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識別番号
募集
人数

就労地区 雇用形態 職種区分 必要スキル、その他

人0005 1 東部 常用 月給 20～40万円 機械技術者
金型設計技術者：・高卒以上・３Ｄ／２Ｄ　ＣＡＤデザイン職経験があること（ＣＡＤソフト不問）・プレス金型デザイン
経験が最も望ましい。

人0006 1 東部 常用 月給 16～30万円 機械技術者
機構設計：機械系等、理系大学（理系学部・学科）卒、3D CAD経験者、資格不問・製品開発に係る経験があればなお良し
（樹脂系）

人0007 1 東部 常用 月給 16～30万円 情報処理技術者 ｿﾌﾄｳｪｱ開発：情報系等、理系大学（理系学部・学科）卒、資格不問・製品開発に係る経験があればなお良し

人0018 1 西部 常用 月給 18.9～23.1万円 機械技術者
総合技術者（開発・生産／機械）：機械工学系専攻の高専または大学卒、３Ｄ／２Ｄ　CAD操作可能、ウインドウズ＆Ｏｆｆ
ｉｃｅ＆パワーポイント、インターネット＆メール操作可能

人0020 1 西部 常用 月給 16.6～27万円 その他 3次元CAD/CAM：同時3軸以上の機械加工機の経験のある者、３DCAD/CAMの経験者（siemensNX,NXでなくても可）

人0021 1 西部 常用 月給 16.6～27万円 その他 大型ＮＣ機：大型ＮＣ加工機のオペレターを多年経験者され加工技術の指導が出来る方

人0022 1 西部 常用 月給 16.6～27万円 その他
鋳造品溶接：鋳鋼品等溶接の多年経験者で溶接技術の指導が出来る者、JWES溶接管理技術者歓迎、JIS溶接免許取得者（アー
ク・CO2・Tig等）

人0025 1 西部 常用 月給 30～45万円 機械技術者 機械技術者：3次元ＣＡＤで機械部品の設計経験者（5年以上経験者希望）

人0026 1 西部 常用 月給 30～45万円 電子技術者 回路設計：電子回路設計の設計経験者（5年以上経験者希望）

人0027 1 西部 常用 月給 30～45万円 情報処理技術者 ソフト設計：組み込み制御プログラム設計の設計経験者（5年以上経験者希望）

人0033 1 西部 常用 日給月給 18～35万円 情報処理技術者 システムエンジニア／システム運用：通信系・放送系の業務経験者優遇

人0044 2 東部 常用 月給 15～45万円 その他 マシニングセンタ－、汎用加工機による加工作業経験者及び指導できる方、海外工場への出張、勤務が可能な方

人0047 1 東部 常用 月給 20～26万円 情報処理技術者 四年制大学、情報処理専門学校、又は工業高等専門学校を卒業した者、情報システムのエンジニアとして実務経験５年以上

人0058 1 西部 常用 月給 20～30万円 機械技術者 情報機器、通信機器の企画・設計：実務経験３年以上

人0059 1 西部 常用 月給 20～30万円 情報処理技術者 ﾈｯﾄﾜ-ｸ、ｾｷｭﾘﾃｨ、ｸﾗｳﾄﾞ等のｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱ：実務経験３年以上

人0080 1 東部 常用 月給 17～25万円 その他
営業コーディネーター：専門学校または大卒以上が望ましい、エクセル、ワードが使えること、英語読み書きできれば尚望
ましい

人0096 2 西部 常用 月給 30～50万円 その他 射出・ブロー成形業務：射出成形、ブロー成形の作業者及び指導管理者、射出成形・ブロー成形金型／ギアの設計・作製者

人0099 1 中部 常用 月給 14.3～16.5万円 機械技術者 自動化設備の機構設計：機械設計の基礎知識が有れば十分　（但し、経験者優遇）

人0100 1 中部 常用 月給 14.3～16.5万円 電気技術者 自動化設備の制御設計：電気（制御）の基礎知識が有れば十分　（但し、経験者優遇）

人0108 1 中部 常用 月給 13～18万円 その他 NC自動旋盤等の工作機ｵﾍﾟﾚ-ﾀ-：NC及びｶﾑ式自動旋盤、研磨・転造、M/Cの実務経験／２年以上、管理経験者は優遇

人0116 2 東部 常用 月給 15～18万円 生産管理技術者
製造工程責任者候補：高卒以上、製造工程の実務経験　３年以上、はんだ付け経験、ＰＣ基本操作（エクセルを使った表計
算、グラフ作成）

人0117 2 西部 常用 月給 18～20万円 機械技術工
・主に自動車用精密部品の切削加工
・製造業務経験者優遇
・高卒以上

人0119 1 東部 常用 月給 17.1～19.3万円 機械技術者
CADによる保持工具の設計・製図、顧客との仕様打合せ、試作品・既存品の性能確認、評価試験など：工学系大学・高専卒
者、コミュニケーション力、パソコン（ワード、エクセル）の使用

人0120 1 東部 常用 月給 17.1～19.3万円 生産管理技術者 生産技術：工学系大学・高専卒者、コミュニケーション力、パソコン（ワード、エクセル）の使用

人0128 1 東部 常用 月給 16.5～21万円 その他
自動車塗装工：高卒以上、自動車塗装実務経験１０年以上（必須）、有機溶剤作業主任者、危険物乙４類、乾燥設備作業主
任者であれば尚よし

人0129 2 西部 常用 月給 30～50万円 その他 ブロ－成形機オペレ－タ－：経験者

人0130 2 西部 常用 月給 30～50万円 その他 射出成形機オペレ－タ－：経験者

人0134 1 東部 常用 月給 14.7～16.5万円 生産管理技術者 工業用ミシン保全：特になし

人0139 2 西部 常用 月給 13.8万円 生産管理技術者
設備保守・メンテ（交替勤務あり）：経験者は２５～３５才ぐらい（NC経験者でプログラムが読めればなお良い）、未経験
者は２０～３０才ぐらい（未経験者でも機械いじりが好きならOK）

人0140 1 西部 常用 月給 21.15～34.5万円 機械技術者 高卒以上、機械設計実務経験、機械設備設計に関する資格（※資格については相談可）

人0146 2 西部 常用 月給 13.8万円 生産管理技術者
生産設備の設計・製作：経験者は２５～３５才ぐらい。未経験者２０～３０才ぐらい（未経験でもやる気があり機械いじり
が好きならOK）。

人0154 4 西部 契約社員 時間給 1,000円 その他 NC旋盤作業者：NC旋盤経験者

人0164 1 西部 常用 月給 25～30万円 生産管理技術者
製品開発・仕入開発・品質管理・工程設計・生産計画など生産現場の企画・運営に関する業務経験、電気・機械に関する各
資格をお持ちの方・ISO22000運営経験者も歓迎
工程設計、生産管理、など生産現場の企画運営）

人0168 1 西部 常用 月給 16.4～25万円 電気技術者 キュ－ビクル受配電盤、高低圧配電盤、制御盤、計装盤の設計経験者、保有スキルにより４０歳台も検討可

人0170 2 西部 常用 月給 17～32万円 機械技術者
製品開発：工業系の高校、高専、大学、専門学校卒、商品開発する熱意のある人、機械図面が書ける人、ＣＡＤ（２Ｄ～）
のできる人

人0172 2 西部 常用 月給 19～32万円 その他 営業（主に海外出張）：高卒以上、営業経験のある方（海外出張の経験者優遇）、英語会話力（日常会話程度）

人0173 1 西部 常用 月給 16.5～21万円 その他
電気工事：電気工事士２種有れば尚良し、第一級陸上特殊無線技士有れば尚良し、高所作業車免許有れば尚良し、AI3種有れ
ば尚良し

人0174 2 西部 常用 月給 17.5万円 その他 技術・製作：TV番組制作・ディレクター・テレビカメラマン・編集・CG制作／業界経験3年以上

人0175 2 西部他 常用 月給 18～40万円 情報処理技術者 オープン系システム開発経験者（JAVA、Ｒｕｂｙ、Ｃ系、．ＮＥＴ系、PHP 等）

人0176 2 西部他
６か月（更新の可能

性有り）
日給月給 18～40万円 情報処理技術者 オープン系システム開発経験者（JAVA、Ｒｕｂｙ、Ｃ系、．ＮＥＴ系、PHP 等）

鳥取県技術人材バンク求人情報

賃金等
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鳥取県技術人材バンク求人情報

賃金等

人0181 2 中部 常用 月給 31.35～36.35万円 生産管理技術者 冷間鍛造、切削加工の技術開発・改善業務のマネ－ジメント：機械加工経験者歓迎

人0183 1 東部 常用 月給 15～22万円 その他 基板実装オペレーター：実装設備操作経験者

人0184 1 東部
契約（更新の可能性

有り）
月給 １８万円 その他

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸｼｮﾝﾏｯﾋﾟﾝｸﾞ映像制作：・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸｼｮﾝﾏｯﾋﾟﾝｸのｿﾌﾄ（ｱﾌﾀ-ｴﾌｪｸﾄ等）が使える方、ﾌｫﾄｼｮｯﾌﾟ、ｲﾗｽﾄﾚ-ﾀ-が使える方、経験
者優遇

