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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　

●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 ●その他

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
【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 ◎まずはお気軽にお問い合わせください!!

WEB面接可能WEB面接可能WEB面接可能お電話随時受付中!お電話随時受付中!お電話随時受付中!
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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

●契約社員 ◆福知山市

●パート ●正社員 ◆舞鶴市・宮津市

調理スタッフ募集★勤務時間相談に応じます!
★現地面接いたします
★車通勤可  

☎06-6909-8181
大阪府門真市殿島町6-1 ◎受付／平日9：00～17：30

090-4360-2343株式会社 東テスティパル （担当：磯野）

じま
す

市

ます

◆

す!

◆舞鶴市・宮津市

グリーンパーク愛宕（舞鶴市愛宕浜町3-5）
◆調理師(パート)
【時間】 5：30～12：00（5.5ｈ） 【休日】 シフト制
【時給】 1,100円～1,300円 
◆調理補助
【時間】 ①6：30～8：00 ②8：00～17：30の間 ③17:30～20：00
【休日】 シフト制
【時給】 ①③1,100円～ ②968円～ 

海洋高校（宮津市上司1567-1）
◆調理師
【時間】 4：00～20：30の間（8ｈ） 【休日】 シフト制
【月収】 18万円～25万円 
◆調理補助
【時間】 ①  4：00～ 8：30（実働4ｈ） ②9：00～15：00（実働4.75ｈ）
　　　  ③15:00～20：30（実働5ｈ） 
【休日】 シフト制
【時給】 ①③1,100円～ ②968円～ 

グリーンプラザ博愛苑（舞鶴市字市場390）
◆調理師・栄養士
【時間】 6：00～18：00の間（8.0h） 【休日】 シフト制
【月収】 18万円～
◆調理補助
【時間】 ①  5：00～  8：00 ②8：00～17：30の間
　　　 ③17:30～21：00
【休日】 シフト制
【時給】 ①③1,100円～ ②968円～

①中筋小学校（舞鶴市字公文名390）
②倉梯小学校（舞鶴市字行永291）
③倉梯第二小学校（舞鶴市字行永7）
◆調理補助
【時間】 8：30～15：00の間（5h）
【休日】 土日祝、他 ※長期休暇有
【時給】 968円～

●パート ◆三方上中郡若狭町

Bijuu
☎0770-62-2200

時給 時給

900円～

≪応募≫お気軽にお問い合わせください。

【時間】
9：00～17：00

スタッフ募集
《若狭テクノバレー内》

若狭工場
（旧株式会社おたべ）

福井県三方上中郡若狭町
若狭テクノバレー1号3-1

（担当：総務課 田中）

★交通費支給（上限なし）
★男女不問、未経験者歓迎!!

【休日】 土・日

日勤

1,400円～

【時間】
17：00～26：00夜勤

お菓子の製造・検品・
袋詰め・箱詰め作業

●嘱託社員 ●契約社員 ◆綾部市

《綾部工場》 綾部市とよさか町6 TEL0773-42-5344

【時間】 フルタイム（8:30～実働7時間45分）

製造・機器オペレータ
倉庫管理・荷受業務
試験業務

包装スタッフ
一般事務

165,000～200,000円月給

月給 177,000～210,000円

時給 1,000円
時給 990円

医薬品製造工場のスタッフ募集
★熱意&人柄重視! ★未経験OK!!

★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▼

日東薬品工業株式会社

医薬品の製造や開発をしている企業です。ザ・ガードコーワ整腸錠、セルベール整胃錠、
ムヒAZ錠等々、自社開発品から国内有名他社製品まで生産しています。

正社員
登用制度
あり

11/21 9:30～ 11:30
(月)《ハローワーク綾部様》

9:30～11:301124 (木)《ハローワーク舞鶴様》
13:30～15:0011/18(金)《ハローワーク福知山様》個別企業

説明会実施

空調完備!
年中快適空間
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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 ●契約社員 ●パート ◆大飯郡高浜町

日本通運株式会社 丹後営業所
☎0772-46-4111

時給 968円

●アルバイト ◆京丹後市

アルバイト募集!!★長く働きたい方★未経験者大歓迎
【仕事】 玉葱や大根などの野菜の皮むき・加工・箱詰作業
【時間】 ①8:30～12:30 ②13:30～17:30
【休日】 日曜、年末年始、GW、お盆
【勤務地】 京丹後市大宮町河辺454-1

（受付時間）平日9時～17時 （面接場所）宮津市須津2548-1

◎女性活躍中!週2日～OK! ◎勤務は希望日のみでOK!
※交通費別途支給(規定有）

≪応募≫お電話受付後、面接日程を調整します（面接時、履歴書持参）

●パート ●アルバイト ◆舞鶴市

●正社員 ◆福知山市

福知山市篠尾新町1丁目
108駅西ビル２階福知山営業所

正社員募集!

