
●求人情報／正社員・アルバイト・パート・契約社員・派遣スタッフ・業務委託その他

毎週日曜日発行
Vol.8072023

1/22
own
pot
求人
情報

北近畿北近畿北近畿
エリア

ご自由にお持ち帰り下さい

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!



協栄設備サービス株式会社☎0773-45-3260
綾部市渕垣町久田14番地の1
■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

https://kyoei-setsubi.com/ 受付／月～金（祝祭日除く）9：00～17：00
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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)

各種メディア（TV･雑誌など）への情報も多数発信中!全国の百貨店にも出店しております。

http://www.otoemon.com/

【時間】 8：15～19：00の間8h（シフト制） 【休日】 年間休日105日

●正社員 ●パート ●アルバイト ◆福知山市

（担当：田原）

194,600円～220,000円

970円～

月給

〈パート・アルバイト同時募集〉
◎土日祝勤務可能な方時給

《正社員》募集

◎福知山市内記44-18 ◎福知山市私市上り立1

※各種手当
　含む

勤務地

●店舗販売スタッフ ●WEB受注スタッフ

otoiawase@otoemon.com

（土日祝＋50円）

0120-535-400

●派遣社員 ◆福知山市・綾部市

寮あります。 入居可能!

アウトソーシングジャパン株式会社
☎0773-25-4147

■派遣業(派)26-300127  有料職業紹介事業 26-ユ-300093 ※月収・時給については、各種手当・賞与を含んでおります。

★プロのワークアドバイザーが、親切・丁寧にご案内いたしますので、お気軽にご連絡下さい。お電話お待ちしております。
〒620-0940 福知山市駅南町3-6 竹下駅南ビル HPからの応募もOK！ http://outsourcing-jp.co.jp 

0120-416-418

ここからも
色々な
お仕事情報が
見られます!!

5万円支給!入社
祝金

③福知山市
【時間】 8：00～16：40 16：00～0：40 0：00～8：40
【休日】 土・日・祝

1,250円

外観検査

時給

②福知山市
【時間】 7：00～16：00 19：00～4：00
【休日】 シフト制

検査

①綾部市
【時間】 8：30～17：30 20:30～5：30 
【休日】 シフト制

機械オペレーター

1,300円時給

1,150円時給

25万円月収例

年2回
ボーナス

有り

交替勤務
手当有り

長期
安定

●正職員 ◆福知山市

福知山市字堀小字
大岩谷3374 ☎0773-22-2120

医療法人 福知会 さくら苑介護老人保健施設

藤田

急募!
正職員

担当

《応募》まずはお電話下さい。

★年間休日
　122日
★賞与年2回

【時間】 8：30～17：15
【休日】 土・日・祝

介護支援専門員
入所業務居宅ケアマネ業務

看護職員
（シフト制・夜勤あり）

宮津税務署☎0772-22-3271〒626-8571 宮津市字鶴賀2070-14

◎まずはお気軽にお問い合わせください。
担当

蒲田

時給970円

税務補助事務員募集
確定申告における税務補助業務 《採用人数》

11名【期  間】 令和5年1月下旬～令和5年3月下旬
　　　　＊詳細な時期につきましてはお問い合わせ下さい
【資  格】 パソコン（ワード・エクセル入力程度）スキル必要
【時  間】 9：00～17：00（内実働5～6時間、休憩1時間）
【休  日】 土・日・祝
【待  遇】 通勤手当実費支給、雇用・労災保険有
【選考方法】 面接時にパソコン入力テストを行います。
　　　　 （簡易な文章及びエクセル入力）

◆仕事◆

現在、自動音声案内につき、２番を押して頂けましたら直接繋がります

●パート ◆宮津市

ガマダ

●契約社員 ●派遣社員 ◆福知山市・京都府大山崎町
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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

●派遣社員 ◆綾部市・福知山市・丹波市
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その他福井県兵庫県京都府
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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 ◆福知山市

□内容/医薬品生産設備メンテナンス、保守点検、計測機器校正、設備の仕様書作成等

□経験/GMPの基礎知識、製薬・食品工場での保守、

　　　 機器更新・新規設置検討等の経験者

□資格/電気工事士、ボイラー技士、危険物取扱者の資格があれば尚良

□勤務/8:00～16:50（フレックス：コアタイム10：00～15：00）

□休日/土・日・祝日・その他　※工事内容により休日出勤、月10時間程残業有

□待遇/賞与年2回、社会保険完備、有給休暇制度有、

　　　 通勤手当、制服貸与、

　　　 社員食堂（会社補助あり）

京都府福知山市長田野町二丁目21番地 ☎0773-27-5421

【正社員募集】月給220,000～250,000円
医薬品製造（エンジニア 医薬品生産設備）

≪応募≫お気軽にお電話ください

（担当/平塚・細見）

●パート ●アルバイト ◆舞鶴市

●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～翌9：00迄の間 ※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 ◆舞鶴市

