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タウンスポットに関するお問い合わせは　

地地元お仕事探しの情報満載!元お仕事探しの情報満載!地元お仕事探しの情報満載!



派

福知山営業所

営業所

ワークスタッフナビ

※日・祝日を除くまずはお気軽にお問い合わせください!! 【月～土】9：00～18：00

上記以外にも多数お仕事あります

新規LINE友達大募集中

★社会保険完備 ★雇用保険完備（法定基準）★有給休暇制度 ★健康診断実施 
★退職金制度 ★前給制度有★深夜･時間外等手当支給 ★交通費支給 ※各規定有
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その他 福井県 兵庫県 京都府
(中丹・丹後)(但馬・丹波)(嶺南)

●パート ◆福知山市

協栄設備サービス株式会社
☎0773-45-3260

■業務請負業 ■労働者派遣事業（派）26-050003 ■清掃管理業務 ■設備管理業務 ■産業廃棄物収集運搬業

綾部市渕垣町久田14番地の1
https://kyoei-setsubi.com/

●正社員 ◆綾部市

正社員募集

◎面接時は履歴書（写貼）をご持参下さい。 ◎受付／月～金（祝祭日除く）8：30～17：15

月給

167,000円～

【時間】 ①8：00～17：00 ※残業・休出あり
　　　 ②8：00～17：00、20:00～5:00 ※残業・休出あり
【休日】 土・日 ※年末年始・GW・夏期
　　　 （年間休日123日）
【資格】 59歳以下の方（政令1号）、
　　　 普通免許（通勤用）
【待遇】 昇給有、賞与有（勤続2年目以降）、
　　　 通勤手当支給（上限有）

◎別途交通費、手当、残業・休出代支給、各種社会保険完備

　　　①仕分け、格納、出荷作業（日勤のみ）
　　　②自動車、産業用部品の製造（交替）

《試用期間3ヶ月は日給7,600円～8,000円》

仕事

※日勤のみ、
　残業月10時間含む①

195,000円～② 25万円以上可能※交替制、　残業月20時間含む

未経験で
始めた方
ばかりです

新規ライン
増設に伴い

増員

勤務地

綾部
工業団地

京都営業所
綾部市味方町宮ノ前51-1 http://www.hanwaquickbin.co.jp/

☎0773-42-8744

至舞鶴

至京都

至綾部市内

国
道
2
7
号
線

ガソリンスタンド
　　　　ENEOS

マクドナルド

消防署

当社

●正社員 ◆綾部市

2t･4tドライバー

正社員募集
【時間】  〈2t〉 2：00～12：00 〈4t〉15：00～1：00 ※ルートによる時間変動有、残業有、休憩2時間
【資格】 運転免許取得後1年以上の方　【休日】 日、祝日、年末年始、GW、夏季
【待遇】 昇給・手当あり、社会保険完備、制服貸与、交通費支給、車通勤可、有給休暇あり、資格取得支援制度あり（運行管理･フォークリフト等）、
　　　 ハンワ祭、慰安旅行 ※試用期間（2ヵ月）あり

27万円～給与
2t 

《応募》 
まずはお気軽に
お電話下さい。

※各種手当含む

◆近距離集配業務/

28万円～
4t 

やる気と元気のある方!!歓迎!!

月給

●嘱託社員 ●契約社員 ●パート ◆綾部市

《綾 部 工 場》 綾部市とよさか町6　　　 TEL0773-42-5344
《長田野工場》 福知山市長田野町2-62-2 TEL0773-27-5344

【時間】 ①②③フルタイム（8：30～実働7時間45分）、
　　　 ④パートタイム（9:00～16:00 実働6時間・9：00～16：30 実働6時間30分）

① 製造・機器オペレータ
② 試験業務

③ 包装スタッフ
④ 包装スタッフ（パート）

165,000～200,000円
月給 177,000～210,000円

時給1,000円
時給 980円

工場見学会 開催
★熱意&人柄重視!

★子育て両立&女性活躍中!! ★未経験OK!!

下記のQRから直接
応募もできます▼
他の求人もあります

日東薬品工業株式会社

ちょっと見てみませんか？
9月23日(金・祝) 13:00～14:30≪定員15名≫

応募前に働く場所を見学できます。ぜひ、工場見学会にお越しください!
当日は定員制の為、参加予約をお願いします。(工場：綾部工場）

◎ご予約は、北京都ジョブパークまで

☎0773-22-3815

職場環境、
福利厚生も

充実しています!

