
種別

医療法人　国見病院 6 5131691 国見町 国見町 1 医療・病院 月給 230,000 准看護師 正社員 准看護師（夜勤あり）

医療法人　国見病院 6 5132991 国見町 国見町 1 医療・病院 月給 310,000 看護師 正社員 看護師（夜勤あり）

社会福祉法人　悠々会 6 5221491 国見町 国見町 1 介護・福祉 月給 226,000 ～ 250,800 管理栄養士 正社員 管理栄養士

㈲中田水産 6 5165391 国見町 国見町 3 介護・福祉 時給 885 ～ 1,107 パート 施設職員（夜勤介護員）

㈲中田水産 6 5147091 国見町 国見町 3 介護・福祉 時給 800 ～ 1,000 ヘルパー2級尚良 パート 施設職員　訪問介護員

医療法人　国見病院 7 5792391 国見町 国見町 1 医療・病院 月給 169,509 ～ 178,269 正社員 介護職員・看護補助者

医療法人　国見病院 7 5793691 国見町 国見町 1 医療・病院 月給 140,000 正社員 介護職員（向日葵）

医療法人　国見病院 7 5794991 国見町 国見町 1 医療・病院 月給 140,000 正社員 介護職員(やまもも)

医療法人　堀田医院 7 6079391 国見町 国見町 1 医療・病院 月給 150,000 ～ 163,600 介護福祉士優遇 正社員 介護職員（大樹）

医療法人　堀田医院 7 6083591 国見町 国見町 2 医療・病院 時給 800 ～ 福祉関連の資格尚可 パート 介護補助（大樹）

医療法人　堀田医院 7 5962991 国見町 国見町 1 医療・病院 月給 201,000 ～ 230,000 正・准看護師 正社員 看護師・准看護師

医療法人　堀田医院 7 5913991 国見町 国見町 1 医療・病院 月給 179,900 ～ 220,000 社会福祉主事等 正社員 支援相談員（大樹）

九州惣菜㈱ 7 3627191 北九州市 国見町 3 飲食・調理 時給 780 ～ 800 パート
寿司・弁当・揚物・惣菜等の調理・
陳列

くにみ農産加工㈲ 7 5743391 国見町 国見町 1 製造 時給 800 パート 食品製造（乾燥・冷凍食品）

くにみ農産加工㈲ 7 5744691 国見町 国見町 1 製造 月給 134,400 その他 食品製造（乾燥・冷凍食品）

社会福祉法人　悠々会 7 5789891 国見町 国見町 1 介護・福祉 月給 211,000 ～ 220,900 准看護師 正社員 准看護師（姫見苑）

社会福祉法人　悠々会 7 5790191 国見町 国見町 2 介護・福祉 月給 265,000 ～ 390,000 看護師 正社員 看護師（姫見苑）

社会福祉法人　悠々会 7 5791091 国見町 国見町 5 介護・福祉 月給 160,000 ～ 202,000 介護福祉士 正社員 介護職員（姫見苑）

堤㈱（堤百貨店） 7 5681991 国見町 国見町 1 販売・小売業 時給 900 パート 配送・設置補助（急募）

日清医療食品㈱南九州支店
大分営業所

7 21172391 大分市 国見町 1 飲食・調理 月給 155,520 その他 調理員・調理師（大樹）

㈱秋田建設工業 7 6006791 国見町 国見町 4 建設・土木 月給 207,000 ～ 345,000 車両系建設機械あれば尚可 正社員 重機オペレーター・土木作業員

㈱秋田建設工業 7 6007891 国見町 国見町 2 建設・土木 月給 250,000 ～ 400,000 1級・２級土木施工管理技士 正社員 土木施工管理技士