応募 履歴書（写真貼付）と職務経歴書をご郵送下さい。応募秘密厳守致します（履歴書不返却）。書類選考後追って面接日時等をご連絡致します。

◆勤務地／福知山市

0120-0365-12 携帯から0570-0365-12

未経験者OK!
勤務地限定制度あり

【時間】 9：00～18：00
【休日】 日･祝、他（月に1回土曜日勤務有）
　　　 ※夏季･冬季休暇等の長期休暇有（会社カレンダーによる）
【資格】 35歳以下の方
　　　 （省令3号のイ／長期勤務によるキャリア形成のため）、
　　　　普通自動車免許（AT可）
【待遇】 各社保完備、昇給（年1）･賞与（年2）有り、通勤手当、
　　　 勤続手当、家族手当（各手当当社規定有）、退職金制度、
　　　 資格取得支援制度

勤続手当･
業績加算手当含む

仕事
内容

賃貸物件の管理、点検、定期巡回、
入居者様の対応、家賃管理、
契約管理等

213,000円～（　　　　　　）月給

賃貸アパート･
マンション等の管理

【時間】 9：00～18：00
【休日】 週休2日制 ※夏季・冬季休暇有、GW、育児、慶弔、リフレッシュ休暇、
　　　 メモリアル休暇（1ヵ月単位の勤務表による）
　　　 ※6ヵ月経過後年次有給休暇10日
【待遇】 各社保完備、昇給（年1）･賞与（年2）有り、通勤手当、勤続手当、
　　　 家族手当（各手当当社規定有）、退職金制度、資格取得支援制度

(勤続手当･業績加算手当含む)

賃貸アパート・マンションの賃貸市場調査、
自社施工管理物件の賃貸条件設定・
仲介会社への斡旋依頼

213,000円～235,000円
月給

マーケティングスタッフ1 2
仕事
内容
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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 ●契約社員 ●パート ◆大飯郡高浜町
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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)

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

《短期（12/29まで）》 《4日間限定》

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》 11/21（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。

●アルバイト ◆福知山市

◆職種◆

30代
活躍中

アルバイト募集!!

【時間】 9：00～17：00 
　　　 ※時間応相談

丹波三和
工場

短期
（12/29まで）

時給1,050円

【時間】
9：00～17：00

4日間
限定 時給1,100円

※力仕事あり（12kg～16kg程度の物の取り扱い）

12/26・27・28・29

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

月収

169,000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122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7,800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

●パート ◆丹波市

●契約社員 ◆福知山市

●正社員 ◆舞鶴市

■瓦の総合商社

株式会社 北近畿共栄ルーフ
舞鶴市字上福井1399-1☎0773-77-2722

月給 26万円
特別作業手当

5,000円有＋
《応募》 まずはお気軽にお電話下さい。

【時間】 8：00～17：00
【休日】 週休2日（会社規定有）
【資格】 要普通免許 、49歳以下
　　　 ※省令3号のイ
　　　 　　　　　　　
【待遇】 車通勤可、賞与有(実績による)、
　　　 大型･リフト免許等資格取得制度あり

※試用期間有(日給)

