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福知山駅
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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
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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
会社ミルクマン氷上店☎0795-70-3500
丹波市春日町黒井693-2（R175号線沿い） （担当：ハマノ）

給与

【時間】 8:30～17:00(休憩60分)  
【休日】 隔週休2日制（日・会社カレンダー）

■乳製品PRスタッフ

お任せするのは、明治乳製品の配達
です。 未経験の方も、業界初めての
方も歓迎♪ 

乳製品スタッフ大募集!

【時間】 6：00～ 13：30（60分休憩）
【勤務】 月～土
【休日】 日・他(会社カレンダー）

25～37.5

20～30万円 5～12万円

●正社員 ●パート ◆丹波市

明治の宅配専用商品・サービスを
紹介して頂きます。

◎業務説明のみをご希望の方もお気軽にお問い合わせください。（履歴書不要）

【待遇】 各種保険完備、長期休暇有（年末年始、GW 、夏期休暇、3・10月リフレッ
　　　 シュ休暇）、車輌貸与（AT限定可）、他 ※各研修期間有

※勤務日数
　による

正社員 パート
(週2～4日)

★男女年齢不問 ★未経験者が大活躍の職場です

★賞与年2回あり★

■乳製品配達スタッフ
万円

20 5～10
万円 万円

正社員 パート

入社祝金支給!入社祝金支給!
※規定あり ※規定あり ※2ヶ月研修期間後支給※2ヶ月研修期間後支給
入社祝金支給!
※規定あり ※2ヶ月研修期間後支給

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

940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(　　　)

●パート ●アルバイト ◆小浜市 ●派遣社員 ◆福知山市

寮あります。 入居可能!

①福知山市
【時間】 8：45～17：15
　　　 （9：00～勤務も可）
【休日】 土・日・祝（会社カレンダー）

時給

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!!

電子部品の組立

5万円支給!入社
祝金

③福知山市
【時間】 14：00～20：00
【期間】 6/23～7/9

1,100円

受付・案内

時給

②福知山市
【時間】 9：00～17：00
【休日】 土・日・祝

1,200円

一般事務

★時間応相談

★高時給

時給

1,400円
20名以上
大募集!!

●契約社員 ●派遣社員 ◆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)

●契約社員 ◆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)

●契約社員 ◆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)

●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

●正社員 ●パート ◆舞鶴市

《5休》290,900円～
《6休》277,650円～
《7休》264,390円～
《8休》251,120円～
1,100円～パート時給

090-3728-0611

美容師スタッフ急募!!

※土日祝は
　時給1,200円～

給　与
増額変更

労働者派遣事業許可（派）26-300057　紹介事業26-ユ-300184

☎0772-43-1014N・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

《受付》
9時～19時

＜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)

給与には諸手当が含まれますが、深夜、時間外手当は別途支給します。
※企業カレンダーあり ★各規定あり

登録・お仕事相談会開催中!
●派遣社員 ●正社員 ◆舞鶴市・綾部市・大飯郡・与謝郡

舞鶴市
ガラスのコーティング加工

お仕事相談会は、感染症対策を実施し対応しております。
上記日程ご都合の合わない方も、日時、場所ご相談にて対応させて頂きます。
お気軽にお問合せ下さい。

入社お祝金

万円5 ★

【月収例】 20.3～25万円程度

【時間】 8:50～17:40
【休日】 土・日・祝他※

【時間】 （平日）8:30～17:30
　　　 （土曜）9:00～12:00
【休日】 日・祝他※

高浜町
電力所内での簡単な事務 【正社員】営業スタッフ

与謝野町

時 給1,200円 月 給18万円～
【月収例】 19万円程度 【年収例】 350～800万円

未経験
OK!

未経験
OK!

【時間】 ①  7:00～15:15 
　　　 ②15:00～23:15
　　　 ③23:00～  7:15
【休日】 土・日・他※

綾部市
産業用製品の製造

時 給1,350円

最大 万円補助3家賃補助

高速代補助   １日上限600円、月20日

★

★

入社お祝金

万円5 ★

【月収例】 22～25万円程度

未経験
OK!

◎残業もほとんどなく
　プライベート充実♪

◎PCスキル初級程度

◎派遣先への訪問、
　スタッフの管理など
【向上心をもって取り組める方】

賞与2回/年
 4 ヶ月～

＋インセンティブ

WEB面接もWEB面接も
好評実施中！好評実施中！
WEB面接も
好評実施中！

【時間】 ①  6:45～14:45
　　　 ②14:45～22:45
　　　 ③22:45～  6:45
【休日】 シフト制（6勤2休）
　　　 　※企業カレンダー有

時 給

1,300～1,350円
家賃11,000円

職場から徒歩圏内!
水道光熱費込み

◎女性用寮も相談可◎

1010名名以上以上のの
大募集!大募集!
10名以上の
大募集!

★★単身寮あり!単身寮あり!★単身寮あり!

●パート ●アルバイト ◆綾部市

明るいほうへ福知山市和久市町
239-426号室

☎0773-24-5688
株式会社

《応募》まずはお気軽にお問合せ下さい。

■倉庫内 工場業務請負業

（担当者：トチノ）

ホームページ LINEからもOK

詳しくは
ホームページ、
ラインからも
受付中

請負 明るいほうへ 検索

●請負 ◆福知山市

スタッフ募集!!
★未経験大歓迎!!★

◎親切・丁寧に指導致します!安心してご応募下さい!

