になります。小荷物
・家電・その他等を積載、運搬します。

ａ＋ｂ192,672円～212,672円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上）

不問
（経験者優遇） 中型自動車免許　　フ

ォークリフト資格（フォ
ークリフト免許のない
方は要相談）

大分県大分市

44030-01007381 株式会社　中津急行 14-1040 一般貨物自動
車運送業

大型（１０ｔトラック）運転手（大分） 正社員 1人 大型トラック（１０ｔ）を運転して鳥栖、小郡の事業
所へ家電の引取業務を行っていただきます。家電
を積載、運搬します。荷物は大分営業所倉庫まで
運搬し、荷下ろしを行います。

ａ＋ｂ212,672円～312,672円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問
大型自動車免許　　フ
ォークリフト資格

大分県大分市

44030-01233081 株式会社　中津急行 14-1040 一般貨物自動
車運送業

４ｔトラック運転手（九州一円） 正社員 2人 ４ｔトラックによる一般貨物・自動車部品の積み込
み、積み下ろし（フォークリフト使用）等の配送業務
となります。配送エリアは九州一円となりますが、
基本は日帰りの業務となります。

ａ＋ｂ148,756円～198,756円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上）

不問
中型自動車運転免許　
フォークリフト資格

大分県中津市

44030-01234381 株式会社　中津急行 14-1040 一般貨物自動
車運送業

大型運転手（中津～倉敷） 正社員 3人 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 なし あり 雇用・労災・健康・厚生 あり 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

44040-01324381 株式会社　モンリク 16-1175 一般貨物自動
車運送業

トラック運転手 正社員 1人 ○サッポロビール製品の配送業務を行っていただ
きます。　・配送地域：福岡県、佐賀県、長崎県、
熊本県、大分県、宮　　　　　　崎県、山口県、広島
県、島根県　・配送先　：サッポロビール（株）が契
約する特約店　・作業内容：製品積み込み、取り
降ろし、仕分作業、容器回　　　　　　収、伝票記入
　・作業形態：早朝３：００～積み／当日、夕積み
の２通り　　　　　　　納品先は、複数県（２件以上）
あり　・その他　：車両管理（整備、タイヤローテー
ション）　　　　　　　詳細は面談にて

ａ＋ｂ150,000円～160,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問
・大型自動車免許一種
　・フォークリフト資格

大分県日田市

44070-00982581 高田通運　株式会社 16-1005 一般貨物自動
車運送業

大型運転手（ウイング・平ボデー） 正社員 1人 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 なし あり 雇用・労災・健康・厚生 なし
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

44070-00983481 高田通運　株式会社 16-1005 一般貨物自動
車運送業

大型運転手 正社員 1人 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 なし あり 雇用・労災・健康・厚生 なし
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

44070-00534881 高田通運　株式会社 16-1005 一般貨物自動
車運送業

大型クレーン運転士 正社員 1人 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 なし あり 雇用・労災・健康・厚生 なし
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

大分県豊後高田市

44010-06109781 株式会社　滝尾プラント 16-1060 セメント・同製品
製造業

生コンクリート車運転手 正社員 1人 生コンクリート車の運転・操作　　作業現場：主に
大分市内　　＊未経験の方でも丁寧に指導いたし
ます。

ａ＋ｂ160,000円～220,000円 なし なし 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問
生コンクリート車運転
経験者尚可

大型自動車免許一種
大分県大分市

44010-06112681 株式会社　滝尾プラント 16-1060 セメント・同製品
製造業

ダンプ車運転手 正社員 1人 ダンプ車を使用し、各現場へ材料運搬及び積み
下ろし作業を担当していただきます。　　作業現場
：主に大分市内ですが、たまに玖珠周辺への運搬
作業があり。

ａ＋ｂ200,000円～200,000円 なし なし 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問
ダンプ車運転経験者尚
可

大型自動車免許一種
大分県大分市

44020-02713181 株式会社　藤建工業 16-1166 一般貨物自動
車運送業

大型トラック運転手 正社員 1人 ◆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 なし あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