正社員急募

大型免許所持者優遇

得意先･現場への瓦および
屋根資材の配送･納品等

内容

（長期継続によるキャリア形成のため）

◎習熟状況により
　付随する営業
　業務あり
◎高所作業あり

968円
《一般》

968円
《高校生》

●パート ●アルバイト ◆福知山市・京丹後市

ホール・キッチンスタッフ募集
未経験者大歓迎！生活スタイルに合わせて働けます！

トマトアンドオニオン 0570-010-314応募
連絡先

★週1、2h～ ★週40hまで勤務OK!
★研修期間有（勤務開始月から翌月末まで）

【休日】 シフト制
【待遇】 交通費規定支給、昇給制度あり
＊時間や曜日はお気軽にご相談ください♪

トマトアンドオニオン福知山岩井店
福知山市岩井小字菖蒲谷86-50

【時間】 9:00～0:00※高校生は22時まで

時給 1,000円
《一般》

968円
《高校生》

トマトアンドオニオン峰山店
京丹後市峰山町新町1798 ホテルつかさ1F

【時間】6:00～0:00 ※高校生は22時まで

時給

時給25%UP★6時から
9時までは▷

すかいらーくグループ応募受付センター

詳細については
お気軽にお問い
合わせ下さい。応募

時給100円UP★土日祝は▷
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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!

●請負 ◆綾部市

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。
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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 ◆綾部市

☎0773-63-4567
日本海警備保障株式会社

舞鶴市大字小倉
小字宮ノ前4-5

警備員募集施設
常駐
勤務場所 綾部市内の施設
《業務内容》施設常駐警備

【勤務日数】 基本月20日程度（応相談）
【手当等】 交通費支給、警備業務に関する資格手当
【その他】 制服貸与、警備業に関する資格取得費用は、原則
  　　　  会社が全額負担します。

勤務時間及び給与 (1)  5:00～14:00

(2)  7:00～15:00

(3)14:00～22:30

(4)15:00～22:30

7,760円
7,639円
6,790円
6,669円

※右記以外の勤務
　時間を希望される
　場合はご相談くだ
　さい。

●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11/21（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!!

●パート ●アルバイト ◆宮津市

ホテルスタッフ募集

《応募》 まずは、下記まで
　　　 お気軽にお電話下さい。

☎0772-27-1371（担当：高野） 
宮津市字中野203-1

ザ グランリゾート天の橋立

②ホールスタッフ

  (6:30)9：00～13：00

★未経験者･高校生歓迎 ★主婦の方活躍中 ★昇給有
★勤務時間･日数は応相談(週1日から勤務OK)
★①食事付き(4.5H以上勤務の方) 
★交通費実費支給(上限15,000円) 1,000円時給

募集職種 勤務時間

  7：00～10：30
15：30(17:00)～21：30

①客室清掃スタッフ

070-3311-7113

●パート ●アルバイト ◆福知山市

●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】 9：00～18：00 ※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 ◆大飯郡

【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）

〒919-2202 福井県大飯郡高浜町安土6-1-6
☎0770-50-9007
株式会社 福井和郷 詳しくは

こちら⇒

スタッフ募集
野菜の栽培・収穫・加工のお仕事

時給

910円～

●パート ◆福知山市

洋服のお直しスタッフ募集

【時間】 10：00～19：00
　　　 （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

970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

※研修期間3ヵ月有

人事（じんじ）を尽くして天命（てんめい）を待つ

ことわざ読本

自分として精一杯の努力をして、後は結果を待つ
だけ。

好きこそ物の上手なれ
好きなことは上達が早い。上達するには、まず好き
になるのがよいということ。

《応募》 

☎0773-35-0331ホクト 福知山市生野5（担当：大槻）
株式
会社

パート募集
★交通費支給

★土日のみの方大歓迎!
★①と③等掛け持ちOK

【時間】 ①  8：00～11：30 ②9：00～12：00
　　　 ③13：00～18：00
【休日】 曜日シフト制 ※週3～6日

お弁当の配達

+販売手当

●パート ◆福知山市

★Wワーク大歓迎!!

1,200円～1,400円時給

詳しくはお問い
合わせ下さい。

◆勤務地/福知山本社

【勤務】 午前5：00～午前8：00
【休日】 シフト制 ※週2～5日程度

学生食堂運営スタッフ◆勤務地/共栄高校食堂
　　　 （福知山市篠尾62-5）

日額保障
3600円!!