倉庫内でのピッキング作業
精密機器の入出荷業務及び在庫管理業務
ハンドリフトでの入出荷作業
【時間】 8：30～17：00（多少残業あり）
【休日】 土・日・祝、他（会社カレンダー）
【待遇】 雇用、労災保険、健康保険、厚生年金加入、
　　　 有給休暇（6ヵ月後から）、マイカー通勤可、制服貸与

時給1,050円～ 1,312円
＊17時以降

※別途交通費支給　※精勤手当有、昇給有

●男性活躍中
  ●体を動かすのが好きな方

＊受動喫煙対策有
　（屋内禁煙・屋外に喫煙所有）

勤務地

長田野
工業団地

★休日希望に合わせてシフト調整可能です ★空調設備・休憩室・TV完備
★2人体制で安心。休憩も取れます ★安心して働ける職場です

警備スタッフ

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。面接は北近畿支店又は現地になります。

株式会社
☎0773-23-2222

北近畿支店

●パート ◆綾部市

採用
担当（　  ）

【時間】 ①  8：00～ 18：00（実働8時間・休憩2時間）
 　　　②18：00～翌8：00（実働9時間・休憩5時間）
 　　　③19：00～翌6：00（実働7時間・休憩4時間）
　　　 ※月10～12回出勤（シフト制）
【待遇】 交通費有、各種社会保険有、年次有給休暇、研修期間有、制服貸与

綾部市内
の病院

時給 男女活躍中!!1,000円◆勤務地◆

急 募



6

その他福井県兵庫県京都府
(中丹・丹後) (但馬・丹波) (嶺南)

★委細面談
★現地面接OK!

■警備業 大阪府公安委員会認定 62002947

福知山

株式会社 クズハセキュリティ 090-4647-5733

【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（担当:田村） 

寮
あり

即日
OK

●契約社員 ◆福知山市・八幡市
■勤務地／■勤務地／

福知山市内・八幡市福知山市内・八幡市
■勤務地／

福知山市内・八幡市警備員大募集
●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
〒464-8567 愛知県名古屋市千種区内山2-6-22

☎052-732-8035（人事課／採用担当）

①内勤パート
◆勤務地/舞鶴市字北吸1044 舞鶴市役所別館2階

仕事
内容
水道料金事務全般、PC入力、
窓口・電話対応等

※検針戸数
　により増減有

【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

委託料 50,000円
★作業時間はご自身で調整可能

仕事
内容

舞鶴市内の割当られた担当地域の
各戸水道メーター検針業務

【作業期間】 毎月1日～25日のうち8日程度
【資  格】 バイク・車等、持ち込みができる方
　　　　（ガソリン代は自己負担）

（　　　　　　　　　　　　　　　）※但し、朝8時前後から
　夕方5時前後の間

履歴書(写貼)に希望勤務地の「舞鶴市」と希望番号(①か②)を
必ず明記の上、下記本社住所まで郵送して下さい。

②水道メーター検針員

家賃無料
①②④の

みワンルームマンシ
ョン

電話で即決

正社員（※1）・契約社員（※2）・
アルバイト〈3カ月以上〉（※2）募集

0120-631-298
（人事担当者）

【月～金】10～19時 【土・日・祝】10～18時
6/12（日）～6/26（日）

電話で面接致します
電話で採用致します

《ワンルームマンション有!》
TV・冷蔵庫・寝具、他 生活備品有

ボストンバッグ
1つで入居可

赴任時の昼食プレゼント!

●岡山営業所
●滋賀営業所
●東京営業所

（派）27-020433
WWeb応募eb応募
24時間24時間
受付中受付中!!!!

Web応募
24時間
受付中!!

https://www.1178415.com

【待遇】 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）
(※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）

採用後は所持金がなくても現地まで
赴任できます。現地までの赴任費を
お振込み致します。

赴任を
する方へ

20日間支給
※6月末
　までに
　入社の方

赴任前に 2,000円支給!!現金 QUOカード

仮払いを （規定有）

1日2,000円の

赴任後に 3,000円支給!!
◆ 入居者特典!

☆製造系の求人サイト☆

新日本イメージキャラクター「シンタくん」

電話で面接.com

通勤者
●派遣社員 ◆島根県・南丹市・滋賀県・山梨県

アルバイト（※２）可

●島根 ●京都 ●滋賀 ●山梨
全国にお仕事多数あります!

ワンルームマンション入居者も
どちらも大歓迎! 

