
ハローワーク佐賀からのお知らせ 求人情報は、次のページをご覧ください。

より良いしごと探しのために

ハローワークに
ハローワークでは、みなさまのより良

いしごととの出会いをサポートできるよ

う、いろいろなサービスをご用意

しています。（もちろんすべて無料）

お気軽にご利用ください。
できること。

就職活動
支援メニュー

求人情報の

検索・閲覧

職業相談窓口では、職員と一緒

に希望の条件に合う求人を探すこ

とができます。

求人検索用パソコンでは、職種・

勤務地などの希望の条件で、全

国の求人情報が検索・閲覧でき

ます。

職業相談
就職活動や経歴についてのさまざまな相

談ができます。

「就職活動の進め方が不安」

「希望する仕事の探し方がわからない」

「経験のない仕事に挑戦したい」

「仕事探しに行き詰った」など、

幅広く窓口相談を受け付けております。

お気軽にご相談ください。

就職支援セミナー
就職活動に役立つセミナーを定期的に

開催しています。

（毎週木曜日）

●求職活動の進め方

●魅力的な応募書類の作成方法

●面接対策 など

就職紹介

求人に応募する場合は、担当者が窓口か

ら事業所に連絡の上でハローワークの「紹介

状」を発行します。

仕事の内容や応募について、疑問点や相談、

くわしく聞きたいことがある場合もお気軽にお

尋ねください。

■ 障がいをお持ちの方などの紹介や相談

は、「専門援助部門」がご利用いただけます。

職業紹介

応募書類・面接対策

履歴書や職務経歴書などの応募書類の

書き方の相談や添削、面接の受け方に

ついての準備や相談をお伺います。

（月・水・金） （火・木） （土曜日）

8：30 8：30   10：00
▼ ▼ ▼

18：00 17：15   17：00

ハローワーク佐賀 ご相談時間

（日、祝日および年末年始（12/29-1/3）を除く。）

■平日の17：15以降と土曜日は、求人閲覧・職業相談・職業紹介のみ

の取り扱いとなります。

■雇用保険業務の取扱は、平日の8：30～17：15のみとなります。

■職業相談には時間を要するため余裕をもってご来所ください。

ハローワーク佐賀 ご不明の点や、本メニュー以外のサービス

についてもお気軽にお問い合わせください。

job tag〔ｼﾞｮﾌﾞﾀｸﾞ〕
（職業情報提供サイト 日本版Ｏ-ｎｅｔ）

色々な切り口から「職業情報」を検索できます。

是非、使って

みてくださ

い！！

職業訓練
再就職に必要な知識技能等を無料で習得できる職業訓練の相談・申込・就

職支援を行います。

訓練内容は介護、パソコン、簿記、ものづくり系など、多様です。お気軽にご相談

ください。

訓練情報

(佐賀労働局HP)

訓練窓口 月～金

８:３0～1７:１５ 【職業相談第２部門】

佐賀労働局訓練室LINE公式アカウント

ハローワークインターネットサービス

ハローワークの求人情報は、インターネットサイト

「ハローワークインターネットサービス」でも閲覧できます。ご自宅のパソコンや

スマートフォンからも検索できます。

気になる求人情報があれば、ハローワークの窓口で相談や応募を申し込むこともで

きます。

■事業所の希望により、社名など一部が非公開の情報があります。

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/

求職者マイページ
お仕事さがしをより便利に!(^o^)!

求職者マイページとは
＊ ハローワークインターネットサービス上に開設する
求職登録者専用のページです。

＊ マイページを開設いただくと便利な機能がご利用に
なれます。

（パスワード登録）

ハローワーク佐賀
佐賀白山2-1-15 ☎０９５２－２４－４３６２

ハローワーク佐賀 佐賀市白山2-1-15 ☎０９５２－２４－４３６１

（ハローワーク佐賀）

就職
STEP ２

就職活動の相談

STEP ３

求人者へのご紹介

STEP ４

採用試験対策
就職活動STEP

STEP 1

求職申込

佐賀労働局

職業安定部

公式Twitter

HWIS 検索
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この掲載している求人は、 令 和 5 年 1 月 17 日 までの神埼市内を就業場所とする求人情報です。

職種 求人区分 求人者名

NO 求人数(人) 仕事の内容 所在地

求人受理日 年齢 就業場所 試用期間 求人番号
（フルタイム）

 佐賀県神埼市神埼町大字本堀１６２０

時間外 あり
1人 59歳以下 企業全体 50人 休日 他 あり

R5.1.17 定年を上限 就業場所 50人 週休２日制 毎　週 職務手当の支給 41010- 1063231
（フルタイム）

佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里２２７１－

時間外 あり 拠出

2人 64歳以下 企業全体 14人 休日 日祝他 なし

R5.1.17 定年を上限 就業場所 14人 週休２日制 その他 41010- 1066731
（フルタイム）

佐賀県神埼市千代田町嘉納１７８－１

時間外 あり
3人 不問 企業全体 0人 休日 土日他 あり

R5.1.17 不問 就業場所 0人 週休２日制 毎　週 41010- 1073731
（フルタイム）

佐賀県佐賀市松原４丁目２番１２号

時間外 あり 拠出

3人 59歳以下 企業全体 378人 休日 土日祝他 あり

R5.1.17 定年を上限 就業場所 378人 週休２日制 毎　週 41010- 1085131
（フルタイム） （AT限定不可）

佐賀県神埼市千代田町下西２４４

時間外 あり 拠出

1人 64歳以下 企業全体 10人 休日 他 あり

R5.1.17 定年を上限 就業場所 7人 週休２日制 毎　週
 日給７，１２０円

41010- 1087831
（フルタイム）

佐賀県神埼市脊振町大字広滝２０５－１

時間外 なし
2人 59歳以下 企業全体 12人 休日 日祝他 あり

R5.1.17 定年を上限 就業場所 12人 週休２日制 その他 期間中：時給９００ 41010- 1108131
（フルタイム） （AT限定不可）

佐賀県神埼市脊振町大字広滝２０５－１

時間外 あり
3人 59歳以下 企業全体 12人 休日 日祝他 あり

R5.1.17 定年を上限 就業場所 12人 週休２日制 その他 41010- 1109031
（フルタイム）

佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里２２１６－

時間外 なし
1人 59歳以下 企業全体 144人 休日 他 あり

R5.1.16 定年を上限 就業場所 144人 週休２日制 毎　週 職務手当なし 41010-  999631
（フルタイム）

佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里２２１６－

時間外 なし
1人 59歳以下 企業全体 144人 休日 日祝他 あり

R5.1.16 定年を上限 就業場所 144人 週休２日制 その他 試用期間中は役職手当41010- 1000931

正
社
員

院外処方戔調剤業務、そ
の他衛生材料販売

(1)8時00分～17時00分 ～ 薬剤師

2

薬剤師（正社員）   保険調剤薬局における薬剤師業務全般・調剤、監査・
     服薬指導　・薬歴管理・在宅業務（配属店舗による）

   ＊店舗間での薬の受け渡し等あり（自家用車使用）
 〈応募にはハローワークの紹介状が必要です〉

株式会社　神埼薬局 医薬品・化粧品小売業 交替制あり

(2)9時00分～18時00分

190,000円

 佐賀県神埼市神埼町大字本堀１６２０
1時間

60分

雇用・労
災・健康・

厚生 正
社
員

有料老人ホームの運営。
 
デイサービスの運営。

(1)8時30分～17時30分 ～
事務経験

3

トラック運転手　＊
正社員

 ○２ｔ～１０ｔトラックの運転手になります。＊今年度に事
 業継承したため、新たに運転手を募集します。　九州

 内のエリアを中心としたトラックによる貨物の配送と、
 それに携わる荷積み・荷降ろし作業です。　フォークリ

 フトを使う場合もあり＊佐賀県内～九州内エリアの輸
 送です。＊荷物は機械から雑貨まで、多種を扱いま

   す。◆トライアル雇用併用求人◆（Ｒ５．１．１７～）　条

有限会社　古賀急送 一般貨物自動車運送業

300,000円

佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里２２７１
－５

(3)9時00分～13時00分
5時間

60分

280,000円 雇用・労
災・健康・
厚生・財形

普通自動車運転免許　　必須

300,000円 中型自動車免許

佐賀県神埼市千代田町嘉納１７８－１ 大型自動車免許
40時間

90分

160,000円 労災・健
康・厚生

普通自動車運転免許　　必須

正
社
員

運輸業 (1)8時00分～17時00分 ～ 準中型自動車免許

5

ドライバー（正社
員）

○軽貨物車にて、企業・官公庁を主に配達を行いま
 す。　・主に事務用品等を扱います（積み下ろし作業含
    む）＊荷物重量：最大２０ｋｇ程度＊配送は佐賀県内

   です。　　＜応募には、ハローワークの紹介状が必要で
 す＞

やまなか株式会社 一般貨物自動車運送業

279,000円

佐賀県：佐賀市内（本部営業部、佐大
通り、若宮、兵庫、大和）、小城、神
埼、鳥栖、三田川、武雄、嬉野、白

5時間
60分

190,000円 雇用・労
災・健康・
厚生・財形

普通自動車運転免許　　あれば尚可

 銀行業 (1)8時45分～17時45分 ～

4

総合職（正社員） ○窓口業務：来店されるお客様の対応や預金・為替・
  融資などの　　　　　　事務処理を行う仕事○営業職

：お客様を訪問し、融資や預金に関する営業やお客様
 の　　　　　　相談を聞き取り、解決に向けた手助けを

 行う仕事○金融商品販売：投資信託、生命保険等の
 資産運用の仕事【下記１９店舗いずれかの配属となり

 ます】　佐賀県：佐賀市内（本部営業部、佐大通り、若

株式会社　佐賀共栄銀行 銀行（中央銀行を除く）

185,000円

佐賀県神埼市千代田町下西２４４
20時間

120分

175,000円 雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須

正
社
員

･シニア応援 運送業は県内の企業、官
公庁、病院等への配送が
主。個人宅への宅配はあり
ません。軽トラックでの運

(1)8時00分～18時00分 ～

正
社
員

･氷河期世代
歓迎

建設資材レンタル業
 
土木建設業

(1)8時30分～17時30分 ～ 玉掛技能者

7

溶接工及び資材
整備作業員（正社
員）

 ○鋼材の溶接加工○配管、部品の整備及び管理
  　・社内にてレンタル品の配管資材等の整備業務○配

 管工事　　・現場での配管作業（１チーム３人で作業を
 行います）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊

 未経験者の方には、わかりやすく指導、サポートします
 ので、安心してご応募ください。＊入社後、業務に必要

 な資格取得が可能です。　（費用は会社負担、特記事

株式会社　ヤマト機材 産業用機械器具賃貸業 変形（1年単位）

195,000円

佐賀県神埼市脊振町大字広滝２０５
－１２

80分

雇用・労
災・健康・

厚生 正
社
員

･子育て支援 建設資材レンタル業
 
土木建設業

(1)8時30分～17時30分 ～
事務の経験

8

看護師（デイケア）  ◎デイケア利用者の看護業務　・デイケア利用者の観
   察や投薬管理　・入浴介助、排泄介助、食事介助　等

     （１日５０名程度。看護師３名で対応します）　　＜応募
にはハローワークの紹介状が必要です＞

医療法人社団　啓祐会　神埼病院 病院 変形（1ヶ月単位）

250,000円 アーク溶接技能者（基本級）

佐賀県神埼市脊振町大字広滝２０５
－１２

小型移動式クレーン運転技能者

5時間
80分

210,000円 雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須

230,000円

佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里２２１６
－１

60分

210,000円 雇用・労
災・健康・

厚生 正
社
員

医療業（外科、整形、脳外
科、内科、理学科、麻酔
科）
 

(1)8時30分～17時30分 ～ 看護師

事務・医療事務の経験 正
社
員

160,000円

佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里２２１６
－１

60分

雇用・労
災・健康・

厚生
医療業（外科、整形、脳外
科、内科、理学科、麻酔
科）
 

(1)8時30分～17時30分 ～

9

病院事務  ○病棟内での簡単な事務処理　・おむつや栄養剤な
  どの備品の発注　・入退院患者様の名簿の管理　・エ

     クセルやワードを使ったデータ入力をお願いします。
＜応募には、ハローワークの紹介状が必要です＞

医療法人社団　啓祐会　神埼病院 160,000円病院 変形（1ヶ月単位）

160,000円

1

事務員（正社員）    有料老人ホームの事務全般●電話対応●在庫発注
 ●職員の勤怠管理、確認　※給与計算自体は外注で

  す●経理業務（簡易的な伝票入力など）●入居者様
    の請求書作成　　　　など〈応募にはハローワークの紹

介状が必要です〉

株式会社　みのり　ケアホームロイヤル
神埼

老人福祉・介護事業 変形（1ヶ月単位）

正
社
員

165,000円

6

一般事務（正社
員）

    ○伝票処理○電話対応○パソコンによる書類作成（Ｅ
     ｘｃｅｌ）○その他付随する業務　　　＜応募にはハロー

ワークの紹介状が必要です＞

株式会社　ヤマト機材 産業用機械器具賃貸業 変形（1年単位）

産業分類 就業時間 賃金(円) 加入保険
等

必要な免許・資格・経験等 雇
用
形
態

事業内容 時間外(有無･月平均)

従業員数  休憩時間(分) 週の労働日数 休日/週休２日制

【お気軽にお問い合わせください。】

● 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の紹介窓口へお問い合わせください。 掲載した求人以外の求人情報はハローワークインターネットサービスをご利用ください。

● 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

(注：本人からの直接応募、すでに面接された場合は紹介状の交付は行いませんのでご了承ください。＊オンライン自主応募の方は紹介状不要です。）

● 賃金は,月額です。 ● すでに募集が終わっている場合もあります。ご了承ください。 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/
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職種 求人区分 求人者名

NO 求人数(人) 仕事の内容 所在地

求人受理日 年齢 就業場所 試用期間 求人番号

産業分類 就業時間 賃金(円) 加入保険
等

必要な免許・資格・経験等 雇
用
形
態

事業内容 時間外(有無･月平均)

従業員数  休憩時間(分) 週の労働日数 休日/週休２日制
（フルタイム）

 佐賀県神埼市神埼町大字本堀１６２０

時間外 あり
1人 59歳以下 企業全体 50人 休日 他 あり

R5.1.16 定年を上限 就業場所 50人 週休２日制 毎　週 ※職務手当無 41010- 1019131
（フルタイム）

福岡県大野城市川久保１丁目２番１号

時間外 あり 拠出

1人 44歳以下 企業全体 2,286人 休日 日祝他 あり

R5.1.13 キャリア形成 就業場所 4人 週休２日制 毎　週 40180-  992631
（フルタイム）

佐賀県神埼市神埼町本告牟田１２７０－

時間外 あり
1人 45歳以下 企業全体 2,000人 休日 日祝他 あり

R5.1.13 キャリア形成 就業場所 15人 週休２日制 その他 41010-  860631
（フルタイム） （AT限定不可）

佐賀県神埼市千代田町迎島５４７－８

時間外 あり
2人 不問 企業全体 30人 休日 他 あり

R5.1.13 不問 就業場所 30人 週休２日制 その他 41010-  887131
（フルタイム） （AT限定不可）

佐賀県神埼市神埼町尾崎３７６０番地

時間外 あり
1人 不問 企業全体 14人 休日 日他 あり

R5.1.13 不問 就業場所 14人 週休２日制 その他
日額８，０００円

 ～１０，０００円
41010-  924631

（フルタイム） （AT限定不可）

佐賀県神埼市神埼町尾崎３７６０番地

時間外 あり
1人 不問 企業全体 14人 休日 日他 あり

R5.1.13 不問 就業場所 14人 週休２日制 その他
日額８０００円

 ～１００００円　
41010-  928831

（フルタイム）

佐賀県神埼市神埼町志波屋四本松２０２

時間外 あり
1人 64歳以下 企業全体 16人 休日 日他 あり

R5.1.12 定年を上限 就業場所 16人 週休２日制 その他 日給８０００円 41010-  743531
（フルタイム）

佐賀県神埼市神埼町志波屋四本松２０２

時間外 あり
1人 64歳以下 企業全体 16人 休日 日他 あり

R5.1.12 定年を上限 就業場所 16人 週休２日制 その他 日給８０００円 41010-  744431
（フルタイム）

佐賀県佐賀市金立町大字千布３８９８－

時間外 なし
2人 不問 企業全体 50人 休日 他 あり

R5.1.12 不問 就業場所 12人 週休２日制 その他 41010-  748931
（フルタイム）

佐賀県神埼市千代田町詫田９９１

時間外 なし
1人 59歳以下 企業全体 4人 休日 土日祝他 なし

R5.1.12 定年を上限 就業場所 4人 週休２日制 毎　週 41010-  763331

(1)8時30分～17時30分 ～

 佐賀県神埼市神埼町大字本堀１６２０ (3)10時00分～19時00分
3時間

60分

155,000円 雇用・労
災・健康・

厚生 正
社
員

10

介護スタッフ（有料
老人ホーム）（正
社員）

○介護付有料老人ホームにて介護業務全般に従事し
    て　いただきます　・食事介助　・オムツ交換　・入浴介

  助等＊利用者定員６０名。スタッフ約２０名で対応して
    います。　（２名体制で夜勤）〈応募にはハローワークの

紹介状が必要です〉

株式会社　みのり　ケアホームロイヤル
神埼

老人福祉・介護事業 変形（1ヶ月単位）

(2)7時00分～16時00分 165,000円

又は9時00分～19時00分の間の8時間程度 15時間
80分

157,000円 雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須

正
社
員

九州・沖縄県・山口県にド
ラッグストアおよび調剤薬
局、ヘアサロンを展開して
います。

～

11

調剤事務スタッフ
／ドラッグイレブン
薬局千代田店

   ・調剤薬局内受付・レセプト入力・薬剤師のサポート・
調剤補助業務　など

株式会社ドラッグイレブン 医薬品・化粧品小売業 交替制あり

14

土木施工管理技
士

  土木施工管理業務　・現場代理人（現場監督）　・工
  程管理、安全管理　・図面、書類作成等　・工事現場

    撮影　・現場作業土木工事（一般土木）作業現場：主
  に神埼市　　　　＜応募にはハローワークの紹介状が必

要です＞

フクケン　株式会社 土木工事業（舗装工事業を除変形（1年単位）

208,560円 大型自動車免許

佐賀県神埼市千代田町迎島５４７－８
又は6時00分～20時00分の間の8時間 20時間

60分

173,800円 雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須

･シニア応援  バス・タクシー業 (1)5時00分～13時00分 ～ 大型自動車第二種免許

13

バス乗務員（正社
員）

 ○路線バス（三瀬－神埼、背振地区、神埼市内）　及
  び貸切バス（送迎）の乗務　　　　　　　　　　　　　　　　　

  ＊勤務は主に路線バスの乗務＊休憩時間は、路線バ
   スダイヤにより変動します。　　＜応募には、ハローワー

 クの紹介状が必要です＞　　【オンライン自主応募の
方は紹介状不要】

有限会社　ジョイックス交通 一般乗用旅客自動車運送業変形（1ヶ月単位）

(2)13時30分～22時00分

佐賀県神埼市神埼町尾崎３７６０番地

正
社
員

主に土木工事をしている
会社です。

(1)8時00分～17時00分 ～ ２級土木施工管理技士
経験者優遇

200,000円 雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須

正
社
員

主に土木工事をしている
会社です。

(1)8時00分～17時00分 ～ 車両系建設機械（基礎工事用）運転技能者

経験者優遇

400,000円 １級土木施工管理技士

15

普通作業員又は
重機オペレー
ター：正社員

 ○普通作業員　現場にて土木工事、機械の補助作業
    をしていただきます。○重機オペレーター　　現場：神

 埼地区　　　　※現場へは会社へ集合してから、乗り合
   わせて行きます。〈応募にはハローワークの紹介状が必

要です〉

フクケン　株式会社 土木工事業（舗装工事業を除変形（1年単位）

正
社
員

生コンクリート製造販売と
ダンプカーにて生コン工場
と他の現場への資材運
搬。

(1)7時30分～16時30分 ～ 大型自動車免許

16

大型運転手（神埼
／正社員）

 ○大型ミキサー車の運転、軽作業・４～１０ｔのミキ
   サー車を使用します・エリア：筑後地区及び近郊○軽

     作業・車のメンテナンス・工場内清掃　　　＜応募には
ハローワークの紹介状が必要です＞

東部生コン　株式会社 セメント・同製品製造業 変形（1年単位）

350,000円

佐賀県神埼市神埼町尾崎３７６０番地
5時間

90分

17

コンクリート技士
（神埼／正社員）

 ○試験室での書類作成、コンクリート検査○軽作
 業・・・生コン採取○簡単なパソコンデータ等の入力業

  務＊未経験の方も丁寧に指導致しますので、安心して
    ご応募　ください。　　　　＜応募にはハローワークの紹

介状が必要です＞

東部生コン　株式会社 セメント・同製品製造業 変形（1年単位）

242,000円 中型自動車免許

佐賀県神埼市神埼町志波屋四本松２
０２０ 27時間

95分

198,000円 雇用・労
災・健康・

厚生

242,000円

佐賀県神埼市神埼町志波屋四本松２
０２０ 27時間

95分

198,000円 雇用・労
災・健康・

厚生 正
社
員

生コンクリート製造販売と
ダンプカーにて生コン工場
と他の現場への資材運
搬。

(1)7時30分～16時30分 ～ コンクリート技士・コンクリート主任技士

75分

147,569円 雇用・労
災・健康・

厚生 正
社
員

･シニア応援･
氷河期世代
歓迎

 老人介護業
（デイサービスセンター・有
料老人ホーム）

(1)8時30分～17時30分 ～

18

介護職【夜勤あり】
（グル－プホ－ム
神埼ひだまり　本
館）

 ◎グループホームでの介護業務【正社員】・利用者の
  食事・入浴・排泄等の介助　等※利用者数は９名で、

   スタッフ３名で対応を予定しています。◆トライアル雇
    用併用求人（条件同一）　　　〈応募にはハローワーク

 の紹介状が必要です〉

株式会社　ラポール　有料老人ホーム
ひだまり

老人福祉・介護事業 変形（1ヶ月単位）

(2)9時00分～18時00分

300,000円

佐賀県神埼市千代田町詫田９９１

60分

150,000円 雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須

足場工事業・解体工事
業・塗装工事業

(1)9時00分～17時00分 ～

19

営業：正社員  ◎個人・法人様への営業業務。・塗装事業に関しては
個人様へ、足場事業に関してはビートゥービ　ーとして

  やっていただきます。・なお新規のみに限らず現在お取
 引のあるお客様との継続的かつ　良好なお付き合いが

  できるよう業務を行います。＊未経験の方には分かり
  やすく指導・サポートします。　　　《応募にはハローワー

 クの紹介状が必要です》　　　　【オンライン自主応募の

城東建設株式会社 その他の職別工事業

正
社
員

クリーニング業

正
社
員

(1)8時00分～17時00分 ～ 危険物取扱者（乙種）

12

ルート配送及び工
場内作業：正社員

 ○取次店へ配送業務・配送エリア：主に神埼市、佐賀
   市他○工場内作業・洗い終わった衣装等の仕上げ作

   業・仕上がった品を店舗別に振り分けする作業○その
  他付随する業務＊分かりやすく指導・サポートしますの

 で安心して応募ください。　　　　《応募にはハローワーク
 の紹介状が必要です》　　　　　【オンライン自主応募の

方は紹介状不要】

御領クリーニング　株式会社「ホワイト
急便　神埼工場」

洗濯業

有料老人ホームの運営。
 
デイサービスの運営。

181,000円 有機溶剤作業主任者

佐賀県神埼市神埼町本告牟田１２７０
－２ 10時間

60分

181,000円 雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須

その他の土木・舗装・線路工事関係資格

5時間
90分

250,000円 雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須

変形（1年単位）

157,000円

佐賀県神埼市千代田町大字餘江１２
 １１－１ドラッグイレブン薬局千代田店

正
社
員

147,569円

 佐賀県神埼市神埼町竹４６９４－１　グ
ループホーム神埼ひだまり

(3)9時30分～18時30分

3



職種 求人区分 求人者名

NO 求人数(人) 仕事の内容 所在地

求人受理日 年齢 就業場所 試用期間 求人番号

産業分類 就業時間 賃金(円) 加入保険
等

必要な免許・資格・経験等 雇
用
形
態

事業内容 時間外(有無･月平均)