なし
　経験者 　大型自動車免許

大分県速見郡日出町

44030-01005181 株式会社　中津急行 14-1040 一般貨物自動
車運送業

タンクローリー運転手（大分市） 正社員 2人 タンクローリーで石油、重油等を配送する業務（充
填作業もあります）を行います。ガソリンスタンド、
店、旅館等に配送をします。配送エリアは、大分
市内及び大分市近郊になります。

ａ＋ｂ212,672円～312,672円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上）

不問
（経験者優遇） 大型自動車免許一種　

危険物取扱車（丙種以
上）

大分県大分市

44060-00951281 リマテック九州　株式会社 17-1063 産業廃棄物処
理業

大型車乗務作業員 正社員 1人 ・タンク車又は平ボディ車に乗務し、産業廃棄物の
収集運搬　やリサイクルした燃料を運搬する。　・
顧客先での荷卸し作業もあります。　　＊長期勤
続できる方を希望します。

ａ＋ｂ153,000円～210,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

なし 不問
大型自動車第一種免
許　（けん引第一種免
許あれば尚良し）

大分県臼杵市

44010-07189181 株式会社　環境整備産業 13-1114 一般廃棄物処
理業

運転手（産業廃棄物収集運搬） 正社員 1人 大分市加納にある当社の「第一工場」から、３トン
もしくは４トンパッカー車にて決まったルートを回り
、事業所の廃棄物をワンマンにて回収していただ
きます。　・ルートは主に大分市内ですが、別府や
国東方面もあります。　・回収は可燃物、不燃物、
飲料容器、段ボール等です。　・入社２か月程度
は安全研修やルートを覚えていただくため、２名
乗車です。　・帰社後は担当車両の洗車を行いま
す。

ａ＋ｂ221,000円～221,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上）

不問
中型自動車免許（４ト
ン車が運転できること
、ＡＴ限定不可）　＊８ト
ン限定可

大分県大分市

44030-01829381 株式会社　浜岳製作所　大分中津
工場

16-1191 自動車・同附属
品製造業

フォークリフト作業員 正社員 1人 フォークリフトを操作して、自動車用車体部品材料
の製造ラインへの搬入及び完成品の運搬、パレッ
トの入れ替えが主体業務となります。また、自動
車部品材料の詰め替え作業や製造ライン内の部
品の補充作業等があります。

ａ＋ｂ146,080円～207,500円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　5年以
上） フォークリフト作業経験

者
フォークリフト免許

大分県中津市

44010-08418781 濱田重工　株式会社　大分支店 14-1079 その他の鉄鋼業 オペレーター及び重機運転 正社員 1人 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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形
確定拠出年金

あり　（勤続　3年以
上）

不問
普通自動車運転免許（
ＡＴ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

44030-01334781 株式会社　川原建設 14-1125 土木工事業（舗
装工事業を除く
）

重機オペレーター 正社員 2人 「３Ｄマシンガイダンス」を搭載した重機を使用して
の機械土木工事を主に行っていただきます。「３Ｄ
マシンガイダンス」の教育・研修制度があります。
工事に伴う土木作業や重機の清掃等も行います
。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＋ｂ200,000円～350,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生
厚生年金基金
退職金共済

あり　（勤続　5年以
上） 重機オペレーター経験

者　パソコン（エクセル
他）できる方

車両系建設機械の（整
地等）及び（解体用）運
転免許　普通自動車免
許ＭＴ　２級土木施工
管理技士以上または
同等な資格

大分県中津市

44010-08523781 株式会社　ティー・シージャパン 14-1049 一般土木建築
工事業

甲板船上作業員 正社員 3人 起重機船上作業（玉掛作業・溶接作業など）　玉
掛作業を主に行っていただきます。

ａ＋ｂ238,000円～348,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　3年以
上）

不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）　玉掛技能
講習者

大分県大分市

44020-02221081 株式会社　両築 17-1017 旅館，ホテル ホテル施設管理（両築別邸） 正社員 1人 ◆ホテル内施設の修繕や温泉の温度管理等の施
設管理業務　　電球交換、簡易な建物補修および
応急処置　等　　源泉・温泉温度の管理、温泉の
入れ替え　等　　外部業者の修理等の立会業務　
　　　　　＊応募には、ハローワークの紹介状が必
要です。

