
1人 時給 制 他

(1)7時00分～16時00分 (105日)

不問 (2)7時30分～16時30分

正社員以外 定年制 (3)13時00分～22時00分
（従業員数 52人 ）

14080- 3689711 就業場所 神奈川県鎌倉市
2人 月給 制 変形（1ヶ月単位） 日祝他

(1)9時00分～19時00分 (109日)

59歳以下

正社員 定年制

（従業員数 20人 ）

13010-24358611 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 月給 制 変形（1ヶ月単位） 日祝他

(1)9時00分～19時00分 (109日)

59歳以下 (2)9時00分～18時30分

正社員 定年制 (3)9時00分～15時00分
（従業員数 7人 ）

13010-24361811 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 月給 制 交替制あり 他

(1)9時00分～17時00分 (120日) 基本操作（文字入力）

不問

正社員以外 定年制

（従業員数 3人 ）

13040-26058511 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 月給 制 変形（1ヶ月単位） 日祝他 診療放射線技師

(1)8時30分～17時00分 (83日)

59歳以下 (2)8時30分～12時00分

正社員 定年制

（従業員数 560人 ）

14080- 3572311 就業場所 神奈川県鎌倉市
2人 月給 制 変形（1ヶ月単位） 他 調理師

(107日)

59歳以下

正社員 定年制

（従業員数 45人 ）

14080- 3578211 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 月給 制 変形（1ヶ月単位） 他

(107日)

59歳以下

正社員 定年制

（従業員数 45人 ）

14080- 3581611 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 月給 制 変形（1ヶ月単位） 他

(107日)

59歳以下

正社員 定年制

（従業員数 45人 ）

14080- 3582911 就業場所 神奈川県鎌倉市 ＰＣ操作（ワード・エクセル）

3人 月給 制 変形（1ヶ月単位） 他

(107日)

59歳以下 ホテル・旅行業等対人経験

正社員 定年制

（従業員数 45人 ）

14080- 3589011 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 月給 制 変形（1年単位） 水他

(1)9時00分～18時00分 (105日)

59歳以下

正社員 定年制

（従業員数 89人 ）

14080- 3592711 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 月給 制 他

(1)9時00分～18時00分 (107日)

18歳～59歳 (2)18時00分～9時00分

正社員 定年制

（従業員数 16人 ）

14080- 3462211 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 月給 制 変形（1ヶ月単位） 他

(1)9時00分～18時00分 (107日)

18歳～59歳 (2)18時00分～9時00分

正社員 定年制

（従業員数 9人 ）

14080- 3446511 就業場所 神奈川県鎌倉市
2人 月給 制 変形（1ヶ月単位） 日他 看護師

(1)8時30分～17時30分 (111日) 看護師として５年以上の

59歳以下 (2)12時30分～21時30分 業務経験

正社員 定年制

（従業員数 15人 ）

40010-14982511 就業場所 神奈川県鎌倉市 ワード基本操作

1人 日給 制 変形（1ヶ月単位） 他

(1)8時00分～17時00分 (107日)

18歳以上 (2)9時00分～18時00分

正社員 定年制 (3)21時00分～5時00分
（従業員数 28人 ）

13010-22025411 就業場所 神奈川県横須賀市
1人 月給 制 変形（1ヶ月単位） 日祝他 薬剤師

(1)9時00分～19時00分 (109日) 薬学に関する知識全般。

59歳以下 (2)9時00分～14時00分

正社員 定年制

（従業員数 20人 ）

13010-22181311 就業場所 神奈川県鎌倉市

雇用・労災・
健康・厚生・

財形
250,000円～400,000円

調剤薬局や医療業界での経験が
あれば尚可。

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

薬剤師／鎌倉市（共創未来湘南岡
本薬局）

株式会社　ファーマみら
い

東京都千代田区丸の内１－９－２
グラントウキョウサウスタワー１２Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

182,750円～215,000円

雇用期間の定めなし
なし 又は6時00分～22時00分

の間の8時間程度

警備員／横須賀市・逗子市・鎌倉
市／直行直帰

株式会社　第一警備東京 東京都中央区日本橋小網町１－４
淳和ビル４Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