●正社員 ●アルバイト ◆兵庫県北部・京都府北部

今後に向けて 京都北部・兵庫北部にて

和道警備保障☎0772-45-1725
【京都本店】〒629-2313 京都府与謝郡与謝野町字三河内177
【兵庫支店】〒667-0003 兵庫県養父市八鹿町宿南1773

離職率０％
（R5.1/20現在）※論旨解雇1名除く

謹啓 時下 益々ご健勝のこととお慶び申し上げます
おかげさまで弊社は隊員数も26名となり 設立1周年を迎える事が出来ました
これもひとえにお得意様及び皆々様のお陰と深く感謝しております

隊員一同一層の努力をしていく所存です

新規隊員募集!若干名
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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 ◆京都府・滋賀県

●滋賀営業所
●本社（大阪）

（派）27-020433

https://www.1178415.com

【待遇】 ワンルームマンション有（TV・冷蔵庫・寝具他、生活備品有）、交通費一部支給、各種社会保険有、赴任交通費全額支給 ◎試用期間3ヵ月（条件変更なし）

ボストンバッグ1つで入居可

正社正社員員（※1）（※1）・・契約社契約社員員（※2）（※2）

アアルバルバイイトト〈3ヵ月以上〉〈3ヵ月以上〉（※2）（※2）募集募集
正社員（※1）・契約社員（※2）

アルバイト〈3ヵ月以上〉（※2）募集

電電話話でで即決!即決!電話で即決!
電話で面接致します
電話で採用致します
赴任時赴任時のの昼食プレゼ昼食プレゼンントト!!赴任時の昼食プレゼント!

0120-631-298
（人事課 鈴木）（通話料無料）

【月～金】10～19時 【土日祝】10～18時
1/22（日）～2/5（日）

WEB面接開催中

◆製造系の求人サイト ◆毎週お仕事多数更新中
WEB応募24時間受付中

家賃無料!寮の夕食代無料
※規定有

京都・滋賀勤務地

赴任交通費全額支給事前に
口座振込みです

全国にお仕事多数あります!

高齢者も
活躍中

どちらも大歓迎!アルバイト（※２）可!
ワンルームマンション入居者      通勤者

1日2,000円の仮払いを20日間支給
2月末迄に入社の方

ワンルーム
入居者

★赴任前に現金 2,000円支給
★赴任後に
　QUOカード 3,000円支給

通勤者 ★入社後に現金 2,000円と
★QUOカード 3,000円支給

うれしい特典!

55歳位男女活躍中

●案件№10035
①京都府京都市南区
ガラスの製造及び付帯作業（かんたん作業）
【時間】 《1部》7：00～15：00 《2部》15：00～23：00 《3部》23：00～翌7：00
　　　 ※1年単位の変形労働時間制（休憩60分）
【休日】 指定カレンダーによる（6勤2休の連続操業）

月収例 30万～35万円 時給 1,400円

【JR東海道線『向日町』駅】 ※車・バイク通勤可

58歳位男女活躍中

●案件№
　10572③滋賀県東近江市

シートの製造及び付帯作業（かんたん作業）
【時間】 昼勤8：15～17：15 夜勤20：30～翌5：35
　　　 ※2交替（休憩：昼勤70分 夜勤75分）
【休日】 指定カレンダーによる（完全週休2日制）

月収例 30万～35万円 日給10,000円

【近江鉄道『朝日大塚』駅】 ※車通勤可 支給

入社手当３万円
※規定有

58歳位男性活躍中

●案件№
　10578②滋賀県近江八幡市

シートの製造及び付帯作業（かんたん作業）
【時間】 昼勤8：15～17：00 夜勤20：15～翌5：00 ※2交替（休憩55分）
【休日】 指定カレンダーによる（完全週休2日制）

【近江鉄道『近江八幡』駅】 ※車通勤可

月収例 30万～35万円 日給10,000円

もも

(※1)無期雇用派遣 (※2)有期雇用派遣 ※就業場所屋内の受動喫煙対策あり（喫煙室あり）　

寮に無料Wi-Fi設置!

