
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【令和５年５月１日作成】  

 

 

 

 

 

 
応募時には安定所(ﾊﾛｰﾜｰｸ)の 

「紹介状」の交付を受けましょう。 
お手数ですがハローワークにお越しいただきますようお願いいたします。 

 

紹介状の交付には求職の登録が必要になります。
 

 

※ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、掲載求人の中でも既に決定済みとなっている場合があります。 

         その際には、あしからずご了承ください。 

 

     

 

ハローワーク甲府 

甲府公共職業安定所 

              〒400-0851 甲府市住吉1-17-5 

              電話 ０５５－２３２－６０６０ 

 

  



～ ハローワーク甲府及び付属施設等のご案内 ～ 

 ◇ハローワーク甲府 

  住所：甲府市住吉一丁目１７番５号 

  電話：０５５-２３２-６０６０ （オートアンサーによる案内となります） 

     利用時間 月曜日～金曜日８：３０～１７：１５（日・祝日・１２/２９～１/３休み） 

※令和５年２月の夜間及び土曜につきましては、水曜日17：15～19：00及び第４土曜日10：00～17：00に、  

原則、在職中の方等、平日日中にハローワークをご利用できない方等を対象に、職業相談・紹介業務のみ取り扱って 

おります。（※新型コロナウィルス感染症の感染防止対策のため、夜間及び土曜開庁を一部中止しております。） 

雇用保険手続き、求人受付、助成金手続き、職業訓練などは取り扱っておりませんので、予めご了承ください。 

☆  職業相談窓口では、就職に関することの全般的な相談を行っています。 

☆ ご自身の希望条件にあった求人を簡単な操作で探すことができる「求人検索パソコン」が利用できます。 

☆  紹介を希望する求人がある場合には、求人者に連絡し面接日時の調整等を行います。 

☆ 前日に受け付けた最新求人の一部を『求人ニュース』として作成し配布しています。 

     ※『求人ニュース』は玄関脇の求人展示コーナー（夜間・休日の利用可）でも配付しています。 

☆ 毎月１回（原則18日）に『福祉関係（看護・介護・保育士等）求人情報』を作成し、所内で配布しています。 

☆ 育児と仕事を両立させたい方の専門相談窓口「マザーズコーナー」が併設されています。 

◇ハローワーク甲府付属施設 
  住所：甲府市飯田１－１－２０ 山梨県ＪＡ会館５階  (土・日・祝・年末年始は休み)  

  ※ お車でお越しの方は、ＪＡ会館の道路をはさんだ斜め向かいの駐車場（『焼肉きんぐ』の奥）をご利用ください。 

☆ ご自身の希望条件にあった求人を簡単な操作で探すことができる「求人検索パソコン」が利用できます。 

  ☆ 紹介を希望する求人がある場合には、求人者に連絡し面接日時の調整等を行います。 

□ 甲府新卒応援ハローワーク（ヤングハローワーク） 
  電話：０５５-２２１-８６０９ 

  利用時間：月～金  ９：３０～１８：００  

☆ 学生及び若年者（４０歳未満）の方を対象に、就職に関することの全般的な相談を行っています。 

☆ 外国人の方の専門相談窓口「外国人雇用サービスコーナー」が併設されています。 

□ 求職者総合支援センター 
  電話：０５５-２２６-８６０９ 

  利用時間：月～金  ９：３０～１８：００   

  ☆ 職業相談窓口では、主に４０歳以上の方を対象に、就職に関することの全般的な相談を行っています。   

□ 子育て就労支援センター 
  電話：０５５-２２６-１１８８ 

  利用時間：月～金  ９：３０～１８：００  

☆ 職業相談窓口では、子育て中の方を対象に、就職に関することの全般的な相談を行っています。 

◇ ワークプラザ甲府 

住所 〒400-8585 甲府市丸の内1-18-1 甲府市役所 2階 障がい福祉課隣  電話 055-222-8609 

     利用時間 月曜日～金曜日 9:00～17:00（土・日・祝日・12/29～1/3 休み） 

◇ 福祉しごとサポート南アルプス 

住所 〒400-0395 南ｱﾙﾌﾟｽ市小笠原376 南ｱﾙﾌﾟｽ市役所新館1階 子育て支援課北側 電話 055-283-5667  

     利用時間 月曜日～金曜日 8：30～17:15（土・日・祝日・12/29～1/3 休み） 

◆ハローワークインターネットサービス【https://www.hellowork.mhlw.go.jp】 

  ☆ 全国のハローワークで受け付けた求人の中から、自分の希望条件にあった求人を探すことができます。   



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

172,800円～190,080円 交替制あり

不問 （月額換算） (1)8時00分～17時30分

不問

（従業員数 21人 ）

正社員以外 時給 19010- 8709731 就業場所 山梨県南アルプス市 その他の食料品製造業

230,000円～230,000円 変形（1年単位）

不問 (1)9時00分～18時00分

不問

（従業員数 40人 ）

正社員以外 月給 19010- 8715531 就業場所 山梨県甲府市 自動車小売業

233,000円～274,000円

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

定年を上限

（従業員数 23人 ）

正社員 月給 19010- 8727631 就業場所 山梨県中央市 家具・建具・じゅう器等卸売業

139,035円～139,035円 交替制あり

不問 （月額換算） (1)8時30分～17時15分

(2)11時30分～20時15分

不問

（従業員数 128人 ）

正社員以外 時給 19010- 8732531 就業場所 山梨県甲府市 高等教育機関

145,800円～178,200円 交替制あり

64歳以下 （月額換算） (1)8時30分～17時10分

(2)7時00分～15時40分

定年を上限 (3)13時20分～22時00分

（従業員数 200人 ）

正社員 時給 19010- 8761931 就業場所 山梨県笛吹市 洗濯業

230,000円～260,000円 変形（1ヶ月単位）

64歳以下 (1)6時00分～15時00分

定年を上限

（従業員数 30人 ）

正社員 月給 19010- 8763031 就業場所 山梨県笛吹市 厚生 洗濯業

154,800円～154,800円 変形（1ヶ月単位）

18歳以上 （月額換算）

（従業員数 400人 ）

正社員以外 時給 19010- 8766531 就業場所 山梨県甲府市 厚生 パン・菓子製造業

185,000円～225,000円

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

定年を上限

（従業員数 12人 ）

正社員 月給 19010- 8767431 就業場所 山梨県中巨摩郡昭和町 電気機械器具卸売業

230,000円～400,041円

59歳以下 (1)13時30分～22時00分

定年を上限

（従業員数 88人 ）

正社員 月給 19010- 8629731 就業場所 山梨県甲府市 学習塾

197,000円～300,000円

69歳以下 (1)10時00分～18時00分

定年を上限

（従業員数 3人 ）

正社員 月給 19010- 8635531 就業場所 山梨県甲府市 他に分類されない生活関連ｻｰﾋﾞｽ業

152,000円～168,000円

不問 （月額換算） (1)8時30分～17時30分

不問

（従業員数 178人 ）

正社員以外 時給 19010- 8657931 就業場所 山梨県笛吹市 老人福祉・介護事業

215,000円～225,000円

64歳以下 (1)8時30分～17時30分

定年を上限

（従業員数 27人 ）

正社員 月給 19010- 8659031 就業場所 山梨県甲府市 石工・ブロック工事業

180,000円～350,000円

64歳以下 (1)8時30分～17時30分

定年を上限

（従業員数 50人 ）

正社員 月給 19010- 8663331 就業場所 山梨県笛吹市 ソフトウェア業

180,000円～250,000円 交替制あり

18歳以上

（従業員数 8人 ）

正社員 月給 19010- 8667031 就業場所 山梨県中巨摩郡昭和町 専門料理店

雇用・労災・健
康・厚生

弁当、惣菜の調理及び調理補助

＊短時間勤務も可能ですので、ご
希望の場合はお問い合わせくださ
い。

食品の調理（弁当、惣菜）経
験があれば尚可雇用期間の定めなし

所在地・就業場所

（パート）食品製造 株式会社　フードファク
トリーパークス

山梨県南アルプス市上宮地５１３－
３

経理・総務事務（総合
職）

株式会社　文祥堂オフィ
スファシリティーズ

山梨県中央市山之神流通団地３－６
－２

雇用・労災・健
康・厚生・財形

○経理事務　・会計ソフト［勘定奉
行］を用いた仕訳などの入力。・パソ
コンによる請求書・文書等の作成
［ワード・エクセル］○その他の事務
（グループ会社の事務を含む）○電
話・来客対応　○施設管理　※銀行回
り等で社用車の運転あり

経理事務経験者または金融機
関勤務経験者雇用期間の定めなし

（嘱託社員）役員車運転
手

山梨トヨタ自動車株式会
社

山梨県甲府市宝１－２１－２９ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

大型免許をお持ちの方優遇

●役員車の運転業務（運転、管理、清
掃など）役員の送迎はほぼ毎日ありま
す。送迎先は近距離から中距離（東
京、名古屋など）です。年に数回程度
ですが、宿泊を伴う出張があります。
●総務業務、役員車の運転業務の無い
時間帯は、書類整理、電話応対など簡

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

工場内作業 有限会社　小林リネン
サービス

山梨県笛吹市石和町山崎１３６ 雇用・労災・健
康・厚生

クリーニング工場内で以下の作業をし
ていただきます。○洗い上がった品物
（浴衣、シーツ、包布、タオル、ガウ
ン等）を　投入機に入れる前処理をす
る。○投入機に入れ、製品にする。○
工場内の清掃　○入荷の仕分作業
○大型洗濯機への投入作業

雇用期間の定めなし

（臨時職員）図書館司書
（資格必須）

学校法人　山梨英和学院 山梨県甲府市横根町８８８ 雇用・労災・健
康・厚生

大学図書館でのカウンター、図書
発注、受入、企画展示等の図書館
業務全般

実務経験者があれば尚可

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

（アルバイト）弁当など
の仕分けスタッフ

株式会社サンキムラヤ 山梨県甲府市西下条町１０６５－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

パン、弁当、おにぎりなどの仕分
け作業
コンピュータ化されていて、バー
コードを読ませて振り分けていく
作業なので誰でもできます。

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

又は9時30分～19時00分の間
の8時間

集配業務 株式会社　小林リース 山梨県笛吹市石和町山崎１８２ 雇用・労災・健
康・厚生

中型自動車免許（８ｔ限定
可、ＡＴ限定不可）　以上

山梨県内のホテル、旅館等のリネ
ン類の回収及び納品業務です。※
４ｔトラックで運転ができる方の
募集です。※顧客先によって就業
時間が変動します。　※急募

４ｔトラック運転出来る方

雇用期間の定めなし

法令の規定によ
り年齢制限があ
る

常勤講師［甲斐ゼミナー
ル山梨］

甲斐ゼミナール（株式会
社　サンキョー）

山梨県甲府市武田１－２－１９ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

○小・中学生の学習指導及び進路指導
○公開模擬試験監督　○生徒管理、保
護者の対応　○教材・カリキュラムの
作成、エリア管理、教室管理　※曜日
により教室間の移動があります。※障
がい者の応募も歓迎します。
　　ご希望者は、お気軽にお問合せ下

雇用期間の定めなし

一般事務 株式会社　ジャスト 山梨県中巨摩郡昭和町西条３９４－
１

雇用・労災・健
康・厚生

様々な社会変化による非対面・非
接触などに役立つキャッシュレス
券売機や各種自販機などの販売・
納品・メンテナンスを行っている
会社です。


事務職経験ある方歓迎

雇用期間の定めなし

（パート）事務職 社会福祉法人　寿ノ家 山梨県笛吹市石和町四日市場２０３
１

雇用・労災・健
康・厚生

・社会福祉法人における事務全般
　（介護保険請求、経理、物品管理
等）・受付対応・デイサービス等の送
迎添乗　（運転はありません）
・食材の配送　（軽ＡＴ車使用。配送
先は市内２施設に限定）※当法人の事
務職員は役職者・正規職員であっても

一般事務経験必須。
介護保険請求経験があれば尚可。

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

結婚カウンセラー（仲
人）［甲府本店］

株式会社　ステラ 山梨県甲府市国母７－５－１７　サ
ンライン甲府ビル４Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

○結婚相談所に新規来店されたお客様
に対するカウンセリング
○会員様のサポート業務
○仲人システムによる管理業務
〇婚活パーティー等、イベントの企
画、運営


雇用期間の定めなし

プログラマー、システム
エンジニア

株式会社　ブリリアント 山梨県笛吹市八代町岡７７０－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

〇ソフトウェア開発業務
言　　語…Ｃ、Ｃ＋＋、Ｊａｖａ等
開発環境…ＶＸｗｏｒｋｓ、ＩＴＲＯ
Ｎ、ＵＮＩＸ、ＬＩＮＵＸ、Ａｎｄｒ
ｏｉｄ、ｉｏｓ４等　〇社内システム
開発　〇受託開発（社内）

