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総合人材サービス 許可番号
【派遣】(派 )28-130003 【紹介】28-ユ -130005

丹波オフィス
丹波市氷上町石生2315-3 1F

☎0078-6008-4133

豊岡オフィス
豊岡市寿町11-1寿ビル2号館1階

☎0078-6008-4130

福知山オフィス 
福知山市字堀2080-8

☎0078-6008-4127

【営業時間】月～金9:00～18:00 ※通話料無料です
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ハローワーク

アイティ

豊岡オフィス

【休暇】 GW、夏季休暇、年末年始休暇 【交通費】 上限30,000円まで支給 ※会社規定有り
【待遇】 昇給昇格、グループ賞与一時金・社会保険・雇用保険・健康保険・厚生年金・労災保険完備、残業・休出手当あり、
　　　 深夜手当、有給休暇、慶弔休暇、通勤交通費支給、社宅完備、制服貸与、従業員持株会、資格取得制度あり
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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)

●正社員 ◆京都市

●契約社員 ◆福知山市

【時間】 9：00～12：00、13：00～18：00、9：00～18：00
　　　 上記時間帯いずれか
【休日】 週休2日制、年末年始（1/1～1/3）
【資格】 普通自動車運転免許（AT可）
【待遇】 各種社会保険（勤務時間による）
　　　 通勤手当規定支給
時給

でんでん配食サービス
京丹後市峰山町新町2462-2(ゴダイドラック峰山新町店併設)

☎0772-62-8149 [担当:山田]

事務員・配達スタッフ募集

●パート ◆京丹後市

勤務日、時間などご相談下さい

◎まずはお気軽お問合せ下さい

30～50代女性活躍中

高齢者向け宅配弁当『でんでん配食サービス』

★ゴダイドラッグでの社割り等、福利厚生も充実★

11,,010188円円1,018円事務員 ※週2.3日程度
（多少の配達業務有り）

1,018円ドライバー

●正社員 ●パート ◆綾部市

三ツ星ベルト技研株式会社
担当　松原

京都府綾部市
城山町7番1

1,000円

【時間】 9：00～15：30 9：00～16：30
　　　 ※時間相談可
【休日】 土･日・他 ※祝日相談可

☎0773-43-3051

正社員･パートスタッフ募集
パートスタッフ【軽作業】
検査･結束･仕上げ･出荷作業等

時 給

【福利厚生】 賞与(年２回・前年実績5.3ヶ月)・昇給・各種手当(住宅手当・家族手当・通勤手当・時間外手当他)・各種保険完備・年間休日122日・制服貸与・各試用期間有

【設備保全(電気)】
工場内の電気保全
プログラム調整他

182,200円～
223,200円

給 与 ※別途手当有

【時間】 ①  8：00～17：00
　　　 ②20:00～  7:15
【休日】 土･日・他
【応募資格】 
 　第二種電気工事士、
 　普通自動車免許

【設備保全(機械)】
工場内での

機械設置･修理他

182,200円～
223,200円

給 与 ※別途手当有

【時間】 ①  8：00～17：00
　　　 ②20:00～  7:15
【休日】 土･日・他
【応募資格】 
 　危険物取扱者(乙種)、
 　普通自動車免許

詳しくはお気軽に
お問合わせ下さい

賞与あり
(夏・冬 ) 11～14万円前年

実績

※扶養範囲可

◎20～50代女性多数活躍中◎

★昇給あり
【時 　間】 ①  8：00～17：00　
　　　     ②20:00～  7:15
【休　日】 土･日・他
【応募資格】 37歳以下（省令3号のイ）

正社員【生産技能職】
産業用ベルトの製造作業

正社員

169,000円～
222,100円

給 与 ※別途手当有

新ライン増設につき大募集!!

●契約社員 ◆小浜市・舞鶴市・福知山市

西日本高速道路サービス関西株式会社 福知山支店 〒620-0853 
福知山市長田野町3-5-1

☎0773-27-7927 ※土･日は受付けて
　おりません9時～17時（担当：高木･大島）

お電話連絡または下記まで履歴書（写真貼付）を郵送下さい。書類選考の上、追って面接日をお知らせ致します。 
※面接時は、簡単な筆記試験を行います。

高速道路の料金スタッフ募集!
舞鶴若狭自動車道

【勤務地】

月給

173,500円～

①福知山料金所（福知山市長田野町3丁目5-1）
②舞鶴東料金所（舞鶴市字堂奥443）
③小浜西料金所（福井県小浜市岡津66）

高速道路のETC機器の監視、操作、お客様対応、料金の精算などのお仕事です。

【勤務】 1年毎の契約更新 8：45～翌9：15（実働15時間10分／昼夜勤務）
　　　 ※休憩9時間20分（連続4時間休憩含む） ※仮眠有
　　　 ☆昼夜勤務月10回～11回（1ヵ月毎に勤務表作成）
【休日】 月9日（2月のみ8日） ※年間107日
【待遇】 交通費全額支給（2km以上）、車通勤可、制服貸与、
　　　 各種社会保険完備、正社員登用制度有（登用後、退職金制度有）

