
変形（１年単位）

(1)13時00分～22時00分

(2)15時00分～ 0時00分

（従業員数 263人 ）
パート労働者 2人 就業場所 沖縄県国頭郡本部町

変形（１年単位）

(1)17時00分～22時00分

（従業員数 263人 ）
パート労働者 1人 就業場所 沖縄県国頭郡本部町

変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分

(2)10時00分～19時00分

(3)13時00分～22時00分

（従業員数 263人 ）
パート労働者 2人 就業場所 沖縄県国頭郡本部町

変形（１ヶ月単位）

(1)13時00分～22時00分

（従業員数 263人 ）
パート労働者 5人 就業場所 沖縄県国頭郡本部町

変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分

(2)13時00分～22時00分

(3)17時00分～11時00分

（従業員数 263人 ）
正社員以外 2人 就業場所 沖縄県国頭郡本部町

変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分

(2)13時00分～22時00分

（従業員数 263人 ）
正社員以外 2人 就業場所 沖縄県国頭郡本部町

(1) 6時00分～22時00分

（従業員数 263人 ）
パート労働者 3人 就業場所 沖縄県国頭郡本部町

変形（１ヶ月単位）

（従業員数 263人 ）
正社員以外 3人 就業場所 沖縄県国頭郡本部町

変形（１ヶ月単位）

(1) 6時30分～15時30分

(2)13時30分～22時30分

（従業員数 263人 ）
正社員以外 2人 就業場所 沖縄県国頭郡本部町

変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分

(2)17時00分～ 9時00分

（従業員数 263人 ）
正社員 2人 就業場所 沖縄県国頭郡本部町

変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分

(2)10時00分～19時00分

(3)13時00分～22時00分

（従業員数 263人 ）
正社員以外 2人 就業場所 沖縄県国頭郡本部町

変形（１年単位）

(1)13時00分～22時00分

(2)15時00分～ 0時00分

（従業員数 263人 ）
正社員以外 2人 就業場所 沖縄県国頭郡本部町

変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～19時00分

(2) 8時30分～12時30分

（従業員数 9人 ）
正社員 1人 就業場所 沖縄県名護市

高校卒業以上
(1) 8時30分～13時30分

（従業員数 31人 ）
パート労働者 1人 就業場所 沖縄県名護市

変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分

（従業員数 6人 ）
正社員以外 1人 就業場所 沖縄県名護市

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 5人 ）
正社員 2人 就業場所 沖縄県名護市

高卒以上
(1) 8時30分～17時30分

普通自動車運転免許

（従業員数 8人 ）
正社員以外 1人 就業場所 沖縄県名護市

高卒以上
(1) 8時30分～17時30分

普通自動車運転免許

（従業員数 8人 ）
正社員以外 1人 就業場所 沖縄県名護市

（従業員数 27人 ）
パート労働者 1人 就業場所 沖縄県名護市

(1) 9時00分～14時00分

(2)10時00分～15時00分

(3)12時00分～17時00分

（従業員数 13人 ）
パート労働者 2人 就業場所 沖縄県名護市

不問

800円～800円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）
年齢不問

47030- 3369491

調理・販売・ホール 不問
名護漁業協同組合 沖縄県名護市城三丁目１－１

雇用・労災

普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）

900円～900円

雇用期間の定めなし
年齢不問

47030- 3368991
又は10時00分～16時00分
の間の4時間

賄い・清掃スタッフ 不問
株式会社　悟大 沖縄県名護市宮里６丁目１１－８　２Ｆ

労災

パソコン（ワードＢ・エクセルＢ）

144,000円～
160,000円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

年齢不問

47030- 3367691

職員補助 不問
沖縄北部森林組合 沖縄県名護市字宇茂佐９１３番地－２

雇用・労災・
健康・厚生

パソコン（ワードＢ・エクセルＢ）

128,000円～
140,000円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

年齢不問

47030- 3366391

一般事務補助 不問
沖縄北部森林組合 沖縄県名護市字宇茂佐９１３番地－２

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許（ＡＴ限定不可）

180,000円～
250,000円雇用期間の定めなし

年齢不問

47030- 3363591

20

電気設備・水道工（見習い可） 不問
有限会社　きみ山エ業 名護市字宇茂佐９１４－６

雇用・労災・
健康・厚生

正看護師または准看護師

200,300円～
252,200円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

年齢不問

47030- 3360791

19

看護職　≪急募≫ 不問 医療法人松風会　
介護老人保健施設　桃源の郷

名護市大西３－１９－２５

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

780円～800円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）
年齢不問

47030- 3358091

18

調理員　≪急募≫ 不問
社会福祉法人　巣立福祉会すだつ保育園 沖縄県名護市大北４丁目２４－１４