375,060円～375,060円
＊訪問看護未経験可能

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

訪問看護師（正）／鎌倉市 株式会社　Ｈｕｍａｎ
Ｎｅｘｔ

福岡県福岡市博多区古門戸町９－
１２－２０１号

雇用・労災・
健康・厚生

384,000円～384,000円

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

施設長候補（デイサービス）／今
泉

アンダンテ株式会社
いこい家　今泉

神奈川県鎌倉市岩瀬１－１７－５
アイパレス大船　１階

雇用・労災・
健康・厚生

384,000円～384,000円

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

施設長候補（デイサービス）／い
こい家北鎌倉

アンダンテ　株式会社
いこい家　北鎌倉

神奈川県鎌倉市小袋谷２－１７－２
第２サニーハイツヒライ１０２

雇用・労災・
健康・厚生

250,000円～350,000円
ＳＥ経験者優遇

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

社内ＳＥ（ＩＴ戦略を支える重要
な業務）

株式会社　シー・エフ・
ネッツ

神奈川県鎌倉市大船２丁目１９－３
５　ＣＦネッツ鎌倉ビル

雇用・労災・
健康・厚生

200,000円～230,000円
ＰＣスキル、ワード・エクセル
操作経験あれば尚可

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

又は8時30分～19時00分
の間の8時間

接客系マネージャー 有限会社　鉢の木　北鎌
倉店

神奈川県鎌倉市山ノ内３５０

雇用・労災・
健康・厚生

220,000円～300,000円
総務・労務経験者及び管理経験
（３年以上）

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

又は8時30分～19時00分
の間の8時間

総務事務 有限会社　鉢の木　北鎌
倉店

神奈川県鎌倉市山ノ内３５０

雇用・労災・
健康・厚生

200,000円～200,000円

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

又は9時00分～20時00分
の間の8時間

ケータリング係 有限会社　鉢の木　北鎌
倉店

神奈川県鎌倉市山ノ内３５０

雇用・労災・
健康・厚生

180,000円～200,000円
飲食調理経験者（見習可）

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

又は8時30分～20時00分
の間の8時間

調理師（和食）経験者及び見習者 有限会社　鉢の木　北鎌
倉店

神奈川県鎌倉市山ノ内３５０

雇用・労災・
健康・厚生・

財形
215,000円～279,000円

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

診療放射線技師（診断） 社会医療法人財団互恵会
大船中央病院

神奈川県鎌倉市大船６丁目２－２４

雇用・労災・
健康・厚生

152,000円～152,000円
社会人経験。
接客経験あれば尚可。雇用期間の定めあり（４ヶ月以

上）

なし

管理人（神奈川湘南） ビレッジハウス・マネジ
メント　株式会社

東京都港区虎ノ門４－３－１３
ヒューリック神谷町ビル４階

雇用・労災・
健康・厚生・

財形
170,016円～220,200円

医療事務・調剤薬局での経験が
あれば尚可。未経験者も可。

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

医療事務／神奈川県鎌倉市（共創
未来大船一丁目薬局）

株式会社　ファーマみら
い

東京都千代田区丸の内１－９－２
グラントウキョウサウスタワー１２Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生・

財形
170,016円～220,200円

医療事務・調剤薬局での経験が
あれば尚可。未経験者も可。

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

医療事務／神奈川県鎌倉市（共創
未来湘南岡本薬局）

株式会社　ファーマみら
い

東京都千代田区丸の内１－９－２
グラントウキョウサウスタワー１２Ｆ

雇用期間の定めあり（４ヶ月未
満）

なし

休日
(年間休日数)
加入保険等

必要な免許資格
必要な経験等

フロント 国家公務員共済組合連合
会　ＫＫＲ　Ｈｏｔｅｌ
ｓ＆Ｒｅｓｏｒｔｓ　鎌
倉わかみや

神奈川県鎌倉市由比ヶ浜４－６－１
３

雇用・労災・
健康・厚生

181,440円～201,600円

職　種
採用人数
募集年齢
定年制有無

賃金形態
賃金額(月額）

求人者名 ・ 求人番号
所在地

就業場所従業員数
就業場所

就業時間

◎詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークへご来所ください。この他にも多数の求人を閲覧することができます。