勤務地 WEB面接
開催中

滋賀県長浜市

【時間】 朝勤   7：30～ 15：45（休憩60分） 午勤 15：30～23：15（休憩45分）
　　　 夜勤 23：00～翌7：45（休憩60分） ※4直3交替連続操業（6勤2休）
【休日】 基本6勤2休（指定カレンダーによる）

薄板ガラスの洗浄・投入・検査・梱包作業（かんたん作業）

60歳位迄の男性活躍中

※車・バイク通勤可

JR北陸本線『高月』駅
より徒歩15分【　　　　　　　　　　】

27～29万円月収例 9,000円日給

3
8万円支給!! 生活補助金6ヵ月後 ※規定有

案件№10514

山梨県中巨摩郡昭和町

【時間】 8：30～17：30 13：00～22：00 ※各専従勤務です（休憩75分）
【休日】 指定カレンダー有

電子機器部品の加工補助作業（かんたん作業）

※車・自転車・バイク通勤可

JR身延線
『国母』駅【　　　　　　】

27～33万円月収例 9,000円日給

4
家賃無料

案件№10461

島根県雲南市

【時間】 （昼勤A）8：30～17：20 （夜勤B）17：10～翌2：00
　　　 ※入社日は昼勤研修後、各班シフトへ配属となります（休憩55分）
【休日】 指定カレンダーによる（基本土日）

電子機器の組立・検査及び付帯作業（かんたん作業）

60歳位迄の男女活躍中

◎車・バイク・自転車通勤可

30～33万円月収例 10,000円日給

1
家賃無料・水道光熱費・備品リース代全て無料

案件№10192

京都府南丹市

【時間】 （早番）5：20～14：00 （遅番）13：30～22：10
　　　 （日勤）8：30～17：10（入社後1週間のみ） ※各勤務専従 ※各休憩50分
【休日】 週休2日制（指定カレンダーによる）

スナック菓子の製造（かんたん作業）

50歳位迄の男女活躍中

※自転車・バイク・車通勤可（駐車場・駐輪場無料）

8,000円日給

2
家賃無料! 早番専従・遅番専従 1日1500円支給（規定有）

案件№10310

60歳位迄の男女活躍中

【　　　　　　   　　】JR山陰本線
『船岡』駅 【JR木次線『南大東』駅】

26～30万円月収例

【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
■1t 運転手

【資格】 要普通免許
【時間】 20：00～4：30
【休日】 シフト制

大阪市内で新聞を積込み、京都府
北部に配達する新聞輸送業務

給与 217,100円～
　237,500円

●正社員　●アルバイト ◆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

アルバイト運転手同時募集：週2・3日等ご希望の日数、曜日ご相談下さい
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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)

20万～25万円給与

★各種保険完備 ★諸手当有 ★通勤手当有

将来のキャリア形成を当社で考えてみませんか？

（株）ウェルアグリ☎0773-75-5511
京都府舞鶴市字引土60-1

≪応募≫ お気軽にお問い合わせ下さい。

●正社員 ◆舞鶴市

職種:総務 勤怠・労務・給与管理、届出書類の作成など
※エクセル・ワードの基本操作が可能な方

◇賞与あり(年２回)
◇昇給あり

【時間】 8:30～17:30(休憩60分)
【休日】 土・日・祝他(年末年始・GW・お盆)

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）

●正社員 ◆綾部市

スタッフ募集!!
◆大型ドライバー ◆営業 ◆事務 ◆工場スタッフ

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

●派遣社員 ◆福知山市・綾部市

■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

【時間】 ①  8：00～17：10
　　　 ②  8：00～12：10
　　　 ③13：00～17：10
　※②・③は10月までの短期
【休日】 土・日(企業カレンダー )

ボタン操作の空きボトル洗浄

070-2242-1011担当直通

木 村

【時間】 ①  8：30～17：00
　　　 ②20：30～翌5：00
【休日】 土・日・祝
　　　 (企業カレンダー )

検 索ほっとけんさく

福知山市福知山市福知山市 50～60代の
男女活躍中♪

【時間】 ①  8：00～17：00
　　　 ②19：00～翌3：30
【休日】 週休2日シフト制
　　　 ※日曜休み

時給1,300円

★立地が悪いため…
　　　 時給アップしました !
★とにかく簡単作業で高時給 !
※豊岡、朝来からの通勤者も多数※

親指～手のひらサイズまでの部品を
フタ締め・検品・ワンタッチの機械加工

福知山市福知山市福知山市 柔軟対応♪
主婦(夫)活躍中♪

時給1,200円～1,250円

★お子様やご家庭の事情に
　　　　　　合わせた働き方が可能♪

★時差勤務・時短・週休3日もOK♪
★急な対応での早退、休日も対応!
★残業も選択制でガッツリもゆったりもOK

★髪色・髪型・ネイル・ピアスOK♪
★ほとんど私服での勤務が可能!
★20～50歳代の女性活躍中!

布切れを作業台にセットする作業

スタイル自由で
女性に人気♪

時給1,100円

綾部市綾部市綾部市

随時説明会実施中!
まずはお電話を⬇

地元も全国の
お仕事も多数あり!

070-2242-1011担当直通

木 村

WEB面談、出張現地面談、
好評実施中!

●パート ●アルバイト ◆舞鶴市

警備員募集!!

《応募》 下記までお気軽にお問い合わせください。

1,000円

●契約社員 ◆福知山市

問い合わせ先 株式会社 AOS三宮オフィス
問い合わせ先電話番号 ☎078-291-5510
問い合わせ先メールアドレス saiyou@kk-aos.jp

面接地

タツタ電線
京都工場

出入管理・受付・館内巡回・緊急時の対応など仕事
内容

《勤務場所》 福知山市長田野町3丁目17番地 タツタ電線(株)京都工場
【勤務時間】 ①  8:30～19:30（実働9.5ｈ休憩1.5ｈ）
　　　　 ②19:30～  8:30（実働7ｈ休憩6ｈ）
【休　日】 シフト制（月10～12日程度）
【交通費】 規定支給
【車通勤】 可、無料駐車場あり

時給



《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8-3 α第2ビル
http://www.fujiwork.co.jp

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★

《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）     

2114004



（株）フジワーク豊岡事業所では
随時面接を行っています。ご案内

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）

フジワークジョブ携帯・PCからの
お問合せ、
応募も
可能です!

