
6人 時給 制 交替制あり 週4日～週5日

(1)10時00分～17時00分 (水他)

不問 (2)10時00分～18時00分

 定年制 (3)10時00分～19時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） （従業員数 14人 ）

契約更新の可能性あり（条件あり） 13080-17540511 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 週1日～週5日 危険物取扱者（乙種）

(1)7時00分～21時00分 (他)

不問

 定年制

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 11人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 13010-24507211 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 週1日～週2日 原動機付自転車免許

(1)9時30分～12時30分 (他)

不問 (2)13時30分～17時30分

 定年制

雇用期間の定めなし （従業員数 8人 ）

14080- 3654911 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 週1日～週3日

(土日)

不問 賃金管理（必須）

 定年制 ＰＣ操作の経験、知識（必須）

雇用期間の定めなし （従業員数 40人 ）

14080- 3655111 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 週1日～週2日

(1)8時45分～13時30分 (他)

不問

 定年制

雇用期間の定めなし （従業員数 8人 ）

14080- 3656711 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 週3日程度

(1)8時30分～17時30分 (日他)

59歳以下

 定年制 医療事務経験者

雇用期間の定めなし （従業員数 175人 ）

14080- 3679611 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 交替制あり 週2日～週3日

(他)

不問

 定年制 経験者優遇

雇用期間の定めなし （従業員数 20人 ）

14010-13711111 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 交替制あり 週1日～週2日

(1)6時30分～15時30分 (他)

59歳以下 (2)11時00分～16時00分

 定年制

雇用期間の定めなし （従業員数 175人 ）

14080- 3633511 就業場所 神奈川県鎌倉市
2人 時給 制 変形（1ヶ月単位） 週2日以上

(他)

59歳以下 運輸、ホテル、デパート等

 定年制 接客業経験者

雇用期間の定めなし （従業員数 45人 ）

14080- 3576711 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 変形（1ヶ月単位） 週4日以上

(他)

59歳以下

 定年制

雇用期間の定めなし （従業員数 45人 ）

14080- 3580311 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 週4日以上

(他)

59歳以下

 定年制 総務・労務実務経験者（３年以上）

雇用期間の定めなし （従業員数 45人 ）

14080- 3583111 就業場所 神奈川県鎌倉市
2人 時給 制 変形（1ヶ月単位） 週2日以上

(他)

59歳以下

 定年制

雇用期間の定めなし （従業員数 45人 ）

14080- 3584711 就業場所 神奈川県鎌倉市
2人 時給 制 変形（1ヶ月単位） 週3日以上

(他)

59歳以下

 定年制

雇用期間の定めなし （従業員数 45人 ）

14080- 3585811 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 週2日～週5日 第三種電気主任技術者

(他)

59歳以下

 定年制 建物の設備管理経験

雇用期間の定めなし （従業員数 45人 ）

14080- 3587511 就業場所 神奈川県鎌倉市
2人 時給 制 変形（1ヶ月単位） 週2日以上

(他)