正社員
登用制度
あり

是非、
工場見学会に
お越しください!

9/20 14:30～ 16:00
(火)《ハローワーク綾部様》

9:30～11:309/27(火)《ハローワーク福知山様》企業説明会も
開催します

9:00～17:00
土日祝日除く(　　　　　　)

ホットスタッフ京都 0120-083-203
京都府京都市伏見区横大路天王後21番地1

株式
会社

■応募方法… WEB面談、現地面談、電話、メールでの問い合わせも可能です

待遇・・・各種保険完備・週払い制度有(規程有)・制服貸与・退職金制度有・通勤手当支給(規程有) 他

ネット通販ランキング1位!!
ジュース製造補助♪ボタンをぽん!

日勤専属・夜勤専属選べます♪

070-2242-1011担当直通

木 村

検 索ほっとけんさく

福知山市

【時間】 ①  8：30～ 17：30（日勤専属）
　　　 ②19：00～翌3：30（夜勤専属）
【休日】 日曜 ※週休2日 ※シフト制
時給1,300円～1,625円

掲載求人以外にも
福知山・綾部・舞鶴エリアで

ご紹介可能案件
多数あります!

★年齢不問 ★70代女性も活躍中
★とにかく簡単で高時給
★山道なので車・バイク通勤必須
※豊岡市・朝来市からの通勤者も多数!

① 月収平均25万円以上♪
② 夜勤で稼げる♪
　　月収平均28万円以上♪

50～60代
男女活躍中♪ 福知山市

【時間】 ①  8：45～ 17：15（日勤専属）
　　　 ②20：45～   5：15（夜勤専属）
　　　 ※時短勤務もOK!
【休日】 土日祝+大型連休(企業カレンダー）

★お子様やご家庭の事情に合わせた働き方が可能!
★髪色・髪型・ネイル・ピアス自由♪
★20～40代男女活躍中☆
★ホットスタッフ京都の仲間がたくさん♪

50名規模の
大増員!!

選べる作業・働き方。安定した高収入が魅力です♪
①ペラペラ金属シートの目視検査
②ボタンをぽん！の加工機械操作

綾部市

【時間】 ①  8：20～17：20（日勤専属）
　　　 ②  8：00～17：20・
　　　　 20：00～17：20（昼夜交代）
【休日】 土日＋大型連休（企業カレンダー）

★髪色・髪型・ピアス自由♪
★20～40代男女活躍中☆
★冷暖房完備・重量物無し♪

高収入!新規求人
10名急募!!

☆簡単・もくもく・自分のペースで☆             

仕事はほとんど機械にお任せ♪
座り仕事の目視検査もあります♪

2023年、
新工場OPEN♪

●派遣社員 ◆福知山市・綾部市

①② 時給1,250円～1,563円①②

時給1,200円～1,500円①

時給1,500円～1,875円②
① 月収平均23万円以上♪
② 夜勤で稼げる♪月収平均25万円以上♪

① 月収平均22万円以上♪
② 高収入の月収平均32万円以上♪

ふくちやま市民交流プラザ
（福知山直結・90分無料駐車場有）

お仕事登録説明会

9/23（祝）
【12：00～17：00】

予約
不要
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その他福井県兵庫県京都府
(中丹・丹後) (但馬・丹波) (嶺南)

福知山駅

9

関西電力関西電力
福知山営業所福知山営業所
関西電力
福知山営業所
ハイムアハイムアスストトリリアアハイムアストリア

勝田鈑金工作所勝田鈑金工作所勝田鈑金工作所

竹下駅南ビル竹下駅南ビル竹下駅南ビル

京都銀行

株式会社フジワークアールイン福知山2階 A号室

京都北事業所〒620-0940 京都府福知山市駅南町3丁目20-1
アールイン福知山2階A号室

大  阪  本  社 〒530-0011｠大阪府大阪市北区大深町3番1号
グランフロント大阪タワーB 16階

※当社は個人情報守秘義務を厳守しています！

http://www.fujiwork.co.jp

※駐車場完備
《応募》 お気軽に電話連絡の上、履歴書（写貼）持参にてお越し下さい。
※事業所内で履歴書を作成して頂く場合は当社にて履歴書をご用意致します。
※新型コロナウイルスの影響により、採用にはお時間を頂くことがございます。

株式会社 フジワーク

夜間・休日も
24H365日
電話受付中!

