
目次  

No 職　種 年　齢 賃　金
求 人 者 名
求 人 番 号

就業時間 休　日

(2)
(3)

（従業員数 7人 ）

パート労働者 13120- 7073911

(2)
(3)

（従業員数 4人 ）

パート労働者 13120- 7118411

(2)10時45分～19時30分
(3)12時15分～21時00分

（従業員数 63人 ）

正社員 13120- 6947211

(2)
(3)

（従業員数 200人 ）

パート労働者 13120- 6954811

(2)
(3)

（従業員数 4人 ）

正社員 13120- 6971811

(2)
(3)

（従業員数 5人 ）

正社員 13120- 6980211

(2)17時00分～22時15分
(3)

（従業員数 4人 ）

パート労働者 13120- 6726911

(2)
(3)

（従業員数 18人 ）

正社員 13120- 6730411

(2)8時30分～17時00分
(3)

（従業員数 500人 ）

正社員 13120- 6792111

(2)9時00分～18時00分
(3)

（従業員数 14人 ）

正社員 13120- 6828411

(2)
(3)

（従業員数 8人 ）

パート労働者 13120- 6850511

(2)14時00分～18時30分
(3)

（従業員数 14人 ）

パート労働者 13120- 6903111

(1)7時45分～16時30分

日祝他
又は

東京都葛飾区東金町１丁目３５
－８ (1)8時30分～15時15分

日祝
又は

就業場所

東京都葛飾区立石２－３５－１
(1)

土日祝
又は9時00分～17時00分
の間の5時間程度

(1)

土日祝他
又は8時30分～17時30分
の間の5時間程度

有限会社　ケンソー 【就業地】

東京都墨田区亀沢４－１９－１
１　スコットビル３Ｆ

2

事務職

不問 1,125円～1,125円

株式会社シムックス
東京営業所

【就業地】

4

病院事務

不問 1,013円～1,013円

医療法人社団　嬉泉会
嬉泉病院

【就業地】

3

医療事務／両国東口ク
リニック

59歳以下 190,000円～220,000円

医療法人社団　つばさ 【就業地】 東京都墨田区両国３－２１－１
グレイスビル８Ｆ

1

（急募）事務

不問 1,020円～1,020円

東京都葛飾区亀有５ー３４－２
当社　亀有駅前営業所 (1)9時00分～18時00分

水他
又は5

＜急募＞営業事務

44歳以下 210,000円～230,000円

協和興産　株式会社 【就業地】

東京都墨田区東駒形２－２２－
９　宮田ビル１Ｆ (1)8時30分～17時30分

日祝他
又は6

一般事務

59歳以下 200,000円～240,000円

株式会社　盛栄堂 【就業地】

東京都墨田区向島３－３６－７
すみだ福祉保健センター１階 (1)8時45分～17時00分

月火水木金土
又は7

休日応急診療所窓口の
医療事務＜要経験＞

18歳以上 1,572円～4,210円

公益社団法人　墨田区
医師会

【就業地】

東京都葛飾区東金町３－１１－
７ (1)8時30分～17時30分

日祝他
又は8

一般事務　＜ｗｅｂ面
接も可能＞

44歳以下 215,000円～300,000円

中村建設工業　株式会
社

【就業地】

東京都墨田区太平３－２０－２
(1)8時00分～16時30分

他
又は9

【急募】事務員／医事
課

不問 207,800円～262,600円

社会福祉法人　賛育会
賛育会病院

【就業地】

東京都葛飾区東新小岩７－２－
１２ (1)8時30分～17時30分

日他
又は10

経理・財務事務（要資
格・要経験）

64歳以下 215,000円～237,000円

株式会社　トーリツ 【就業地】

東京都葛飾区新小岩２－１１－
１１　ＮＡＴＯビル３階 (1)13時00分～17時00分

土日祝
又は11

警備業・事務

44歳以下 1,100円～1,500円

有限会社　エスケイワ
ン

【就業地】

東京都葛飾区東金町２－１９－
５
聖心醫院（当法人事業所）

(1)9時00分～12時30分

木日祝他
又は12

【期間限定】一般事務
※学生さんも大歓迎で
す

不問 1,200円～1,200円

医療法人社団　萃蓉会 【就業地】

5月11日号

発行：ハローワーク墨田

○ハローワーク墨田が受付した、直近１週間分の職種別求人情報です。

○この情報により面接を希望の方は、お近くのハローワークにて紹介状を受けてご応募ください。

○最新の求人ですが、募集終了している求人もあります。ご了承ください。
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(2)
(3)