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

◎ フルタイム求人の賃金は月額､パートタイム求人の賃金は時間給です｡また､労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります｡

◎ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。

藤沢市朝日町５－１２

ハローワーク藤沢
（藤沢公共職業安定所）

TEL 0466-23-8609

毎月第1・第3金曜発行 ３月１９日号



休日
(年間休日数)
加入保険等

必要な免許資格
必要な経験等

職　種
採用人数
募集年齢
定年制有無

賃金形態
賃金額(月額）

求人者名 ・ 求人番号
所在地

就業場所従業員数
就業場所

就業時間

◎詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークへご来所ください。この他にも多数の求人を閲覧することができます。

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

◎ フルタイム求人の賃金は月額､パートタイム求人の賃金は時間給です｡また､労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります｡

◎ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。

藤沢市朝日町５－１２

ハローワーク藤沢
（藤沢公共職業安定所）

TEL 0466-23-8609

毎月第1・第3金曜発行 ３月１９日号

2人 月給 制 他

(105日)

18歳以上

正社員以外 定年制

（従業員数 25人 ）

13040-23021711 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 日給 制 交替制あり 他

(1)8時00分～17時00分 (105日)

18歳以上 (2)8時30分～17時30分

正社員以外 定年制 (3)20時00分～5時00分
（従業員数 2人 ）

13080-15757511 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 月給 制 他

(1)11時00分～21時00分 (105日)

不問

正社員 定年制

（従業員数 6人 ）

14030- 2420611 就業場所 神奈川県鎌倉市
2人 月給 制 変形（1ヶ月単位） 他 介護福祉士

(1)8時30分～17時30分 (121日) 介護職員初任者研修修了者

18歳～59歳 (2)17時00分～9時00分 介護職員実務者研修修了者

正社員 定年制

（従業員数 175人 ）

14080- 3341411 就業場所 神奈川県鎌倉市
2人 日給 制 変形（1年単位） 日祝他

(1)8時30分～17時30分 (105日)

18歳以上

正社員以外 定年制

（従業員数 2人 ）

14140- 2992511 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 月給 制 変形（1年単位） 火他 三級自動車整備士

(1)9時30分～19時00分 (112日)

59歳以下

正社員 定年制

（従業員数 14人 ）

14140- 3019011 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 月給 制 変形（1ヶ月単位） 他 栄養士

(1)5時30分～14時30分 (107日)

不問 (2)8時00分～17時00分

正社員以外 定年制 (3)11時00分～20時00分
（従業員数 14人 ）

14010-12338111 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 月給 制 交替制あり 他

(105日)

不問

正社員 定年制

（従業員数 39人 ）

14050- 1604711 就業場所 神奈川県鎌倉市
3人 月給 制 土日祝他

(1)8時45分～17時15分 (126日)

59歳以下

無期雇用派遣労働者 定年制

（従業員数 10人 ）

13080-14090111 就業場所 神奈川県鎌倉市
3人 月給 制 土日祝他

(1)8時45分～17時15分 (126日)

59歳以下

無期雇用派遣労働者 定年制

（従業員数 10人 ）

13080-14114711 就業場所 神奈川県鎌倉市
3人 月給 制 土日祝他

(1)8時45分～17時15分 (126日)

59歳以下

無期雇用派遣労働者 定年制

（従業員数 10人 ）

13080-14115811 就業場所 神奈川県鎌倉市
3人 月給 制 他 栄養士

(1)5時00分～14時00分 (105日) 管理栄養士

59歳以下 (2)9時00分～18時00分

正社員 定年制 (3)11時00分～20時00分
（従業員数 0人 ）

14010-12009211 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 月給 制 交替制あり 他 調理師

(1)5時00分～14時00分 (105日)

59歳以下 (2)9時00分～18時00分

正社員 定年制

（従業員数 0人 ）

14010-12111711 就業場所 神奈川県鎌倉市 不問

1人 月給 制 土日祝他 介護支援専門員（ケアマネージャー）

(1)8時30分～17時30分 (124日)

59歳以下

正社員 定年制

（従業員数 4人 ）

14080- 3191311 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 年俸制 制 変形（1ヶ月単位） 他

(1)9時00分～18時00分 (111日)