㈱イシイ　九州孵卵場 7 2723791 宇佐市 国見町 3 農業・農協 月給 169,884 ～ 187,200 正社員 種鶏飼育管理員

会社業態 資格等 雇用形態 職種
金額

給与
会社名 求人月 求人番号 会社所在地 就業場所 求人数



種別
会社業態 資格等 雇用形態 職種

金額
給与

会社名 求人月 求人番号 会社所在地 就業場所 求人数

㈱イシイ　九州孵卵場 7 2724891 宇佐市 国見町 2 農業・農協 時給 850 ～ 1,000 パート 種鶏飼育管理員

㈱ミナミダ 7 5241291 国見町 国見町 1 製造 月給 147,552 その他 機械加工・検品作業

㈱ミナミダ 7 5242591 国見町 国見町 1 製造 月給 160,000 ～ 230,000 正社員 機械オペレーター

㈱ミナミダ 7 5243191 国見町 国見町 1 製造 月給 160,000 ～ 230,000 正社員 品質管理

㈲菖蒲 7 5393491 安岐町 国見町 1 清掃・ビル管理 時給 770 パート
清掃員（国見生涯学習センター）急
募

㈲フレッシュマートてつや 7 5512491 国見町 国見町 1 販売・小売業 時給 900 パート 青果販売員

㈲フレッシュマートてつや 7 5514891 国見町 国見町 1 販売・小売業 時給 900 パート 鮮肉販売員

㈲フレッシュマートてつや 7 5515291 国見町 国見町 1 販売・小売業 時給 900 パート 鮮魚販売員

㈲フレッシュマートてつや 7 5516591 国見町 国見町 1 販売・小売業 時給 900 パート レジ係（夕方）

㈲フレッシュマートてつや 7 5517191 国見町 国見町 1 販売・小売業 時給 850 パート レジ係（午前）

㈲フレッシュマートてつや 7 5518091 国見町 国見町 1 販売・小売業 月給 200,000 ～ 250,000 正社員 食品販売員

医療法人　堀田医院 8 6216491 国見町 国見町 1 医療・病院 月給 260,000 ～ 270,800 看護師 正社員 看護師長（大樹）

社会福祉法人　悠々会 8 6565291 国見町 国見町 1 介護・福祉 月給 197,650 ～ 208,450 栄養士 正社員 栄養士

㈲友松薬局 8 3211091 宇佐市 国見町 1 販売・小売業 月給 290,000 ～ 430,000 薬剤師 正社員 薬剤師

Ｌｅｉ～ｗａｌｅａ～ 6 4857991 国東町 国東町 2 サービス 時給 800 パート 受付（施設内補助）

Ｌｅｉ～ｗａｌｅａ～ 6 4858491 国東町 国東町 1 サービス 時給 800 ～ 1,000 パート 調理

アイ・ティー・エックス㈱ 6 29622391 横浜市 国東町 2 販売・小売業 月給 210,000 正社員 携帯電話の販売受付スタッフ

アイ・ティー・エックス㈱ 6 29815191 横浜市 国東町 2 販売・小売業 時給 1,150 パート 販売（auショップ）

医療法人　国東中央クリニック 6 5095791 国東町 国東町 1 医療・病院 月給 138,666 ～ 140,000 ヘルパー２級相当以上尚可 正社員 看護助手（日勤）

医療法人　国東中央クリニック 6 5096891 国東町 国東町 2 医療・病院 月給 138,666 ～ 140,000 正社員 給食調理員

医療法人　国東中央クリニック 6 5097291 国東町 国東町 1 医療・病院 月給 138,666 ～ 140,000 ﾍﾙﾊﾟｰ２級相当以上 正社員 介護職員（セントラルビュー）

医療法人　国東中央クリニック 6 5099191 国東町 国東町 3 医療・病院 時給 800 ～ 900 ﾍﾙﾊﾟｰ２級相当以上尚可 パート 介護職員（セントラルビュー）

医療法人　国東中央クリニック 6 5072591 国東町 国東町 1 医療・病院 月給 200,000 ～ 210,000 准看護師 正社員 准看護師（病棟・外来・交代制）
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医療法人　国東中央クリニック 6 5073191 国東町 国東町 2 医療・病院 月給 140,000 ～ 150,000 ﾍﾙﾊﾟｰ２級相当以上 正社員 介護職員（デイケア）

医療法人　国東中央クリニック 6 5074091 国東町 国東町 1 医療・病院 月給 170,000 ～ 205,000 介護福祉士 正社員 介護福祉士（デイケア）