プログラマー経験１年以上（但
し、２７歳以下は経験不問）

雇用期間の定めなし

営業職 株式会社　山梨墓石セン
タ－

山梨県甲府市向町７１４ 雇用・労災・健
康・厚生

フォークリフト、玉掛、ク
レーン等の免許があれば尚可

ご来店、お問い合わせ等をいただいた
お客様に対して墓石（外柵）に関する
営業業務全般です。飛び込み営業はあ
りません。※入社後に工程ごとの研修
に参加いただきますので異業種からの
転職の方も歓迎いたします。未経験の
方も安心してご応募ください。

雇用期間の定めなし

ホールスタッフ［昭和
店］

合同会社　Ｓ．Ｍ．Ｆイ
ンターナショナル

山梨県中巨摩郡昭和町河東中島１２
８７－２

雇用・労災・健
康・厚生

○席への案内、オーダー取り
○肉や料理をお客様に提供
○火加減の確認、焼き網の交換
○会計　○各席の後片づけ　○問い合
わせ、予約の電話対応　○店内外の清
掃　○ドリンク作り　※急募

ホールスタッフ経験者優遇

雇用期間の定めなし

又は10時00分～0時00分の間
の7時間程度

法令の規定によ
り年齢制限があ
る

又はお近くのハローワークまで

ハローワーク 甲府

TEL ０５５-２３２－６０６０ ４１＃
◎ 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。

◎ フルタイムの求人の時給・日給は月額換算した賃金です。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。

◎ スぺースの関係で、職種や仕事内容などが全て表示されない場合もございますので、予めご了承願います。

1



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

又はお近くのハローワークまで

ハローワーク 甲府

TEL ０５５-２３２－６０６０ ４１＃
◎ 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。

◎ フルタイムの求人の時給・日給は月額換算した賃金です。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。

◎ スぺースの関係で、職種や仕事内容などが全て表示されない場合もございますので、予めご了承願います。

180,000円～230,000円 変形（1ヶ月単位）

59歳以下

定年を上限

（従業員数 82人 ）

正社員 月給 19010- 8671331 就業場所 山梨県甲府市 旅館，ホテル

164,160円～207,360円

不問 （月額換算） (1)9時00分～18時00分

不問

（従業員数 2人 ）

正社員以外 時給 19010- 8681931 就業場所 山梨県甲府市 その他の食料品製造業

229,070円～353,850円

64歳以下 (1)9時00分～18時30分

定年を上限

（従業員数 7人 ）

正社員 月給 19010- 8692831 就業場所 山梨県甲府市 拠出 自動車小売業

195,000円～230,000円

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

定年を上限

（従業員数 10人 ）

正社員 月給 19010- 8697331 就業場所 山梨県甲府市 その他の専門サービス業

230,000円～290,000円 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

(2)8時30分～17時30分

定年を上限

（従業員数 48人 ）

正社員 月給 19010- 8537531 就業場所 山梨県甲府市 建築工事業

160,000円～170,000円 変形（1ヶ月単位）

64歳以下 (1)6時00分～14時00分

(2)5時00分～14時00分

定年を上限 (3)8時00分～16時15分

（従業員数 22人 ）

正社員 月給 19010- 8544231 就業場所 山梨県南アルプス市 スポーツ施設提供業

180,000円～200,000円 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)9時00分～17時30分

定年を上限

（従業員数 6人 ）

正社員 月給 19010- 8549631 就業場所 山梨県笛吹市 厚生 産業機械器具卸売業

230,000円～400,000円 交替制あり

18歳以上 (1)9時30分～18時00分

(2)15時00分～0時30分

(3)11時00分～0時30分

（従業員数 15人 ）

正社員 月給 19010- 8555731 就業場所 山梨県甲府市 食堂，レストラン

203,000円～315,000円 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～18時00分

定年を上限

（従業員数 5人 ）

正社員 月給 19010- 8583931 就業場所 山梨県南アルプス市 拠出 産業用機械器具賃貸業

240,000円～240,000円

69歳以下 (1)9時30分～17時00分

定年を上限

（従業員数 25人 ）

正社員 月給 19010- 8586831 就業場所 山梨県甲府市 医療に附帯するサービス業

240,000円～550,000円 変形（1年単位）

64歳以下 (1)7時45分～16時45分

定年を上限

（従業員数 31人 ）

正社員 月給 19010- 8587231 就業場所 山梨県笛吹市 厚生 一般土木建築工事業

143,420円～143,420円

不問 （月額換算） (1)8時30分～17時15分

不問

（従業員数 37人 ）

正社員以外 日給 19010- 8596531 就業場所 山梨県甲府市 社会保険・社会福祉・介護事業

157,700円～216,200円 変形（1ヶ月単位）

18歳～59歳 (1)7時00分～6時59分

(2)16時00分～7時00分

定年を上限

（従業員数 8人 ）

正社員 月給 19010- 8603731 就業場所 山梨県中央市 給付 警備業

180,000円～180,000円

64歳以下 (1)9時00分～18時00分

定年を上限

（従業員数 6人 ）

正社員 月給 19010- 8617831 就業場所 山梨県甲府市 不動産賃貸業

フロント 甲府記念日ホテル株式会
社

山梨県甲府市湯村３－２－３０ 雇用・労災・健
康・厚生

フロント業務、受付、案内等フロント
業務全般。お客様の御案内、接客、精
算、チェックイン処理等。予約業務及
び館内に付随する業務全般
＊他部署へのヘルプ業務がございま
す。※急募

フロント・予約業務経験者
優遇雇用期間の定めなし

又は7時00分～22時00分の間
の8時間程度

自動車整備・修理工［車
検の速太郎］

ケイカーズコミュニケー
ションズ株式会社

山梨県甲府市住吉４－１－２０ 雇用・労災・健
康・厚生

○自動車整備士３級以上

自動車の整備、車検と販売した車
の納車・整備等です。※人と車に
対する思いやりがあり、コミュニ
ケーションを大切にする方を募集
します。※急募

経験あれば尚可

雇用期間の定めなし

（準社員）おはぎ・赤
飯・冷凍惣菜の店頭販売

株式会社　いつみ家 山梨県甲府市宮原町６０５番地 雇用・労災・健
康・厚生

当社が直営する「いつみ庵」にて、人
気商品のおはぎ・赤飯等の店頭販売を
主に行っていただきます。昔ながらの
素朴な味わいを大切に、地元の皆様に
愛される店を目指しています。あなた
のアイデアを生かせる職場です。和菓
子が好きな方、接客業務が好きな方、

営業職、接客業に従事経験の
ある方雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

現場監督 株式会社　パナホーム山
梨

山梨県甲府市上石田４－１２－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

仕事の内容欄参照

建築現場の工程監理、材料手配、業者
手配、予算管理、部材精算　※積算業
務ではエクセル・ワードを使用します
が、難しいものでは　ありません。※
入社後にきちんと指導いたしますの
で、経験が浅い方もご安心ください。
※第一種電気工事士、または施工管理

建築士、施工管理技士　等

雇用期間の定めなし

総務・経理事務スタッフ ＨＡＣＫ　ＪＡＰＡＮ
ホールディングス株式会
社

山梨県甲府市後屋町３６３ 雇用・労災・健
康・厚生

総務・経理事務
・財務、経理事務の補助
・一般事務
・来客受付
・電話応対

雇用期間の定めなし

営業アシスタント 武蔵産業株式会社　甲府
営業所

山梨県笛吹市八代町南３８５２－１
ハイツリヴ１階

雇用・労災・健
康・厚生

　主な業務
　営業アシスタント
　パソコン操作による各種伝票の
作成　請求書　納品書等
　受注入力　見積依頼　等

雇用期間の定めなし

ゴルフ練習場における業
務（フロント・接客・清
掃　等）

有限会社　白根ゴルフス
タジアム

山梨県南アルプス市下今諏訪６２３ 雇用・労災・健
康・厚生

接客・フロント業務、打席その他の施
設管理、集球作業、清掃作業（主に打
席清掃）他　軽作業等（※就業時間に
よって業務が異なります。）
　※業務内容は採用後に指導していき
ますので未経験の方も安心してご応募
ください。☆トライアル雇用求人

雇用期間の定めなし

営業［甲府営業所］ ジー・アール株式会社 山梨県南アルプス市下高砂３９２－
１

雇用・労災・健
康・厚生

車両系建設機械あれば尚可

建設機械車両に関する営業　○営業全
般（ルート営業、また新規開拓あり。
エリアは県内全域。社用車を使用しま
す。）○営業所での来客応対
　○営業事務　※配属先は甲府営業所
になります。

経験者優遇

雇用期間の定めなし

調理・ホールスタッフ 来来亭　国母店 山梨県甲府市国母７－１０－２５ 雇用・労災・健
康・厚生

ラーメンの厨房における調理業務全般
○食材の仕込み作業　○注文品の調理
○食器・コップ等の洗浄と整理　○
ホールでの接客業務（お客様の案内、
オーダー取り、レジ会計など）※店長
候補として活躍したい方の応募も歓迎
します。

雇用期間の定めなし 法令の規定によ
り年齢制限があ
る

土木施工管理技士（見習
い可）

風間興業株式会社 山梨県笛吹市八代町北１０４７－１ 雇用・労災・健
康・厚生

土木工事（道路・河川工事等）におけ
る施工管理業務※当社が請け負う現場
（山梨県内全域）の工程管理や各種書
類作成・提出、積算・設計等をしてい
ただきます。業務上パソコンを使用し
ますが操作方法は入社後指導いたしま
す。※各種資格取得支援制度あり。☆

実務経験があれば尚良い

雇用期間の定めなし

営業 有限会社　ベルハウス
甲府支社

山梨県甲府市南口町１－４ 雇用・労災・健
康・厚生

○シティホールでの葬儀の担当（式の
進行、スタッフ管理、お客様との打ち
合わせなど）○互助センター友の会の
会員の営業（甲府市、甲斐市などの国
中地域）　＊試用期間（３か月）中
は、営業中心です。

雇用期間の定めなし

施設警備員［中央市］ 株式会社　スリーエス
山梨営業所

山梨県甲府市丸の内２－２９－５
たちばな屋ビル２階

雇用・労災・健
康・厚生・財形

工場施設にて出入管理、巡回等の警備
業務を担当していただきます。※施設
に常駐するので休憩がしっかり取れま
す。※入社後３日間（２１時間）の研
修を実施、配属後もインターン制度が
あるので、初めての方も安心して働け
ます。※残業手当、深夜手当を含む総

雇用期間の定めなし

（常勤嘱託職員）事務員
（産休育休代替）

社会福祉法人　甲府市社
会福祉協議会

山梨県甲府市相生二丁目１７－１甲
府市役所南庁舎１号館

雇用・労災・健
康・厚生

甲府市社会福祉協議会での事務補
助
・経理事務補助・電話応対業務・
来客対応業務・パソコン等の入力
業務
・書類整理業務・その他

社会福祉法人での経理事務経
験があれば尚可雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

営業事務 有限会社　セントラル
ホームズ

山梨県甲府市相生１－１６－１６ 雇用・労災・健
康・厚生

・ウェブへの物件掲載、ＳＮＳへ
の投稿、簡単なＨＰ編集入力
・ＰＣでの書類作成
※外出する際には自家用車使用
（ガソリン代支給）

・ＰＣを使った事務経験
・インスタ等のＳＮＳ活用雇用期間の定めなし
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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

又はお近くのハローワークまで

ハローワーク 甲府

TEL ０５５-２３２－６０６０ ４１＃
◎ 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。

◎ フルタイムの求人の時給・日給は月額換算した賃金です。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。

◎ スぺースの関係で、職種や仕事内容などが全て表示されない場合もございますので、予めご了承願います。

160,000円～250,000円

59歳以下 (1)10時00分～19時00分

定年を上限

（従業員数 6人 ）

正社員 月給 19010- 8491431 就業場所 山梨県南アルプス市 洗濯・理容・美容・浴場業

210,640円～247,120円 変形（1ヶ月単位）

18歳以上 （月額換算） (1)8時00分～20時00分

(2)20時00分～8時00分

（従業員数 14人 ）

正社員以外 時給 19010- 8501031 就業場所 山梨県甲府市 電気工事業

198,300円～198,300円

18歳以上 （月額換算） (1)9時00分～17時20分

（従業員数 89人 ）

正社員以外 日給 19010- 8511531 就業場所 山梨県甲府市 その他の専門サービス業

170,000円～230,000円 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時30分

定年を上限

（従業員数 30人 ）

正社員 月給 19010- 8513731 就業場所 山梨県甲斐市 がん具・運動用具製造業

155,000円～270,000円 交替制あり

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

(2)9時00分～18時00分

定年を上限 (3)9時00分～13時00分

（従業員数 43人 ）

正社員 月給 19010- 8516931 就業場所 山梨県甲府市 一般診療所

160,000円～160,000円 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)8時30分～17時30分