従業員数  休憩時間(分) 週の労働日数 休日/週休２日制
（フルタイム）

佐賀県神埼市千代田町詫田９９１

時間外 なし
2人 59歳以下 企業全体 4人 休日 土日祝他 あり

R5.1.12 定年を上限 就業場所 4人 週休２日制 毎　週 41010-  764631
（フルタイム）

佐賀県神埼市神埼町鶴２５０５

時間外 あり
2人 40歳以下 企業全体 30人 休日 日他 あり

R5.1.12 キャリア形成 就業場所 30人 週休２日制 その他 41010-  793231
（フルタイム）

福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２

時間外 あり
1人 69歳以下 企業全体 614人 休日 日祝他 あり

R5.1.11 定年を上限 就業場所 14人 週休２日制 毎　週 40060-  946131
（フルタイム）

福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２

時間外 あり
1人 69歳以下 企業全体 614人 休日 日祝他 あり

R5.1.11 定年を上限 就業場所 14人 週休２日制 毎　週 40060-  948831
（フルタイム）

福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２

時間外 あり
1人 69歳以下 企業全体 614人 休日 日祝他 あり

R5.1.11 定年を上限 就業場所 14人 週休２日制 毎　週 40060-  954131
（フルタイム）

福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２

時間外 あり
1人 69歳以下 企業全体 614人 休日 日祝他 あり

R5.1.11 定年を上限 就業場所 14人 週休２日制 毎　週 40060-  962131
（フルタイム）

福岡県朝倉市一木１１４８番地の１

時間外 あり
1人 35歳以下 企業全体 7,374人 休日 他 あり

R5.1.11 キャリア形成 就業場所 15人 週休２日制 その他 時給９００円 40150- 1118431
（フルタイム）

福岡県朝倉市一木１１４８番地の１

時間外 あり
1人 35歳以下 企業全体 7,374人 休日 他 あり

R5.1.11 キャリア形成 就業場所 14人 週休２日制 その他 時給９００円 40150- 1169431
（フルタイム）

佐賀県佐賀市兵庫南３丁目１－１９

時間外 あり 拠出

1人 64歳以下 企業全体 1,011人 休日 他 あり

R5.1.11 定年を上限 就業場所 20人 週休２日制 毎　週 41010-  711731
（フルタイム）

 宮崎県宮崎市橘通西１丁目２番２５号橘

時間外 あり
5人 64歳以下 企業全体 0人 休日 土日祝他 あり

R5.1.11 定年を上限 就業場所 0人 週休２日制 毎　週 45010- 1248631

20

鳶職：正社員  ◎仮設足場の組立および解体・現場は主に福岡県、
 佐賀県の戸建て、集合住宅、アパート・現場までは会

  社から社用車にて移動＊研修期間がありますので、未
     経験の方も安心してご応募下さい。　　　　《応募には

 ハローワークの紹介状が必要です》　　　　　【オンライン
自主応募の方は紹介状不要】

城東建設株式会社 その他の職別工事業

正
社
員

･子育て支援 発達障がいの子供達の自
立を目指し、言語指導を
中心に成長を促しておりま
す。文科省の研究に参画

～ 保育士

22

保育士／神埼／
発達に障がいのあ
る児童指導

発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指導
 をして頂きます。・言語療育を中心とした学習指導（当

  社独自学習教材あり）・日常生活のサポート・ご家族、
 保護者の方との連携・地域により学校や保育所、自宅

 への送迎（社用車：軽ＡＴあり）定員１０名の事業所で
 す。複数のスタッフで支援を行います。＜子育て応援

  求人＞＊応募には「ハローワークの紹介状」が必要で

株式会社　三葉 他に分類されない教育，学習支援業交替制あり

235,000円

佐賀県神埼市神埼町鶴２５０５ (3)10時00分～19時00分
20時間

90分

雇用・労
災・健康・

厚生 正
社
員

当社は食品加工メーカー
である。主な事業内容は
乾麺、半生めん、茹めん
類の製造と販売をしてい

(1)8時00分～17時00分 ～

～ 保育士
保育所・児童福祉事業
での実務経験５年以上23

保育士実務／神
埼／発達に障がい
のある児童指導

発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指導
 をして頂きます。・言語療育を中心とした学習指導（当

  社独自学習教材あり）・日常生活のサポート・ご家族、
 保護者の方との連携・地域により学校や保育所、自宅

 への送迎（社用車：軽ＡＴあり）定員１０名の事業所で
 す。複数のスタッフで支援を行います。＜子育て応援

  求人＞＊応募には「ハローワークの紹介状」が必要で

株式会社　三葉 他に分類されない教育，学習支援業交替制あり

300,000円

佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里１８０３
 －２ＣＯＭＰＡＳＳ発達支援センター神

埼

又は9時00分～18時30分の間の7時間程度 10時間
60分

雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須

佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里１８０３
 －２ＣＯＭＰＡＳＳ発達支援センター神

埼

又は9時00分～18時30分の間の7時間程度

25

サービス管理責任
者／神埼

発達障がいがある児童への療育に関するお仕事になり
 ます。・子ども達の特性に合わせた個別支援計画の作

   成及び管理・モニタリング・関係機関との連携・ご家族
 への相談支援等・地域により学校や保育園、自宅への

   送迎　　　（社用車：軽ＡＴあり）社用車使用業務あり定
   員１０名の事業所となります。《子育て応援求人》＊応

募には「ハローワークの紹介状」が必要です

株式会社　三葉 他に分類されない教育，学習支援業交替制あり

400,000円

佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里１８０３
 －２ＣＯＭＰＡＳＳ発達支援センター神

埼

又は9時00分～18時30分の間の7時間程度 10時間
60分

250,000円 雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須

･子育て支援 発達障がいの子供達の自
立を目指し、言語指導を
中心に成長を促しておりま
す。文科省の研究に参画

～

24

児童発達支援管
理責任者／神埼

＊発達障がいがある児童への療育に関するお仕事に
 なります。・子ども達の特性に合わせた個別支援計画

   の作成及び管理・モニタリング・関係機関との連携・ご
 家族への相談支援等・地域により学校や保育園、自

  宅への送迎　　　（社用車：軽ＡＴあり）＊社用車使用
  業務あり。＊定員１０名の事業所となります。《子育て
  応援求人》＊応募には「ハローワークの紹介状」が必要

株式会社　三葉 他に分類されない教育，学習支援業交替制あり

400,000円

佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里１８０３
 －２ＣＯＭＰＡＳＳ発達支援センター神

埼

又は9時00分～18時30分の間の7時間程度 10時間
60分

250,000円 雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須

正
社
員

･子育て支援 発達障がいの子供達の自
立を目指し、言語指導を
中心に成長を促しておりま
す。文科省の研究に参画

～ 児童福祉施設等で５年
以上又は福祉施設での

 勤務経験５年以上
（うち３年は障がい者施

27

栄養士（正・千代
田店・地域専任
職）

○栄養士としての専門知識を活かし、お客様の食生活
を含めた栄養　面でのアドバイスを行っていただきま

 す。○商品管理・店舗管理業務（ドラッグストア店内で
  レジ、接客、販　売、商品陳列等の業務）　　　　　＊教

育システムも充実していますので、未経験者もしっかり
 と知　　識・資格を取得し成長して頂けます。＊地域専

 任職・グローバル職をお好みで選べます。＊転勤エリ

株式会社　ドラッグストアモリ 医薬品・化粧品小売業 変形（1ヶ月単位）

(2)15時30分～0時00分

238,000円

佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里２３０６
  －１　ドラッグストアモリ　神埼店　　勤

務先応相談（仕事内容を参照）

又は8時30分～0時00分の間の8時間 20時間
60分

176,000円 雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須

ドラッグストア（医薬品、化
粧品、健康食品、お酒、食

 料品、日用品等の販売）
調剤薬局

(1)8時30分～17時45分 ～ 栄養士

26

栄養士（正・神埼
店・地域専任職）

○栄養士としての専門知識を活かし、お客様の食生活
を含めた栄養　面でのアドバイスを行っていただきま

 す。○商品管理・店舗管理業務（ドラッグストア店内で
  レジ、接客、販　売、商品陳列等の業務）　　　　　＊教

育システムも充実していますので、未経験者もしっかり
 と知　　識・資格を取得し成長して頂けます。＊地域専

 任職・グローバル職をお好みで選べます。＊転勤エリ

株式会社　ドラッグストアモリ 医薬品・化粧品小売業 変形（1ヶ月単位）

(2)15時30分～0時00分

213,000円

佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里２８９２
 －１　　セントケア吉野ヶ里 又は8時00分～20時00分の間の8時間程度 10時間

60分

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

普通自動車運転免許　　必須

正
社
員

セントケア九州（株）では訪
問介護・訪問看護・訪問
入浴・障害福祉サービス・
居宅介護支援を行ってい

(1)9時00分～18時00分 ～ 介護福祉士
181,000円

260,800円 その他

正
社
員

日本初リモートワーク、在
宅ワーク専門のＩＴ会社で

 す。
リモートによるシステム開

(1)9時00分～18時00分 ～ ２年以上のシステム開
 発（設計・製造）経験者

リモート業務経験者（あ
れば尚可）

29

システムエンジニ
ア（正）／佐賀営
業所

 ・在宅業務を推奨しております。・リモートワーク可能な
 システム設計・開発業務のお仕事です。　（企業・官公

 庁等）・Ｊａｖａ、Ｒｕｂｙ、Ｐｙｔｈｏｎ、ＰＨＰ、Ｃ＃、ＶＢ．ｎｅ
 ｔ，Ｃ（＋＋），ＣＯＢＯＬ等の言語を使用します。・シス

テムは、「Ｗｅｂ」「業務系」「組み込み系」の開発を
行っ　ており、一部ＩＯＳやａｎｄｒｏｉｄ系の開発も対応して

 おりま　す。・業務における調整や打ち合わせは、原則

株式会社　リモワ 情報処理・提供サービス業

470,000円

佐賀県唐津市千代田町２－１０９－７
 ２階「佐賀営業所」 10時間

60分

(1)8時00分～18時00分 ～
足場の組み立て等作業
主任者

190,000円

180,000円

21

乾麺製造（正社
員）

○乾麺（そうめん、うどん、そば等）の製造に係る全般
 的な工程　・乾麺のミキシング（小麦粉を機械に入れ

   る）　・乾燥工程　・乾燥チェック　・その他製造に係る
  業務　　　　　　　＊立ち作業になります。

     ◆トライアル雇用併用求人（条件同一）　　＜応募に
は、ハローワークの紹介状が必要です＞

伊之助製麺　株式会社 その他の食料品製造業 変形（1年単位）

(2)13時00分～22時00分

330,000円

400,000円

佐賀県神埼市千代田町詫田９９１

120分

200,000円 雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　あれば尚可

正
社
員

足場工事業・解体工事
業・塗装工事業

10時間
60分

220,000円 雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須

正
社
員

･子育て支援 発達障がいの子供達の自
立を目指し、言語指導を
中心に成長を促しておりま
す。文科省の研究に参画

正
社
員

児童福祉施設等で５年
以上又は福祉施設での

 勤務経験５年以上
（うち３年は障がい者施

238,000円

 佐賀県神埼市千代田町下板２０３－１
 ドラッグストアモリ　千代田店　　勤務先

応相談（仕事内容を参照）

又は8時30分～0時00分の間の8時間 20時間
60分

176,000円 雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須

正
社
員

ドラッグストア（医薬品、化
粧品、健康食品、お酒、食

 料品、日用品等の販売）
調剤薬局

(1)8時30分～17時45分 ～ 栄養士

正
社
員

28

訪問介護員（セント
ケア吉野ヶ里）：正
社員

○お客様のご自宅に訪問し食事や入浴、排泄介助、
歩行等の身体介　助から掃除・洗濯などの生活援助

  まで日常生活のサポートをしま　す。＊経験がない方も
   応募してください　研修・指導を行っています＊社内研

  修　同行研修あり　＊社用車使用　　　　《応募にはハ
 ローワークの紹介状が必要です》　　　　　【オンライン自

主応募の方は紹介状不要】

セントケア九州　株式会社　佐賀事業
部

老人福祉・介護事業 交替制あり

4



職種 求人区分 求人者名

NO 求人数(人) 仕事の内容 所在地

求人受理日 年齢 就業場所 試用期間 求人番号

産業分類 就業時間 賃金(円) 加入保険
等

必要な免許・資格・経験等 雇
用
形
態

事業内容 時間外(有無･月平均)

従業員数  休憩時間(分) 週の労働日数 休日/週休２日制
（フルタイム）

静岡県静岡市清水区渋川１－１０－８

時間外 なし
1人 64歳以下 企業全体 52人 休日 日他 あり

R5.1.10 定年を上限 就業場所 10人 週休２日制 その他 残業無、通勤手当無22040-  336331
（フルタイム）

静岡県静岡市清水区渋川１－１０－８

時間外 なし
1人 64歳以下 企業全体 52人 休日 日他 あり

R5.1.10 定年を上限 就業場所 10人 週休２日制 その他 残業無、通勤手当支給無22040-  337631
（フルタイム）

徳島県鳴門市大津町木津野字東辰巳１

時間外 あり 給付

1人 18歳～59歳 企業全体 355人 休日 日祝他 あり

R5.1.10
法令の規定に
より年齢制限

就業場所 20人 週休２日制 その他 36070-  132431
（フルタイム）

福岡県朝倉市一木１１４８番地の１

時間外 あり
1人 35歳以下 企業全体 7,374人 休日 他 あり

R5.1.10 キャリア形成 就業場所 14人 週休２日制 その他 時給９００円 40150-  783931
（フルタイム）

福岡県朝倉市一木１１４８番地の１

時間外 あり
1人 35歳以下 企業全体 7,374人 休日 他 あり

R5.1.10 キャリア形成 就業場所 15人 週休２日制 その他 時給９００円 40150-  840031
（フルタイム）

佐賀県神埼市千代田町境原４８８－１

時間外 なし
1人 不問 企業全体 37人 休日 日祝他 あり

R5.1.10 不問 就業場所 37人 週休２日制 その他 41010-  574431
（フルタイム）

佐賀県神埼市神埼町本告牟田８５８－１

時間外 なし
1人 不問 企業全体 16人 休日 他 あり

R5.1.10 不問 就業場所 15人 週休２日制 毎　週 時給：８５３円 41010-  643831
（フルタイム）

佐賀県神埼市神埼町本告牟田８５８－１

時間外 なし
1人 不問 企業全体 16人 休日 他 あり

R5.1.10 不問 就業場所 15人 週休２日制 毎　週 時給８５３円 41010-  644231
（フルタイム）

大阪府東大阪市若江北町２－１２－１７

時間外 あり
2人 35歳以下 企業全体 100人 休日 日祝他 あり

R5.1.6 キャリア形成 就業場所 23人 週休２日制 その他 27070-  629631
（フルタイム）

福岡県朝倉市一木１１４８番地の１

時間外 あり
1人 59歳以下 企業全体 7,374人 休日 他 あり

R5.1.6 定年を上限 就業場所 19人 週休２日制 その他 時給９００円 40150-  451931

正
社
員

自動車照明用ソケット部
品の製造。
＊

(1)8時00分～16時40分 ～ ２級金型製作技能士
金型メンテ作業

プラスチック射出成形機の金型交換と設備の保全（メ
 ンテナンス）業務を行っていただきます。

日承工業　株式会社 自動車・同附属品製造業 変形（1年単位）

31

総合職（営業及び
品質保証管理）

 主に会社窓口としての業務１．新製品の受注活動→
 見積資料などの作成他２．既存製品の受発注業務→

クライアントからの内示に比べ増減が　　大きい製品の
 管理調整３．クライアントとの交渉業務→金額、納期、

製品仕様等クライア　　ントとの交渉業務及び品質保
  証４．外注先への新規受発注業務及び品質管理５．

その他書類作成等

日承工業　株式会社 自動車・同附属品製造業 変形（1年単位）

255,000円

佐賀県神埼市神埼町的１２３－１

50分

雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須

変形（1年単位）

(2)16時45分～1時00分

245,000円

佐賀県神埼市神埼町的１２３－１

50分

200,000円 雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須

正
社
員

自動車照明用ソケット部
品の製造。
＊

(1)8時00分～16時40分 ～
管理職の経験

正
社
員

ドラッグストア（医薬品、化
粧品、健康食品、お酒、食

 料品、日用品等の販売）
調剤薬局

(1)8時30分～17時45分 ～ 管理栄養士

33

管理栄養士（正・
千代田店・地域専
任職）

○栄養士としての専門知識を活かし、お客様の食生活
を含めた栄養　面でのアドバイスを行っていただきま

  す。○商品管理・店舗管理業務（ドラッグストア店内で
  レジ、接客、販　売、商品陳列等の業務）　　　　　＊教

育システムも充実していますので、未経験者もしっかり
 と知　　識・資格を取得し成長して頂けます。＊転勤エ

 リア：原則として自宅から通勤可能なエリア内での勤務

株式会社　ドラッグストアモリ 医薬品・化粧品小売業 変形（1ヶ月単位）

(2)15時30分～0時00分

220,000円

 佐賀県神埼市神埼町尾崎３１２２　大
塚包装工業　株式会社　佐賀工場 20時間

80分

雇用・労
災・健康・
厚生・財形 正

社
員

印刷紙器、樹脂成形品の
製造販売

(1)8時00分～17時00分 ～
プラスチック成形機オ
ペレーター経験者優遇

34

管理栄養士（正・
神埼店・地域専任
職）

○栄養士としての専門知識を活かし、お客様の食生活
を含めた栄養　面でのアドバイスを行っていただきま

  す。○商品管理・店舗管理業務（ドラッグストア店内で
  レジ、接客、販　売、商品陳列等の業務）　　　　　＊教

育システムも充実していますので、未経験者もしっかり
 と知　　識・資格を取得し成長して頂けます。＊転勤エ

 リア：原則として自宅から通勤可能なエリア内での勤務

株式会社　ドラッグストアモリ 医薬品・化粧品小売業 変形（1ヶ月単位）

(2)15時30分～0時00分

246,000円

 佐賀県神埼市千代田町下板２０３－１
 ドラッグストアモリ　千代田店　　勤務先

応相談（仕事内容を参照）

又は8時30分～0時00分の間の8時間 20時間
60分

雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須

正
社
員

ペットの繁殖と販売 (1)9時00分～18時00分 ～

36

販売業務および生
体のお世話（正社
員）

  ○子犬、子猫の販売○子犬、子猫のお世話（清掃も
       含む）○接客　等＊土・日・祝日勤務できる方。　　＜

応募にはハローワークの紹介状が必要です＞

株式会社　ワンダー・わん 他に分類されない小売業

336,000円

佐賀県神埼市千代田町境原４８８－１ (3)8時00分～17時00分

60分

雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須

正
社
員

･子育て支援 こども園 (1)8時30分～17時30分 ～ その他の福祉・介護関係資格

37

トリマー（佐賀本
店）（正社員）

 ○トリマー業務全般・お客様から依頼されたペット犬及
 び販売用のペット犬、繁殖犬の　カット、シャンプー、ふ

きあげ等、トリマーとしての業務を担当　していただきま
    す。○子犬のお世話＊１頭まるまるカット仕上げのでき
    る方＊休日は相談に応じます。　　＜応募には、ハロー

ワーク紹介状が必要です＞

株式会社　ワンダー・わん 他に分類されない小売業

180,000円

佐賀県神埼市神埼町本告牟田８５８
－１

60分

180,000円 雇用・労
災・健康・

厚生

正
社
員

コンクリートパイル継手金
具一式・鋼管杭特殊継
手・鋼管ケーシング・推進
管用鋼製カラー・専門製

(1)8時30分～17時15分 ～

38

溶接工 工場内において主に次のような作業を行っていただき
  ます。・ロボットによる溶接（オペレーター）・半自動溶接

    を使い溶接モノづくりが好きな方を歓迎します。免許・
 資格がない初心者でも大丈夫です！指導いたします。

株式会社　岡本建設用品製作所 建設用・建築用金属製品製造業変形（1年単位）

180,000円

佐賀県神埼市神埼町本告牟田８５８
－１

60分

雇用・労
災・健康・

厚生 正
社
員

ペットの繁殖と販売 (1)9時00分～18時00分 ～
業務経験者

255,100円

 佐賀県神埼市神埼町尾崎２０８０－１
佐賀工場 25時間

60分

175,000円 雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須

 佐賀県神埼市千代田町下板２０３－１
 ドラッグストアモリ　千代田店　　勤務先

応相談（仕事内容を参照）

又は8時30分～0時00分の間の8時間程度 20時間
60分

181,000円 雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須

39

登録販売者（正・
千代田店・地域専
任職）

○商品管理・店舗管理業務　（ドラッグストア店内でレ
  ジ、接客、　販売、商品陳列等の業務）＊教育システ

ムも充実してますので、未経験者もしっかりと知識・　資
 格を取得し成長して頂けます。＊新卒・第二新卒積極

  採用＊未経験の方も歓迎いたします。＊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

株式会社　ドラッグストアモリ 医薬品・化粧品小売業 変形（1ヶ月単位）

(2)15時30分～0時00分

200,000円

30

金型保全

204,000円

180,000円

246,000円

佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里２３０６
  －１　ドラッグストアモリ　神埼店　　勤

務先応相談（仕事内容を参照）

又は8時30分～0時00分の間の8時間 20時間
60分

204,000円 雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須

(1)8時30分～17時45分 ～ 管理栄養士

32

プラスチック成形
品のオペレーター
（佐賀）

 機械オペレーター及び工場内作業具体的には、冷凍
 食品等のトレーの生産に携わっていただきます。〈プラ

 スチック成型品の生産工程〉成形→打抜→検品→包
   装→出荷

大塚包装工業　株式会社 紙製容器製造業

正
社
員

ドラッグストア（医薬品、化
粧品、健康食品、お酒、食

 料品、日用品等の販売）
調剤薬局

281,000円

35

児童発達支援管
理責任者　正社員

１　子ども達の個性に合わせた個別支援計画の作成
   や管理２　サービスの説明３　保護者の方との面談４

 企画・管理等の事業所運営全般５　地域の関係機関
      との連絡調整　　　　　　など　　　＜応募には、ハロー

ワークの紹介状が必要です＞

学校法人　洗心学園　サールナートこ
ども園

幼稚園 変形（1年単位）

(2)9時30分～18時30分

180,000円

287,000円 正
社
員

ドラッグストア（医薬品、化
粧品、健康食品、お酒、食

 料品、日用品等の販売）
調剤薬局

(1)8時30分～17時45分 ～ 登録販売者（一般医薬品）

5



職種 求人区分 求人者名

NO 求人数(人) 仕事の内容 所在地

求人受理日 年齢 就業場所 試用期間 求人番号

産業分類 就業時間 賃金(円) 加入保険
等

必要な免許・資格・経験等 雇
用
形
態

事業内容 時間外(有無･月平均)