（従業員数 16人 ）

パート労働者 13120- 6910911

(2)
(3)

（従業員数 11人 ）

正社員 13120- 6694611

(2)
(3)

（従業員数 104人 ）

パート労働者 13120- 6706011

(2)
(3)

（従業員数 1人 ）

パート労働者 13120- 6712211

(2)
(3)

（従業員数 3人 ）

正社員 13120- 6633511

(2)
(3)

（従業員数 4人 ）

正社員 13120- 6634411

(2)
(3)

（従業員数 3人 ）

正社員 13120- 6635011

(2)
(3)

（従業員数 10人 ）

パート労働者 13120- 6640211

(2)15時50分～19時15分
(3)9時45分～14時15分

（従業員数 6人 ）

パート労働者 13120- 6641511

(2)
(3)

（従業員数 16人 ）

正社員 13120- 6654911

(2)15時00分～18時00分
(3)8時45分～18時00分

（従業員数 10人 ）

パート労働者 13120- 6604111

(2)
(3)

（従業員数 40人 ）

正社員 13120- 6612111

東京都墨田区太平１－２６－１
７ (1)9時00分～16時00分

土日祝他
又は13

経理事務＜要経験＞

59歳以下 1,100円～1,300円

株式会社　山口シャフ
ト

【就業地】

東京都墨田区立川３－９－６－
２０２ (1)9時00分～18時00分

土日祝
又は14

一般事務および入国・
出国サポート等

不問 235,000円～235,000円

東京パン連盟工業協同
組合

【就業地】

東京都墨田区江東橋２丁目１９
番１２号
墨田公共職業安定所４階・５階

(1)8時45分～17時00分

土日祝他
又は15

能力開発コーディネー
ター

不問 1,067円～1,067円

独立行政法人　高齢・
障害・求職者雇用支援
機構
　東京支部

【就業地】

東京都墨田区向島３－２９－１
３　アトリエ３２９　４０２号 (1)11時00分～18時00分

土日祝他
又は10時00分～19時00
分の間の6時間程度

16

一般事務兼ＷＥＢアシ
スタント

不問 1,050円～1,200円

株式会社　企画制作 【就業地】

東京都葛飾区青戸１丁目９－２
３ジェネパレス葛飾第１　２Ｆ (1)9時00分～18時00分

土日祝
又は17

事務員

59歳以下 220,000円～220,000円

株式会社　シーティー
エフ

【就業地】

東京都墨田区文花１－３１－１
６－３Ｆ (1)9時00分～17時00分

土日祝他
又は18

一般事務

59歳以下 200,000円～200,000円

東友個人タクシー　協
同組合

【就業地】

東京都墨田区業平５－１０－１
４　３階 (1)9時00分～17時00分

日祝他
又は19

経理事務

64歳以下 300,000円～500,000円

和田義彦　税理士事務
所　和田義彦

【就業地】

東京都墨田区京島３－９－１８
ライオンズマンション曳舟２Ｆ (1)9時00分～12時00分

土日祝
又は20

税理士事務所における
事務

59歳以下 1,020円～1,100円

前川税理士事務所 【就業地】

東京都墨田区東向島６－１１－
９ (1)8時45分～12時45分

木日祝他
又は21

受付・医療事務

不問 1,100円～1,200円

こくほ内科クリニック 【就業地】

東京都墨田区東向島６－６４－
１ (1)9時00分～18時00分

日祝他
又は22

一般事務

44歳以下 185,000円～255,000円

有限会社　安田製作所 【就業地】

東京都墨田区太平３－２－７
(1)8時45分～13時00分

日祝他
又は8時45分～18時00分
の間の3時間以上

23

医療事務

不問 1,020円～1,200円

医療法人社団　ＴＨ会
大室医院

【就業地】

東京都墨田区太平３－１０－１
２　リヴュール太平２階３階 (1)8時45分～17時45分

土日祝
又は24

訪問看護医療事務

59歳以下 195,010円～250,000円

医療法人社団　明正会 【就業地】
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就業時間 休　日

(2)8時45分～17時00分
(3)

（従業員数 21人 ）

正社員以外 13120- 7044211

(2)
(3)

（従業員数 15人 ）

正社員 13120- 7108211

(2)
(3)

（従業員数 5人 ）

パート労働者 13120- 7114711

(2)
(3)

（従業員数 32人 ）

正社員 13120- 6990411

(2)
(3)