人0185 1 西部 常用 月給 15～20万円 生産管理技術者 水産物の品質管理（検査・衛生管理）：高卒以上、品質管理経験者、資格・学歴不問

人0186 3 東部 常用 月給 16～45万円 電気技術者 ｼ-ｹﾝｻ-制御、ｿﾌﾄ制御に係る業務経験者、装置設計経験者、工業高校卒業程度　　※経験者は学歴不問

人0187 3 東部 常用 月給 16～45万円 機械技術者 メカ設計に係る業務経験者、装置設計経験者、工業高校卒業程度　※経験者は学歴不問

人0188 3 東部 常用 月給 20～40万円 その他 技術営業：自動機,、専用機の専門技術者、中国語(北京語)出来る方　尚良、工業高校卒業程度、　※経験者は学歴不問

人0189 3 東部 常用 月給 15～45万円 その他 マシニングセンター・汎用加工機械による加工作業経験者、高卒以上

人0190 3 東部 常用 月給 15～20万円 その他 メカ組立・電気配線作業（見習い）：トライヤル雇用併用求人、経験・資格不問、高卒以上

人0191 3 東部 常用 月給 15～20万円 その他 マシニングセンター・汎用加工機械による作業（見習い）：経験・資格不問、高卒以上

人0202 1 西部 常用 日給月給 13～25万円 電気技術者
電気工事に係る設計・管理：1級電気工事施工管理技士、第1種電気工事士、公共工事等で現場代理人もしくは主任技術者経
験の有る方、大歓迎です。

人0205 1 西部 常用 日給月給 15～25万円 電気技術者
配電盤、制御盤、分電盤、高圧受配電設備の設計業務：ＣＡＤ（２Ｄ以上）による設計の実務経験、制御設計、ｼｰｹﾝｻｿﾌﾄ設
計が出来る方／経験者優遇

人0206 1 西部 常用 日給月給 15～25万円 機械技術者 配電盤、制御盤、分電盤、高圧受配電設備の検査業務：経験者優遇

人0215 1 中部 常用 月給 25～35万円 機械設計技術者 コネクタ設備及び電気機器組立設備の機械設計実務経験　5年以上、3D　CAD（Solidworks,ProE)が使用できる事

人0217 1 西部 常用 日給月給 18～20万円 情報処理技術者 受付集計・発注・顧客管理（インターネット注文の受付業務）：エクセル使用業務の実務経験がある方（熟練者）

人0218 5 東部 常用 月給/年棒 20～40万円 電子技術者
システムLSI設計・FPGA搭載システム開発・組込システム開発（ARMマイコン）・電気回路設計・Android/Windowsソフトウェ
ア開発：新卒及び経験者の両方を募集

人0219 1 東部
６か月（更新の可能

性有り）
日給月給 １７万円 その他

工事作業（太陽熱温水器、給湯器、太陽光発電、ｵ-ﾙ電化ｼｽﾃﾑの取付、住宅設備機器の施工）：経験・資格・学歴不問、水道
配管工事・電気工事・大工工事経験があれば尚可

人0220 1 東部
６か月（更新の可能

性有り）
日給月給 14～22万円 その他

営業職（太陽熱温水器、給湯器、太陽光発電、オール電化住宅の販売、取付け、ｱﾌﾀ-ﾒﾝﾃﾅﾝｽ及び住宅ﾘﾌｫ-ﾑ）：経験・資格・
学歴不問

人0221 1 東部 パ－ト 時間給 700～800円 その他
工事作業職（太陽熱温水器、給湯器、太陽光発電、オール電化システムの取付、住宅設備機器の施工）：経験・資格・学歴
不問、水道配管工事・電気工事・大工工事経験があれば尚可　☆土日・祝日勤務可能な方歓迎

人0222 1 東部 パ－ト 時間給 700～800円 その他
営業職（太陽熱温水器、給湯器、太陽光発電、オール電化住宅の販売、取付け、ｱﾌﾀ-ﾒﾝﾃﾅﾝｽ及び住宅ﾘﾌｫ-ﾑ）：経験・資格・
学歴不問　☆土日・祝日勤務可能な方歓迎

人0223 5 西部 常用 月給 17～35万円 情報処理技術者
Webｱﾌﾟﾘ・ｽﾏﾎ、ﾀﾌﾞﾚｯﾄ向けｱﾌﾟﾘ開発：Webｱﾌﾟﾘ、ｽﾏﾎ向けｱﾌﾟﾘ等の開発・運用経験、・PHP，Ruby、Perl，Java等の言語は不
問、ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄ指向ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ／Linux／Unix／RDBMSの基礎知識

人0226 1 西部 常用 月給 20～30万円 機械技術者 CADが使えて実績経験最低５年程度の経験者

人0227 1 西部 常用 月給 20～30万円 電気技術者 電気回路シーケンス制御実務経験５年程度の経験者

人0230 1 東部 常用 時間給 12～16.5万円 その他 製造事務＋資材＋軽作業：高卒以上

人0231 2 東部 常用 時間給 12～16.5万円 その他 ＳＭＴ実装オペレ－タ－（交代勤務）：高卒以上、ＳＭＴ実装経験者

人0233 3 東部 常用 時間給 12～16.5万円 その他 プリント基板外観検査＋はんだ付け作業：高卒以上、プリント基板の外観検査と、手はんだ付け作業の経験者

人0238 7 東部 常用 月給 ２３万円～ 電気技術者
コミュニケーション能力、折衝能力、三次元CAD機構設計、液晶・半導体後工程を理解、生産設備立上げが出来る、海外出張
可能（中国、台湾 他）

人0241 1 西部 常用 月給 21.15～34.5万円 その他 高卒以上、建築設備保守管理経験者、ビル設備管理に関する資格（※資格については相談可）

人0242 1 西部 常用 月給 21.15～34.5万円 電気技術者 高卒以上、電気設計実務経験、電気設備設計に関する資格（※資格については相談可）

人0250 1 東部 常用 日給月給 16～30万円 情報処理技術者 システム開発経験３年以上

人0252 3
鳥取、島根、岡
山、広島、東

京、大阪
常用 月給 別途相談 その他

個人営業（資産運用相談業務）、法人営業など：本部各部の専門職（市場業務、システム企画など）：金融機関（銀行、保
険、証券）経験者

人0253 1 東部 常用 月給 15～16万円 その他 駐車場機器、新聞調合機の保守点検、修理等

人0254 1 西部 常用 月給 14.5～18万円 その他
必要資格等特になし
ものづくりに興味があり、若くて元気な人材
一部で交替勤務あり　①6：00～14：45　②13：45～22：30

人0255 2 東部 常用 月給 ２３万円～ 生産管理技術者 品質保証エンジニア：・営業技術,品質保証 品質管理業務経験者　・海外出張,海外勤務可能者　・TOEIC 550点以上

人0256 2 東部 常用 月給 19～30万円 情報処理技術者
経験者優遇、Webデザイン、Webシステム開発、Webコーディング、アクセシビリティ実装、ASP.NET開発、プロジェクトマ
ネージャー、セキュリティ資格保有者

人0259 1 西部 常用 日給月給 20～24万円 生産管理技術者 自社工場機械の設計、改良、修理。施設全体の維持管理。

人0264 1 東部 常用 月給 19万円 情報処理技術者
情報システムの導入支援、設計、開発、運用管理等　システムエンジニアとしての実務経験３年以上　工業高等専門学校、
情報処理専門学校・又は四年制大学卒業

人0265 1 東部 常用 月給 19万円 情報処理技術者
ネットワークの設計、通信機器の導入、設定、サーバの構築、設定、運用管理等　システムエンジニアとしての実務経験３
年以上、工業高等専門学校、情報処理専門学校・又は四年制大学卒業

人0268 2 東部 常用 月給 20～30万円 機械技術者 大卒以上、ＣＡＤ設計経験（３Ｄ　ＣＡＤ経験者が望ましい）、パソコン操作（ワ－ド、エクセル）

人0270 1 東部 常用 月給 20万円 生産管理技術者 品質管業務の経験のある方（5年以上を希望）、ＴＯＥＩＣ５５０点以上、化学物質分析に関する知識のある方
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人0271 1 西部 常用 月給 18～35万円 電気技術者
高卒以上、電気関係の開発設計経験者（5年以上）　アナログ回路、ソフト(マイコン)をベースとした電力制御技術を用い
て、機器設計、試作品作製、設計検証を行う

人0272 1 西部 常用 月給 27.8～36.8万円 経営管理 支配人相当クラスの経験者（3年以上）

人0274 1 西部 常用 月給 22.4～27.4万円 その他 パソコンスキル、電話応対スキル、旅館、ホテルにおける予約受付経験者（3年以上）

人0277 1 西部 常用 月給 18～25.5万円 その他 工事書類・見積書・図面制作、安来～倉吉の既存取引先の営業：高卒以上、その他は不問

人0283 1 西部 常用 月給 14.7～27.3万円 射出成形金型の設計 射出成形金型の設計(3D CAD)／射出成形の成形技術を持ち、その技術を金型設計へ生かせる技能者を求める。

人0286 1 西部 常用 日給月給 17～18万円 その他 ・金属加工作業者（ＮＣ、ＭＣ）　・組立作業者

人0288 1 東部 パート 時給 750円 その他 メッキ処理作業

人0289 1 西部 パート 時給 800円 その他 ブラスト処理、検査業務、製品の受け入れ作業

人0290 1 西部 パート 時給 770～800円 その他 製品をメッキ治具に掛ける作業及び外す作業

人0291 1 西部 パート 時給 770～800円 その他 排水処理、製品の配送(２tﾄﾗｯｸ)業務、製品をメッキ治具に掛ける作業及び外す作業

人0306 2 中部 常用 月給 14.48～16.3万円 機械技術者
金型製作のNC機械「マシニング・ワイヤー放電加工機・形彫り放電加工機」のプログラマー。（CADデータよりNC機械用のプ
ログラムを作る）　　マシンオペレータ（プログラム～加工まで）