(2)9時00分～18時00分

不問 (3)9時30分～18時30分

（従業員数 36人 ）

正社員以外 月給 19010- 8522331 就業場所 山梨県甲府市 児童福祉事業

210,900円～260,300円 変形（1ヶ月単位）

59歳以下

定年を上限

（従業員数 81人 ）

正社員 月給 19010- 8528231 就業場所 山梨県甲府市 他に分類されない小売業

230,000円～410,000円

59歳以下 (1)9時00分～18時00分

(2)9時00分～17時00分

定年を上限

（従業員数 10人 ）

正社員 月給 19010- 8399131 就業場所 山梨県甲斐市 歯科診療所

180,000円～300,000円 変形（1年単位）

64歳以下 (1)8時30分～17時30分

定年を上限

（従業員数 20人 ）

正社員 月給 19010- 8425431 就業場所 山梨県甲府市 その他の電気機械器具製造業

176,100円～224,700円 変形（1ヶ月単位）

18歳以上 (1)8時30分～17時30分

(2)8時30分～12時30分

(3)17時30分～9時00分

（従業員数 320人 ）

正社員以外 月給 19010- 8429931 就業場所 山梨県笛吹市 病院

152,436円～152,436円 変形（1ヶ月単位）

18歳～62歳

定年を上限

（従業員数 121人 ）

正社員 月給 19010- 8449531 就業場所 山梨県甲斐市 一般乗合旅客自動車運送業

180,000円～220,000円

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

定年を上限

（従業員数 13人 ）

正社員 月給 19010- 8462031 就業場所 山梨県笛吹市 一般廃棄物処理業

200,000円～440,000円

59歳以下 （月額換算） (1)7時00分～17時00分

定年を上限

（従業員数 16人 ）

正社員 日給 19010- 8465531 就業場所 山梨県笛吹市 塗装工事業

185,000円～210,000円 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

(2)8時30分～15時00分

定年を上限

（従業員数 6人 ）

正社員 月給 19010- 8500131 就業場所 山梨県甲府市 事業協同組合

ネイリスト、エステティ
シャン

株式会社　蛇口屋　＆Ｒ
ｏｓａ　Ａｚｕｌ．

山梨県南アルプス市下今井３３８－
２

雇用・労災・健
康・厚生

ジェルネイル技能検定初級
あれば可

ネイリスト、エステティシャンとして
接客・施術・アフターケアをお願いい
たします。ネイリスト有資格者の方に
は経験、技量に応じて施術をお願いし
ます。経験のない方は基礎から見習い
として始めて頂き、すこしづつ指導し
ていきます。エステは社内研修あり。

ネイルサロンやエステサロンでの
勤務経験がある方であれば尚可

雇用期間の定めなし

（アルバイト）車両整
備・運転、建物警備

株式会社　山梨文化会館 山梨県甲府市北口２丁目６－１０ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

自動車整備士　あれば尚可

社用車整備・点検・配車
社用車・役員車運転
会社施設警備雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

（専門職社員）モニター
監視［甲府市］

日本電子サービス株式会
社

山梨県笛吹市石和町井戸２４１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

山梨県内の主要な国道４路線と、中部
横断道の道路の状況を監視する。・３
人で道路監視モニターを常時監視し、
異常を報告する。・道路情報に関する
データを提示にパソコンへ入力する。
・道路監視機器をチェックし状況を報
告する。・電話等による外部からの通

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

法令の規定によ
り年齢制限があ
る

法令の規定によ
り年齢制限があ
る

公共の工事・業務・点検・監視に
おいて道路に関する仕事の経験
（下請としての作業でも可）

医療事務 東甲府医院 山梨県甲府市桜井町２９９ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

受付・会計・レセプト業務、医療事務
経験者求む、特に管理職経験者は優遇
します。［働きやすい職場作りに力を
入れています！！］※有休休暇１０
０％取得　※１時間単位の有給休暇制
度があります。

医療事務

雇用期間の定めなし

経理事務 株式会社　ケーエスシー 山梨県甲斐市竜王新町１８５２－６ 雇用・労災・健
康・厚生

〇経理一般事務、販売・会計ソフトへ
のパソコン入力作業、売上、仕入れ、
在庫等帳簿管理、各種伝票処理業務を
行っていただきます。作業は簡単です
ので、簿記、パソコンスキルの一般的
レベルであれば個人差はありますが数
日程度で覚えられます。

簿記、経理経験があれば尚可

雇用期間の定めなし

自動車用品の販売・取付
交換・各種サービスの受
付・レジ業務

株式会社　山梨イエロー
ハット

山梨県笛吹市御坂町成田２００２ 雇用・労災・健
康・厚生

イエローハットの店舗スタッフとして
自動車用品・自動車保険などの商品の
販売及び取付交換、各種サービスの受
付・レジ業務、商品陳列など様々な業
務を行っていただきます。社内外での
各種研修を実施しておりますので未経
験者でも安心して働けます。

基本経験は不問ですが、販売・接
客・自動車整備等の経験のある方
優遇します。雇用期間の定めなし

又は9時30分～19時30分の間
の8時間程度

（有期職員）法人本部事
務（会計）

社会福祉法人ゆうゆう 山梨県甲府市住吉３－２４－２０ 雇用・労災・健
康・厚生

資格をお持ちでなくとも可

〇認定こども園、保育園、子育て支援
センター、放課後児童クラブ
等を運営する社会福祉法人の法人本部
の事務のお仕事です。・福祉会計事務
・会計ソフト入力・小口管理・電話、
来客対応・その他法人本部内雑務など
＊複数の本部職員と分担・連携して業

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

又は8時00分～18時30分の間
の8時間

経理や社会福祉法人等での事務の
経験があれば尚可
Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ、Ｐｏｗｅ
ｒＰｏｉｎｔなど

ＮＣ旋盤の機械オペレー
ター

株式会社　小林製作所 山梨県甲府市大津町１２６２－５
甲府南部工業団地内

雇用・労災・健
康・厚生

機械部品加工（インフラ整備のための
免震部品）・道路、橋などの大物部品
・バルブ加工・建設用機械部品・その
他　一般作業※ＮＣ旋盤にて部品加工
をします。ＮＣ旋盤の経験があり即戦
力として働ける方を希望していますが
現在働いている方のうち未経験で入社

ＮＣ旋盤の経験あれば尚可
（ブランクある方でもＯＫ）


雇用期間の定めなし

歯科衛生士（ブランク
可）

医療法人　スカンジナビ
ア会　クリニック　ささ
もと歯科

山梨県甲斐市篠原２２－１ 雇用・労災・健
康・厚生

・メンテナンス、ホワイトニング、歯
周病治療診療補助、簡単な充填、器具
の滅菌消毒など・衛生士業務以外の業
務はほぼありません。・マニュアル完
備、先輩スタッフにもいつでも相談で
きる環境なので、ブランクがあっても
安心してお仕事ができます。

歯科医院での経験がある方

雇用期間の定めなし

バス運転者［敷島営業
所］

山梨交通株式会社 山梨県甲府市飯田３－２－３４ 雇用・労災・健
康・厚生

○路線バスの運転業務　〇高速バスの
運転業務　○車両内外の清掃及び日常
点検　※最初は路線バスの運転業務に
従事。本人希望及び適性等により高速
バスの運転業務をしていただきます。
※キロ手当、増務手当等を含めると総
額月２８万～５０万円位になります。

バス及びトラック（４ｔ以
上）の運転実務６ヶ月以上雇用期間の定めなし

又は0時00分～23時59分の間
の7時間程度

（嘱託）病院医療事務
［医事課］

医療法人社団　協友会
笛吹中央病院

山梨県笛吹市石和町四日市場４７－
１

雇用・労災・健
康・厚生

病院医療事務の募集です。分からない
点は先輩職員が丁寧に仕事を教えてく
れます。各種学会発表、勉強会への参
加も可能です。嘱託期間後は常勤登用
制度もございます。業務内容：患者様
対応、電話応対、各種保険請求業務、
会計業務、書類作成、医師の補助業

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

法令の規定によ
り年齢制限があ
る

建築塗装工 有限会社　甲州工業 山梨県笛吹市石和町小石和１９０－
１

雇用・労災・健
康・厚生

建築工事現場における新築・改修など
の塗装工事、仕上げ工事及びこれらに
伴う作業を行います。上・下塗り・吹
き付け、シーリング、コーキング、櫛
引き作業等。養生などの前準備と片付
け作業。※未経験の方も丁寧に指導致
します。

雇用期間の定めなし

一般廃棄物収集運搬 クリーンネット笛吹協業
組合

山梨県笛吹市石和町小石和２６２０
－２

雇用・労災・健
康・厚生

主にステーションより可燃ごみ・
資源物等を収集し、運搬する業務
行政より委託されている業務。
笛吹市内を塵芥車、平ボデー、
フックロール車で巡回します。

塵芥車による収集作業・廃棄物収
集運搬処理に関わる作業経験があ
れば尚可雇用期間の定めなし

コンクリート用材料及び
製品の品質試験

山梨生コンクリート協同
組合　共同試験場

山梨県甲府市高畑１－１０－１８
１Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

○コンクリート用材料及び製品の品質
試験　○試験結果のデータ入力及び成
績書類作成　○使用する試験機器の日
常点検　○パソコンはワード、エクセ
ル、他専用ソフトを使用します。※以
上の項目は研修期間を設け指導致しま
す。※外部へ出向いて試験することは

雇用期間の定めなし

3



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

又はお近くのハローワークまで

ハローワーク 甲府

TEL ０５５-２３２－６０６０ ４１＃
◎ 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。

◎ フルタイムの求人の時給・日給は月額換算した賃金です。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。

◎ スぺースの関係で、職種や仕事内容などが全て表示されない場合もございますので、予めご了承願います。

194,000円～350,000円 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)7時00分～16時45分

(2)7時30分～17時15分

定年を上限

（従業員数 45人 ）

正社員 月給 19010- 8325031 就業場所 山梨県甲斐市 各種食料品小売業

236,000円～386,000円

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

定年を上限

（従業員数 23人 ）

正社員 月給 19010- 8331931 就業場所 山梨県甲府市 他に分類されない卸売業

220,800円～300,100円 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時30分～17時25分

定年を上限

（従業員数 24人 ）

正社員 月給 19010- 8334831 就業場所 山梨県甲府市 厚生 貴金属・宝石製品製造業

256,000円～380,000円 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)7時00分～17時00分

不問

（従業員数 10人 ）

正社員 月給 19010- 8351531 就業場所 山梨県笛吹市 特定貨物自動車運送業

160,800円～160,800円

不問 （月額換算） (1)8時15分～17時15分

不問

（従業員数 31人 ）

正社員以外 時給 19010- 8360431 就業場所 山梨県笛吹市 児童福祉事業

185,900円～219,700円 交替制あり

59歳以下 (1)7時15分～16時45分

(2)12時15分～21時45分

定年を上限

（従業員数 37人 ）

正社員 月給 19010- 8363631 就業場所 山梨県甲斐市 拠出 呉服・服地・寝具小売業

300,000円～300,000円 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

定年を上限

（従業員数 4人 ）

正社員 月給 19010- 8376231 就業場所 山梨県甲府市 給付 電気工事業

205,000円～270,000円 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時30分～18時45分

(2)8時30分～18時15分

定年を上限 (3)8時30分～13時00分

（従業員数 5人 ）

正社員 月給 19010- 8246831 就業場所 山梨県甲斐市 歯科診療所

185,000円～230,000円 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時30分～18時30分

(2)8時30分～16時00分

定年を上限

（従業員数 11人 ）

正社員 月給 19010- 8254831 就業場所 山梨県甲府市 歯科診療所

142,200円～153,260円

59歳以下 (1)8時30分～17時15分

定年を上限

（従業員数 24人 ）

正社員 月給 19010- 8270231 就業場所 山梨県甲府市 医療に附帯するサービス業

246,000円～400,000円

不問 (1)9時30分～18時30分

不問

（従業員数 5人 ）

正社員 月給 19010- 8280431 就業場所 山梨県甲府市 公認会計士事務所，税理士事務所

174,100円～240,000円 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～16時45分

定年を上限

（従業員数 96人 ）

正社員 月給 19010- 8282331 就業場所 山梨県中巨摩郡昭和町 ボルト・小ねじ・木ねじ等製造業

250,000円～300,000円 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時15分～17時00分

定年を上限

（従業員数 85人 ）

正社員 月給 19010- 8295831 就業場所 山梨県中央市 拠出 食料・飲料卸売業

185,000円～245,000円 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～16時50分

定年を上限

（従業員数 72人 ）

正社員 月給 19010- 8296231 就業場所 山梨県甲府市 自動車・同附属品製造業

フロア業務（お菓子材料
部門を主）〔甲府バイパ
ス店〕

株式会社　アマノ（アマ
ノパークス）

山梨県甲斐市篠原１４３３ 雇用・労災・健
康・厚生

アマノパークス甲府バイパス店で、お
菓子材料部門（富澤商店区画）の発注
や業者とのやり取りを主として、フロ
ア他部門の業務も行ってもらいます。
専門商品が多いため、お菓子作りや
ケーキ作りが好きな方が向いていると
思います。