フジワークは全国規模で展開する大手総合人材サービス会社です。フジワークは全国規模で展開する大手総合人材サービス会社です。フジワークは全国規模で展開する大手総合人材サービス会社です。
★全国の求人内容については、
　当社インターネットサイトをご確認下さい（株）フジワーク京都北事業所にて面接を行います。ご案内

※まずはお電話にてご予約をお願いします。
※お時間等ご都合の合わない方もお気軽に
   ご相談下さい。

《共通待遇》 ●寮対応可能（希望相談可） ●有給休暇 ●週払い制度有 ●各種保険完備 ●各種健康診断実施

●派遣社員 ●契約社員 ●正社員 ●請負 ◆福知山市・綾部市
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その他福井県兵庫県京都府
(中丹・丹後) (但馬・丹波) (嶺南)
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その他 福井県 兵庫県 京都府
(中丹・丹後)(但馬・丹波)(嶺南)

福知山市三和町 みわエコートピア11-5
☎0773-59-2220

【勤務地】 福知山市三和町
　　　　 （長田野工業団地アネックス京都みわ内）
【時　間】 8：30～17：30
【休　日】 会社カレンダーによる ※年間115日
【待　遇】 賞与年2回､交通費規定支給（上限有）､
　　　　 残業手当･家族手当､退職金制度
《応　募》 お気軽にご連絡ください｡随時面接を行います。

■各種情報用紙の製造･販売

給与 ※経験能力
　による

※残業20hの場合19.2万円～21.2万円
16.7万円～18.5万円

正社員募集

担当
大谷

●正社員 ◆福知山市

ロール紙加工機のオペレーター

経験
による
増額有

受注増につき

増員（若干名）

●正社員 ◆綾部市

喜楽鉱業株式会社■再生重油の製造・販売・
　油系産業廃棄物の処理、他

〒623-0116
京都府綾部市下八田町上澤10-5 
http://www.kiraku-k.com/☎0773-42-3335

応 募 　電話連絡の上、履歴書（写真貼付）、職務経歴書を持参又は発送下さい。

時代のニーズにあった
環境企業で働きませんか？

（担当：野田）

スタッフ募集!!
◆大型ドライバー ◆営業 ◆工場スタッフ

日給 8,000円 日給 8,500円 日給 9,000円

【京都本店】〒629-2313 京都府与謝郡与謝野町字三河内177
和道警備保障
【兵庫支店】〒667-0003 兵庫県養父市八鹿町宿南1773

☎0772-45-1725

新規隊員募集!

●正社員 ●アルバイト ◆兵庫県北部・京都府北部

京都北部･兵庫北部にて

未経験者 経験者 検定員

★別途交通費支給 ★各種保険完備 ★寮完備 (即入居可 )

若干名若干名若干名

●派遣社員 ◆舞鶴市

0120-63-1298
（人事課：鈴木）

電話で面接致します
電話で採用致します

Web応募
24時間
受付中!!

●滋賀営業所

（派）27-020433

https://www.1178415.com

WEB面接開催中

通勤及びワンルーム入居者募集!
≪従業員募集!アルバイト可!≫

【待遇】 ワンルームマンション有り、昇給、各保険有り、交通費一部支給

58歳位迄の男性活躍中

京都府舞鶴市（JR舞鶴線『東舞鶴』駅下車）

ガラスの製造及び加工作業
30～35万円
月収例時給

1,300円

※車・バイク・自転車通勤可

☆製造系の求人サイト 毎週お仕事更新中☆

電話で面接.com

案件No.10045

☎0773-42-6290
綾部市高津町下大橋3（観音寺バス停下車、綾部方面へ約5分）

㈱有馬リネンサプライ 綾部支店
（担当／糸井）

《応募》 まずはお気軽にお電話の上､
　　　 履歴書（写貼）を持参ください

●正社員 ●パート ◆綾部市

937円

正社員・パート募集!!
正社員〔若干名〕

《仕事内容》

クリーニング洗濯工場
でのライン作業

【時間】 8：00～16：00
　　　 （休憩あり）※残業あり
【休日】 日曜、その他
【待遇】 各種社会保険完備、
　　　 交通費実費支給、
　　　 昇給あり、賞与あり
【資格】 59歳以下
　　　　（定年年齢の定めがある為）