    ●各種健康診断実施 ●交通費（当社規定有）
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

※各屋内禁煙（喫煙所有） 【派】派遣社員　【契】契約社員　【正】正社員
※入社祝金キャンペーンにつきましては※規程あり※4は対象外

17･18
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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)

福知山市字中ノ27 福知山市商工会館3F

広告No.322206010
〈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

6月13日（月）～6月17日（金）
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

●派遣社員 ●契約社員 ◆福知山市・綾部市・朝来市・丹波市
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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)

福知山市字中ノ27 福知山市商工会館3F

広告No.322206010
〈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

6月13日（月）～6月17日（金）
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

●派遣社員 ●契約社員 ◆福知山市・綾部市・朝来市・丹波市
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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)

株式
会社ミルクマン豊岡店☎0796-44-0117

豊岡市日高町野131-8 （担当：その）

25～37.5

20

給与 20～22.5万円

【勤務】 8:30～17:00(休憩60分)  
【休日】 隔週休2日制
　　　 （日・会社カレンダー）

■PRスタッフ

【勤務】 8:00～17:00(休憩100分) 
【休日】 日・各週休2日制
　　　 （会社カレンダー）

■アクアクララ プラントスタッフ

【待遇】 各種保険完備、長期休暇有（年末年始、GW 、夏期休暇、3・10月リフ
　　　 レッシュ休暇）車輌貸与（AT限定可）、他 ※各研修期間有

★賞与年2回有 ★昇給有

 ★昇給有

万円支給※規定あり
※2ヶ月研修期間後支給

給与 万円

●正社員 ◆豊岡市

入社
祝金

業務拡大業務拡大につきにつき
積極採用積極採用
業務拡大につき
積極採用

☎0773-45-8820福知山市長田
8347-1

資格

仕事

要大型免許 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

☆10tドライバー

1名募集★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12：00～21：00

総支給額

●正社員 ●アルバイト ◆福知山市

（規定有り）
万円支給3

土・日のみアルバイト
（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!
◎経験者歓迎!

38～40万円
《大型》

完全週休2日要相談

入社祝金

スーパーへの食品配送スーパーへの食品配送スーパーへの食品配送

1週間ごとの
シフト制

●アルバイト ●パート ◆朝来市

朝来市和田山町
牧田岡182-1

《応募》 まずはお気軽にお電話下さい。面接時履歴書は不要です!!

和田山店

【職種】 キッチン・ホールスタッフ(お寿司を握ることや難しい調理はありません)
【勤務】 8：30～23：30の間で週2日、1日3時間から応相談
【待遇】 社会保険加入制度有、社員登用制度有、制服一部貸与、屋内禁煙、まかない
          （30%割引）、車通勤可、昇給制度有、交通費規定内支給 ※各種規定有

☎0570-006-628
★応募受付センター専用ダイヤル

◆公式採用HPより24時間応募受付中

※研修期間中（60時間）は一般928円、高校生928円、22時以降1,160円となります。

時給

一　般

高校生

22：00以降

平日 土・日・祝

※高校生及び18歳未満不可

1,020円以上
980円以上
1,263円以上

970円以上
930円以上
1,213円以上食事割引券支給

土日祝、22時以降時給UPで
しっかり稼ぎたい方も歓迎!

キッチン・ホールスタッフ募集

※月間100時間以上勤務の
方が対象です。（規定有）

接客業経験がなくてもOK!接客業経験がなくてもOK!
きちんとサポートします!きちんとサポートします!
接客業経験がなくてもOK!
きちんとサポートします!

土・日・祝は
時給+50円

詳細はこちら!

年齢不問
です

※TEL受付
　10時～19時

https://akindo-sushiro-job.net/

入社
祝金10

株式会社ファーストシステム
朝来市和田山町立ノ原55-10120-25-4370 http://www.first-s.co.jp/

◎随時スタッフ登録会開催！！（※要予約）
ホームページから
24時間いつでも
スタッフ登録
（仮登録）ができます!

受付/平日8：30～17：30 ☆随時面接いたします!!
和田山営業所

万円支給
※規定有

朝来市
①看護師(正・准)・②介護支援専門員
③介護士・④支援員・⑤送迎
【時間】 ①～④8:30～17:15 ⑤8:30～9：30 15：30～17：15
【休日】 土・日

★20～60代活躍中

1,450円
時給

① 1,400円②

1,071円③ 1,014円④ 1,029円⑤

急募

※時間相談可能、半日勤務もOK!

①食品の製造・梱包
②倉庫作業 ③リフト

朝来市和田山町

【時間】 ①  a.8:00～12:00(実働4h）
　　　      b.8:00～17:00
　　　 ②③12:00～21:00
【休日】 土･日・祝
時給

1,100円

豊岡市

【時間】 8:30～17:00
【休日】 土･日・祝

時給1,150円

食品添加物の製造

●正社員 ●派遣 ●契約 ◆豊岡市・朝来市

☆前払制度有
☆各種保険完備
☆寮完備（備品付）
☆交通費規定支給

待遇

★男女活躍中
★12月末までのお仕事

★男性活躍中

寮費
２ヵ月
タダ!!