お菓子作りの経験があれば尚
可雇用期間の定めなし

貴金属製造 株式会社　森銀 山梨県甲府市落合町６８１－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

●熔解、お客様から要望のあった金性
に合わせて貴金属を配合、貴金属や
機械の特徴に合わせた炉で熔解し、均
一に混ぜ合わせて次工程に　繋ぐお仕
事　●貴金属加工、お客様から受けた
注文の長さ、厚み、形へと様々な機械
を使用し　圧延、切断を行い、希望の

雇用期間の定めなし

配送社員 株式会社　マツムラ酒販 山梨県甲府市小瀬町１３１７ 雇用・労災・健
康・厚生

準中型以上の運転免許が必要※限
定解除や取得見込みも相談可

山梨県内全域のホテル・旅館及び飲食
店向けのルート配送・配達に２ｔト
ラック（車両総重量５ｔ未満）を使用
します。・酒類の配送ですので、重量
物の取り扱いがあります。※未経験者
歓迎します。（同乗して教えるので安
心です！）※幅広い年代の社員が在籍

経験があれば尚可
フォークリフトの資格をお持ちの
方歓迎雇用期間の定めなし

（産休育休代替）調理員 社会福祉法人　境川福祉
会　境川保育園

山梨県笛吹市境川町小黒坂１６４０
－１

雇用・労災・健
康・厚生

入所児童（１１０名入所）の給食
調理
※現在４名体制で業務を行ってい
ます。※栄養士免許をお持ちの方
は別求人よりお申込いただけま
す。

給食調理の経験があれば尚可

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

運転手（大型ミキサー
車）

株式会社　渡辺建材運輸 山梨県笛吹市一宮町東原７２５－２ 雇用・労災・健
康・厚生

ＭＴ車運転あり

ミキサー車（ＭＴ）を運転し、生コン
クリートを各提携プラントより指定さ
れた現場へ運んでいただきます。※現
場及び状況により終業時間より早く終
わる場合もありますが、　賃金は減額
せずに支給します。※未経験の方でも
親切丁寧に指導します。　　　　

雇用期間の定めなし

現場監督（電気工事の施
工管理）

日本電設工業株式会社
営業統括本部　東京支店
山梨営業所

山梨県甲府市丸の内２－３４－８
第二メグロ会館　１Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生・財形

※仕事の内容欄に記載

営業所もしくは山梨県内の現場事務所
に常駐し、以下の業務を行っていただ
きます。・現場巡視および施工立会、
工程管理　・ＣＡＤを使用した施工
図・総合図の作成　・積算業務および
見積書作成　・その他付随する業務＜
必要な免許・資格＞

電気工事の施工管理５年以上

雇用期間の定めなし

（地域限定正社員）アパ
レル販売スタッフ

ユニクロ　甲斐アルプス
通り店（株式会社　ユニ
クロ）

山梨県甲斐市西八幡１４３０－１ 雇用・労災・健
康・厚生

甲斐アルプス通り店で、ユニクロ
の店舗販売業務全般をお願いしま
す。具体的には、○お客様対応
（接客）、ご案内、レジ　○商品
整理・補充（品出し）、清掃　○
ミシンでの裾上げ、試着のお手伝

雇用期間の定めなし

又は7時15分～21時45分の間
の8時間程度

歯科助手（兼受付） コマキ歯科 山梨県甲府市徳行４－６－６ 雇用・労災・健
康・厚生

＜歯科診療助手＞　○器具の洗浄等、
衛生上に準ずる業務　○診療準備、補
助、片付け　○患者様への説明補　○
電子機器の取り扱いがあります　＜受
付＞○患者様対応（電話対応・予約受
付・会計等）〇パソコンによる書類作
成　〇院内環境整備・カルテ、書類管

雇用期間の定めなし

歯科衛生士 米山おとなこども歯科ク
リニック

山梨県甲斐市下今井２８２７ 雇用・労災・健
康・厚生

歯科クリニックにて、歯科診療補
助、歯科衛生士業務を行って頂き
ます。
歯科予防処理・歯石除去・歯科保
険指導等、患者様のお口の健康づ
くりをサポートして頂きます。

雇用期間の定めなし

会計・税務・コンサル
ティング

ＵＫベンチャーサポート
株式会社

山梨県甲府市北口１－９－２４　Ｕ
Ｋビル２Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

パソコンによる記帳代行及び補助
業務
クライアント先の経理周辺業務の
支援
計画策定支援業務


簿記３級以上の知識があれば
尚可雇用期間の定めなし

医療事務【甲府市】 株式会社　ニチイ学館
甲府医療関連事業支店

山梨県甲府市丸の内１－１７－１４
甲府センタービル４Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

無資格・未経験者でもＯＫ！！　○患
者対応・受付・会計・金銭授受　○Ｐ
Ｃ入力　○帳票・伝票作成　○電話対
応　○レセプト業務　○カルテ管理
他　※無資格・未経験者も応募可能で
す。（資格取得支援制度あり）


雇用期間の定めなし

冷凍車（２ｔ）ルート配
送

株式会社　渡辺商店 山梨県中央市山之神流通団地１－１
－１

雇用・労災・健
康・厚生・財形

※冷凍車（２ｔ）を運転可能
な免許　必須

指定お得意先様を訪問して商品の
納品作業を行います。

　※冷凍車（２ｔ）を運転しま
す。
　※配送エリアは山梨県内です。

配送業務の経験あれば尚可

雇用期間の定めなし

事務員 株式会社　浅川製作所
甲府工場

山梨県中巨摩郡昭和町築地新居１５
８４－２　釜無工業団地内

雇用・労災・健
康・厚生

電話・来客・郵便・宅急便対応。本社
総務・経理の指示の元、工場の総務・
経理業務を担当してもらいます。総
務：勤怠管理（タイムカード・有給・
シフト管理）経理：小口現金の出納、
月締め支払い、伝票のまとめ・確認
（年末調整の確認等）☆職場見学可能

総務・経理等の経験があれば
なお可雇用期間の定めなし

製造技術員（自動車部
品）

株式会社　富士製作所 山梨県甲府市落合町８１７ 雇用・労災・健
康・厚生

生産管理、設備計画、合理化推進
※ものづくりが好きな方、大歓
迎。　
□■まずは会社見学の申し込みだ
けでも構いません■□
※急募

業務経験があれば尚可

雇用期間の定めなし
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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

又はお近くのハローワークまで

ハローワーク 甲府

TEL ０５５-２３２－６０６０ ４１＃
◎ 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。

◎ フルタイムの求人の時給・日給は月額換算した賃金です。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。

◎ スぺースの関係で、職種や仕事内容などが全て表示されない場合もございますので、予めご了承願います。

164,160円～172,800円 変形（1年単位）

64歳以下 （月額換算） (1)8時00分～17時00分

定年を上限

（従業員数 12人 ）

正社員 時給 19010- 8185431 就業場所 山梨県甲府市 建物サービス業

200,000円～285,000円 変形（1ヶ月単位）

18歳～64歳 (1)4時00分～13時00分

定年を上限

（従業員数 10人 ）

正社員 月給 19010- 8191531 就業場所 山梨県甲府市 燃料小売業

166,000円～200,000円 交替制あり

63歳以下 (1)8時30分～17時30分

(2)6時30分～15時30分

定年を上限

（従業員数 40人 ）

正社員 月給 19010- 8192431 就業場所 山梨県笛吹市 社会保険・社会福祉・介護事業

250,000円～500,000円

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

定年を上限

（従業員数 5人 ）

正社員 月給 19010- 8202031 就業場所 山梨県南アルプス市 土木工事業

170,000円～180,000円 変形（1年単位）

不問 (1)8時00分～16時55分

不問

（従業員数 222人 ）

正社員以外 月給 19010- 8206431 就業場所 山梨県南アルプス市 その他の金属製品製造業

210,000円～260,000円 変形（1年単位）

59歳以下 (1)9時00分～19時30分

(2)8時30分～17時30分

定年を上限

（従業員数 9人 ）

正社員 月給 19010- 8208331 就業場所 山梨県甲府市 歯科診療所

206,000円～206,000円 交替制あり

18歳～59歳 (1)8時00分～16時15分

(2)16時00分～0時15分

定年を上限 (3)0時00分～8時15分

（従業員数 320人 ）

正社員 月給 19010- 8218931 就業場所 山梨県中巨摩郡昭和町 医療用機械器具・医療用品製造業

220,000円～230,000円 変形（1ヶ月単位）

64歳以下 (1)8時30分～17時30分

定年を上限

（従業員数 200人 ）

正社員 月給 19010- 8221231 就業場所 山梨県甲府市 事業サービス業

178,000円～300,000円

59歳以下 (1)9時00分～18時00分

定年を上限

（従業員数 86人 ）

正社員 月給 19010- 8052031 就業場所 山梨県甲府市 自動車小売業

150,000円～170,000円

不問 (1)9時00分～19時00分

(2)9時00分～16時00分

不問

（従業員数 3人 ）

正社員 月給 19010- 8069131 就業場所 山梨県笛吹市 歯科診療所

250,000円～380,000円

59歳以下 (1)8時00分～17時30分

定年を上限

（従業員数 15人 ）

正社員 月給 19010- 8079031 就業場所 山梨県甲府市 建築工事業（木造建築工事業
を除く）

170,000円～205,000円 変形（1ヶ月単位）

18歳以上 (1)8時30分～17時30分

(2)8時30分～8時29分

（従業員数 11人 ）

正社員以外 月給 19010- 8132231 就業場所 山梨県甲府市 建物サービス業

220,000円～300,000円 変形（1年単位）

59歳以下 (1)9時00分～17時30分

定年を上限

（従業員数 7人 ）

正社員 月給 19010- 8186731 就業場所 山梨県甲斐市 公認会計士事務所，税理士事
務所

180,900円～201,000円

不問 （月額換算） (1)9時00分～18時00分

不問

（従業員数 9人 ）

正社員以外 時給 19010- 7953931 就業場所 山梨県甲斐市 土木建築サービス業

清掃員 山梨管財株式会社 山梨県甲府市和戸町３５３－２４ 雇用・労災・健
康・厚生

３～４人のグループで現場（当社契約
先）に向かい、床、ガラス、トイレ、
共用部等の清掃全般を行います。契約
先は甲府市内外の大型店舗、マンショ
ン、病院、介護施設等。休日は勤務表
により指定します（応相談）

雇用期間の定めなし

調理員 社会福祉法人　美咲会
障害者支援施設　美咲園

山梨県笛吹市八代町北１７５－１ 雇用・労災・健
康・厚生

入所利用者８０名分の朝食・昼食・夕
食の調理業務。また、洗いものなど付
随する業務。一日４～５名の体制で業
務を行います。※免許・資格がない方
でも、嘱託社員（フルタイム）やパー
ト社員　での応募は可能です。（条件
等については応相談）※すぐに働ける

雇用期間の定めなし

４ｔ　トラックドライ
バー

有限会社　ヤマシタ 山梨県甲府市国母３－１２－２６ 雇用・労災・健
康・厚生

建設現場や工場に燃料を配達して
いただくお仕事です。配送エリア
は山梨県全域となります。（稀に
隣接県あり）
郡内エリアなどのお仕事はほとん
どありません。※急募（事業拡大

雇用期間の定めなし

又は8時00分～17時00分の間
の8時間程度

（期間社員）製造 株式会社ＥＪサービス
山梨事業所

山梨県南アルプス市徳永１５００番
地　トヨタホーム株式会社山梨事業
所内

雇用・労災・健
康・厚生

住宅（トヨタホーム）の製造トヨタ車
のノウハウを活用した、ユニット系プ
レハブ住宅の製造作業となります。
住宅の骨組みとなる鉄骨の溶接から組
み立て、内装の取り付けなど住宅の８
５％までを工場内で製造しています。
作業内容は多岐にわたり各工程に分か

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

足場工・ボーリング工 有限会社　南部技工 山梨県南アルプス市飯野新田４２７ 雇用・労災・健
康・厚生

今後仕事に必要な資格取得に
かかる費用は会社が補助しま
す。

○法面作業　○足場組立・解体作業
○ボーリング作業、補助・運転業務
※高所作業があります。※現場は県内
外にわたりますので、現場により早出
や終業時刻が変動する場合がありま
す。※主に関東近県へ中・長期間の出
張があります。※男女ともに活躍でき

雇用期間の定めなし

医療機器製造装置のオペ
レーター・検査など（土
日祝休）

株式会社　平山　甲府事
業所

山梨県中巨摩郡昭和町築地新居１７
２７－１

雇用・労災・健
康・厚生

医療機器製造、機械オペレーション
や、検査、部材の投入・取り出しな
ど、工程は様々。未経験の方も多く入
社されており、しっかりとした研修も
あるので安心してスタートが可能で
す。医療の現場を支える為にやりがい
をもって働いている方も多くいます。

雇用期間の定めなし

歯科衛生士 降矢歯科クリニック　歯
科・矯正

山梨県甲府市下飯田１－２－１４ 雇用・労災・健
康・厚生

■歯科診療補助、歯科予防処理、歯科
保健指導。メインテナンスは保険で大
人３０～６０分、患者様としっかり向
き合えるアポイント体制です。基本担
当制ではないため、急な欠勤もフォ
ロー可能です。拡大鏡の使用も可能で
す。※小児咬合育成・成人メインテナ