人0308 2 東部 常用 月給 16～25万円 その他
工作機械加工の経験がある加工技術者（NC工作機械：旋盤、フライス盤、ワイヤー加工機、研削機、各種測定器を使用して
検査)／重量は手で持てるものがほとんどで、女性も可

人0316 1 東部 常用 時間給 12～16.5万円 電気技術者
回路図、テスタ、オシロスコープ、シンクロスコープ等の機器を使った実装プリント基板の不具合解析、修理、リペア。・
高卒以上　・半田付け経験者　・回路図が理解できること

人0317 1 東部 常用 時間給 12～16.5万円 その他
・完成品の梱包。梱包作業に伴い、外観検査、付属品（取扱説明書など）の同梱及びチェック・管理作業が正確に遂行でき
る人材。品質に対する意識が高い人材。・高卒以上　・外観検査等の経験者歓迎　・女性歓迎

人0321 1 西部 常用 月給 30～４５万円 生産管理技術者 製造管理：生産工程管理・工程改善・国内、海外での指導・人材育成　など／※将来幹部候補の募集／要経験者

人0322 1 東部 常用 日給月給 17～23万円 生産管理技術者 生産管理と生産（金属加工）実務：組立て、機械加工の経験者、現場リ－ダ－以上経験者／優遇

人0323 2 東部 常用 月給 22～35万円 情報処理技術者 Ｃ言語、ＶＢＡ、ＢＡＳＩＣ等基本的な知識があればＯＫ。どれか一つでも使えればＯＫ。高卒以上、経験不問、年齢不問

人0327 1
東部、中部、西

部
常用 月給 18.1～32.5万円 情報処理技術者

ソフトウエア開発、アプリケーションソフトのカスタマイズ、ＩＴインフラ構築、Ｒｕｂｙでの開発業務　など。ソフト開
発業務経験者

人0328 1 西部 常用 月給 15.5～20.0万円 その他
生産業務（ロボット溶接ライン・静電塗装ライン・製品組立ライン・機械加工・生産管理・外注管理）、検査業務（工程内
検査・完成検査）または、生産技術業務、生産管理業務

人0330 3 東部 常用 日給月給 16～23万円 情報処理技術者
ウェブサイト／スマートフォン／ロボット用アプリケーションの開発／言語は、PHP、Java、Python、Objective-Cを中心：
情報系の学科・学部・コースを卒業している方、過去にプログラマーとして実務経験のある方

人0332 2 中部・島根 常用 月給 19～39万円 情報処理技術者
ＳＥ・プログラマ－：Web系/オープン系ぼアプリケーション開発経験、JAVA・Ruby・C#・VB・ASP・NETのいずれかの開発経
験

人0333 1 西部 常用 月給 15～20万円 生産管理技術者 品質管理技術者：コンクリート技士・主任技師の資格／資格のない方は、資格取得を目指していただきます。

人0335 1 東部 常用 月給 17～25万円 その他 税理士補助業務。会計、税務を理解し、クライアントの巡回監査、確定申告書作成業務を行って頂きます。

人0336 1 東部 契約 日給月給 15～20万円
機械技術者・電気技

術者
ＡｕｔｏＣＡＤを使用した設計作業：・配電盤等の組立・試験・設計のいずれかの経験／但し、ＡｕｔｏＣＡＤの使用経験
者　・学歴不問

人0337 1 東部 常用 月給 18～万円 その他
土木設計技術者：・農業農村整備事業に係る、調査、測量、設計、施工監理業務全般（一般土木でも可）の経験者　・農業
土木、土木系の大学を卒業していること

人0338 1 東部 常用 月給 20万円 営業技術
当社が保有する技術を用いた商品の企画、開発、製造の受注。大学卒、高専卒他。技術開発及び、法人営業の経験がある方
（５年以上を希望します）

人0340 1 東部 常用 日給月給 15～20万円 その他 ・（店長）（バイヤー）（チーフ）

人0341 2 東部 常用 日給月給 20～45万円 その他 土木施工管理技士

人0342 1 東部 常用 月給 20～70万円 その他 土木設計技術者：学歴：高卒以上、経験：経験者（３年以上）、資格：技術士、RCCM優遇

人0346 1 東部 常用 月給 14～30万円 その他 主に公共工事による技術担当（測量・検査書類の作成・役所との調整・現場管理等）

人0347 1 東部 常用 年俸 350.4～696万円 その他 １．技術部において土木設計、橋梁設計の業務を担当します。２．営業部において公共事業の営業活動を行います。

人0348 1 西部 常用 日給月給 15.7万円 その他 介護員　介護福祉士国家資格が有れば望ましい

人0349 2 西部 常用 月給 18.4～47万円 その他
実務経験者で業務に必要な資格をお持ちの方、もしくは入社後、資格取得意欲のある方。（４０歳以上では技術士またはＲ
ＣＣＭは必須）

人0352 2 東部 常用 月給 16～35万円 その他 普通自動車運転免許（ＡＴ限定不可）。　建築士または建築施工管理技士のどちらか必須。

人0354 2 東部 常用 月給 17.2～25万円 情報処理技術者 組込制御系ソフト及びWindowsアプリケーションの設計・開発・テスト・保守

人0355 1 東部 常用 月給 16～30万円 電気技術者 高周波回路設計技術者：車載用受信機、ドライブレコーダー等の各種電気機械器具の開発、設計をしていただきます。

人0356 3 東部 常用 月給 13.5～15.5万円 その他
組立・検査：車載機器をはじめとする各種電気機器の製造／半田付け、ビス締め、検査、梱包の業務／作業内容として、女
性応募希望

人0361 1 西部 常用 月給 18～40万円
その他（建築設計技

術者）
CADによる意匠、構造、設備に関する建築設計。見積内訳書作成、提案書の作成。

人0362 2 西部 常用 年俸 204～372万円
その他（介護総合

職）
介護福祉士、自動車運転免許。

人0369 1 東部 常用 日給月給 18.1～18.1万円
機械技術者・電気技

術者
・機械設備の保全・修理（メッキ機械等）　・大学卒以上（機械・電子・電気工学専攻）
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人0372 1 東部 常用 月給 20～70万円 その他 学歴：高卒以上　　　技術・経験：経験者（３年以上）　　　資格：技術士、RCCM、地質調査技士優遇

人0373 2 東部 常用 月給 20万円～ 情報処理技術者
以下いずれかの環境で開発実務経験または学校もしくは独自で学ばれてきた方：Swift/Objective-C/Xcode/Visual
Studio/WPF/C++/PHP/Ruby/JAVA/C/MySQL/Postgres SQL など

人0375 1 西部 常用 月給 22.5～50万円 その他（資材調達）
メーカーにて鋳物関係の材料や木型の資材調達・購買業務経験者。生産管理業務経験が有ればなお良し。英語中級レベル以
上（目安：TOEIC600点相当）

人0376 1 東部 常用 月給 20～70万円 その他(測量)
道路・水路・ダム造成工事等の土木に関する測量を行います。技術・経験者（３年以上）　　　資格：測量士、測量士補、
補償業務管理士優遇

人0377 1 中部 常用 日給月給 19.8～25万円 生産管理技術者
大卒、高専卒（機械工学系）相当で、製造業品質保証部門での業務経験３年以上。ISO9001を熟知、TS16949対応の経験あれ
ば優遇。

人0378 1 東部 常用 日給月給 25～50万円 機械技術者
プレス金型製作部署での管理職務全般。＊IJUターン歓迎。　◎製造業（金型以外の業種も可）での役職／管理職経験のある
方

人0379 1 東部 常用 日給月給 18～30万円 機械技術者 ・金型構造図面を元に金型組付け・仕上げ。・プレス成型トライアウト等。　＊IJUターン歓迎

人0380 1 東部 常用 日給月給 18～30万円 機械技術者
・構造図・部品図面を元に金型部品の製作。・ＣＡＭを利用したＮＣ工作機械の加工データ作成。・３Ｄ ＣＡＤを使用した
モデリング等。

人0381 1 東部 常用 月給 20～70万円 その他（補償調査）
公共事業の用地取得に係る物件調査や工損調査等を行います。学歴：高卒以上　　　技術・経験：経験者（３年以上）
資格：補償業務管理士または１級・２級建築士優遇

人0382 1 東部 常用 月給 20～70万円 その他（環境調査）
河川・海域・湖沼、下水道・工場、土壌、騒音・振動、動・植物等の環境調査　：学歴：高卒以上　技術・経験：経験者
（３年以上）資格：環境計量士、技術士、ＲＣＣＭ優遇

人0384 1 東部 常用 月給 15～20万円 情報処理技術者 ｿﾌﾄｳｪｱ開発。スマートフォン用アプリケーション開発

人0385 1 東部 常用 月給 15～20万円 情報処理技術者 ｺﾝﾃﾝﾂ開発。スマートフォン用アプリ・コンテンツ開発

人0386 1 東部 常用 月給 15～20万円 情報処理技術者
ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ･ｻｰﾋﾞｽ･ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ。外国人とのコミュニケーション能力が必要。Webシステムおよびスマートフォンアプリを活用し
て、海外からのインバウンド誘致企画及びサービス運営システムを開発し、運用する。