入社2年後の契約社員の
9割以上が正社員登用です

受 付

《応募》
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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)

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》 10/3（月）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

【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

●正社員 ◆福知山市、他

《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!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。……ほとんどの先輩が未経験からはじめました。…
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

●パート ●アルバイト ◆福知山市

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
※月曜・第3火曜定休

※時給1分単位計算
980980円円980円

●パート ●アルバイト ◆福知山市

●派遣社員 ◆綾部市・福知山市
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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)

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）

●パート ●アルバイト ◆福知山市

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19.5万円～21.2万円
17万円～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）

●契約社員 ◆宮津市

【時間】      8：30～16：30、他 ※詳細は面接時
　　　 （A）8：30～16：30 ※月～土のうちシフトによる勤務
　　　 （B）8：00～15：00 ※月～金のうちシフトによる勤務
　　　 ※週２～３日勤務の方を想定していますが週１でもOK
【休日】 シフト制 ※勤務日数相談可
【待遇】 交通費支給（規定有）、制服貸与、就業条件により各種保険加入

☎0772-68-0415 担当
服部

京丹後市大宮町
周枳1767

◆まずはお気軽にお電話ください。
電話受付：10/3(月)より平日9:00～17：30

清掃スタッフ募集
《宮津市内介護施設》　

時給 970円～ 複数の現場を兼務して
いただける方は時給アップあり

☎0773-45-3245昭和倉庫株式会社
《応募》 お電話またはメールにて受付いたします。

br.rokko@showa-so-ko.com

◎入社後の研修 ◎サポート体制充実
◎安全･快適な運転に一役! バックモニター･デジタコ･
　ドライブレコーダー等搭載の最新トラックを導入!!
【時間】 13：00～ ※勤務時間は面談にて相談可能です
【休日】 週休2日制／シフト制
【待遇】 交通費支給、昇給･昇格あり、賞与あり有給休暇制度、社保完備、制服貸与、他

250,000円～
330,000円

京都営業所／綾部市宮代町宮代25番地

月収例
（総支給額）

 正社員
 ドライバー
 大募集!!

●正社員 ◆綾部市

福利厚生充実の
綾部営業所

未経験者
大歓迎!!

☎0773-35-0331ホクト 福知山市生野5（担当：大槻）
《応募》 
詳しくはお問い合わせ下さい。

株式
会社

【時間】 8：00～16：30 9：30～18：00
　　　 ※変動労働時間制（1ヵ月毎）
【休日】 週休2日（シフト制）

●正社員 ●パート ◆福知山市

18万円～22万円月給

◆勤務地/

福知山
本社勤務正社員・パート募集

★社会保険完備、
　各種手当有、
　交通費支給

★交通費
　支給

総合職正社員
【時間】 ①8：00～12：30 ②9：00～12：00
【休日】 ①日祝休み②シフト制 ※共に週3～6日
日給

お弁当の配達パート

4,500円～5,850円① +売上手当

3,000円～3,900円② +売上手当

将来の幹部候補募集
宅配・販売・
マネジメント（　　　　　　　）

●パート ◆舞鶴市

〒625-0062 舞鶴市森421-3
☎0773-64-1019有限会社 セレマックス

■景気に左右されない冠婚葬祭業■ 《応募》 お気軽にお電話の上､履歴書（写貼）ご持参下さい。

（担当：採用係）

★空き時間を有効に! ★20～60代幅広く活躍中
パートスタッフ大募集!
冠婚葬祭に関するお得な情報や
各イベントの案内、チラシのポスティングなど、
誰にでもできるお仕事です。

★勤務時間相談可能♪★勤務時間相談可能♪
★急なお休みも★急なお休みも
　　　対応致します!　　　対応致します!