①
② 1,120円③

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》

勤務地

綾部
工業団地

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
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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)

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）

青果物の収集・配送 野菜や果物の袋詰め作業

1,500円

【時間】 3：45～11：45
【休日】 当社シフト表による
　　　 （週休二日程度）
【待遇】 労災・雇用・健康保険・厚生年金
　　　 通勤手当（規定）、家族手当
【資格】 中型自動車免許(AT限定不可)

【時間】 8：30～15：30
【休日】 日・祝・水（週休二日）盆・年末年始
【待遇】 労災・雇用保険、通勤手当（規定）
　　　（扶養の範囲内でのお仕事です）

(3：45～5：00)
※割増賃金含む

(5：00～11：45)

時給

時給1,050円

930円

●パート ●アルバイト ●正社員 ◆豊岡市

青果市場内の商品収集、店舗への配送
配送先は近隣（北但）の店舗のみです

野菜や果物を袋やパックに
詰めるお仕事です

男女年齢不問! 50、60代も活躍中！

■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 

※勤務時間により変動

★未経験者歓迎♪
★難しい作業はありません。

正社員同時募集中
詳しくはお問い合わせ下さい

【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(ゴダイ株式会社 )
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

配達スタッフ募集
京丹後市を中心（ルート配達）とした
決められたお家のみお弁当をお届け頂くお仕事です。

●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代男女活躍中

高齢者向け宅配弁当『でんでん配食サービス』

未経験者OK!未経験者OK!未経験者OK!

★ゴダイドラッグでの社割り等、福利厚生も充実★
※配達手当含む987円

キッチン・ホールスタッフ募集

【職種】 キッチン・ホールスタッフ(お寿司を握ることや難しい調理はありません)
【勤務】 9：00～24：00の間で週2日、1日3時間から応相談
【待遇】 社会保険加入制度有、社員登用制度有、制服一部貸与、屋内禁煙、まかない（30%割引）、車通勤可、
　　　 昇給制度有、交通費規定内支給 ※各種規定有

※月間100時間以上勤務の
　方が対象です。（規定有）★食事割引券支給★

豊岡市中陰字大工617 1F ☎0570-006-628

《応募》 まずはお気軽にお電話下さい。面接時、履歴書は不要です。

豊岡店
詳細はこちら!

https://akindo-sushiro-job.net/◆公式採用HPより24時間応募受付中

（TEL受付10：00～19：00）
◆応募受付センター専用ダイヤル◆

※研修期間中（60時間）は一般928円、高校生928円、22時以降1,160円となります。

時給

一　般

高校生

22：00以降

平日 土・日・祝

※高校生及び18歳未満不可

930円以上
970円以上 1,020円以上

1,213円以上 1,263円以上
980円以上

◎お寿司を握ることや
　難しい調理はありません。

●アルバイト ●パート ◆豊岡市

お仕事は1週間
ごとのシフト制

土・日・祝は
時給+50円

年齢不問
です！

【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
■1t 運転手

【資格】 要普通免許
【時間】 20：00～4：30
【休日】 シフト制

大阪市内で新聞を積込み、京都府
北部に配達する新聞輸送業務

給与 217,100円～
　237,500円

●正社員　●アルバイト ◆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

アルバイト運転手同時募集：週2・3日等ご希望の日数、曜日ご相談下さい

●パート ◆福知山市

洋服のお直しスタッフ募集

【時間】 10：00～18：00
　　　 （週3日～シフト制）
【内容】 スラックスの丈上げ等、店頭での接客

950円～
マジックミシン イオン福知山店

時給

◎年齢不問 ◎親切に指導します

担当:北垣

☆経験･能力により優遇
☆車通勤OK

090-3357-5340福知山市岩井79-8
☎0773-25-3481

洋服･洋裁が
好きな方歓迎

◎未経験者大歓迎! ◎ドンドン貯まるポイント制度あり

※ご応募頂いた書類・データは
　採用選考以外の目的には
　使用致しません。

◎お気軽にご応募下さい。
　お電話お待ちしております。

詳しくはWEBで!

西日本テクニカル（株）丹波
0800-888-4044通話料無料

（携帯・PHS OK）

13：00～
16：006月15日（水）

※当日都合の悪い方でも
　オンライン面接や出張面接OKです。
　気軽にお電話下さい。

■人材派遣業 労働者派遣事業(許可番号 派28-300719)・アウトソーシング業

豊岡市民会館 2F第2小会議室

ケイタイ・
PCから、24時間
応募OK!

【時間】 ①8：00～16：45 ②20：00～4：45 ※2交替制
【休日】 4勤2休又は5勤2休（シフト制）
【待遇】 前払い･週払い有、社会保険完備、有給休暇、残業･深夜手当支給

電子部品の組立･検査

1,500円1,200円～
(深夜･残業時)

◎クリーンルーム内のお仕事なので、職場は快適!

時給

★男女活躍中 ★車･バイク通勤の方には交通費全額支給（会社規定）
★稼げます!! ★昇給制度・退職金制度有り（会社規定）

豊岡市

●派遣社員 ◆豊岡市

《長期》

面接会
開催

予約不要・履歴書不要の面接会へGO!!

