
まいづる求人情報(週刊 )
先週一週間に受理した求人の情報です｡

職　種
　年齢・
　省令

賃　金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

変形（１ヶ月単位）
18歳～44歳 (1)15時00分～ 0時00分

常雇 260,043 (従業員数 17人) (2)18時00分～23時00分
正社員 ～ 京都府舞鶴市 (3)20時00分～ 5時00分

省令３号のイ 362,538 13170- 7327291 確定拠出年金

変形（１年単位）
不問 (1) 8時00分～17時00分

常雇 184,800 (従業員数 4人)
正社員以外 ～ 京都府舞鶴市

300,300 26060-  790791
変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 9時00分～18時00分
常雇 180,000 (従業員数 23人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

200,000 26060-  791891

40歳以下 (1) 8時30分～20時00分
常雇 170,000 (従業員数 3人) (2) 8時30分～12時00分
正社員 ～ 京都府舞鶴市

省令３号のイ 250,000 26060-  780691
はり師

不問 (1) 8時30分～20時00分 灸師
常雇 180,000 (従業員数 3人) (2) 8時30分～12時00分 あんま・マッサージ
正社員 ～ 京都府舞鶴市 普通自動車免許ＡＴ

180,000 26060-  784891

不問 (1) 8時00分～17時00分
臨時4ヶ月以上 256,000 (従業員数 10人)
正社員以外 ～ 京都府舞鶴市

288,000 26060-  785291
変形（１ヶ月単位）

59歳以下 (1) 9時00分～22時00分
常雇 170,000 (従業員数 16人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

省令１号 250,000 21020- 2190591
変形（１ヶ月単位）

18歳～59歳 (1) 8時00分～23時00分
常雇 170,000 (従業員数 19人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

省令１号 250,000 21020- 2191191
変形（１ヶ月単位）

59歳以下 (1) 7時00分～16時00分
常雇 155,000 (従業員数 140人) (2) 8時00分～17時00分
正社員 ～ 京都府舞鶴市 (3) 8時30分～17時30分

省令１号 259,100 26060-  762091
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時30分
臨時4ヶ月以上 155,000 (従業員数 1人)
正社員以外 ～ 京都府舞鶴市

170,000 27010-11307591
変形（１週間単位非定型的）

不問 (1) 9時30分～18時30分
常雇 154,504 (従業員数 5人) (2)10時00分～19時00分
正社員 ～ 京都府舞鶴市 (3)11時00分～20時00分

154,504 18060-  354691
変形（１ヶ月単位）

45歳以下 (1) 8時50分～18時50分
常雇 152,000 (従業員数 6人) (2) 8時10分～18時10分
正社員 ～ 京都府舞鶴市 (3) 8時50分～18時10分

省令３号のイ 152,000 26060-  747391
変形（１年単位） ユンボ等重機操縦資格

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分
常雇 200,000 (従業員数 19人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

