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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!



派

福知山営業所

営業所

ワークスタッフナビ

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!!
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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)

☎0773-22-2288

医療法人 福知会

もみじヶ丘病院

●正職員 ◆福知山市

正職員募集!!

《応募》 履歴書（写真貼付）を下記まで郵送ください。
（担当：総務課）

郵送先／〒620-0879
福知山市荒木3374

看護師 介護職員
254,000円～

※一律諸手当含む ※回数超過分別途支給
（一律夜勤手当6回含32,400円）

【勤務】 ①  0：30～  9：00 ②  7：15～ 15：45 ③8：30～17：00
　　　 ④10：30～19：00 ⑤16：30～翌1：00 ※交替勤務
【休日】 週休2日制、その他（夏季休暇、特別休暇、他）
　　　 ※月10日程度休みあり
【待遇】 各種社会保険完備、シューズ貸与、その他 ※敷地内禁煙

賞与

給与
月給

年2回/84万円以上
※前年度実績

186,000円～
※一律諸手当含む ※回数超過分別途支給

（一律夜勤手当6回含27,000円）

賞与

給与
月給

年2回/60万円以上
※前年度実績

★経験不問

お気軽にお気軽に
お問い合わせお問い合わせ
くださいください

お気軽にお問い
合わせください

《就職支援金》

万円万円
支給支給20万円支給

看護師
介護職員

※規定有

●パート ◆舞鶴市

URL

▲

http://www.kyotokotsu.jp
〒624-0945
舞鶴市字喜多1048-27☎0773-75-5000

日本交通
グループ

◎その他、詳しくはお電話、もしくはHPをご覧下さい。
《応募》 履歴書（写真貼付）を郵送下さい。※履歴書はお返し致しませんのでご了承下さい。

電話受付・事務補助

《就労場所》 舞鶴（喜多）営業所、東西駅前案内所

高速バス予約センター・窓口

【時間】 ①8：30～19：00 ②7：25～19：35
　　　  （内5時間程・①②各シフト制）
【年齢】 不問 【休日】 月10日程度

パートスタッフ募集

内容

40代～60代
主婦の方が活躍中!

1,000円～1,060円

連絡先：
採用担当（　　　　）

時給
給与

土日祝、
17:00以降さらに
賃金割増あります

●契約社員 ◆舞鶴市・福知山市・綾部市・丹波市

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【初めはこちらでの勤務になります】

月給173,500円～
179,500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舞鶴西料金所（舞鶴市字堀1503）

④綾部料金所（綾部市有岡町破堰2）
⑤春日料金所（丹波市春日町七日市774）

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》

京都縦貫自動車道
管理区間の延伸に伴い

●契約社員 ◆福知山市

●正社員 ◆綾部市・福知山市・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】 8：30～17：00
【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ヶ月有
　（期間中は24万円）

応募

セレモニー
担当者

《仕事内容》

承認No.22_110_15

女性も
活躍中!

30給料給料給料

募集!!
40代～60代
活躍中!

以上も
可能万円
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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。

●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
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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 ◆舞鶴市

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）

●正社員 ◆宮津市

☎0772-25-2323
WILLER TRAINS（株） 管理部 総務人事課

158,500円～202,000円月給

平日
9時～18時

正社員大募集!!
観光列車アテンダント
観光列車内での観光案内放送、
お飲み物やオリジナルグッズ等の
販売・お料理の配膳など。お客様へのおもてなし全般。

お問合せ・
応募書類送付先

応募書類（履歴書、職歴がある場合は職務経歴書も必要）を
下記へ郵送もしくはメールにてご提出下さい。

【就業場所】 宮津本社へ出勤後、観光列車へ乗務
【時　間】 8：30～17：30／ 9：00～18：00／ 10：00～19：00
【休　日】 年間休日120日、シフト制の週休2日制
【待　遇】 昇給（4月）、賞与（6月・12月）、退職金制度（勤続1年以上）、有給休暇（最大20日）、
　　　　 自社線利用にかかる福利厚生等あり
【加入保険】 健康保険・厚生年金・雇用・労災・財形
【応募条件】 高卒以上、長期キャリア形成のため40歳まで（3号のイ）

※他、各種手当あり（通勤・住居・扶養・資格など）

応募
方法

急募

〔　　　　　〕京都府宮津市字鶴賀2065-4
somujinjika@willer.co.jp

京都丹後鉄道

●契約社員 ◆福知山市

【時間】 8：00～17：00の内、
　　　 3h～7h程度
　　　 ※シフト制、週3～5日の勤務（要相談）

スタッフ募集
●パート ●アルバイト ◆大飯郡

〒919-2202 福井県大飯郡高浜町安土6-1-6
☎0770-50-9007

詳しくは
こちら⇒

野菜の栽培・収穫・
加工のお仕事

時給910円～

株式会社 株式会社 福井和郷福井和郷株式会社 福井和郷

●インフォメーション ◆北近畿一円

令和警備株式会社
与謝郡与謝野町字明石2029-1

☎0772-42-0100
詳しくはサイトにも 令和警備 検索

令和の時代にうまれた会社

令和警備会社説明会開催
ゴダイ
ドラッグ様●

●たにぎ
　丹後店様

プラザ
ウィル様
●

明石

当社176

至京丹後市

至福知山市

★シニアです。働けますか？
☆給与いくら？
★資格あります ! ／未経験です !
☆寮ありますか？

疑問・質問大歓迎 !疑問・質問大歓迎 !疑問・質問大歓迎 !