雇用期間の定めなし

四輪自動車整備職 山梨スズキ販売株式会社 山梨県甲府市飯田３－９－３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

二級ガソリン自動車整備士資
格　以上　必須

安心・安全なカーライフのために、ス
ズキ車のプロフェッショナルとして確
かな整備技術を提供する。また、整備
内容についてもお客様に分かりやすく
説明する　・車検、定期点検の入庫促
進　・迅速かつ的確な自動車整備の提
供　・メンテナンスパックなどのサー

四輪自動車整備職経験者優遇

雇用期間の定めなし

一般事務 株式会社　タック 山梨県甲府市徳行２－１４－２０ 雇用・労災・健
康・厚生

本社における一般事務それに付帯する
業務。パソコンを使用しての書類作
成、伝票入力業務となります。また、
電話対応や来客対応もあります。金融
機関へ行ったり、各種届出の為に外出
することもあります。

雇用期間の定めなし

建築現場監理 株式会社　興龍社 山梨県甲府市富竹１－１０－３１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

〇建築工事の現場管理・監督　〇
施工管理（品質、工程、予算、安
全等）＊建設業の現場管理経験が
ある方は、資格（建築施工管理技
士）なしでも応募可。＊急募

建設業における現場監理等の経験
（ただし３５歳以下は経験不問）

雇用期間の定めなし

歯科助手 齊藤歯科医院 山梨県笛吹市御坂町二之宮２６７９
－１

雇用・労災・健
康・厚生

石和駅より車で６分程の場所にある歯
科医院です。歯科助手業務として、受
付、電話対応、レセプト入力、バ
キューム等や治療器具の洗浄や準備・
片付け、院内の清掃等をしていただき
ます。　☆トライアル雇用求人

３年以上の実務経験者

雇用期間の定めなし

専門経理事務 清水孝税理士事務所 山梨県甲斐市万才９４－１ 雇用・労災・健
康・厚生

法人税法能力検定試験２級
あれば尚可

パソコンによる会計仕訳入力と会
計帳簿の作成
税務申告書の作成
内部庶務、管理

会計、経理事務経験があれば
尚可雇用期間の定めなし

（準社員）設備運転管理
［甲府市富士見］

山梨グローブシップ株式
会社

山梨県甲府市伊勢３－５－２４ 雇用・労災・健
康・厚生

電気工事士、ボイラー技士の
いずれかあれば尚可

中央監視室でモニターの監視、設備等
のトラブル対応、定期巡回、修繕など
を行っていただきます。※昼、夜　複
数人体制で業務を行いますので安心で
す。※ローテーションにより日勤や夜
勤を指定します　※正社員登用の可能
性あり　※急募

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

法令の規定によ
り年齢制限があ
る

（アルバイト）水道事業
に関する現場作業及び事
務仕事

フジ地中情報株式会社
東京支店　甲斐事務所

山梨県甲斐市篠原２５３４－１　甲
斐市水道事務所内

雇用・労災・健
康・厚生

○検針及び料金収納業務に関わる現場
作業　○甲斐市水道事務所内にて、窓
口受付、電話対応、パソコン入力等の
事務　○その他、業務全般　※社会貢
献できるライフラインに関する仕事で
す。※お取引先は９０％以上が官公庁
ですので安定しています。

経験者優遇

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
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146,553円～163,200円

不問 （月額換算） (1)8時00分～17時00分

不問

（従業員数 26人 ）

正社員以外 時給 19010- 7977331 就業場所 山梨県甲府市 障害者福祉事業

200,000円～200,000円 交替制あり

18歳～59歳

定年を上限

（従業員数 14人 ）

正社員 月給 19010- 7986931 就業場所 山梨県甲斐市 スポーツ施設提供業

180,000円～230,000円 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時15分～18時30分

(2)8時15分～13時25分

定年を上限

（従業員数 8人 ）

正社員 月給 19010- 7990431 就業場所 山梨県甲府市 一般診療所

200,000円～300,000円 変形（1年単位）

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

定年を上限

（従業員数 7人 ）

正社員 月給 19010- 8004831 就業場所 山梨県甲府市 鉄骨・鉄筋工事業

1,100円～1,100円 交替制あり

不問 (1)8時00分～9時30分

(2)11時30分～13時30分

不問 (3)16時00分～17時30分

（従業員数 39人 ）

パート労働者 時給 19010- 8702931 就業場所 山梨県甲斐市 一般診療所

900円～950円

不問 (1)9時30分～17時30分

(2)9時30分～12時00分

不問 (3)15時30分～17時30分

（従業員数 31人 ）

パート労働者 時給 19010- 8708431 就業場所 山梨県甲府市 スポーツ施設提供業

900円～900円

不問 (1)9時00分～16時30分

不問

（従業員数 1人 ）

パート労働者 時給 19010- 8719631 就業場所 山梨県中央市 建物サービス業

900円～950円

不問 (1)9時00分～14時30分

不問

（従業員数 10人 ）

パート労働者 時給 19010- 8744631 就業場所 山梨県甲府市 食堂，レストラン

900円～1,000円

不問 (1)8時30分～17時30分

不問

（従業員数 120人 ）

パート労働者 時給 19010- 8656631 就業場所 山梨県笛吹市 老人福祉・介護事業

950円～950円

不問

不問

（従業員数 19人 ）

パート労働者 時給 19010- 8665931 就業場所 山梨県甲府市 専門料理店

1,000円～1,500円 変形（1年単位）

64歳以下 (1)11時00分～20時00分

定年を上限

（従業員数 2人 ）

パート労働者 時給 19010- 8687431 就業場所 山梨県甲府市 医薬品・化粧品小売業

900円～1,000円

不問 (1)9時00分～13時00分

(2)9時00分～15時00分

不問

（従業員数 20人 ）

パート労働者 時給 19010- 8533131 就業場所 山梨県甲府市 洗濯業

945円～1,045円 交替制あり

不問 (1)15時00分～21時00分

(2)17時00分～21時00分

不問

（従業員数 51人 ）

パート労働者 時給 19010- 8539731 就業場所 山梨県笛吹市 百貨店，総合スーパー

950円～1,000円

不問 (1)8時30分～14時15分

不問

（従業員数 50人 ）

パート労働者 時給 19010- 8553531 就業場所 山梨県甲府市 老人福祉・介護事業

この求人票で示した仕事内容
のどれかひとつでも実務経験
あれば可。
電気・設備工事経験者、エア
コンの本体清掃経験者は優遇
します。

【フルタイム時給職員】
園バス運転手（業務員）

社会福祉法人　山梨樫の
会　児童発達支援セン
ター　かしのみ学園

山梨県甲府市下飯田２－５－１２ 雇用・労災・健
康・厚生

障がいのある園児が利用する通園車輌
の運転・整備・車輌清掃および園内の
清掃等の営繕作業をお願いします。※
朝の迎え　　８：００～１０：００、
帰りの送り１５：００～１７：００
※主に甲府市、甲府市近郊の約１８名
の園児の送迎をしていただきます。

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

受付・事務全般・クラー
ク業務・診療補助

こせ耳鼻咽喉科クリニッ
ク

山梨県甲府市小瀬町１１４１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

耳鼻咽喉科クリニックにおける受
付事務及びクラーク業務及び診療
補助。受付、カルテ作成、会計、
レセプト業務、電話対応、書類整
理、クリニック内外の清掃、その
他雑務

医療機関勤務経験

雇用期間の定めなし

ボウリングマシンの保守
点検

株式会社　大統 山梨県甲斐市下今井３６８１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

ボウリングマシンの保守及び点検
作業を行います。※未経験の方も
歓迎いたします。入社後は丁寧に
指導いたしますのでご安心くださ
い。

雇用期間の定めなし

又は9時00分～23時59分の間
の8時間

送迎運転手 医療法人　久晴会　甲斐
リハビリテーションクリ
ニック

山梨県甲斐市西八幡３９９０ 雇用・労災

通所リハビリテーション利用者の送迎
運転業務。使用車両　：ハイエース。
送迎エリア：甲斐市、その周辺地域の
利用者様のお宅。＊利用者は午前・午
後合わせて１日３５名程度。朝・昼の
送迎をお願いします。

送迎経験あれば尚可

雇用期間の定めなし

建築鉄骨製作 株式会社　住吉鉄工 山梨県甲府市住吉４－７－１７ 雇用・労災・健
康・厚生

○鋼材の加工、組立、溶接

○ＣＡＤオペレーター

○製品管理及び検査業務
＊仕事内容はご本人の希望により

雇用期間の定めなし

日常清掃［中央市］（週
４日）

甲府ビルサービス株式会
社

山梨県甲府市池田１－５－９ 雇用・労災・健
康・厚生

週４日のクリーンルーム内の清掃
掃除機掛け・床面の清掃・ゴミの
取集運搬等　※コロナ感染対策有
※エレベーター使用可
※急募

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

フロント業務 中楯スポーツ振興株式会
社

山梨県甲府市相生３－７－１１ 雇用・労災・健
康・厚生

スポーツセンター及びスイミングス
クールの受付業務。会員の入退館時の
対応（鍵の受渡等）問い合わせの電話
対応。会費や販売品の対応（レジ打ち
等）新規入会者への説明等　※お子様
の学校行事や急な体調不良等によるお
休みには配慮いたします。※扶養の範

雇用期間の定めなし

業務員・運転手 社会福祉法人　寿ノ家 山梨県笛吹市石和町四日市場２０３
１

雇用・労災・健
康・厚生

・介護サービス利用者の送迎、使用車
両は軽～ハイエースクラスのバン。主
な送迎エリアは笛吹市内、甲府市東
部。・食材の配達（笛吹市内にある寿
ノ家の事業所２か所のみ）・エアコン
の清掃（フィルターだけでなく本体の
清掃できれば尚可）・植木の手入れ、

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

調理補助及び配膳・容器
洗浄［池田小学校給食
室］

株式会社　富士フード
サービス

山梨県甲斐市玉川１４３３－２ 雇用・労災

甲府市内小学校給食室での給食の調理
補助および配膳、容器洗浄。＊学校の
お休みの日、及び学校給食の無い日は
休日となる為、年間稼働日は１９０日
程度です。＊子育て中の方達も活躍し
ている職場です。

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

エステティシャン 株式会社　ウエノ 山梨県甲府市国母１－４－７ 雇用・労災・健
康・厚生

◎お客様の案内・接客　◎電話対
応
◎脱毛施術　◎お肌状態のチェッ
ク
◎ご新規様カウンセリング　◎ブ
ログ等の更新　◎その他雑務

雇用期間の定めなし

又は11時00分～20時00分の間
の4時間程度

飲食店スタッフ［たん焼
与平または鳥座］

株式会社　ダイハード 山梨県甲府市中央２－５－２７　１
Ｆ北

雇用・労災・健
康・厚生

日本ワインと牛たんのお店「たん焼
与平」または、焼き鳥ともつ鍋の店
「鳥座（とりくら）」で働いていただ
けるスタッフ募集します。仕込み（肉
の下味つけ、野菜の切出し、スープを
炊く等）、清掃　（掃除機、モップが
け、ふきとり等）などをお願いしま

雇用期間の定めなし

又は10時00分～15時00分の間
の3時間以上

キッズ売場 イオンリテール株式会社
イオン石和店

山梨県笛吹市石和町駅前１６－１ 雇用・労災・健
康・厚生

イオン石和店における、玩具・文
具・子供衣料でのレジ打ち・精
算、接客、品出し、清掃などをし
ていただきます。初めての職種で
も大丈夫です。


雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

クリーニング工場スタッ
フ

株式会社　クリーニング
すわん

山梨県甲府市住吉３－２３－８ 雇用・労災

○機械を使用して簡単な仕上げ作業
○仕上がった商品の出荷作業
○作業に慣れてきましたらアイロンを
使った仕上げ作業　※月～土のうち、
４日程度勤務できる方　※１・２月な
ど閑散期の始業時間が１０時の時もあ
ります。※４～６月は業務量が多くな

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

調理業務［小瀬公園あか
し］

社会福祉法人　日新会 山梨県甲府市上町２４７３ 雇用・労災・健
康・厚生

高齢者施設での食事つくり（約７
０人分）　
洗浄、配膳、調理下ごしらえ、な
ど

大人数の調理業務の経験

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
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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

又はお近くのハローワークまで

ハローワーク 甲府

TEL ０５５-２３２－６０６０ ４１＃
◎ 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。

◎ フルタイムの求人の時給・日給は月額換算した賃金です。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。