省令１号 250,000 26060-  749991

歯科助手 くまがい　歯科
クリニック

京都府舞鶴市字大内３６番地 雇用・労災・
健康・厚生

【急募】ユンボオ
ペレーター　作

井木商事　株式
会社

京都府舞鶴市字小倉１９０番地 雇用・労災・
健康・厚生

普通車運転業
務（京都府舞鶴

日本道路興運
株式会社　大阪
支店

大阪市中央区上町Ａ番１２号　上町セイワビ
ル

雇用・労災・
健康・厚生

販売店員 株式会社　ルー
ブ

福井県小浜市南川町８６番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

店舗スタッフ「ド
ラッグユタカ東

株式会社　ユタ
カファ－マシ－
（ドラッグユタカ）

岐阜県大垣市林町１０丁目１３３９番地１ 雇用・労災・
健康・厚生

介護職員（就職
フェア）

社会福祉法人
博愛福祉会

京都府舞鶴市字市場３９０番地 雇用・労災・
健康・厚生

機械部品仕上
げ及びその補

協栄工業　有限
会社

京都府舞鶴市字小倉１５６番地の２ 雇用・労災・
健康・厚生

店舗スタッフ「ド
ラッグユタカ西

株式会社　ユタ
カファ－マシ－
（ドラッグユタカ）

岐阜県大垣市林町１０丁目１３３９番地１ 雇用・労災・
健康・厚生

施術（補助）・受
付

にしかわ鍼灸整
骨院

京都府舞鶴市字余部上２９２番地 雇用・労災

鍼灸師・あんま
マッサージ指圧

にしかわ鍼灸整
骨院

京都府舞鶴市字余部上２９２番地 雇用・労災

足場・とび・土
工・建物解体・

株式会社　正楽
寺工業

京都府舞鶴市字上安６７９番地３１ 雇用・労災・
健康・厚生

製造管理 誠信工業　有限
会社

京都府舞鶴市字行永芥子谷２０２－１ 雇用・労災・
健康・厚生

　◎　求人の詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの窓口へお問い合わせください。
　◎　面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。
　◎　パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によっては記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。
　◎　ハローワークでは随時紹介を行っていますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。その際にはあしからずご了承ください。

所在地･就業場所

正社員店舗ス
タッフ（魚民　東

株式会社　モン
テローザフーズ

東京都武蔵野市中町１－１７－３　６．モンテ
ローザ三鷹本社ビル

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

ハローワーク舞鶴
TEL 0773-75-8609
２月 １２日 発行



職　種
　年齢・
　省令

賃　金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格所在地･就業場所

不問 (1) 8時00分～17時00分
常雇 172,800 (従業員数 4人)
正社員以外 ～ 京都府舞鶴市

224,640 26060-  750891

30歳以下 (1) 8時00分～17時00分
常雇 160,000 (従業員数 10人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

省令３号のイ 300,000 26060-  752591
交替制あり

30歳以下
常雇 180,000 (従業員数 0人)  9時30分～20時30分
正社員 ～ 京都府舞鶴市 の間の8時間程度

省令３号のイ 240,000 26060-  739691
変形（１ヶ月単位）

59歳以下 (1) 9時00分～17時00分
常雇 160,000 (従業員数 19人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

省令１号 160,000 26060-  743291
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ

59歳以下 (1)10時00分～19時10分
常雇 206,400 (従業員数 11人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

省令１号 246,500 26010- 4387091
変形（１ヶ月単位） 自動車整備士（２級）

59歳以下 (1)10時00分～19時10分 普通自動車免許一種
常雇 225,800 (従業員数 12人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

省令１号 265,700 26010- 4389691
変形（１ヶ月単位） 自動車検査員

59歳以下 (1)10時00分～19時00分 普通自動車免許一種
常雇 248,300 (従業員数 12人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

省令１号 285,700 26010- 4391791
普通自動車免許ＡＴ

40歳以下 (1) 9時00分～18時00分
常雇 182,000 (従業員数 19人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

省令３号のイ 250,000 27020- 9170691 確定拠出年金

指定工場での
車検業務及び

株式会社　京都
イエローハット

京都市西京区桂畑ケ田町１８２ 雇用・労災・
健康・厚生

一般事務（舞鶴
市）

三菱ふそうトラッ
ク・バス　株式会
社　近畿ふそう

大阪府大阪市西淀川区歌島３丁目１－５ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

カー用品の取
付・交換業務

株式会社　京都
イエローハット

京都市西京区桂畑ケ田町１８２ 雇用・労災・
健康・厚生

指定工場での
車検業務及び

株式会社　京都
イエローハット

京都市西京区桂畑ケ田町１８２ 雇用・労災・
健康・厚生

靴の販売 株式会社　クツ
バコ

京都府舞鶴市南浜町２７－５　らぽーる１階 雇用・労災・
健康・厚生

事務・軽作業 株式会社　嶋七 京都府舞鶴市字北田辺１１８－２１（大森海
岸）

雇用・労災・
健康・厚生

工場内作業員 双和産業　株式
会社

京都府舞鶴市字下福井４３２－１７ 雇用・労災・
健康・厚生

船舶塗装工 ケイユウ工業　株
式会社

京都府舞鶴市字余部下１１８０　ジャパンマリ
ンユナイテッド（株）内

雇用・労災・
健康・厚生