（従業員数 32人 ）

正社員 13120- 6991011

(2)
(3)

（従業員数 18人 ）

正社員 13120- 6789411

(2)
(3)

（従業員数 24人 ）

正社員 13120- 6848111

(2)
(3)

（従業員数 17人 ）

パート労働者 13120- 6869411

(2)
(3)

（従業員数 40人 ）

正社員 13120- 6907511

(2)9時00分～14時10分
(3)13時00分～17時10分

（従業員数 6人 ）

パート労働者 13120- 6920811

(2)9時00分～16時00分
(3)

（従業員数 43人 ）

正社員 13120- 6675511

(2)8時30分～11時50分
(3)

（従業員数 3人 ）

正社員 13120- 6611911

(1)10時00分～16時00分

土日祝他
又は9時30分～18時30分
の間の5時間程度

東京都墨田区亀沢３－２３－１
２ (1)8時30分～17時30分

土日祝
又は

就業場所

東京都墨田区東駒形２－５－１
４ (1)8時45分～17時30分

日祝他
又は

(1)9時15分～17時50分

土日祝他
又は

株式会社　駒屋 【就業地】

東京都墨田区石原１丁目６－５

2

パタンナー

40歳以下 230,000円～350,000円

株式会社　マルチョウ 【就業地】

4

機械組み立て

30歳以下 200,000円～300,000円

東京彫刻工業　株式会
社

【就業地】

3

アクセサリー組み立
て、検品、納品準備

不問 1,013円～1,200円

有限会社　グローブ 【就業地】 東京都墨田区東向島２－５－８

当社工房

1

製品開発

不問 190,000円～280,000円

東京都墨田区亀沢３－２３－１
２ (1)9時00分～18時00分

土日祝
又は5

機械設計

59歳以下 250,000円～300,000円

東京彫刻工業　株式会
社

【就業地】

東京都葛飾区白鳥４－７－９
(1)8時00分～17時00分

土日祝
又は6

プラスチック原料加工
作業（着色）

40歳以下 200,000円～300,000円

信光化学工業　株式会
社

【就業地】

東京都墨田区両国４－３０－８
両国ＹＡビル４Ｆ (1)8時30分～17時30分

土日祝他
又は7

ＣＡＤ技術者（建築製
図工）

63歳以下 200,000円～400,000円

サンリット工営　株式
会社

【就業地】

東京都墨田区八広４－４５－３
当社　東京工場 (1)8時00分～17時00分

土日祝他
又は8時00分～17時00分
の間の4時間以上

8

ゴム部品の製造／東京
工場

不問 1,200円～1,200円

株式会社　森清化工 【就業地】

東京都葛飾区東四つ木２丁目２
３－１７ (1)9時00分～18時00分

日祝他
又は9

プラスチック加工ス
タッフ

44歳以下 185,000円～220,000円

株式会社　伊部製作所 【就業地】

東京都墨田区立花４－５－７
(1)10時00分～15時10分

土日祝他
又は9時00分～17時10分
の間の3時間以上

10

プラスチック成型工場
での成形・抜き加工の
補助のお仕事です

64歳以下 1,015円～1,500円

株式会社　吾嬬製作所 【就業地】

東京都墨田区両国３－１０－４
(1)9時00分～18時00分

日祝他
又は11

額縁制作

40歳以下 230,000円～350,000円

株式会社　フレームマ
ン

【就業地】

東京都葛飾区堀切１ー３４ー１
(1)8時30分～17時00分

日祝他
又は12

プレス加工員＜要経験
＞

不問 220,000円～240,000円

小澤金属化工　株式会
社

【就業地】

5月11日号

発行：ハローワーク墨田

○ハローワーク墨田が受付した、直近１週間分の職種別求人情報です。

○この情報により面接を希望の方は、お近くのハローワークにて紹介状を受けてご応募ください。

○最新の求人ですが、募集終了している求人もあります。ご了承ください。



目次  

No 職　種 年　齢 賃　金
求 人 者 名
求 人 番 号

就業時間 休　日

(2)13時00分～17時00分
(3)

（従業員数 92人 ）

パート労働者 13120- 7110311

(2)13時00分～17時00分
(3)

（従業員数 13人 ）

パート労働者 13120- 7018711

(2)
(3)

（従業員数 人 ）

パート労働者 13120- 7030311

(2)
(3)

（従業員数 30人 ）

正社員 13120- 6811011

(2)
(3)