面接に来て頂いた方に
スイーツプレ ゼント♪

<積極採用実施中!><積極採用実施中!><積極採用実施中!>

☎0795-22-2251

株式会社 石野精機製作所
兵庫県西脇市
野村町843 （担当：石野）

正社員・契約社員・
アルバイト募集

★未経験者大歓迎!!工場内

和田山ロジスティック事業部

◆仕事内容/米菓ピッキング・仕分け・梱包・出荷作業
◆勤務地/朝来市和田山町筒江（和田山工業団地内）

契約社員
【給与】 経験・能力による
　　　 ※面接時応相談
【時間】 8：00～18：00
　　　 （時間相談可）
【休日】 日曜日・他（シフト制）

短期アルバイト
★短期のため超優遇!!
時給1,080円～
時給

1,000円以上

＋交通費支給

※勤務時間などお気軽にご相談ください。

※交通費支給、各種社保完備正社員
同時募集

●正社員 ●契約社員 ●アルバイト ◆朝来市

まずはお気軽に
お電話ください

8月10日頃まで
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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)

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）

青果物の収集・配送 野菜や果物の袋詰め作業

1,500円

【時間】 3：45～11：45
【休日】 当社シフト表による
　　　 （週休二日程度）
【待遇】 労災・雇用・健康保険・厚生年金
　　　 通勤手当（規定）、家族手当
【資格】 中型自動車免許(AT限定不可)

【時間】 8：30～15：30
【休日】 日・祝・水（週休二日）盆・年末年始
【待遇】 労災・雇用保険、通勤手当（規定）
　　　（扶養の範囲内でのお仕事です）

(3：45～5：00)
※割増賃金含む

(5：00～11：45)

時給

時給1,050円

930円

●パート ●アルバイト ●正社員 ◆豊岡市

青果市場内の商品収集、店舗への配送
配送先は近隣（北但）の店舗のみです

野菜や果物を袋やパックに
詰めるお仕事です

男女年齢不問! 50、60代も活躍中！

■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 

※勤務時間により変動

★未経験者歓迎♪
★難しい作業はありません。

正社員同時募集中
詳しくはお問い合わせ下さい

【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(ゴダイ株式会社 )
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

配達スタッフ募集
京丹後市を中心（ルート配達）とした
決められたお家のみお弁当をお届け頂くお仕事です。

●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代男女活躍中

高齢者向け宅配弁当『でんでん配食サービス』

未経験者OK!未経験者OK!未経験者OK!

★ゴダイドラッグでの社割り等、福利厚生も充実★
※配達手当含む987円

キッチン・ホールスタッフ募集

【職種】 キッチン・ホールスタッフ(お寿司を握ることや難しい調理はありません)
【勤務】 9：00～24：00の間で週2日、1日3時間から応相談
【待遇】 社会保険加入制度有、社員登用制度有、制服一部貸与、屋内禁煙、まかない（30%割引）、車通勤可、
　　　 昇給制度有、交通費規定内支給 ※各種規定有

※月間100時間以上勤務の
　方が対象です。（規定有）★食事割引券支給★

豊岡市中陰字大工617 1F ☎0570-006-628

《応募》 まずはお気軽にお電話下さい。面接時、履歴書は不要です。

豊岡店
詳細はこちら!

https://akindo-sushiro-job.net/◆公式採用HPより24時間応募受付中

（TEL受付10：00～19：00）
◆応募受付センター専用ダイヤル◆

※研修期間中（60時間）は一般928円、高校生928円、22時以降1,160円となります。

時給

一　般

高校生

22：00以降

平日 土・日・祝

※高校生及び18歳未満不可

930円以上
970円以上 1,020円以上

1,213円以上 1,263円以上
980円以上

◎お寿司を握ることや
　難しい調理はありません。

●アルバイト ●パート ◆豊岡市

お仕事は1週間
ごとのシフト制

土・日・祝は
時給+50円

年齢不問
です！

【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
■1t 運転手

【資格】 要普通免許
【時間】 20：00～4：30
【休日】 シフト制

大阪市内で新聞を積込み、京都府
北部に配達する新聞輸送業務

給与 217,100円～
　237,500円

●正社員　●アルバイト ◆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

アルバイト運転手同時募集：週2・3日等ご希望の日数、曜日ご相談下さい

●パート ◆福知山市

洋服のお直しスタッフ募集

【時間】 10：00～18：00
　　　 （週3日～シフト制）
【内容】 スラックスの丈上げ等、店頭での接客

950円～
マジックミシン イオン福知山店

時給

◎年齢不問 ◎親切に指導します

担当:北垣

☆経験･能力により優遇
☆車通勤OK

090-3357-5340福知山市岩井79-8
☎0773-25-3481

洋服･洋裁が
好きな方歓迎

◎未経験者大歓迎! ◎ドンドン貯まるポイント制度あり

※ご応募頂いた書類・データは
　採用選考以外の目的には
　使用致しません。

◎お気軽にご応募下さい。
　お電話お待ちしております。

詳しくはWEBで!

西日本テクニカル（株）丹波
0800-888-4044通話料無料

（携帯・PHS OK）

13：00～
16：006月15日（水）

※当日都合の悪い方でも
　オンライン面接や出張面接OKです。
　気軽にお電話下さい。

■人材派遣業 労働者派遣事業(許可番号 派28-300719)・アウトソーシング業

豊岡市民会館 2F第2小会議室

ケイタイ・
PCから、24時間
応募OK!