ａ＋ｂ180,000円～300,000円 あり なし 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問 不問
　＊危険物乙種４類資
格あれば　尚可

大分県別府市

44010-09515481 共立技建工業　株式会社 15-1177 機械器具設置
工事業

一般作業員（とび・土木工事） 正社員 1人 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 なし なし 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上）

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
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44010-06962581 株式会社　大高組 15-1183 とび・土工・コン
クリート工事業

鳶土工 正社員 3人 建設現場にて、足場の組立、鉄骨の建方、重機掘
削等の作業です。　［主な作業］　・足場組立手元
作業、コンクリート打設作業　・鉄骨建方手元作業
、重機掘削手元作業　　　作業現場：大分県内一
円、時折は他県出張有り

ａ＋ｂ240,000円～360,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　5年以
上）

不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）

大分県大分市

44010-03469681 株式会社　和高組 17-1090 鉄骨・鉄筋工事
業

鳶・土木・解体工事・現場組立作業
員

正社員 2人 大分市内の現場での作業補助を行っていただき
ます。　・ビル等解体現場の足場設置　・建物の解
体、資材整理、運搬　・ガス溶接、ガス切断　・造
船工事に関する各種施工（溶接鉄鋼・配管・ＴＩＧ
溶接　等）　＊未経験の方も丁寧に指導していま
す。　＊就職後、まず足場設置補助、資材整理等
の業務を行ってい　ただきます。　＊経験を積んだ
後、ガス溶接等の免許取得を会社主導で行っ　て
いただき業務の幅を広げていただきます。

ａ＋ｂ207,000円～310,500円 あり なし 雇用・労災・健康・厚生・財
形

退職金共済

なし 不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県大分市

44010-03470481 株式会社　和高組 17-1090 鉄骨・鉄筋工事
業

鳶・土木・解体工事・現場組立作業
員（震災被災者対象求人）

正社員 2人 大分県内の現場での作業補助を行ていただきま
す（九州一円への出張もあります）。　・ビル等解
体現場の足場設置　・建物の解体、資材整理、運
搬　・ガス溶接、ガス切断　＊未経験の方も丁寧に
指導しています。　＊就職後、まず足場設置補助
、資材整理等の業務を行ってい　ただきます。　＊
経験を積んだ後、ガス溶接等の免許取得を会社
主導で行っ　ていただき業務の幅を広げていただ
きます。　＊震災被災対象者専用求人

ａ＋ｂ207,000円～310,500円 あり なし 雇用・労災・健康・厚生・財
形

退職金共済

なし 不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

大分県大分市

44010-06062281 有限会社　岩賢住宅 16-1118 木造建築工事
業

建築大工 正社員 1人 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

ａ＋ｂ299,000円～310,500円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　1年以
上） 建築大工経験者 普通自動車免許（ＡＴ

限定不可）

大分県大分市

44030-00683081 株式会社　ＴＯＰＨＯＭＥ 16-1180 木造建築工事
業

建築大工又は建築大工見習い（経
験不問）

正社員 1人 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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　2年以
上） 車持込みできる方 普通自動車免許（ＭＴ）

大分県中津市

44030-00684381 株式会社　ＴＯＰＨＯＭＥ 16-1180 木造建築工事
業

建築作業員 正社員 2人 主に新築住宅において、造成工事、基礎工事から
建物完成後の外構工事や舗装工事等の建設工
事全般を業務とします。工事現場は、大分県全域
と福岡県行橋市近郊となります。入社後は、工事
現場の見学や研修を経て基礎知識を学び、そこ
から先輩社員による指示を仰ぎ補助として業務を
行います。経験や知識を得た上で新築現場での
本格的な業務が始まります。現場へ持込み車で
出向くこともあります。

ａ＋ｂ196,000円～213,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　2年以
上） 車持込みできる方 普通自動車免許（ＭＴ）

大分県中津市

44030-00699181 株式会社　ＴＯＰＨＯＭＥ 16-1180 木造建築工事
業

建築大工又は建築大工見習い 正社員 1人 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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　2年以
上） 車持込みできる方　　（

