
早島町無料職業紹介所　求人情報
● やってみたい仕事が見つかったら、お気軽にご相談ください。

● すでに採用済みとなっている場合もありますが、その点はご了承ください。

● 面接に行かれる時には、必ず紹介所で「紹介状」をお受け取りください。

募集職種 雇用形態 臨時職員

早島町役場 仕事内容

給 与 6,000円　／　日給　 免許･資格

勤務時間 休日･休暇

募集職種 雇用形態 臨時職員

早島町観光センター 仕事内容

給 与 6,000円　／　日給　 免許･資格

勤務時間 休日･休暇

募集職種 雇用形態 契約社員

アシード株式会社 仕事内容

給 与 10,000円　／　日給　 免許･資格

勤務時間 休日･休暇

募集職種 雇用形態 パート

早島町観光センター臨時職員

観光案内、喫茶業務、観光センターの事務・雑務、イベント補助

不問

8:30～17:15 月・その他（１日シフト制）

ピッキング、梱包、流通加工

2013/12/25

ルートオペレーター

食品､飲料自販機の商品維持・管理・補充

岡山支店
中型自動車運転免許(AT限定不可)
※旧運転免許取得制度での取得者
含

8:45～17:45 日・その他

一般事務補助員

案内、受付、事務補助業務及び課内又は庁舎内の雑務

不問

8:30～17:15 土日祝

募集職種 雇用形態 パート

グンゼ物流株式会社 仕事内容

給 与 705円～750円 免許･資格

勤務時間 休日･休暇

募集職種 雇用形態 正社員

アサヒ金属 仕事内容

給 与 155,000円～260,000円 免許･資格

勤務時間 休日･休暇

募集職種 雇用形態 正社員

アサヒ金属 仕事内容

給 与 155,000円～225,000円 免許･資格

勤務時間 休日･休暇

募集職種 雇用形態 正社員

株式会社 仕事内容

給 与 162,000円～203,000円 免許･資格

勤務時間 休日･休暇

ピッキング、梱包、流通加工

グンゼ商品（肌着、パンスト等）の得意先様への出荷作業

岡山物流センター 不問

①9:00～18:00
②9:00～15:30 土・日

現場施工管理者（板金工事）

営業

屋根材･壁材及び雨とい等の配達､ルート営業(主に県内)
住宅用部材をお客様に販売するルート営業(主に県外)社有車使用

株式会社
普通自動車運転免許(マニュア
ル)

普通自動車運転免許(AT限定不
可)

①8:30～17:30
②9:30～18:30

日・月・祝

株式会社

屋根､壁等の板金工事(主に小売店舗､商業施設等が対象)の現場管理業務
工事の見積､工事関係書類作成等

普通自動車運転免許(マニュア
ル)

8:30～17:30
土・日・祝・盆・年末年始
※第３土曜のみ出勤

土・日・祝・盆・年末年始
※第３土曜のみ出勤

営業職／岡山支店

美容室への業務用商品販売を行うルートセールス

ムラカミ

8:30～17:30
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募集職種 雇用形態 正社員

株式会社 仕事内容

給 与 160,000円～170,000円 免許･資格

勤務時間 休日･休暇

募集職種 雇用形態 パート

藤徳物産　株式会社 仕事内容

　倉敷東支店 給 与 750円～800円 免許･資格

勤務時間 休日･休暇

募集職種 物流センターでの入出庫作業 雇用形態 パート（紹介派遣）

ハートスタッフ 仕事内容 医薬品の入出庫・ピッキング業務

　　　　株式会社 給 与 850円 免許･資格 不問

勤務地： 早島町 勤務時間 休日･休暇 週休二日制

募集職種 看護師 雇用形態 正社員

独立行政法人国立病院機構 仕事内容 外来・病棟における看護業務

南岡山医療センター 給 与 180,500円～198,300円 免許･資格

勤務地： 早島町 勤務時間 休日･休暇 交代制（週休二日）

倉敷家具
普通自動車運転免許(AT限定不
可)

9:00～18:30

家庭用家具の販売、配送、設置

家庭用家具の配送・設置

惣菜・住関・農産・畜産・水産・菓子食品リカー

木・平日にローテーション

商品の集荷(酒類商品)