従業員数  休憩時間(分) 週の労働日数 休日/週休２日制
（フルタイム）

福岡県朝倉市一木１１４８番地の１

時間外 あり
1人 59歳以下 企業全体 7,374人 休日 他 あり

R5.1.6 定年を上限 就業場所 19人 週休２日制 その他 時給９００円 40150-  636931
（フルタイム）

佐賀県神埼市千代田町境原４８８－１

時間外 なし
2人 59歳以下 企業全体 37人 休日 土日祝他 あり

R5.1.6 定年を上限 就業場所 9人 週休２日制 毎　週 41010-  443231
（フルタイム）

佐賀県神埼市神埼町尾崎３８１０

時間外 あり
2人 59歳以下 企業全体 46人 休日 日祝他 あり

R5.1.6 定年を上限 就業場所 30人 週休２日制 その他 41010-  489631
（フルタイム）

佐賀県神埼市神埼町尾崎３８１０

時間外 あり
2人 59歳以下 企業全体 46人 休日 日祝他 あり

R5.1.6 定年を上限 就業場所 30人 週休２日制 その他 41010-  494431
（フルタイム）

佐賀県神埼市神埼町尾崎３８１０

時間外 あり
2人 59歳以下 企業全体 46人 休日 日祝他 あり

R5.1.6 定年を上限 就業場所 30人 週休２日制 その他 41010-  500731
（フルタイム）

佐賀県神埼市神埼町尾崎３８１０

時間外 あり
2人 59歳以下 企業全体 46人 休日 日祝他 あり

R5.1.6 定年を上限 就業場所 30人 週休２日制 その他 41010-  501331
（フルタイム）

佐賀県神埼市神埼町尾崎３８１０

時間外 あり
1人 59歳以下 企業全体 46人 休日 日祝他 あり

R5.1.6 定年を上限 就業場所 30人 週休２日制 その他 41010-  502631
（フルタイム）

佐賀県神埼市神埼町尾崎３８１０

時間外 あり
1人 59歳以下 企業全体 46人 休日 日祝他 あり

R5.1.6 定年を上限 就業場所 30人 週休２日制 その他 41010-  503931
（フルタイム）

佐賀県神埼市千代田町詫田９８３番地

時間外 あり
1人 59歳以下 企業全体 107人 休日 日他 あり

R5.1.6 定年を上限 就業場所 107人 週休２日制 毎　週 41010-  525431
（フルタイム） （AT限定不可）

茨城県守谷市御所ケ丘２－１０－２

時間外 あり 拠出

3人 64歳以下 企業全体 289人 休日 日祝他 あり

R5.1.5 定年を上限 就業場所 21人 週休２日制 その他
基本給、職務
手当、交通費

08060-  146631

20時間
60分

181,000円 雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須

正
社
員

ドラッグストア（医薬品、化
粧品、健康食品、お酒、食

 料品、日用品等の販売）
調剤薬局

(1)8時30分～17時45分 ～ 登録販売者（一般医薬品）

197,000円 雇用・労
災・健康・

厚生 正
社
員

こども園 (1)7時00分～16時00分 ～ 保育士

41

保育士（ここから保
育園）（令和５年４
月１日～）＊正社
員

○０歳～５歳児の各クラス担任として園児の保育業務
  を行います。　日報記入の業務もあります。＊０歳児３
 名、１歳児３名、２歳児３名、３～５歳児３名　　計１２

  名定員＊令和３年１月に新しく開園した企業主導型小
 規模保育園です。＊雇用開始日は令和５年４月１日と

   なります。　　＜応募には、ハローワークの紹介状が必
要です＞

学校法人　洗心学園　サールナートこ
ども園

幼稚園 変形（1年単位）

(2)8時00分～17時00分

正
社
員

塗装工事、防水工事、土
木工事
国土交通大臣許可　特－
２８第２６５８０号

(1)8時00分～17時30分 ～ １級土木施工管理技士

42

（正社員）施工管
理者（土木・建築
技術者）

建築工事・土木工事の現場の管理を行っていただきま
  す。　・建築現場は主に塗装、防水工事　・土木現場

 は主に橋梁の補修・補強工事、耐震工事又は　　コン
 クリート構造物の補修工事を行います。※【現場管理】

  ・取引先との打合せ・工事の進捗状況等の管理がメイ
  ンのお仕事です＊現場には、社用車にて移動します＊

未経験者に対しては新人教育やＯＪＴによる職場研修

株式会社　ハットリ工業　神埼営業所 塗装工事業 変形（1ヶ月単位）

259,000円 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

 佐賀県神埼市千代田町嘉納５９７　こ
こから保育園

(3)9時00分～18時00分

60分

＊建築工事または橋梁補修工事の受注営業を行って
 いただきます。・取引先との打合せ、工事の進捗状況

  の管理　官公庁、設計事務所等への提案営業・ビル
  やマンションの改修営業等※現場は主に県内で、社用

 車にて移動します。　私有車借入の際は手当を支給
    致します。　　＜応募には、ハローワークの紹介状が必

要です＞

株式会社　ハットリ工業　神埼営業所 塗装工事業 変形（1ヶ月単位）

450,000円 ２級土木施工管理技士

神埼営業所（神埼市神埼町尾崎３８１
 ０）又は福岡支店（大野城市大池２丁

目１５番６号）
20時間

90分

250,000円 雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須

250,000円

正
社
員

･氷河期世代
歓迎

塗装工事、防水工事、土
木工事
国土交通大臣許可　特－
２８第２６５８０号

(1)8時00分～17時30分 ～

44

（正社員）現場作
業員（土木）

 土木工事の現場作業を行っていただきます。　・橋梁
 の補修、補強、耐震工事　・コンクリート構造物の補修

 工事　等＊現場には、社用車にて移動します。（私有
  車借入の際は手当を　支給しまします。）◎未経験者

に対しては先輩職人による職場研修等を行い、１日も
 早　い技能習得をめざします。　直属上司とは別に連
 絡・相談窓口を設けています。　また、国家資格取得

株式会社　ハットリ工業　神埼営業所 塗装工事業 変形（1ヶ月単位）

450,000円

神埼営業所（神埼市神埼町尾崎３８１
  ０）又は唐津支店（唐津市鏡４９７９－

４）
20時間

90分

雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須

正
社
員

塗装工事、防水工事、土
木工事
国土交通大臣許可　特－
２８第２６５８０号

(1)8時00分～17時30分 ～
営業経験

45

（正社員）現場作
業員（建築）

  技能工として工事の現場作業を行っていただきます。
  ＊現場には、社用車にて移動します。◎未経験者に

 対しては先輩職人による職場研修等を行い、１日も
 早い技能習得をめざします。　直属上司とは別に連

 絡・相談窓口を設けています。　また、国家資格取得
を積極的に促して待遇改善の後押しも行い、　働きや

  すい職場作りに努めています。　　　　《応募にはハロー

株式会社　ハットリ工業　神埼営業所 塗装工事業 変形（1ヶ月単位）

352,080円

神埼営業所（神埼市神埼町尾崎３８１
 ０）又は福岡支店（大野城市大池２丁

目１５番６号）
10時間

90分

250,560円 雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須

352,080円

神埼営業所（神埼市神埼町尾崎３８１
 ０） 10時間

90分

200,880円 雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須

正
社
員

･氷河期世代
歓迎

塗装工事、防水工事、土
木工事
国土交通大臣許可　特－
２８第２６５８０号

(1)8時00分～17時30分 ～

47

（正社員）現場作
業員（塗装工・防
水工）

 塗装工事の現場作業を行っていただきます。・塗装、
    防水工事　等＊現場には、社用車にて移動します。＊

未経験者に対しては先輩職人による職場研修等を行
  い、１日も　早い技能習得をめざします。　直属上司と

 は別に連絡・相談窓口を設けています。　また、国家
資格取得を積極的に促して待遇改善の後押しも行

  い、　働きやすい職場作りに努めています。《応募には

株式会社　ハットリ工業　神埼営業所 塗装工事業 変形（1ヶ月単位）

324,000円

 佐賀県神埼市神埼町尾崎３８１０〒８４
 ７－００２２佐賀県唐津市鏡４９７９－４

のいずれか
10時間

90分

194,400円 雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須

･氷河期世代
歓迎

塗装工事、防水工事、土
木工事
国土交通大臣許可　特－
２８第２６５８０号

(1)8時00分～17時30分 ～

46

（正社員）現場作
業員（塗装工・防
水工）【女性対象
求人】

 【ポジティブアクション対象求人】　塗装工事の現場作
  業を行っていただきます。・塗装、防水工事　等＊現

  場は主に佐賀県内で、社用車にて移動します。◎未
経験者に対しては先輩職人による職場研修等を行

 い、　１日も早い技能習得をめざします。直属上司とは
別に連絡・相談　窓口を設けています。また、国家資
格取得を積極的に促して待遇　改善の後押しも行い、

株式会社　ハットリ工業　神埼営業所 塗装工事業 変形（1ヶ月単位）

324,000円

神埼営業所（神埼市神埼町尾崎３８１
  ０）又は唐津支店（唐津市鏡４９７９－

４）
10時間

90分

194,400円 雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須

正
社
員

･氷河期世代
歓迎

塗装工事、防水工事、土
木工事
国土交通大臣許可　特－
２８第２６５８０号

(1)8時00分～17時30分 ～

1時間
60分

150,400円 雇用・労
災・健康・

厚生 正
社
員

･氷河期世代
歓迎

特別養護老人ホーム、ケ
アハウス、老人デイサービ
スセンター、老人短期入
所事業、在宅介護支援セ

(1)8時30分～17時30分

48

介護職（デイサー
ビス）正社員

 ◎デイサービスでの高齢利用者の介護業務　・食事、
 入浴、排泄等の日常生活上の支援　・健康状態の観

   察　・記録（タブレット端末使用）　等　デイサービスの
    利用者：約２４名（１３名でお世話）　　＜応募には、ハ

ローワークの紹介状が必要です＞

社会福祉法人　真栄会（こすもす苑） 老人福祉・介護事業 変形（1ヶ月単位）

209,400円 雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須

～ 介護福祉士

正
社
員

建築用基礎鉄筋の加工、
 販売

 土木工事　　　　　　
温泉業務

(1)8時30分～17時30分 ～ ５トン限定準中型自動車免許 住宅基礎鉄筋組み上
げ、住宅基礎工事の経

 験など
あれば尚可

49

住宅基礎工事（佐
賀県神埼市）

  当社、九州工場（佐賀県神埼市）採用◎大手住宅
  メーカーの戸建住宅の基礎工事の施工業務＊３～５

 人で行う、一般住宅基礎工事作業です＊３ｔトラック・
    ハイエース等を使用≪経験者優遇いたします≫≪未

経験の方でも応募可能です≫

メークス　株式会社 建設用・建築用金属製品製造業

306,900円

佐賀県神埼市神埼町的３７８－１
30時間

75分

287,000円

佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里２３０６
  －１　ドラッグストアモリ　神埼店　　勤

務先応相談（仕事内容を参照）

又は8時30分～0時00分の間の8時間程度

40

登録販売者（正・
神埼店・地域専任
職）

○商品管理・店舗管理業務　（ドラッグストア店内でレ
  ジ、接客、　販売、商品陳列等の業務）＊教育システ

ムも充実してますので、未経験者もしっかりと知識・　資
 格を取得し成長して頂けます。＊新卒・第二新卒積極

  採用＊未経験の方も歓迎いたします。＊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

株式会社　ドラッグストアモリ 医薬品・化粧品小売業 変形（1ヶ月単位）

(2)15時30分～0時00分

43

管理営業　：　正
社員

正
社
員

180,500円

佐賀県神埼市千代田町詫田９８３番
地

6



職種 求人区分 求人者名

NO 求人数(人) 仕事の内容 所在地

求人受理日 年齢 就業場所 試用期間 求人番号

産業分類 就業時間 賃金(円) 加入保険
等

必要な免許・資格・経験等 雇
用
形
態

事業内容 時間外(有無･月平均)

従業員数  休憩時間(分) 週の労働日数 休日/週休２日制
（フルタイム）

佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里２２２０－

時間外 あり
1人 59歳以下 企業全体 65人 休日 他 あり

R5.1.5 定年を上限 就業場所 54人 週休２日制 その他 職務手当支給なし 41010-  360131
（フルタイム）

佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里２２２０－

時間外 あり
1人 59歳以下 企業全体 65人 休日 日他 あり

R5.1.5 定年を上限 就業場所 54人 週休２日制 その他 職務手当なし 41010-  363231
（フルタイム）

佐賀県佐賀市巨勢町大字修理田１２０１

時間外 あり
1人 59歳以下 企業全体 171人 休日 他 あり

R5.1.5 定年を上限 就業場所 16人 週休２日制 その他 41010-  371531
（フルタイム）

佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里２２２０－

時間外 なし
1人 59歳以下 企業全体 65人 休日 他 あり

R5.1.5 定年を上限 就業場所 54人 週休２日制 その他
 職務手当なし

41010-  376931
（フルタイム）

佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里２２２０－

時間外 あり
1人 59歳以下 企業全体 65人 休日 他 あり

R5.1.5 定年を上限 就業場所 54人 週休２日制 その他 職務手当無し 41010-  378031
（フルタイム）

佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬９３０

時間外 あり 拠出

5人 59歳以下 企業全体 10,876人 休日 他 あり

R5.1.5 定年を上限 就業場所 528人 週休２日制 その他 41010-  403431
（フルタイム）

福岡県朝倉市一木１１４８番地の１

時間外 あり
1人 35歳以下 企業全体 7,374人 休日 他 あり

R5.1.4 キャリア形成 就業場所 15人 週休２日制 その他 時給９００円 40150-  244031
（フルタイム）

佐賀県佐賀市神野東２－３－１

時間外 あり 厚生

3人 40歳以下 企業全体 82人 休日 土日祝他 あり

R5.1.4 キャリア形成 就業場所 82人 週休２日制 毎　週 41010-   20631
（フルタイム）

佐賀県佐賀市鍋島町大字八戸３０１０番

時間外 あり
2人 59歳以下 企業全体 172人 休日 日他 あり

R5.1.4 定年を上限 就業場所 47人 週休２日制 その他 固定歩合手当：２ 41010-   65831
（フルタイム）

佐賀県佐賀市鍋島町大字八戸３０１０番

時間外 あり
2人 59歳以下 企業全体 172人 休日 他 あり

R5.1.4 定年を上限 就業場所 41人 週休２日制 その他 （固定歩合手当　 41010-   66231

佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里２２２０
 －１ 1時間

60分

正
社
員

住宅型有料老人ホームお
よびデイサービスの運営

(1)8時30分～17時30分 ～

正
社
員

通信業界並びに接客業
の経験者

50

営業（介護施設・
デイサービス）

○有料老人ホーム、デイサービスの顧客獲得のため、
 他事業所、市　役所、病院、クリックなどを訪問し、有

 料老人ホームの入居者獲　得の営業活動やデイサー
  ビスの宣伝活動を行っていただきます。　＊介護サー

ビスに関心のある方、社会福祉士、介護支援専門員
    な　　どの資格がある方は、優遇いたします。　　＜応

募には、ハローワークの紹介状が必要です＞

有限会社　しょうほう　住宅型有料老
人ホーム　愛夢かんざき

老人福祉・介護事業 変形（1ヶ月単位）

店頭販売員／神
埼市：携帯ショップ
経験者・Ｕターン＊
正社員

○ドコモショップ、ａｕショップ、ソフトバンクショップ等で働
いた経験をお持ちの方、あなたの経験を活かして働い
てみませんか？○当社ドコモショップにてスマートフォ
ン・タブレットなどの販売、コンサルティング業務、故障

 対応等のアフターサービス業務に従事して頂きます。
 ○頑張った分しっかりと見返りがある職場です。○女性

が多いイメージの職場ですが、男性スタッフも多く在籍

株式会社　モトシマ　ドコモ事業部 機械器具小売業（自動車，自転車変形（1ヶ月単位）

雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須

正
社
員

住宅型有料老人ホームお
よびデイサービスの運営

(1)8時30分～17時30分 ～
営業経験

正
社
員

住宅型有料老人ホームお
よびデイサービスの運営

(1)8時30分～17時30分 ～
160,000円

54

53

介護職員（介護付
有料老人ホーム：
特定施設）正社員

  ○介護付有料老人ホームでの介護○食事、離床、着
    替え、排泄等の介助○入浴など日常生活のお世話※

  入居者様３０名＊就業時間（４）１７：００～９：００（夜勤
  週１回程度）　　＜応募には、ハローワーク紹介状が必

要です＞

有限会社　しょうほう　住宅型有料老
人ホーム　愛夢かんざき

老人福祉・介護事業 変形（1ヶ月単位）

(2)7時00分～16時00分

334,000円

佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里１６０７
 －１ドコモショップ吉野ヶ里店 6時間

90分

雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須

当社は自動車整備業を母
体に、地域に密着した多
彩な事業を展開し、業績
も順調に伸ばしています。

(1)9時00分～18時30分 ～
175,000円

52

56

販売員（正・神埼
店・地域専任職）

 ○ドラッグストアの接客・販売・品出し・売場管理＊経
験者大歓迎。今までの経験を活かし早期キャリアアッ

  プ可能です。＊未経験者も応募歓迎。＊接客経験が
ある方・営業経験がある方など、カウンセリングで活躍

 する事ができます。＊マネジメント経験があればすぐに
 キャリアアップして、入社１年で店長職も可能。＊エリ

アマネージャーや、本部にて商品部バイヤー、店舗運

株式会社　ドラッグストアモリ 医薬品・化粧品小売業 変形（1ヶ月単位）

(2)15時30分～0時00分

又は8時30分～0時00分の間の8時間程度 20時間
60分

雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須

事務員 ○有料老人ホーム、デイサービスの事務のお仕事で
  す。一般的な事務作業、在庫確認、職員の勤怠

 チェック、電話応対デイサービスの保険請求業務　な
  ど　※給与計算は外注のため、給与計算業務はありま

   せん　　　《応募にはハローワークの紹介状が必要で
す》

有限会社　しょうほう　住宅型有料老
人ホーム　愛夢かんざき

老人福祉・介護事業 変形（1ヶ月単位）

167,000円

佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里２２２０
 －１

正
社
員

サンドラッググループの総
合ディスカウントストア。食
品・一般薬品・化粧品・酒
類・衣料品・日配品等の

(1)7時00分～16時00分 ～

55

店舗社員（佐賀東
エリア）：正社員

 ＜仕事内容＞　商品の管理（食品・生活必需品等）、
 販売、お客様対応、　棚卸業務等店舗の運営にかか

  わるお仕事です。＜転勤について＞　初任地は自宅か
 ら通える店舗となりますが、その後は　全国転勤の可

 能性があります。その後の転勤に関して　は、特記事
  項をご参照ください。　＊転勤の範囲：西・南・東日本　

  ※転勤の際は社宅手配などの制度あり。　　＜応募に

ダイレックス　株式会社 百貨店，総合スーパー 変形（1ヶ月単位）

(2)10時00分～19時00分

正
社
員

相互扶助の理念に基づ
き、お互いに支え合うこと
を信頼の証として、組合員
一人ひとりが預金し合い、

(1)8時30分～17時00分 ～

57

営業・事務   ○金融窓口での事務（預金・融資・為替等の業務）○
  渉外（営業）業務※渉外業務については、各店舗営業

 区域内での業務です。　入社後は、先輩職員の指導
    があります。　　　＜応募にはハローワークの紹介状が

必要です＞

佐賀東信用組合 中小企業等金融業

287,000円

佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里２３０６
  －１　ドラッグストアモリ　神埼店　　勤

務先応相談（仕事内容を参照）

正
社
員

ドラッグストア（医薬品、化
粧品、健康食品、お酒、食

 料品、日用品等の販売）
調剤薬局

(1)8時30分～17時45分 ～

58

運転士（神埼支
店）　【自動車部品
配送】

 【自動車部品配送事業】輸送価値を高め、お客様第
  一主義の安定輸送を目指しています。○大型トラック

   （１０ｔ）の運転・作業　・製品積み下ろし、荷役作業＊
 エリア：北九州、防府（山口県）、広島＊フォークリフト

  作業＊制服・安全靴は支給します。＊給与の総支給
  額は諸手当を含めて２５万～３５万程度になります

≪応募にはハローワークの紹介状が必要です≫

佐賀運輸　株式会社 一般貨物自動車運送業 変形（1年単位）

(2)21時00分～6時00分

224,000円

佐賀県佐賀市神野東２－３－１
5時間

45分

142,000円 雇用・労
災・健康・
厚生・財形

普通自動車運転免許　　必須

フォークリフト運転技能者

 佐賀県神埼市神埼町竹３２７７－３佐
賀運輸株式会社　神埼支店 25時間

正
社
員

 運送業・通運業・倉庫業 (1)7時00分～16時00分 ～ 大型自動車免許

189,940円 雇用・労
災・健康・

厚生 正
社
員

 運送業・通運業・倉庫業 (1)4時00分～13時00分 ～ 大型自動車免許

197,100円

59

運転士（郵便営業
所）

○郵便局から郵便局への郵便物の配送（定期便ルー
   ト配送）と　荷物の積み降ろしの仕事になります。・配送

 エリア：佐賀・福岡・長崎・熊本・大阪・長距離便（大阪
 便）は希望により乗務可能です。・ルートは予め決まっ

 ているので安心です。・積込み・積み降ろしはカゴ車を
 利用するので作業もスムーズ！・制服、安全靴は支給

 します。・給与の総支給額は諸手当を含めて２５万程

佐賀運輸　株式会社 一般貨物自動車運送業 変形（1年単位）

(2)9時00分～18時00分

230,000円

170,000円

佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里２２２０
 －１ 1時間

60分

160,000円 雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須

正
社
員

住宅型有料老人ホームお
よびデイサービスの運営

(1)8時30分～17時30分 ～

51

デイサービス送迎
スタッフ（介護付有
料老人ホーム）

 ○送迎車の運転（施設とデイサービス兼務）○施設環
   境整備業務　・簡単な設備・備品の営繕等※一部介

    護も含みます。＊デイサービス利用者様３５～４０名
＜応募にはハローワークの紹介状が必要です＞

有限会社　しょうほう　住宅型有料老
人ホーム　愛夢かんざき

老人福祉・介護事業 変形（1ヶ月単位）

250,000円

(3)10時00分～19時00分

60分

165,000円 雇用・労
災・健康・

厚生

180,000円

佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里２２２０
 －１ 1時間

60分

雇用・労
災・健康・

厚生 事務経験

250,000円

○鳥栖店　○ライフガーデン鳥栖店
 ○日の隈店　○神埼店○みやき店

(3)13時00分～22時00分
又は7時00分～22時00分の間の8時間程度 30時間

60分

147,300円 雇用・労
災・健康・
厚生・財形

160,000円

60分

197,100円 雇用・労
災・健康・

厚生

194,940円

 佐賀県鳥栖市真木町１９８３－１佐賀
運輸株式会社　郵便営業所

(3)17時00分～2時00分
20時間

60分

7



職種 求人区分 求人者名

NO 求人数(人) 仕事の内容 所在地

求人受理日 年齢 就業場所 試用期間 求人番号

産業分類 就業時間 賃金(円) 加入保険
等

必要な免許・資格・経験等 雇
用
形
態

事業内容 時間外(有無･月平均)