医療法人　国東中央クリニック 6 5075391 国東町 国東町 1 医療・病院 月給 280,000 ～ 350,000 理学療法士 正社員 理学療法士

医療法人　国東中央クリニック 6 5076691 国東町 国東町 1 医療・病院 月給 280,000 ～ 300,000 作業療法士 正社員 作業療法士

大分県漁業協同組合　くにさ
き支店

6 4601291 国東町 国東町 3 漁業 時給 800 パート ホールおよび調理補助スタッフ

木戸産業㈱ 6 4914291 国東町 国東町 3 建設・土木 月給 200,000 ～ 350,000 建築士等あれば尚良 正社員 現場管理技術者

九州惣菜㈱ 6 2844391 北九州市 国東町 3 飲食・調理 時給 780 ～ 800 パート
寿司・弁当・揚物・惣菜等の調理及
び陳列

国東市役所 6 5170591 国東町 国東町 2 公 月給 123,380 その他 一般事務

くにさきリゾート㈱（ホテルヴィ
ラ・くにさき）

6 5025691 国東町 国東町 3 ﾎﾃﾙ・旅館 時給 765 ～ 800 パート レストラン・宴会係

社会福祉法人　富来こども園 6 5007191 国東町 国東町 1 教育・児童福祉 時給 900 ～ 950 保育士 パート 保育士

スターコックス㈱ 6 4875791 国東町 国東町 3 製造 月給 140,000 ～ 200,000 正社員 成形オペレーター

ディースタンダード㈱ 6 79679091 東京都 国東町 2 システム保守 月給 210,712 ～ 400,000 正社員 システムエンジニア

日本郵便㈱　別府郵便局 6 4765591 別府市 国東町 1 郵便局 月給 150,336 その他 郵便集配・営業（富来）

三善㈲ 6 5201091 国東町 国東町 1 製造 時給 762 パート 縫製工

森永食研㈱ 6 17679291 大分市 国東町 1 飲食・調理 月給 160,000 ～ 220,000 正社員 調理補助（あおぞら病院）

㈱ジョイフル東九州 6 15629991 大分市 国東町 1 サービス 月給 164,500 ～ 221,500 自動車の持込可能な方 正社員 総合職（国東店）

㈱バックスグループ 6 58547991 東京都 国東町 1 派遣 月給 144,000 その他 現地訪問員

㈲国東中央福祉センター 6 5070891 国東町 国東町 1 介護・福祉 時給 1,100 ～ 1,200 介護支援専門員 パート 介護支援専門員（居宅）

㈲国東中央福祉センター 6 5071291 国東町 国東町 1 介護・福祉 月給 130,000 ～ 150,000 ﾍﾙﾊﾟｰ２級相当以上 正社員 介護職員（訪問介護）

朝日警備保障㈱杵築営業所 7 5940291 杵築市 国東町 1 警備 月給 141,976 その他 施設警備

朝日警備保障㈱杵築営業所 7 5941591 杵築市 国東町 1 警備 月給 131,673 ～ 172,800 その他 交通警備員

一般社団法人　福聚荘 7 5944391 国東町 国東町 1 障がい者福祉事業 時給 762 福祉等尚可 パート 事務員補助

医療法人　鶴玲会 7 5464991 国東町 国東町 2 介護・福祉 月給 199,000 ～ 244,000 正・准看護師 正社員 看護師（正・准）
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医療法人　福永胃腸科外科医
院

7 5888191 国東町 国東町 1 医療・病院 月給 180,000 ～ 213,000 正・准看護師 正社員 正・准看護師

医療法人　メディケアアライア
ンス

7 5484291 国東町 国東町 1 医療・病院 月給 200,000 ～ 240,000 管理栄養士 正社員 管理栄養士

医療法人　メディケアアライア
ンス

7 5485591 国東町 国東町 1 医療・病院 月給 140,000 ～ 180,000 ﾍﾙﾊﾟｰ２級等 正社員 介護職（通所リハビリテーション）

医療法人　メディケアアライア
ンス

7 5486191 国東町 国東町 1 医療・病院 月給 145,000 ～ 190,000 ﾍﾙﾊﾟｰ２級等 正社員 介護職（病棟）

医療法人　メディケアアライア
ンス

7 5487091 国東町 国東町 1 医療・病院 月給 255,000 ～ 315,000 看護師 正社員 看護師(管理職候補)

医療法人　メディケアアライア
ンス

7 5488391 国東町 国東町 4 医療・病院 月給 170,000 ～ 300,000 看護師・准看護師 正社員 看護師・准看護師（病棟）

大分県農業協同組合（東部事
業部）

7 5682491 国東町 国東町 2 農業・農協 月給 165,000 その他 ガソリンスタンドスタッフ

九州惣菜㈱ 7 3607791 北九州市 国東町 1 飲食・調理 月給 170,000 正社員
寿司・弁当・揚物・惣菜等の調理、
販売

パシフィック　セキュリティ㈱ 7 21300691 大分市 国東町 3 警備 月給 165,000 ～ 173,800 有資格者優遇 正社員 交通誘導警備員

山口水道工業（株） 7 5954991 国東町 国東町 2 建設・土木 月給 180,000 ～ 280,000 正社員 水道配管工（急募）

優希㈱ 7 5621691 国東町 国東町 3 建設・土木 月給 151,450 ～ 233,000 正社員 作業員

㈱CompassBlue-Japan 7 5771891 国東町 国東町 3 サービス 時給 850 ～ 900 パート コース管理スタッフ

㈱CompassBlue-Japan 7 5773591 国東町 国東町 2 サービス 月給 180,000 ～ 300,000 調理師免許あれば尚良し 正社員 料理人(見習い）

㈱CompassBlue-Japan 7 5774191 国東町 国東町 3 サービス 月給 180,000 ～ 250,000 正社員 コース管理スタッフ

㈱CompassBlue-Japan 7 5658491 国東町 国東町 2 サービス 月給 300,000 ～ 450,000 調理師免許あれば尚良し 正社員 料理人