1,100円～1,400円時給

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5日～ ※希望シフト制
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・60分無料駐車場有）

お仕事登録説明会

11/23（水・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)

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

≪全席指定≫3,000円

ダ・ダ・カーポカーポダ・カーポコンサートinあやべ

12／3（土）  14：00開演

予定曲

野に咲く花のように、他

●インフォメーション ◆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）

●正社員 ◆綾部市

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

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(　　　) 福知山市末広町6-2

http://jobisha.co.jp/

《応募方法》 下記までお気軽にお電話下さい。

☎0773-23-2222
株式会社 北近畿支店

採用
担当（　  ）

清掃スタッフ募集

【時間】 9：00～15：30（休憩90分）
　　　 ※週2日～5日の勤務、希望優先
【休日】 土・日
【待遇】 交通費有（上限10,000円）、
　　　 年次有給休暇有、研修期間有、
　　　 制服貸与、各種社会保険有

1,200円時給

女性
活躍中

●パート ◆福知山市

3名

福知山市内
の病院
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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)

ホテル はぜ

968円～

フロント・掃除スタッフ募集

福知山市土師

◎詳細はお電話にて(受付19時から)

深夜
24：00～7：00

急募

土日勤務
できる方歓迎♪

時給

★WワークもOK 
★週3～4日勤務できる方

●パート ●アルバイト ◆福知山市

未経験者歓迎

【時間】 全時間帯募集(時間帯相談可)

☎0773-20-5055

未経験
大歓迎

●正社員 ●アルバイト ◆舞鶴市

近畿安全施設株式会社本社／
京都市西京区桂畑ケ田町105☎075-382-4488

（受付／平日9：00～17：00）

正社員・
アルバイト募集!

30～50代
活躍中!

≪応募≫まずはお気軽にお電話下さい。

道路・駐車場のライン引き
勤務地 舞鶴営業所（舞鶴市福来問屋町775-13）

234,000円～ 
1,200円～

《正 社 員》

《アルバイト》

月給

時給

※各種手当有

【時間】 8：00～17：00 ※早出・残業有

【給与】

【休日】 土・日・祝（繁忙期は会社カレンダーによる）
　　　 ※GW・夏期・年末年始・有給・慶弔休暇有
【待遇】 各種社会保険完備、社内旅行、制服貸与、
　　　 車・バイク通勤可、昇給制度有、
　　　 資格取得支援制度（規定有）、
　　　 賞与年2回、退職金制度

未経験の方も
イチから丁寧に
お教えします

9,000円

★男女不問!! ★未経験者歓迎!!

≪応募≫
お気軽にお電話の上、
履歴書（写真付）を持参ください。

【時間】 8：30～17：00
　　　 ※休憩2時間以上
　　　 ※週3日～応相談（週5日勤務大歓迎）
【休日】 土・日・祝
【待遇】 労災完備、車・バイク通勤可

日給 《交通費含む》

スコップ等の道具で地面を削っていき、
生活跡や土器等を探していくお仕事です!

㈱キョウカン
090-5156-8544

〒612-8455 京都府伏見区中島外山町116-2
　　メールでの応募もOK⇒kyo-kan@nifty.com

☎075-605-4333

＊受付時間／平日10：00～17：00
　　　　　　

（担当直通：都築/ツヅキ）

京丹後市内《勤務地》

遺跡発掘
スタッフ
大募集!!

●パート ●アルバイト ◆京丹後市

☎0773-22-2288
医療法人 福知会

もみじヶ丘病院

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

●正職員 ◆福知山市

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

 お気軽にご相談ください。《お問い合わせ》 

経験･未経験問わず、どんな質問･疑問にもお答えします!!

★車も免許もない　★女性ですが大丈夫？
★２０万以上稼げますか？
★人間関係が苦手…　★福利厚生は？
★危ないでしょ？
★すぐに働きたい

★定年（65歳）を迎えました。仕事ありますか？
★土日や、長期休暇のみは可能？
★稼ぎたい!夜勤だけってある？

例えば…

《履歴書不要》履歴書なしでも相談可能です! まずはお電話お待ちしてます!

経験不問

休業中の1日8時間のアルバイトや女性も活躍中!!

家電付寮有り
(2.5万円～)

施設・イベント・交通誘導施設・イベント・交通誘導

警備業務警備業務
説明会開催説明会開催!!!!

施設・イベント・交通誘導

警備業務
説明会開催!! なんでも

ご相談下さい。
あなたのご希望に
あった勤務を
ご提案致します!