従業員数  休憩時間(分) 週の労働日数 休日/週休２日制
（フルタイム）

佐賀県佐賀市大財１丁目８－４０

時間外 なし
2人 59歳以下 企業全体 200人 休日 他 あり

R5.1.4 定年を上限 就業場所 8人 週休２日制 その他 試用期間中は基本給41010-   77731
（フルタイム）

佐賀県神埼市千代田町詫田９８３番地

時間外 なし
1人 59歳以下 企業全体 107人 休日 日他 あり

R5.1.4 定年を上限 就業場所 107人 週休２日制 毎　週 41010-   81831
（フルタイム）

佐賀県神埼市千代田町詫田９８３番地

時間外 なし
1人 59歳以下 企業全体 107人 休日 日他 あり

R5.1.4 定年を上限 就業場所 107人 週休２日制 毎　週 41010-   83531
（フルタイム）

佐賀県神埼市千代田町詫田９８３番地

時間外 あり
1人 59歳以下 企業全体 107人 休日 他 あり

R5.1.4 定年を上限 就業場所 107人 週休２日制 その他 41010-   84431
（フルタイム）

佐賀県神埼市千代田町詫田９８３番地

時間外 あり
1人 59歳以下 企業全体 107人 休日 他 あり

R5.1.4 定年を上限 就業場所 107人 週休２日制 その他 41010-   85731
（フルタイム）

佐賀県神埼市千代田町詫田９８３番地

時間外 あり
1人 59歳以下 企業全体 107人 休日 他 あり

R5.1.4 定年を上限 就業場所 6人 週休２日制 その他 41010-   95331
（フルタイム）

佐賀県神埼市千代田町詫田９８３番地

時間外 あり
1人 59歳以下 企業全体 107人 休日 他 あり

R5.1.4 定年を上限 就業場所 6人 週休２日制 その他 41010-  100631
（フルタイム）

佐賀県神埼市千代田町詫田９８３番地

時間外 あり
1人 59歳以下 企業全体 107人 休日 他 あり

R5.1.4 定年を上限 就業場所 6人 週休２日制 その他 41010-  103031
（フルタイム）

佐賀県神埼市神埼町大字神埼２９３

時間外 あり
1人 64歳以下 企業全体 132人 休日 日祝他 あり

R5.1.4 定年を上限 就業場所 6人 週休２日制 その他 時給８７０円 41010-  126931
（フルタイム）

東京都八王子市石川町２９６９－３

時間外 あり 給付

1人 21歳～44歳 企業全体 330人 休日 他 あり

R4.12.27 キャリア形成 就業場所 10人 週休２日制 その他 13140-18312221

61

鍼灸師  ＊デイサービスでの機能訓練＊高齢者を対象とした体
 の機能回復及び健康保持維持のための　　　機能訓

   練＊利用者の送迎、健康観察＊レクレーション＊日常
  生活上の支援及び一部介護業務＊宿直業務　　※宿

  直業務の諾否については相談に応じます。　　《応募に
 はハローワークの紹介状が必要です》　　　【オンライン

自主応募の方は紹介状不要】

社会福祉法人　真栄会（こすもす苑） 老人福祉・介護事業

(2)17時30分～8時30分

180,120円

 佐賀県神埼市神埼町鶴１３４２－１グ
ループホームきぼう神埼センター

(3)17時00分～10時00分

60分

150,100円 雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須

 老人福祉施設の運営
教育訓練事業

(1)8時30分～17時30分 ～

60

介護職【グループ
ホームきぼう神埼
センター】（正社
員）

 ◎グループホーム（利用者９名）内での介護業務・利
 用者の健康管理　食事、入浴、排泄介助等の介護業

  務・園外行事、受診の送迎等で外出用務あり＊日中３
名、夜間１名での対応
  ＊就業時間（１）～（３）のローテーション勤務の方優遇

 ＊土日祝日出勤あり（日勤のみ及び休日の相談可。
  但し別途雇用規定あり）　　　《応募にはハローワークの

株式会社　ライフサポート　ＮＥＯ 老人福祉・介護事業 変形（1ヶ月単位）

(2)9時30分～18時30分

210,600円 きゅう師

佐賀県神埼市千代田町詫田９８３番
地

60分

162,300円 雇用・労
災・健康・

厚生 正
社
員

特別養護老人ホーム、ケ
アハウス、老人デイサービ
スセンター、老人短期入
所事業、在宅介護支援セ

(1)8時30分～17時30分 ～ はり師
鍼灸師としての業務経
験

60分

162,300円 雇用・労
災・健康・

厚生 正
社
員

特別養護老人ホーム、ケ
アハウス、老人デイサービ
スセンター、老人短期入
所事業、在宅介護支援セ

(1)8時30分～17時30分 ～ 柔道整復師
柔道整復師としての業
務経験62

柔道整復師  ＊デイサービスでの機能訓練＊高齢者を対象とした体
 の機能回復及び健康保持のための機能訓練＊利用

  者の送迎、健康観察＊レクレーション＊日常生活上の
  支援及び一部介護業務＊宿直業務　　※宿直業務の

   諾否については、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》　　　【オンライン自主

応募の方は紹介状不要】

社会福祉法人　真栄会（こすもす苑） 老人福祉・介護事業

(2)17時30分～8時30分

1時間
60分

150,400円 雇用・労
災・健康・

厚生 正
社
員

･氷河期世代
歓迎

特別養護老人ホーム、ケ
アハウス、老人デイサービ
スセンター、老人短期入
所事業、在宅介護支援セ

(1)7時00分～16時00分 ～ 介護福祉士

63

介護職（特養）正
社員

 ◎施設（特養）での高齢利用者の介護業務　・食事、
 入浴、排泄等の日常生活上の支援　・健康状態の観

   察　・記録（タブレット端末使用）　等　特養老人ホーム
  の利用者：約６５名（２９名でお世話）※夜勤：特養（３

   名体制）　　＜応募には、ハローワークの紹介状が必要
です＞

社会福祉法人　真栄会（こすもす苑） 老人福祉・介護事業 変形（1ヶ月単位）

(2)9時00分～18時00分

210,600円

佐賀県神埼市千代田町詫田９８３番
地

180,500円

180,500円

佐賀県神埼市千代田町詫田９８３番
地

(3)11時00分～20時00分
1時間

60分

雇用・労
災・健康・

厚生 正
社
員

･氷河期世代
歓迎

特別養護老人ホーム、ケ
アハウス、老人デイサービ
スセンター、老人短期入
所事業、在宅介護支援セ

(1)7時30分～16時30分 ～ 介護福祉士
150,400円

60分

195,000円 雇用・労
災・健康・

厚生

正
社
員

特別養護老人ホーム、ケ
アハウス、老人デイサービ
スセンター、老人短期入
所事業、在宅介護支援セ

(1)8時30分～17時30分 ～ 社会福祉士
 ○地域包括支援センターでの相談業務・予防ケアプラ

   ンの作成・利用者観察・利用者家族との連絡・ケース
  カンファレンス＊宿直があります（月２～３回程度）要相

    談　※宿直手当別途支給有　　＜応募にはハローワー
クの紹介状が必要です＞

社会福祉法人　真栄会（こすもす苑） 老人福祉・介護事業 変形（1ヶ月単位）

特別養護老人ホーム、ケ
アハウス、老人デイサービ
スセンター、老人短期入
所事業、在宅介護支援セ

(1)8時30分～17時30分 ～ 看護師

67

66

介護支援専門員
（正社員）

 ○居宅介護支援事業所でのケアマネージャー業務・
  ケアプラン作成・担当者会議・カンファレンスなどの一

   連の業務＊宿直業務があります。（月２～３回）　※宿
   直手当別途支給　　＜応募にはハローワークの紹介状

が必要です＞

社会福祉法人　真栄会（こすもす苑） 老人福祉・介護事業 変形（1ヶ月単位）

230,000円

佐賀県神埼市千代田町直鳥１６１－１
 千代田庁舎内　　地域包括支援セン

ター
1時間

60分

65

社会福祉士（正社
員）

195,000円 雇用・労
災・健康・

厚生

佐賀県神埼市千代田町用作字三本
 杉２０９８番地　サービス付き高齢者向

け住宅１階
1時間

変形（1ヶ月単位）

(2)7時30分～16時30分

155,000円

 佐賀県神埼市神埼町神埼２９３和田
医院 5時間

120分

雇用・労
災・健康・

厚生

正
社
員

特別養護老人ホーム、ケ
アハウス、老人デイサービ
スセンター、老人短期入
所事業、在宅介護支援セ

(1)8時30分～17時30分 ～ 介護支援専門員（ケアマネージャー）
ケアマネージャー経験
者

 ○診療所での外来受付・初診受付業務（診察券、カ
    ルテ作成）・電話応対〇医療事務・診療報酬明細書

  （レセプト）の作成・健康保険組合へのレセプト提出・診
 療報酬点数の計算・会計業務（患者からの自己負担

   分徴収）・カルテの整理、管理、検索・来客応対
〈応募にはハローワークの紹介状が必要です〉

医療法人　久和会 一般診療所 変形（1ヶ月単位）

(2)9時00分～12時30分

230,000円 介護支援専門員（ケアマネージャー）

佐賀県神埼市千代田町直鳥１６１－１
 千代田庁舎内　　地域包括支援セン

ター
1時間

248,700円

佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里２２８７
 －１ヤクルトロジスティクス株式会社

佐賀営業所

(3)8時30分～17時30分
58時間

60分

 貨物自動車運送業
自動車整備業

(1)6時00分～15時00分 ～ 大型自動車免許

69

タンクローリー乗務
員（正社員）／佐
賀県神埼市

  ＊タンクローリーの運転＊タンクローリーの洗車＊タンク
 ローリーの洗浄・蒸気殺菌業務＊タンクローリーのタンク

 内の点検を行っていただきます。

ヤクルトロジスティクス株式会社

佐賀県神埼市千代田町詫田９８３番
地

(3)11時00分～20時00分

64

介護職（グループ
ホーム）正社員

  ◎グループホームでの高齢利用者の介護業務　・食
 事、入浴、排泄等の日常生活上の支援　・健康状態

   の観察　・記録（タブレット端末使用）　等＊グループ
  ホームの利用者：約１８名（１４名でお世話）＊グルー

  プホーム（２人体制）　　＜応募には、ハローワークの紹
介状が必要です＞

社会福祉法人　真栄会（こすもす苑） 老人福祉・介護事業 変形（1ヶ月単位）

(2)9時00分～18時00分

230,000円

145,000円

正
社
員

・地域保健等に関する
 知識

・高齢者に関する公衆
衛生業務経験１年以上

正
社
員

医療・福祉 (1)9時00分～18時00分 ～

正看護師（正社
員）

 ○地域包括支援センターでの相談業務・地域高齢者
  の介護予防や健康管理等・予防ケアプランの作成・利

    用者観察・利用者家族との連絡・ケースカンファレンス
 ＊宿直があります（月２～３回程度）要相談　※宿直手

  当別途支給有　　＜応募にはハローワークの紹介状が
必要です＞

社会福祉法人　真栄会（こすもす苑） 老人福祉・介護事業 変形（1ヶ月単位）

68

受付事務（和田医
院）

60分

195,000円 雇用・労
災・健康・

厚生

218,500円 雇用・労
災・健康・
厚生・財形 正

社
員

一般貨物自動車運送業

正
社
員

8



職種 求人区分 求人者名

NO 求人数(人) 仕事の内容 所在地

求人受理日 年齢 就業場所 試用期間 求人番号

産業分類 就業時間 賃金(円) 加入保険
等

必要な免許・資格・経験等 雇
用
形
態

事業内容 時間外(有無･月平均)

従業員数  休憩時間(分) 週の労働日数 休日/週休２日制
（フルタイム）

佐賀県鳥栖市江島町１６７７番地１

時間外 あり
1人 18歳～59歳 企業全体 110人 休日 日祝他 あり

R4.12.26 定年を上限 就業場所 16人 週休２日制 その他 41050- 7999121
（フルタイム）

佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里２３０６

時間外 なし 厚生

1人 45歳以下 企業全体 151人 休日 日祝他 あり

R4.12.23 キャリア形成 就業場所 24人 週休２日制 その他 日給７２００円～ 41010-19067921
（フルタイム）

佐賀県神埼市神埼町田道ケ里２５７５

時間外 なし
2人 不問 企業全体 29人 休日 日祝他 なし

R4.12.23 不問 就業場所 29人 週休２日制 その他 41010-19082621
（フルタイム）

佐賀県神埼市神埼町枝ヶ里１４９－７

時間外 なし
1人 不問 企業全体 5人 休日 土日祝他 あり

R4.12.22 不問 就業場所 5人 週休２日制 毎　週 41010-19040621
（フルタイム）

佐賀県神埼市千代田町詫田９８３番地

時間外 あり
1人 59歳以下 企業全体 107人 休日 日他 あり

R4.12.22 定年を上限 就業場所 107人 週休２日制 その他 41010-19042121
（フルタイム）

佐賀県神埼市千代田町詫田９８３番地

時間外 あり
1人 59歳以下 企業全体 107人 休日 日他 あり

R4.12.22 定年を上限 就業場所 107人 週休２日制 その他 41010-19043021
（フルタイム）

佐賀県神埼市千代田町詫田９８３番地

時間外 あり
1人 59歳以下 企業全体 107人 休日 他 あり

R4.12.22 定年を上限 就業場所 107人 週休２日制 その他 41010-19044721
（フルタイム） （AT限定不可）

佐賀県神埼市千代田町崎村４０１

時間外 なし
4人 59歳以下 企業全体 37人 休日 土日祝他 あり

R4.12.21 定年を上限 就業場所 37人 週休２日制 毎　週 41010-18942621
（フルタイム） （AT限定不可）

佐賀県神埼市神埼町尾崎２８０７番地

時間外 あり
2人 30歳以下 企業全体 33人 休日 日祝他 あり

R4.12.20 キャリア形成 就業場所 21人 週休２日制 その他 41010-18890821
（フルタイム）

佐賀県佐賀市大財１丁目８－４０

時間外 なし
1人 59歳以下 企業全体 200人 休日 他 あり

R4.12.15 定年を上限 就業場所 8人 週休２日制 その他 41010-18694121

一般貨物の輸送と営業倉
庫業務を営なんでおりま
す。

(1)8時30分～17時30分 ～ フォークリフト運転技能者
フォークリフトの経験

70

フォークリフト作業
員／千代田事業
所

倉庫内の住宅部材等の資材管理・ピッキング・運搬整
理・トラックで運ばれて来た住宅部材等を倉庫に整理

  して入れていただきます。大きな部材の場合はトラック
 毎に複数で協力して積卸、積込を行っていただきま

  す。※ヘルメット・制服支給

アサヒ通運　株式会社 一般貨物自動車運送業

近代的な保育内容により
子供の集中力を高め知能
の開発を促し、保護者の
ニーズに合った保育事業

(1)7時00分～16時00分 ～ 保育士

72

【正社員】保育士  ○園児の保育を行って頂きます。　・園児への各種教
  育　・その他、諸々のお世話　・担任補助（複数担任

    制）＊園児定員：９０名＊入職後１年間は、園の流れ
  を把握して頂くために担任の補助業務　を行います。

＜応募には、ハローワーク紹介状が必要です＞

社会福祉法人　神埼保育園 児童福祉事業 変形（1ヶ月単位）

(2)8時00分～17時00分

液化石油ガス設備士

100分

ＬＰＧの製造・充填および
 配送業務　　　　　　

ＬＰガス配送九州一円（１０
事業所）

(1)8時00分～17時00分 ～ 中型自動車免許

71

ＬＰガスの製造・配
送

  ≪主な業務内容≫○製造：ＬＰガスの充填作業○配
  送：ＬＰガスを一般家庭に配送する業務＊業務エリア：

 神埼を中心に佐賀一円＊使用トラック：３ｔ積載のＬＰガ
 ス配送専用車＊未経験の方も応募いただくことが可能

  です。※配送業務に必要な資格「保安業務員等」は
 入社後取得可※中型免許資格取得制度有（入社後

  取得可、費用会社負担）〈応募にはハローワークの紹

株式会社　三愛ガスサービス　佐賀事
業所

燃料小売業 変形（1年単位）

 ○事務全般業務　（一般事務・経理事務）・電話応対
    ・見積書、請求書作成・勤怠管理・給与計算・その他

  付随する業務＊銀行等への外出用務あり＊建設業の
  事務なので、官庁への提出書類等もあります。＊慣れ

  るまではベテラン社員が丁寧に教えます。　　　　《応
募にはハローワークの紹介状が必要です》

電気通信システム　株式会社 電気通信・信号装置工事業

163,810円

佐賀県神埼市神埼町田道ケ里２５７５ (3)9時00分～18時00分

60分

163,810円 雇用・労
災・健康・

厚生

･氷河期世代
歓迎

特別養護老人ホーム、ケ
アハウス、老人デイサービ
スセンター、老人短期入
所事業、在宅介護支援セ

(1)7時00分～16時00分 ～ 看護師

74

看護職（正職員）
（特養）

 ◎施設（特養）での看護業務　・健康状態の観察（検
 温、血圧の測定、採血等）　・記録（タブレット端末使

   用）　等　・処置（傷・患部等）＊入所者要介護度：平
     均４　（日勤のみの業務です）　　　　〈応募には、ハロー

ワーク紹介状が必要です。〉

社会福祉法人　真栄会（こすもす苑） 老人福祉・介護事業 変形（1ヶ月単位）

(2)9時00分～18時00分

180,000円

佐賀県神埼市神埼町枝ヶ里１４９－７

60分

雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須

電話・コンピュータ（通信機
器）・ネットワーク監視カメ
ラ等の設置工事・保守・メ
ンテナンスを行います。主

(1)9時00分～17時30分 ～
事務経験

73

事務職：正社員

166,800円 雇用・労
災・健康・

厚生 正
社
員

･氷河期世代
歓迎

特別養護老人ホーム、ケ
アハウス、老人デイサービ
スセンター、老人短期入
所事業、在宅介護支援セ

(1)8時30分～17時30分 ～ 看護師

75

看護職（正職員）
（デイサービス）

 ◎デイサービスでの介護・看護業務　・健康状態の観
 察（検温、血圧の測定、採血等）　・記録（タブレット端

   末使用）　等　・処置（傷・患部等）※宿直業務あり（要
 相談）１７：３０～翌８：３０　・電話対応、施錠確認、巡

   回など　・宿直手当４，０００円／回　　　＜応募には、
  ハローワーク紹介状が必要です。＞

社会福祉法人　真栄会（こすもす苑） 老人福祉・介護事業 変形（1ヶ月単位）

正
社
員

･氷河期世代
歓迎

特別養護老人ホーム、ケ
アハウス、老人デイサービ
スセンター、老人短期入
所事業、在宅介護支援セ

(1)7時30分～16時30分 ～ 看護師

76

看護職（正職員）
（グループホーム）

 ◎グループホームでの介護及び看護業務　・食事、入
  浴、排泄等の日常生活上の支援　・健康状態の観察

 ・記録（タブレット端末使用）　等　・入所者：１８名（ス
 タッフ：１４名　要介護度：平均４）＊グループホームで

  の介護業務は８～９割です。＊就業時間（４）１７：００
 ～１０：３０　夜勤（休憩時間：１５０分）（月４回程度勤

   務）※夜勤：グループホーム（２人体制）＊就業時間

社会福祉法人　真栄会（こすもす苑） 老人福祉・介護事業 変形（1ヶ月単位）

(2)9時00分～18時00分

230,000円 准看護師

佐賀県神埼市千代田町詫田９８３番
地 1時間

60分

212,000円 雇用・労
災・健康・
厚生・財形

普通自動車運転免許　　必須

独創的で高い技術力と徹
底した顧客思考型の開発

 プロセスを活か
し、樹木粉砕機等の環境・

(1)8時05分～17時10分 ～ 中型自動車免許 農業・建設機械の製
造、営業、修理、メンテ

 ナンスのご経験
＊経験者の方にはより

77

環境にお役立ちす
る樹木粉砕機の研
究開発スタッフ＊
正社員

○環境社会に貢献する樹木粉砕機の研究・開発など
  を行います。○市場調査＊製品仕様の検討、設計、

 試作、量産までの手続きなど○一部分だけではなく、
 全体の開発設計を実施いただきます。＊競合他社に

 比べ、顧客ニーズに沿った仕様や製品の種類が　多
 い点が特徴です。※製品への理解を深める為、最初

  は製造業務に従事して頂きます。　　　＜応募にはハ

株式会社　大橋 農業用機械製造業（農業用器具変形（1年単位）

230,000円 准看護師

佐賀県神埼市千代田町詫田９８３番
地

(3)11時00分～20時00分
1時間

60分

雇用・労
災・健康・

厚生

78

鋼管製基礎杭の
現場施工

建設現場において、専用重機を用いて鋼管製基礎杭
を地中に埋設する工事の作業全般です。工事の施工
は、重機作業、移動式クレーン作業、溶接作業を伴い
ますので、業務の習熟度に応じて必要な資格を取得し
たうえで、それらの作業も行っていただきます。将来的
には、現場の施工管理技術者として職長をお任せしま

    す。　　　　《応募にはハローワークの紹介状が必要で

株式会社　テクノ九州 建築工事業（木造建築工事業変形（1年単位）

264,500円

佐賀県神埼市千代田町崎村４０１

70分

201,000円 雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須

 老人福祉施設の運営
教育訓練事業

(1)8時30分～17時30分 ～ 介護支援専門員（ケアマネージャー）

79

介護支援専門員
（ヨツハートきぼう
神埼壱番館）

  ◎特定施設における入居者様ケアプラン作成◎入居
  者様・ご家族様との連絡調整◎他職種職員と連携し

     ての担当者会議　　　＜応募の際はハローワークの紹
介状が必要です＞

株式会社　ライフサポート　ＮＥＯ 老人福祉・介護事業 変形（1ヶ月単位）

219,240円

佐賀県神埼市神埼町尾崎２８０７番地
9時間

60分

雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須

鋼管杭製造販売施工、コ
ンクリート杭販売、とび・土
工工事業、地盤調査

(1)8時30分～17時30分 ～

239,800円

佐賀県神埼市神埼町竹字利田１０４２
 －１　　ヨツハートきぼう　神埼壱番館

60分

178,000円

佐賀県神埼市千代田町柳島２２５番
 地１アサヒ通運（株）千代田事業所（九

州積水工業株式会社業務部内）
22時間

80分

正
社
員

264,500円 準中型自動車免許

 佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里２３０６
三愛オブリガスサービス九州株式会社
佐賀事業所

230,000円 准看護師 正
社
員

正
社
員

151,000円 雇用・労
災・健康・
厚生・財形

普通自動車運転免許　　必須

正
社
員

178,000円 雇用・労
災・健康・

厚生 正
社
員

佐賀県神埼市千代田町詫田９８３番
地

(3)9時30分～18時30分
1時間

60分

166,800円 雇用・労
災・健康・

厚生

160,000円

166,630円

正
社
員

166,800円

正
社
員

正
社
員

9



職種 求人区分 求人者名

NO 求人数(人) 仕事の内容 所在地

求人受理日 年齢 就業場所 試用期間 求人番号

産業分類 就業時間 賃金(円) 加入保険
等

必要な免許・資格・経験等 雇
用
形
態

事業内容 時間外(有無･月平均)