支給

入社手当３万円
※規定有

支給

入社手当5万円
※規定有

月/5,500円
◎交替勤務手当

交通費全額支給（定期代）

☎0772-46-5789
担当
採用係

与謝郡与謝野町男山481

◆まずはお気軽にお電話ください。

与謝野町内公立病院
給食支援業務スタッフ急募

電話受付：平日8:30～17：30

970円～時給

食器洗浄、台車運搬、拭き掃除等

●パート ◆与謝郡

交通費支給(規定による)、制服貸与
◎研修期間あり、経験問いません

勤務 シフト制 ※週3～5日勤務できる方歓迎

時間

その他

①  9:00～15:30(実働5時間)
②  9:00～16:30(実働6時間)
③  9:30～18:45(実働8時間)
④10:00～15:00(実働4時間)

①  8:30～15:30(実働5.5時間)
②  8:30～16:30(実働7時間)
③  9:30～18:45(実働8時間)
④10:00～15:00(実働4時間)

《平　日》

《土日祝》

瀬戸建設
宮津市字中野
58番地の1

有限会社

《応募》 まずは下記迄、お気軽にお電話下さい。

0120-358-504

建物解体工事お任せ下さい!

1万円～

〈資格〉準中型・中型自動車運転免許 

作業員
〈資格〉年齢不問

【時間】 8：00～17：00
【休日】 日、祝、年末年始、GW、盆
【待遇】 社会保険完備 

日当

トラック未経験者OK!!

●正社員 ●アルバイト ◆宮津市

※その他、詳細は面談にて ※ハローワーク登録済み

正社員募正社員募集集!!!!正社員急募!!
普通免許のみの方も

資格支援制度があります!

重機オペレーター
同時募集!

3t・4t運転手●パート ●アルバイト ◆福知山市

●契約社員 ◆舞鶴市
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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)

●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。

★駐車場完備
★現在就業中の方でも相談に応じます

時給 970円～
《福知山市民病院》

【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

【時間】 16:00～20:00
　　　 ※休憩なし
【休日】 土・日・祝

（共通）

※別途交通費
　支給（規定有）

20～50代男女活躍中!

☆扶養範囲、Wワーク歓迎☆

賞与有賞与有賞与有
病棟

夕方清掃

2名

1名 未経験者
歓迎♪ 

●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。

（担当：野田）

年齢により
スタート月給が
決まります

35歳以上

正社員募集!! 20～50代活躍中!! 未経験者大歓迎!!

昭和48年設立。工場20ヵ所、営業所12ヵ所。主な事業は機械関係の整備と廃油類の処理・処分です。
お客様の経済的利益と、地球環境保全への貢献を使命と考え、廃油類の再利用と無害化に尽力しています。

18～34歳は
249,500円～月給

月収例

183,500円～246,800円月給

＋諸手当＋残業手当
＋諸手当＋残業手当

①構内作業 エンジンオイル・機械油・プラスチックなど、回収した
処理物を重機やフォークリフトで仕分け・加工 300,000円

8：30～17：30

月収例②プラント操作・メンテナンス
焼却プラントの監視・
巡回・点検及び
メンテナンス等

400,000円
7：30～16：30、15：00～0：00、23：30～翌8：30の3交替シフト制

月収例③タンクローリー運転手
タンクローリー車で廃油のルート集配・回収。
県内及び近郊のガソリンスタンドへの油系
廃棄物・再生油等の運搬。タンク・ピットの清掃等

322,500円
8：30～17：30

経験不問。

●アルバイト ◆舞鶴市・福知山市●嘱託職員 ◆福知山市

担当：採用選考係

〒620-0933 福知山市字篠尾62-5

☎0773-22-6241

事務員

学校法人 共栄学園
（京都共栄学園中学校・高等学校）

【職務内容】 文書作成、イベント運営補助、
　　　　 学校運営に関わる庶務、電話対応 等
【勤務開始】 2023年4月1日
【勤務時間】 8:30～17:30（月～金）※休憩60分
【応募資格】 短大卒以上
【応募方法】 履歴書を郵送、メール送信または持参
　　　　 （履歴書：写真貼付、メールアドレス明記）
【応募受付】 随時受付・選考、決定次第終了
【応募方法】 下記URL又はQRｺｰﾄﾞより求人票参照
　　　 　https://www.kyoei.ed.jp/boshu-222113/

