NO

1

2

3

職

種

雇用形態

就業時間

賃金（税込）

休日

嘱託社員

1）09:00～17:30

弁当の配達（みずほ海田配送センター）

月給：170,000円

シフト制(月６～８日程度休み）

フルタイム

1）09:00～17:30

時給：850円～

シフト制(月６～８日程度休み）

パート

1）09:00～15:00

時給：835円

土・日・祝他に月～金の内2～3日
夏休み・冬休み・春休み

パート

1）9:00～14:30

時給：820円

土・日・祝
会社カレンダーによる

弁当の配達（みずほ海田配送センター）

調理（昭和北小学校給食）

内容
弁当のルート配達を行っていただきます。
※配達エリアは広島市内です。
※軽自動車の冷凍車（ＡＴ可）を使用します。

弁当のルート配達を行っていただきます。
※配達エリアは広島市内です。
※軽自動車の冷凍車（ＡＴ可）を使用します。

・小学校の給食調理補助、準備、片付けの業務
・食材（野菜・肉など）のカット及び調理（煮炊き等）を行います。
・厨房等の片付けや清掃などを行います。

場所

広島県安芸郡海田町

広島県安芸郡海田町

広島県呉市焼山

※10名程の体制で本業務を行います。
・社員食堂での調理、盛付、片付け作業を行って頂きます。

4

※週4日の勤務です。

調理（神田造船若葉工場）

パート
5

ホール係（日新製鋼若葉クラブ）

時給：820円

パート
6

ホール係（日新製鋼若葉クラブ）
時給：820円（～18時）
時給：920円（18時以降）

7

8

9

レストランでのホール係
・盛付けを行います。
・注文を受けた料理を運びます。
・食事の終わった食器の片付け、洗浄等を行います。
①シフト表により週2日
・清掃等を行います。
②シフト表により週3日～4日
③シフト表により週1日～5日いずれか ※60歳以上の方も歓迎します。

広島県呉市若葉町

レストランでのホール係
・盛付けを行います。
・注文を受けた料理を運びます。
・食事の終わった食器の片付け、洗浄等を行います。
シフト表により週1日～5日の休み ・清掃等を行います。
※60歳以上の方も歓迎します。