59歳以下

 定年制 運輸、デパート、ホテル等接客業経験

雇用期間の定めなし （従業員数 45人 ）

14080- 3588411 就業場所 神奈川県鎌倉市

シフト制

通勤手当等　
あり　一律
60歳

実費支給（上限あり） 又は9時00分～18時00分
の間の4時間以上

労災

実費支給（上限あり） 又は9時00分～18時00分
の間の6時間程度

労災

接客系サービス 有限会社　鉢の木　北鎌
倉店

神奈川県鎌倉市山ノ内３５０

1,015円～1,015円

設備、駐車場管理 有限会社　鉢の木　北鎌
倉店

神奈川県鎌倉市山ノ内３５０

1,050円～1,300円
シフト制

通勤手当等　
あり　一律
60歳

実費支給（上限あり） 又は9時00分～17時00分
の間の4時間以上

労災

調理補助係 有限会社　鉢の木　北鎌
倉店

神奈川県鎌倉市山ノ内３５０

1,015円～1,015円
シフト制

通勤手当等　
あり　一律
60歳

シフト制

通勤手当等　
あり　一律
60歳

実費支給（上限あり） 又は9時00分～20時00分
の間の6時間以上

労災

実費支給（上限あり） 又は9時00分～18時00分
の間の6時間以上

雇用・労災 パソコン（ワード、エクセル）

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

1,050円～1,300円

パソコン（ワード・エクセル）

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

1,300円～1,300円
シフト制

通勤手当等　
あり　一律
60歳

シフト制

通勤手当等　
あり　一律
60歳

実費支給（上限あり） 又は9時00分～18時00分
の間の6時間以上

雇用・労災

実費支給（上限あり） 又は9時00分～18時00分
の間の6時間程度

労災

労務事務 有限会社　鉢の木　北鎌
倉店

神奈川県鎌倉市山ノ内３５０

1,300円～1,300円

レジ・受付を中心とする接客全般 有限会社　鉢の木　北鎌
倉店

神奈川県鎌倉市山ノ内３５０

1,100円～1,100円
シフト制

通勤手当等　
あり　一律
60歳

実費支給（上限あり） 又は6時30分～15時30分
の間の6時間程度

労災

送迎ドライバー 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

1,020円～1,020円
シフト制

通勤手当等　
あり　一律
60歳

応相談
シフト制

通勤手当等　
なし 実費支給（上限あり） 又は10時00分～15時00

分の間の4時間以上
労災

管理職（インスペクター） ユウセイサービス　橋本
祐子

神奈川県横浜市港南区日野中央
３－１５－９　ＴＫビル1,100円～1,150円

ＰＣの入力に慣れている方

シフト制

通勤手当等　
あり　一律
60歳

実費支給（上限あり） 雇用・労災

なし 労災

医療事務 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

1,020円～1,020円

お弁当の盛付 まごころ弁当鎌倉南店 神奈川県鎌倉市手広３ー１７－
８　コーポ和田１０３1,100円～1,100円

通勤手当等　
なし

通勤手当等　
なし 実費支給（上限なし） 又は9時00分～18時00分

の間の4時間以上
労災

なし 労災

介護保険事業に付随する事務 株式会社　ヒース　ヒー
ス・ケア

神奈川県鎌倉市津西１－５－１
２Ｆ1,012円～1,012円

お弁当の配達 まごころ弁当鎌倉南店 神奈川県鎌倉市手広３ー１７－
８　コーポ和田１０３1,200円～1,200円

通勤手当等　
なし

シフト制

通勤手当等　
なし なし 労災

なし 実費支給（上限あり） 雇用・労災

ガソリンスタンド給油スタッフ／
鎌倉市

マルネン　株式会社 東京都千代田区神田駿河台２丁
目２番地　御茶ノ水杏雲ビル９
階

1,100円～1,400円

週労働日数
(休日等)
加入保険等

必要な免許資格
必要な経験等

結婚相談所テレフォンアポイン
ター（鎌倉市）

ムスベル株式会社 東京都新宿区新宿２－９－２３
ＳＶＡＸ新宿Ｂ館５階1,020円～1,200円

シフト制、第２第４
水曜日定休、ＧＷ、
夏季休暇、年末年始
休暇

通勤手当等　

職　種
契約期間有無　等

採用人数
募集年齢
定年制等

賃金形態
賃金額(時給・時給換算)

求人者名 ・ 求人番号 所在地 ・ 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



週労働日数
(休日等)
加入保険等

必要な免許資格
必要な経験等

職　種
契約期間有無　等

採用人数
募集年齢
定年制等

賃金形態
賃金額(時給・時給換算)

求人者名 ・ 求人番号 所在地 ・ 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

1人 時給 制 変形（1ヶ月単位） 週3日以上

(他)

59歳以下

 定年制 管理業務経験（年数不問）

雇用期間の定めなし （従業員数 45人 ）

14080- 3590911 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 変形（1ヶ月単位） 週2日以上

(他)

59歳以下

 定年制

雇用期間の定めなし （従業員数 16人 ）

14080- 3458611 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 週5日程度 診療放射線技師

(1)8時30分～13時15分 (日祝他)

不問

 定年制

雇用期間の定めなし （従業員数 21人 ）

14080- 3471511 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 週5日～週5日 保育士

(1)8時30分～16時30分 (土日祝他) 介護福祉士

不問 (2)9時00分～16時00分

 定年制 福祉施設での勤務経験

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 38人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 14080- 3474311 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 週4日～週5日

(1)8時30分～12時30分 (日祝他)

59歳以下 (2)8時30分～12時00分

 定年制

雇用期間の定めなし （従業員数 560人 ）

14080- 3488211 就業場所 神奈川県鎌倉市
2人 時給 制 交替制あり 週2日～週4日

(1)10時10分～18時15分 (他)

不問 (2)9時40分～18時15分 ・お客様と会話するのが好きな方

 定年制 ・積極的にお客様に声掛けできる方

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 3人 ）

契約更新の可能性あり（条件あり） 28012- 1146611 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 週2日～週5日 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

(1)9時00分～15時00分 (土日祝他) 保育士

不問 (2)14時00分～19時00分

 定年制 幼稚園教諭又は保育士として勤務２年
以上

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 20人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 14080- 3396911 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 変形（1ヶ月単位） 週2日以上 作業療法士

(他) 看護師

59歳以下 言語聴覚士

 定年制

雇用期間の定めなし （従業員数 6人 ）

14080- 3451711 就業場所 神奈川県鎌倉市
2人 時給 制 交替制あり 週4日～週5日

(1)8時30分～17時30分 (他)

18歳以上 (2)9時00分～18時00分

 定年制 (3)13時00分～22時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 8人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 13080-16218211 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 時給 制 週2日～週4日

(1)9時00分～18時00分 (日祝他)

不問

 定年制 

雇用期間の定めなし （従業員数 11人 ）

13070-15356011 就業場所 神奈川県鎌倉市
5人 時給 制 週3日～週5日

(1)8時00分～17時00分 (土祝他)

不問

 定年制

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） （従業員数 30人 ）

契約更新の可能性なし 13080-15293311 就業場所 神奈川県鎌倉市
1人 日給 制 交替制あり 週1日～週5日

(1)8時00分～17時00分 (他)