59歳以下 特養・老健・病院の事務長の

正社員 定年制

（従業員数 88人 ）

14080- 3207611 就業場所 神奈川県鎌倉市

雇用・労災・
健康・厚生

375,000円～500,000円
経験もしくは事務長と同等のス
キル

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

事務長 社会福祉法人　桜栄福祉
会　特別養護老人ホーム
ヒルズ桜栄鎌倉

神奈川県鎌倉市山崎７９３番地

雇用・労災・
健康・厚生・

財形
240,700円～270,700円

介護支援専門員経験５年程度

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

主任介護支援専門員／七里ガ浜高
齢者相談支援センター管理者

社会福祉法人　聖テレジ
ア会　七里ガ浜ホーム

神奈川県鎌倉市腰越１－２－３６

雇用・労災・
健康・厚生

190,000円～255,000円

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

調理師（鎌倉市　メンタルホスピ
タルかまくら山厨房内）

日清医療食品　株式会社
横浜支店

神奈川県横浜市西区みなとみらい
２丁目２番１号
ランドマークタワー２７階

雇用・労災・
健康・厚生

194,000円～284,000円

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

栄養士（鎌倉市　湘南記念病院
内）

日清医療食品　株式会社
横浜支店

神奈川県横浜市西区みなとみらい
２丁目２番１号
ランドマークタワー２７階

雇用・労災・
健康・厚生

200,000円～385,000円
産業機器輸送機器等の実験経験
のある方歓迎いたします

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

人工衛星のハンドリング業務／鎌
倉市

プライムエンジニアリン
グ　株式会社

東京都新宿区西新宿１－２５－１
新宿センタービル３５階

雇用・労災・
健康・厚生

200,000円～385,000円
ツールの種類は問いません

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

宇宙機の回路設計及び試験評価補
助業務／鎌倉市

プライムエンジニアリン
グ　株式会社

東京都新宿区西新宿１－２５－１
新宿センタービル３５階

雇用・労災・
健康・厚生

200,000円～385,000円
試験ツールの種類は問いません

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

宇宙機の機械設計及び試験評価補
助業務／鎌倉市

プライムエンジニアリン
グ　株式会社

東京都新宿区西新宿１－２５－１
新宿センタービル３５階

雇用・労災・
健康・厚生

253,000円～299,900円
鮮魚加工経験

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

又は8時00分～18時00分
の間の8時間

鮮魚加工（大船ジャンボ市場） 株式会社　鈴木水産 神奈川県三浦市南下浦町菊名７５１
－１０

雇用・労災・
健康・厚生

200,000円～250,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）

なし

栄養士（鎌倉市） 富士産業　株式会社　神
奈川事業部

神奈川県横浜市中区日本大通１５
番地　横浜朝日会館ビル５階

雇用・労災・
健康・厚生・

財形
192,000円～486,408円

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

サービススタッフ（鎌倉西店）自
動車整備士

ホンダカーズ神奈川中
株式会社

神奈川県川崎市中原区木月３－３２
－１１

雇用・労災・
健康・厚生

216,000円～237,600円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）

なし

警備員／鎌倉市 株式会社ニッツウ警備保
障

神奈川県川崎市多摩区登戸新町１
３‐２

雇用・労災・
健康・厚生

165,800円～263,000円

雇用期間の定めなし
あり　一律
60歳

看護補助 医療法人社団　大樹会
ふれあい鎌倉ホスピタル

神奈川県鎌倉市御成町９－５

雇用・労災・
健康・厚生

250,000円～330,000円
飲食店の厨房経験

雇用期間の定めなし
なし

中華料理人 有限会社　旺文商事 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷４－
１４－４

雇用・労災・
健康・厚生

175,176円～218,808円

雇用期間の定めなし
なし

交通誘導警備／鎌倉市／フルタイ
ム

株式会社　ジャスティス
プラス

東京都新宿区高田馬場１丁目２８番
３号　７０１

雇用・労災・
健康・厚生

200,000円～220,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）

なし 又は22時00分～9時00分
の間の8時間程度

接客・調理／大船駅前店 株式会社　すき家 東京都港区港南二丁目１８番１号
ＪＲ品川イーストビル５階