広島県呉市若葉町

1）9:00～15:00

1）16:00～21:00

パート

1）09:00～15:00

時給：820円

日・祝及び火～土曜日の
間で2～3日

パート

1）6:00～7:00

時給：1,500円

土・日・祝

パート

1）09:00～14:30

時給：820円

日・祝及び月～土の内1日

パート

1）10:00～14:00
2）15:00～18:00

調理（明徳幼稚園）

お茶の配達（三菱日立）

調理・販売・その他（ケゴヤドック）

11 栄養士・管理栄養士（角医院内）

弁当配達のお客様初回打合
せ訪問及び雑用（みずほ）

14 管理栄養士（みずほ）

・食堂から三菱日立パワーシステムズ㈱構内の各所へお茶の配達をしていただき
ます。
・軽自動車（ＡＴ）での配達になります。

広島県呉市海岸

広島県呉市宝町

※6月上旬から9月下旬までの期間です。
食堂内で、200人分の調理（定食、麺類、ご飯物、汁物等）、販売、食器洗浄
（手洗いにて）、後片付け等。

広島県呉市警固屋

・老人介護施設入所者、入院患者への食事の調理業務全般

広島県呉市音戸町

時給：820円

シフト制(月８日程度休み）

嘱託社員

1）08:30～17:30

月給：160,000円
管理栄養士は別途20,000円の
手当支給

シフト制(月６～８日程度休み）

フルタイム

1）08:30～17:30

栄養士時給：850円
管理栄養士時給：880円

シフト制(月８日程度休み）

フルタイム

1）09:00～17:30

時給：850円～

土・日・祝日
盆休み・正月休み

正社員

1）08:30～17:30

月給：165,700円
～195,300円
管理栄養士手当別途20,000円支給

日・祝・他月2日

12 栄養士・管理栄養士（角医院内）

13

・幼稚園における給食業務全般を行っていただきます。
・月～土曜日の間で、週3～4日の勤務(月曜日は固定、火～土曜日はシフト制)
となります。

※60歳以上の方も歓迎します。

10 調理（角医院内）

広島県呉市若葉町

・老人介護施設入所者、入院患者への献立作成（パソコン使用）等
栄養士・管理栄養士業務全般
・書類作成業務（発注関係等）
・電話応対等

・老人介護施設入所者、入院患者への献立作成（パソコン使用）等
栄養士・管理栄養士業務全般
・書類作成業務（発注関係等）
・電話応対
・現場作業もあります。
・新規受付が完了した、個人向け宅配弁当のお客様宅を訪問し、配達先や配達
方法、お支払方法を確認、ご説明していただきます。
・訪問先が無い日には、工場内外の清掃や会社車両のメンテナンスのためにディー
ラーへ持って行っていただく作業をしていただきます。

・献立作成。
・発注業務。
・その他の書類作成。
・盛付
・電話応対。
・栄養相談

広島県呉市音戸町

広島県呉市音戸町

広島県呉市郷原町

広島県呉市郷原町

NO

職

種

雇用形態

就業時間

賃金（税込）

休日

パート

1）09:00～15:00

15 管理栄養士（みずほ）
時給：880円

土・日・祝

パート

1）07:00～10:30

時給：950円

土・日・祝日
夏休み・冬休み・春休み

パート

1）13:30～17:30

時給：900円

シフト制(月8～10日程度休み）

16 米飯の計量・仕分け（みずほ）

17 洗浄（みずほ）

19

弁当の配達、弁当箱の洗浄
（みずほ）

ライン盛付時給：900円（6時～8時）
時給：850円（8時～１1時）
個別対応盛付時給：1,100円（6時～8時）
時給：900円（8時～１1時）

フルタイム

1）06:00～11:00

20 弁当の配達（みずほ）

1）08:30～17:30

1）08:30～12:00
2）12:30～17:30

時給：850円～900円

シフト制(月６～８日程度休み）

嘱託社員

1）08:30～17:30

月給：170,000円

シフト制(月６～８日程度休み）

フルタイム

1）08:30～17:00

時給：850円～

シフト制(月６～８日程度休み）

パート

1）08:00～16:00

時給：1,000円

月曜日

パート

1）05:00～08:00

21 弁当の配達（みずほ）

22 弁当の配達（みずほ）

24

25

26

27

調理補助・盛付・ホール作業
（レストラン城山）

簡単な調理・盛り付け等
（レストラン城山）

簡単な調理・盛り付け等
（レストラン城山）

簡単な調理・盛り付け等
（レストラン城山）

簡単な調理・盛り付け等
（レストラン城山）

・呉市内の小学校給食のご飯の計量、仕分け作業
・工場内で炊飯され、ラインから出てきたご飯を計量しながら食缶に入れ、各学校
及びルートごとに仕分けをする作業となります。
※(ご飯・食缶を合わせても最大で10ｋｇ未満です。)

場所

広島県呉市郷原町

広島県呉市郷原町

弁当箱の洗浄作業
コンベアを流れてくる弁当箱を拾い上げて、洗浄の機械へかけて頂きます。

広島県呉市郷原町

※60歳以上の方も歓迎します。
・弁当の盛付作業
立ち仕事で流れ作業となります。
1日約2,000食

広島県呉市郷原町

シフト制(月６～８日程度休み） ※60歳以上の方も歓迎します。

時給：850円（8時半～12時）
シフト制(月６～８日程度休み）
時給：900円（13時半～17時半）

パート

23

・呉市内の事業所における献立作成をパソコンを使用して行います。
・書類作成業務(食材の発注関係等)を行います。
・電話応対等を行います。

※立ち仕事での作業です

パート
18 盛付（みずほ）

内容

（午前）
・高齢の方向けの弁当を、各ルートに分かれて一軒ずつ配達して頂きます。
※自動車の冷凍車（ＡＴ可）を使用します。
（午後）
・回収が終わった弁当箱を、洗浄する機械のコンベアにのせ、洗い終わった弁当箱をまとめて乾燥庫へ入れる
作業をして頂きます。
※60歳以上の方も歓迎します。