18歳以上 (2)8時30分～17時30分

 定年制 (3)20時00分～5時00分

雇用期間の定めなし （従業員数 2人 ）

13080-15758411 就業場所 神奈川県鎌倉市
2人 時給 制 変形（1ヶ月単位） 週1日～週5日

(1)8時30分～17時30分 (他)

18歳以上 (2)17時00分～9時00分

 定年制

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 175人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 14080- 3342011 就業場所 神奈川県鎌倉市
2人 時給 制 変形（1年単位） 週3日～週5日

(他)

不問

 定年制

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） （従業員数 6人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 13070-14910711 就業場所 神奈川県鎌倉市
2人 時給 制 変形（1ヶ月単位） 週1日～週5日 看護師

(1)8時30分～17時30分 (他)

不問 (2)17時00分～9時00分

 定年制

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） （従業員数 175人 ）

契約更新の可能性あり（原則更新） 14080- 3273911 就業場所 神奈川県鎌倉市

実費支給（上限あり） 又は8時00分～18時00分
の間の6時間以上

労災

正看護師 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

1,500円～1,800円
休日に関しても相談
下さい

通勤手当等　
なし

シフト制

通勤手当等　
あり　一律
60歳

実費支給（上限あり） 労災

実費支給（上限あり） 労災

呉服及び和装品の接客販売／京の
きもの屋　四君子　大船店

株式会社ヤマノホール
ディングス

東京都渋谷区代々木１－３０－
７　ヤマノ２４ビル1,012円～1,200円

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

1,100円～1,100円

通勤手当等　
なし

シフト制

通勤手当等　
なし 実費支給（上限あり） 労災

実費支給（上限あり） 雇用・労災

交通誘導警備／鎌倉市／パート 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２
８番３号　７０１1,013円～1,266円

・医療事務（レセプト含む）経験のあ
る方

［短期］鎌倉税務署／来訪者案内
と駐輪場整理

株式会社セールスアウト
ソーシング

東京都新宿区四谷１－２３－６
協立四谷ビル1,080円～1,080円

・シフト制

通勤手当等　
なし

シフトによる。

通勤手当等　
あり　一律
60歳

実費支給（上限あり） 雇用・労災・
厚生

在宅・外来クリニックの医療事
務・受付／鎌倉市扇ガ谷

医療法人社団プラタナス 東京都世田谷区用賀２－４１－
１７　用賀２丁目ビル１・２Ｆ1,500円～1,500円

ローテーション制に
よる

通勤手当等　
なし 実費支給（上限なし） 又は9時00分～8時59分

の間の8時間程度
雇用・労災・
健康・厚生

なし 又は9時30分～16時30分
の間の4時間以上

労災

施設警備（鎌倉芸術館） ワールドコーポレーショ
ン　株式会社

東京都杉並区高井戸西１丁目３
３番地１２号
富士見ヶ丘センタービル２０７

1,012円～1,012円

機能訓練指導員／いこい家材木座 アンダンテ株式会社　い
こい家　材木座

神奈川県鎌倉市雪ノ下６３６－
１０　立花大倉ビル2,020円～2,020円

シフト制

通勤手当等　
あり　一律
60歳

実費支給（上限あり） 労災

簡単なＰＣ入力（定型フォームへの入
力、メール送受信）

幼稚園教諭 学校法人　大船いしい学
園　ひがし幼稚園

神奈川県鎌倉市大船６－１０－
１０1,300円～1,600円

年末年始・ＧＷ・夏
季年始

通勤手当等　
なし

週休二日制　お店は
年中無休　シフト制

通勤手当等　
なし 実費支給（上限なし） 雇用・労災・

健康・厚生

実費支給（上限あり） 労災 パソコン操作可能な方

鞄の販売【パート／豊岡鞄　鎌倉
御成通り店】

合同会社フリップ 兵庫県神戸市北区有馬町１１７
０－１1,050円～1,050円

診療情報管理業務 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－
２４1,020円～1,020円

シフト制
年末年始４日、開院
記念日１日通勤手当等　

あり　一律
60歳

年末年始

通勤手当等　
なし 実費支給（上限あり） 雇用・労災・

健康・厚生・
財形

実費支給（上限なし） 雇用・労災

生活支援員／鎌倉清和園 社会福祉法人　清和会 神奈川県鎌倉市植木１８

1,050円～1,350円

診療放射線技師 川島整形外科（川島
健）

神奈川県鎌倉市津西１－１７－
４４1,300円～1,500円

シフト制

通勤手当等　
なし

シフト制

通勤手当等　
あり　一律
60歳

なし 又は8時00分～18時00分
の間の2時間以上

労災

実費支給（上限あり） 又は9時00分～18時00分
の間の5時間程度

労災

送迎スタッフ／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

1,020円～1,020円

予約受注・一般事務 有限会社　鉢の木　北鎌
倉店

神奈川県鎌倉市山ノ内３５０

1,015円～1,300円
シフト制

通勤手当等　
あり　一律
60歳