学校事務
嘱託職員

●契約社員 ◆福知山市・八幡市

★委細面談
★現地面接OK!
■警備業 大阪府公安委員会認定 62002947

警備員大募集

株式会社 クズハセキュリティ
090-4647-5733 担当:

田村

■勤務地／福知山市内・八幡市

寮
あり

【資格】 男女・年齢･経験不問
【待遇】 社会保険完備

大阪府枚方市
楠葉中町61-13（　　）

即日
OK

●パート ●アルバイト ◆宮津市

【時間】 ①6:15～12：30 ②  6：15～  9：30
　　　 ③9:30～12:30 ④20:00～23：00
【待遇】 交通費支給（会社規定）、制服貸与、
　　　 マイカー通勤可

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♪

☎0773-20-1116受付は1/23（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

未経験者
歓迎!!

1,000円時給
＋＋100100円円
日・祝日・祝

＋100円
日・祝
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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)

☎0773-45-8820福知山市長田
8347-1

スーパーへの食品配送
資格

仕事

要中型免許・大型免許 時間

■運送業
《応募》 お気軽にお電話の上、履歴書（写付）持参ください。

福知山支店株式会社旭運送

ルートドライバー
★残業手当 ★深夜手当 ★休日出勤手当 ★交通費支給

※一部
　残業あり4：00～13：00

総支給額

26～33万円
（規定有り）

万円支給3

平日3～4日アルバイト
（ドライバー）

同時募集!

◎兵庫県・京都府北部を中心に配達
◎手積み、手下ろしの力仕事ナシ!
◎未経験者・女性ドライバー大歓迎!

《中型》

36～39万円《大型》
完全週休2日要相談

入社祝金

大募集!!

●正社員 ●アルバイト ◆福知山市

給与

《工場内作業》募集

京都冷菓株式会社 〒623-0031 綾部市味方町久保勝1番地
☎0773-42-0264

電話連絡の上、履歴書（写貼）をご持参下さい。
※正社員は履歴書（写貼）・職務経歴書を下記迄郵送下さい。
※高校生不可、60歳未満（60歳定年の為）、○B は65歳未満

応募

【休日】 土・日・祝・その他（土曜日の出勤もあり／会社カレンダーによる）
【待遇】 交通費支給（距離に応じて）、賞与･一時金支給（年2回 ※昨年実績2回）、雇用保険･
　　　 労災保険加入

20万円～30万円

地元へのUターン、田舎暮らしご希望のIターンも歓迎!ご相談にのりますので、まずはお気軽にお電話下さい。

●正社員 ●パート社員 ◆綾部市

○A 正社員
【時間】 7：00～24：00
　　　 ※交代勤務

時給

970円 1,070円①・③

○B パート社員
【時間】 ①12：00～17：00
　　　 ②17：00～22：00
　　　 ③12:30～21：00

常用

②

担当
トシマ
アシダ(　　　) ☎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120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!

精神保健福祉士募集!!

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（78万円以上）※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

200,900円～248,900円

募集

川本撚糸（有）☎079-664-0041養父市広谷43-3

　　　 （レディース用）
アパレル製品の包装
仕事内容

【時間】 9:00～16:00( 応相談）

詳しくは
お問い合わせ下さい。

 パートさん内職さん

●内職 ●パート ◆養父市●パート ●アルバイト ◆福知山市

◆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、
　　　 有給休暇、社保完備

スタッフ大募集
★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

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

時給1,030円

勤務地

夜久野本店
福知山市夜久野町小倉
（ドライブインやくの前）

個別指導講師

豊岡市昭和町7-10
☎0796-24-7263

時給1,000円～2,000円1：1～1：3までの
個別指導です。
（1：1が主です）

【勤務日時】 月～土16：00～22：00のうち
　　　　 1日1時間からでも可
【待　遇】 交通費支給（1日500円まで）

各セミナーにお電話の上、
履歴書をご持参下さい。

豊岡校
豊岡市日高町国分寺878-1大和ビル202号

☎0796-42-6020日高校

募集
●アルバイト ◆豊岡市

2校同時
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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 ◆豊岡市・朝来市