雇用・労災

不問

135,000円～
170,000円雇用期間の定めなし

年齢不問

47030- 3355291

17

看護助手 不問 医療法人社団和奈会
みみ・はな・のど　ゆいクリニック

沖縄県名護市大北５丁目２２－２５　１Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

不問

147,050円～
207,360円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

省令２号

47030- 3354891

16

バー・ラウンジスタッフ
（契約社員）

18歳以上
株式会社　ホテルオリオンモトブ 沖縄県国頭郡本部町字備瀬１４８番地１

雇用・労災・
健康・厚生

不問

147,050円～
207,600円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

年齢不問

47030- 3353791

15

ティー・ラウンジスタッフ（契約社
員）

不問
株式会社　ホテルオリオンモトブ 沖縄県国頭郡本部町字備瀬１４８番地１

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）

190,000円～
190,000円雇用期間の定めなし

省令１号

47030- 3352491

14

施設管理業務（正社員） 18歳～64歳
株式会社　ホテルオリオンモトブ 沖縄県国頭郡本部町字備瀬１４８番地１

雇用・労災・
健康・厚生

不問

147,050円～
173,000円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

省令２号

47030- 3351991

13

ショップ販売員（契約社員） 18歳以上
株式会社　ホテルオリオンモトブ 沖縄県国頭郡本部町字備瀬１４８番地１

雇用・労災・
健康・厚生

不問

172,000円～
200,000円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

年齢不問

47030- 3350691
又は 6時00分～22時00分の
間の8時間程度

12

レストランサービス（契約社員） 不問
株式会社　ホテルオリオンモトブ 沖縄県国頭郡本部町字備瀬１４８番地１

雇用・労災・
健康・厚生

不問

850円～1,200円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）
年齢不問

47030- 3349191

11

レストランサービス 不問
株式会社　ホテルオリオンモトブ 沖縄県国頭郡本部町字備瀬１４８番地１

雇用・労災

不問

166,000円～
190,000円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

年齢不問

47030- 3348591

10

ベルサービス（フロント・契約社員） 不問
株式会社　ホテルオリオンモトブ 沖縄県国頭郡本部町字備瀬１４８番地１

雇用・労災・
健康・厚生

ホテルフロント、ベル、コンシェルジュ経
験者（必須）176,000円～

190,000円雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）
省令２号

47030- 3347291

9

フロントスタッフ（契約社員） 18歳以上
株式会社　ホテルオリオンモトブ 沖縄県国頭郡本部町字備瀬１４８番地１

雇用・労災・
健康・厚生

不問

850円～1,000円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）
年齢不問

47030- 3346891
又は13時00分～22時00分
の間の5時間程度

8

フロントスタッフ（契約社員） 不問
株式会社　ホテルオリオンモトブ 沖縄県国頭郡本部町字備瀬１４８番地１

雇用・労災

不問

850円～1,200円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）
年齢不問

47030- 3345791

7

ティー・ラウンジスタッフ 不問
株式会社　ホテルオリオンモトブ 沖縄県国頭郡本部町字備瀬１４８番地１

雇用・労災・
健康・厚生

不問

850円～1,000円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）
年齢不問

47030- 3344491

6

駐車場係 不問
株式会社　ホテルオリオンモトブ 沖縄県国頭郡本部町字備瀬１４８番地１

労災

不問

850円～1,200円

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）
省令２号

47030- 3343991
又は13時00分～ 0時00分の
間の5時間程度

5

バー・ラウンジスタッフ 18歳以上
株式会社　ホテルオリオンモトブ 沖縄県国頭郡本部町字備瀬１４８番地１

雇用・労災・
健康・厚生

4

3

2

就業時間① 加入保険等 必要な免許資格

1

No. 職種
年齢

採用人数
賃金

求人者名
（求人番号）

所在地・就業場所

8月20日 発行 

ハローワーク名護 

  名護公共職業安定所 ◎ 前開庁日に受理した求人の一覧です。 

◎ 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。 



就業時間① 加入保険等 必要な免許資格No. 職種
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賃金
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所在地・就業場所
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◎ 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。 

変形（１年単位） 高校卒業以上
(1) 8時30分～22時30分

健康運動指導士またｈ健康運動実践指導者

（従業員数 9人 ） 普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）
正社員 1人 就業場所 沖縄県名護市