◎ スぺースの関係で、職種や仕事内容などが全て表示されない場合もございますので、予めご了承願います。

900円～1,000円

64歳以下 (1)6時00分～10時00分

(2)9時00分～13時00分

定年を上限

（従業員数 27人 ）

パート労働者 時給 19010- 8568131 就業場所 山梨県甲府市 パン・菓子製造業

900円～1,000円

不問 (1)7時30分～13時30分

(2)10時00分～16時00分

不問 (3)12時00分～18時00分

（従業員数 200人 ）

パート労働者 時給 19010- 8575931 就業場所 山梨県笛吹市 旅館，ホテル

898円～1,200円 変形（1年単位）

59歳以下 (1)9時00分～16時00分

(2)10時00分～17時00分

定年を上限

（従業員数 30人 ）

パート労働者 時給 19010- 8578831 就業場所 山梨県甲斐市 貴金属・宝石製品製造業

900円～900円

不問 (1)6時30分～10時45分

(2)6時00分～10時15分

不問 (3)7時00分～11時15分

（従業員数 2人 ）

パート労働者 時給 19010- 8588531 就業場所 山梨県甲斐市 建物サービス業

1,000円～1,100円

不問

不問

（従業員数 20人 ）

パート労働者 時給 19010- 8609831 就業場所 山梨県笛吹市 食肉小売業

1,928円～2,357円

不問 （時給換算） (1)9時00分～17時00分

不問

（従業員数 7人 ）

パート労働者 日給 19010- 8615131 就業場所 山梨県甲府市 他に分類されない卸売業

900円～900円

不問 (1)8時30分～16時30分

不問

（従業員数 15人 ）

パート労働者 時給 19010- 8622931 就業場所 山梨県甲府市 老人福祉・介護事業

900円～1,000円

不問 (1)7時00分～11時00分

(2)10時30分～15時00分

不問 (3)17時30分～22時30分

（従業員数 31人 ）

パート労働者 時給 19010- 8483431 就業場所 山梨県笛吹市 旅館，ホテル

900円～1,200円 交替制あり

不問 (1)7時00分～16時30分

(2)7時30分～17時00分

不問

（従業員数 40人 ）

パート労働者 時給 19010- 8484731 就業場所 山梨県甲斐市 各種食料品小売業

1,004円～1,004円

不問 (1)8時00分～14時00分

不問

（従業員数 30人 ）

パート労働者 時給 19010- 8497031 就業場所 山梨県笛吹市 児童福祉事業

900円～900円 交替制あり

不問 (1)8時30分～15時00分

(2)10時30分～17時15分

不問 (3)9時30分～14時00分

（従業員数 73人 ）

パート労働者 時給 19010- 8508631 就業場所 山梨県笛吹市 老人福祉・介護事業

950円～1,050円

不問 (1)8時00分～17時00分

不問

（従業員数 30人 ）

パート労働者 時給 19010- 8510231 就業場所 山梨県笛吹市 プラスチック成形材料製造業

950円～1,000円

不問 (1)9時00分～16時00分

(2)8時30分～15時30分

不問 (3)9時30分～13時30分

（従業員数 36人 ）

パート労働者 時給 19010- 8520431 就業場所 山梨県甲府市 児童福祉事業

898円～898円

不問 (1)8時30分～15時30分

不問

（従業員数 9人 ）

パート労働者 時給 19010- 8525131 就業場所 山梨県甲府市 食堂，レストラン

販売［本店］／高齢者歓
迎　（１日４時間程度）

丸十山梨製パン株式会社 山梨県甲府市丸の内２－２８－６ 雇用・労災

焼きたての香ばしいパンに囲まれなが
ら店内にて販売・接客をしていただき
ます。○パンの販売・接客・陳列・包
装　○店内のおそうじ　※他社でお勤
めしている方の副業としてのご応募も
大歓迎です。※事前に職場見学をして
頂き、ご応募を検討いただくことも可

雇用期間の定めなし

又は6時00分～18時30分の間
の4時間

ジュエリーの検品・検査 株式会社　グローバル
コーポレーション

山梨県甲斐市龍地５２４３ 雇用・労災

・協力工場から仕上がってきたジュエ
リーをルーペを使用し検品する作業で
す。・天然ダイヤモンドであるかを専
用の機械を使用し、検査していただき
ます。※当社の事業内容はホームペー
ジにてご確認いただけます。※未経験
でも、親切丁寧にご指導いたしますの

雇用期間の定めなし

又は9時00分～18時00分の間
の6時間程度

売店・ラウンジ係 株式会社　石和名湯館
糸柳

山梨県笛吹市石和町駅前１３－８ 雇用・労災 普通自動車免許（通勤のた
め）

１．売店（お土産等）での接客
（商品説明・レジ打ち等）　２．
ロビー・ラウンジでのお茶出し
３．その他、宴会場の手伝い（料
理・お茶出し）、宅急便の発送
など

雇用期間の定めなし

お肉屋さんでの食肉加工
業務

株式会社　岩野 山梨県笛吹市石和町松本４９０－１ 雇用・労災・健
康・厚生

創業７１年、笛吹市石和町に店を構え
る”岩野精肉店”でのお仕事です。○
仕事内容は、食肉加工（簡単なモノか
ら丁寧に指導します）が中心となりま
す。※まずは業務の基本的な流れを習
得していただきます。将来的には正社
員への道もあります。未経験者でもご

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

又は7時00分～16時30分の間
の5時間以上

清掃員［甲斐市］ 関東トータルサービス有
限会社

山梨県甲府市国玉町９９６－２　ツ
インビィー２番館　１０１号室

雇用・労災

○廊下・階段・事務所内の清掃
○１階～３階のゴミ出し
○男女トイレ等の清掃　等

清掃経験があれば尚可

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

調理補助［デイサービス
センターあい］

有限会社　オオノ 山梨県甲府市天神町４－７ 雇用・労災・その
他

・デイサービスセンターのご利用者様
と職員用の食事提供のための調理補助
（料理の盛り付け、簡単な調理、食器
洗浄、後片付け、厨房内の清掃）※昼
食及び手づくりのおやつ：約４０人～
４５人分　※急募

雇用期間の定めなし

ペット販売イベントス
タッフ

合同会社　Ｍ―２１ 山梨県甲府市中小河原１－１６－３
３　アプラスビル

雇用・労災・健
康・厚生

たくさんのお客様が来場する大型会場
での犬猫販売イベントのお仕事です。
かわいいワンちゃんネコちゃんたちの
新しい家族を見つけてあげるのは、と
ても充実して楽しいお仕事です。毎週
全国各地への出張販売のお仕事で、拘
束時間が長くて大変ですが、動物好き

雇用期間の定めなし

フロア業務（お菓子材料
部門を主）＜甲府バイパ
ス店＞

株式会社　アマノ（アマ
ノパークス）

山梨県甲斐市篠原１４３３ 雇用・労災・健
康・厚生

アマノパークス甲府バイパス店で、お
菓子材料部門（宮澤商店区画）の発注
や業者とのやりとりを主として、フロ
ア他部門の業務も行ってもらいます。
専門商品が多いため、お菓子作りや
ケーキ作りが好きな方が向いていると
思います。

お菓子作りの経験

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

又は7時00分～17時15分の間
の5時間以上

内務・清掃・雑務 有限会社　ホテル甲子園 山梨県笛吹市石和町市部９７７－７ 雇用・労災

洗い場・調理補助（内務）、客室・廊
下等ホテル敷地内の清掃及び雑草取り
等（清掃）、フトンの上げ敷き等をし
ます。＊勤務時間やお客様の状況等に
より仕事内容が変わります。就業時間
（１）…主に朝食準備・配膳。就業時
間（２）…主に朝食片付け、布団上

雇用期間の定めなし

販売員 株式会社　サンライフ寿 山梨県笛吹市石和町四日市場２０３
１－２４

雇用・労災

甲州リハビリテーション病院内
売店での業務
・商品の検品、品出し、発注
・接客、売上精算業務等



雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

調理員［かすがい東保育
所］

社会福祉法人　城西福祉
会

山梨県甲府市池田１－１０－３０ 雇用・労災・健
康・厚生

園児・職員の給食・おやつの提供
アレルギー対応・離乳食対応
食管・食器の洗浄　厨房内外の清
掃　ごみ捨て
園行事等への協力

保育園などの給食調理経験が
あれば尚可雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

法人本部事務（会計） 社会福祉法人ゆうゆう 山梨県甲府市住吉３－２４－２０ 雇用・労災・健
康・厚生

資格がなくともご応募可能で
す

〇認定こども園、保育園、子育て支援
センター、放課後児童クラブ等を運営
する社会福祉法人の法人本部の事務の
お仕事です。・福祉会計事務　・会計
ソフト入力　・小口管理　・電話、来
客対応　・その他法人本部内雑務など
＊複数の本部職員と分担・連携して業

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

又は8時00分～18時00分の間
の6時間程度

経理や社会福祉法人等での事務の
経験があれば尚可（Ｗｏｒｄ、Ｅ
ｘｃｅｌ、ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ
などでの事務）

倉庫での荷役、運搬業務 株式会社　セイプラ 山梨県笛吹市八代町竹居１２７２ 雇用・労災・健
康・厚生

プラスチック製品や資材の倉庫移動、
引き出し、梱包資材の保管・管理（主
に移動はフォークリフト　又はハンド
リフトになります。）週に２～３回程
度、客先に納品業務があります。（山
梨県内や八王子方面が主。１．５ｔト
ラックＭＴ車）※急募

ＭＴ車の運転経験
荷役作業経験雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

食堂での盛付・洗浄［甲
府市塩部］

株式会社　富士給食 山梨県甲斐市玉川１４３３－２ 雇用・労災・健
康・厚生

学生食堂でのお弁当の盛付等になりま
す。一般的なメニュー内容にて、特別
な技術は必要ありません。　※休日は
学校スケジュールにより、春夏冬休み
の長期休暇がありますが、ご希望の方
には、その間他部署等にて勤務可能で
す。

調理経験があれば尚可

雇用期間の定めなし
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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

又はお近くのハローワークまで

ハローワーク 甲府
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◎ スぺースの関係で、職種や仕事内容などが全て表示されない場合もございますので、予めご了承願います。

950円～950円

不問 (1)7時30分～12時00分

(2)8時30分～12時30分

不問

（従業員数 17人 ）

パート労働者 時給 19010- 8526031 就業場所 山梨県甲府市 食料・飲料卸売業

1,000円～1,438円

不問 (1)10時00分～17時00分

不問

（従業員数 82人 ）

パート労働者 時給 19010- 8529531 就業場所 山梨県甲府市 他に分類されない小売業

950円～950円 変形（1年単位）

不問 (1)9時00分～16時00分

(2)9時00分～17時00分

不問

（従業員数 25人 ）

パート労働者 時給 19010- 8418731 就業場所 山梨県中巨摩郡昭和町 自動車小売業

900円～910円

不問

不問

（従業員数 85人 ）

パート労働者 時給 19010- 8423231 就業場所 山梨県甲府市 自動車小売業

1,016円～1,016円

不問 （時給換算） (1)8時30分～16時45分

不問

（従業員数 6人 ）

パート労働者 月給 19010- 8435631 就業場所 山梨県中巨摩郡昭和町 管理，補助的経済活動を行う事業所

1,200円～1,200円

不問 (1)10時00分～15時00分

(2)17時00分～21時00分

不問

（従業員数 11人 ）

パート労働者 時給 19010- 8437131 就業場所 山梨県甲斐市 その他の食料品製造業

900円～1,150円 変形（1年単位）

18歳以上 (1)6時00分～14時00分

(2)19時00分～3時00分

(3)0時00分～5時30分

（従業員数 35人 ）

パート労働者 時給 19010- 8464231 就業場所 山梨県甲府市 一般乗用旅客自動車運送業

940円～940円

不問 (1)9時00分～17時00分

不問

（従業員数 54人 ）

パート労働者 時給 19010- 8330631 就業場所 山梨県甲府市 その他の保健衛生

1,842円～2,528円

不問 （時給換算） (1)7時00分～17時00分

不問

（従業員数 10人 ）

パート労働者 日給 19010- 8350231 就業場所 山梨県笛吹市 特定貨物自動車運送業

950円～1,100円

不問 (1)9時00分～16時00分

不問

（従業員数 3人 ）

パート労働者 時給 19010- 8362331 就業場所 山梨県甲府市 その他の技術サービス業

900円～900円

不問 (1)9時00分～15時00分

不問

（従業員数 30人 ）

パート労働者 時給 19010- 8394431 就業場所 山梨県中巨摩郡昭和町 電気機械器具卸売業

950円～950円

不問 (1)5時15分～11時00分

不問

（従業員数 34人 ）

パート労働者 時給 19010- 8395731 就業場所 山梨県南アルプス市 旅館，ホテル

1,250円～1,500円

不問

不問

（従業員数 5人 ）

パート労働者 時給 19010- 8474431 就業場所 山梨県甲斐市 歯科診療所

900円～910円

不問 (1)8時00分～17時00分

(2)8時00分～12時00分

不問

（従業員数 10人 ）

パート労働者 時給 19010- 8237031 就業場所 山梨県甲府市 建物サービス業

野菜のカット 株式会社　平野屋本店 山梨県甲府市国母６－６－１１　甲
府市地方卸売市場東団地内

雇用・労災

○機械を使って野菜を加工します。
（つま、おろし、乱切り、皮むきな
ど）○包丁を使って、野菜のカットを
します。○野菜の下ごしらえ（洗浄、
皮むきなど）○材料の運搬　※就業時
間は選択できます。