大工経験者優遇）
普通自動車免許（ＭＴ）

大分県中津市

44010-06064081 有限会社　岩賢住宅 16-1118 木造建築工事
業

建築大工見習い 正社員 1人 　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　　＊初めての
方には丁寧に指導します

ａ＋ｂ161,000円～253,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　1年以
上）

不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）

大分県大分市

44030-00828381 株式会社　三信建材社 13-1137 建築材料卸売
業

瓦葺き作業員 正社員 1人 瓦（かわら）、コロニアル、太陽光発電パネル及び
システムの施工や下地工事（ルーフィング、桟木（
さんぎ）等）など一般住宅等の屋根の工事全般を
行っていただきます。資材の屋根への運び上げは
、専用の機械により行います。現場へは社用車（
ＭＴ）で向かいます。

ａ＋ｂ172,800円～172,800円 なし なし 雇用・労災・健康・厚生・財
形

退職金共済

あり　（勤続　3年以
上）

不問
（瓦葺技能士資格をお
持ちの方優遇）

普通自動車免許１種（
ＭＴ）

大分県中津市

44060-00769081 小代築炉工業　株式会社 17-1053 その他の設備工
事業

左官 正社員 1人 ・セメント高炉のメンテナンス作業における左官業
務　・一般住宅の建築現場での左官業務

ａ＋ｂ184,800円～231,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形
確定拠出年金

あり　（勤続　3年以
上） 左官業務経験５年以

上
普通自動車免許（ＭＴ）

大分県津久見市

44010-09514581 共立技建工業　株式会社 15-1177 機械器具設置
工事業

一般作業員（管工事） 正社員 1人 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 なし なし 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上）

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

44010-06868481 日伸テクノ　株式会社 16-1077 その他の職別工
事業

配管工及び施工管理 正社員 1人 工事配管及び施工管理業務 ａ＋ｂ165,000円～300,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形
厚生年金基金
退職金共済

あり　（勤続　3年以
上）

不問
配管工、施工管理業務
経験者優遇

普通車免許（ＡＴ限定
不可）　　１級配管工事
施工管理技士、１級建
築配管工いずれか取
得者優遇（賃金幅に反
映）

大分県大分市

44040-01626581 株式会社　水明 16-1110 管工事業（さく井
工事業を除く）

配管工補助員（資格・経験不問 正社員 1人 ○給排水衛生、空調、上下水道等の設備工事及
びメンテナン　ス業務　　　＊施工場所：一般住宅・
マンション・店舗・公共施設・　　　　　　　病院・学校
・ホテル等　　【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】　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　「建設」

ａ＋ｂ180,000円～270,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

退職金共済

あり　（勤続　3年以
上）

不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）

大分県日田市
福岡県久留米市

44040-01123681 株式会社　大日 16-1153 管工事業（さく井
工事業を除く）

配管工 正社員 1人 ○洗面台、便器、ユニットバス、システムキッチン
などの　　住宅水回り設備等への配管作業。　○
水道本管作業　　※将来的に配管技能士等資格
取得を目指していただける方　＊社用車使用　　　
　　　　　　　　　　　「建設」

ａ＋ｂ150,000円～300,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　3年以
上）

不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）　（配管技
能士あれば採用面で
優遇）

大分県日田市

44060-01899681 株式会社　臼杵鋼鈑工業所 13-1060 暖房・調理等装
置，配管工事用
附属品製造業

溶接工、仕上げ工 正社員 1人 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 なし あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり 不問
普通自動車（ＭＴ）

大分県臼杵市
大分県大分市

44040-01631081 株式会社　水明テクノス 16-1110 電気工事業 電気工事施工管理士 正社員 1人 ○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　　　【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～300,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　3年以
上）

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）

大分県日田市
福岡県久留米市

44040-01632381 株式会社　水明テクノス 16-1110 電気工事業 電工補助員（資格・経験不問） 正社員 2人 ○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　　　【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～270,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　3年以
上）

不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）

大分県日田市
福岡県久留米市

44040-01508281 株式会社　伊藤電気 16-1102 電気工事業 電気工事士 正社員 1人 ○一般住宅、工場、店舗などにおける電気配線工
事及び空調　設備、照明設備工事など。　・工事
場所は、県内・近県　＊未経験の方には丁寧に指
導いたします。必要な各種免許・　資格等は入社
後会社のバックアップにより取得できます。　＊基
本給については、経験等により優遇いたします。
作業服　は、年２回会社より支給いたします。　　【
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＋ｂ165,000円～305,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