【時間】 ①8：00～16：45 ②20：00～4：45 ※2交替制
【休日】 4勤2休又は5勤2休（シフト制）
【待遇】 前払い･週払い有、社会保険完備、有給休暇、残業･深夜手当支給

電子部品の組立･検査

1,500円1,200円～
(深夜･残業時)

◎クリーンルーム内のお仕事なので、職場は快適!

時給

★男女活躍中 ★車･バイク通勤の方には交通費全額支給（会社規定）
★稼げます!! ★昇給制度・退職金制度有り（会社規定）

豊岡市

●派遣社員 ◆豊岡市

《長期》

面接会
開催

予約不要・履歴書不要の面接会へGO!!

面接に来て頂いた方に
スイーツプレ ゼント♪

<積極採用実施中!><積極採用実施中!><積極採用実施中!>

☎0795-22-2251

株式会社 石野精機製作所
兵庫県西脇市
野村町843 （担当：石野）

正社員・契約社員・
アルバイト募集

★未経験者大歓迎!!工場内

和田山ロジスティック事業部

◆仕事内容/米菓ピッキング・仕分け・梱包・出荷作業
◆勤務地/朝来市和田山町筒江（和田山工業団地内）

契約社員
【給与】 経験・能力による
　　　 ※面接時応相談
【時間】 8：00～18：00
　　　 （時間相談可）
【休日】 日曜日・他（シフト制）

短期アルバイト
★短期のため超優遇!!
時給1,080円～
時給

1,000円以上

＋交通費支給

※勤務時間などお気軽にご相談ください。

※交通費支給、各種社保完備正社員
同時募集

●正社員 ●契約社員 ●アルバイト ◆朝来市

まずはお気軽に
お電話ください

8月10日頃まで
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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)

株式会社ダイワ・セキュリティー
☎0772-62-2838

京丹後市峰山町新町小字永長1968北京都営業所
☎0796-23-1507

兵庫県豊岡市戸牧648-3豊岡営業所

日 給 8,000円～
・道路工事、建設、建築現場にての交通誘導。
・商業施設、スーパー各種イベントでの人・車両誘導。

＜福利厚生＞ 賞与有、資格取得制度有、ステップアップ制度あり、各種保険完備  (各規定あり)

【時間】 8:00～17:00
【休日】 日、他

制服･備品貸与賞与有

詳しくはお気軽にお問合せ下さい

●社員 ●アルバイト ◆京丹後市・兵庫県北部

交通誘導警備員募集!
未経験の方も経験者の方も大歓迎です。 
他業種からの中途入社も多数在籍しておりますのでご安心ください。 

※業績による

●業務委託 ◆豊岡市

労働者派遣事業許可（派）26-300057　紹介事業26-ユ-300184

☎0772-43-1014N・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

《受付》
9時～19時

＜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)

給与には諸手当が含まれますが、深夜、時間外手当は別途支給します。
※企業カレンダーあり ★各規定あり

●派遣社員 ◆豊岡市・養父市・京丹後市

登録・お仕事相談は、感染症対策を実施しご対応しております。
ご予約時に、お会いする日時・場所をご相談の上で決めさせていただきます。お仕事相談・登録会開催中! WEB面接もWEB面接も

好評実施中！好評実施中！
WEB面接も
好評実施中！

豊岡市

時 給

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ソーラーパネルの製造

1,600円

【時間】①  7:00～15:15
　　　 ②15:00～23:15
　　　 ③23:00～  7:15
【休日】 土・日・祝他※
(土日含むシフト勤務の場合あり)

入社祝金★
50,000円支給

豊岡市

時給 A

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

大型設備の
　A）溶接 B）組立

1,950円

【時間】
　    8:30～17:15
【休日】 土･日･祝他※

A)は溶接技能者資格を
お持ちの方

豊岡市

時 給

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
半導体製品の製造

1,200～
1,250円

【時間】
　 ①  8:00～16:45
　 ②20:00～  4:45
【休日】 シフト制
　　 （4勤2休）

残業多めで
稼げます！

養父市

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

樹脂成型
      オペレーター
【時間】
　 ①  8:00～17:20
　 ②20:00～  5:20
【休日】 シフト制

複数名募集！
単身寮あり！

養父市

時 給

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
磁石の製造

1,250円時 給1,490円

【時間】
　 ①  8:15～16:50
　 ②20:45～  6:05
【休日】 シフト制
　　 （4勤2休）

残業多めで
稼げます！

養父市

時 給

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
機械の部品組立

1,200円

【時間】
　　8:00～17:10
【休日】 土・日他※

未経験の方も
大歓迎！

3交替
勤務者
のみ

【月収例】
25.3～27.3万円程度

【月収例】
　20～23万円程度 【月収例】 25万円程度

【月収例】30万円以上可
時給 B1,300円

【月収例】22～25.7万円程度 【月収例】20～24万円程度【月収目安】28.5万円程度

未経験OK 未経験OK 未経験OK 未経験OK 未経験OK 未経験OK 京丹後市

時 給

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
食品製造

1,250円

【時間】
　　8:30～17:30
【休日】 シフト制

複数名の大募集!
就業日数も相談に応じます!
8月15日までのお仕事です

【月収例】20万円程度

未経験OK

▶日勤のみも可能◀
条件は異なります (月20日勤務の場合)