包丁を扱える方（家庭料理も
含む）雇用期間の定めなし

又は7時00分～13時00分の間
の4時間程度

レクサス甲府における軽
作業

山梨トヨタ自動車株式会
社

山梨県甲府市宝１－２１－２９ 雇用・労災・健
康・厚生

ＡＴ限定可

レクサス甲府において軽作業
１、商品車の洗車（車内清掃を含
む）
２、車の移動（駐車場内）　
３、その他軽作業

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

自動車用品の販売・各種
サービス受付・レジ業務
等

株式会社　山梨イエロー
ハット

山梨県笛吹市御坂町成田２００２ 雇用・労災・健
康・厚生

自動車整備士・保険募集人あ
れば尚可

イエローハットの店舗スタッフとし
て、自動車用品・自動車保険などの販
売や各種サービスの受付・レジ業務・
接客対応・商品陳列・販売商品の取付
交換作業の手伝いなど様々な業務をし
ていただきますが各種研修（社内外）
があり未経験者でも安心して働けま

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

又は13時00分～19時30分の間
の5時間程度

一般事務 社会福祉法人　昭和町社
会福祉協議会

山梨県中巨摩郡昭和町押越９５５番
地１

雇用・労災・健
康・厚生

○一般事務（事業等における司会進行
を含む）○所管団体の活動支援＜業務
内容一例＞・利用者様とのやり取り・
イベント準備・対応など・パソコン入
力作業やインターネットでの検索など
※募集締切日　５月１７日（水）持参
される場合は、１７：１５までに来所

社会福祉事業や地域福祉事業
に対して理解のある方は尚可雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）

中古車の洗車や車の移動
作業

山梨ダイハツ販売株式会
社

山梨県甲府市横根町４８ 雇用・労災・健
康・厚生

中古車の洗車や移動作業等をしていた
だける方を募集しています！基本的な
業務内容は、車の移動や洗車などの仕
上げ作業をお願いします。洗車機を使
用しての作業になりますが、軽トラッ
クなど洗車機の使用が出来ない車に関
しては大変申し訳ありませんが、手洗

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

又は9時30分～17時30分の間
の5時間程度

タクシー乗務員 有限会社　幸タクシー 山梨県甲府市幸町２３－８ 雇用・労災

○本社無線の指示により、タクシーを
運転してお客様が待っている　場所に
迎車し、お客様を目的地まで送る仕事
です。○各乗場または待機場にて待機
し、順番で乗客を乗せて目的地まで
送る仕事もあります。※初心者は親切
に指導します。　※男女問わず募集中

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

又は1時00分～8時00分の間の
7時間程度

法令の規定によ
り年齢制限があ
る

ホールスタッフ［ベル
ク］

株式会社　ＡＳフーズ 山梨県中央市一町畑１０８５－６ 雇用・労災・健
康・厚生

カフェレストランにおいて、お客様の
案内、接客、給仕、レジ操作、備品補
充、清掃などを行って頂きます。ケー
キの盛り付け、パフェの作成など簡単
な調理補助も行って頂きます。※簡単
操作のレジを導入しております。※制
服貸与

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

運転手（ミキサー車） 株式会社　渡辺建材運輸 山梨県笛吹市一宮町東原７２５－２ 雇用・労災・健
康・厚生

ミキサー車（ＭＴ）を運転し、各提携
プラントより指定された建設現場等へ
生コンクリートを運んでいただきま
す。※現場及び状況により終業時間よ
り早く終わる場合もありますが、賃金
は減額せずに支給します。※未経験の
方でも親切丁寧に指導します。※大型

雇用期間の定めなし

業務補助、および事務補
助

公益財団法人　山梨県健
康管理事業団

山梨県甲府市宝１－４－１６ 雇用・労災・健
康・厚生

・尿検査等の補助作業（検査は技師が
行います）・パソコンによるデータ入
力（専用システムがあります）・パソ
コン（エクセル）による書類作成　等
※主にフォーマットがあります。・そ
の他雑務　＊お子様の学校行事や急な
体調不良等によるお休みには配慮いた

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

配送員 山梨パナソニックシステ
ム株式会社

山梨県中巨摩郡昭和町西条２３３１ 雇用・労災

午前１回、午後１回程度、決められた
取引先に商品や書類、部品を配達しま
す。配達範囲は、県内（郡内を除く）
です。トラック（社有車：ＭＴ車）は
普通免許で運転可能です。※ゴールド
免許の方、大歓迎！※急募

雇用期間の定めなし

ジュエリーの発注管理 株式会社　Ｅ＆Ｊ 山梨県甲府市下石田２－１０－２２
杉ビル２０２

雇用・労災・健
康・厚生

○ジュエリー製作の発注、検品、発送
などを行っていただきます。（経験あ
る方優先）［発　注］外注に製作依頼
書を発行する。（エクセル入力）［検
品］注文した通りに品物が上がったの
かを確認する。［発送］梱包して発送
する。○その他　［外回り］外注先に

ジュエリー関係・ネット販売
関係の経験があれば尚可雇用期間の定めなし

又は10時00分～17時00分の間
の6時間程度

歯科衛生士 米山おとなこども歯科ク
リニック

山梨県甲斐市下今井２８２７ 雇用・労災・健
康・厚生

歯科クリニックにて、歯科診療補
助、歯科衛生士業務を行って頂き
ます。
歯科予防処理、歯石除去、歯科保
健指導等、患者様のお口の健康づ
くりをサポートして頂きます。

歯科衛生士としての実務経験

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

又は8時30分～18時45分の間
の4時間以上

（準社員）レストランス
タッフ［朝食］

ホテル　ルートインコー
ト南アルプス（ルートイ
ンジャパン株式会社）

山梨県南アルプス市山寺２５０ 雇用・労災

「ホテルルートインコート南アル
プス」内レストランにおいて朝食
時間帯の調理、皿洗いの他、配膳
などの接客業務も行っていただき
ます。

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

清掃員［甲府市朝日］ 山梨グローブシップ株式
会社

山梨県甲府市伊勢３－５－２４ 雇用・労災

病院内の清掃
　共用部（廊下・階段・トイレ他
等）や病室の清掃
　ゴミの収集　等
　※急募

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
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900円～900円

不問 (1)6時00分～11時00分

不問

（従業員数 30人 ）

パート労働者 時給 19010- 8242631 就業場所 山梨県中央市 その他の飲食料品小売業

900円～1,000円

不問

不問

（従業員数 18人 ）

パート労働者 時給 19010- 8250631 就業場所 山梨県甲府市 石油・鉱物卸売業

950円～950円

59歳以下 (1)9時00分～17時00分

定年を上限

（従業員数 14人 ）

パート労働者 時給 19010- 8252131 就業場所 山梨県甲府市 公認会計士事務所，税理士事務所

1,000円～1,200円

不問

不問

（従業員数 25人 ）

パート労働者 時給 19010- 8255231 就業場所 山梨県中央市 管理，補助的経済活動を行う事業
所

1,000円～1,050円

不問

不問

（従業員数 3人 ）

パート労働者 時給 19010- 8264531 就業場所 山梨県甲府市 その他の飲食料品小売業

898円～953円 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)9時00分～18時00分

不問

（従業員数 14人 ）

パート労働者 時給 19010- 8277131 就業場所 山梨県甲府市 老人福祉・介護事業

1,000円～1,100円

不問

不問

（従業員数 23人 ）

パート労働者 時給 19010- 8288231 就業場所 山梨県甲府市 他に分類されない卸売業

1,200円～1,500円

不問

不問

（従業員数 4人 ）

パート労働者 時給 19010- 8312731 就業場所 山梨県甲府市 経営コンサルタント業

900円～1,000円

59歳以下 (1)9時00分～16時00分

(2)9時30分～16時30分

定年を上限 (3)10時00分～17時00分

（従業員数 9人 ）

パート労働者 時給 19010- 8181031 就業場所 山梨県中巨摩郡昭和町 他に分類されない小売業

950円～1,200円

64歳以下 (1)9時00分～18時00分

定年を上限

（従業員数 10人 ）

パート労働者 時給 19010- 8189931 就業場所 山梨県甲府市 燃料小売業

950円～1,000円

不問 (1)9時00分～15時30分

不問

（従業員数 40人 ）

パート労働者 時給 19010- 8190231 就業場所 山梨県笛吹市 社会保険・社会福祉・介護事業

1,250円～1,500円

不問 (1)8時30分～12時00分

(2)13時45分～18時30分

不問

（従業員数 4人 ）

パート労働者 時給 19010- 8194331 就業場所 山梨県笛吹市 歯科診療所

1,000円～1,100円

59歳以下 (1)7時00分～12時00分

(2)13時00分～17時00分

定年を上限

（従業員数 25人 ）

パート労働者 時給 19010- 8217631 就業場所 山梨県中巨摩郡昭和町 自動車・同附属品製造業

900円～900円

不問 (1)9時00分～18時15分

不問

（従業員数 2人 ）

パート労働者 時給 19010- 8231431 就業場所 山梨県南アルプス市 パン・菓子製造業

調理（弁当の盛り付け） 株式会社　平野屋 山梨県中央市一町畑７５４－１ 雇用・労災

本社工場内にて、お弁当の盛り付
け作業をしていただきます。

※６０歳以上の方も多く活躍して
います。

雇用期間の定めなし

経理事務 砂田会計事務所 山梨県甲府市丸の内３－２８－９ 雇用・労災・健
康・厚生

伝票整理、集計、補助元帳への転記
専用ソフトへの入力、郵便物の発送
電話対応、来客対応、所内清掃　他
※就業時間・勤務日数は相談に応じま
す。※未経験の方も指導しますので安
心してご応募ください。※お子様の学
校行事や急な体調不良等によるお休み

経験者優遇

雇用期間の定めなし

又は9時00分～17時00分の間
の5時間程度

ガソリンスタンドスタッ
フ［甲府市・笛吹市］

穴水株式会社 山梨県甲府市城東１－７－２ 雇用・労災・健
康・厚生

危険物取扱者（乙４）免状を
お持ちの方優遇します。

サービスステーション（フルサービ
ス）にて車の誘導、接客、給油、代金
精算、洗車など。☆ＫｅｅＰｅｒコー
ティングや車の販売、買取、レンタ
カーにも力を入れています。店舗に
よって営業時間が異なります。ご本人
の希望を考慮しながら、営業時間内の

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

又は7時00分～22時00分の間
の4時間以上

経理事務処理 株式会社　プロヴィンチ
ア

山梨県甲府市千塚２丁目１６番１号 雇用・労災

葡萄屋ｋｏｆｕというお菓子とカ
フェを運営している会社の経理補
助です。事務、経理経験者大歓迎
です。

経理、事務経験があれば尚可

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

又は9時00分～19時00分の間
の5時間程度

（アルバイト）事務員 株式会社　ＫＫＳ 山梨県中央市山之神３６２９－３ 雇用・労災・健
康・厚生

建設業経理士の資格あれば尚
可

総務課にて作業日報の整理入力、請求
書の作成、社会保険関係を中心とした
事務を担当して頂きます。※パソコン
はワード、エクセルの他、専用ソフト
を使用します。専用ソフトの使用方法
は指導します。※お子様の学校行事や
急な体調不良等によるお休みには

雇用期間の定めなし

又は9時00分～17時00分の間
の3時間以上

配送パート 株式会社　マツムラ酒販 山梨県甲府市小瀬町１３１７ 雇用・労災 準中型以上の運転免許が必要※限
定解除や取得見込みも相談可

山梨県内全域のホテル・旅館及び
飲食店向けのルート配送　・配達
に２ｔトラック（車両総重量５ｔ
未満）を使用します。・酒類の配
送ですので、重量物の取り扱いが
あります。※未経験者歓迎しま

経験があれば尚可
フォークリフトの資格をお持ちの
方歓迎雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
又は8時30分～17時30分の間
の5時間程度

事務職員（経験・資格不
問）

愛の家グループホーム
甲府中央（メディカル・
ケア・サービス株式会
社）

山梨県甲府市中央２－７－１７
愛の家グループホーム甲府中央

雇用・労災・健
康・厚生

【事業所】・原則１ユニットあた
りご入居者９名の介護施設です。
認知症介護の専門施設として、介
護サービスを提供します。【事務
業務】ご家族様の来客対応や電話
対応・ＰＣ入力や介護保険の請求

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

又は9時00分～18時00分の間
の6時間程度

一般事務 中央ＯＡサービス株式会
社

山梨県中巨摩郡昭和町築地新居８５
０

雇用・労災・健
康・厚生

〇仕入伝票の管理、発注業務　〇パソ
コンによる伝票作成、請求書作成　〇
エクセル、ワードにて書類作成　〇得
意先・仕入先からの電話対応、メール
対応　○来客対応、一般事務全般　※
お子様の学校行事や急な体調不良によ
るお休みには柔軟に対応し　ておりま