（1DK、家族用など）
即入寮
可能

●インフォメーション ◆福知山市･綾部市･舞鶴市他
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【資格】 中型免許以上

【休日】 日･祝、他(隔週休二日制)
【待遇】 各種保険完備、
　　　 年末年始・GW・夏季休暇、
　　　 通勤手当(規約有)、試用期間有

福井県三方上中郡
若狭町井ノ口11-1-1

月収 22万円～35万円
実績に応じ
高額支給

株式会社 若狭輸送☎0770-62-0003

◎各給与、走行距離(月)・経験により決定いたします。

《4tドライバー》
※手当含む

月収 28万円～《10tドライバー》
※手当含む

◎説明・業務見学だけでもOK!【履歴書不要】まずはお電話を！

ドライバー募集!

☆地元or長距離など相談可 ☆女性ドライバーも活躍しています

トラック
未経験OK!

資格のステップアップ!!
普通免許のみの方も
資格支援制度があります!
　　　　　　　　　　　（規約有）

●正社員 ◆三方上中郡

福井高速運輸グループ

新しい環境で
始めてみませんか。

※平成19年6月2日以前に
　普通免許を取得した方も対象

●パート ◆三方上中郡

メフォス福井支店
福井市宝永4-3-1サクラNビル5F☎0776-23-2662

株式会社
（担当:坂上）090-3144-3053

【時間】 8：00～13：30（実働5.5H）
　　　 ※PM勤務も募集中、時間帯は要相談 
【休日】 土･日･祝･GW･夏季、冬季休み

《応募》 お気軽にお電話下さい。

若狭町工場内社員食堂スタッフ募集!!

時給1,000円～
★子育て中の方に人気
★男女年齢は問いません 
★長期休暇あり
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

大手企業

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

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
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【資格】 中型免許以上

【休日】 日･祝、他(隔週休二日制)
【待遇】 各種保険完備、
　　　 年末年始・GW・夏季休暇、
　　　 通勤手当(規約有)、試用期間有

福井県三方上中郡
若狭町井ノ口11-1-1

月収 22万円～35万円
実績に応じ
高額支給

株式会社 若狭輸送☎0770-62-0003

◎各給与、走行距離(月)・経験により決定いたします。

《4tドライバー》
※手当含む

月収 28万円～《10tドライバー》
※手当含む

◎説明・業務見学だけでもOK!【履歴書不要】まずはお電話を！

ドライバー募集!

☆地元or長距離など相談可 ☆女性ドライバーも活躍しています

トラック
未経験OK!

資格のステップアップ!!
普通免許のみの方も
資格支援制度があります!
　　　　　　　　　　　（規約有）

●正社員 ◆三方上中郡

福井高速運輸グループ

新しい環境で
始めてみませんか。

※平成19年6月2日以前に
　普通免許を取得した方も対象

●パート ◆三方上中郡

メフォス福井支店
福井市宝永4-3-1サクラNビル5F☎0776-23-2662

株式会社
（担当:坂上）090-3144-3053

【時間】 8：00～13：30（実働5.5H）
　　　 ※PM勤務も募集中、時間帯は要相談 
【休日】 土･日･祝･GW･夏季、冬季休み

《応募》 お気軽にお電話下さい。

若狭町工場内社員食堂スタッフ募集!!

時給1,000円～
★子育て中の方に人気
★男女年齢は問いません 
★長期休暇あり
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

大手企業

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

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

11

その他 福井県 兵庫県 京都府
(中丹・丹後)(但馬・丹波)(嶺南)

◎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

◎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

●正社員 ◆豊岡市・朝来市

させて

●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

＊和田山校＊＊アルファスタジオ＊

求める人財

●正社員 ◆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】 http://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

全国最大規模の初心者向けパソコン教室

パソコン教室

【時間】 （月・木・金・土・日）9：30～17：15　（火・水）9：30～20：30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:180,000～240,000円（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!!
資格等の条件はありませんが、MOSや日商簿記の資格があれば活かせます。

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。カリキュラムの進捗状況の管理やモチベーションの管理。
多くの方がパソコンを使えるようになって、もっと明るく楽しい人生
を送っていただくために広報活動もしていきます。

●接客・販売・営業など人と接するお仕事の経験がある方歓迎!
●家庭教師・塾講師・後輩育成など人への指導経験をお持ちの方大歓迎!
●教室の運営管理にもたずさわり、教室長を目指すことができますので
　キャリアアップしたい方大歓迎！