弁当のルート配達を行っていただきます。
※配達エリアは呉市内です。
※軽自動車の冷凍車（ＡＴ可）を使用します。

個人宅への弁当のルート配達を行っていただきます。
※配達エリアは呉市内・広島方面です。
※軽自動車の冷凍車（ＡＴ可）を使用します。

弁当のルート配達を行っていただきます。
※配達エリアは呉市内です。
※軽自動車の冷凍車（ＡＴ可）を使用します。

広島県呉市郷原町

広島県呉市郷原町

広島県呉市郷原町

広島県呉市郷原町

・調理師の指示による調理のサポート業務全般
・盛り付け、厨房、ホールの片付け、食器洗浄を行って頂きます。

広島県呉市郷原町

・簡単な調理、盛付作業
・厨房、ホールの片付け、食器洗浄を行って頂きます。
※60歳以上の方も歓迎します。

時給：920円

月間予定表により週1日～6日

パート

1）09:00～14:00
2）11:00～16:00
のローテーション勤務

時給：820円

月曜他、火～日で1日休み

パート

1）09:00～14:00
2）11:00～16:00
のローテーション勤務

時給：820円

金・土・日・祝日のみの勤務

パート

1）17:00～20:00

時給：820円（17時～18時）
時給：920円（18時以降）

月間予定表により週1日～6日

パート

1）09:30～13:30

時給：820円

土・日・祝日
夏休み・冬休み・春休み

・簡単な調理、調理師の補助、盛付作業
・厨房、ホールの片付け、食器洗浄を行って頂きます。
※60歳以上の方も歓迎します。

広島県呉市郷原町

・簡単な調理、調理師の補助、盛付作業
・厨房、ホールの片付け、食器洗浄を行って頂きます。
※60歳以上の方も歓迎します。

広島県呉市郷原町

・簡単な調理、盛付作業
・厨房、ホールの片付け、食器洗浄を行って頂きます。
※60歳以上の方も歓迎します。

28 調理（武田中・高等学校内）

広島県呉市郷原町

広島県呉市郷原町

・食堂での調理補助及び盛付並びに食器の洗浄及び片付けを行います。
・その他清掃等の業務もあります。
広島県東広島市黒瀬町

NO

職

種

雇用形態

就業時間

賃金（税込）

休日

パート

1）05:30～08:00

29 調理（武田中・高等学校内）
時給：1,020円

週2日～5日で相談可

パート

1）9:00～15:00

時給：835円

土・日・祝日
夏休み・冬休み・春休み

フルタイム

1）5:00～20:00
うち、8時半から15時まで休憩
その他に30分の計7時間休憩

時給：820円（15時～18時）
時給：920円（5時～8時半）
時給：920円（18時～20時）

日曜日他1日 完全週休2日
GW、盆、正月休み

フルタイム

1）05:00～08:30
2）15:00～20:00

時給：820円（15時～18時）
時給：920円（5時～8時半）
時給：920円（18時～20時）

日曜日他1日 完全週休2日
GW、盆、正月休み

パート

1）05:00～08:30

内容
・寮生の朝食の調理補助及び盛付（約80食）、並びに食器の洗浄及び
片付けを行います。
・その他清掃等の業務もあります。

32 調理員（三菱日立新開寮）

広島県東広島市黒瀬町

※60歳以上の方も歓迎します。
・小学校の給食調理に関わる調理補助、準備、片付け、食材のカット及び調理
・厨房等の片付け、清掃等を行っていただきます。

30 調理（阿賀小学校）

31 調理員（三菱日立新開寮）

場所

広島県呉市阿賀

・社員寮内で朝食、夕食の調理及び片付け作業を行っていただきます。
※60歳以上の方も歓迎します。

広島県呉市広

・社員寮内で朝食、夕食の調理及び片付け作業を行っていただきます。
※60歳以上の方も歓迎します。

広島県呉市広

・社員食堂での調理・盛付・片付・清掃を行って頂きます。
※約250食分を8人で調理します。
※60歳以上の方も歓迎します。

33 調理・盛付（中国工業）
時給：900円（5時～8時）
時給：820円（8時以降）

土・日・祝

パート

1）17:00～21:00

34 調理（日新製鋼白岳寮）
時給：840円（17時～19時）
時給：940円（19時～21時）

・寮内で、夕食のご飯物、汁物、惣菜の調理および片付け業務を行って
いただきます。
※60歳以上の方も歓迎します。

ローテーションにより週3～4日程度

広島県呉市広

広島県呉市広