◎勤務日数・時間
　相談可

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

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】 週休制 【待遇】 交通費規定支給、食事付き、制服支給、昇給あり、社保完備

パート・アルバイト募集
時給 950円

★土日勤務できる方歓迎 ★Ｗワーク歓迎 ★未経験の方歓迎

（土日祝）50円UP

《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

☎078-241-7107

●嘱託 ◆豊岡市

（自動車管理）
公用車の運転手
◆勤務地／
豊岡市幸町10-3

人員送迎1年以上もしくは
物品輸送経験3年以上

【仕 事】 職員の送迎、自動車の管理、その他
【時 間】 8：15～17：15
【休 日】 土・日・祝（週休2日制）、
　　　  夏季、年末年始
【資 格】 普通自動車免許
　　　 （普通自動車第二種免許、大型自動車免許あれば尚良）
【その他】 試用期間有（1ヵ月・労働条件同じ）、
　　　  雇用期間の定め有（4ヵ月以上）
【待 遇】 通勤手当有、昇給有、各種保険完備、有給休暇有、
　　　  マイカー通勤可 ※受動喫煙対策有（屋内禁煙）

給与18万円～19万円
必要な経験

下記までお電話又はメールにてお問い合わせ下さい。
面接は勤務地にて行います。

株式会社 セノン 神戸支社
t-matsushita@senon.co.jpまで

〒651-0088 神戸市中央区
小野柄通5丁目1番27号5階B

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)

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。

木6/23

事前に参加日時をご予約頂くとスムーズです

火6/ 14   9：00～12:00
ハローワーク豊岡

◆株式会社フジワーク豊岡事業所
　　　お仕事説明会開催

木6/16 ・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・

火6/21

火6/21

● (株)ホットスタッフ京都では随時説明会開催中
● (株)N・S・Kではお仕事相談随時実施中
● (株)ファーストシステムでは随時面接会を行います。
● (株)フジワーク豊岡事業所では随時お仕事説明会を行います。
● (株)フジワーク京都北事業所ではお仕事説明会開催中。
● (株)トーコー福知山営業所では6/13（月）～6/17（金）
　 9：00～20：00にお仕事説明会を行います。

◆日総工産株式会社
　　　　　面接会開催【要予約】

12：30～16:30
市民交流プラザふくちやま

水6/15 ・・・・・・・・・・・・・・・・・◆西日本テクニカル（株）丹波
　　　　　面接会開催

13：00～16:00
豊岡市民会館

◆株式会社フジワーク豊岡事業所
　　　お仕事説明会開催

  9：00～12:00
ハローワーク豊岡

◆日総工産株式会社
　　　　　面接会開催【要予約】

13：00～17:00
綾部市市民ホール

◆日総工産株式会社
　　　　　面接会開催【要予約】

12：30～16:30
市民交流プラザふくちやま

●パート ◆南丹市

9,000円日給

※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
京都府福知山市字拝師135番地1

☎0773-23-7306 衣川
担当

週2日から
OK

未経験者
OK

勤務地：南丹市園部町

★直行直帰可 ★WワークOK
★接客業の経験がある方大歓迎

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

営業カレンダー7月
1 2

3 4
10 11 12 13 14 15 16

5 6 7 8 9

営業カレンダー6月

26 27

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23

29 3028
24 25

買買取取品品目目
【
一
例
】

【
一
例
】

買取品目
【
一
例
】

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!!
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)
※各買取金額は※各買取金額は
　6月9日現在の　6月9日現在の
　金額です　金額です

※各買取金額は
　6月9日現在の
　金額です

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/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/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

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225225225

●家電品 円101010

●VA線 円円500500500円円800800800●真鍮

●銅パイプ 円円1,1801,1801,180

●アルミホイル 円円285285285

冷蔵庫･洗濯機･TVの買取はできません

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

※赤色はお休みです

●インフォメーション ◆養父市

49.49.55～53～53円円49.5～53
円



001120-25-437020-25-4370
株式会株式会社社フファァーースストトシシスステテムム

〒620-0808 福知山市土1番地2〒620-0808 福知山市土1番地2平日8：30～17：30平日8：30～17：30

株式会株式会社社フファァーースストトシシスステテムム株式会社ファーストシステム
0120-25-4370 〒620-0808 福知山市土1番地2平日8：30～17：30



大  阪  本  社

0120-523-022
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2階

〒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

夜間・休日も24H365日電話受付中! ナイター面接相談可（時間・場所ご相談下さい）

フジワークは公式スポンサーとしてNOMOベースボールクラブの活動を応援しています。

2114004

求人なら
検索フジワークジョブ

https://fujiworkjob.com/

お支
払し
ます
。詳
しく
は誌
面を
ご覧
下さ
い

万円

15～
30

6/14 火・6/21火
ハローワーク豊岡をお借りしてハローワーク豊岡をお借りしてハローワーク豊岡をお借りして

9:00▶
　12:00

積極
採用
キャ
ンペ
ーン
実施
中 !

お仕事説明会開催中

〒
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発
行
・
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集

株
式
会
社

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 豊岡事業所は

6月より隣のアビックスαビル2階
に移動しました

日程ご都合の合わない方も
左記事務所にて
随時対応致します !