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

パソコンインストラクター募集
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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11/21（月）～11/25（金）9：00～20：00にお仕事
　 説明会を行います。 ※祝日除く
● ㈱ワークスタッフでは随時お仕事相談会を実施中です。

木12/  8

火12/  6

火11/22

水・祝11/23

金11/25

火11/29

◆日総工産㈱ 面接会

◆㈱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

◆日総工産㈱ 面接会

◆日総工産㈱ 面接会

◆日総工産㈱ 面接会

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

13：00～17：00
綾部市市民ホール ※要予約

12：00～17：00
ふくちやま市民交流プラザ

13：30～16：00 
ハローワーク福知山

13：00～17：00
中丹勤労者福祉会館 ※要予約

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

事前に参加日時をご予約頂くとスムーズです!

全国都道府県別最低賃金表（時間額）令和4年度調べ
都道府県名 最低賃金時間額

北 海 道

青 森 県

岩 手 県

宮 城 県

秋 田 県

山 形 県

福 島 県

茨 城 県

栃 木 県

群 馬 県

埼 玉 県

千 葉 県

東 京 都

神奈川県

新 潟 県

富 山 県

石 川 県

福 井 県
山 梨 県

長 野 県

岐 阜 県

静 岡 県

愛 知 県

三 重 県

滋 賀 県

京 都 府

大 阪 府

兵 庫 県
奈 良 県

和歌山県

鳥 取 県

島 根 県

岡 山 県

広 島 県

山 口 県

徳 島 県

香 川 県

愛 媛 県

高 知 県

福 岡 県

佐 賀 県

長 崎 県

熊 本 県

大 分 県

宮 崎 県

鹿児島県

沖 縄 県

920円

853円

854円

883円

853円

854円

858円

911円

913円

895円

987円

984円

1,072円

1,071円

890円

908円

891円

888円

898円

908円

910円

944円

986円

933円

927円

968円

1,023円

960円

896円

889円

854円

857円

892円

930円

888円

855円

878円

853円

853円

900円

853円

853円

853円

854円

853円

853円

853円



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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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11/21（月）～11/25（金）9：00～20：00にお仕事
　 説明会を行います。 ※祝日除く
● ㈱ワークスタッフでは随時お仕事相談会を実施中です。

木12/  8

火12/  6

火11/22

水・祝11/23

金11/25

火11/29

◆日総工産㈱ 面接会

◆㈱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

◆日総工産㈱ 面接会

◆日総工産㈱ 面接会

◆日総工産㈱ 面接会

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

13：00～17：00
綾部市市民ホール ※要予約

12：00～17：00
ふくちやま市民交流プラザ

13：30～16：00 
ハローワーク福知山

13：00～17：00
中丹勤労者福祉会館 ※要予約

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

事前に参加日時をご予約頂くとスムーズです!

全国都道府県別最低賃金表（時間額）令和4年度調べ
都道府県名 最低賃金時間額

北 海 道

青 森 県

岩 手 県

宮 城 県

秋 田 県

山 形 県

福 島 県

茨 城 県

栃 木 県

群 馬 県

埼 玉 県

千 葉 県

東 京 都

神奈川県

新 潟 県

富 山 県

石 川 県

福 井 県
山 梨 県

長 野 県

岐 阜 県

静 岡 県

愛 知 県

三 重 県

滋 賀 県

京 都 府

大 阪 府

兵 庫 県
奈 良 県

和歌山県

鳥 取 県

島 根 県

岡 山 県

広 島 県

山 口 県

徳 島 県

香 川 県

愛 媛 県

高 知 県

福 岡 県

佐 賀 県

長 崎 県

熊 本 県

大 分 県

宮 崎 県

鹿児島県

沖 縄 県

920円

853円

854円

883円

853円

854円

858円

911円

913円

895円

987円

984円

1,072円

1,071円

890円

908円

891円

888円

898円

908円

910円

944円

986円

933円

927円

968円

1,023円

960円

896円

889円

854円

857円

892円

930円

888円

855円

878円

853円

853円

900円

853円

853円

853円

854円

853円

853円

853円

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.322211018
〈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

御霊神社

市役所

JR福知山駅
JR山陰本線

昭
和
小

選べる選べる
時間帯時間帯
選べる
時間帯



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!!