倉庫内での酒類商品の集荷及び検品

不問

7:30～12:00 ローテーション

8:30～17:15　16:30～1:15
0:30～9:15

看護師免許

18:00～22:00
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募集職種 雇用形態 パート

山陽マルナカ 仕事内容 休日･休暇

給 与 免 許 ･ 資 格

　 勤務時間

募集職種 雇用形態 契約社員（常用）

城南マイクロデバイス 仕事内容 休日･休暇 日・当社カレンダーによる

給 与 750円～1,100円 免許･資格

　 勤務時間

募集職種 加工作業 雇用形態 パート

エス・ケー・フーズ 仕事内容 休日･休暇 日祝

給 与 730円 免許･資格

　 勤務時間

募集職種 飲食業 雇用形態 パート

流通レストラン 仕事内容 休日･休暇 日祝・土２回/月・他１日/週

給 与 720円～730円 免許･資格

　 勤務時間

オアシス 不問

11:00～16:00

野菜、フルーツ洗浄・カット・
袋詰

株式会社 不問

8:15～15:15

ホール、料理、掃除　他

電気機器組立、検査、半田付
設備オペレータ

株式会社 不問

①8:15～17:15　②8:00～17:00　③20:00～5:00　　（２交替）

◎電子部品の組立・検査・半田
付け
◎設備オペレータ

商品の加工・品出し・接客 月９回

早島店
６８５円～７５０円（試用期間）
７００円～８００円（本採用）

不要

①７:０0～1６:０0　　②８:０0～1８:０0　③１７:０0～２２:０0
又は、７:０0～1８:０0の間の５～７.５時間程度

惣菜・住関・農産・畜産・水産・菓子食品リカー
日配・レジ・ナイトアルバイト
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募集職種 ＳＳスタッフ 雇用形態 パート

株式会社　一光 仕事内容 給油、洗車作業 休日･休暇 (記入なし)

早島インター給油所 給 与 750円～８００円 免許･資格

　 勤務時間

募集職種 ブロック、左官等職人/ＣＡＤ 雇用形態 正社員

株式会社 仕事内容 外構工事

エクステリアハンズ 給 与 免許･資格

勤務地： 早島町 勤務時間 休日･休暇 日祝　雨天

募集職種 運搬 雇用形態 パート

株式会社 仕事内容 岡山駅・新倉敷駅　ＪＲの資材搬入　（１～２回/月）

エクステリアハンズ 給 与 免許･資格

勤務地： 早島町 勤務時間 休日･休暇 日祝他

社会福祉法人　敬仁会 募集職種 介護職 雇用形態 正社員

特別養護老人ホーム 仕事内容

白亜館 給 与 免許･資格

勤務地： 早島町 勤務時間 休日･休暇 ローテーション（９回／月）

23:00～5:00

老人介護全般（食事介助、入浴介助、排泄介助　他）

159,100円～188,800円
　　　　　　　（夜勤５回）
6:30～15:30　12:30～
21:30

普通車運転免許、玉掛、移動ク
レーン等

8:00～18:00　ＣＡＤ
7:30～17:00　職人さん

8,000円～12,000円
　/　日給月給

普通自動車運転免許

不問（介護福祉士又は、ホーム
ヘルパー

8,000円～13,000円
　/　日給月給

不問

8:00～17:00　13:00～22:00　　22:00～8:00　又は　17:00～22:00
の間の５時間
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社会福祉法人　敬仁会 募集職種 介護職 雇用形態 パート（６ヶ月毎更新）

特別養護老人ホーム 仕事内容

白亜館 給 与 800円～1,000円 免許･資格

勤務地： 早島町 勤務時間 休日･休暇 ローテーション

募集職種 歯科医師 雇用形態 正社員

はやしま歯科 仕事内容 歯科治療

　　　　矯正歯科 給 与 308,000円～620,000円 免許･資格

勤務地： 早島町 勤務時間 8:35～12:35　14:20～19:35 休日･休暇 日水祝

募集職種 歯科衛生士 雇用形態 正社員

はやしま歯科 仕事内容 歯科衛生業務、歯科治療の介助

　　　　矯正歯科 給 与 190,000円～265,000円 免許･資格

勤務地： 早島町 勤務時間 8:35～12:35　14:20～19:35 休日･休暇 日水祝

募集職種 歯科衛生士 雇用形態 パート

はやしま歯科 仕事内容 歯科衛生業務、歯科治療の介補

　　　　矯正歯科 給 与 1,000円～1,200円 免許･資格

勤務地： 早島町 勤務時間 休日･休暇 日水祝

歯科衛生士免許

8:35～12:35　14:20～19:35　又は
8:35～19:35の間の３時間以上

歯科医師免許

歯科衛生士免許

老人介護全般（食事介助、入浴介助、排泄介助　他）

介護福祉士又は、ホームヘル
パー２級以上は優遇

6:30～15:30　12:30～
21:30　又は 6:30～21:30
間の３時間以上
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募集職種 交通・施設警備員 雇用形態 正社員

株式会社 仕事内容

芙蓉セキュリティー 給 与 154,000円～220,000円 免許･資格

勤務地： 早島町 勤務時間 8:00～17:00　（変形） 休日･休暇

募集職種 接客係・調理係 雇用形態 パート

ロイヤルホスト 仕事内容 料理の注文を伺ったり、料理の調理、提供

早島インター店 給 与 800円 免許･資格 不問

勤務地： 早島町 勤務時間 相談 休日･休暇 相談

主要道路等での交通誘導業務、雑踏の警備等。会社、学校等の施設での監視・警戒等の勤務。

高卒以上　普通自動車Ⅰ種免許
警備有資格者優遇

指定休日制（会社シフトによる）
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