◆履歴書不要 ◆友人／ご家族同伴OK

出張説明もやってます!まずはお電話を♪
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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 ◆舞鶴市

☎06-6941-6337（担当／採用担当）大阪市中央区内本町1-1-10 リンサンビル5Ｆ株式会社 博明社
≪応募≫まずはお気軽にお問い合わせください。

病院スタッフ募集!! 舞鶴市内の病院

清潔区域の清掃や
看護補助業務

【時間】 ①8：00～13：00 ②16：00～21：00
　　　 ③8：00～16：00 ④13：00～21：00
【休日】 土・日・祝 ※土曜日は9:00～12:00
　　　 出勤の場合有

《共通待遇》 
＊制服貸与
＊交通費支給（会社規定有）
＊有給休暇
＊各種保険（法定通り）

★未経験OK!
★資格はいりません!Ａ

時給1,000円

シーツ交換や
看護補助業務

【時間】 （月・水・金）15：00～19：30 
　　　 （土　　曜）  9：00～15：00
【休日】 火・木・日曜

C

時給1,000円

清潔区域の清掃や
使用後の器材の洗浄滅菌業務

【時間】 ①10：00～19：00
　　　 ②14：00～19：00
【休日】 土・日・祝 ※連休時は出勤の場合有

B

時給1,000円

病院での清掃

【時間】 19：00～21：00
【休日】 土・日・祝、年末年始

D

時給1,100円

病院での清掃

【時間】 ①（月～金）8：00～14：00（休憩60分） 
　　　　 （土　曜）8：00～12：00
　　　 ②8：00～12：00
【休日】 日・祝

E

時給 980円
※交通費無★勤務日数相談可

★勤務日数相談可

勤務地

月収35万円以上可
（ルートにより異なる）

長期

㈱有馬リネンサプライ綾部支店内（綾部市高津町）
まで株式会社本城商事 090-8652-5101

集配業務募集★30～50代
　活躍中!!

《応募》 委細面談の上、まずはお電話下さい。

決められたルート（ホテル、旅館）で
シーツ、タオル、浴衣等のリネン類を
トラックで集配して頂きます。

《業務内容》

●正社員 ●業務委託 ◆綾部市

※中型免許所持者

●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）

経験不問。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

ポスティングスタッフ募集

週に2～3日程度のパートスタッフから､
週5日程度のレギュラースタッフまで幅広く募集します｡

福知山市篠尾新町3丁目
111-1☎0773-45-3982

《応募》 お気軽にご応募下さい。

お住まいの近くのエリアを担当!

お近くまで配布用チラシをお持ちします｡

●パート ●アルバイト ●内職 ◆福知山市・舞鶴市・豊岡市・丹波篠山市

1,300時給 円以上可
完全歩合制

福知山市
同時募集 チラシ折り・丁合い作業スタッフ

★福知山にお住まいの方限定★

※詳しくはお問い合わせ下さい

配達
エリア

福知山市・舞鶴市
豊岡市・丹波篠山市

福井市宝永4-3-1サクラNビル5F TEL:0776-23-2662
株式会社メフォス 福井支店

（担当:坂上）
090-3144-3053

調理師・栄養士さん募集!!
【時間】   5:00～14:00 8:00～17:00
　　　 10:00～19:00

《小浜市・おおい町》
★未経験者歓迎
★希望時間帯、希望日数、
　曜日など要相談（AM、PM、平日のみ等）

●社員 ◆小浜市

月給17～25万円

障害者施設
老人介護施設

現地･近隣にて会社・業務説明会随時開催中♪ 就業開始日も相談可能です

資格所持者優遇

時給1,000円～
パート
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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)

11/27     14：00開演  《全席指定》 3,500円日

聴いてよく分かる
クラシック 

3

主催・会場/京都府中丹文化会館☎0773-42-7705 綾部市里町久田21-20

●インフォメーション ◆綾部市

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(　　　)

●パート ◆小浜市

事務スタッフ
法務局内での証明書発行等の業務
申請書受付、端末入力、電話対応等

890円～900円時給

（株）総合人材センター 名古屋支店

名古屋市西区城西４丁目５－４浄心すみれビル
☎052-938-9777 【土・日受付】

080-3559-1648
採用
担当

【時　間】 8：30～17：15の間で4時間程度
【日　数】 週3～4日 ※扶養範囲内
【休　日】 土・日・祝(年末年始休暇あり)
【福利厚生】 各種保険完備、交通費（会社規定あり）