※受動喫煙対策有
　（屋内禁煙）

★経験不問

給与 192,000円～

360,000円

《仕事内容》

リネンの仕上げ

【時間】 8：00～16：00
　　　 （休憩あり）※残業あり
【休日】 日曜日および
　　　 シフト制により
　　　 月2～3日
【待遇】 各種社会保険完備､
　　　 交通費規定支給

★女性活躍中

時給

パート〔5名程度〕



京都工場

充実の 福利厚生福利厚生福利厚生 深 夜 手 当 は
時給30％UP

年 間 休 日
123日　

社 内 販 売 有
どの商品も箱買い可※2021年度

　実施

人間ドック無料
(35歳・40歳以上)



〒623-0117 綾部市とよさか町12番地☎0773-43-3211場 担当
三谷

説 明 会 ＆ 面 接 会 開 催

  9：00～11：00
15：00～17：00▼

9/ 22（木）開
催
日
時

事前にご予約ください。当日参加もOK!
※その他の日にちも随時開催いたします。ご相談ください。

当日は履歴書
（写貼）持参で、
ご参加ください。

社 員 食 堂 有
1 食 150 円 !

有
可

年 間 賞 与
4.49ケ月※2020年度

　実施

料
上)
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その他福井県兵庫県京都府
(中丹・丹後) (但馬・丹波) (嶺南)

●派遣社員 ◆豊岡市・京丹後市・宮津市・与謝野町・舞鶴市・綾部市

労働者派遣事業許可（派）26-300057　紹介事業26-ユ-300184

N・S・K株式会社 ［HP］http://www.nsk-outsourcing.jp
［e-mail］nsk-co-ltd@nsk-outsourcing.jp

〒629-2421 京都府与謝郡与謝野町字金屋465-1
≪TEL受付≫9時～19時（HPでは24時間ご応募受け付けております）

☎0772-43-1014

＜福利厚生＞●社員登用制度（派遣先・派遣元）あり、通勤手当別途支給、労災保険上乗せ労災・雇用保険・健康保険・厚生年金完備 ※各規定あり
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☎0773-22-2288

医療法人 福知会

もみじヶ丘病院

●正職員 ◆福知山市

★年間休日123日のゆとりある勤務です!!
★年休も取得しやすく、定時で帰れます!
★毎年昇給あります!

事務員募集!!