㈱アタックスマート 7 3972591 佐伯市 国東町 1 販売・小売業 時給 765 パート 販売員（国東店）

㈱菊家 7 20892191 由布市 国東町 1 販売・小売業 時給 800 パート 菓子販売員（国東店）

㈱ティ・エフ・シー 7 5819791 別府市 国東町 1 販売・小売業 時給 800 ～ 850 パート ドコモスタッフ

㈱ティ・エフ・シー 7 5828891 別府市 国東町 2 販売・小売業 時給 900 パート ドコモショップスマホ講師

㈱ティ・エフ・シー 7 5838591 別府市 国東町 2 販売・小売業 月給 180,000 ～ 200,000 正社員 ドコモスタッフ

㈱中九州クボタ 7 6995491 大津町 国東町 1 販売・小売業 時給 800 ～ 850 パート 一般事務（求職者代替）＜急募＞

㈱ワールドインテック　大分営
業所

7 19651591 大分市 国東町 20 派遣 月給 162,450 その他 半導体装置オペレーター

㈱ワールドインテック　大分営
業所

7 19653091 大分市 国東町 30 派遣 月給 210,000 ～ 250,000 その他 半導体装置保全メンテナンス
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㈲いこいの村国東 7 5392991 国東町 国東町 1 ﾎﾃﾙ・旅館 月給 134,400 その他 清掃

㈲いこいの村国東 7 5395891 国東町 国東町 1 ﾎﾃﾙ・旅館 月給 184,800 調理師あれば尚可 その他 調理員

㈲いこいの村国東 7 5396291 国東町 国東町 3 ﾎﾃﾙ・旅館 時給 800 パート 接客係

㈲いこいの村国東 7 5398191 国東町 国東町 1 ﾎﾃﾙ・旅館 時給 800 パート 調理補助及び配膳係

㈲いこいの村国東 7 5399091 国東町 国東町 1 ﾎﾃﾙ・旅館 月給 134,400 その他 フロント・事務

㈲竹永海商 7 5545491 国東町 国東町 3 漁業 時給 762 ～ 765 パート 製造加工作業員

朝日警備保障㈱杵築営業所 8 6391191 杵築市 国東町 1 警備 時給 762 パート 施設警備

医療法人　鶴玲会 8 6139291 国東町 国東町 1 介護・福祉 時給 1,000 有資格者優遇 パート 介護職（急募）

医療法人　メディケアアライア
ンス

8 6297391 国東町 国東町 1 医療・病院 時給 850 ～ 950 パート
介護職（病棟・通所リハビリテーショ
ン）

医療法人　メディケアアライア
ンス

8 6300091 国東町 国東町 1 医療・病院 時給 1,000 ～ 1,300 看護師・准看護師 パート 看護師・准看護師

イワタニ九州㈱ 8 61405191 福岡市 国東町 1 卸売業 時給 770 パート 一般事務

木戸産業㈱ 8 6381291 国東町 国東町 1 建設・土木 月給 150,000 ～ 160,000 正社員 経理・総務事務

九州惣菜㈱ 8 3978091 北九州市 国東町 2 飲食・調理 時給 780 パート
寿司・弁当・揚物・惣菜等の調理及
び陳列

九州惣菜㈱ 8 3979391 北九州市 国東町 3 飲食・調理 時給 780 ～ 850 パート
寿司・弁当・惣菜・天ぷら等の調理
及び陳列

公益社団法人　大分県漁業公
社

8 6159391 国東町 国東町 1 漁業 時給 810 パート 魚介類稚魚生産作業員

社会福祉法人　富来こども園 8 6494191 国東町 国東町 1 教育・児童福祉 時給 800 パート 清掃・雑務

特定非営利活動法人　輝くピ
アホーム

8 6265491 国東町 国東町 1 介護・福祉 時給 800 パート 支援員

特定非営利活動法人　輝くピ
アホーム

8 6269591 国東町 国東町 1 介護・福祉 時給 800 パート 支援員

特定非営利活動法人　輝くピ
アホーム

8 6276291 国東町 国東町 1 介護・福祉 時給 800 パート グループホーム世話人

特別養護老人ホーム　くにさき
の郷

8 6240791 国東町 国東町 2 介護・福祉 月給 150,000 ﾍﾙﾊﾟｰ２級等あれば尚良し 正社員 介護職

特別養護老人ホーム　くにさき
の郷

8 6241891 国東町 国東町 2 介護・福祉 月給 185,000 ～ 190,000 正・准看護師 正社員 看護師（正・准）

豊栄建設㈱ 8 6463391 国東町 国東町 2 建設・土木 月給 207,000 ～ 276,000 車両系建設機械 正社員 一般土木作業員

豊栄建設㈱ 8 6464691 国東町 国東町 1 建設・土木 月給 180,000 ～ 300,000 正社員 土木施工管理見習い
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三菱農機販売㈱ 8 5751091 瀬戸内市 国東町 1 販売・小売業 月給 147,900 ～ 249,900 正社員 営業又は技術職