従業員数  休憩時間(分) 週の労働日数 休日/週休２日制
（フルタイム）

佐賀県佐賀市大財１丁目８－４０

時間外 なし
1人 59歳以下 企業全体 200人 休日 他 あり

R4.12.15 定年を上限 就業場所 8人 週休２日制 その他 41010-18700021
（フルタイム）

佐賀県佐賀市大財１丁目８－４０

時間外 なし
1人 59歳以下 企業全体 200人 休日 他 あり

R4.12.15 定年を上限 就業場所 8人 週休２日制 その他 41010-18702821
（フルタイム）

佐賀県神埼市千代田町餘江１２０８－２

時間外 あり
2人 64歳以下 企業全体 52人 休日 他 あり

R4.12.15 定年を上限 就業場所 21人 週休２日制 毎　週 41010-18736221
（フルタイム）

広島県広島市中区舟入南２丁目７－５

時間外 あり
1人 59歳以下 企業全体 50人 休日 日他 あり

R4.12.14 定年を上限 就業場所 20人 週休２日制 その他 経験に応じ設定 34010-59278721
（フルタイム） （AT限定不可）

佐賀県杵島郡江北町大字上小田１０４８

時間外 あり
1人 64歳以下 企業全体 8人 休日 日他 あり

R4.12.13 定年を上限 就業場所 0人 週休２日制 毎　週 ３ヶ月（通勤手当 41030- 5240621
（フルタイム）

佐賀県神埼市千代田町直鳥７０３－１

時間外 あり
2人 59歳以下 企業全体 15人 休日 日他 あり

R4.12.12 定年を上限 就業場所 15人 週休２日制 その他 41010-18519521
（フルタイム）

佐賀県神埼市神埼町尾崎４５１８－２

時間外 あり
1人 59歳以下 企業全体 19人 休日 土日祝他 あり

R4.12.12 定年を上限 就業場所 14人 週休２日制 毎　週 日給８，３００円～ 41010-18520321
（フルタイム）

佐賀県神埼市神埼町尾崎４５１８－２

時間外 あり
2人 59歳以下 企業全体 19人 休日 土日祝他 あり

R4.12.12 定年を上限 就業場所 14人 週休２日制 毎　週 日給８，３００円～ 41010-18521621
（フルタイム）

佐賀県神埼市神埼町尾崎４５１８－２

時間外 あり
1人 59歳以下 企業全体 19人 休日 土日祝他 あり

R4.12.12 定年を上限 就業場所 14人 週休２日制 毎　週 日給８，３００円～ 41010-18526821
（フルタイム）

佐賀県神埼市千代田町境原７８７

時間外 あり
3人 45歳以下 企業全体 47人 休日 日他 あり

R4.12.9 キャリア形成 就業場所 47人 週休２日制 その他 41010-18474321

雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須

･氷河期世代
歓迎

 老人福祉施設の運営
教育訓練事業

(1)8時30分～17時30分 ～ 介護福祉士

80

介護福祉士（ヨツ
ハートきぼう　神埼
壱番館）正社員

  ≪特定施設における入居者様へのサービス提供≫
 ◎食事介助・入浴介助・排泄介助等　◎生活の場に

  おいての身体介助全般　◎レクレーション等の実施
   ◎バイタル等の記録　　＜応募の際はハローワークの

紹介状が必要です＞

株式会社　ライフサポート　ＮＥＯ 老人福祉・介護事業 変形（1ヶ月単位）

(2)17時00分～10時00分

 老人福祉施設の運営
教育訓練事業

(1)8時30分～17時30分 ～ 看護師

81

正・准看護師（ヨツ
ハートきぼう　神埼
壱番館）正社員

  ≪特定施設における入居者様へのサービスの提供≫
 ◎食事介助・入浴介助・排泄介助等　◎生活の場に

  おいての身体介助全般　◎レクレーション等の実施
    ◎バイタル等の記録・服薬管理・健康管理　　＜応募

の際はハローワークの紹介状が必要です＞

株式会社　ライフサポート　ＮＥＯ 老人福祉・介護事業 変形（1ヶ月単位）

(2)17時00分～10時00分

180,000円 介護職員基礎研修修了者

佐賀県神埼市千代田町餘江１２０８―
 ２　シルバーケアあまりえ

(3)21時00分～9時00分 介護職員初任者研修修了者

10時間
60分

180,000円 雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須

･子育て支援 指定介護保険事業、障害
 者支援　　　　　　

 ・訪問介護・デイサービス
・福祉有償運送　・企業主

(1)8時00分～17時00分 ～ 介護福祉士

82

介護施設における
介護（シルバーケ
アあまりえ）【急募】

金属・プラスチック類等をリ
サイクルして再利用する前
段階での処理作業（切断
や分別など）重機や機械

(1)8時00分～17時00分 ～ 車両系建設機械（解体用）運転技能者

84

廃棄物収集運搬   ○運搬作業員　・廃棄物の回収（ＭＴ車）　・大型免許
 をお持ちの方は大型車の運転もあり＊仕事内容等の

  詳細については面接時に説明いたします■トライアル
  雇用求人（期間中：通勤手当なし）◎未経験の方にも

   丁寧に指導いたしますので、安心してご応募　ください
○応募の際にはハローワーク紹介状が必要です。

株式会社　西村商会 再生資源卸売業

200,000円 雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須

全国１２０店舗の加盟店に
家具、インテリア用品の卸
売・販売を行なっていま
す。地域密着の店舗を通

(1)9時00分～18時00分

10時間
60分

300,000円

 ○デイサービス運営に係わる業務　・レクリエーション補
 助（利用者定員１８名以下）　・入浴介助（一般浴：寝

 たきりの方以外）を３人で交替制で対応　・バイタル
 チェック、健康管理　・介護業務の記録記入程度の簡

  単な事務作業。　＊稀に、利用者様の送迎をお願い
 する場合があります（２名程度）　社用車（ＡＴ車）を使

 用し、２～４人を送迎。　　送迎範囲は事業所から半径

特定非営利活動法人　心善会 その他の社会保険・社会福祉交替制あり

(2)12時00分～21時00分

83

営業（家具バイ
ヤー業務）

 ・オリジナル商品開発　お客様のニーズに応える商品
  を開発します　→市場調査（競合店調査）　→コンセプ

  ト立案　→協力メーカー選定　→サンプル作成、検品
   チェック　→商品導入・展示会廻り、メーカー訪問・取

 引先営業、販売応援海外出張もあります（中国、ベト
 ナム、台湾など）※入社時の研修体制も整っています

リビンズ　株式会社 家具・建具・じゅう器等卸売業変形（1ヶ月単位）

200,253円 雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須

正
社
員

官公庁及び民間の地盤調
査及び地盤改良（柱状改
良）において、建物の安全
を支える技術、基礎の耐

(1)8時30分～17時30分 ～
建築営業経験あれば
尚可、優遇します。85

【正社員】設計業
務

  ○地盤調査・土質試験結果の集計・解析○地盤改良
  の計算（ｆｏｒｕｍ８使用）など◆実務経験がなくてもＯ

  Ｋ！後々会社負担で資格取得も可能◎※未経験の
 方にも分かりやすく指導、サポートしますので、　安心し

   てご応募ください。　　　　〈応募には、ハローワーク紹介
 状が必要です。〉

株式会社　千代田技建 土木工事業（舗装工事業を除変形（1年単位）

佐賀県神埼市千代田町迎島１６１９－
 １九州物流センタ－

正
社
員

･氷河期世代
歓迎

ＮＳエコパイル中径・小径
の認定施工店です。

(1)8時00分～17時00分 ～ 玉掛技能者

86

重機オペレーター
：正社員

 ・杭打機オペレーター　回転圧入鋼管杭工事、地盤改
 良工事を主として施工します。

  ＊未経験者の方歓迎です。丁寧に指導致します。　＊
 資格取得制度あり。　車両系建設機械（基礎、整地・

 掘削）玉掛、基礎杭溶接等＊働きながら資格を取るこ
 とが出来ます。　ほとんどの職員が未経験や無資格で

入社し、働きながら資格取得　をして現場で活躍してい

九州基礎工業　株式会社 一般土木建築工事業

佐賀県神埼市千代田町直鳥７０３－１
10時間

90分

400,505円

87

手元作業員　：正
社員

 ・手元作業員　重機の誘導や玉掛作業、施工の準
 備、補助の作業となります。

  ＊未経験者の方歓迎です。丁寧に指導致します。　＊
 資格取得制度あり。　車両系建設機械（基礎、整地・

 掘削）玉掛、基礎杭溶接等＊働きながら資格を取るこ
 とが出来ます。　ほとんどの職員が未経験や無資格で

入社し、働きながら資格取得　をして現場で活躍してい

九州基礎工業　株式会社 一般土木建築工事業

316,000円 車両系建設機械（整地・運搬・積込用及び掘削用）運転技能者

佐賀県神埼市神埼町尾崎４５１８－２ 車両系建設機械（基礎工事用）運転技能者

18時間
60分

240,000円 雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須

306,000円 車両系建設機械（整地・運搬・積込用及び掘削用）運転技能者

佐賀県神埼市神埼町尾崎４５１８－２ 車両系建設機械（基礎工事用）運転技能者

18時間
60分

230,000円 雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須

客先からの図面を基に、工作機械で金属加工を行う
 仕事です。＜ＮＣ旋盤＞もしくは＜マシニングセンタ＞

   を操作いただきます。【仕事の流れ】図面確認　→　プ
  ログラム入力　→　加工　→　検査●半導体・タイヤ・

ディスプレイ・医療機器・産業用機械など幅広い業界
 のメーカーが取引先です。●ライン作業ではないので、

 自分で考えながら仕事ができます。●多品種の製品を

株式会社　原ノ町鉄工

正
社
員

･氷河期世代
歓迎

ＮＳエコパイル中径・小径
の認定施工店です。

(1)8時00分～17時00分 ～ 玉掛技能者

60分

雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須

正
社
員

･氷河期世代
歓迎

ＮＳエコパイル中径・小径
の認定施工店です。

(1)8時00分～17時00分 ～ 玉掛技能者
275,000円

雇用・労
災・健康・

厚生

88

鋼管杭溶接工　：
正社員

 ・鋼管杭溶接作業です。　回転圧入鋼管杭を主として
  施工します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊未経

 験者の方歓迎です。丁寧に指導致します。　＊資格取
 得制度あり。　車両系建設機械（基礎、整地・掘削）玉

 掛、基礎杭溶接等＊働きながら資格を取ることが出来
 ます。　ほとんどの職員が未経験や無資格で入社し、

  働きながら資格取得　をして現場で活躍しています。

九州基礎工業　株式会社 一般土木建築工事業

正
社
員

発電機、モーター等の部
品加工、半導体製造装置
等の部品加工、工作機械
を使っての金属加工を営

(1)8時30分～17時30分 ～

89

機械オペレーター

250,600円 准看護師

佐賀県神埼市神埼町竹字利田１０４２
 －１　　ヨツハートきぼう　神埼壱番館

60分

172,100円

185,120円

佐賀県神埼市神埼町竹字利田１０４２
 －１　　ヨツハートきぼう　神埼壱番館

60分

正
社
員

正
社
員

～ 家具・インテリア系の販
売・営業・商品企画・開
発経験者優遇

237,600円 大型自動車免許

【本　社】佐賀県杵島郡江北町上小田
 １０４８－２　または【神埼加工処理所】

（異動の場合もあり）
30時間

60分

172,800円 雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須

376,000円 車両系建設機械（整地・運搬・積込用及び掘削用）運転技能者

佐賀県神埼市神埼町尾崎４５１８－２ 車両系建設機械（基礎工事用）運転技能者

18時間

金属加工機械製造業 変形（1年単位）

235,000円

佐賀県神埼市千代田町境原７８７
20時間

60分

190,000円

正
社
員

介護経験者

雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須

正
社
員

155,100円

正
社
員

10



職種 求人区分 求人者名

NO 求人数(人) 仕事の内容 所在地

求人受理日 年齢 就業場所 試用期間 求人番号

産業分類 就業時間 賃金(円) 加入保険
等

必要な免許・資格・経験等 雇
用
形
態

事業内容 時間外(有無･月平均)

従業員数  休憩時間(分) 週の労働日数 休日/週休２日制
（フルタイム）

佐賀県伊万里市南波多町小麦原１５６一

時間外 あり
1人 45歳以下 企業全体 66人 休日 他 あり

R4.12.9 キャリア形成 就業場所 14人 週休２日制 その他 41040- 5280221
（フルタイム）

佐賀県伊万里市南波多町小麦原１５６一

時間外 あり
1人 45歳以下 企業全体 66人 休日 他 あり

R4.12.9 キャリア形成 就業場所 14人 週休２日制 その他 41040- 5284621
（フルタイム） （AT限定不可）

 長崎県佐世保市崎岡町３０６８番地９佐

時間外 あり
1人 59歳以下 企業全体 250人 休日 土日祝他 あり

R4.12.9 定年を上限 就業場所 6人 週休２日制 毎　週 42020-14534921
（フルタイム）

  千葉県柏市豊四季３３９－３９

時間外 あり
1人 39歳以下 企業全体 83人 休日 日他 あり

R4.12.8 キャリア形成 就業場所 4人 週休２日制 その他 入社後３ヵ月は残業12080-22951821
（フルタイム） （AT限定不可）

佐賀県神埼市千代田町崎村４０１

時間外 なし
1人 59歳以下 企業全体 37人 休日 土日祝他 あり

R4.12.8 定年を上限 就業場所 37人 週休２日制 毎　週 41010-18348121
（フルタイム）

佐賀県佐賀市兵庫南３丁目１－１９

時間外 あり
1人 64歳以下 企業全体 1,011人 休日 他 あり

R4.12.8 定年を上限 就業場所 21人 週休２日制 毎　週 41010-18371621
（フルタイム） （AT限定不可）

佐賀県神埼市千代田町柳島１６４４－３

時間外 あり
1人 不問 企業全体 7人 休日 土日他 あり

R4.12.8 不問 就業場所 7人 週休２日制 毎　週 41010-18391721
（フルタイム） （AT限定不可）

佐賀県神埼市千代田町柳島１６４４－３

時間外 あり
1人 不問 企業全体 7人 休日 土日他 あり

R4.12.8 不問 就業場所 7人 週休２日制 毎　週 41010-18392821
（フルタイム） （AT限定不可）

佐賀県神埼市神埼町尾崎３７８４－３

時間外 あり
3人 69歳以下 企業全体 5人 休日 日他 あり

R4.12.7 定年を上限 就業場所 5人 週休２日制 その他 41010-18265321
（フルタイム） （AT限定不可）

佐賀県神埼市神埼町尾崎３７８４－３

時間外 あり
2人 69歳以下 企業全体 5人 休日 日他 なし

R4.12.7 定年を上限 就業場所 5人 週休２日制 その他 41010-18266621

正
社
員

一般貨物自動車運送事
業

(1)8時00分～17時00分 ～ 大型自動車免許

90

１５ｔ平ボディ運転
手（長距離）【佐賀
営業所】

◆機械などの部材の運送業務に従事していただきま
  す。＊九州管内、または関西、中部、関東方面へ運

  送します。※応募される方は、ハローワークからの「紹
 介状」の交付を受けてください。★賃金総額月約２８万

～５０万円になります！（時間外、休日、歩合給を含
む）

株式会社　大生物流 一般貨物自動車運送業 変形（1ヶ月単位）

153,000円

153,000円 雇用・労
災・健康・

厚生 正
社
員

一般貨物自動車運送事
業

(1)8時00分～17時00分 ～ 大型自動車免許

91

１５ｔウイング車運
転手（長距離）【佐
賀営業所】

 ※一般雑貨・青果物などの運送業務九州各地で荷物
  を積み込んで関西・中部・関東方面へ運送します。・

  荷物は１０～２０Ｋｇ程度の手積み作業となります。※
応募される方は、ハローワークからの「紹介状」の交付

 を受けてください。★賃金総額月約２８万～５０万円に
 なります！（時間外、休日、歩合給を含む）

株式会社　大生物流 一般貨物自動車運送業 変形（1ヶ月単位）

92

センター内作業責
任者　※責任者候
補

 ※センター内では、公共団体・臨床・ヘルスケア・教育
 酒類・食品流通・マーケティング広告分野の業務代行

 における、印刷並びにアウトプットセンターとしての　事
 業を行っています。・印刷物仕分、印刷加工・封入・封

 緘、チェック、包装等・印刷機器、封入封緘機等の機
 械操作・設定・調整・在庫管理、受発注管理、顧客対

 応（問合せ・打合せ等）≪責任者候補としての業務≫

株式会社　ディーソルＨＰＩ　佐世保事
業所

インターネット附随サービス業 変形（1ヶ月単位）

(2)13時00分～22時00分

153,000円

佐賀県神埼市神埼町本告牟田１００８
 －３／佐賀営業所 50時間

60分
180,000円

200,000円

 佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里２８８９
「（株）ディーソル九州ＢＣＰセンター」 20時間

60分

雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須

正
社
員

佐世保市の企業誘致によ
りインターネットデー夕セン

 ター及び
コンタクトセンターを主要業

(1)9時00分～18時00分 ～
プリンターオペレーショ
ン実務経験者優遇

正
社
員

独創的で高い技術力と徹
底した顧客思考型の開発

 プロセスを活か
し、樹木粉砕機等の環境・

(1)8時05分～17時10分 ～ 中型自動車免許 代理店・販売店営業の
経験、機械系製造経
験、セールスエンジニア

 の経験のいずれか
94

環境社会にお役
立ちする樹木粉砕
機を販売する営業
職＊正社員

○環境社会に貢献する樹木粉砕機の販売・デモなど
 を行います。＊社用車（２～４ｔトラック）での樹木粉砕

 機の運搬・納品＊代理店を通したルート営業で顧客は
  果樹農家や造園土木建設業者・森林組合等です。○

 展示会（中国・近畿地方）＊製品の小売価格は７０～
 ２００万円程度が中心ですが、　１０００万円クラスのも

 のもあります。＊競合他社に比べ、顧客ニーズに沿っ

株式会社　大橋 農業用機械製造業（農業用器具変形（1年単位）

普通自動車運転免許　　必須

正
社
員

自転車および自転車関連
用品の卸商社

(1)8時50分～18時00分 ～ 準中型自動車免許

93

【正社員】業務・営
業補助（事務職）
／九州佐賀

 ・当社システムを用いての受発注処理・在庫管理・同
 システムを用いて入出庫管理・出荷作業補助・営業補

 助（資料作成等）・電話対応

95

サービス提供責任
者（セントケア吉野
ケ里）正社員

 ○訪問介護事業におけるサービス提供責任者業務・
 ヘルパーの指導、教育、報告、受付・顧客訪問（月１

 回利用者様宅を訪問し状況確認後、報告）・ヘルパー
   業務・訪問介護計画書の作成、交付＊サービス提供

 責任者の経験がない方も応募してください　研修・指導
   を行っています＊在宅介護経験者歓迎します＊社内

 研修　同行研修あり　＊社用車使用

セントケア九州　株式会社　佐賀事業
部

老人福祉・介護事業

264,500円

佐賀県神埼市千代田町崎村４０１

70分

212,000円 雇用・労
災・健康・
厚生・財形

普通自動車運転免許　　必須

正
社
員

外注も含め　住宅・店舗の
新築・リフォームの設計か
ら施工まで、全般に請け
負っています。

(1)8時00分～17時30分 ～

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

普通自動車運転免許　　必須

正
社
員

･氷河期世代
歓迎

セントケア九州（株）では訪
問介護・訪問看護・訪問
入浴・障害福祉サービス・
居宅介護支援を行ってい

(1)9時00分～18時00分 ～ 介護福祉士

武田産業　株式会社 他に分類されない卸売業 変形（1年単位）

(2)8時30分～18時30分 260,000円

佐賀県神埼市神埼町本堀３００３－７
九州営業所 7時間

90分

230,000円 雇用・労
災・健康・

厚生

250,000円

雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須180,000円

正
社
員

外注も含め　住宅・店舗の
新築・リフォームの設計か
ら施工まで、全般に請け
負っています。

(1)8時00分～17時30分 ～

97

大工（見習可）  ◎建築大工工事全般・住宅、店舗の新築及びリフォー
   ム工事業務＊エリアは、佐賀県内一円及び福岡県の

     一部＊社用車使用　　　　《応募にはハローワークの紹
介状が必要です》

有限会社　内川建設 建築リフォーム工事業

99

土木施工管理技
士（見習い可）正
社員

  ◎土木施工管理業務　・現場代理人（現場監督）　・
   工程管理、安全管理　・現場作業　・工事写真撮影
  ・図面、書類作成　等＊土木工事（一般土木・下水

 道・護岸工事・道路工事等）＊作業現場は主に神埼
   市となります。　　＜応募には、ハローワークの紹介状

が必要です＞

株式会社　柿本建設 土木工事業（舗装工事業を除変形（1年単位）

400,000円 ２級土木施工管理技士

佐賀県神埼市神埼町尾崎３７８４－３
5時間

90分

15時間
90分

250,000円 雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須

正
社
員

土木工事一式 (1)8時00分～17時00分 ～ １級土木施工管理技士

佐賀県神埼市神埼町本告牟田１００８
 －３／佐賀営業所 50時間

60分

153,000円 雇用・労
災・健康・

厚生

180,000円   ・設計業務・現場の管理・部材の発注・業者との打合
  せ・見積書作成・インテリアコーディネーター・外構設計

 プラン作成＊エリアは佐賀県内一円及び福岡県の一
  部＊社用車使用◎打合せ等に同行して覚えていただ

   きます。（見習い可）◎将来、管理職登用あり。
《応募にはハローワークの紹介状が必要です》

有限会社　内川建設 建築リフォーム工事業

佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里２８９２
 －１　　セントケア吉野ヶ里 又は8時00分～21時00分の間の8時間程度 10時間

60分

218,000円

450,000円

佐賀県神埼市千代田町柳島１６４４－
３ 15時間

90分

雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須

96

管理設計

350,000円

佐賀県神埼市神埼町尾崎３７８４－３
5時間

90分

230,000円 雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須

正
社
員

･氷河期世代
歓迎

土木工事一式 (1)8時00分～17時00分 ～
経験者優遇

98

重機オペレー
ター・土木作業員
（正社員）

 ◎土木作業全般　・重機の運転（重機を使用した掘削
 作業・整地作業　　　　　　　　掘削土の移動・トラックへ

  の積込み等）　　・土木作業　（重機作業の補助・重機
 で出来ない場所の　　　　　　　　掘削作業・現場の後

  片付け等）＊土木工事（一般土木・下水道・護岸工
 事・道路工事等）＊作業現場は主に神埼市となりま

   す。　　＜応募には、ハローワークの紹介状が必要です

株式会社　柿本建設 土木工事業（舗装工事業を除変形（1年単位）

500,000円

佐賀県神埼市千代田町柳島１６４４－
３

11



職種 求人区分 求人者名

NO 求人数(人) 仕事の内容 所在地

求人受理日 年齢 就業場所 試用期間 求人番号

産業分類 就業時間 賃金(円) 加入保険
等

必要な免許・資格・経験等 雇
用
形
態

事業内容 時間外(有無･月平均)

従業員数  休憩時間(分) 週の労働日数 休日/週休２日制
（フルタイム）

佐賀県神埼市神埼町本堀３１８１－１

時間外 あり
2人 不問 企業全体 9人 休日 日祝他 あり

R4.12.7 不問 就業場所 9人 週休２日制 毎　週 41010-18317721
（フルタイム）

北海道札幌市東区北４２条東１５丁目１

時間外 あり
1人 59歳以下 企業全体 150人 休日 土日祝他 あり

R4.12.6 定年を上限 就業場所 12人 週休２日制 毎　週 01240-22828221
（フルタイム）

福岡県朝倉市一木１１４８番地の１

時間外 あり
1人 35歳以下 企業全体 7,374人 休日 他 あり

R4.12.6 キャリア形成 就業場所 19人 週休２日制 その他 時給９００円 40150-12457321
（フルタイム）

福岡県朝倉市一木１１４８番地の１

時間外 あり
1人 35歳以下 企業全体 7,374人 休日 他 あり

R4.12.6 キャリア形成 就業場所 19人 週休２日制 その他 時給９００円 40150-12458621
（フルタイム）

佐賀県佐賀市兵庫北２丁目１７番７号

時間外 あり
2人 不問 企業全体 65人 休日 日他 あり

R4.12.6 不問 就業場所 6人 週休２日制 毎　週 研修期間は、１６５０００41010-18199821
（フルタイム）

福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２

時間外 あり
1人 69歳以下 企業全体 614人 休日 日祝他 あり

R4.12.5 定年を上限 就業場所 14人 週休２日制 毎　週 40060-24469321
（フルタイム）

福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２

時間外 あり
2人 69歳以下 企業全体 614人 休日 日祝他 あり

R4.12.5 定年を上限 就業場所 14人 週休２日制 毎　週 40060-24471021
（フルタイム）

福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２

時間外 あり
1人 69歳以下 企業全体 614人 休日 日祝他 あり

R4.12.5 定年を上限 就業場所 14人 週休２日制 毎　週 40060-24472721
（フルタイム）

佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里２２７１－

時間外 あり 拠出

1人 64歳以下 企業全体 14人 休日 日祝他 あり

R4.12.5 定年を上限 就業場所 14人 週休２日制 その他 41010-18004421
（フルタイム） （AT限定不可）

佐賀県神埼市千代田町崎村４０１

時間外 なし
1人 59歳以下 企業全体 37人 休日 土日祝他 あり

R4.12.5 定年を上限 就業場所 37人 週休２日制 毎　週 41010-18022621

(1)9時00分～18時30分 ～ 歯科衛生士

正
社
員

生産管理業務の経験３
年程度

正
社
員

262,000円

佐賀県神埼市神埼町本堀３１８１－１

･子育て支
援･シニア応
援

歯科医療

200,000円

101

6時間
90分

210,000円 雇用・労
災・健康・

厚生

木造建築用資材の製造お
よび販売

(1)8時15分～17時30分 ～

 ○店舗管理業務　商品陳列・接客・レジ業務を経て、
店舗責任者としてスタッフの　教育や売場管理、勤怠

  管理などマネジメントを行って頂きます。＊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。＊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。＊登