★勤務時間相談可能♪
★急なお休みも
　　　対応致します!時給1,200円 主婦の方も主婦の方も

大活躍中です大活躍中です
主婦の方も
大活躍中です

初心者の方
大歓迎

承認No.C_EIK-000319

【勤務地】 舞鶴市森421-3
【時　間】 10：00～15：00(昼休憩１時間)
【休　日】 木・土・日･祝
【その他】 研修期間有

新店舗につきみんながイチからのスタートです!
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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

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

●派遣社員 ◆福知山市・綾部市・丹波市・豊岡市
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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)

●常勤 ●アルバイト ◆福知山市・舞鶴市

●常勤…………週6日
●アルバイト…週2日～

《応募》 まずは、お気軽にお電話下さい。 詳細は面談にて…

代行運転手募集
＊～夜の空いた時間を有効に…＊

勤務

☎0773-65-2655
舞鶴営業所・福知山営業所

応募受付：午後8時～午後10時

★二種免許お持ちの方
　いっしょに働きませんか?
【資格】 二種免許

☎0773-25-5560株式会社翔英
◎週に数日等､ご希望の形態での勤務も可能です（詳しくは面談にて）

【勤務地】 福知山・綾部・舞鶴

★経験者・有資格者優遇 ★寮完備
★キャリアアップ、資格取得補助あり
★各種保険制度有（健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険）
★有給休暇有 ★交通費支給有 ※要普通免許

●正社員 ●パート ●アルバイト ◆福知山市・綾部市・舞鶴市

未経験 
でもOK! 

やる気のある方
大歓迎!!

警備事業部

交通誘導員大募集!!
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。

【時間】 ①  8：00～14：00（休憩60分、月曜～金曜）
　　　 ②  8：00～11：00（休憩なし、土曜のみ）
　　　 ③  7：00～11：00（休憩なし）
　　　 ④13：00～16：30（休憩なし）
　　　 ※勤務日数・曜日応相談
【休日】 日、他（シフトによる、週3～5日程度勤務）
【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(上限5,000円)

◆勤務地／綾部市内の病院

株式会社
☎0773-23-2222

北近畿支店

●パート ◆綾部市

採用
担当（　  ）

清掃スタッフ募集《4名》

970円

★男女活躍中
★研修期間有

時給

●パート ◆与謝郡

京都府立医科大学附属
北部医療センター

0120-304-586
株式会社 サンメンテナンス

大阪市中央区和泉町
1丁目1番14号

時給 968円

清掃スタッフ募集

【時間】 ①平日  8：00～16：00（休憩60分）※実働7時間
　　　 ②土曜  8：00～12：00 ※実働4時間
　　　 ③平日13：00～17：00 ※実働4時間
　　　※相談可 ※週5～6日勤務
【休日】 週休2日制
【待遇】 有給休暇・社会保険は法定通り、
　　　 制服貸与あり、交通費規定内支給 

仕事

病院内の日常清掃
病棟、外来、廊下、
トイレ清掃など（　　　　　　　　）

就業場所

（与謝野郡与謝野町字男山481）

※試用期間有

応 募　 お気軽にお問い合わせください。

日祝休み

●正社員 ◆与謝郡
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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 ●アルバイト ◆福知山市

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

●アルバイト ●パート ◆舞鶴市

【職種】 簡単な調理補助業務です
【時間】 ①  5:00～14:00
　　　 ②  9:00～18:00
　　　 ③17:00～20:00
【休日】 月9日（週2日程度） 950円～

1,000円～

●パート ◆小浜市

小浜市スタッフ募集!!

◎時間･勤務日等ご相談下さい !
◎20～60歳代男女活躍中 !

【時給①】

【時給②③】

経験者優遇

★短時間可 ★勤務時間要相談

本 社　舞鶴市字公文名570-1 TEL:0773-75-7500

京都ケータリング株式会社
ACA Next Group ヘルスケアフード事業

 070-1329-5294エリア担当直通 （門）

正社員・アルバイト募集!!

