
年齢・

職種 年齢制限該当事由 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

月給 変形（1ヶ月単位）

64歳以下 (1)7時00分～18時00分

175,000円～299,000円 (2)8時00分～19時00分

(3)10時00分～21時00分

TEL 04996-2-0410 （従業員数 45人 ）

正社員 13010-19678611 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）

64歳以下 (1)7時00分～18時00分

175,000円～299,000円 (2)8時30分～19時30分

TEL 04996-2-0410 （従業員数 22人 ）

正社員 13010-19680711 就業場所 東京都新島村

月給 変形（1ヶ月単位）

64歳以下 (1)7時00分～18時00分

175,000円～299,000円 (2)8時30分～19時30分

(3)10時00分～21時00分

TEL 04996-2-0410 （従業員数 34人 ）

正社員 13010-19681811 就業場所 東京都大島町

月給

40歳以下 (1)8時00分～17時00分

200,000円～230,000円

TEL 04994-5-0011 （従業員数 4人 ）

正社員 13010-17262411 就業場所

月給

不問 (1)9時00分～18時00分

280,000円～330,000円

TEL 04996-9-5830 （従業員数 3人 ）

正社員 13010-16709811 就業場所 東京都八丈島八丈町

月給

不問 (1)8時00分～17時00分

176,000円～250,000円

TEL 04996-9-5830 （従業員数 11人 ）

正社員 13010-16715111 就業場所 東京都八丈島八丈町

月給

不問 (1)8時30分～17時30分

171,000円～236,000円

TEL 04992-2-1661 （従業員数 92人 ）

正社員 13010-15553911 就業場所

月給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

185,500円～259,000円

TEL 04992-2-2360 （従業員数 2人 ）

正社員 13010-14432811 就業場所 東京都大島町

月給

不問 (1)8時00分～17時00分

175,000円～250,000円 (2)8時00分～12時00分

TEL 04992-2-4146 （従業員数 7人 ）

正社員 13010-14335911 就業場所

月給

64歳以下 (1)8時39分～17時00分

224,400円～329,900円

TEL 04992-4-1865 （従業員数 50人 ）

正社員 13010-14406111 就業場所 厚生

月給

69歳以下 (1)8時45分～18時30分

350,000円～1,000,000円

TEL 04996-2-2568 （従業員数 4人 ）

正社員 13010-13331011 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）

18歳～59歳 (1)6時40分～15時40分

195,000円～255,000円 (2)12時00分～21時00分

(3)16時00分～9時00分

TEL 04992-2-2386 （従業員数 72人 ）

正社員 13010-12031611 就業場所

月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

250,000円～350,000円

TEL 04992-4-0511 （従業員数 51人 ）

正社員 13010-12438911 就業場所

月給 交替制あり

不問 (1)8時30分～17時30分

160,000円～160,000円

TEL 04992-8-0321 （従業員数 4人 ）

正社員以外 13010- 8006511 就業場所 東京都神津島村

月給

59歳以下 (1)8時00分～17時15分

188,400円～210,500円

TEL 04998-2-3111 （従業員数 28人 ）

正社員 13010- 5708011 就業場所 東京都小笠原村

月給

44歳以下 (1)8時00分～17時30分

200,000円～200,000円 (2)8時00分～12時00分

TEL 04998-2-2234 （従業員数 4人 ）

正社員 13010- 5709311 就業場所

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

所在地・就業場所

販売・製造／八丈島 八丈万有　株式会社 東京都八丈島八丈町三根２３３－３

販売・製造／新島村 八丈万有　株式会社 東京都八丈島八丈町三根２３３－３ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

販売・製造／大島町 八丈万有　株式会社 東京都八丈島八丈町三根２３３－３ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

一般事務 三宅島漁業協同組合 東京都三宅島三宅村阿古６８０番地 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

訪問看護師／八丈島 株式会社Ｐｅａｃｅ　Ｓｍｉｌ
ｅ

東京都八丈島八丈町樫立３６９ 雇用・労災・健
康・厚生

看護師

雇用期間の定めなし 不問

訪問介護職／八丈島 株式会社Ｐｅａｃｅ　Ｓｍｉｌ
ｅ

東京都八丈島八丈町樫立３６９ 雇用・労災・健
康・厚生

介護職員初任者研修修了者

介護福祉士

雇用期間の定めなし 不問

融資、営業ほか預金事務等金融
業務（総合職）

七島信用組合 東京都大島町元町４丁目１番３号 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

主任介護支援専門員／伊豆大島 社会福祉法人　椿の里 東京都大島町元町字地の岡４５番１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

作業補佐（各種管工事等） カネコ冷熱　株式会社 東京都大島町元町字新込１２６番９４ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