◎当社の詳細はこちらからhttp://www.kobetoyopet.com/

トヨタ車の
新車・中古車販売の仕事!!
人と接することが好きな方をお待ちしております

☎078-576-5692（採用担当）

職種／新車営業

神戸トヨペット株式会社 〒652-8501 神戸市兵庫区水木通2-1-1

《業務》

お客様のカーライフ全般を
サポートするトヨタ車の
新車営業をお任せします

豊岡店 豊岡市九日市上町
995-1 和田山店 朝来市和田山町

土田591

月給

216,500円～＊年2回の
　賞与有

（営業手当18,000円含む）

【資格】 要普通免許  【時間】 9：00～17：30
【休日】 火曜、第2・3水曜日+その他月2～3日
　　　 ※年末年始･夏期･ＧＷ休暇、有給休暇有
【待遇】 社会保険完備、家族手当、自家用車通勤
　　　 ※ガソリン代支給、自動車保険60％会社負担、
　　　　  月1万円支給
【応募】 履歴書（写貼）を下記宛先までご送付ください。
　　　 面接日程などは追ってご連絡いたします。

勤務地

●臨時職員 ●嘱託職員 ◆朝来市

社会福祉法人
神戸聖隷福祉事業団真生園

☎079-674-0131

朝来市和田山町竹田1958
http://www.kobeseirei.or.jp

sinseien-info@kobeseirei.or.jp
担当
大橋

詳しくはお電話またはメール
にてお問合せください。

《朝来市》生活支援員、正・准看護師

施設スタッフ募集!

【待遇】 賞与年3回、通勤手当（上限4万円+遠阪トンネル代）
　　　 退職金制度あり（1年以上勤務される方）
【勤務】 3交替
【休日】 シフト制（年間休日124日+有給休暇5日以上取得）

生活支援員◇勤務地/朝来市和田山町竹田

225,040円給与
※20日勤務、夜勤3回、
　処遇改善手当込み

【待遇】 賞与年3回、通勤手当（上限4万円+遠阪トンネル代）
　　　 退職金制度あり
【勤務】 8：00～17：00、9：00～18：00
【休日】 シフト制（年間休日124日+有給休暇5日以上取得） 

看護師 ◇勤務地/朝来市和田山町竹田

259,620円給与
※正看護師10年経験、
　夜間在宅待機手当10日

◎正看護師
◎准看護師

例

例
＊排泄介助、入浴介助および夜間勤務はありません。

寮完備!

ご利用者は皆さん穏やかな方ばかりなので、働きやすい職場です!

《資格》
不問

＊和田山校＊ ＊豊岡校＊＊アルファスタジオ＊

求める人財

●正社員 ◆豊岡市・朝来市

☆長期で勤務していただける方大歓迎!!

◎性別に関係なく活躍できる職場です。

【採用情報HP】 https://alphastudio.jp/本社：〒669-5311 豊岡市日高町日置23-18-3F

（株）アルファスタジオ ☎0796-42-3203お問い
合わせ先

全国最大規模のパソコン教室

パソコン教室

【時間】 9：30～20：15の中で交替制
【休日】 シフトによる（年間96日程度）
【待遇・福利厚生】 厚生年金、健康保険、雇用保険、労災、有給休暇有（入社6ヵ月後）、制服貸与
【給与】 正社員:180,000円からスタート（試用期間6ヵ月間は169,920円）

充実した研修制度があるので未経験でも大丈夫です!!

映像授業での個別学習で生徒がパソコンを使えるようになるための
サポートをします。自分の努力や成長が直接生徒の満足度につながり
ます。生徒から感謝の言葉をいただけるやりがいのあるお仕事です。

人と話すのが好き、人の話を聞くのが好き、そして仕事を通じて自分も
成長を続けたいという方大歓迎！誰かの役に立ちたいという気持ちが
あれば、前職での経験や人生経験も活かして活躍できます。

勤務地

お気軽にお問合せください。

仕事
内容

イオン和田山
コープデイズ豊岡

パソコンインストラクター募集

●正社員 ●パート ◆豊岡市

正社員・パートさ
ん大募集!業務拡大につき

株式会社 オフテクスマニュファクチャリング
〒668－0831 豊岡市神美台156-5☎0796-26-0080 (総務課:廣井) ホームページ https：//www.ophtecs.co.jp