人0387 1 東部 常用 日給月給 17～25万円 生産管理技術者 ・生産設備設計・生産設備製造・生産設備保守　・実務経験3年以上・PC基本操作（エクセル・CAD・等）

人0388 1 東部 常用 日給月給 15～20万円
その他（設備ｵﾍﾟﾚｰ

ﾀ）
高卒以上　・設備への部品供給と取り出し・定期メンテナンス　（特別管理物質取扱作業場：二酸化マンガン）

人0391 1 東部 常用 月給 18～23万円 情報処理技術者 COBOL、Java、VisualBasic又はVisualStudio６．０以上での開発経験かつOracle／SQL-Serverのいずれかを経験（必須）

人0392 2 東部 常用 月給 20万円
機械技術者・電気技

術者
家電製品、通信・電子機器等にて回路設計または、機構設計の経験のある方。大学卒他。

人0393 1 東部 常用 日給月給 14～25万円 生産管理技術者 ペットフード工場での製造・管理。高卒以上。

人0395 1 東部 常用 月給 15～30万円 情報処理技術者 映像編集ソフトの操作が一定レベルで出来る方。また、ENGカメラなどの基本操作が分かる方。経験者優遇。

人0396 1 中部 常用 月給 18～30万円
その他（土木技術

者）
土木設計コンサルタント業務に関し、調査・計画・概略設計・詳細設計を行います。

人0397 1 中部 常用 月給 18～30万円 その他（測量）
・測量業務に関し、土地の位置、形状を、正確に計量する。・その結果を計算して工事に必要な基準点を現地に正確に設定
する。

人0398 2 西部 常用 日給月給 19～45万円
その他（土木設計技

術者）
道路、河川、下水道等土木設計の経験者を求めます。橋梁、ボックスカルバート等道路施設、河川施設等の構造物設計RCCM
資格保有者、技術士（建設部門）資格保有者

人0399 1 東部・中部 常用 日給月給 13～15万円
その他（営業・配

送）
エクステリア、ガーデニング資材、総合石材等の営業・注文品の配達、エクステリアを中心とした設計・施工の現場管理見
習：初心者応募可、大型車やリフト、ユニック車の免許を持っていればなおよし

人0404 2 西部 常用 月給 16～30万円
その他（介護総合

職）
不問（ヘルパー２級又は初任者研修、介護福祉士資格有れば尚良し）

人0405 1 西部 常用 月給 18～35万円 情報処理技術者
3交替制職務内容　;PC・ネットワーク機器・放送設備等の設置、メンテナンス等

人0407 1 東部 常用 月給 23～39万円 機械技術者 液晶モジュ－ル用バックライト等の機構設計に従事、学歴：大卒以上

人0415 2 西部 常用 月給 18～28万円
情報処理技術者

（プログラマー）

○ソフトウェア開発要員（C言語による開発知識がある方）
○製品の組み込み系アプリケーションの実装・評価
○開発言語（C/C♯）、学歴不問、C言語による開発実務経験者優遇

人0416 1 西部 常用 月給 20～30万円
情報処理技術者

（システムエンジニ
ア）

○ソフトウェア開発要員（C言語による開発実務経験者優遇）
○製品の組み込み系アプリケーション設計／プロジェクト管理
○開発言語（C/C♯）、学歴不問、ソフト開発業務経験者優遇

人0420 5 西部 常用 月給 16.8～22.8万円 その他（接客ｻｰﾋﾞｽ） 不問

人0421 5 西部 常用 月給 16～20万円 その他（営業ﾌﾛﾝﾄ） 不問

人0422 5 西部 常用 月給 16～20万円 その他（和食調理） 調理師免許優遇

人0423 1 東部 常用 日給月給 16～26万円 電子技術、機械技術 電子機器の開発設計経験者、基盤ＣＡＤ、機械ＣＡＤが使える人

人0425 1 東部 常用 月給 20.7～37.5万円 情報処理技術者 ・C#又はVB.netの開発経験、知識　・VC++又はVB6の知識、経験があれば尚可

人0426 2 東部 常用 月給 20～25万円 電気技術者 高専・理系大学卒、シーケンス回路設計実務経験者

人0428 1 中部 常用 月給 17～21.2万円 その他（機械工） 機械工：ＮＣベンダ－（曲げ加工）：学歴不問、経験者を募集

人0429 1 中部 常用 月給 17～21.2万円 その他（溶接工） 溶接工：薄板の溶接／半自動・アルゴン溶接・スポット溶接・他：学歴不問、経験者を募集

人0431 2 西部 常用 月給 20.2～40万円
Webシステムエンジニ

ア
○企業向けWebシステム、業務（WEB）システムの開発
○要件定義から詳細設計までを実施

人0432 2 西部 常用 月給 20.2～27万円
JAVA,PHP等プログラ

マー
○企業向けWebシステム、業務（WEB）システムの開発

人0433 2 西部 常用 月給 20.2～27万円
スマートデバイスア
プリケーション開発

○企業向けWebシステム、業務（WEB）システムの開発

人0435 1 東部 常用 月給 20～40万円 その他
英語での受発注（生産設備部材）業務：英語での受発注業務に対して問題なく応対できる（ＴＯＥＩＣ　８００点以上の方
は優先して検討）　・高卒以上　　・転職回数　３回以下
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人0437 1 西部 常用 月給 17.5～22.5万円 生産管理技術者
・モーター生産技術　・製造技術開発　・モーター製造工程の工法開発、設備設計、合理化業務等　・高専卒以上、生産技
術業務経験５年以上

人0438 2 西部 常用 月給 17.5～22.5万円 設計開発技術者
・モーター設計開発　・基礎データの採取、分析　・図面作成（CAD）　・試作検討　・改善提案　・高専卒以上、ITスキル
（パソコン操作）

人0440 1 西部 常用 月給 17～24万円 鋳造技術者
・鋳造行程オペレーター、造型、溶解、解枠、仕上、検査
・工学、電気系の知識が生かせる職場です。フォークリフト、玉掛け等の資格を取得できます。

人0441 1 西部 常用 月給 17～24万円 機械技術工
・NC機オペレーター、プログラミング、治具作成、検査
・工学、電気系の知識が生かせる職場です。フォークリフト、玉掛け等の資格を取得できます。

人0444 1 西部 常用 その他
経験･実績を考慮して

決定
その他

①電気工事の設計、施工管理業務　②電気保守管理業務
第３種電気主任技術者資格、１級及び２級電気施工管理技士資格があれば望ましい。

人0447 2 西部 常用 月給 17.5～22.5万円 設備設計・制御設計
・設備機器の設計及び開発　　・電気制御の開発　　・設備組立、調整、評価
・機械設計、制御開発の経験をお持ちの方
・高卒以上　　・生産技術業務経験者

人0449 5 中部 常用 日給月給 16.5～20万円 その他
プラスチックの成形業務（シ－トのセット、製品取出し等）、学歴、社会人経験は不問、業界、職種未経験、第2新卒、正社
員デビュー歓迎

人0453 1 東部 常用 日給月給 18～25万円
その他（建築設備工

事）
高校卒業以上、２級管工事施工管理技士、建築設備工事（空気調和設備・給排水衛生設備等）の施工管理経験者優遇

人0456 1 東部
契約（更新の可能性

有り）
月給 15～30万円 その他

ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾃﾞｻﾞｲﾅ-：チラシ・パンフレット・番組タイトル・ＷＥＢデザインなどの企画立案・企画書作成・クライアントとの
折衝・デザイン・入稿作業等、やる気最重、広告代理店・制作会社への勤務経験者希望。

人0458 1 東部
契約（正社員登用有

り）
時給 850円 その他 ﾄﾞｯｸﾌｰﾄﾞの製造　機械の使用　手作業による製造および梱包作業。３交替勤務（１週間のローテーション）。

人0461 4 東部
契約（正社員登用有

り）
月給 17～25万円 設計開発技術者

・家庭用電気製品　企画開発販売卸売業　・日本国内市場マーケティングにより時期製品企画開発、技術品質管理を行
う。・海外生産が主体であり、技術指導、品質管理指導を海外生産メーカーに行う。

人0464 3 西部 常用 月給 18～30万円 SE・プログラマー
○顧客の要求定義書やシステム仕様書等、システム開発に関連するドキュメント類の作成　○システム仕様書等に沿って
JAVA言語等でプログラム開発　○システム納品後のアフターフォロー

人0465 1 西部 常用 月給 17.6～25.6万円 機械設計・製作 機械設計・製作及び修理を主に行います。そのほかに機器の改造や機器の設置取り付け等を行います。

人0469 4 東部 常用 日給月給 12.6万円
その他（製造作業

者）
不問　製造工程での組立作業および検査

人0470 10 東部 常用 日給月給 12.6万円
その他（製造作業

者）
不問　製造工程での組立作業および検査

人0471 1 中部 パ－ト・アルバイト 月給 900～1,200円／時 その他（販売員）
医療機器販売員：医療機器（人、動物含む）全般の販売並びに、未経験者等の指導、勤務形態は相談可（２～３日勤務／
週、その他）、医療機器販売の実務経験者