録販売者有資格者の方は優遇制度があります。

株式会社　ドラッグストアモリ 医薬品・化粧品小売業 変形（1ヶ月単位）

(2)15時30分～0時00分 366,000円

佐賀県神埼市千代田町下坂２０３－１
ドラッグストアモリ　千代田店 又は8時30分～0時00分の間の8時間程度

100

歯科衛生士（正社
員）≪急募≫

 ◎歯科衛生士の業務　・マイクロスコープを用いた治療
 の補助をお願いします。　・歯周治療の治療計画、イン

 フォームドコンセント、　　治療及びメンテナンスを担当
  していただきます。◆矯正や外科処置など幅広く学ぶ

   こともできます。＊子育て中の方も応援しています。
  ≪　急　募　≫　　　＜応募にはハローワークの紹介状

が必要です＞

船津歯科医院 歯科診療所

(2)9時00分～16時30分

 ○店舗管理業務　商品陳列・接客・レジ業務を経て、
店舗責任者としてスタッフの　教育や売場管理、勤怠

  管理などマネジメントを行って頂きます。＊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。＊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。＊登

録販売者有資格者の方は優遇制度があります。

株式会社　ドラッグストアモリ 医薬品・化粧品小売業 変形（1ヶ月単位）

(2)15時30分～0時00分

251,000円

 佐賀県神埼市神埼町的１２３番地１株
式会社ＦＰコーポレーション　九州工場 30時間

75分

正
社
員

･子育て支援 発達障がいの子供達の自
立を目指し、言語指導を
中心に成長を促しておりま
す。文科省の研究に参画

～ 言語聴覚士

105

言語／神埼／発
達に障がいのある
児童指導

発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指導
 をして頂きます。・言語療育を中心とした学習指導（当

  社独自学習教材あり）・日常生活のサポート・ご家族、
 保護者の方との連携・地域により学校や保育所、自宅

 への送迎（社用車：軽ＡＴあり）定員１０名の事業所で
 す。複数のスタッフで支援を行います。＜子育て応援

  求人＞＊応募には「ハローワークの紹介状」が必要で

株式会社　三葉 他に分類されない教育，学習支援業交替制あり

195,000円 保育士

佐賀県神埼市神埼町姉川１６９４
10時間

60分

雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須

正
社
員

発達障害の子ども達が通
う施設です。運動療育を
取り入れ、子ども達が伸び
伸びと過ごせる環境を提

(1)10時00分～19時00分 ～ 社会福祉士
児童福祉事業

106

作業・理学／神埼
／発達に障がいあ
る児童指導

発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指導
 をして頂きます。・言語療育を中心とした学習指導（当

  社独自学習教材あり）・日常生活のサポート・ご家族、
 保護者の方との連携・地域により学校や保育所、自宅

 への送迎（社用車：軽ＡＴあり）定員１０名の事業所で
 す。複数のスタッフで支援を行います。＜子育て応援

  求人＞＊応募には「ハローワークの紹介状」が必要で

株式会社　三葉 他に分類されない教育，学習支援業交替制あり

350,000円

佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里１８０３
 －２ＣＯＭＰＡＳＳ発達支援センター神

埼

又は9時00分～18時30分の間の7時間程度 10時間
60分

240,000円 雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須

350,000円 理学療法士

佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里１８０３
 －２ＣＯＭＰＡＳＳ発達支援センター神

埼

又は9時00分～18時30分の間の7時間程度 10時間
60分

240,000円 雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須

普通自動車運転免許　　必須

正
社
員

･子育て支援 発達障がいの子供達の自
立を目指し、言語指導を
中心に成長を促しておりま
す。文科省の研究に参画

～ 作業療法士

170,000円 雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須

正
社
員

･子育て支援 発達障がいの子供達の自
立を目指し、言語指導を
中心に成長を促しておりま
す。文科省の研究に参画

～ 社会福祉士

107

児童指導員／神
埼／発達障がいの
ある児童指導

発達に障がいを持つ子ども達のサポート及び療育指導
 をして頂きます。・言語療育を中心とした学習指導（当

  社独自学習教材あり）・日常生活のサポート・ご家族、
 保護者の方との連携・地域により学校や保育所、自宅

 への送迎（社用車：軽ＡＴあり）定員１０名の事業所で
 す。複数のスタッフで支援を行います。＜子育て応援

  求人＞＊応募には「ハローワークの紹介状」が必要で

株式会社　三葉 他に分類されない教育，学習支援業交替制あり

正
社
員

院外処方戔調剤業務、そ
の他衛生材料販売

(1)9時00分～18時00分 ～
 経験者優遇

108

調剤薬局事務   ・調剤薬局にて、患者様の受付・電話応対・レセコン入
  力・パソコンを使ったの請求書等作成・車で店舗間の

   移動あり（商品の受け渡し等）　　※私用車使用＊採
   用後、各店舗にて研修あり　　＜応募にはハローワーク

の紹介状が必要です＞

株式会社　神埼薬局 医薬品・化粧品小売業 交替制あり

(2)9時00分～13時00分

280,000円 精神保健福祉士

佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里１８０３
 －２ＣＯＭＰＡＳＳ発達支援センター神

埼

幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

又は9時00分～18時30分の間の7時間程度 10時間
60分

155,000円 雇用・労
災・健康・
厚生・財形

109

環境社会に役立
つ樹木粉砕機を
販売する海外営
業職＊正社員

○環境社会に貢献する樹木粉砕機の販売・デモなど
 を行います。○海外の展示会（欧州、東南アジア、北

 米、オセアニアなど）＊代理店を通したルート営業で顧
 客は果樹農家や造園土木建設業者・造園業者等で

 す。＊製品の小売価格は７０～２００万円程度が中心
  ですが、　１０００万円クラスのものもあります。＊競合

他社に比べ、顧客ニーズに沿った仕様や製品の種類

株式会社　大橋 農業用機械製造業（農業用器具変形（1年単位）

155,000円

佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里２２７１
－５

(3)8時00分～17時00分
5時間

60分

佐賀県神埼市千代田町崎村４０１

70分

212,000円 雇用・労
災・健康・
厚生・財形

普通自動車運転免許　　必須

正
社
員

独創的で高い技術力と徹
底した顧客思考型の開発

 プロセスを活か
し、樹木粉砕機等の環境・

(1)8時05分～17時10分 ～ 中型自動車免許 ・日常英会話スキル必
 須

・代理店・販売店営業
の経験、機械系製造経

生産管理職（佐賀
県神埼市）

工場管理部署での生産管理全般に従事して頂きま
 す。　・資材管理／発注、設備保全、安全衛生、業務

  改善など※各種管理資料などはＥｘｃｅｌ・Ｗｏｒｄで作成
 します※繁忙期は製造ラインの応援もあります

株式会社　ＦＰコーポレーション 造作材・合板・建築用組立材料製造業

366,000円

佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里２３０６
－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド
ラッグストアモリ　神埼店

又は8時30分～0時00分の間の8時間程度 20時間
60分

214,000円 雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

普通自動車運転免許　　必須

正
社
員

ドラッグストア（医薬品、化
粧品、健康食品、お酒、食

 料品、日用品等の販売）
調剤薬局

(1)8時30分～17時45分 ～

102

店長・マネジメント
職（正・神埼店）

176,000円

104

支援員（こどもプラ
ス神埼教室）

○発達障害の子供達が通う放課後等デイサービスに
  おける　支援・指導（集団生活への促し補助、日常生

   活動作の見守り等）○送迎（学校→教室）　　　（教室
  →ご自宅）＊自閉症やＡＤＨＤなど発達の遅れが気に

   なる子供を支援　する業務です。　　　　＜応募にはハ
 ローワーク紹介状が必要です＞　　　　　【オンライン自

主応募の方は紹介状不要】

サンデイズ　株式会社 児童福祉事業

(2)8時30分～17時30分

20時間
60分

214,000円 雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須

正
社
員

ドラッグストア（医薬品、化
粧品、健康食品、お酒、食

 料品、日用品等の販売）
調剤薬局

(1)8時30分～17時45分 ～

103

店長・マネジメント
職（正・千代田店）

264,500円

12



職種 求人区分 求人者名

NO 求人数(人) 仕事の内容 所在地

求人受理日 年齢 就業場所 試用期間 求人番号

産業分類 就業時間 賃金(円) 加入保険
等

必要な免許・資格・経験等 雇
用
形
態

事業内容 時間外(有無･月平均)

従業員数  休憩時間(分) 週の労働日数 休日/週休２日制
（フルタイム）

佐賀県神埼市神埼町尾崎２００

時間外 あり
3人 59歳以下 企業全体 80人 休日 日他 あり

R4.12.5 定年を上限 就業場所 79人 週休２日制 その他 41010-18055421
（フルタイム）

福岡県福岡市博多区博多駅前４丁目１４

時間外 なし 拠出

2人 64歳以下 企業全体 49,976人 休日 他 あり

R4.12.2 定年を上限 就業場所 7人 週休２日制 毎　週 基本給同条件、 40010-76829121
（フルタイム）

福岡県福岡市博多区博多駅前４丁目１４

時間外 なし 拠出

1人 64歳以下 企業全体 49,976人 休日 他 あり

R4.12.2 定年を上限 就業場所 4人 週休２日制 毎　週 基本給同条件、 40010-76833421
（フルタイム）

佐賀県佐賀市松原１－３－５　まるなかビ

時間外 あり 給付

1人 18歳～44歳 企業全体 74人 休日 他 あり

R4.12.2 キャリア形成 就業場所 64人 週休２日制 その他 41010-17933021
（フルタイム）

佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬１２４４

時間外 なし
2人 64歳以下 企業全体 170人 休日 他 あり

R4.12.2 定年を上限 就業場所 30人 週休２日制 毎　週 41010-17939321
（フルタイム）

福岡県朝倉市一木１１４８番地の１

時間外 あり
1人 35歳以下 企業全体 7,374人 休日 他 あり

R4.12.1 キャリア形成 就業場所 14人 週休２日制 その他 時給９００円 40150-12148221
（フルタイム） （AT限定不可）

佐賀県神埼市神埼町尾崎３２４８

時間外 あり
1人 69歳以下 企業全体 15人 休日 日他 あり

R4.12.1 定年を上限 就業場所 15人 週休２日制 その他 41010-17580921
（フルタイム） （AT限定不可）

佐賀県神埼市神埼町尾崎３２４８

時間外 あり
2人 69歳以下 企業全体 15人 休日 日他 あり

R4.12.1 定年を上限 就業場所 15人 週休２日制 その他 41010-17582021
（フルタイム）

佐賀県神埼市神埼町城原１５１１－１

時間外 あり 拠出

2人 64歳以下 企業全体 49,976人 休日 他 あり

R4.12.1 定年を上限 就業場所 61人 週休２日制 毎　週 41010-17609921
（フルタイム）

佐賀県神埼市千代田町大字柳島１５４６

時間外 あり
1人 45歳以下 企業全体 24人 休日 他 あり

R4.11.29 キャリア形成 就業場所 23人 週休２日制 その他 41010-17470221

164,000円

正
社
員

･氷河期世代
歓迎

給食の受託業務

(1)5時00分～14時00分 ～ 調理師

111

調理師（正）／神
埼市

 調理師業務全般調理、配膳、食事の盛付、食器の洗
  浄等＊１日１３０食／６名体制

日清医療食品　株式会社　福岡支店 その他の飲食店 交替制あり

(2)10時30分～19時30分

240,000円

佐賀県神埼市神埼町尾崎２００
27時間

60分

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須

正
社
員

・保険調剤ならびに一般
 薬の販売

・有料老人ホーム経営、
 運営事業

110

工場内製造オペ
レーター

 ○プレス機械を使用し金属を加工する業務・作業指示
書に基づき、自動車部品や産業用機械部品をプレス

 機を　操作して製造する業務〇溶接機を使用しプレス
 加工後の製品溶接業務〇マシニングセンターを使用し

 て自動車部品などの加工を行う業務◆上記の業務に
ついては、徐々に慣れていただき、適正や希望を勘

  案して配置場所を決めます。※業務の詳細につきまし

株式会社　八雲製作所

正
社
員

『テレビＣＭでおなじみのＡ
ＬＳＯＫ（アルソック）のグ
ループ会社です。』機械警

 備を中心とした警備業

(1)8時00分～17時00分 ～

113

（請：神埼市）常駐
警備（施設の受
付・巡回）／未経
験者歓迎

◎正社員【工場・倉庫等の契約先施設内での常駐警
 備】神埼・吉野ケ里・鳥栖地区にある契約先工場施設

のいずれかで、受付・巡回業務を担当していただきま
  す。・施設への来訪者の受付対応や誘導・施設内設

  置防犯カメラ等のモニター監視・施設内の巡回・設備
の故障、異常等が発生した際は、緊急連絡および一

 次対応　などを、１～２時間おきに交代しながらの勤務

ＡＬＳＯＫ佐賀　株式会社 警備業 変形（1ヶ月単位）

(2)17時00分～8時00分

195,000円

 佐賀県神埼市神埼町本告牟田３００５
橋本病院　内　厨房

60分

～ １級土木施工管理技士

116

土木施工管理技
術者（１級・２級）

 ◎土木工事現場の施工管理業務　・土木工事におい
 て施工計画を作成し、土木工事現場に　　おける工程

 管理、安全管理など工事施工に必要な技術　　上の
 管理業務を行って頂きます。　・一般土木作業員の補

  助業務＊現場：主に佐賀市・神埼市
    ＊直行直帰の場合あり＊社用車使用　　　　〈応募に
は、ハローワークの紹介状が必要です〉

株式会社　福地建設

(1)6時30分～15時30分 ～ 調理師

正
社
員

ドラッグストア（医薬品、化
粧品、健康食品、お酒、食

 料品、日用品等の販売）
調剤薬局

(1)8時30分～17時45分 ～

115

販売員（正・千代
田店・地域専任
職）

○商品管理・店舗管理業務　（ドラッグストア店内でレ
  ジ、接客、　販売、商品陳列等の業務）＊教育システ

ムも充実してますので、未経験者もしっかりと知識・　資
 格を取得し成長して頂けます。＊新卒・第二新卒積極

 採用＊登録販売者試験対策勉強会を社内にて開
 催。＊転勤のエリア：原則として自宅から通勤可能な

 エリア内での勤務（車で１時間以内）＊エリアを限定せ

株式会社　ドラッグストアモリ 医薬品・化粧品小売業 変形（1ヶ月単位）

(2)15時30分～0時00分

204,518円

佐賀県神埼市神埼町鶴３６２５－１
シニアライフ神埼

(3)8時30分～19時00分

60分

正
社
員

土木工事業 (1)8時00分～17時00分 ～
経験者優遇

(1)8時30分～17時30分 ～ ホームヘルパー２級
介護業務経験者優遇

117

一般土木作業員 ○各現場における一般土木作業及び土木工事現場
  の施工業務　全般　・土砂の掘削や埋め戻し、コンク

  リートの練りや充填等の　　作業となります。　　屋外の
  仕事のため体力、持久力が必要となります。＊現場：
 主に佐賀市、神埼市　　　　　　　　　　　　　　＊直行直

  帰の場合あり＊社用車使用＊トライアル雇用併用求
  人（期間中条件同一）　　　　〈応募には、ハローワーク

株式会社　福地建設 土木工事業（舗装工事業を除変形（1年単位）

325,000円 ２級土木施工管理技士

佐賀県神埼市神埼町尾崎３２４８
1時間

90分

250,000円 雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須

･シニア応援 土木工事業

175,400円 雇用・労
災・健康・

厚生
･シニア応援 病院・福祉施設における

給食受託業務・医療用食
品の販売

(1)7時30分～16時30分 ～ 調理師

118

調理師   ◎医療福祉向けの給食センターでの調理、下処理◎
  調理済の料理を計量して配送先毎に仕分け◎計量さ

  れた料理のパック詰め　等※上記いずれかの仕事内
 容についていただきます。　希望業務については相談

  可能です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※応募には
ハローワークの紹介状が必要です（オンライン自主応
募　の方は紹介状不要）

日清医療食品株式会社　ヘルスケア
フードサービスセンター九州

各種商品卸売業

(2)8時00分～17時00分

210,000円

土木工事業（舗装工事業を除変形（1年単位）

275,000円

佐賀県神埼市神埼町尾崎３２４８
1時間

90分

220,000円 雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須

(1)8時00分～17時00分

119

総菜調理（ショッピ
ングセンターア
ニー内）

 ○総菜売り場での調理業務全般　・揚げ物、煮物、焼
   き物など　・パック詰め、陳列、シール貼りなど＊大型

 の鍋等を使用、４名～５名で作業しています。　（～２０
 ｋｇ、３０ｋｇの材料を運搬する業務あり）＊週に１～２

回、最後の後片付け（２０時頃になります）をお願い　す
  ることがあります。（夜間手当３，０００円／月）○未経

  験者の方には、わかりやすく指導・サポートします。

有限会社　たなか その他の飲食料品小売業 変形（1年単位）

212,600円

佐賀県神埼市神埼町城原１５１１－１
5時間

60分

正
社
員

仕出し・鮮魚販売・すし製
造販売・惣菜製造販売

(1)8時00分～17時00分 ～

佐賀県神埼市千代田町大字境原２３
  －３　ショッピングセンターアニー内有

限会社　たなか
10時間

60分

185,000円 雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　あれば尚可

正
社
員

金属素形材製品製造業 変形（1年単位）

215,000円

 佐賀県神埼市神崎町金立１６８－１か
んざき清流苑　内　厨房

60分

172,800円 雇用・労
災・健康・

厚生 正
社
員

自動車部品、オートバイ部
品、モーター等電気機器
部品の製造

(1)8時00分～17時00分

･氷河期世代
歓迎

給食の受託業務

～

155,000円

112

調理師（正）／神
埼市

 調理師業務全般調理、配膳、食事の盛付、食器の洗
  浄等＊１日８０食／４名体制

日清医療食品　株式会社　福岡支店 その他の飲食店 交替制あり

(2)10時00分～19時00分

173,200円

 佐賀県神埼市神埼町鶴１６００　　トヨタ
紡織九州（株） 25時間

60分

148,900円 雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須

雇用・労
災・健康・

厚生

･氷河期世代
歓迎

149,518円

114

介護職員（正社
員）（シニアライフ
神埼）

◎デイサービス、有料老人ホームにおける利用者の介
       護業務　・食事、入浴、排泄介助　・レクレーション　他

   ＊土日祝日出勤可能な方優遇　　　　〈応募には、ハ
ローワークの紹介状が必要です〉

ジンフィールド　株式会社 老人福祉・介護事業 変形（1ヶ月単位）

(2)7時00分～17時30分

正
社
員

土木施工管理技術者
の経験

正
社
員

287,000円

 佐賀県神埼市千代田町下板２０３－１
 ドラッグストアモリ　千代田店　　勤務先

応相談（仕事内容を参照）

又は8時30分～0時00分の間の8時間程度 20時間
60分

160,000円 雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須

13



職種 求人区分 求人者名

NO 求人数(人) 仕事の内容 所在地

求人受理日 年齢 就業場所 試用期間 求人番号

産業分類 就業時間 賃金(円) 加入保険
等

必要な免許・資格・経験等 雇
用
形
態

事業内容 時間外(有無･月平均)