ヤンマーアグリジャパン㈱九
州支社

8 4037991 筑後市 国東町 2 販売・小売業 月給 146,000 ～ 210,000 普通自動車免許1種 正社員 営業職（国東中央支店）

医療法人　鶴玲会 8 6137791 国東町 国東町 1 介護・福祉 月給 144,000 ～ 184,000 有資格者優遇 正社員 介護職

㈱アーススマート 8 6498991 国東町 国東町 1 建設・土木 月給 142,800 正社員 一般事務

㈱アーススマート 8 6500391 国東町 国東町 1 建設・土木 月給 250,000 ～ 350,000 建築士等 正社員 設計・デザイン担当

㈱来浦ぐらんま 8 6518391 国東町 国東町 1 農業・農協 月給 118,250 ～ 129,000 正社員 加工食品製造主任

㈱来浦ぐらんま 8 6519691 国東町 国東町 2 農業・農協 時給 1,000 パート お弁当製造作業員

㈱来浦ぐらんま 8 6532591 国東町 国東町 1 農業・農協 月給 160,000 ～ 200,000 正社員 営業

㈱九設ふる里めぐみファーム
国東支店

8 6286191 国東町 国東町 2 農業・農協 時給 770 ～ 850 パート 一般農作業

㈱コスモス薬品 8 58560491 福岡市 国東町 2 販売・小売業 月給 170,000 ～ 180,000 登録販売者優遇 正社員 エリア社員（国東店）

㈱サンウェイ 8 3378991 豊後高田市 国東町 3 警備 月給 145,200 ～ 16,500 正社員 一般警備員

大分交通㈱ 6 16856091 大分市 武蔵町 1 運輸・運送 月給 211,500 正社員 リムジンスタッフ

航空保安協会大分第一事務
所

6 4910991 武蔵町 武蔵町 1 警備 月給 139,550 ～ 160,090 大型自動車１種、牽引免許 正社員 消防・救急医療複合業務

㈱エアポートシティタクシー 6 4531191 武蔵町 武蔵町 2 運輸・運送 時給 2,143 大型２種免許 パート バス運転手

㈱エアポートシティタクシー 6 4532091 武蔵町 武蔵町 1 運輸・運送 月給 150,000 ～ 350,000 普通２種免許等 正社員 タクシー乗務員

㈱エアポートシティタクシー 6 4535991 武蔵町 武蔵町 1 運輸・運送 月給 160,000 ～ 180,000 正社員 配車係

㈱エーエスオー大分事業所 6 4703991 武蔵町 武蔵町 1 運輸・運送 月給 158,000 ～ 296,000 正社員 航空機地上支援専門職

㈱エーエスオー大分事業所 6 4704491 武蔵町 武蔵町 1 運輸・運送 時給 950 ～ 1,300 パート 旅客カウンター

㈱エーエスオー大分事業所 6 4705791 武蔵町 武蔵町 1 運輸・運送 月給 153,000 ～ 296,000 正社員 旅客カウンター

㈱コスモス薬品 6 43831391 福岡市 武蔵町 2 販売・小売業 月給 170,000 ～ 180,000 登録販売者資格尚可 正社員 エリア社員（大分空港店）

㈱テラフーズ 6 4670391 武蔵町 武蔵町 2 製造 月給 170,000 ～ 190,000 正社員
菓子製造管理責任者（工場長候
補）

㈱テラフーズ 6 4671691 武蔵町 武蔵町 1 製造 月給 160,000 ～ 200,000 正社員 営業社員

㈱テラフーズ 6 4672991 武蔵町 武蔵町 3 製造 月給 140,000 ～ 170,000 正社員 菓子製造員
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㈱テラフーズ 6 4675891 武蔵町 武蔵町 4 製造 時給 800 ～ 840 パート 菓子製造員

㈱ユービック 6 5144291 日出町 武蔵町 3 製造 月給 138,240 ～ 172,800 正社員 成形ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ

梅田真空包装㈱ 7 17876891 東大阪市 武蔵町 2 製造 月給 180,000 ～ 250,000 正社員 製造スタッフ

大分県農業協同組合東部事
業部

7 6029691 国東町 武蔵町 5 農業・農協 時給 762 パート 出荷作業員（ネギ）

太陽プレコン㈲ 7 5970991 武蔵町 武蔵町 1 製造 月給 180,000 ～ 200,000 業務関係資格所有者優遇 正社員 コンクリート製造作業員

㈱創翔の里 7 5892791 別府市 武蔵町 1 教育・児童福祉 時給 1,000 保育士 パート
放課後等デイサービススタッフ（介
護職員）

㈱らいむ工房 7 6066891 武蔵町 武蔵町 2 農業・農協 月給 181,000 ～ 306,000 正社員 農業作業員

㈲大分の空６３４ 7 5606991 武蔵町 武蔵町 2 販売・小売業 時給 780 パート 調理および接客

㈲菖蒲 7 5397591 安岐町 武蔵町 1 清掃・ビル管理 時給 770 パート 清掃員（ヤンマー造船）急募

㈲巴田建材店 7 5605691 武蔵町 武蔵町 1 建設・土木 月給 200,000 ～ 250,000
給水装置工事主任技術者資
格尚良し

正社員
配達・水道工事作業員（取付作業
有）

㈲フクミコーポレーション 7 6053391 武蔵町 武蔵町 1 運輸・運送 月給 145,100 フォークリフト免許等尚良し 正社員 貨物配送員

朝日警備保障㈱ 8 22238191 大分市 武蔵町 1 警備 月給 180,000 ～ 280,000 正社員 総合職(国東営業所)＜急募＞

型研精工㈱大分工場 8 6316591 武蔵町 武蔵町 1 製造 月給 154,000 ～ 330,000 正社員 電気設計技術者

型研精工㈱大分工場 8 6318091 武蔵町 武蔵町 1 製造 月給 154,000 ～ 330,000 正社員 設計技術者（３DCADオペレーター）

型研精工㈱大分工場 8 6319391 武蔵町 武蔵町 1 製造 月給 154,000 ～ 330,000 正社員 営業

型研精工㈱大分工場 8 6320791 武蔵町 武蔵町 1 製造 月給 154,000 ～ 330,000 正社員 機械設計技術者

型研精工㈱大分工場 8 6323591 武蔵町 武蔵町 1 製造 月給 154,900 ～ 215,900 正社員 機械加工職

型研精工㈱大分工場 8 6321891 武蔵町 武蔵町 1 製造 月給 154,900 ～ 215,900 正社員 機械加工職

佐藤建設㈱ 8 6177491 武蔵町 武蔵町 2 建設・土木 月給 240,000 ～ 390,000 土木施工管理技士2級以上 正社員 土木施工管理技術者

佐藤建設㈱ 8 6178791 武蔵町 武蔵町 5 建設・土木 月給 196,350 ～ 300,300 正社員 土木作業員

ムサシ工業㈱ 8 6539791 武蔵町 武蔵町 4 製造 月給 153,450 ～ 204,600 正社員 金属工作機械工

ムサシ工業㈱ 8 6541191 武蔵町 武蔵町 2 製造 月給 129,921 ～ 170,500 その他 工作機械オペレーター

ムサシ工業㈱ 8 6542091 武蔵町 武蔵町 1 製造 月給 153,450 ～ 204,600 正社員 機械装置の設計
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ムサシ工業㈱ 8 6545991 武蔵町 武蔵町 1 製造 月給 153,450 ～ 204,600 正社員 出荷・配送員