公式インスタグラム
こちらもチェック♪

未経験者大歓迎

コンタクトケア製品・点眼薬の製造と品質管理を行っています。
株式会社 オフテクスマニュファクチャリング（豊岡市神美台156-5） 《勤務地》

【休日】土日祝（会社カレンダーあり）、GW・夏季・年末年始 【待遇】各種社会保険完備、通勤手当支給、制服貸与

※経験・能力により決定

品質管理業務
製品の品質検査及び原材料検査

【条件】 大卒以上、品質管理経験
　　　 もしくは知識のある方
【時間】 8：20～17：00

20万円～30万円給与

正社員

※経験・能力により決定

生産業務・
機械オペレーター

【時間】※シフト制 ※交替勤務可能な方優遇
　　　 8：20～17：00
　　　 ①  7：00～15：40 ②15：00～23：40　
　　　 ③23：00～  7：40 ※交替勤務手当支給あり

175,000円～給与

正社員
生産業務

【時間】 8：20～17：00
　　　 ※勤務時間は相談に応じます。

1,100円～1,200円時給

パート社員

★3時間勤務などの短時間OK!!

社 員 食 堂 完 備
◎ご質問や応募等お気軽に下記までお問い合わせください。 ※応募の際は書類審査・工場見学・面接等についてご案内します。

急募!急募!急募!
★薬剤師免許保有者大歓迎

1,000円～1,200円

工務店スタッフ募集!!

≪応募≫お気軽にお問い合わせください。詳細はHPに掲載

株式会社 上杉工務店
https://uesugi-koumuten.com/☎0796-22-0701 豊岡市野田177-2

上杉工務店 検索

受付・一般事務・賃貸物件案内
一般事務 パート

【時間】 9：00～16：00 【休日】 土・日・祝 【期間】 1年5ヵ月の予定

時給

正社員設計士
木造注文住宅の設計
【時間】8：30～17：30 【休日】 週休2日制（隔週）

月給 20万円～40万円

●正社員 ●パート ◆豊岡市

現場管理者
現場・工期の管理
【時間】8：30～17：30 【休日】 週休2日制（隔週）

月給 20万円～35万円

正社員

急募
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◎当社の詳細はこちらから http://www.kobetoyopet.com/

パート募集未経験者
大歓迎!!

（採用担当）

神戸トヨペット株式会社
〒652-8501 神戸市兵庫区水木通2-1-1

主にクルマの車庫申請や登録手続き業務。
簡単な洗車・回送業務も有。

1,020円
業務

神戸トヨペット
和田山店

☎078-576-5692

時給

【時　間】 9：00～17：30（休憩60分） ※勤務時間相談可
【休日休暇】 火曜、第2・3水曜定休、GW、夏季、年末年始、
　　　 　その他月内相談（シフト制）
【資　格】 普通免許（AT限定可）、学歴・経験不問
【待　遇】 作業服貸与、残業手当、有給休暇、
　　　 　交通費規定、車通勤OK

●パート ◆朝来市

≪応募≫下記までご連絡下さい。面接日案内致します。

＋交通費規定支給＋残業手当有朝来市和田山町
土田591

勤務地

●正社員 ◆福知山市、他

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!

《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） 

働きやすい職場認証制度登録簿に登録されました。

給与
336,500円～
   396,500円

■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

免許取得制度有
待遇

豊岡中央青果株式会社
☎0796-23-1166

〒668-0084
豊岡市福田121-1 （総務：田中）

■履歴書を下記住所までお送り下さい

健康診断とインフルエンザ予防接種は全額会社負担で実施しています。
パート用就業規則、慶弔規定（各種支給）あり 

【時間】 5：30～15：00（休憩90分）※週5日～勤務
【休日】 日・祝（年間カレンダーによる）
【待遇】 各保険完備、交通費支給、
　　　 昇給有

パート募集★経験・年齢不問!!
　60歳以上の方も
　大歓迎!!

青果市場内容器の貸し出し業務
容器室での容器の貸し出し、返却、洗浄のお仕事です。

《仕事》

時給1,000円
※洗浄は機械が行うので水に濡れません。難しい作業等ではありません。

●パート ◆豊岡市

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

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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◎当社の詳細はこちらから http://www.kobetoyopet.com/

パート募集未経験者
大歓迎!!

（採用担当）
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簡単な洗車・回送業務も有。
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業務
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☎078-576-5692

時給
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≪応募≫下記までご連絡下さい。面接日案内致します。
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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!

《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） 

働きやすい職場認証制度登録簿に登録されました。

給与
336,500円～
   396,500円

■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

免許取得制度有
待遇

豊岡中央青果株式会社
☎0796-23-1166

〒668-0084
豊岡市福田121-1 （総務：田中）

■履歴書を下記住所までお送り下さい

健康診断とインフルエンザ予防接種は全額会社負担で実施しています。
パート用就業規則、慶弔規定（各種支給）あり 

【時間】 5：30～15：00（休憩90分）※週5日～勤務
【休日】 日・祝（年間カレンダーによる）
【待遇】 各保険完備、交通費支給、
　　　 昇給有

パート募集★経験・年齢不問!!
　60歳以上の方も
　大歓迎!!