従業員数  休憩時間(分) 週の労働日数 休日/週休２日制
（フルタイム） （AT限定不可）

佐賀県神埼市神埼町神埼２６８－１０

時間外 あり 厚生

3人 不問 企業全体 5人 休日 日他 なし

R4.11.28 不問 就業場所 5人 週休２日制 その他 41010-17425621
（フルタイム）

佐賀県神埼市神埼町城原２７１８－２

時間外 あり
3人 59歳以下 企業全体 20人 休日 日祝他 あり

R4.11.25 定年を上限 就業場所 20人 週休２日制 その他
時給１０００円

 ～１２００円
41010-17358821

（フルタイム）

佐賀県神埼市神埼町城原２７１８－２

時間外 あり
3人 59歳以下 企業全体 20人 休日 日祝他 あり

R4.11.25 定年を上限 就業場所 20人 週休２日制 その他 時給１，０００円～ 41010-17359221
（フルタイム）

佐賀県神埼市千代田町柳島６９４番地１

時間外 あり 拠出

2人 18歳～35歳 企業全体 869人 休日 土日他 あり

R4.11.24 キャリア形成 就業場所 259人 週休２日制 毎　週 41010-17345621
（フルタイム）

佐賀県神埼市千代田町柳島６９４番地１

時間外 あり 拠出

1人 18歳～35歳 企業全体 869人 休日 土日他 あり

R4.11.24 キャリア形成 就業場所 259人 週休２日制 毎　週 41010-17351421
（フルタイム）

佐賀県神埼市千代田町柳島６９４番地１

時間外 あり 拠出

1人 18歳～35歳 企業全体 869人 休日 土日他 あり

R4.11.24 キャリア形成 就業場所 259人 週休２日制 毎　週 41010-17352321
（フルタイム）

佐賀県神埼市千代田町柳島６９４番地１

時間外 あり 拠出

1人 59歳以下 企業全体 869人 休日 土日他 あり

R4.11.24 定年を上限 就業場所 259人 週休２日制 毎　週 41010-17353621
（フルタイム）

佐賀県神埼市千代田町柳島６９４番地１

時間外 あり 拠出

2人 59歳以下 企業全体 869人 休日 土日他 あり

R4.11.24 定年を上限 就業場所 259人 週休２日制 毎　週 41010-17354921
（フルタイム）

佐賀県神埼市千代田町大字直鳥１７３８

時間外 あり
1人 65歳以下 企業全体 58人 休日 日祝 あり

R4.11.22 定年を上限 就業場所 52人 週休２日制 その他 41010-17261221
（フルタイム）

佐賀県神埼市千代田町直鳥１７３８

時間外 あり
1人 65歳以下 企業全体 6人 休日 日他 あり

R4.11.22 定年を上限 就業場所 6人 週休２日制 その他 41010-17263421

非破壊検査技術者レベル２

26時間
90分

雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須

5時間
120分

240,500円 雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須

正
社
員

造園・土木 (1)8時00分～17時00分 ～ １級土木施工管理技士
造園・土木作業の経験

普通自動車運転免許　　必須

230,000円

佐賀県神埼市千代田町柳島６９４番
地１

(3)0時10分～9時00分

120

造園・土木作業員    ◎お庭のリフォーム・外構工事・土木一式＊業務上必
  要な免許や資格取得に向けて支援します。＊ベテラン

    社員が丁寧に教えますので安心して働いて頂けます。
＜応募にはハローワークの紹介状が必要です＞

株式会社　クリーンズ・ガーデン 一般土木建築工事業

正
社
員

主として製鉄所、セメン卜
工場、石油化学工場、発
電所、製紙工場、公害防
止関係設備、ごみ焼却場

(1)8時30分～17時30分 ～ ＣＡＤ利用技術者２級
オートＣＡＤが使用でき
る方122

設計製図ＣＡＤ担
当（正社員）

  ・製作設計製図・ＣＡＤ設計図の作成、強度計算・工
 程管理、・資材仕入、・生産管理、・製品原価管理　・

  在庫管理、・受入検査・出荷検査（補助）・電話対応・
   来客対応・発送準備業務（補助）＊材料の受け取り等

  での外出あり　＊社用車（ＡＴ車）使用　　　＜応募に
はハローワーク紹介状が必要です＞

株式会社　日本テック 建設用・建築用金属製品製造業

250,000円 アーク溶接技能者（基本級）

佐賀県神埼市神埼町城原２７１８－２

正
社
員

化粧品、医薬部外品の受
 託製造

 新製品の企画
研究開発業務の受託

(1)8時40分～17時30分 ～ フォークリフト運転技能者

正
社
員

主として製鉄所、セメン卜
工場、石油化学工場、発
電所、製紙工場、公害防
止関係設備、ごみ焼却場

(1)8時30分～17時30分 ～ ステンレス鋼溶接技能者（基本級）

123

生産ラインオペ
レーター

 【生産ラインオペレーター】　・調合された化粧品等をボ
 トルやチューブなどの容器に充填する　・専用機械の

 操作、管理、自動化できない作業を担う人員を　　適
 宜配置し完成品に仕上げる（経験を積み、社内認定さ

    れたのちにオペレーターとなります）　　《応募にはハ
ローワークの紹介状が必要です》

東洋ビューティ株式会社　佐賀工場 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業交替制あり

(2)17時00分～0時50分

250,000円

佐賀県神埼市神埼町城原２７１８－２
26時間

90分

200,000円 雇用・労
災・健康・

厚生

正
社
員

化粧品、医薬部外品の受
 託製造

 新製品の企画
研究開発業務の受託

(1)8時40分～17時30分 ～ 【必須】化学系の知識
 をお持ちの方

【歓迎】資材・原料の取
り扱い経験、語学力（英

126

生産技術スタッフ
／フォロー体制あり
◎

生産技術の主な役割は、化粧品の製造（中身製造）
や生産（充填包装）を行うにあたり、最適な生産プロセ

  スを検討することです具体的な仕事は以下のとおり　・
研究部門で開発したビーカーレベルの製品をスケール

  アップ　　して量産設備における製造条件を検討　・バ
ルク（化粧品等の中身）の粘度や容器形状により、量

  産設備　　における充填プロセスを検討これらを様々な

東洋ビューティ株式会社　佐賀工場 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業

正
社
員

化粧品、医薬部外品の受
 託製造

 新製品の企画
研究開発業務の受託

(1)8時40分～17時30分 ～ フォークリフト運転技能者

125

フォークリフトオペ
レーター

 【化粧品工場の原料・材料品・製品の入出庫作業】　
・フォークリフト等を使用した原材料、製品の入出庫作

 業　・生産ラインへの資材、バルク（化粧品の中身）供
  給　・工場内及び倉庫内の軽作業　・排水処理、廃棄

  物管理など　　《応募にはハローワークの紹介状が必要
です》

東洋ビューティ株式会社　佐賀工場 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業交替制あり

(2)17時00分～1時50分 230,000円

佐賀県神埼市千代田町柳島６９４番
地１

(3)0時10分～9時00分

正
社
員

･氷河期世代
歓迎

 ・家具の企画・製造・販売
・主要取引先：全国ネット
ショップ・大手家具店・建

 築会社

(1)8時30分～17時30分 ～

128

家具生産工場　作
業スタッフ（正社
員）

 ―――――――――――――――――――未経験
 者でも一から丁寧に指導します。研修期間を設け、未

  経験者でも安心して作業できるよう訓練します。――
 ―――――――――――――――――【仕事内容】

   ・家具用木材加工・家具組み立て作業・生産ラインの
 一環を担当して頂きます。

株式会社　東馬 家具製造業 変形（1年単位）

250,000円

佐賀県神埼市千代田町柳島６９４番
地１ 20時間

60分

雇用・労
災・健康・
厚生・財形 正

社
員

化粧品、医薬部外品の受
 託製造

 新製品の企画
研究開発業務の受託

(1)8時40分～17時30分 ～ 【歓迎】化粧品・医薬
品・食品業界での品質
管理業務経験

129

（正社員）企画ス
タッフ（家具のデザ
イン）

   ・家具の製図作業及びデザイン・家具の新商品の企画
＊商品企画から携われる、家具デザイナーとしてキャリ

 アアップに　繋がる職種です。＊全国のお客様にお届
けするインテリア（主に家具）の商品企画、　設計図面

 の作成などをお任せします。　ゼロから１を産み出す喜
  びを感じることができる会社です。■家具・インテリアが

 好きで、デザインや建築等に興味のある方■どんなこと

ストラデザイン株式会社 その他の専門サービス業 変形（1年単位）

220,000円

佐賀県神埼市千代田町大字直鳥１７
３８ 20時間

75分

170,000円 雇用・労
災・健康・

厚生

300,000円

佐賀県神埼市千代田町直鳥１７３８
20時間

75分

200,000円 雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須

正
社
員

･氷河期世代
歓迎

・家具の製図作業及びデ
 ザイン

・家具の新商品の企画

(1)8時30分～17時30分 ～

190,000円

121

溶接・組立工（正
社員）製造技術職

○排ガスダクト及び集塵装置のダクトの完全な遮断が
 可能な密閉用　ダンパ及び流量制御ダンパ等の溶接

 組立作業や、様々な機械の種　類や設置場所に応じ
  た塗装作業を行います。　※材料の持込・引取等での

 外出あり（社用車使用）　※宿泊を伴う出張は相談の
  上決定します。◎未経験の方にも分かりやすく指導・サ

 ポートし、スキルアップに　必要な講習会は受講いただ

株式会社　日本テック 建設用・建築用金属製品製造業変形（1年単位）

525,000円 ２級土木施工管理技士

佐賀県神埼市神埼町永歌１８７６－１ ２級造園施工管理技士

20時間
60分

164,000円 雇用・労
災・健康・
厚生・財形 正

社
員

化粧品、医薬部外品の受
 託製造

 新製品の企画
研究開発業務の受託

(1)8時40分～17時30分 ～ フォークリフト運転技能者

164,000円

124

製造オペレーター  【製造オペレーター】　・化粧品の中身（バルク）を作る
 作業になります　・原料準備、秤量や内容液の保管管

 理および使用機材の洗浄業務　・製造機を使用する
 製造業務、製造機のセッティング、調整など（経験を積

   み、社内認定されたのちにオペレーターとなります）
《応募にはハローワークの紹介状が必要です》

東洋ビューティ株式会社　佐賀工場 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業交替制あり

(2)17時00分～1時50分 230,000円

佐賀県神埼市千代田町柳島６９４番
地１

(3)0時10分～9時00分
20時間

60分

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

普通自動車運転免許　　必須

20時間
60分

164,000円 雇用・労
災・健康・
厚生・財形

普通自動車運転免許　　あれば尚可

200,000円

127

品質管理スタッフ
／フォローアップ体
制あり◎

 化粧品工場での品質管理業を行っていただきます　・
原料、資材受入検査（サンプリング、官能検査、物性

 測定）　・ＨＰＬＣ分析業務（部外品定量試験）、微生物
  検査　・バルク（中身）検査　・ＰＣによるデータ入力、そ

  の他付随する業務　　《応募にはハローワークの紹介状
が必要です》

東洋ビューティ株式会社　佐賀工場 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業

250,000円

佐賀県神埼市千代田町柳島６９４番
地１ 20時間

60分

200,000円 雇用・労
災・健康・
厚生・財形

14



職種 求人区分 求人者名

NO 求人数(人) 仕事の内容 所在地

求人受理日 年齢 就業場所 試用期間 求人番号

産業分類 就業時間 賃金(円) 加入保険
等

必要な免許・資格・経験等 雇
用
形
態

事業内容 時間外(有無･月平均)

従業員数  休憩時間(分) 週の労働日数 休日/週休２日制
（フルタイム）

佐賀県神埼市神埼町本告牟田１３５０番

時間外 あり
1人 59歳以下 企業全体 11人 休日 日他 あり

R4.11.22 定年を上限 就業場所 11人 週休２日制 その他 41010-17295521
（フルタイム）

佐賀県神埼市神埼町志波屋２００５－３０

時間外 あり
2人 59歳以下 企業全体 500人 休日 日祝他 あり

R4.11.22 定年を上限 就業場所 10人 週休２日制 その他 41010-17311621
（フルタイム）

佐賀県神埼市神埼町城原１５１１－１

時間外 あり 拠出

1人 64歳以下 企業全体 49,976人 休日 他 あり

R4.11.21 定年を上限 就業場所 61人 週休２日制 毎　週 41010-17244821
（フルタイム）

佐賀県鳥栖市布津原町１４－１布津原ビ

時間外 あり 厚生

1人 44歳以下 企業全体 74人 休日 他 あり

R4.12.1 キャリア形成 就業場所 5人 週休２日制 その他 41050- 7423821
（フルタイム）

大阪府東大阪市若江北町２－１２－１７

時間外 あり
2人 35歳以下 企業全体 100人 休日 日祝他 あり

R4.11.18 キャリア形成 就業場所 23人 週休２日制 その他 27070-24259721
（フルタイム）

新潟県新潟市南区清水４５０１番地１

時間外 あり 拠出

1人 59歳以下 企業全体 11,465人 休日 他 あり

R4.11.17 定年を上限 就業場所 1,417人 週休２日制 その他 15070-13634921
（フルタイム）

新潟県新潟市南区清水４５０１番地１

時間外 あり 拠出

1人 59歳以下 企業全体 11,465人 休日 他 あり

R4.11.17 定年を上限 就業場所 1,417人 週休２日制 その他 15070-13635121
（フルタイム）

佐賀県神埼市神埼町神埼３１８－１

時間外 あり
1人 59歳以下 企業全体 14人 休日 日祝他 あり

R4.11.16 定年を上限 就業場所 14人 週休２日制 その他 時給８５３円 41010-17012121
（フルタイム）

佐賀県神埼市神埼町神埼３１８－１

時間外 なし
1人 59歳以下 企業全体 14人 休日 日祝他 なし

R4.11.16 定年を上限 就業場所 14人 週休２日制 その他 41010-17013021
（フルタイム）

佐賀県神埼市神埼町大字神埼２９３

時間外 あり
1人 64歳以下 企業全体 132人 休日 他 あり

R4.11.16 定年を上限 就業場所 70人 週休２日制 その他 ２ヶ月間は時給１０００41010-17037921

131

大型トラックドライ
バー

 ◎大型ウイング車にて地場・中距離の配送業務　・荷
は、自動車部品・食品・家電など様々なものになりま

   す。　・配送エリア：九州圏内～大阪エリア＊未経験の
 方も歓迎です。丁寧に指導します。＊地場定期便有り

   ます。　　＜応募には、ハローワークの紹介状が必要で
す＞

九州誠和梱枹運輸株式会社　佐賀営
業所

一般貨物自動車運送業 変形（1年単位）

(2)8時30分～16時00分

172,000円

佐賀県神埼市神埼町本告牟田１３５０
 －２　　　　柳川商店　神埼事務所 20時間

60分

172,000円 雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　あれば尚可

 建設資材の運送
 砂・真砂土の販売

ガソリンスタンド（柳川石油
神埼西ＳＳ店）

(1)8時00分～17時00分 ～

130

工場作業員（野外
作業）

    ○当社工場の掃除、こどり○一輪車を使った砂の運搬
  ○草むしり○ヘルメットを着用し、機器につまった石を

   取る作業　　《　応募にはハローワーク紹介状が必要で
  す　》

柳川商店　株式会社 その他の道路貨物運送業

350,000円 フォークリフト運転技能者

佐賀県神埼市神埼町志波屋２００５－
３０ 40時間

60分

250,000円 雇用・労
災・健康・

厚生 正
社
員

一般区域貨物自動車運
送事業・倉庫管理

(1)8時30分～17時00分 ～ 大型自動車免許

175,400円 雇用・労
災・健康・

厚生 正
社
員

･シニア応援 病院・福祉施設における
給食受託業務・医療用食
品の販売

(1)7時30分～16時30分 ～ 栄養士

132

栄養士  ◎献立作成、食材の発注業務◎医療福祉向けの給
 食センターでの調理、下処理◎計量した料理のパック

  詰め　等※上記いずれかの仕事内容についていただき
   ます。　希望業務については相談可能です。

 ＊応募にはハローワークの紹介状が必要です（オンライ
ン自主応募　の方は紹介状不要）

日清医療食品株式会社　ヘルスケア
フードサービスセンター九州

各種商品卸売業

(2)8時00分～17時00分

鳥栖・神埼地区にあるご契約先の工場
 施設（就業場所については、居住地等

相談の上決定します）
25時間

60分

148,900円 雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須ＡＬＳＯＫ佐賀株式会社　鳥栖営業所 警備業 変形（1ヶ月単位）

(2)17時00分～8時00分

135

店舗販売職／地
域正社員（ホーム
社員）

ホームセンターの販売スタッフ。将来的には小型店の
店長代理や大型店の売場主任を目指していただくこと
も可能です。接客、販売、売場づくり、商品管理などを
通じて地域のお客様の楽しく快適な暮らしづくりをお手
伝いする仕事です。生活用品から建築資材、農業用
品まで、幅広く商品を扱うため、各種研修や商品知識
勉強会、資格取得支援などで知識と技術の習得機会

株式会社　コメリ 他に分類されない小売業 変形（1ヶ月単位）

(2)10時45分～20時00分

175,000円 雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須

正
社
員

コンクリートパイル継手金
具一式・鋼管杭特殊継
手・鋼管ケーシング・推進
管用鋼製カラー・専門製

(1)8時30分～17時15分 ～ フォークリフト運転技能者

 佐賀県神埼市神埼町尾崎２０８０－１
佐賀工場

クレーン・デリック運転士（クレーン限定）

25時間
60分

186,000円

佐賀県神埼市神埼町本告牟田字八
 本松７３８－１ハード＆グリーン佐賀神

 埼店　の他、自宅から２５ｋｍ以内で通

(3)12時00分～21時15分
20時間

90分

179,000円 雇用・労
災・健康・
厚生・財形

普通自動車運転免許　　必須

金物、工具、資材、園芸
用品を提供するホームセ

 ンターの経営
就業場所は、ホームペー

(1)8時45分～18時00分 ～

(3)12時00分～21時15分
20時間

90分

179,000円 雇用・労
災・健康・
厚生・財形

普通自動車運転免許　　必須

5時間

136

店舗販売職／地
域正社員（ホーム
社員）

ホームセンターの販売スタッフ。将来的には小型店の
店長代理や大型店の売場主任を目指していただくこと
も可能です。接客、販売、売場づくり、商品管理などを
通じて地域のお客様の楽しく快適な暮らしづくりをお手
伝いする仕事です。生活用品から建築資材、農業用
品まで、幅広く商品を扱うため、各種研修や商品知識
勉強会、資格取得支援などで知識と技術の習得機会

株式会社　コメリ 他に分類されない小売業 変形（1ヶ月単位）

(2)10時45分～20時00分

60分

雇用・労
災・健康・

厚生

60分

430,000円 雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須

正
社
員

処方せん調剤 (1)9時00分～18時00分 ～ 薬剤師

138

薬剤師（本店又は
駅通り店）＊正社
員

  ●保険調剤業務　・処方箋に基づいた調剤業務　・患
    者様への服薬指導　等　　　　　＜応募にはハローワー

クの紹介状が必要です＞

有限会社　堤薬局 医薬品・化粧品小売業

(2)9時00分～13時00分

200,000円

佐賀県神埼市神埼町尾崎３７８０　和
田記念病院

正
社
員

医療・福祉 (1)9時00分～18時00分 ～ 准看護師

正
社
員

173,200円
133

常駐警備（施設の
受付・巡回）／未
経験者歓迎／ＡＬ
ＳＯＫ

237,600円 管理栄養士

佐賀県神埼市神埼町城原１５１１－１
5時間

60分

255,100円 玉掛技能者
134

機械工（ＮＣ複合
機）

工場内おいて主に次のような作業を行っていただきま
  す。　ＮＣ複合機を使い旋盤・穴あけ加工を主にしてい

   ただきます。　（オークマ・マザック製）初心者でも大丈
  夫！指導いたします。玉掛け・クレーン（５トン未満）・所

 持者歓迎フォークリフト免許もあれば尚良

株式会社　岡本建設用品製作所 建設用・建築用金属製品製造業変形（1年単位）

正
社
員

『テレビＣＭでおなじみのＡ
ＬＳＯＫ（アルソック）のグ
ループ会社です。』機械警

 備を中心とした警備業

(1)8時00分～17時00分 ～
 【正社員の募集】鳥栖・神埼・吉野ヶ里地区にある、い

ずれかの工場での受付・巡回業務を担当していただき
   ます。内容は・施設来訪者の受付対応や誘導・施設

 内の見回り（巡回）の仕事です。　経験や資格は必要
ありません。入社時の研修や先輩スタッフからの教育、
サポート体制も充実しているので、初心者の方でも安
心して働けます。幅広い年代のスタッフが活躍中！

正
社
員

160,000円

 佐賀県神埼市神埼町神埼３１８－１本
 店　又は駅通り店（神埼市神埼町田

道ヶ里２２２６－９）
10時間

60分

150,000円 雇用・労
災・健康・

厚生 正
社
員

･氷河期世代
歓迎

処方せん調剤 (1)9時00分～18時00分 ～

正
社
員

金物、工具、資材、園芸
用品を提供するホームセ

 ンターの経営
就業場所は、ホームペー

(1)8時45分～18時00分 ～

(2)9時00分～13時00分

186,000円

佐賀県神埼市神埼町尾崎字唐香原４
  １６９－４２ハード＆グリーン日の隈店　

の他、自宅から２５ｋｍ以内で通勤可

137

調剤事務（正社
員）

  ●調剤薬局受付　　・処方箋受付　・データ入力（パソ
   コン利用）　・薬剤師の手伝いなど　　　　　　　　　　＊

 就業時間（１）月・火・水・金曜日：休憩６０分
 （２）木・土曜勤務：休憩なし　相談により、火・水・金曜

 日半日休となる場合あり。　又相談により、８：３０～勤
  務できる方は（１）休憩１２０分　　　　　＊未経験者につ

 いては丁寧に指導しますので安心してご応募下さい

有限会社　堤薬局 医薬品・化粧品小売業

185,000円

139

准看護師（正社
員）

 看護業務全般・医療療養病棟（６０床）、介護医療院
 （６０床）での看護業務、　療養目的で入院・入所の方

     に対してのケアを行います。＊早出・遅出有＊就業時
 間（２）は夜勤（手当支給）＊夜勤は１７：３０～翌朝９：

 ３０（休憩１２０分）月４回程度　（夜勤が困難な方も相
  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〉

医療法人　久和会 一般診療所 変形（1ヶ月単位）

525,000円

 佐賀県神埼市神埼町神埼３１８－１本
 店　又は駅通り店（神埼市神埼町田

道ヶ里２２２６－９）

15



職種 求人区分 求人者名

NO 求人数(人) 仕事の内容 所在地

求人受理日 年齢 就業場所 試用期間 求人番号

産業分類 就業時間 賃金(円) 加入保険
等

必要な免許・資格・経験等 雇
用
形
態

事業内容 時間外(有無･月平均)