変形（１ヶ月単位） 高校卒業以上
(1) 8時30分～17時30分

普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）

（従業員数 30人 ）
正社員 1人 就業場所 沖縄県名護市

(1) 5時00分～12時30分

中型一種（８ｔ限定）以上

（従業員数 4人 ）
正社員 1人 就業場所 沖縄県名護市

(1) 9時15分～15時30分

（従業員数 3人 ）
パート労働者 2人 就業場所 沖縄県国頭郡本部町

専門学校卒業以上またはそれに類する経歴
(1) 7時30分～16時15分

パソコン（ワードＢ・エクセルＢ）

（従業員数 29人 ）
正社員以外 1人 就業場所 沖縄県名護市

(1) 8時30分～17時30分

介護支援専門員

（従業員数 18人 ） 普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）
正社員 1人 就業場所 沖縄県名護市

（従業員数 6人 ）
正社員 2人 就業場所 沖縄県那覇市

変形（１年単位） 高卒以上
(1)10時00分～19時00分

普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）

（従業員数 7人 ）
正社員 2人 就業場所 沖縄県名護市

変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～16時30分

(2)16時15分～ 8時15分

(3)10時30分～19時00分

（従業員数 16人 ）
正社員 1人 就業場所 沖縄県名護市

(1) 9時00分～18時00分

（従業員数 16人 ）
正社員 1人 就業場所 沖縄県名護市

システム開発運用経験（１年程度）また
は、それに準ずる知識160,000円～

200,000円雇用期間の定めなし
年齢不問

47020-13541791

システム運用（オペレーター） 不問
有限会社　中村商店 沖縄県宜野湾市長田１丁目２０－２

雇用・労災・
健康・厚生

データセンター運用【サーバー監視業
務】

40歳以下
有限会社　中村商店 沖縄県宜野湾市長田１丁目２０－２

雇用・労災・
健康・厚生 パソコン操作（エクセル・ワード）Ａ

150,000円～
185,000円雇用期間の定めなし

省令３号のイ

47020-13540491

パソコン（ワードＡ・エクセルＡ）

155,000円～
155,000円雇用期間の定めなし

省令３号のイ

47010-24593091

又は 7時00分～19時00分の
間の6時間

ドコモショップでの窓口業務（名護
店）

40歳以下
株式会社　マイテレホン 浦添市伊祖１－３０－６

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

接客中心の記念写真撮影・販売スタッ
フ（沖縄・北海道）

不問
株式会社　アトリエ 鳥取県境港市上道町３６１－１

雇用・労災・
健康・厚生 普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）

190,000円～
300,000円雇用期間の定めなし

年齢不問

31020-13161191

パソコン（ワードＡ・エクセルＡ）

226,000円～
256,000円雇用期間の定めなし

年齢不問

47030- 3375691

30

主任介護支援専門員 不問 株式会社　沖縄三育ライフ
シャローム名護

沖縄県名護市字旭川７７８番地３

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）

146,000円～
146,000円雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

年齢不問

47030- 3374391

29

教科指導員（産休代替臨時的任用職
員）

不問
沖縄県立農業大学校 名護市大北１丁目１５番９号

公災・健康・
厚生

普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）

800円～1,000円

雇用期間の定めなし
省令１号

47030- 3373091

28

客室サービススタッフ（コテージ型宿
泊施設）

64歳以下
フクギリゾート　株式会社 沖縄県国頭郡本部町備瀬３３２番地

雇用・労災

140,000円～
140,000円雇用期間の定めなし

年齢不問

47030- 3372191

27

収集運搬スタッフ 不問
平成クリーンサービス 沖縄県名護市字宇茂佐１５２０－３

雇用・労災

パソコン（ワードＡ・エクセルＡ）

174,000円～
214,000円雇用期間の定めなし

省令１号

47030- 3371591

26

介護職（管理職候補） 59歳以下 医療法人タピック
スポーク・クリニック

沖縄県名護市字屋部１１７番地

雇用・労災・
健康・厚生

仕事の内容の項目について指導業務の経験
のある方165,000円～

210,000円雇用期間の定めなし
省令２号

47030- 3370291

25

インストラクター（健康運動指導士・
実践指導者管理職候補）

18歳～59歳 医療法人タピック　                        ス
ポーク・フィットネスセンター

沖縄県名護市字屋部１１７番地

雇用・労災・
健康・厚生

24

23

22

21