人0472 1 西部 常用 月給 18～23万円 シーケンス制御
・シーケンス制御（PLCプログラム）
・学歴不問、経験者優遇

人0473 1 西部 常用 月給 16～25万円 機械設計・製作
・２D,３DCADを使った機構、部品の設計、製図
・加工、組立、評価作業の一部
・学歴不問、CAD使用経験又は機械製作経験者

人0478 2 東部 常用 月給 15.3～22.8万円 その他 メッキ処理作業、出荷、品質管理、環境管理

人0479 1 西部 常用 月給 17.5～22.5万円 製品環境業務
・製品への規制物質有無の確認及び顧客への回答　・ROHS等環境に関する法規を監視し、製品への反映のサポート　・化学
物質に関する知識があれば尚良い　・高卒（理系）卒業レベルの一般知識　・Excel、Word、PowerPointの基本操作

人0482 2 中部
契約

（3～6カ月後正社員
転換）

月給 12.2～15.7万円
その他（製造作業

者）
顧客からの図面を元に簡易金型を設計し、ワイヤー放電加工機、微細レーザー切断機、金型を作成、簡易プレスで加工。

人0483 5 東部
契約

（１年更新／更新の
可能性あり）

月給 15～22万円 その他（電話対応） ＴＶショッピング通販受付の電話受発信業務：高卒以上、マウス、キ－ボ－ド操作等の初歩的なパソコンスキル要

人0484 5 東部 パ－ト・アルバイト 時給 １,０５０円 その他（電話対応） ＴＶショッピング通販受付の電話受発信業務：高卒以上

人0485 1 西部 常用 日給月給 17～25万円 総務・経理
１．総務では、労務、庶務関係の業務や簡単な工場保全対応などを行います。２．経理では、伝票起票、伝票入力、各部門
の振り分け処理、簡単な財務資料作成を行います。

人0486 1 東部 常用 月給 14.9～18万円
情報処理技術者

（システムエンジニ
ア）

SEの経験を有し、現システム変更、改善、追加を実行。ＩＴ関連機器の追加、変更の企画立案。工場機械等修正、補助機器
立案。事務機器修理等、携帯電話等の通信機器立案。

人0488 1 西部 常用 月給 30～45万円
開発技術職（電気評

価）

・マッサージチェアの電気回路評価（完成品と部品の評価）
・EMC、雷サージ等試験実施に関する知識、測定器使用経験者
・家電製品や車等の回路設計又は評価の経験者

人0489 1 西部 常用 月給 20～60万円
プロダクトデザイ

ナー
・マッサージチェアに関わるデザイン
・イラストレーター、Solid Works（ソリッドワークス）仕様

人0490 1 西部 常用 月給 20～60万円 総務人事
・総務人事業務全般（採用・教育・安全衛生・労務管理）
・要経験者

人0491 1 西部 常用 月給 40～60万円 経理
・月次決算のとりまとめ　　　・税務監査対応
・メンバー指導及び育成
・幹部候補　　　　　　　　　　・要経験者

人0492 1 東部
契約

（１年更新）
時給

753円
（月額12.8万円）

その他（製造職全
般）

不問。◆全自動端子圧着機のオペレーターとして従事

人0493 1 東部
契約

（１年更新）
時給

753～770円
（月額12.8～13.1万

円）
その他（営業事務） PC入力。外勤　営業員のアシスタント業務

人0495 1 西部 常用 月給 18～22万円 製缶工
・鋼鉄船舶の修繕、鋼製魚礁の作成、製缶、配管工事
・学歴不問、アーク溶接(必須)、玉掛(優遇)

人0498 3 西部 常用 日給月給 11.5～30万円
Webシステム／モバイ
ルApp開発エンジニア

・ECサイト等OSSのカスタマイズやフルスクラッチにて開発。・Webシステムと連携するスマートフォンアプリの開発。・ス
クリプト系言語やSwift,Java、Objective-Cの経験者優遇

人0499 3 西部 常用 日給月給 11.5～30万円 Webデザイナー ･Webシステムのグラフィックデザインを行う(スキル：UI,UX,HTML5、CSS3、JavaScript等)

人0500 3 西部 常用 日給月給 11.5～30万円 インフラエンジニア ・仮想化技術、AWS等のクラウドをメインとし、ネットワーク、サーバなどのインフラ設計を構築

人0501 3 西部 常用 日給月給 11.5～30万円 コア技術開発 ・CoreTechnologyResarch＆Developmennt  ・次世代コンピューティングを担うコア技術の研究開発

人0502 3 西部 常用 日給月給 11.5～30万円 システムエンジニア
・クライアントの要望やRFPに基づき提案書の作成、要件定義・仕様策定、システム設計、スケジューリング　・チームビル
ディングの経験者優遇

人0503 3 西部 常用 日給月給 11.5～30万円
プロジェクトマネー

ジャー
・小規模から大規模までシステム開発（Web系、オープン系、基幹系）に関するプロジェクト管理、推進を行う。

人0504 3 西部 常用 日給月給 11.5～25万円
品質保証マネー

ジャー
・開発するソフトウェアの品質をコントロールし、保証する担当のマネージメントを行う。
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人0506 3 東部 常用 日給月給 17～20万円 機械技術者 ・お客様の要望による自動化・省力化機械（産業用ロボット）の機械部分の設計を行う。

人0507 2 東部 常用 日給月給 17～20万円 電気技術者 ・お客様の要望による自動化・省力化機械（産業用ロボット）の電気部分の設計を行う。

人0508 1 東部 常用 日給月給 17～20万円 機械組立 ・お客様の要望による自動化・省力化機械（産業用ロボット）の機械の組立を行う。

人0509 2 東部 常用 月給 13.95～20万円 機械組立 〇配電盤、制御盤等の組立・配線など　○配線及び機器への取り付け作業　○設計事務　○品質管理

人0510 1 中部 常用 日給月給 28～30万円 生産管理技術者 生産設備の設計・メンテナンス。機械加工及びパソコンの経験者。高専卒以上

人0511 1 中部 常用 日給月給 28～30万円 生産管理技術者 品質保証に関しての調査、分析及び対策されたことの効果の確認。ISO推進。海外出張あり。高専卒以上。

人0513 1 西部 常用 月給 15.4～20.4万円 機械技術者
○停泊中の船舶内及び造船所構内、自社工場内での作業
・船舶機関、付属設備の分解整備、修理作業
・製缶作業、機械作業　　　　・学歴、経験不問

人0514 2 東部 常用 日給月給 16.6～47万円
その他（製造職全

般）
機械操作、整備、点検等行い安全安心を最優先に食品を製造。生産設備保守、在庫管理、生産管理、商品検査等、工場運営
に必要な業務も有り。経験者（食品関係）限定。

人0516 1 東部他 常用 月給 16～25万円 生産管理技術者
総合職（営業･積算･見積り･現場管理・製造）：リフォーム：１級・２級建築士、１級・２級施工管理技士、第１種・第２種
電気工事士、第１種・第２種電気施工管理技士のいずれか、ガス：第１種・２種販売主任者、丙種ガス主任技術者、液化石
油ガス設備士、毒劇物取扱者のいずれか

人0517 1 中部 常用 月給 25～30万円 生産管理技術者 工場管理：工場管理全般：高卒以上、機械加工の経験者

人0520 1 海外 常用 年俸
400～600万円

(海外赴任手当除く)
その他

海外営業：モ－タの生産設備、FA自動機、省力・省人化設備の営業、海外営業（中国、ＡＳＥＡＮ）経験／３年以上、転職
回数３回以下

人0521 1 東部 常用 年俸 400～600万円 その他 国内営業：モ－タ－の生産設備、ＦＡ自動機、省力・省人化設備の営業経験、転職回数３回以下

人0522 1 海外 常用 年俸
400～700万円

(海外赴任手当除く)
電気技術者

海外技術者：FA自動機の電気設計（AutoCAD）・PLCのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ設計の実務経験／３年以上、出張を含め中国での業務経験、中
国赴任OK、転職回数　３回以下

人0523 5 東部 常用 年俸 300～600万円 機械技術者
FA自動機、省力化、省人化設備の実務経験／3年以上、自動化ﾗｲﾝ設計経験、AutoCADの経験、空・油圧機器・原動機器・伝導
装置機器・自動制御・計測機器・搬送機器・一般産業機器の3件以上精通している方、転職回数　３回以下

人0524 5 東部 常用 年俸 300～600万円 電気技術者
ＦＡ自動機の電気設計、及びＰＬＣ（ｼ-ｹﾝｻ）のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ設計、AutoCADを用いた電気設計経験／３年以上、転職回数　３回以
下

人0525 2 東部 常用 月給 25～40万円 その他
技術営業：高卒以上（機械設計系）、生産設備又はＦＡ設備の技術営業の経験、海外駐在・出張が可能な方、英語力がビジ
ネスレベルの方（ＴＯＥＩＣ　８００点以上は優先検討）、転職回数　３回以下

人0528 3 東部 常用 月給 15.4～20.4万円 その他
・製品のバリ取り・形状調整作業・擦り合わせ（機械加工時に発生する小さな段差を擦り合わせる）などの航空機部品仕上
げ工、経験・学歴不問

人0530 4 東部 常用 月給 15.4～20.4万円 その他 ・材料運搬　　・機械清掃　・材料のセッティング　・段取り　　※転勤の可能性あり（岐阜・マレーシア）

人0531 1 中部 常用 月給 19.8～25万円 機械技術者
 大卒、高専卒（機械工学系）相当で、製造業設計等技術部門での業務経験３年以上。金型設計、3D-CAD、機械製図CAD経験
あれば優遇。