福祉施設栄養士 社会福祉法人　武蔵野会
第２大島恵の園

東京都大島町差木地１ 雇用・労災・健
康・厚生

栄養士

管理栄養士

雇用期間の定めなし 定年を上限

歯科医師 大賀郷歯科クリニック 東京都八丈島八丈町大賀郷　１３５４ 雇用・労災 歯科医師

雇用期間の定めなし 定年を上限

支援員 社会福祉法人藤倉学園　大島藤
倉学園

東京都大島町元町字馬の背１２８番 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

ガソリンスタンドスタッフ／大
島町

村松興業　株式会社 東京都大島町差木地字クダッチ無番地 雇用・労災・健
康・厚生

中型自動車免許

大型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

一般事務 特定非営利活動法人　神津島観
光協会

東京都神津島村３７番地２ 雇用・労災・健
康・厚生

国内旅行業務取扱管理者

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）

不問

薬剤師 小笠原村役場 東京都小笠原村父島字西町 雇用・公災・健
康・厚生・財形

薬剤師

雇用期間の定めなし 定年を上限

技術職／トライアル雇用併用 株式会社　オー・シィ・エフ 東京都小笠原村父島字奥村 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

℡ 03-3812-8609 41♯ 職業相談部門

ハローワーク飯田橋

（飯田橋公共職業安定所）◎ 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。

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

◎ パートタイム求人の場合、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。



年齢・

職種 年齢制限該当事由 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格所在地・就業場所

℡ 03-3812-8609 41♯ 職業相談部門

ハローワーク飯田橋

（飯田橋公共職業安定所）◎ 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。

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

◎ パートタイム求人の場合、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。

月給

59歳以下 (1)7時30分～17時00分

204,000円～251,000円

TEL 04998-2-2524 （従業員数 14人 ）

正社員 13010- 5710111 就業場所 東京都小笠原村

月給 変形（1ヶ月単位）

64歳以下 (1)8時30分～17時15分

190,800円～244,500円

TEL 04998-2-3911 （従業員数 23人 ）

正社員 13010- 5711711 就業場所 東京都小笠原村

月給

44歳以下 (1)8時30分～17時15分

147,900円～147,900円

TEL 04994-5-0981 （従業員数 8人 ）

正社員 13010- 4954711 就業場所 東京都三宅島三宅村

月給

59歳以下 (1)8時30分～17時15分

150,600円～182,200円

TEL 04994-5-0981 （従業員数 14人 ）

正社員 13010- 4955811 就業場所 東京都三宅島三宅村

月給

59歳以下 (1)8時30分～17時15分

150,600円～182,200円

TEL 04994-8-2121 （従業員数 24人 ）

正社員 13010- 4964211 就業場所

月給

49歳以下 (1)8時30分～17時15分

143,800円～158,900円

TEL 04996-2-1121 （従業員数 183人 ）

正社員 13010- 4978111 就業場所 東京都八丈島八丈町

月給

39歳以下 (1)8時30分～17時15分

163,100円～182,200円

TEL 04996-9-0111 （従業員数 27人 ）

正社員 13010- 4997211 就業場所

月給

39歳以下

163,100円～182,200円

TEL 04996-9-0111 （従業員数 27人 ）

正社員 13010- 5008311 就業場所

月給

39歳以下 (1)8時30分～17時15分

147,900円～160,400円

TEL 04996-9-0111 （従業員数 27人 ）

正社員 13010- 5011211 就業場所

月給 変形（1年単位）

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

400,000円～600,000円

TEL 04992-2-2261 （従業員数 32人 ）

正社員 13010- 3929711 就業場所 東京都大島町

月給 変形（1年単位）

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

400,000円～600,000円

TEL 04992-2-2261 （従業員数 32人 ）

正社員 13010- 3930511 就業場所 東京都大島町

月給

不問 (1)8時00分～17時00分

185,000円～300,000円

TEL 04996-7-0678 （従業員数 6人 ）

正社員 13010- 1412811 就業場所

月給

不問 (1)7時50分～17時00分

210,000円～380,000円

TEL 04998-2-3190 （従業員数 20人 ）

正社員 13010-  894311 就業場所

月給 変形（1年単位）

不問 (1)5時00分～18時30分

220,000円～240,000円

TEL 03-5946-8704 （従業員数 15人 ）