従業員数  休憩時間(分) 週の労働日数 休日/週休２日制
（フルタイム）

佐賀県神埼市神埼町大字神埼２９３

時間外 あり
1人 64歳以下 企業全体 132人 休日 他 あり

R4.11.16 定年を上限 就業場所 95人 週休２日制 その他 ２ヶ月間は時給８７０41010-17038121
（フルタイム）

佐賀県神埼市千代田町餘江１０８６－２

時間外 あり
2人 45歳以下 企業全体 23人 休日 日祝他 あり

R4.11.16 キャリア形成 就業場所 23人 週休２日制 その他 皆勤手当なし 41010-17046121
（フルタイム）

熊本県菊池市袈裟尾４４５－４

時間外 あり 拠出

10人 18歳以上 企業全体 2,100人 休日 他 あり

R4.11.16
法令の規定に
より年齢制限

就業場所 20人 週休２日制 その他 43030-10848621
（フルタイム）

熊本県玉名市繁根木１３１－１

時間外 なし
1人 18歳～59歳 企業全体 623人 休日 他 あり

R4.11.15
法令の規定に
より年齢制限

就業場所 25人 週休２日制 その他 43040- 6690521
（フルタイム）

茨城県守谷市御所ケ丘２－１０－２

時間外 あり 拠出

1人 64歳以下 企業全体 289人 休日 日祝他 あり

R4.11.14 定年を上限 就業場所 21人 週休２日制 その他
基本給、職務
手当、交通費

08060- 7072621
（フルタイム）

茨城県守谷市御所ケ丘２－１０－２

時間外 あり 拠出

3人 64歳以下 企業全体 289人 休日 日祝他 あり

R4.11.14 定年を上限 就業場所 21人 週休２日制 その他
基本給１７万円
＋製造手当６

08060- 7073921
（フルタイム）

佐賀県神埼市神埼町志波屋２００５－３０

時間外 あり
1人 59歳以下 企業全体 500人 休日 日祝他 あり

R4.11.10 定年を上限 就業場所 10人 週休２日制 その他 41010-16781121
（フルタイム）

佐賀県神埼市千代田町境原４８８－１

時間外 なし
1人 59歳以下 企業全体 37人 休日 土日祝他 あり

R4.11.10 定年を上限 就業場所 9人 週休２日制 毎　週 41010-16829821
（フルタイム）

佐賀県神埼市千代田町境原２８２－２

時間外 あり
1人 59歳以下 企業全体 27人 休日 日祝他 あり

R4.11.10 定年を上限 就業場所 5人 週休２日制 その他 41010-16838221
（フルタイム）

佐賀県神埼市神埼町本告牟田２９９４－

時間外 あり
1人 59歳以下 企業全体 79人 休日 日他 あり

R4.11.9 定年を上限 就業場所 79人 週休２日制 毎　週 41010-16706921

雇用・労
災・健康・

厚生

170,913円

佐賀県神埼市千代田町餘江１０８６－
２

正
社
員

医療・福祉 (1)9時00分～18時00分 ～

140

介護職（和田記念
病院）：正社員

 ・介護業務　日常生活における食事・排泄・入浴等の
      援助を行う・入院患者：６０名・介護医療院：６０名・夜

 勤は１７時３０分～翌９：３０（休憩１２０分）　月４回程
   度（夜勤が困難な方も相談に応じます。）＊２４名のス

タッフで６０名を介護（介護職員は１２名）

医療法人　久和会 一般診療所 変形（1ヶ月単位）

(2)7時00分～16時00分

正
社
員

雇用・労
災・健康・

厚生 正
社
員

ホテル　パチンコ　ボウリン
グ　ゴルフ場　温泉

141

縫製工 ○靴の縫製作業及び、それに必要な行程を準備する
  為の手作業等・革や布をミシンで縫い合わせて、靴の

       形にしていきます。※未経験者の方も歓迎します。
 《　応募にはハローワーク紹介状が必要です　》

【オンライン自主応募の方は紹介状不要】

南田産業　株式会社 革製履物製造業 変形（1年単位）

185,000円

 佐賀県神埼市神埼町尾崎３７８０　医
療法人　久和会　和田記念病院 5時間

60分

175,000円

142

一般社員店長候
補：佐賀千代田・
佐賀上峰

  〇一般社員（店長候補）・入社後、店舗作業からス
 タート（接客、レジ、調理など）・スタッフ管理（勤怠管理

 や採用面接など）・資格試験を経て店舗責任者になれ
 ばマネジメント実務も行います（手当：月２万円～４万

   円支給）・その他、上記に付随する業務社員が楽しく
働ける職場づくり、社員の働きやすさの追求にも注力。
社員の希望や能力に応じたジョブローテーション制度

株式会社ジョイフル西九州　菊池事務
所

184,500円食堂，レストラン（専門料理店変形（1ヶ月単位）

(2)15時00分～0時00分

202,000円

20時間
50分

142,930円 雇用・労
災・健康・

厚生 正
社
員

･子育て支援  靴の裁断・縫製（革靴） (1)8時30分～17時10分 ～

変形（1ヶ月単位）

(2)16時00分～0時00分

284,500円

 佐賀県神埼市、三養基群上峰町他
「佐賀千代田店・佐賀上峰店」のいず
れか

15時間
60分

雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須

２４時間営業はもちろん、ド
リンクバーの導入、４００円
を切るランチメニューの開
発、地域に密着した生活

(1)12時00分～21時00分 ～

(1)9時00分～17時30分 ～

145

工場内作業（住宅
用鉄筋製造加工）
佐賀県神埼市　九
州工場）

〇大手ハウスメーカーからの受注を主に住宅用基礎
   鉄筋の　製造加工業　作業のほとんどが機械を使って

 行う日勤のみのお仕事です　鉄筋加工の切断、曲げ、
 溶接、組立、出荷等を大きく４つの　部署に分かれて

  作業を進めます＊事業拡大に伴う募集です！

メークス　株式会社 建設用・建築用金属製品製造業

143

事務員（つかさ神
埼店）

 ・売上金の回収・集計・社員のタイムカード管理及び勤
  怠表集計・稼働集計・台帳類（売上・小口）の作成及

     び管理・電話応対◎応募の際はハローワークの紹介状
が必要です。

司観光開発　株式会社 遊戯場

306,900円

佐賀県神埼市神埼町的３７８－１
30時間

45分

雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須

建築用基礎鉄筋の加工、
 販売

 土木工事　　　　　　
温泉業務

(1)8時30分～17時00分 ～

建築用基礎鉄筋の加工、
 販売

 土木工事　　　　　　
温泉業務

(1)8時30分～17時30分 ～

144

事務職（佐賀県神
崎市／九州工場）

○当社は大手ハウスメーカーからの受注を主とする住
  宅用基礎鉄筋の製造業です。＊住宅基礎鉄筋の積

 算・請求・見積事務や、　基礎図面に基づき鉄筋の加
  工指示業務、　お客様との電話でのやり取りがメインの

  事務など。＊まず住宅基礎鉄筋を学ぶお仕事を行っ
 て頂き、　その後適性に応じて仕事キャリアアップのた

 め　様々な仕事を経験して頂きます。

339,000円

正
社
員

こども園 (1)7時00分～16時00分 ～ 保育士

147

保育教諭＊正社
員

○０歳～５歳児の各クラス担任として園児の保育業務
  を行います。　日報記入の業務もあります。＊０歳児３
 名、１歳児３名、２歳児３名、３～５歳児３名　　計１２

  名定員＊令和３年１月に新しく開園した企業主導型小
    規模保育園です。　　＜応募には、ハローワークの紹介

状が必要です＞

学校法人　洗心学園　サールナートこ
ども園

幼稚園 変形（1年単位）

(2)8時00分～17時00分

300,000円 フォークリフト運転技能者

佐賀県神埼市神埼町志波屋２００５－
３０ 26時間

60分

雇用・労
災・健康・

厚生 正
社
員

一般区域貨物自動車運
送事業・倉庫管理

(1)8時30分～17時00分 ～ 中型自動車免許

148

医療事務・受付       ○レセプト業務○電子カルテ入力○受付、電話対応
    ○患者さまの会計業務○待合室等の簡単な清掃　等

《応募にはハローワークの紹介状が必要です》

医療法人　聖母会　古賀内科 一般診療所 変形（1ヶ月単位）

(2)8時30分～18時00分

259,000円 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

 佐賀県神埼市千代田町境原４８８－１
サールナートこども園

(3)9時00分～18時00分

60分

212,500円 雇用・労
災・健康・

厚生

150,500円

佐賀県神埼市千代田町境原２８２－２ (3)8時30分～13時00分
2時間

90分

150,500円 雇用・労
災・健康・

厚生 正
社
員

 外来診療所
グループホーム次郎ん家

(1)8時30分～17時30分 ～

1時間
60分

230,000円 雇用・労
災・健康・

厚生 正
社
員

医療業（内科・外科・胃腸
科・肛門科・整形外科・呼
吸器科・リハビリテーション
科・通所リハビリテーショ

(1)9時00分～18時00分 ～ 理学療法士
経験者優遇

149

理学療法士または
作業療法士（正社
員）

○入院患者及び外来患者の機能回復訓練
   　・歩行訓練　・関節痛の緩和　　・生活訓練（服の脱

     ぎ着等）　　　　　　＜応募にはハローワークの紹介状が
必要です＞

医療法人　啓仁会　橋本病院 病院

(2)9時00分～13時00分

正
社
員

250,000円

 佐賀県神埼市神埼町的３７８－１メー
クス（株）九州工場 30時間

75分

300,000円 雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須

正
社
員

209,400円メークス　株式会社 建設用・建築用金属製品製造業

202,500円

佐賀県神埼市神埼町本告牟田１１９１
 －１「つかさ神埼店」

60分

146

中型ドライバー  ◎中型ウイング車にて地場・中距離の配送業務　・荷
は、自動車部品・食品・家電など様々なものになりま

   す。　・配送エリア：九州圏内～大阪エリア＊未経験の
 方も歓迎です。丁寧に指導します。＊地場定期便有り

   ます。　　＜応募には、ハローワークの紹介状が必要で
す＞

九州誠和梱枹運輸株式会社　佐賀営
業所

一般貨物自動車運送業 変形（1年単位）

(2)8時30分～16時00分

290,000円 作業療法士

佐賀県神埼市神埼町本告牟田２９９４
－１

16



職種 求人区分 求人者名

NO 求人数(人) 仕事の内容 所在地

求人受理日 年齢 就業場所 試用期間 求人番号

産業分類 就業時間 賃金(円) 加入保険
等

必要な免許・資格・経験等 雇
用
形
態

事業内容 時間外(有無･月平均)

従業員数  休憩時間(分) 週の労働日数 休日/週休２日制
（フルタイム）

佐賀県神埼市神埼町尾崎２８０７番地

時間外 あり
1人 35歳以下 企業全体 33人 休日 日祝他 あり

R4.11.9 キャリア形成 就業場所 21人 週休２日制 その他 41010-16727521
（フルタイム）

佐賀県神埼市千代田町直鳥７０３－１

時間外 あり
2人 59歳以下 企業全体 15人 休日 日他 あり

R4.11.9 定年を上限 就業場所 15人 週休２日制 その他 41010-16745321
（フルタイム） （AT限定不可）

佐賀県杵島郡江北町大字上小田１０４８

時間外 あり
1人 64歳以下 企業全体 8人 休日 日他 あり

R4.11.9 定年を上限 就業場所 8人 週休２日制 毎　週 ３ヶ月（通勤手当 41030- 4831221
（フルタイム）

新潟県新潟市南区清水４５０１番地１

時間外 あり 拠出

1人 35歳以下 企業全体 11,465人 休日 他 あり

R4.11.8 キャリア形成 就業場所 1,417人 週休２日制 その他 15070-12923021
（フルタイム）

福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目２

時間外 あり
1人 69歳以下 企業全体 614人 休日 日祝他 あり

R4.11.8 定年を上限 就業場所 0人 週休２日制 毎　週 40060-22691221
（フルタイム）

佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里２２１６－

時間外 あり
1人 59歳以下 企業全体 144人 休日 日祝他 あり

R4.11.8 定年を上限 就業場所 144人 週休２日制 毎　週 職務手当不支給 41010-16628021
（フルタイム）

福岡県福岡市中央区荒戸２丁目１－１

時間外 なし
2人 不問 企業全体 47人 休日 土日祝 あり

R4.11.7 不問 就業場所 3人 週休２日制 毎　週 40010-71169721
（フルタイム） （AT限定不可）

佐賀県佐賀市神野東四丁目９－３

時間外 あり
3人 59歳以下 企業全体 194人 休日 他 あり

R4.11.4 定年を上限 就業場所 88人 週休２日制 その他 41010-16415921
（フルタイム）

福岡県福岡市博多区博多駅前４丁目１４

時間外 あり 拠出

1人 64歳以下 企業全体 49,976人 休日 他 あり

R4.11.2 定年を上限 就業場所 5人 週休２日制 毎　週 40010-70020521
（フルタイム）

佐賀県佐賀市神野東３丁目１－３５

時間外 あり
2人 59歳以下 企業全体 40人 休日 他 あり

R4.11.2 定年を上限 就業場所 8人 週休２日制 毎　週 41010-16288921

(1)8時30分～17時30分 ～
建築営業経験あれば
尚可、優遇します。151

【正社員】営業職  ○住宅・事業所用地等の基礎工事の営業○主に設
計事務所、住宅メーカー、工務店等の得意先廻り、新

  規開　拓を行っていただきます。＊営業エリア：佐賀県
  内及び福岡県等隣接する県（社用車使用）※研修期

間があり、未経験者の方にもわかりやすく指導、サポー
  ト　しますので、安心してご応募ください。　　　＜応募に
 はハローワークの紹介状が必要です。＞

株式会社　千代田技建 土木工事業（舗装工事業を除変形（1年単位）

300,710円

佐賀県神埼市神埼町尾崎２８０７番地
9時間

60分

雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須

鋼管杭製造販売施工、コ
ンクリート杭販売、とび・土
工工事業、地盤調査

(1)8時30分～17時30分

150

営業職 鋼管製基礎杭（自社製造・自社施工）の提案営業を
 お任せします。主なお客様は設計事務所および建設

会社です。すでにお取引のあるお客様を中心に、建築
および設計の案件ごとの条件や制約をヒアリングし、

 ニーズをくみ取り、提案を行います。販売・施工エリア
  は九州一円です。【主な仕事内容】既存顧客への定

期的な訪問、基礎杭の提案、現場の下見（状況確

株式会社　テクノ九州

151,200円 雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須

正
社
員

金属・プラスチック類等をリ
サイクルして再利用する前
段階での処理作業（切断
や分別など）重機や機械

(1)8時00分～17時00分 ～ 車両系建設機械（解体用）運転技能者

152

廃棄物処理作業
員

 ○金属、プラスチック等の仕分け作業○工場内におい
  て荷降ろし、積込み作業　等○運搬作業員　・回収に
 出向く場合もあります（ＭＴ車）　・大型免許をお持ちの

 方は大型車の運転もあり＊仕事内容等の詳細につい
  ては面接時に説明いたします■トライアル雇用求人

 （期間中：通勤手当なし）◎未経験の方にも丁寧に指
   導いたしますので、安心してご応募　ください○応募の

株式会社　西村商会 再生資源卸売業

237,600円 大型自動車免許

【本　社】佐賀県杵島郡江北町上小田
 １０４８－２　または【神埼加工処理所】

（異動の場合もあり）
30時間

60分

154

相談支援専門員
／神埼

障がい児相談支援事業所の相談支援専門業務です。
 ・障がい児の障がい福祉サービス等の利用計画の作

  成・利用計画作成後のモニタリング・ご家族との面談、
   相談・行政ほか関係機関との連絡、調整《子育て応援

  求人》＊応募には「ハローワークの紹介状」が必要です

株式会社　三葉 他に分類されない教育，学習支援業

佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里２２１６
－１

20時間
90分

182,000円 雇用・労
災・健康・
厚生・財形

普通自動車運転免許　　必須

正
社
員

金物、工具、資材、園芸
用品を提供するホームセ

 ンターの経営
就業場所は、ホームペー

(1)8時45分～18時00分 ～

153

販売・店舗運営職
（リージョナル社
員）

販売からスタートし、将来的には店長や地域マネー
ジャーとして、店舗運営の中堅幹部を目指していただく
職種です。　まずはホームセンターでの接客、販売、売
場づくり、商品管理、店長代行業務などを通じて知識と
技術を習得していただきます。生活用品から建築資
材、農業用品まで、幅広い品揃えで、お客様の層も広
く、得意分野とやりがいを見つけやすい仕事です。小売

株式会社　コメリ 他に分類されない小売業 変形（1ヶ月単位）

(2)10時45分～20時00分

340,000円

佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里１８０３
 －２ＣＯＭＰＡＳＳサポート神埼 10時間

60分

230,000円 雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須

･子育て支援 発達障がいの子供達の自
立を目指し、言語指導を
中心に成長を促しておりま
す。文科省の研究に参画

(1)9時00分～17時00分 ～

正
社
員

医療業（外科、整形、脳外
科、内科、理学科、麻酔
科）
 

(1)8時30分～17時30分 ～ 薬剤師

葬祭業、介護事業 (1)8時30分～17時00分 ～

155

薬剤師（正社員） ○病院内薬局における入院患者様の調剤（外来は院
    外処方）○その他付随する業務＊現在薬剤師２名で

      業務を行っています。　　＜応募にはハローワークの紹
介状が必要です＞

医療法人社団　啓祐会　神埼病院 病院 変形（1ヶ月単位）

158

調理師（正）／神
埼市

   調理業務全般　　検品・調理・盛付・配膳・切込・洗浄
１日　２４０食　／５名体制

日清医療食品　株式会社　福岡支店

157

葬祭総合スタッフ
（正社員）

 ◎葬儀全般に関る仕事　葬儀担当、霊柩車運転、病
院からの搬送業務、夜間当直、電話当　番、会場準

  備、来客事前相談対応、データ入力、事務仕事　等
＊就業場所は県内６事業所に属する１６市町のホール

  のいずれかに　なります。（従業員数）・佐賀広域事業
 所：佐賀市神野東４丁目９－３（１８名）・小城事業所

 ：小城市三日月町久米１６９９－１（１１名）・三神事業

株式会社　ＪＡセレモニーさが 冠婚葬祭業 変形（1年単位）

500,000円 美容師

佐賀県神埼市、嬉野市、神崎郡吉
野ヶ里町、三養基郡基山町

60分

雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須

･シニア応援･
シニア応援

個人宅、病院、デイサービ
ス、老人保健施設などに
訪問し、理美容サービスを
提供する社会貢献度の高

(1)9時00分～18時00分 ～ 理容師

156

福祉理容師　福祉
美容師（正）

個人宅・病院・デイサービスセンター・老人保健施設・
福祉施設などに訪問し、理美容サービスを提供する社
会貢献度の高いお仕事です。

159

（請：神埼市）調理
業務スタッフ　≪
急募≫

 ○調理業務全般　・７５名分の食事をスタッフ　４．５名
  ／日　で調理する。　・配食、配膳　・食器類機械洗浄

    他※就業時間（１）～（３）の交替制（シフトによる）※慣
 れるまでは、一つの就業時間（特に１または３）を　くり

   返し勤務して頂くこともあります。　　　＜応募にはハ
ローワークの紹介状が必要です＞

株式会社　佐賀新聞ライフマネジメント 配達飲食サービス業 交替制あり

(2)8時00分～17時00分

215,000円

 佐賀県神埼市神埼町尾崎３７８０和田
記念病院　内　厨房 10時間

60分

雇用・労
災・健康・

厚生
･氷河期世代
歓迎

給食の受託業務 (1)5時30分～14時30分 ～ 調理師

200,900円

正
社
員

建築工事業（木造建築工事業変形（1年単位）

400,505円

佐賀県神埼市千代田町直鳥７０３－１
10時間

90分

200,253円 雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須

正
社
員

官公庁及び民間の地盤調
査及び地盤改良（柱状改
良）において、建物の安全
を支える技術、基礎の耐

～

232,000円

正
社
員

佐賀県神埼市神埼町本告牟田字八
 本松７３８－１ハード＆グリーン佐賀神

 埼店の他、自宅から２００Ｋｍ以内の各

(3)12時00分～21時15分

200,000円

県内６事業所に属する１６市町のホー
 ルのいずれか佐賀広域事務所、小城

 事業所、三神事業所、みどり事業所、
10時間

60分

155,000円 雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須

180,000円株式会社　シルバーサポートジャパン

5時間
60分

380,000円 雇用・労
災・健康・

厚生

180,000円 調理師

 佐賀県神埼市神埼町鶴２９５０－２
佐賀整肢学園　かんざき日の隈寮

(3)9時00分～18時00分
10時間

60分

148,000円 雇用・労
災・健康・

厚生 正
社
員

･氷河期世代
歓迎

給食サービス事業、社員
 食堂・喫茶運営。

日本生命、三井住友海上
火災、三井住友海上あい

(1)6時00分～15時00分 ～ 栄養士

172,800円

正
社
員

その他の飲食店 交替制あり

(2)10時00分～19時00分

正
社
員

正
社
員

その他の洗濯・理容・美容・浴場業

430,000円

17



職種 求人区分 求人者名

NO 求人数(人) 仕事の内容 所在地

求人受理日 年齢 就業場所 試用期間 求人番号

産業分類 就業時間 賃金(円) 加入保険
等

必要な免許・資格・経験等 雇
用
形
態

事業内容 時間外(有無･月平均)

従業員数  休憩時間(分) 週の労働日数 休日/週休２日制
（フルタイム）

佐賀県神埼市千代田町境原２６３５－２

時間外 あり
1人 59歳以下 企業全体 9人 休日 日祝他 あり

R4.11.2 定年を上限 就業場所 9人 週休２日制 毎　週 41010-16321821
（フルタイム）

福岡県福岡市東区名子３丁目２１－１

時間外 あり
1人 44歳以下 企業全体 2人 休日 日祝他 あり

R4.11.1 キャリア形成 就業場所 2人 週休２日制 その他 40120-25308821
（フルタイム）

佐賀県神埼市千代田町黒井４９０－３

時間外 あり
1人 45歳以下 企業全体 12人 休日 日祝他 あり

R4.11.1 キャリア形成 就業場所 12人 週休２日制 毎　週 41010-16109121
（フルタイム）

佐賀県神埼市神埼町本堀２７６６－１

時間外 あり
1人 59歳以下 企業全体 17人 休日 日他 あり

R4.11.1 定年を上限 就業場所 12人 週休２日制 その他 41010-16225521
（フルタイム）

佐賀県神埼市神埼町本堀２７６６－１

時間外 あり
1人 59歳以下 企業全体 17人 休日 日他 あり

R4.11.1 定年を上限 就業場所 12人 週休２日制 その他 41010-16230721
（フルタイム）

佐賀県神埼市神埼町本堀２７６６－１

時間外 あり
1人 59歳以下 企業全体 17人 休日 日他 あり

R4.11.1 定年を上限 就業場所 12人 週休２日制 その他 41010-16232221
（フルタイム）

佐賀県神埼市神埼町本堀２７６６－１

時間外 あり
1人 59歳以下 企業全体 17人 休日 日他 あり

R4.11.1 定年を上限 就業場所 12人 週休２日制 その他 41010-16234421
（フルタイム） （AT限定不可）

  鹿児島県鹿児島市南栄５丁目１０－１４

時間外 あり
2人 45歳以下 企業全体 90人 休日 日他 あり

R4.10.25 キャリア形成 就業場所 13人 週休２日制 その他 46010-38516021
（フルタイム）

北海道札幌市東区北４２条東１５丁目１

時間外 あり
1人 40歳以下 企業全体 150人 休日 土日祝他 あり

R4.10.3 キャリア形成 就業場所 12人 週休２日制 毎　週 01240-18283721

161

土木建設機械の
修理・メンテナンス
（正）

 ＊セミシールド、堀進機メンテナンス・塗装＊現場工事
 （溶接含む）＊環境設備メンテナンス

有限会社　高倉エンジニアリング 機械修理業（電気機械器具を

262,000円

佐賀県神埼市千代田町境原２６３５－
２ 15時間

60分

240,000円 雇用・労
災・厚生・
その他

普通自動車運転免許　　あれば尚可

２０１９年３月国道３４号線
沿いの佐賀神埼地区に
「佐賀さくら歯科親子歯科
クリニック」を開設。マタニ

(1)9時30分～18時30分 ～ 歯科衛生士

160

歯科衛生士　≪急
募≫

  ○歯科衛生士業務全般　・歯科診療の補助　・歯科
 予防処置（歯周検査やＳＣ、ＳＲＰ、予防充填）　・保健

 指導（虫歯予防のためのブラッシング指導）　・歯科医
 師と連携した治療計画の作成　・院内清掃、器具の準

   備　　　　〈応募には、ハローワーク紹介状が必要で
す。〉

佐賀さくら歯科親子歯科クリニック

275,000円

 佐賀県神埼市神埼町城原５３４『有限
会社　高倉エンジニアリング』 10時間

60分

235,000円 雇用・労
災・健康・

厚生 正
社
員

セミシールド、掘進機メン
テナンス、現場工事、環境
設備メンテナンス

(1)9時00分～18時00分 ～ 溶接技能者

163

大型トラック運転
手（長距離）正社
員

 ◎大型トラック　長距離運転業務　・荷は飲料・雑貨等
         です。　・エリア：九州～関東・関西　　　　＜応募には

ハローワーク紹介状が必要です＞

株式会社　香永 一般貨物自動車運送業 変形（1年単位）

151,000円

佐賀県神埼市千代田町黒井４９０－３
20時間

80分

147,000円 雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須

電気機械器具設計製作、
電子応用自動制御盤製
作、電気工事

(1)8時20分～17時20分 ～

162

電気機械器具製
造業務（正社員）

  ○各種自動制御装置の組立配線業務　・線作り　・圧
    着端子付　・配線作業　・清掃　等＊未経験の方にも

  分かりやすく指導、サポートします　　　＜応募にはハ
ローワークの紹介状が必要です＞

株式会社　千代田電工 発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業

350,000円

佐賀県神埼市神埼町本堀２７６６－１
又は8時00分～0時00分の間の8時間程度 45時間

90分

180,000円 雇用・労
災・健康・

厚生 正
社
員

 一般貨物自動車運送業
特定荷主のパレット物を、
関東・関西を中心にウィン
グ車で配送する。

(1)8時00分～17時00分 ～ 大型自動車免許

45時間
90分

180,000円 雇用・労
災・健康・

厚生 正
社
員

 一般貨物自動車運送業
特定荷主のパレット物を、
関東・関西を中心にウィン
グ車で配送する。

(1)8時00分～17時00分 ～ 大型自動車免許

164

大型トラック運転
手（長距離）（冷
凍）正社員

  ◎大型一般トラックの運転業務　・荷は冷凍雑貨　等
        ・エリア（九州～関東）　　　　＜応募にはハローワーク

紹介状が必要です＞

株式会社　香永 一般貨物自動車運送業 変形（1年単位）

400,000円

佐賀県神埼市神埼町本堀２７６６－１
又は8時00分～0時00分の間の8時間程度

45時間
90分

180,000円 雇用・労
災・健康・

厚生 正
社
員

 一般貨物自動車運送業
特定荷主のパレット物を、
関東・関西を中心にウィン
グ車で配送する。

(1)8時00分～17時00分 ～ 大型自動車免許

165

大型トラック運転
手（トレーラー）正
社員

 ◎大型トレーラー車での長距離業務・荷は、鋼材等に
       なります。・エリア：九州～関西　　　　＜応募にはハ

ローワーク紹介状が必要です＞

株式会社　香永 一般貨物自動車運送業 変形（1年単位）

450,000円 牽引免許

佐賀県神埼市神埼町本堀２７６６－１
又は8時00分～0時00分の間の8時間程度

45時間
90分

148,000円 雇用・労
災・健康・

厚生 正
社
員

 一般貨物自動車運送業
特定荷主のパレット物を、
関東・関西を中心にウィン
グ車で配送する。

(1)8時00分～17時00分 ～ 大型自動車免許

166

大型トラック運転
手（地場）正社員

 ◎地場大型トラック運転手業務　・荷は、雑貨等になり
       ます。　・エリア：九州一円　　　　＜応募にはハロー

 ワーク紹介状が必要です＞

株式会社　香永 一般貨物自動車運送業 変形（1年単位）

300,000円

佐賀県神埼市神埼町本堀２７６６－１
又は8時00分～0時00分の間の8時間程度

25時間
90分

196,016円 雇用・労
災・健康・

厚生

普通自動車運転免許　　必須

正
社
員

有価物（資源物）売買
 一般・産業廃棄物処理

食品リサイクル事業（堆肥
化）　リサイクル活動支援

(1)6時00分～15時00分 ～ フォークリフト運転技能者

167

収集車運転手［佐
賀営業所：神埼
市］

 ○一般廃棄物、産業廃棄物、資源物の回収業務１，
   段ボールの回収と運搬２，廃棄物の回収と運搬＊店

舗から排出されたものを自社工場又は清掃センターへ
 運ぶ仕事＊主に４ｔパッカー車を使用、３ｔトラックの場

  合もあります。＊タブレットでルート確認や数量入力を
 行います。＊覚えるまで先輩社員が同乗し指導しま

  す。◆運転には中型免許が必須ですが、持っていない

株式会社　新興エコ 一般廃棄物処理業 変形（1年単位）

(2)7時00分～16時00分 216,032円 中型自動車免許

 佐賀県神埼市神埼町城原１２４０－１
「佐賀営業所」

大型自動車免許

30時間
75分

163,400円 雇用・労
災・健康・
厚生・財形 正

社
員

木造建築用資材の製造お
よび販売

(1)8時15分～17時30分 ～

168

工場製造スタッフ
（佐賀県神埼市）

＜一般注文住宅用断熱パネル・ウレタン断熱パネルの
 製造＞製造ですが自動車の製造の様なライン生産で

はありません。人の手作業や知恵が必要な面白いモノ
  づくり。※木材を必要なサイズにカット→組立後ウレタン

 注入し発泡成形→養生後、検品・品揃えして出荷。・
ジョブローテーションで一連の仕事を覚え、多能工とし

 て活躍して下さい。・業務改善の知恵・意見も自由に

株式会社　ＦＰコーポレーション 造作材・合板・建築用組立材料製造業

233,000円

 佐賀県神埼市神埼町的１２３番地１株
式会社ＦＰコーポレーション　九州工場

正
社
員

※経験者でＳＣ・ＳＲＰ・
精密検査など一通りの
スキルがある方歓　迎

歯科診療所 変形（1ヶ月単位）

正
社
員
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