給与
月給

賞与 ※別途扶養手当、
　通勤手当有

郵送先／〒620-0879
福知山市荒木3374

【勤務】 8：30～17：00 【休日】 土・日・祝
年2回（74万円以上）※前年度実績

 履歴書（写真貼付）を下記まで郵送ください。（担当：総務課）応募 
詳しくは
お問い合わせ
ください

20.8万円～25.0万円

●正社員 ◆福知山市、他

【待遇】 各種保険完備、昇給有、寸志年2回有、通勤手当（上限有）、マイカー通勤可、有給休暇（6ヵ月後より）※試用期間2ヵ月有

増員

株式会社 ハート急便 福知山市字荒河小字声田和9-9
☎0773-25-2516

学歴･経験不問! 免許取得制度有

《応募》 詳しくはお気軽にお問い合わせ下さい。
WEBからの
エントリーも
可能です

求ム!!
やる気!元気!向上心!
ほとんどの先輩が
未経験からはじめました。

ー64歳以下の方ー
（省令1号 ※65歳定年制） 

給与
336,500円～
   396,500円

働きやすい職場認証制度登録簿に登録されました。

■4tトラック運転手

【資格】 要中型免許
【時間】 7：30～16：30
【休日】 日･祝、他

福知山市周辺の荷物の集配業務。
得意先10件程度を担当していただきます。

給与 253,500円～
　287,500円

時間外
勤務有 

【資格】 要大型自動車一種免許
【時間】 16：00～翌１：00
　　　 この他勤務時間あり。
【休日】 日･祝、他

大口顧客様や物流センター間輸送

時間外
勤務有 

■■1010ttトトララッック運転手ク運転手■10tトラック運転手

……………………………………

……………………………………

株式会社野村佃煮
福知山市三和町みわ11番地4

担　当
川野・正木携帯

☎0773-59-2201
090-8657-2097

丹波三和工場

正社員
短期アルバイト（12/29まで）

給与

佃煮・昆布・煮豆・おせちの製造・包装業務、
出荷作業及び原料の在庫管理

《応募》 9/20（火）より電話にて受付ます。
　　　 面接随時。履歴書持参でご来社下さい。

●正社員 ●アルバイト ◆福知山市

※力仕事あり（12kg～16kg程度の物の取り扱い）

250,000円
※試用期間
　    3ヵ月有

【勤務時間】 8：30～17：30 【休日】 日、祝、その他
　　　   ※会社カレンダーによる（水・土）
　　　   ※年間休日122日 ※年末年始休暇有
【待  遇】 交通費支給、制服貸与、社保完備、昼食費補助
【資  格】 高卒以上

◆職種◆

30代
活躍中

募集!! 丹波三和工場

166,000円～
《アルバイト》

【時間】 9：00～17：00
　　　 ※時間応相談
時給 1,050円

9,000円※研修
 期間有 

施設内警備員
【業務】 店舗内外･売場の巡回（保安業務）
【時間】 14：00～23：00

株式会社 フォールズ
福知山市字
拝師135番地1☎0773-23-7306

担当
衣川

南丹市
園部町

★直行直帰可 ★WワークOK
★接客経験ある方大歓迎

平日2日限定

日 給 未経験者OK

●パート ◆南丹市

株式会社 ヴォイス
〒961-0854福島県白河市高山77　新白河高山テナントD

☎0248-21-9975

●契約社員 ◆丹波市

230,000円～

■有料職業紹介07-ユ-300169

【住友ゴム工業㈱】直接雇用のお仕事です!!

【勤務時間】 3交替 [1直]  7：20～15：15（7時間10分） [2直]15：05～23：00（7時間10分）
　　　　　　　 [3直]22：50～  7：30（7時間40分）
【休　日】 シフト制（5勤2休、5勤1休） ※大型連休（GW、夏期、年末年始）
【待　遇】 社会保険完備、社員食堂利用可（198円/食）昇給有、正社員登用制度有
【別途支給手当】 超過勤務手当、交替手当（10,000円/月）、シフト手当（2直/3直手当）、
　　　　 賞与（年2回）、通勤費

1,290円時給

月収例

当社【㈱ヴォイス】は住友ゴム工業㈱様の協力企業として、採用の窓口となっております。
まずは【㈱ヴォイス採用係】まで、お気軽にお電話下さい!応募

◆勤務地／住友ゴム工業株式会社 市島工場（丹波市市島町）

（規定有）支給
5万円

270,000円

入社祝金

★正社員登用多数実績あり!
★長期安定の職場です!
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●パート ●アルバイト ◆福知山市

簡単!

日常生活に取り入れやすい運動です。 生徒大募集!!
★痩せやすい体を作りたい方 ★体のゆがみを直したい方

●インフォメーション ◆福知山市

リラックスヨガ

●パート ●アルバイト ◆福知山市

フロント清掃募集中!

HOTEL GEN 福知山店
福知山市長尾
小字芦谷40-13☎072-765-0050

時給1,000円～
《応募》 電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参

ホテル

受付専用ダイヤル
（猪名川店）

【仕事】 ホテルの清掃・調理、他 フロント業務
【時間】 9：00～18：00 ※時間･曜日応相談
【待遇】 交通費規程内支給、車通勤可

★昼夜、時間を問わず入れる方優遇!!

（試用期間あり）

Hotto Motto 福知山東羽合町店
0120-951-547

時間帯要相談!! まずはお電話下さい。詳細は面談にて。

福知山市東羽合町100

応 募

一緒においしさとぬくもりを届けませんか？

クルーさん募集!!
【内容】 お弁当の調理、レジ接客
【時間】 ①  8：00～13：00 ②11：00～17：00
　　　 ③17：00～22：00
　　　 ※勤務時間例
【待遇】 車通勤可、食事補助有、社保完備

時給
時給

980円～937円～

★1日2～3Hの短時間でもOK!
★未経験の方大歓迎♪
★週1日～OK ★WワークOK!!