なし 不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）

大分県日田市

44040-01121081 株式会社　大日 16-1153 管工事業（さく井
工事業を除く）

電気工事作業及び管理 正社員 1人 ○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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　3年以
上） 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
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44040-00791981 株式会社　水明 16-1110 管工事業（さく井
工事業を除く）

電工補助員（資格・経験不問） 正社員 1人 ○給排水衛生、空調、上下水道等の電気設備工
事及びメンテナン　ス業務　　　＊施工場所：一般
住宅・マンション・店舗・公共施設・　　　　　　　病院
・学校・ホテル等　　【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】　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　「建設」

ａ＋ｂ180,000円～270,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

退職金共済

あり　（勤続　3年以
上）

不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）

大分県日田市
福岡県久留米市

44060-01479681 有限会社　日豊メンテナンス 17-1012 建物サービス業 通信業務作業員 正社員 1人 通信業務作業全般　・Ｂ－フレッツ（ＮＴＴ）取付作
業　・電柱での作業　・電話回線などの故障修理　
等　　　　　　　　　　＊通信関係の有資格者、ケー
ブルテレビ作業の経験者優遇　＊未経験者は入
社後指導します。　＊佐伯、臼杵、津久見市エリア
で作業します。　＊高所作業車、ハシゴによる高
所作業（６～８ｍ）あり　＊業務内容の詳細は面接
時に説明致します。　＊準中型自動車運転免許（
ＭＴ）は採用後取得可能です（費　用等は面接時
に説明）。

ａ＋ｂ160,000円～190,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

なし 不問
経験者優遇 ・普通自動車免許（ＭＴ

）は必須　・準中型自
動車運転免許（７．５ｔ
未満）ＭＴあれば尚良
し

大分県佐伯市

44010-09517881 共立技建工業　株式会社 15-1177 機械器具設置
工事業

一般作業員（機械器具設置工事） 正社員 1人 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 なし なし 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上）

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

44010-09512681 共立技建工業　株式会社 15-1177 機械器具設置
工事業

一般作業員（鋼構造物工事） 正社員 1人 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 なし なし 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上）

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

44010-03390981 有限会社　八徳進業 16-1188 建築工事業（木
造建築工事業を
除く）

建築・土木作業員 正社員 5人 建築物の基礎工事　重機工事　土木工事　解体
工事　溶接工事　現場片付け等　他

ａ＋ｂ205,000円～237,500円 あり なし 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）　ガス溶接、ア
ーク溶接

大分県大分市

44030-01335881 株式会社　川原建設 14-1125 土木工事業（舗
装工事業を除く
）

土木作業員 正社員 3人 土砂の堀削や埋戻しなど土木現場での現場作業
全般を行っていただきます。現場の範囲は中津市
内が中心で、道路・河川等の土木作業となります
。社用車（ＭＴ）にて現場に向かいます。

ａ＋ｂ130,000円～250,000円 なし あり 雇用・労災・健康・厚生
厚生年金基金
退職金共済

あり　（勤続　5年以
上）

不問
普通自動車免許（ＭＴ）

大分県中津市

44070-00749981 株式会社　末宗組 17-1014 一般土木建築
工事業

土木作業員 正社員 2人 土木・舗装・建築工事現場において、土砂の掘削
や埋め戻し、アスファルト舗装、コンクリート工事
等の各種作業を行って頂きます。また、重機等の
運転資格者は建設機械を使った業務を行って頂
きます。その他、現場に出る場合は社用車（軽トラ
ック・２ｔダンプ等）を使用し、資材の運搬等も行っ
て頂きます。なお、作業に必要な資格を取得する
場合は会社負担にて取得を目指して頂きます。