ムサシ工業㈱ 8 6546491 武蔵町 武蔵町 1 製造 月給 153,450 ～ 204,600 正社員 機械装置組立

ムサシ石油㈲ 8 6425891 武蔵町 武蔵町 1 販売・小売業 月給 139,000 正社員 ガソリンスタンド販売員

ムサシ石油㈲ 8 6426291 武蔵町 武蔵町 2 販売・小売業 時給 800 危険物取扱（乙4） パート ガソリンスタンドスタッフ

㈱ＫＹＯＷＡ 8 23396091 大分市 武蔵町 2 製造 月給 150,000 ～ 250,000 小型船舶操縦士等優遇 正社員 マリーナ業務一般作業

㈱コメリ 8 8104491 新潟市 武蔵町 2 販売・小売業 月給 178,000 ～ 230,000 正社員 販売・店舗運営職

㈱コメリ 8 8287191 新潟市 武蔵町 2 販売・小売業 月給 189,000 ～ 241,000 正社員 店舗運営職・幹部候補

㈱ダイプロ別杵国東販売 8 6399291 別府市 武蔵町 2 販売・小売業 月給 145,600 ～ 193,300 正社員 営業員

ALSOK福岡㈱ 6 45820991 福岡市 安岐町 3 警備 月給 148,500 ～ 161,600 正社員 施設警備

ALSOK福岡㈱ 6 45824291 福岡市 安岐町 3 警備 月給 144,000 その他 警備員

寿本舗 6 5036791 安岐町 安岐町 1 飲食・調理 時給 765 パート 調理補助（盛り付け）

社会福祉法人　安岐の郷 6 4748291 安岐町 安岐町 2 介護・福祉 月給 152,000 ～ 172,000 介護福祉士あれば尚良し 正社員 介護職

社会福祉法人　安岐の郷 6 4749591 安岐町 安岐町 1 介護・福祉 月給 143,580 ～ 166,800 介護福祉士あれば尚良し その他 介護職

社会福祉法人　安岐の郷 6 4751691 安岐町 安岐町 1 介護・福祉 月給 180,000 ～ 215,000 正・准看護師 正社員 正看護師・准看護師

社会福祉法人　安岐の郷 6 4753491 安岐町 安岐町 1 介護・福祉 月給 174,800 ～ 202,000 正・准看護師 その他 正看護師・准看護師

社会福祉法人　安岐の郷 6 4756291 安岐町 安岐町 1 介護・福祉 時給 950 ～ 1,270 正・准看護師 パート 正看護師・准看護師

社会福祉法人　安岐の郷 6 4757591 安岐町 安岐町 1 介護・福祉 月給 140,000 ～ 160,000 調理師免許優遇 正社員 調理員

㈱インタフェース 6 4453391 安岐町 安岐町 2 製造 時給 800 パート 製品組立作業

㈱インタフェース 6 4454691 安岐町 安岐町 2 製造 時給 800 パート 製品検査

㈱インタフェース 6 4455991 安岐町 安岐町 2 製造 時給 800 パート 製品塗装作業

㈱インタフェース 6 4456491 安岐町 安岐町 2 製造 時給 800 パート ケーブル加工

㈱インタフェース 6 4457791 安岐町 安岐町 2 製造 時給 800 パート 荷物の受入

㈱大分空港メンテナンス 6 4482291 安岐町 安岐町 1 清掃・ビル管理 時給 780 ～ 810 パート
清掃（責任者候補・社会保険加入
あり）
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㈱大分空港メンテナンス 6 4483591 安岐町 安岐町 1 清掃・ビル管理 時給 780 パート 清掃スタッフ（社会保険加入）

㈱京製メック 6 5188591 安岐町 安岐町 1 製造 月給 201,610 ～ 252,200 正社員 部品発注業務

㈱京製メック 6 5189191 安岐町 安岐町 2 製造 月給 203,810 ～ 315,900 正社員 設計技術者（機械）

㈱京製メック 6 5190691 安岐町 安岐町 3 製造 月給 181,270 ～ 214,810 正社員 機械加工職

㈱京製メック 6 5191991 安岐町 安岐町 4 製造 月給 200,710 ～ 252,200 正社員 組立技術者

㈱全日警　大分支社 6 17652891 大分市 安岐町 2 警備 時給 950 ～ 1,200
空港保安警備検定1・2級優
遇

パート
大分空港内国際線航空保安検査
業務スタッフ

㈱全日警　大分支社 6 17655191 大分市 安岐町 2 警備 時給 950 ～ 1,200
空港保安警備検定1・2級優
遇

パート
大分空港内国際線航空保安検査
業務スタッフ

㈱全日警　大分支社 6 17643891 大分市 安岐町 1 警備 月給 147,687 ～ 173,750 施設警備検定1・2級優遇 その他 大分空港施設警備員

㈱全日警　大分支社 6 17644291 大分市 安岐町 1 警備 月給 151,000 ～ 175,000 正社員 大分空港保安検査員

㈱全日警　大分支社 6 17645591 大分市 安岐町 2 警備 月給 147,687 ～ 173,750
空港保安警備検定1・2級優
遇

その他 大分空港保安検査員

㈱テクノ・ジャパン 6 21193091 熊本市 安岐町 1 派遣 時給 900 パート スーパー内業務(レジ)

㈱ラフィット 6 5251191 諫早市 安岐町 1 派遣 月給 146,880 ～ 155,520 その他 倉庫内作業（急募）

㈱ラフィット 6 5252091 諫早市 安岐町 1 派遣 時給 850 ～ 900 パート 倉庫内作業（急募）

㈲菖蒲 6 5094491 安岐町 安岐町 1 清掃・ビル管理 月給 160,000 ～ 200,000 正社員 清掃作業員（急募）

アイフィールド㈲ 7 19899491 大分市 安岐町 2 派遣 月給 159,600 その他 機械の組立・加工・その他

アイリスソーコー㈱大分工場 7 6021491 安岐町 安岐町 1 製造 月給 151,200 その他 事務スタッフ

一般社団法人　ウェルネス
サーブ

7 5726091 別府市 安岐町 2 療術業 月給 147,000 ～ 337,000 正社員 ボディケアセラピスト（空港）

医療法人　健悠会 7 5992591 安岐町 安岐町 1 介護・福祉 月給 158,000 ～ 188,000 介護福祉士所持優遇 正社員 介護職員（しらさぎ）

医療法人　健悠会 7 5562791 安岐町 安岐町 1 介護・福祉 時給 1,000 正・准看護師 パート 看護師（正・准）

医療法人　健悠会 7 5543691 安岐町 安岐町 1 介護・福祉 月給 148,000 ～ 185,000 正社員 介護職員（しらさぎ）

医療法人　健悠会 7 5544991 安岐町 安岐町 2 介護・福祉 月給 178,000 ～ 219,000 正・准看護師 正社員 看護職員（しらさぎ）

大分キャノン㈱ 7 5886291 安岐町 安岐町 2 製造 月給 167,400 ～ 262,000 正社員 事務職

大分キャノン㈱ 7 5887591 安岐町 安岐町 25 製造 月給 167,400 ～ 262,000 正社員 技術職
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大分航空ターミナル㈱ 7 5382391 安岐町 安岐町 2 運輸・運送 月給 147,000 ～ 151,400 その他 売店接客係