●パート ●アルバイト ◆福知山市

《高校生》

●正社員 ●アルバイト ◆福知山市・舞鶴市・丹波市

有限会社ふじみ 福知山市長田488-5

正社員・
アルバイト募集

応  募　　詳しくはお気軽にお電話下さい。

 ★各種保険あり

コンクリートミキサー車
での運送業務

福知山・舞鶴・
氷上方面

【資格】 大型免許・普通免許
【時間】 8：00～17：00
　　　 （時間外あり）

数名

《給与》
正社員

アルバイト

月給

日給

300,000円前後
14,000円※試用期間

　あり

080-2488-7733

●パート ●アルバイト ◆福知山市

スタッフ募集!!

福知山市長田野町2-47-2（担当:管理課）☎0773-20-2461ポテトフーズ関西工場株式会社

★味の素株式会社の業務用サラダを
　生産しています。☆丁寧に指導します!増産

のため

【待遇】 交通費別途支給、社会保険完備・雇用保険・労災、有給休暇、制服貸与、社割制度 【休日】 土･日（土曜は勤務の場合有）、年末年始、お盆

応募 お気軽にお電話ください。

4
【時間】 17：00～2：00

時給1,100円＋深夜手当

ポテト･パスタサラダの
オペレーター作業

【時間】 8：00～17：00
★賞与年2回（合計1ヵ月分）
★女性活躍中

3 ポテト･パスタサラダのオペレーター作業

月収25万円以上可
★賞与年2回（合計1ヵ月分）

【時間】 7：30～16：30

時給1,000円時給1,000円

ブランチング作業

月収

20万円以上可 時給1,000円
月収

18万円以上可

2

★賞与年2回（合計1ヵ月分）
★男性活躍中

【時間】 12：30～17：00

じゃがいものトリミング・
ピッキング作業1

★扶養内で勤務できます
★週4日勤務 ★女性活躍中

特別養護
老人ホーム安寿の里

☎0772-26-0333
〒626-0071  京都府宮津市由良751番地（担当：畑中・山本）

◆お問合せ◆

★施設の見学もできます。
　未経験の方でも、まずはご相談ください。

190,600円～給与

給与の
内訳

●正社員 ◆宮津市

【時間】 8：30～17：30 ※シフト制（月20日勤務）
【休日】 土・日
【資格】 管理栄養士必須
【待遇】 賞与年2回（前年度実績4.4 ヶ月）、昇給有、
　　　 各種社会保険・共済制度完備、昇給有、
　　　 退職制度有、通勤手当支給（2㎞以上から）

管理栄養士
募集!!
◆仕事／高齢者施設での管理栄養士の
　　  専任業務（栄養ケアマネンジメント等）
　　  ※PC基本操作有

基 本 給 164,600円～
業務手当     6,000円
地域手当   20,000円

ブランク
ある方でも
ご相談下さい
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●パート ●アルバイト ◆福知山市

簡単!

日常生活に取り入れやすい運動です。 生徒大募集!!
★痩せやすい体を作りたい方 ★体のゆがみを直したい方

●インフォメーション ◆福知山市

リラックスヨガ

●パート ●アルバイト ◆福知山市

フロント清掃募集中!

HOTEL GEN 福知山店
福知山市長尾
小字芦谷40-13☎072-765-0050

時給1,000円～
《応募》 電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参

ホテル

受付専用ダイヤル
（猪名川店）

【仕事】 ホテルの清掃・調理、他 フロント業務
【時間】 9：00～18：00 ※時間･曜日応相談
【待遇】 交通費規程内支給、車通勤可

★昼夜、時間を問わず入れる方優遇!!

（試用期間あり）

Hotto Motto 福知山東羽合町店
0120-951-547

時間帯要相談!! まずはお電話下さい。詳細は面談にて。

福知山市東羽合町100

応 募

一緒においしさとぬくもりを届けませんか？

クルーさん募集!!
【内容】 お弁当の調理、レジ接客
【時間】 ①  8：00～13：00 ②11：00～17：00
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★未経験の方大歓迎♪
★週1日～OK ★WワークOK!!