正社員以外 13080-12178411 就業場所 東京都小笠原村

月給

64歳以下 (1)8時00分～16時45分

170,000円～230,000円

TEL 03-5389-1150 （従業員数 6人 ）

正社員 13080-11127511 就業場所 東京都三宅島三宅村

月給 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)8時00分～17時00分

218,000円～234,000円

TEL 03-3853-3408 （従業員数 2人 ）

正社員 13110- 3212811 就業場所 東京都新島村

自動車整備 有限会社　小笠原整備工場 東京都小笠原村父島字奥村 雇用・労災・健
康・厚生

三級自動車整備士

二級自動車整備士

雇用期間の定めなし 定年を上限

自動車検査員

栄養士 社会福祉法人　明老会 東京都小笠原村父島字奥村　小笠原地域福祉セン
ター内

雇用・労災・健
康・厚生

栄養士

雇用期間の定めなし 定年を上限

バス運転手 三宅村役場 東京都三宅島三宅村阿古４９７ 公災・健康・厚生 大型自動車第二種免許

雇用期間の定めなし

保育職 三宅村役場 東京都三宅島三宅村阿古４９７ 公災・健康・厚生 保育士

雇用期間の定めなし 定年を上限

一般行政事務職（地方公務員） 御蔵島村役場 東京都御蔵島村字入かねが沢 公災・健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

調理員 八丈町役場 東京都八丈島八丈町大賀郷２５５１番地２ 公災・健康・厚生

雇用期間の定めなし

一般行政事務職（地方公務員） 青ヶ島村役場 東京都青ヶ島村無番地 公災・健康・厚生

雇用期間の定めなし

保育職 青ヶ島村役場 東京都青ヶ島村無番地 公災・健康・厚生 保育士

雇用期間の定めなし

調理員 青ヶ島村役場 東京都青ヶ島村無番地 公災・健康・厚生

雇用期間の定めなし

建築工事施工監理 山田建設　株式会社 東京都大島町元町二丁目９－１６ 雇用・労災・健
康・厚生

１級建築施工管理技士

雇用期間の定めなし 定年を上限

土木工事施工監理 山田建設　株式会社 東京都大島町元町二丁目９－１６ 雇用・労災・健
康・厚生

１級土木施工管理技士

雇用期間の定めなし 定年を上限

電気工事／八丈島 有限会社　峯元電気 東京都八丈島八丈町樫立２８１１ 雇用・労災・健
康・厚生

第一種電気工事士

第二種電気工事士

雇用期間の定めなし 不問

その他の電気工事関係資格

施設管理・保守点検 株式会社　ナイス・パワー・テ
クノ

東京都小笠原村父島字奥村 雇用・労災・健
康・厚生・その他

第二種電気工事士

一般廃棄物処理施設技術管理士

雇用期間の定めなし 不問

その他の建築工事関係資格

自衛隊員食堂の調理作業／硫黄
島

一般財団法人　防衛弘済会 東京都新宿区北山伏町１番１１号　牛込食糧ビル
４階

雇用・労災・健
康・厚生

調理師

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）

不問

調理補助／三宅村 新日本フード株式会社 東京都中野区中央３－２１－１０－３０２ 雇用・労災・健
康・厚生

食品衛生責任者

栄養士

雇用期間の定めなし 定年を上限

調理師

自動車整備士（２級以上） 光急送　株式会社 東京都足立区堀之内２丁目４－１９ 雇用・労災・健
康・厚生

二級ガソリン自動車整備士

二級ジーゼル自動車整備士

雇用期間の定めなし 不問



年齢・

職種 年齢制限該当事由 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格所在地・就業場所

℡ 03-3812-8609 41♯ 職業相談部門

ハローワーク飯田橋

（飯田橋公共職業安定所）◎ 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。

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

◎ パートタイム求人の場合、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。

月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

265,200円～364,700円

TEL 03-5763-1521 （従業員数 10人 ）

正社員 13060- 1947711 就業場所 東京都小笠原村

月給 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)8時00分～17時00分

400,000円～450,000円

TEL 03-5657-6361 （従業員数 12人 ）

有期雇用派遣労働者 13040- 9542411 就業場所 東京都大島町

月給 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)8時00分～17時00分

350,000円～400,000円

TEL 03-5657-6361 （従業員数 0人 ）

有期雇用派遣労働者 13040- 9547111 就業場所 東京都大島町

宅配・貨物配達・運転／小笠原
営業所

株式会社　恵興 東京都大田区昭和島２－４－３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

中型自動車免許

大型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

《紹介予定派遣》建築施工管理
者（東京都大島町）

株式会社　マイスター６０　東
京支店

東京都港区芝４丁目１－２３　三田ＮＮビル３階 雇用・労災・健
康・厚生

１級建築施工管理技士

雇用期間の定めあり（４ヶ月未
満）

不問

【紹介予定派遣】土木施工管理
（東京都大島町）

株式会社　マイスター６０　東
京支店

東京都港区芝４丁目１－２３　三田ＮＮビル３階 雇用・労災・健
康・厚生

１級土木施工管理技士

雇用期間の定めあり（４ヶ月未
満）

不問