青果市場内容器の貸し出し業務
容器室での容器の貸し出し、返却、洗浄のお仕事です。

《仕事》

時給1,000円
※洗浄は機械が行うので水に濡れません。難しい作業等ではありません。

●パート ◆豊岡市

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

その他福井県兵庫県京都府
(中丹・丹後) (但馬・丹波) (嶺南)

11

その他 福井県 兵庫県 京都府
(中丹・丹後)(但馬・丹波)(嶺南)

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。

● ㈱フジワーク豊岡事業所では随時面接を行っております。
● ㈱ワークスタッフでは随時お仕事相談会を実施中です。

水2   /  1

月2   /  6

水2   /  8

月1   /23

火1   /24

水1   /25

事前に参加日時をご予約頂くとスムーズです!

◆協栄設備サービス㈱面接登録会…10：00～19：00 あやべ・日東精工アリーナ

◆協栄設備サービス㈱面接登録会…10：00～16：00 舞鶴商工観光センター4F

◆日総工産㈱面接会…………………12：30～16：30 市民交流プラザふくちやま ※要予約

◆協栄設備サービス㈱面接登録会…10：00～16：00 舞鶴商工観光センター4F

◆協栄設備サービス㈱面接登録会…10：00～19：00 中丹勤労者福祉会館

◆㈱フジワーク豊岡事業所お仕事説明会…  9：00～12：00 ハローワーク豊岡

◆日総工産㈱面接会…………………13：00～17：00 綾部市市民ホール ※要予約

◆日総工産㈱面接会…………………12：30～16：30 市民交流プラザふくちやま ※要予約

◆日総工産㈱面接会…………………13：00～17：00 舞鶴西駅交流センター ※要予約

◆日総工産㈱面接会…………………12：30～16：30 市民交流プラザふくちやま ※要予約

古物商許可 第631719800002

◎数量・品物により
　出張引き取りも
　行っております!営業時間／8：15～17：15

養父市口米地88
米地橋信号を
まがってすぐ!

ブックス
モリタ様

南但スポーツ
センター様

道の駅やぶ
ファミリーマート

JA

市立養父
小学校

養父
市場

9 駅
父
養

265

104 全但商店

米田橋米田橋

買買取取品品目目買取品目

業者様大
歓

業者様大
歓迎迎!!!!

業者様大
歓

業者様大
歓迎迎!!!!

業者様大
歓迎!!スクラップ

車
スクラップ

車 船外機船外機
スクラップ

車
スクラップ

車 船外機船外機
スクラップ

車 船外機
特にディ

ーゼル・
トラック

特にディ
ーゼル・

トラック

特にディ
ーゼル・

トラック

特にディ
ーゼル・

トラック

特にディ
ーゼル・

トラック

■■機械類機械類■ ■ バイク/自転車/動力モーター/エンジン/ポンプ/バイク/自転車/動力モーター/エンジン/ポンプ/
発電機/バッテリー/コンプレッサー/チェンソー/溶接機/耕運機/トラクター/発電機/バッテリー/コンプレッサー/チェンソー/溶接機/耕運機/トラクター/

農業機械/アルミサッシ/鉄・ステンレス・銅製品/アルミホイール/水道蛇口など農業機械/アルミサッシ/鉄・ステンレス・銅製品/アルミホイール/水道蛇口など

■機械類■ バイク/自転車/動力モーター/エンジン/ポンプ/
発電機/バッテリー/コンプレッサー/チェンソー/溶接機/耕運機/トラクター/

農業機械/アルミサッシ/鉄・ステンレス・銅製品/アルミホイール/水道蛇口など

不用品・
鉄・非鉄

不用品・
鉄・非鉄な

どなどなどなど
高価買高価買取取!

!!!

不用品・
鉄・非鉄な

どなど高価
買取!!

ご不要のご不要の

バッテリ
ー

バッテリ
ー

アルミホ
イルも

アルミホ
イルも

高価買取高価買取
します !します !

ご不要の

バッテリ
ー

アルミホ
イルも

高価買取
します !