●パート ●アルバイト ◆福知山市

《高校生》

●正社員 ●アルバイト ◆福知山市・舞鶴市・丹波市

有限会社ふじみ 福知山市長田488-5

正社員・
アルバイト募集

応  募　　詳しくはお気軽にお電話下さい。

 ★各種保険あり

コンクリートミキサー車
での運送業務

福知山・舞鶴・
氷上方面

【資格】 大型免許・普通免許
【時間】 8：00～17：00
　　　 （時間外あり）

数名

《給与》
正社員
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300,000円前後
14,000円※試用期間

　あり
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●パート ●アルバイト ◆福知山市
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★味の素株式会社の業務用サラダを
　生産しています。☆丁寧に指導します!増産

のため
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★扶養内で勤務できます
★週4日勤務 ★女性活躍中

特別養護
老人ホーム安寿の里

☎0772-26-0333
〒626-0071  京都府宮津市由良751番地（担当：畑中・山本）

◆お問合せ◆

★施設の見学もできます。
　未経験の方でも、まずはご相談ください。
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給与の
内訳

●正社員 ◆宮津市

【時間】 8：30～17：30 ※シフト制（月20日勤務）
【休日】 土・日
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　　　 各種社会保険・共済制度完備、昇給有、
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●パート ◆豊岡市

【時間】 8：30～15：00（休憩90分・実働5時間）
　　　 ※週3～6日勤務（相談可）
【休日】 日、他
【待遇】 各種社会保険有、制服貸与、年次有給休暇有、
　　　 交通費支給

《3～4名》

1,100円～1,200円

研修
期間有

日常清掃
◆勤務地／豊岡市内の病院

スタッフ
募集

★男女活躍中★男女活躍中★男女活躍中

福知山市末広町六丁目2番地 http://jobisha.co.jp/

《応募方法》 下記までお気軽にお電話下さい。

株式会社 ☎0773-23-2222北近畿支店
(採用担当)

時給
※試用期間3ヵ月は
　950円

●パート ●アルバイト ◆舞鶴市

応募

株式会社 フューチャーイン
〒625-8555 舞鶴市字北吸1044 舞鶴市役所別館2階

☎0773-62-1632

内勤パート
仕事
内容

【時間】 8時30分～17時30分（休憩60分）
【休日】 土・日・祝、年末年始
【資格】 Word・Excel（初級程度できる方）
【待遇】 社保完備、交通費支給、制服貸与

時給950円
履歴書(写貼)に希望職種の「内勤パート希望」を必ず
明記の上、下記住所まで郵送して下さい。

◆勤務地/
舞鶴市字北吸1044 舞鶴市役所別館2階

水道料金事務全般、水道料金事務全般、
PC入力、窓口・電話対応等PC入力、窓口・電話対応等
水道料金事務全般、
PC入力、窓口・電話対応等

《舞鶴営業所》

土日祝土日祝
5050円円UPUP
土日祝
50円UP

福知山市夜久野町小倉
（ドライブインやくの前）

◆応募／お気軽にお電話下さい。面接時の履歴書は不要です。

【時間】 9：00～21：30の内3～6h程度※シフト制 
【休日】 月曜・第3火曜定休(週休制) 
【待遇】 交通費規定支給、制服支給、昇給あり、社保完備

スタッフ大募集 時給

★土日勤務できる方歓迎 ★Ｗワーク歓迎 
★未経験の方歓迎 ★食事付き

勤務地夜久野本店

株式会社スリーアローズ
☎0773-38-0823

●パート ●アルバイト ◆福知山市

※月曜・第3火曜定休

※時給1分
　単位計算

980980円円980円

受験に強い　テストに強い
だから選ばれ続ける

入試対策受付中入試対策受付中入試対策受付中

●インフォメーション ◆豊岡市・朝来市・養父市・宮津市

●正社員 ●アルバイト ◆京都府北部全域

正社員・アルバイト急募!!

河嶋運送株式会社 ☎0772-46-4121
〒629-2251 宮津市字須津1608 http://kawashima-unso.co.jp/

《応募》下記までお気軽にお問い合わせください。

（担当：総務部 上田）

本卸、荷仕分け
アルバイト

３t・４t
大型トラック
ドライバー

◆勤務地/福知山市、宮津市、舞鶴市、京都市

230,000円～350,000円
給与

《仕事内容》
本を各カゴへ仕分け、
その後に荷物をコース仕分け
【勤務】 月曜日～土曜日
　　　 ※日・祝休み ※土曜はほぼ休み

勤務地①
河嶋運送株式会社 舞鶴営業所
（舞鶴市字喜多1105-14）
【時間】 3：30～7：30

時給

勤務地②
河嶋運送株式会社 宮津営業所
（宮津市字須津1615-1）
【時間】 5：00～7：00 1,100円～

時給11,,200200円円1,200円～

年2回
賞与
あり

正社員
募集

●パート ●アルバイト ◆宮津市

オープニングスタッフ募集!!