人0532 1 中部 常用 月給 21～25万円 生産管理技術者
機械保全技術者：交替勤務：製造業製造部門にて機械保全の経験（５年程度以上）、機械系保全技能士２級以上、 工業高校
卒（機械･電気系）以上。

人0533 1 中部 常用 月給 19.8～25万円 生産管理技術者 生産管理：製造業生産部門にて工程管理・生産管理・調達の経験（３年程度以上）、大卒（経済学・経営工学･工学系）相当

人0537 2 東部 常用 月給 13.5～15万円 その他
○現場作業補助　○PCによる官公庁入札応募　○書類作成補助　○電話対応、接客応対　○民会事業所への営業補助　学歴
不問／土木施工管理技士資格者優遇

人0538 2 東部 常用 月給 20～35万円 その他 ○土木工事現場の測量・管理　　○事務処理・書類作成　○CAD作成・積算　など。60歳以上の方大歓迎。有資格者優遇。

人0539 1 中部 常用 日給月給 18.5～30万円 その他 全商簿記２級以上、財務業務経験者、普通自動車免許

人0540 1 中部 常用 日給月給 15～18万円 その他 ○琴浦町内の養鶏農場において、ブロイラーの飼育管理を行っていただきます。

人0541 1 東部 常用 月給 18～24万円 品質管理・品質保証 品質管理・品質保証業務：製造工程における品質管理、信頼性試験、故障解析／品質管理業務等の経験者優遇

人0542 2 東部 常用 月給 16～23万円 機械組立 機械組立：工作機械・半導体製造装置などの機械組立／自動車免許要、その他不問

人0543 6 東部 常用 月給 16.2～27.4万円 品質保証
・品質保証・品質管理業務経験者、電気回路知識保有者（※ＩＳＯ／ＴＳ内部監査員資格等有れば良）・半導体生産知識
（ウエハ工程、組立て工程）保有者・解析経験者は優遇・エクセル、ワ－ド等の出来る方

人0546 1 東部 常用 日給月給 17～22万円 システムエンジニア
グル－プ内の業務システムの企画～運用管理、各種業務の運用サポ－ト等：高卒以上、COBOLでの開発経験がある／明るく元
気で、コミュニケーションスキルが高く、自ら考え、実直に行動できる人

人0547 1 東部
契約

（1年更新）
時給

753円
（月額12.8万円）

その他（製造職全
般）

担当営業が受けた受注品に付いて工場へ展開され、その後の　生産進捗を製造担当部署との打ち合わせにて進捗確認し営業
へ連絡する。パソコン使用（エクセル）

人0548 1 東部 常用 日給月給 ～2０万円（相談） 品質保証
・プラスチックに関する工業化学系・分析化学系・物理解析知識などの能力を有した方。・ＣＡＤ操作、データベース作
成・操作知識を有した方。・情報発信力、コミュニケ－ション力を有し、状況によってリ－ダ－シップを発揮できる方。

人0549 1 東部 常用 日給月給 ～2０万円（相談） 生産技術
・生産技術経験者・ＣＡＤ操作知識・機械保全知識・電気プログラム作成経験のある方。・情報発信力、コミュニケ－ショ
ン力を有し、状況によってリ－ダ－シップを発揮できる方。

人0552 2 西部 常用 月給 15～20万円 溶接技術職 溶接技術経験者

人0556 1 東部 常用 月給 20～30万円 ソフトウエア開発 ○Ｗｉｎｄｏｗｓパソコン用ソフトウェア開発　必要な経験等：Ｗｉｎｄｏｗｓアプリケーション開発の実務経験1年以上

人0557 1 東部 常用 月給 20～30万円
組込ソフトウエア開

発
○組込系ソフトウェア開発　○Ｗｉｎｄｏｗｓパソコン用ソフトウェア開発　必要な経験等：Ｃ言語の実務経験1年以上

人0558 3 東部
契約

（1年更新）
月給 16～40万円 設計開発技術者

嘱託社員／ヤマダ電機オリジナルブランドの家電製品を海外工場に生産委託。その開発～生産立ち上げ～品質対応／家電製
品の開発や品種保証経験者希望

人0559 1 東部
契約

（1年更新）
月給 35～35万円 設計開発技術者

幹部候補／ヤマダ電機オリジナルブランドの家電製品を海外工場に生産委託。その開発～生産立ち上げ～品質対応／家電製
品の開発や品種保証経験者希望

人0560 5 西部
パ－ト

（6:00－9:00）
時間給 880円 その他（製造補助） 菓子生産工程の製造補助作業（具材の投入、型抜き、シ－ル貼り、梱包作業、生産終了後の清掃等）

人0561 5 西部
パ－ト

（8:50－16:50）
時間給 800円 その他（製造補助） 菓子生産工程の製造補助作業（具材の投入、型抜き、シ－ル貼り、梱包作業、生産終了後の清掃等）

人0563 1 西部 常用 日給月給 20.7～40.8万円 建築技術者
・１級建築士。２級建築士も可能ですが、１級建築士を目指していただきます。
・建築工事施工監理、現場経験、図面作成、積算、Excel、Word、CADの基礎
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人0564 1 西部 常用 月給 18.6～27万円 その他（漁業事務） ・漁労事業の生産、販売管理　・船舶の管理、資材の調達　・船員の人事労務、安全管理　・総務人事関係

人0567 1 東部
契約（1年契約、正

社員登用有）
月給 15.5～24.5万円

その他（システム営
業）

○パソコン、コピー機、パッケージソフト等のシステム関連用品、オフィス家具、事務用品の営業。既存顧客先への営業が
中心、新規開拓営業も有り。高卒以上。パソコン操作可能。

人0568 1 西部 常用 月給 20.2～26.4万円 生産管理技術者
・製造業でのリーダー経験者
・生産管理での経験、知識を備えている。
・学歴不問、グループリーダーとして活躍していただきます。

人0569 1 東部 常用 月給 16万円 その他（資材管理）
○部品管理業務・部材入荷と倉庫へ格納・納品商材の出荷作業・在庫管理　○部材管理ソフト（エクセル）への入力作業・
資材の手配（発注）○顧客窓口業務　※ＰＣ操作、経験者優遇

人0572 2 東部 常用 月給 300～600万円 計測技術者
●計測制御系工学（計測工学、制御工学、ロボット工学）の経験者●計測制御プログラミングの経験がある方　3年以上
（大学研究室でも可）●高級言語によるプログラム開発経験のある方　（３年以上、VB、Cなど）

人0573 5 東部 常用 月給 17.5～36.5万円 システムエンジニア
・オープン系、WEB系業務アプリケーションの設計、開発、運用支援。・クラウドシステム構築支援・モバイルアプリケー
ション開発（iOS、Ａｎｄｒｏｉｄ）各種開発言語（Ｊａｖａ、Ｃ＃、Ｒｕｂｙ等）による開発経験

人0574 1 西部
パ－ト

（7:50－15:50）
時間給 800円

その他（入荷・検
品）

菓子生産工程の製造補助作業（具材の投入、型抜き、シ－ル貼り、梱包作業、生産終了後の清掃等）

人0575 4 中部
常用

(地域限定社員）
月給 14.8～23万円 その他

歯科製品の組立．製品検査．梱包作業および作業指導　※京都本社での研修あり（研修中は月２回（基本は休日を利用）、
会社負担で帰省可）

人0576 1 中部
常用

(地域限定社員）
月給 14.8～23万円 その他

①NC旋盤．5軸マシニングセンタなどの複数の工作機械の操作②NC研削盤．内径研削盤．放電加工機．平面研削盤などの操作
のいずれか、またはすべて　※京都での研修あり

人0577 3 中部
常用

(地域限定社員）
月給 14.8～23万円 その他 板金加工設備（レーザー加工、溶接、ＮＣ穴あけ等）の操作（段取り）、加工物の測定の経験者　※京都での研修あり

人0578 4 東部 常用 月給 20～35万円 機械技術者
振動解析・設計・熱解析・製品の機構設計（３Ｄ　ＣＡＤによる）・社内自動化設備開発／いずれかの職務経験、学歴：高
等専門学校以上

人0579 3 東部 常用 月給 20～35万円 電子技術者
センシング回路設計・電力制御回路設計・ソフトウェア開発 （ｱｾﾝﾌﾞﾗ、ﾋﾞｼﾞｭｱﾙﾍﾞ-ｼｯｸ、C言語等）／いずれかの職務経験、
学歴：高等専門学校以上

人0580 3 東部 常用 月給 20～35万円 化学技術者 誘電体セラミック開発、・ＭＥＭＳ工程設計、磁性材料開発／いずれかの職務経験、学歴：高等専門学校以上

人0581 2 東部 常用 月給 20～35万円 情報処理技術者 ＩＴシステム開発アシスタント：Visual　Basicでのソフト開発経験必要、学歴：専門学校以上

人0582 1 東部 常用 月給 20～35万円 その他 海外マーケティング：営業経験、ＰＣスキル、ビジネスで英語を使用した経験

人0583 1 東部 常用 月給 20～35万円 生産管理技術者 品質管理：製造業での品質管理業務経験　(回路基板取扱者優遇）

人0584 2 西部 常用 月給 20～32万円 その他
・学歴高卒程度、経験不問
・ＢＭＷ車の販売

人0593 1 東部 常用 月給 16～30万円 経営企画
決算業務、決算説明会資料、会議資料作成等　単体決算、連結決算　※付随した会計業務もあり　　簿記2級以上、実務経験
者