（従業員数 13人 ）

パート労働者 13120- 6833811

(2)14時30分～20時00分
(3)

（従業員数 4人 ）

パート労働者 13120- 6838311

(2)7時00分～12時30分
(3)

（従業員数 310人 ）

パート労働者 13120- 6840811

(2)8時30分～16時00分
(3)

（従業員数 43人 ）

パート労働者 13120- 6852011

(2)10時00分～18時00分
(3)

（従業員数 10人 ）

パート労働者 13120- 6855911

(2)
(3)

（従業員数 1人 ）

パート労働者 13120- 6856111

(2)7時00分～16時00分
(3)8時00分～17時00分

（従業員数 6人 ）

正社員 13120- 6661611

(2)
(3)

（従業員数 28人 ）

パート労働者 13120- 6579511

(1)7時30分～10時00分

水金日
又は8時00分～10時30分
の間の2時間以上

東京都葛飾区高砂５丁目５５－
１３ (1)8時30分～16時00分

日祝
又は

就業場所

東京都墨田区東墨田１－９－１
(1)8時00分～12時00分

日祝他
又は

(1)8時00分～12時00分

土日祝他
又は8時00分～19時00分
の間の4時間程度

東京レンダリング　協
同組合

【就業地】

東京都葛飾区堀切１－２５－９

2

軽作業：ゴム材料裁断
（ゴム製品の仕上）／
堀切１丁目

59歳以下 1,013円～1,200円

ミズホ金属　株式会社 【就業地】

4

電車車両清掃

59歳以下 190,000円～195,000円

株式会社　エスエス工
業

【就業地】

3

清掃／墨田区緑

不問 1,200円～1,200円

明治企業　株式会社 【就業地】 東京都墨田区緑４－３９－７
「ルミリオ錦糸町」

1

洗濯等の業務スタッフ

不問 1,300円～1,300円

東京都墨田区吾妻橋１－２３－
２０
墨田区庁舎

(1)6時30分～9時30分

日祝他
又は5

庁舎のクリーンスタッ
フ（日常清掃業務）／
墨田区

不問 1,050円～1,050円

株式会社　楽天地セル
ビス

【就業地】

東京都墨田区堤通１－８－１
堤通公園 (1)11時30分～20時00分

月火水木金祝
又は6

施設管理業務／墨田区

不問 1,050円～1,050円

株式会社　楽天地セル
ビス

【就業地】

東京都墨田区江東橋４－２７－
１４ (1)6時00分～9時00分

他
又は7

商業施設のクリーンス
タッフ（清掃）／楽天
地ビル

60歳以上 1,050円～1,050円

株式会社　楽天地セル
ビス

【就業地】

東京都墨田区江東橋３－８－２

ウィンズ錦糸町

(1)10時00分～19時00分

火水木金他
又は8

場外馬券場のクリーン
スタッフ（清掃）／墨
田区（土日等）

不問 1,050円～1,050円

株式会社　楽天地セル
ビス

【就業地】

東京都墨田区墨田３－４３－３
(1)7時00分～16時00分

他
又は7時00分～22時00分
の間の8時間程度

9

定期清掃業務（未経験
可）

不問 1,020円～1,100円

株式会社　ホスピタ
ル・クリーン・サポー
ト

【就業地】

東京都葛飾区東四つ木４－４５
－１６
「四ツ木診療所」

(1)7時00分～10時00分

月水金日祝
又は10

清掃業務／東四ツ木

不問 1,020円～1,020円

株式会社　ホスピタ
ル・クリーン・サポー
ト

【就業地】

東京都墨田区亀沢３－１１－２
プリメーラ・カーサ１Ｆ (1)5時00分～14時00分

他
又は5時00分～17時00分
の間の8時間

11

巡回点検・清掃スタッ
フ【就職氷河期世代歓
迎求人】

不問 230,000円～260,000円

株式会社　ＳＱＥＥＰ 【就業地】

東京都葛飾区亀有４－２－２１
(1)

他
又は9時00分～17時00分
の間の5時間以上

12

食品加工工場の製造ス
タッフ

不問 1,030円～1,200円

株式会社　ＦＤファク
トリー

【就業地】

5月11日号

発行：ハローワーク墨田

○ハローワーク墨田が受付した、直近１週間分の職種別求人情報です。

○この情報により面接を希望の方は、お近くのハローワークにて紹介状を受けてご応募ください。

○最新の求人ですが、募集終了している求人もあります。ご了承ください。