☎06-6569-9012
《応募》 受付は下記まで。お気軽に御連絡下さい。

【時間】 （平日）9：00～13：00 14：00～18：00
　　　 （土曜）9：00～13：00

★年齢・性別不問 ★学歴不要

すみれ薬局 本社

◎1日を通して、又は平日の午後、土曜
　働いていただける方大歓迎!!

勤務地 すみれ薬局 宮津店（宮津市字鶴賀2061-22）

時給

1,000円～
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各社お仕事各社お仕事
面接・説明会・登録会面接・説明会・登録会

各社お仕事
面接・説明会・登録会

WEEKLY CALENDAR
おしごと内容など、詳しくご説明します。

各社お仕事
面接・説明会・登録会

WEEKLY CALENDARWEEKLY CALENDAR

随 

時

おしごと内容など、詳しくご説明します。

● ㈱ワークスタッフでは登録・お仕事相談会実施中
● ㈱ファーストシステムでは随時面接会を行います。
● ㈱フジワーク京都北事業所ではお仕事説明会開催中。
● ㈱トーコー福知山営業所では9/20（火）～9/22（木）9：00～20：00に
　 お仕事説明会を行います。

木9/22

火9/20

水9/21

金・祝9/23

火9/27

月9/26

◆日東薬品工業㈱ 企業説明会

◆㈱トーコー福知山営業所お仕事説明会開催

◆カルビー㈱京都工場 説明会＆面接会

◆日東薬品工業㈱ 工場見学会

◆㈱ホットスタッフ京都 お仕事登録説明会

◆㈱フジワーク京都北事業所 お仕事説明会

◆日東薬品工業㈱ 企業説明会

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・

・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

14：30～16：00
ハローワーク綾部

10：00～12：00
舞鶴商工観光センター

①  9：00～11：00
②15：00～17：00 ※要予約

13：00～14：30
※要予約

12：00～17：00
市民交流プラザふくちやま

13：30～16：00
ハローワーク福知山

9：30～11：30
ハローワーク福知山

事前に参加日時をご予約頂くとスムーズです!

させて
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させて
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履　歴　書  年 　 　月  　　日現在

 氏　　名

※性別

 ふりがな  電話

（現住所以外に連絡を希望する場合のみ記入）

※「性別」欄：記載は任意です。未記載とすることも可能です。

月 学　歴・職　歴（各別にまとめて書く）

 電話
 連絡先　〒

年

 ふりがな

 現住所　〒

 ふりがな

年 月 日生　　（満　　歳）　　

写真をはる位置

写真をはる必要が
ある場合
縦　40mm
横　30mm

2.本人単身胸から上
3.裏面のりづけ
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年 月

年 月

学　歴・職　歴（各別にまとめて書く）

 本人希望記入欄（特に給料・職種・勤務時間・勤務地・その他についての希望などがあれば記入

　志望の動機、特技、好きな学科、アピールポイントなど

免　許・資　格



福知山市字中ノ27 福知山市商工会館3F

広告No.322209017
〈人材派遣業（般）27-130002〉

他にもお仕事多数！

全国の
お仕事を検索

福知山営業所トーコー（株）

0120-995-117

9月20日（火）～9月22日（木）
時間／9：00～20：00  会場／トーコー福知山営業所

※その他、面接日等
　ご相談に応じます。

お仕事
説明会開催 福知山市

商工会館
3F

市
民
病
院

御霊神社

市役所

JR福知山駅
JR山陰本線

175号線
昭
和
小

毎日
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発
行
・
編
集

株
式
会
社

0120-25-4370 平日8：30～17：30
弊社ホームページからは、24時間いつでもスタッフ登録（仮登録）ができます。

▼http://www.first-s.co.jp/

●採用センター 〒620-0808 福知山市土1番地2
●和田山営業所 〒669-5268 朝来市和田山町立ノ原55-1

株式会社

ファーストシステム