人0596 1 中部 常用 月給 25～50万円 その他（営業職）
１．新規店舗開発業務　２．伝票作成処理　３．電話、メール対応　４．その他、顧客管理事務　パソコン（エクセル、
ワード）操作のできる方。

人0597 1 中部 常用 月給 18～25万円 ＷＥＢデザイナー
１．ＥＣサイトのデザイン　　２．ＥＣサイトのコーディング　ｐｈｏｔｏｓｈｏｐを使用できる方（Ⅰｌｌｕｓｔｒａｔ
ｏｒも使用できる方は望ましい）

人0598 1 中部 雇用期間定め無し 時給 800～1000円 その他（営業事務）
食品の販売等営業業務。電話、メール対応。商品の梱包、発送。※パソコンを使用して書類を作成します。操作可能な方を
希望します。経験等不問。

人0599 3 中部 雇用期間定め無し 時給 740～900円
その他（製造作業

者）
食品製造・検品・梱包業務。　瓶の煮沸消毒。　蜂蜜のブレンドと瓶詰。　ナッツとブレンドと瓶詰。　シール等の貼り付
け。商品の検品作業（目を使う仕事です）。　商品の箱詰め。　　　経験等不問

人0600 5 西部 常用 月給 15.6万円～ その他（輸送）
米子空港にて航空貨物の受託と引渡し・飛行機への貨物・手荷物の搭載。飛行機の誘導、プッシュバック、また運航支援業
務など。高卒以上

人0601 1 東部 常用 月給 16.4万円～
その他（自動車整

備）
本社への搬入車両のみの自動車整備（バス・自家用車）※自動車整備士2級（応募は持っていなくても可※基本給は異なる）

人0602 2 東部 常用 月給 17.5万円～
その他（自動車運

転）
路線バスの運転業務。将来は東京・広島・岡山・出雲へ運行する高速バスや全国の観光地などへの運転も可能。大型自動車
第二種運転免許（Ⅰ種でも可:支援有り）

人0603 5 西部 常用 月給 17.5万円～
その他（自動車運

転）
路線バスの運転業務。将来は東京・広島・岡山・出雲へ運行する高速バスや全国の観光地などへの運転も可能。大型自動車
第二種運転免許（Ⅰ種でも可:支援有り）

人0604 1 中部 常用 月給 17.5万円～
その他（自動車運

転）
路線バスの運転業務。将来は東京・広島・岡山・出雲へ運行する高速バスや全国の観光地などへの運転も可能。大型自動車
第二種運転免許（Ⅰ種でも可:支援有り）

人0605 2 中部
契約

（12ヶ月更新）
時給 920～950円 その他 １．プレス機械の操作及び検査作業または２．工作機械の操作及び検査作業　（旋盤等）　高卒以上。製造経験者。

人0606 2 東部 常用 月給 13～18万円 その他 機械操作（ＮＣ旋盤・マシニング）が出来るようになる人材。真面目に就業できる人材。高卒程度

人0608 1 東部 常用 日給月給 30～35万円 生産管理技術者 工場長候補：工場の運営及び管理 ：経験者優遇

人0609 4 西部 常用 月給 17～18万円 食品開発職
短大・大学・大学院新卒者及び卒業後３年以内の者。氷温技術を活かした高付加価値の商品を開発。また開発した商品を販
売する開発営業。

人0610 4 西部 常用 月給 17～18万円 営業職
短大・大学・大学院新卒者及び卒業後３年以内の者。水産加工品を問屋・宅配・外食・中食など全国の取引先に提案型営業
で販売。

人0611 4 西部 常用 月給 17～18万円 生産管理職 短大・大学・大学院新卒者及び卒業後３年以内の者。食品生産工場の数値管理マネジメント。

人0612 4 西部 常用 月給 17～18万円 生産ライン責任者 短大・大学・大学院新卒者及び卒業後３年以内の者。食品生産工場での商品種類別の部署ラインの管理。

人0613 2 西部 常用 月給 17～18万円 設備開発職 短大・大学・大学院新卒者及び卒業後３年以内の者。生産性向上と安定品質維持のため、機械設備の管理と開発。

人0614 4 西部 常用 月給 17～18万円 品質管理職
短大・大学・大学院新卒者及び卒業後３年以内の者。社員の衛生教育、衛生管理。生産工程の衛生管理。商品の品質管理。
お客様の問い合わせ対応。

人0615 1 西部 常用 月給 20.5～22万円 営業職 氷温技術を活かした高付加価値の商品を開発。また開発した商品を販売する開発営業。

人0617 2 東部 常用 月給 17～40万円 情報処理技術者 Ｗｅｂデザイナ－、Ｗｅｂプロデュ－サ－：Webデザイン技術関係業務経験者

人0618 5 東部 常用 月給 17～40万円 情報処理技術者
システムエンジニア、プロジェクトマネージャー：ソフトウェア技術関係業務経験者、情報処理技術者（経産省）資格取
得、各種ベンダー認定資格取得

人0624 1 東部 常用 月給 15.3～20.5万円 その他（配送）
仕上がっためっき製品を納品及びお得意先へ集荷訪問。他業務あり。○金属加工やものづくりに関心・興味の高い方・もの
づくりが好きな方。普通自動車免許要。
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人0625 1 東部 常用 時間給 800～1000円 その他（検査業務） ・仕上がっためっき製品の出荷前検査（色、ムラ、めっきはげ、がないかどうかを目視確認）。他部署の梱包作業応援。

人0626 1 西部 常用 月給 20～22万円 ルート営業職 自社工場で生産されたこだわりのお魚総菜まどの水産加工品を、スーパーや問屋に営業し、ルート配送する仕事です。

人0627 1 東部 常用 月給 13～18万円 その他 在庫管理（入出庫伝票作成、管理、出荷）　完成部品最終検査、袋詰め、梱包作業　等　ＰＣ操作可能な方、高卒以上

人0628 1 西部 常用 月給 20～25万円 生産技術・開発
・産業用自動機の開発、設計(機械・電気・プログラム）
・産業用自動機の組立作業・配管作業・調整作業

人0629 3 西部 常用 月給 18～26万円 その他（国内営業） 営業（主に国内出張）：高卒以上、営業経験のある方

人0632 2 西部 常用 月給 17.5～22.5万円 品質管理 ・実務経験3年以上、ＩＴスキル、品質手法等のスキル、高専卒以上

人0633 1 東部 常用 日給月給 20万～ 技術職 設備設計（設備レイアウト設計、ライン設計、プログラミング）の経験者優遇

人0634 1 東部 常用 月給 16～30万円 会計業務
・会計、税務、数値管理等　※決算資料の作成あり。・学歴：高卒以上　実務経験者、簿記知識必要　　パソコン（ワー
ド、エクセル、会計ソフト使用経験要）

人0636 1 東部
契約（正社員登用有

り）
時給 900円 品質管理

・器具を使用しての菌数検査及び製品検査・簡単なパソコン入力（エクセル使用）　簡単な文書作成（ワード使用）　※食
品の品質管理経験者歓迎／不問可

人0638 1 東部 常用 日給月給 14～16万円 その他 不問／機械実装は２交代勤務(１週間単位)／手実装・検査は昼勤

人0639 1 西部 非常勤 月給 10～15万円 開発指導職 ・開発に長く携わってきた経験を持ち、部下の指導ができる方　　　・製品開発の指導　　　・化学系開発技術者の育成

人0640 1 西部 常用 月給 17.5～26万円 設備保全 ・電気主任技術者第３種　　　・施設保守管理　　　・工場、ビル管理として設備保守管理業務の経験者

人0641 2 東部 常用 月給 16.2～27.4万円 製造スタッフ 点火コイルの生産における機械オペレ－タ－およびメンテナンス／交替勤務：高卒以上、製造業の経験１年以上

人0642 2 東部 常用 月給 16.2～30万円 生産技術 設備組立、配線、設備・治具の仕様決め、設計業務：高卒以上、ＣＡＤを使用しての設計業務の経験、生産技術経験者

人0645 1 東部 契約 日給月給 18～22.5万円 金型の設計・開発 金属プレス金型の設計・開発・製作・メンテナンス技術者：高卒以上、実務経験３年以上

人0646 1 東部 契約 日給月給 18～22.5万円 電気制御技術 製造工程の自動化・電気制御技術者：高卒以上、実務経験３年以上

人0647 3 東部
契約（正社員登用有

り）
月給 27～40万円 設計開発技術者

・家庭用電気製品　企画開発販売卸売業　・日本国内市場マーケティングにより時期製品企画開発、技術品質管理を行
う。・海外生産が主体であり、技術指導、品質管理指導を海外生産メーカーに行う。

人0648 1 東部 常用 月給 23～27万円
その他（経理・総

務）
◎経理事務全般　　・日々の帳簿作成では無く四半期毎の決算の修正仕分け及び全体的管理業務が主になります。◎総務全
般　・契約書の作成等、管工事に関する業務にも携わっていただきます。