ａ＋ｂ186,400円～209,700円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　1年以
上）

不問
普通自動車免許（ＭＴ）
　車両系建設機械運転
資格者なお可

大分県宇佐市

44080-00866881 株式会社　友岡組 15-1180 一般土木建築
工事業

土木・舗装作業員 正社員 4人 ＊土木工事および舗装工事の施工作業　（道路・
橋梁・河川等の建設に伴う作業）　　　　　　　　◎「
事業所情報表示」のボタンをタッチすると写真画
像を見ることができます。

ａ＋ｂ165,000円～300,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　5年以
上）

不問 不問 大分県豊後大野市

44080-00867281 株式会社　友岡組 15-1180 一般土木建築
工事業

舗装技術職 正社員 2人 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　＊入社後、土木施工管
理技士資格の取得が可能です。　（取得費用は会
社規定により補助あり）　　◎「事業所情報表示」
のボタンをタッチすると写真画像を見ることができ
ます。

ａ＋ｂ180,000円～350,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　5年以
上）

不問
（経験者優遇） ・普通自動車運転免許

（ＡＴ限定可）　（土木施
工管理技士２級以上あ
れば尚良い）

大分県豊後大野市

44010-08420181 株式会社　ＫＡＩＯＨ 14-1123 各種商品卸売
業

鮮魚の配達員 正社員 1人 大分中央卸売市場内にて仕入れた鮮魚の配送業
務です。　（トラックは２ｔ～３ｔ）　　＊配送先は大分
市内のスーパー、飲食店になります　＊鮮魚商品
の仕分け、積込み作業を行った後、各店舗へ配送
していただきます　＊運搬には台車等も使用しま
すが、台車やトラックへの積み下ろしは手作業に
なります

ａ＋ｂ230,000円～250,000円 なし あり 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問
（トラック運転又は鮮魚
店勤務経験者・魚卸の
経験者優遇）

普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）　中型自動
車免許

大分県大分市

44010-08421081 株式会社　ＫＡＩＯＨ 14-1123 各種商品卸売
業

鮮魚の配達員（２） 正社員 1人 大分中央卸売市場内にて仕入れた鮮魚の配送業
務です。　（トラックは２ｔ～３ｔ）　　＊配送先は大分
市内のスーパー、飲食店になります　＊鮮魚商品
の仕分け、積込み作業を行った後、各店舗へ配送
していただきます　＊運搬には台車等も使用しま
すが、台車やトラックへの積み下ろしは手作業に
なります

ａ＋ｂ230,000円～250,000円 なし あり 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問
（トラック運転又は鮮魚
店勤務経験者・魚卸の
経験者優遇）

普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）　中型自動
車免許

大分県大分市

44040-01320881 株式会社　モンリク 16-1175 一般貨物自動
車運送業

物流倉庫業務 正社員 1人 ○サッポロビール株式会社九州日田工場内での
物流業務　・ビール製品のトラックへの積み込み、
取り降ろし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全体
の７０％　・ビールピッキング（手作業）　　　　　　全
体の１０％　・ワイン製品のピッキング作業（手作
業）　全体の　５％　・その他付帯作業（コンテナ内
積込、装製作業、廃棄作業　　他）　　　　　　　　　　
　　　　　　　全体の１５％　　※フォークリフト無資格
者は、資格取得の斡旋を致します　※無事故、無
災害継続の為の安全知識、安全技術の指導致し
　ます

ａ＋ｂ140,000円～150,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問 不問
フォークリフト資格あれ
ば尚可

大分県日田市

44030-01235681 株式会社　中津急行 14-1040 一般貨物自動
車運送業

配達員（２ｔ～４ｔトラック運転手） 正社員 1人 ２ｔ～４ｔトラックを使用して、小荷物の集配業務を
行います。荷物は重量物（２０ｋｇ以上）も含み１日
に１００個程度を１人で集配します。集配エリアは
、大分県北（中津・日田・宇佐・豊後高田）で商店
や会社への集配業務となります。

ａ＋ｂ124,274円～223,274円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上）

不問
（フォークリフト作業経
験あれば尚可）

中型自動車運転免許（
ＭＴ）

大分県中津市

44030-01255881 株式会社　中津急行 14-1040 一般貨物自動
車運送業

中型運転手（４ｔトラック） 正社員 1人 ４ｔトラックを使用して、小荷物の集配業務を行い
ます。荷物は重量物（２０ｋｇ以上）も含み１日に１０
０個程度を１人で集配します。中津市から杵築市、
国東市の荷物の集配を行い、集荷した荷物を大
分市の営業所に持込みます。