株式会社 まちづくり小浜
≪応募≫お気軽に下記までお問い合わせください。

☎0770-56-3366

◆勤務場所/松永六感藤屋（小浜市門前9-4）
フロント・接客業務

◎チェックイン準備や
　宿準備のお仕事です。
【時間】 6：00～23：00の間
　　　 のシフト制（委細面談）
月収

162,000円～

旅館の清掃業務
【時間】 10：00～15：00
時給

860円～

《採用担当》

●正社員 ●パート ●アルバイト ◆小浜市

正 ア

●パート ●アルバイト ◆宮津市

1,000円

ミップル宮津店内

クリーンスタッフ大募集!!
★女性スタッフ活躍中 ★朝の時間を有効活用♪

【時間】 ①6:15～12：30 ②6：15～9：30
　　　 ③9:30～12:30
【待遇】 交通費支給（会社規定）、制服貸与、
　　　 マイカー通勤可

☎0773-20-1116受付は10/3（月）
9：00～

※店舗へ直接のお問い合せはご遠慮下さい。

環境品質
マネジメント業 シーアンドエステクノ株式会社

西日本OPセンター

お気軽にお電話下さい。後日、現地にて面接致します。
※面接時、履歴書（写貼）ご持参下さい。

福知山市土師新町4-118

CLEANLINESS　SANITATION

応募

勤務地 （　　　）宮津市
浜町3012

時給
＋＋100100円円
日・祝日・祝

＋100円
日・祝

未経験者
歓迎!!
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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)

☎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〕

●派遣社員 ◆舞鶴市

労働者派遣事業/派13-300487 　有料職業紹介事業/13－ユー300437
〒600-8233 京都府京都市下京区油小路通木津屋橋下る北不動堂町490番2 CW京都駅前7Ｆ

業務内容などお気軽にお問合せ下さい株式会社ルフト・メディカルケア
採用
担当

日本全国を
カバーする
当社サイトも
ご覧下さい

時給

【仕事】 どなたでも出来る簡単な軽作業(備品補充、清掃など)
【時間】 16:00～22:00(実働5.5時間) 【休憩】 30分 【休日】 土・日・祝
【待遇】 各種社会保険完備(扶養範囲可)制服貸与・交通費支給（無料駐車可）

オープニング大募集!

0120-333-140
0120-661-620夜間休日

ダイヤル

万円支給万円支給22※規定あり※規定あり入社入社
祝金祝金

さらにさらに
今だ今だけけ!!
さらにさらに
今だ今だけけ!! 万円支給2※規定あり入社

祝金
さらにさらに
今だ今だけけ!!
さらに
今だけ!

40～60代40～60代
男女活躍中男女活躍中
40～60代
男女活躍中

★短時間(実働5.5★短時間(実働5.5時間時間)で高時給!★)で高時給!★★短時間(実働5.5時間)で高時給!★

◆資格・経験・専門知識は必要なし
◆業界未経験の方も安心です♪

10/12(水)13:00～　16:00
【会場】 ホテルアルスタイン10階　※当日はホテル1階受付でお声がけ下さい

会社・業務説明会開催
参加
自由!

予約無し
OK

◎週2日から勤務OK◎
◎主婦の方も活躍◎
◎WワークもOK◎

1,600円
月収例

22日勤務×5.5時間×1,600円＝193,600円
11日勤務×5.5時間×1,450円＝  87,725円

◎フル出勤の場合

◎週2～3日の場合

給食スタッフ募集!!

980円～

22万円～
28万円～

【時給】

【給与】

本 社　舞鶴市字公文名570-1 TEL:0773-75-7500

京都ケータリング株式会社
ACA Next Group ヘルスケアフード事業

 070-1329-5294エリア担当直通 （門）

【仕事】盛り付け、配膳、洗浄作業
【時間】5：00～21：00（実働8時間）
【休日】月9日※週2日程度シフト制

【仕事】　　　　　　　　　【時間】
　①簡単な調理補助業務　 ①  6:00～15:00　
　②簡単な調理補助業務 　②12:00～21:00
　③洗浄業務　　　　    　③  9:00～14:30
【休日】週2日程度シフト制 

舞鶴市

パート (かんたんな作業です )

正社員 2名

未経験
スタート

経験者

★資格不要★資格不要
★簡単作業★簡単作業
★資格不要
★簡単作業

★短時間可★短時間可
★勤務時間要相談★勤務時間要相談
★短時間可
★勤務時間要相談

※いずれも資格、経験による

◎賞与･昇給あり ◎退職金制度あり

●正社員 ●パート ◆舞鶴市

合同会社 あゆみ☎0773-75-4001
《面接場所》 
シティホール（最寄）＊お問い合わせ受付時間 9：00～16：30

まずはお気軽にお電話ください。

【勤務時間】 8：30～16：30
【休　日】 当社規定による（希望日を申告可）
【資　格】 高卒以上、自動車免許（AT限定可）

・お葬式の段取り・準備・進行
・冠婚葬祭の事前提案

◎研修期間3ヶ月内
応募

セレモニー担当者

《仕事内容》

承認No.C_EI_003114

●正社員 ◆綾部市・福知山市・舞鶴市

女性も
活躍中!