人0650 1 東部 常用 日給月給 13～13.5万円 縫製オペレ－タ－ ミシンでの縫製業務（立ち作業）：学歴、経験等不問

人0651 1 東部 常用 月給 17～23万円
機械オペレ－タ－
（未経験者可）

ＮＣ旋盤、ＭＣ等の工作機械を使った自動車部品の切削加工作業：学歴・経験・免許・資格は不問／採用後、本社（愛知県
西尾市）で業務研修を行います。

人0652 3 東部 常用 月給 17～23万円
検査スタッフ（未経

験者可）
測定機器を使って自動車部品の測定検査作業及び、自動車部品の外観検査業務：学歴・経験・免許・資格は不問（フォ－ク
リフト免許所得者歓迎）／採用後、本社（愛知県西尾市）で業務研修を行います。

人0653 1 東部 常用 月給 17～23万円
機械保全スタッフ
（未経験者可）

ＮＣ旋盤、ＭＣ等の工作機械設備のメンテナンス作業：学歴・経験・免許・資格は不問／採用後、本社（愛知県西尾市）で
業務研修を行います。

人0654 1 東部 常用 月給 17～23万円
工務スタッフ（未経

験者可）
工場内で、出荷準備、工場内原料の配達：学歴・経験・免許・資格は不問（フォ－クリフト免許所得者歓迎）／採用後、本
社（愛知県西尾市）で業務研修を行います。

人0655 1 東部 常用 月給 17～23万円
生産管理（未経験者

可）
工場の生産計画、在庫管理等：学歴・経験・免許・資格は不問（フォ－クリフト免許所得者歓迎）／採用後、本社（愛知県
西尾市）で業務研修を行います。

人0656 1 東部 契約（６ヶ月） 時給 900～1,000円／時
機械加工、検査（未

経験者可）
自動車用トランスミッション部品の加工・検査：学歴・経験・免許・資格は不問、外観検査経験者は大歓迎！

人0657 1 西部 常用 日給月給 18.1～23万円 環境技術者
・廃棄物処理施設のオペレーション、維持・管理業務　・廃棄物処理施設の電気設備の維持・管理業務　・水処理部門にお
ける設備運営、維持管理　　※エネルギー管理士優遇

人0658 1 東部 契約（６ヶ月） 日給月給 15～18万円 生産管理技術者 生産ラインにおける生産業務、品質管理：高卒以上、製造工程の実務経験３年以上、PC基本操作

人0661 2 東部 常用 日給月給 16.8～36万円 その他
・建築、土木現場の仮設設備（足場、仮囲いなど）の設計、計画、架け払い等の施工。経験不問。玉掛け、足場作業主任者
は採用後取得。

人0662 2 東部 常用 日給月給 15.2～18.6万円 SE・プログラマー
生産管理システムの開発・保守・運用業務。ネットワーク管理や端末のセキュリティ管理。 Ｃ、Swift、Java、PHP、
Rython、JavaScript、Ruby、Cobolによる開発経験者、挑戦したい方。

人0663 1 東部 有期契約3カ月更新 月給 20～25万円 その他 農機具の板金・塗装、経験者。

人0664 1 東部 有期契約3カ月更新 月給 20～25万円 その他 農機具の整備、経験者。

人0666 3 東部 常用 月給 16～40万円
Webシステムエンジニ

ア
地元の自社オフィスへの持ち帰り型Ｗｅｂシステム・スマホアプリの開発　学歴不問　Ｗｅｂデザイン経験者（必須）　Ｗ
ｅｂ系開発経験者（ＨＴＭＬ/ＣＳＳ）、ＰＨＰ経験

人0667 2 東部 常用 月給 20.2～40万円
Webシステムエンジニ

ア
Ｗｅｂエンジニアとして各プロジェクトの開発業務に従事。経験者のみ。情報処理系資格保有者優遇

人0668 3 東部 常用 月給 18～40万円
Webシステムエンジニ

ア
地元の自社オフィスへの持ち帰り型Ｗｅｂシステム・スマホアプリの開発　学歴不問　Ｗｅｂ系・オープン系システム開発
経験者　ＰＬ又はＰＭ経験者優遇。

人0669 2 東部 常用 月給 20.2～40万円
Webシステムエンジニ

ア
地元の自社オフィスへの持ち帰り型Ｗｅｂシステム・スマホアプリの開発　学歴不問　経験者のみ（Androido、ios）情報処
理系資格保有者優遇

人0670 3 東部 常用 月給 20.2～40万円
Webシステムエンジニ

ア
地元の自社オフィスへの持ち帰り型Ｗｅｂシステム・スマホアプリの開発　学歴不問　Ｗｅｂディレクション経験、リー
ダー経験2年以上、折衝・企画・提案、コーディング経験3年以上必須。

人0671 1 東部 常用 月給 21万円 受電管理 工場受電設備の管理：電気主任技術者　３種以上

人0673 10 中部
契約（２ヶ月）
正社員登用有り

時給
1,000円

（月額19.5万円）
機械加工 自動車部品の製造　機械オペレーター　機械を使って鉄を加工します。初心者歓迎。製造業に経験のない方歓迎。

人0674 4 東部 常用 月給 30～50万円
システムエンジニ
ア・プログラマ

JAVA、PHP、.netなどの言語を使用してシステム開発：IT業界経験1年以上。専門卒以上。IPA情報処理技術者資格取得者尚
可。

人0676 3 中部 常用 月給 17～22万円 機械オペレ－タ－ 機械オペレ－タ－（ｳｯﾄﾞ/ﾌﾟﾗ混合粉の成型装置）：フォークリフト、床上操作式クレーン、玉掛け資格要
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鳥取県技術人材バンク求人情報

賃金等

人0678 1 西部 常用 月給 15～35万円 情報処理技術者
・ウェブデザイン製作　・Photoshop,Illustratorを使ったデザイン制作経験　・ウェブ製作関するコピーライティング業務
など

人0680 2 西部 常用 月給 18～43万円
システムエンジニ
ア・プログラマ

・Ｗｅｂアプリ・システム開発　　・Ｗｅｂアプリ・システム開発の工程管理　　・学歴不問　　・実務経験者　　・必要
な資格不問

人0683 4 中部
契約

（12ヶ月更新）
時給 983～1228円 その他

１．プレス機械の操作及び検査作業または２．工作機械の操作及び検査作業　（旋盤等）３．製品加工に必要な条件をプロ
グラム作成　のいずれか　高卒以上。

人0684 3 西部 常用 月給 21～31万円 技術職
・デバイス（医療用）に関する製品設計技術（エレクトロウェッティング）
・デバイス（医療用）に関する加工技術（ドリルによるガラス基板穴あけ加工）
・医療機器業界経験者、半導体業界経験者等、学歴；大学（理系）・高専卒以上

人0685 2 東部
契約

（６ヶ月更新）
時給 900～1,000円 製造スタッフ 点火コイルの生産における機械オペレ－タ－およびメンテナンス／交替勤務：高卒以上、製造業の経験１年以上

人0686 2 西部 常用 月給 27.1万円～ 研究員
・生物学（医・歯・薬・理・農）の大学院修士卒（見込み）以上・英語文献が読めること、責任感があり、弊社の事業のた
めにベンチャーマインドを持って一緒に頑張っていただける方

人0688 1 東部 常用 日給月給 15万円 品質保証 生産管理業務、品質保証業務：学歴、経験不問／やる気のある方を希望。

人0689 1 東部 常用 月給 16～20万円 配送 鋼材、加工品の積込、積み下ろし、配送業務：高卒以上、大型免許要

人0690 1 東部
バイト

（３ヶ月更新）
時給 850円 機械加工補助 鉄板等、製品、材料の集積：学歴、経験不問、（玉掛け、クレーンあれば尚可）

人0691 1 東部 常用 月給 14～30万円 営業技術
お客様への住宅情報の紹介・案内・購入に向けての打ち合わせ・ご契約のサポート。パソコン操作可能な方（エクセル、
ワード等）
高卒以上

人0692 2 東部 常用 月給 15～30万円 建築技術者
主として住宅の建築工事等に関わる現場監督業務
（現場の運営管理・発注・設計段階での技術的支援・現場での顧客打合せ）。パソコン操作可能な方（エクセル、ワード
等）

人0693 1 東部 常用 月給 14.5～25.5万円 建築技術者
住宅の内外装等に関わる提案・打合せ・管理。パソコン操作可能な方（エクセル、ワード等）
高卒以上

人0694 1 東部 常用（パート） 時給 800～850円 その他（設計補助）
主として住宅の建築工事等に関わる設計・申請等の補助・事務作業。パソコン操作可能な方（CAD、エクセル、ワード等）
建築業務に携わった経験のある方
高卒以上。

人0695 1 東部 常用 月給 14～16万円 その他（販売員）
カフェ・雑貨・インテリアのお店「moco lifestyle store」内でのインテリア販売スタッフ。※カフェ業務をお手伝いいた
だくこともあります。雑貨等物品販売店での勤務経験。

人0696 2 東部 常用（パート） 時給 720～800円 その他（販売員）
カフェ・雑貨・インテリアのお店「moco lifestyle store」内でのインテリア販売スタッフ。※カフェ業務をお手伝いいた
だくこともあります。雑貨等物品販売店での勤務経験。

人0697 1 東部 常用 月給 15～18円 その他（清掃）
お客様のお住まいに「輝き」を取り戻す作業です。プロの技でハウスクリーニングを行ったり、住宅のメンテナンスを行
う。経験等不問。

人0698 1 東部 常用（パート） 時給 750～800円 その他（清掃）
お客様のお住まいに「輝き」を取り戻す作業です。プロの技でハウスクリーニングを行ったり、住宅のメンテナンスを行
う。経験等不問。