ａ＋ｂ124,274円～223,274円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上）

不問
準中型自動車免許（Ｍ
Ｔ）以上　フォークリフト

大分県中津市

44010-09911581 タカキ製作所　株式会社 17-1018 計量器・測定器
・分析機器・試
験機・測量機械
器具・理化学機
械器

板金・機械加工製品の納入・引取、
梱包作業

正社員 1人 ・１．５～２ｔトラックでの製品の引取、納入　・製品
の梱包、検査　　＊業務については指導致します（
研修あり）

ａ＋ｂ145,000円～195,200円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形
確定拠出年金

あり　（勤続　3年以
上） １．５～２ｔトラック（ＭＴ）

が運転できること　直
近２年以内無事故無
違反の方　職務経験不
問

普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）

大分県大分市

44060-01780281 株式会社　ダイプロ南部販売 15-1077 燃料小売業 ＬＰＧガスバルクローリー配送員 正社員 1人 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＋ｂ156,200円～166,200円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　5年以
上）

不問
・中型自動車運転免許
（８ｔ限定可）ＭＴ

大分県佐伯市

44060-01397681 株式会社　ダイプロ南部販売 15-1077 燃料小売業 配送員 正社員 2人 ＬＰＧガス配送業務　・ガスボンベ積み込み、配送
業務　・お客様宅でボンベの交換業務（交換は台
車及び回転して運　びます。）　　＊配送範囲は佐
伯市内です。　＊体力を要する業務です。

ａ＋ｂ171,200円～191,200円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生

退職金共済

あり　（勤続　5年以
上）

不問
・普通自動車免許（ＭＴ
）必須　・丙種化学、高
圧ガス販売主任２種、
液化石油ガス設備士、
ガ　ス主任技術者甲、
保安調査員　の内どれ
か１つ

大分県佐伯市
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求人番号 ＨＷ求人番号 事業所名 ＳＪＣ登録番号 業種 求人職種 雇用形態 採用人数 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）

昇給（実績） 賞与（実績） 加入保険等 退職金制度 必要な経験等 必要な免許・資格 就業場所(住所)

44010-06291281 株式会社　クリニカル・サポート大
分

16-1190 洗濯業 ルート配送員 正社員 3人 老人ホーム・病院等からでる洗濯物を回収し、弊
社洗濯工場内に持ち込みます。　回収物を消毒・
洗濯・乾燥し、クリーニング完成品を回収元に配
送します。　　２０ｋｇ程度の物を抱えます　訪問先
は、ほぼ固定（大分県内一円）です

ａ＋ｂ230,000円～250,000円 あり なし 雇用・労災・健康・厚生 あり 不問
中型自動車免許　　平
成１９年５月迄の免許
取得者…普通免許（Ａ
Ｔ限定不可）

大分県由布市

44010-04520881 株式会社　千代田 16-1078 建物サービス業 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）

正社員 1人 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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上）

不問
実務経験あれば尚可 普通自動車免許（ＡＴ

限定可）

大分県大分市

44010-04522181 株式会社　千代田 16-1078 建物サービス業 総合ビルメンテナンス業務（トキ本
店・トキハ会館）

正社員 1人 大分市府内町２丁目にある「トキハ本店・トキハ会
館」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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上）

不問
実務経験あれば尚可 普通自動車免許（ＡＴ

限定可）

大分県大分市

44020-01285781 第一ビル管理　株式会社 16-1079 建物サービス業 清掃副責任者（城島高原ホテル） 正社員 1人 ◆「城島高原ホテル」の清掃全般副責任者業務　
・作業員の管理（責任者の補助）　・清掃作業場所
毎の作業員の割り振り　・清掃前や清掃後の確認
　・相手先担当者との打ち合わせ　等　　＊普通自
動車免許（ＡＴ限定可）お持ちの方の場合作業員
の　送迎をしてもらう場合有り　　　※応募には、ハ
ローワークの紹介状が必要です。