九州惣菜㈱ 7 3609291 北九州市 安岐町 1 飲食・調理 月給 170,000 正社員
寿司・弁当・揚物・惣菜等の調理及
び陳列

九州惣菜㈱ 7 3611391 北九州市 安岐町 3 飲食・調理 時給 780 ～ 850 パート
寿司・弁当・揚物・惣菜等の調理及
び陳列

テクノ化成工業㈱ 7 5324091 安岐町 安岐町 3 製造 月給 145,530 正社員 プラスチック成形・組立工

ニュージャパンマリン九州㈱ 7 5662091 安岐町 安岐町 1 製造 月給 172,000 正社員 FRP成型・組立加工

松原ファーム 7 5611091 安岐町 安岐町 2 農業・農協 時給 850 ～ 930 大型特殊免許所持者優遇 パート 農作業スタッフ

ユーレストジャパン㈱ 7 91110791 東京都 安岐町 2 飲食・調理 時給 825 パート 調理補助

㈱ＮＩＫＫＯ 7 20951991 大分市 安岐町 1 警備 時給 850 パート 電話交換手(夜勤・国東市民病院)

㈱エスケイサービス 7 21268191 大分市 安岐町 2 清掃・ビル管理 時給 800 パート 軽作業（㈱インタフェース）

㈱エスケイサービス 7 20123591 大分市 安岐町 2 清掃・ビル管理 時給 765 パート 軽作業（㈱インタフェース）

㈱大分空港メンテナンス 7 5248491 安岐町 安岐町 2 清掃・ビル管理 時給 780 パート 清掃スタッフ

㈱小畑組 7 21050091 由布市 安岐町 3 建設・土木 月給 267,000 ～ 322,000 4ｔトラック、玉掛等 正社員
土木作業員(夜間作業員・大分空
港)

㈱京製メック 7 5982891 安岐町 安岐町 1 製造 月給 205,810 ～ 251,400 正社員 総務業務全般

㈱京製メック 7 5498691 安岐町 安岐町 4 製造 月給 200,710 ～ 252,200 正社員 電気配線技術者

㈱コイシ 7 20294191 大分市 安岐町 3 建設・土木 月給 205,127 ～ 500,000 正社員 土木施工測量・土木施工管理

㈱コイシ 7 20297691 大分市 安岐町 1 建設・土木 月給 200,121 ～ 400,000 正社員 ＣＡＤ技術者

㈱コイシ 7 20298991 大分市 安岐町 1 建設・土木 月給 205,127 ～ 500,000 正社員 ドローン操縦・土木施工測量

㈱コープサービスおおいた 7 20387491 大分市 安岐町 1 運輸・運送 時給 1,000 パート
販売・接客・商品管理（大分空港
内）

㈱すし処　宙 7 5261391 安岐町 安岐町 2 飲食・調理 月給 120,000 ～ 150,000 正社員 すし調理見習い

㈱すし処　宙 7 5262691 安岐町 安岐町 2 飲食・調理 時給 850 ～ 950 パート 接客係

㈱西日本綜合メンテナンス 7 19024691 大分市 安岐町 1 清掃・ビル管理 時給 765 パート 清掃員（大分キヤノン）

㈱洛友商事 7 8827391 下関市 安岐町 1 運輸・運送 月給 150,000 大型自動車等 正社員 １０ｔ車運転手（大分～福岡）

㈲菖蒲 7 5394791 安岐町 安岐町 1 清掃・ビル管理 時給 770 パート
清掃員（市民病院・市役所関連）急
募



種別
会社業態 資格等 雇用形態 職種

金額
給与

会社名 求人月 求人番号 会社所在地 就業場所 求人数

㈲両子河原座 7 5608791 安岐町 安岐町 2 飲食・調理 時給 765 パート 調理・接客

医療法人　朝倉内科医院 8 6364291 安岐町 安岐町 1 医療・病院 月給 180,000 ～ 260,000 正・准看護士 正社員 正・准看護師

杵築国東合同タクシー㈱ 8 6403091 杵築市 安岐町 1 運輸・運送 月給 140,000 ～ 220,000 大型２種等 正社員 タクシー運転手（杵築・国東）

宝工業㈱大分工場 8 6227291 安岐町 安岐町 2 製造 月給 161,000 ～ 169,000 正社員 機械加工作業員

宝工業㈱大分工場 8 6228591 安岐町 安岐町 2 製造 時給 860 ～ 1,000 パート 現場作業補助要員

宝工業㈱大分工場 8 6229191 安岐町 安岐町 2 製造 時給 800 ～ 1,000 パート 軽作業要員

松原ファーム 8 6555791 安岐町 安岐町 1 農業・農協 月給 170,000 ～ 210,000 大型特殊免許所持者優遇 正社員 農作業スタッフ

㈱別所商事 8 6528691 安岐町 安岐町 1 建設・土木 月給 308,000 ～ 453,000 土木施工管理技士（１・２級） 正社員 土木施工管理技士

㈱Ｒｕｂｙ開発 7 92362391 東京都 姫島村 3 ソフトウェアー業 月給 240,000 ～ 450,000 正社員
Line・Ｗｅｂアプリケーション設計開
発