ｗｅｂ注文（Ａｍａｚｏｎ・Ｙａ
ｈｏｏショッピング・楽天市場等
を含む）の利用経験があれば尚良雇用期間の定めなし

又は8時30分～18時00分の間
の6時間程度

事務 Ａ－ＭＥＣ株式会社 山梨県甲府市大津町９７９－５ 雇用・労災・健
康・厚生

ネットショップ運営業務です。入
金の管理・確認、受発注の対応、
電話・メールのやりとりをしてい
ただきます。経理事務経験者を求
めます。

経理事務経験者

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

又は8時30分～17時30分の間
の6時間以上

調理補助 社会福祉法人　美咲会
障害者支援施設　美咲園

山梨県笛吹市八代町北１７５－１ 雇用・労災

入所利用者８０名分の朝食・昼
食・夕食の調理補助業務。また、
洗い物など付随する業務。一日４
～５名の体制で業務を行います。
※すぐに働ける方を希望　※急募


雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

事務・営業サポート 有限会社　ヤマシタ 山梨県甲府市国母３－１２－２６ 雇用・労災・健
康・厚生

伝票整理、入力、出力、電話対応
の他、社内業務全般をサポート

雇用期間の定めなし

製品の入出荷業務又は自
動車内装部品梱包

株式会社　シラネ化成 山梨県南アルプス市飯野４３３６ 雇用・労災

基本的にフォークリフトを使用し
て製品の入出荷をお任せします。

また生産状況によって一部製品の
梱包作業もお任せします。
※就業時間は相談に応じます。

雇用期間の定めなし

歯科衛生士 エミ歯科クリニック 山梨県笛吹市石和町河内４５９－１ 雇用・労災・健康

歯科衛生士業務　○予防処置　○保健
指導　○歯科診療補助など　※ブラン
クのある方、歓迎します。※結婚、子
育て、介護など、ライフステージの変
化に応じ、長く働き続けて頂ける歯科
医院作りを目指しています。

経験者優遇

雇用期間の定めなし

又は8時30分～18時30分の間
の4時間程度

一般事務 株式会社　清月 山梨県南アルプス市桃園５９１ 雇用・労災・健
康・厚生

お客様や取引先からの電話対応や、商
品入荷に伴う納品のチェックなどをし
ていただきます。他にも帳簿の記帳
や、伝票チェック等の業務等がありま
す。初めての方でも、イチから親切に
お教えしますので、ご安心ください！
※未経験者も大歓迎です！※出勤日は

事務経験があれば尚可

雇用期間の定めなし
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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

又はお近くのハローワークまで

ハローワーク 甲府

TEL ０５５-２３２－６０６０ ４１＃
◎ 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。

◎ フルタイムの求人の時給・日給は月額換算した賃金です。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。

◎ スぺースの関係で、職種や仕事内容などが全て表示されない場合もございますので、予めご了承願います。

898円～920円

不問 (1)9時00分～14時00分

不問

（従業員数 6人 ）

パート労働者 時給 19010- 8046231 就業場所 山梨県中央市 その他の飲食料品小売業

980円～980円

18歳以上 (1)4時00分～12時30分

（従業員数 194人 ）

パート労働者 時給 19010- 8081431 就業場所 山梨県笛吹市 百貨店，総合スーパー

1,000円～1,200円

不問 (1)9時00分～14時00分

(2)13時00分～18時00分

不問 (3)9時00分～17時30分

（従業員数 5人 ）

パート労働者 時給 19010- 8116231 就業場所 山梨県甲府市 燃料小売業

950円～1,050円

不問 (1)10時00分～14時00分

不問

（従業員数 22人 ）

パート労働者 時給 19010- 8169431 就業場所 山梨県中巨摩郡昭和町 食堂，レストラン

930円～930円

不問 (1)9時00分～11時00分

(2)15時00分～17時00分

不問

（従業員数 34人 ）

パート労働者 時給 19010- 8178731 就業場所 山梨県中央市 老人福祉・介護事業

1,000円～1,100円

59歳以下 (1)9時30分～17時30分

定年を上限

（従業員数 37人 ）

パート労働者 時給 19010- 7945931 就業場所 山梨県甲府市 老人福祉・介護事業

1,000円～1,200円

不問 (1)8時30分～17時45分

(2)9時30分～16時30分

不問 (3)9時30分～17時15分

（従業員数 6人 ）

パート労働者 時給 19010- 7952631 就業場所 山梨県南アルプス市 計量証明業

1,050円～1,050円

不問 (1)8時00分～17時00分

不問

（従業員数 60人 ）

パート労働者 時給 19010- 7962131 就業場所 山梨県笛吹市 他に分類されない事業サービス業

1,000円～1,000円

不問 (1)10時00分～15時00分

不問

（従業員数 3人 ）

パート労働者 時給 19010- 7978631 就業場所 山梨県南アルプス市 そば・うどん店

900円～1,000円 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)14時15分～18時30分

(2)14時45分～18時30分

不問 (3)8時15分～13時25分

（従業員数 8人 ）

パート労働者 時給 19010- 7989831 就業場所 山梨県甲府市 一般診療所

950円～950円

不問

不問

（従業員数 0人 ）

パート労働者 時給 19010- 7998231 就業場所 山梨県南アルプス市 一般貨物自動車運送業

1,125円～1,250円

不問 （時給換算） (1)8時00分～17時00分

不問

（従業員数 1人 ）

パート労働者 日給 19010- 8003031 就業場所 山梨県笛吹市 石工・ブロック工事業

調理補助［中央市］ 千里株式会社 山梨県中央市西花輪４００６－１ 雇用・労災

契約先社員食堂における昼食の
サービス
（盛り付け、提供、片付け、食器
洗浄など）


経験があれば尚良い

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

又は8時00分～14時00分の間
の5時間程度

（アルバイト）ガソリン
スタンドスタッフ

有限会社　加賀美油店 山梨県甲府市住吉１－１６－２０ 雇用・労災・健
康・厚生

『エネオス甲府住吉ＳＳ』のスタッフ
募集。ガソリンスタンド内での給油、
接客、洗車、オイル・タイヤ交換等の
作業をしていただきます。フルサービ
スのガソリンスタンドです。※車好き
な方、大歓迎。危険物乙種や整備士資
格のある方は賃金優遇します。未経験

雇用期間の定めなし

又は8時30分～18時00分の間
の4時間以上

生鮮センター内作業［日
配（事務）部門］

株式会社　オギノ 山梨県甲府市徳行１－２－１８ 雇用・労災・健
康・厚生

生鮮センター内での作業
○ＰＣ伝票入力・訂正・作成
○商品検品　○電話応対　など
※未経験者大歓迎。充実した教育制
度・研修制度がありますので未経験で
も安心です。

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

法令の規定によ
り年齢制限があ
る

送迎職員［ふる里ホ－ム
玉穂げんき村］

社会福祉法人　正寿福祉
会

山梨県甲府市若松町４－１５ 雇用・労災

ショートステイ施設におけるご利
用者のご自宅等から施設への送迎
業務
※定員２９名（特養）、２５名
（ショートステイ）

高齢者介護経験

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

ホール係 有限会社　グローイング 山梨県南アルプス市上市之瀬７５１
－４

雇用・労災

当社が運営する食事処、居酒屋、焼肉
店（新規オープン）いずれかのホール
係として、接客業務全般を担当してい
ただきます。就業場所及び面接場所は
希望を考慮します。○お客様の案内
○料理、飲物のオーダー取り、配膳業
務　○食器の片付け　○レジ会計業務

雇用期間の定めなし

又は17時00分～23時00分の間
の3時間以上

検査補助スタッフ 株式会社　総合環境分析
甲信分析センター

山梨県南アルプス市小笠原６番地 雇用・労災・健
康・厚生

・水質検査と水質分析の簡易作業
・ガラス器具とポリ瓶等の容器洗浄
・水質検査と水質分析の補助
・検体採取業務　・その他雑務全般等
などです。未経験の方でも先輩社員が
丁寧に指導します。子育て中のパート
さんも活躍中です。

・理系大卒の方尚可
・検査分析業務の経験がある方尚
可雇用期間の定めなし

又は8時30分～16時00分の間
の5時間以上

厨房職員（正規パート社
員）

甲府ケアセンター　そよ
風（株式会社ＳＯＹＯＫ
ＡＺＥ）

山梨県甲府市富竹３－３－５ 雇用・労災・健
康・厚生

介護施設「甲府ケアセンターそよ風」
のグループホーム（定員１８名）をご
利用のお客様のお食事を調理していた
だくお仕事です。お客様に健康で長生
きをしていただくために、栄養バラン
スの取れた美味しい食事を提供してい
ただきます。【業務内容】◆朝食・昼

施設での調理経験

雇用期間の定めなし

ホールスタッフ たっちゃんうどん 山梨県南アルプス市小笠原９８５－
１３３

雇用・労災

うどん屋のホールスタッフとして
（１）開店前準備（仕込み補助、ゴボ
ウやネギの調理等）（２）接客、給仕
（３）皿洗い（４）閉店後の片付け
※月・水・木・土曜日に勤務できる方
を希望します。日曜日は定休日です。
　（勤務日数は土曜日を含め週２日以

雇用期間の定めなし

飲料水仕分け作業 ジーエスケイ株式会社
甲府支社

山梨県笛吹市八代町米倉１２７０－
１

雇用・労災・健
康・厚生

大手スーパーの専用センターであり、
加工食品（飲料水、調味料等、野菜、
果物等）を６輪カートに仕分ける作業
です。主に飲料水を担当することにな
ります。午前中は各メーカー様より入
荷があり、６輪カートで所定の場所に
格納する作業（先入れ先出しのため入

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

又は9時00分～17時00分の間
の6時間程度

受付、事務全般、クラー
ク業務・診療補助

こせ耳鼻咽喉科クリニッ
ク

山梨県甲府市小瀬町１１４１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

耳鼻咽喉科クリニックにおける受
付事務及びクラーク業務及び診療
補助。受付、カルテ作成、会計、
レセプト業務、電話対応。書類整
理、クリニック内外の清掃、その
他雑務

医療事務経験者

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

石材加工 有限会社　深澤石材店 山梨県笛吹市石和町市部１１４５ 雇用・労災・健
康・厚生

石材の加工、据え付けなどの作業を現
地にて行います。現場は墓地や公園な
どとなります。　※２０～３０ｋｇ程
度の石材を運ぶこともありますが、か
なりの重さがあるものは、道具を使っ
て作業します。※経験は不要です。当
社の社員が指導しますので安心してご

雇用期間の定めなし

倉庫内作業員〔南アルプ
ス市〕

株式会社　ハマキョウ
レックス　山梨中央支店

山梨県中央市浅利字川添８４１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

菓子・加工食品の入出荷作業をお願い
します。新規拠点立ち上げのため大量
募集！！常温倉庫・一部保冷倉庫での
入荷・仕分出荷作業になります。勤務
地は南アルプス市六科です。センター
稼働日は月～土、祝日や大型連休も稼
働します。週２日～５日出勤できる方

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

又は8時00分～17時00分の間
の4時間以上
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窓口で相談してみませんか？

ハローワーク甲府では、皆さまの就職活動を支援するため、様々な就職支
援メニューをご用意しています。

ぜひ、職業相談窓口をご利用ください。

◆求人情報を提供をします。

◆求人の探し方・求人票の見方をアドバイスします。

◆応募する事業所にご紹介します。

◆応募書類の作成や面接に向けた準備を支援します。

◆各種セミナー、面接会などを実施します。

◆ハロートレーニング（職業訓練）をご案内します。

就職支援メニュー

R411

求人情報誌をご覧の皆さまへ

職業相談窓口のご利用には登録が必要です。裏面をご覧ください。



仕事をお探しの方

おうちで求職申込みのススメ（スマホ編）

ハローワークに登録を希望する方へ

ハローワークへお越しいただく前に、事前登録していただくと、お手続きにか
かる時間を大幅に短縮することができます！

または ﾊﾛｰﾜｰｸｲﾝﾀｰﾈｯﾄｻｰﾋﾞｽ

ハローワーク
インターネットサービス

HelloWork Internet Service

厚生労働省

トップページ

４Ｇ

▶ 仕事をお探しの方へのサービスのご案内

マイページを開設して求職申込み

〈ハローワークで手続きをしていない方〉
インターネット上でマイページを開設するとともに、

求職登録ができます。

※ご登録中の方や５年以内にご登録がある方は、改めてご登録いただく必要はありません。

QRコードから、または、「ハローワークインターネットサービス」と検索し、
ハローワークインターネットサービスへアクセスしてください。

こちらから求職申込み
ができます。

オンライン登録の方法はYouTube動画で解説しています。

求人者・求職者の皆様へ

2022年10月1日の改正職業安定法の施行に伴い、ハ
ローワークインターネットサービスのプライバシーポ
リシー及びサイトポリシーを改定しました。また、10
月1日より、求人者マイページ及び求職者マイページの
ホーム画面に登録情報の更新に関するメッセージが表
示されるようになります。定期的に登録情報をご確認
いただき、正確かつ最新の情報をご登録いただくよう
お願いいたします。