ａ＋ｂ180,000円～180,000円 なし なし 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問 不問
　＊普通自動車免許（
ＡＴ限定可）あれば尚
可

大分県別府市

44010-03410581 株式会社　千代田 16-1078 建物サービス業 総合ビルメンテナンス業務（ホテル
由布院倶楽部）

正社員 1人 湯布院町川上にある「ホテル由布院倶楽部」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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　3年以
上）

不問
実務経験あれば尚可 普通自動車免許（ＡＴ

限定可）

大分県由布市

44030-01822581 有限会社　恵上商店 15-1185 一般廃棄物処
理業

収集運搬作業員（玖珠） 正社員 1人 ４トンパッカー車（ＭＴ）を運転し、玖珠町内の廃棄
物や古紙・ビン・カン等資源物を回収する収集運
搬作業を行なっていただきます。回収後、廃棄物
は玖珠清掃センターへ運搬し、資源物は本社（中
津市）へ運搬します。

ａ＋ｂ175,000円～210,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり 不問
中型自動車免許（ＭＴ）
または８トン限定でも
可

大分県中津市
大分県玖珠郡玖珠町

44030-01685381 有限会社　恵上商店 15-1185 一般廃棄物処
理業

収集運搬作業員 正社員 1人 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 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり 不問
中型自動車免許（ＭＴ）
または８トン限定でも
可

大分県中津市

44010-09192681 有限会社　フードスタッフ 13-1124 その他の各種商
品小売業（従業
者が常時５０人
未満のもの）

袋詰め・ピッキング作業員 正社員 1人 菓子商品の袋詰め作業、ピッキング作業　等　・箱
入り商品を箱から出し、オリジナルの包装やシー
ルを張　り魅力のある商品に仕上げる　・箱は重
い物で５～１０ｋｇ位です　　＊アットホームな雰囲
気で親切丁寧に指導します。

ａ＋ｂ145,000円～170,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問 不問 大分県由布市

44010-09266981 株式会社　トランスネットワーク 15-1117 貨物運送取扱
業（集配利用運
送業を除く）

通信販売出荷業務 正社員 1人 保管仕分け業務　・入荷品を倉庫に保管　・指定
の指示デ－タに従い、送り状を発行する　・送付先
別に商品をピッキングして、仕分けする　・必要に
より梱包し、シ－ルを貼る　出荷業務　・指定の運
送会社に商品を渡す　・重いもので３０Ｋｇ位あり、
基本手積みです　在庫管理

ａ＋ｂ140,000円～160,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 なし 不問 不問 大分県大分市

44010-10111981 株式会社　菊家 15-1084 パン・菓子製造
業

商品仕分け事務員 正社員 1人 ・菓子類を各店舗への商品仕分け作業　・伝票の
整理　・パソコン入力作業　・のし紙作成（パソコン
使用）　・電話対応　等

ａ＋ｂ139,000円～160,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

退職金共済

あり　（勤続　2年以
上）

不問 不問 大分県由布市

44040-01380181 株式会社　オートリサイクルナカシ
マ

17-1003 自動車卸売業 自動車リサイクルパーツの生産スタ
ッフ

正社員 1人 ○使用済の自動車や事故車などから、まだまだ使
えるエン　　ジンや部品を取り外し、点検して綺麗
にした後、箱詰め　　して買って頂いたお客様に発
送します。　・入社直後は部品の洗浄や磨き作業
、梱包という箱詰め　　作業に就いてもらいます。　
・将来的には部品をテストする作業や、車から直
接部品を　　取り外す作業、輸出にかかる貿易業
務などに従事して　　頂きます。　　＊社内、社外
研修制度と教育体制もしっかりしているので、　　
未経験者でも安心して働けます。

ａ＋ｂ170,000円～170,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生 あり　（勤続　5年以
上）

不問 不問 大分県日田市

170002 株式会社　オーシーシステム 15-1171 システムエンジニア 正社員 3人 クレジットシステムの開発
Ｗｅｂシステムの開発　等

ａ+b200,000円～300,000円 あり あり 雇用・労災・健康・厚生・財
形

あり　勤続3年以上
不問（システム開発経
験あれば尚良し）

普通自動車免許
大分県大分市