事前研修があるので
特別な知識は不要!
未経験者が多数活躍中★

勤務地 福井地方法務局 小浜支局

●正社員 ◆宮津市

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

★60歳以上応募可能。お問い合わせください。

190,600円～給与

【時間】 8：30～17：30 【休日】 土・日・祝 ※20日勤務
【資格】 管理栄養士
【待遇】 賞与年2回（前年度実績4.4ヶ月）、社宅有、通勤手当支給（2㎞以上から）

管理栄養士
募集!!
《仕事》
栄養ケアマネンジメント等専任業務

ブランクある方でも
ご相談下さい

（業務手当・地域手当含む）
※実務経験加味します。

★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

●契約社員 ◆福知山市・八幡市●パート ●アルバイト ◆福知山市
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パート
募集!!

【時　間】 9：00～16：00
【就業日】 ①月～金 ②月・水・金 ③火・木・土
　　　　 ※時間帯相談可
【待　遇】 交通費支給、賞与年2回有、
　　　　 雇用・労災保険完備

時給970円
工場内スタッフ

●パート ◆綾部市

■レンタルおしぼり
　レンタルマット
　日用雑貨商品販売

受付／ 平日9：00～17：00
（担当者） 綾部市新庄町八田古8番地の1☎0773-49-1511綾部事業所葵商会株式会社

《応募》 まずはお気軽にお電話下さい。 《応募》 まずはお気軽にお電話下さい。 ＊面接時には履歴書（写貼）ご持参ください。 ＊面接時には履歴書（写貼）ご持参ください。 ★詳細は面接にて（工場見学可能）★詳細は面接にて（工場見学可能）《応募》 まずはお気軽にお電話下さい。 ＊面接時には履歴書（写貼）ご持参ください。 ★詳細は面接にて（工場見学可能）

衣類洗濯物の
たたみ作業（　　　　　　　　）

電子部品の組立・検査≪日勤≫
【時間】 8：00～16：45
【休日】 5勤2休豊岡市

◎お気軽にご応募下さい。お電話お待ちしております。 ※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。

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）

13：00～16：00
豊岡市民会館 2F 第2小会議室

11月18日（金）
9：30～12：00
ハローワーク豊岡

11月9日（水）

■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 ケイタイ・PCから、24時間応募OK!

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

面接会開催
予約不要・履歴書不要の面接会へ手ぶらでおこし下さい!!

Web面接・
出張面接
OK!!

【共通待遇】 
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

積極採用
実施中!

長期

電子部品の組立・検査≪交替勤務≫
【時間】 〈A〉8：00～16：45 〈B〉20：00～4：45
　　　 ★稼ぎたい方はコチラ
　　　　 →AB2交替、B専属勤務
【休日】 シフト制

人気の
昼勤務!

1,300円時給 1,200円時給
クリーンルーム内の
お仕事なので、
職場は快適!

ポイント貯めてお小遣いもGET!

●派遣社員 ◆豊岡市

正社員

☎079-663-3230
〒667-0126 養父市堀畑546-1

★経験不問 ★若干名

有限会社勝興産

●正社員 ◆養父市・朝来市

【資格】 要大型免許、リフト講習済み
【休日】 週休2日
　　　 (年間休日130日程度)

◎詳しくはホームページ、または下記までお問合せ下さい。
　電話連絡の上 履歴書持参で来社ください。

大型ウィング運転手

勝興産 検 索

※運行は、全国規模となります。

勝 興 産

●アルバイト ◆豊岡市

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2校同時

●アルバイト ◆豊岡市

神戸新聞江原専売所
090-2067-6926

☎0796-43-2555豊岡市日高町鶴岡404

《応募》 まずはお気軽にTEL下さい。

朝刊スタッフ募集!!
月給

5万円～10万円
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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。

● ㈱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11/7（月）～11/11（金）9：00～20：00にお仕事説明会を行います。
● ㈱ワークスタッフでは随時お仕事相談会を実施中です。

火11/22

火11/   8

水11/   9

火11/15

土11/12

金11/18

金11/25

木11/1 7

◆日総工産㈱ 面接会

◆西日本テクニカル株式会社 丹波面接会

◆カルビー㈱京都工場 説明会＆面接会

◆日総工産㈱ 面接会

◆日総工産㈱ 面接会

◆西日本テクニカル株式会 社丹波面接会

◆日総工産㈱ 面接会

◆㈱フジワーク京都北事業所
　お仕事説明会

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・

・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・

12：30～16：30
市民交流プラザふくちやま ※要予約

9：30～12：00
ハローワーク豊岡

①10：00～12：00 ②14：00～16：00

12：30～16：30
市民交流プラザふくちやま ※要予約

13：00～17：00
舞鶴西駅交流センター ※要予約

13：00～16：00
豊岡市民会館

13：00～17：00
綾部市市民ホール ※要予約

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!

●インフォメーション
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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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　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

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



福知山市字中ノ27 福知山市商工会館3F

広告No.322211001
〈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

11月7日（月）～11月11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

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