2424万円万円24万円給料給料給料

募集!!40代～60代
活躍中!

●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



10

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。

《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

●請負 ◆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)

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。

《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

●請負 ◆綾部市
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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》

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!

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!!
●パート ●社員 ◆福知山市

清掃スタッフ募集!!

☎0773-24-2091 ※受付/平日 8：30～17：00
福知山市厚中町231番地

担当
西村・油利

◎詳細は面談にて。まずはお電話下さい。

★未経験者歓迎♪ ☆経験者は優遇有! ☆週3日から勤務可能
★扶養範囲、Wワーク歓迎(業務による)
☆現在就業中の方でも相談に応じます ★駐車場完備

時給 970円～

業務拡大につき

【時間】 《平日》 8：00～16：00  《土・日・祝》 8：00～15：00
【休憩】 60分
【休日】 シフト制

（共通）

※別途交通費
　支給（規定有）

病棟/福知山市民病院

【時間】 ① 8:00～16:00 ② 8:00～14:00　
【休憩】 60分 
【休日】 土・日・祝、他

清掃/大江分院

20～50代男女活躍中!

賞与有賞与有賞与有

2名

数名

～わたしのピアノ物語～

ショパショパショパン／ワン／ワン／ワ／ ルツルツルツツ第ツ Op.p.p.p.p.p.p.p.1 華 なるなるるる大大大大大大大大大大 曲 かほかか
プログプログプロググ ムラムラム な 合がご いい すすすざいざ 。予。 ごご予。。 くく了 く いい。い。い。

ベートーヴェン／ピアノ・ソナタ第6番Op.10-2
ベートーヴェン／ピアノ・ソナタ第23番Op.57「熱情」
ショパン／ワルツ第1番Op.18「華麗なる大円舞曲」 ほか
※プログラムは変更になる場合がございます。予めご了承ください。

© Taku Miyamoto

プログラム

仲道郁代ピアノ・リサイタル
ストーリー

2022.11/19（土）14:00開演（13:15開場）

会場 舞鶴市総合文化会館 大ホール

（高校生以下） 

1,000円
（一　　　般） 

2,000円

入場料
全席指定
（各税込）

◎未就学のお子様はご入場いただけません。 ◎前売券が完売の場合、当日券の販売はありません。
◎本コンサートは（公財）三井住友海上文化財団の助成により特別料金に設定しています。

舞鶴市総合文化会館 TEL0773-64-0880

舞鶴市、京都府、公益財団法人三井住友海上文化財団主催

ご予約・
お問合せ

京都府舞鶴市字浜2021番地

《注意事項》 新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては中止となる場合がございます。
　　　    　マスクの着用、手指消毒等ご協力をお願いいたします。

舞鶴市総合文化会館／エール東舞鶴店(らぽーる)／
バザールタウン舞鶴／バザールタウン綾部アスパ／
にしがき全店(受付時間各店17:15まで)
【ローソンチケット】 Lコード：53471
【オンラインチケット】
https://www.s2.e-get.jp/maizuru/pt/

チケットの
お求めは...

●インフォメーション ◆舞鶴市

好評発売
中!!

チケット

その他 福井県 兵庫県 京都府
(中丹・丹後)(但馬・丹波)(嶺南)



用事

おいとま

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10/3（月）～10/7（金）9：00～20：00に
　 お仕事説明会を行います。

月10/  3

水10/  5

火10/11

水10/12

水10/19

月10/24

◆日総工産㈱面接会

◆日総工産㈱面接会

◆㈱トーコー福知山営業所お仕事説明会

◆帝産京都自動車㈱

◆日総工産㈱面接会

◆日総工産㈱面接会

◆㈱トーコー福知山営業所お仕事説明会

◆㈱フジワーク京都北事業所お仕事説明会

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・

・・・

13：00～17：00
舞鶴西駅交流センター ※要予約

12：30～16：30
市民交流プラザふくちやま ※要予約

14：00～16：00
舞鶴市商工観光センター

10：00～15：00
ハローワーク舞鶴

12：30～16：30
市民交流プラザふくちやま ※要予約

12：30～16：30
市民交流プラザふくちやま ※要予約

14：00～16：00
舞鶴市商工観光センター

13：30～16：00
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!
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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.322210001
〈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

時間／9：00～20：00  会場／トーコー福知山営業所 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
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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
他にもお仕事あります!!他にもお仕事あります!!他にもお仕事あります!!