1本1本 22,,200200
円円

1本 2,200
円草刈機草刈機草刈機

●インフォメーション ◆養父市

【
一
例
】

【
一
例
】

【
一
例
】

※各買取金額は※各買取金額は
　1月19日現在の　1月19日現在の
　金額です　金額です

※各買取金額は
　1月19日現在の
　金額です

鉄くず鉄くず鉄くず (トタン類
～H鋼)

(トタン類
～H鋼)

(トタン類
～H鋼)444～474～47.5.5円円44～47.5

円

営業カレンダー2 月
4

5 6
12 13 14 15 16 17 18

7 8 9 10
3 11 2 2 3

11

営業カレンダー1 月
22 23 24 25 26 27 28

買
取
価
格 ●バッテリー 円円4545
●モーター 円円909090

●アルミサッシ 円円215215215

●家電品 円101010

●VA線 円円465465465円円750750750●真鍮

●銅パイプ 円円1,0901,0901,090

●アルミホイル 円円270270270

冷蔵庫･洗濯機･TVの買取はできません
※赤色はお休みです※赤色はお休みです※赤色はお休みです

29 30 31 28 29 30 31
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1010,,000000円分円分1010,,000000円分円分10,000円分

33,,000000円分円分33,,000000円分円分3,000円分
55,,000000円分円分55,,000000円分円分5,000円分 1515名様名様1515名様名様15名様55名様名様55名様名様5名様

1515名様名様1515名様名様15名様

■選考方法：タウンスポット（チラシ、フリーペーパー、インターネット）掲載中の企業様に就職された方の中から、毎月先着順で
　　　　　　35名様にビッグプレゼント進呈！！

■選考対象：正社員・職員・アルバイト・パート・契約、派遣社員（登録のみ不可）の就職内定者に限る。

■応募方法：タウンスポット掲載中の企業様に就職及び派遣・契約社員として就職先が決定した方のみ応募可能です。

毎月先着順 JCB商品券をプレゼント！

で採用が決定するとで採用が決定するとで採用が決定すると

プレゼントにつきましてはお一人様一回限りとさせて頂きます。

大好評 就職祝い 入社プレゼント制度毎月実施就職祝い 入社プレゼント制度毎月実施中中 !!!!就職祝い 入社プレゼント制度毎月実施中!!

※但し、採用が決定したと同時にご応募して頂いた方の先着順が、当選者の対象です。後日、こちらから採用決定通知書を送付致しますので就職先（企業様）の
　ご署名・捺印を頂き郵送又はFAXでお送り頂いた方をプレゼント進呈者と致します。(求人掲載記事より１ヵ月以内が対象)

35名様に

株式会社
編集・発行

KYKY

株式会社ユアーズ

〒620-0804　
京都府福知山市石原1丁目152-3

(1) 普段よく利用される媒体をお教え下さい。※複数回答可
1. 新聞折込チラシ　2. フリーペーパー　3.WEBタウンスポット
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点
線
よ
り
切
り
取
っ
て
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

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



点
線
よ
り
切
り
取
っ
て
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

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



《共通待遇》   ●夏冬手当（当社規定有） ●退職金制度 ●年次有給休暇 ●各種保険完備 ●週払い制度有 ●寮対応可能（希望相談可）  ●各種健康診断実施 ●交通費

《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。

0120-523-022
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

※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します。 ※当社は個人情報守秘義務を厳守しています！

豊岡事業所〒668-0031 兵庫県豊岡市大手町8-5 アビックスαビル 2F

（株）フジワーク豊岡事業所では随時面接を行っています。★夜間・休日も24H365日電話受付中!★ナイター面接・出張面接可（時間相談）

フジワークジョブ

178

市役所

〒郵便局

コープ
ユニクロ 豊岡総合高校

豊
岡
駅

京都丹後鉄道
J
R
山
陰
線

426

大開通り

但馬銀行
アイティ

ローソン

フジワーク豊岡事業所

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★

検 索

■工場内業務請負業 労働者派遣事業(派27-150033)



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

上記以外にも多数お仕事あります

新規LINE友達大募集中

◎まずはお気軽にお問い合わせください!!

〒
6
2
0
-0
8
0
4
 福
知
山
市
石
原
1
丁
目
1
5
2
-3
　
TE
L.0
7
7
3
-2
0
-3
2
3
0
　
F
A
X
.0
7
7
3
-2
0
-3
2
3
6

2
0
2
3
.1
/2
2
号

発
行
・
編
集

株
式
会
社


