
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

不問 (1) 8時30分～17時00分
常雇 250,000 (従業員数 4人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

350,000 26060- 1322691
普通自動車免許一種

不問 (1) 7時00分～16時00分
常雇 180,000 (従業員数 5人) (2)12時00分～21時00分
正社員 ～ 京都府舞鶴市

200,000 26060- 1327291
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- 1328591
変形（１年単位） 牽引免許（一種）

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 大型自動車免許一種
常雇 300,000 (従業員数 10人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

省令１号 450,000 18050- 1336391
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ

18歳～34歳 (1) 9時00分～20時00分
常雇 219,000 (従業員数 9人) (2) 8時30分～19時30分
正社員 ～ 京都府舞鶴市 (3)20時00分～ 9時00分

省令３号のイ 229,500 26020- 8537291 確定拠出年金

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
40歳以下 (1) 9時30分～18時00分 自動車整備士（２級）

常雇 189,000 (従業員数 11人)
正社員 ～ 京都府福知山市

省令３号のイ 214,000 26020- 8151591
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ

35歳以下 (1) 9時30分～18時00分
常雇 185,000 (従業員数 11人)
正社員 ～ 京都府福知山市

省令３号のイ 185,000 26020- 8178191
変形（１年単位） 電気主任技術者２種

不問 (1) 8時00分～16時30分 普通自動車免許ＡＴ
常雇 250,000 (従業員数 40人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

400,000 26060- 1309791
変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ

40歳以下 (1) 8時30分～18時00分
常雇 195,000 (従業員数 13人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

省令３号のイ 305,000 26060- 1318891
変形（１ヶ月単位）

18歳以上 (1) 8時00分～17時00分
常雇 200,000 (従業員数 20人) (2)14時00分～ 0時00分
正社員 ～ 京都府舞鶴市 (3) 0時00分～ 9時00分

省令２号 280,000 26060- 1329191 厚生年金基金

変形（１ヶ月単位）
18歳以上 (1) 6時00分～15時00分

常雇 200,000 (従業員数 20人) (2)12時00分～21時00分
正社員 ～ 京都府舞鶴市 (3)14時00分～23時00分

省令２号 280,000 26060- 1331991 厚生年金基金

変形（１ヶ月単位）
不問 (1) 9時00分～19時00分

常雇 200,000 (従業員数 20人) (2)12時00分～22時00分
正社員 ～ 京都府舞鶴市

350,000 26060- 1333791 厚生年金基金

変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 9時00分～17時30分

常雇 160,000 (従業員数 14人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

200,000 26060- 1304091

調理 株式会社ニュー
オーサカホテル
エンタープライズ
ホテルマーレ

京都府舞鶴市字浜２００２－３ 雇用・労災・
健康・厚生

事務 シンコー開発
株式会社

京都府舞鶴市字伊佐津６５番地 雇用・労災・
健康・厚生

フロント 株式会社ニュー
オーサカホテル
エンタープライズ
ホテルマーレ

京都府舞鶴市字浜２００２－３ 雇用・労災・
健康・厚生

飲料サービス 株式会社ニュー
オーサカホテル
エンタープライズ
ホテルマーレ

京都府舞鶴市字浜２００２－３ 雇用・労災・
健康・厚生

（第ニ種）電気
主任技術者

日之出化学工業
株式会社　舞鶴
工場

京都府舞鶴市字倉谷６６０番地 雇用・労災・
健康・厚生

営業職 舞鶴文具　株式
会社

京都府舞鶴市字清道３４１番地の１ 雇用・労災・
健康・厚生

トヨタディーラー
の自動車整備

ネッツトヨタ京華
株式会社

京都市南区吉祥院池田町２８番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

営業職 ネッツトヨタ京華
株式会社

京都市南区吉祥院池田町２８番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

トレーラー運転
手

中央トラック株式
会社

福井県敦賀市泉１７１号９－２　トレ－ラース
テーション１０５号室

雇用・労災・
健康・厚生

機械警備のス
タッフ／セコム

セコム　株式会
社　近畿本部

京都市下京区河原町通松原上ル２丁目富永
町３３８番　

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

ガソリンスタンド
販売員

株式会社　ジオ 京都府舞鶴市京田６３ 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

　◎　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

鉄工、鳶 創慎工業 京都府舞鶴市字女布１１７－６ 雇用・労災

ハローワーク舞鶴 
TEL 0773-75-8609 
３月 １８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

変形（１年単位）
不問 (1) 8時00分～17時00分

臨時4ヶ月以上 171,250 (従業員数 18人)
正社員以外 ～ 京都府舞鶴市

171,250 26060- 1307991
変形（１年単位）

不問 (1) 8時00分～20時00分
常雇 185,000 (従業員数 8人) (2) 9時00分～18時00分
正社員 ～ 京都府舞鶴市 (3) 9時00分～17時00分

300,000 27020-20429191 確定拠出年金

変形（１ヶ月単位）
18歳～35歳 (1) 9時00分～ 0時00分

常雇 180,000 (従業員数 100人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

省令２号 215,000 27060-10681391

不問 (1) 8時00分～17時00分
常雇 141,000 (従業員数 6人) (2)13時00分～18時30分
正社員 ～ 京都府舞鶴市 (3) 8時00分～13時00分

145,000 26060- 1295891
変形（１年単位） 大型自動車免許一種

不問 (1)17時00分～ 2時00分
臨時4ヶ月以上 211,200 (従業員数 10人)
正社員以外 ～ 京都府舞鶴市

400,000 26060- 1296291

不問
臨時4ヶ月以上 149,800 (従業員数 48人)  9時00分～21時30分
正社員以外 ～ 京都府舞鶴市 の間の8時間

154,900 13100- 2576991

不問
臨時4ヶ月未満 163,200 (従業員数 48人)  9時00分～21時30分
正社員以外 ～ 京都府舞鶴市 の間の8時間

163,200 13100- 2582391
変形（１ヶ月単位）

不問
常雇 200,000 (従業員数 6人) 12時00分～22時00分
正社員 ～ 京都府舞鶴市 の間の8時間程度

250,000 26060- 1288291

不問 (1) 8時00分～16時45分
臨時4ヶ月未満 184,700 (従業員数 3500人) (2) 9時00分～17時45分
正社員以外 ～ 京都府舞鶴市

222,500 26060- 1291691

不問 (1)11時00分～21時00分
常雇 150,000 (従業員数 7人)
正社員以外 ～ 京都府舞鶴市

180,000 26060- 1292991

任期付自衛官
（一般事務）

海上自衛隊　舞
鶴地方総監部

京都府舞鶴市字余部下１１９０番地 公災・健康・
厚生

調理補助及び
ホールスタッフ

餃子の王将　東
舞鶴店

京都府舞鶴市字森４８３－４ 雇用・労災

【短期】店舗ス
タッフ（週４０ｈ）

株式会社　ニトリ 東京都北区神谷３－６－２０ 労災

調理・接客 有限会社　クレス
ポ・コーポレー
ション

京都府舞鶴市竜宮町２－４ 雇用・労災・
健康・厚生

大型トラック定期
路線運転手（路

濃飛西濃運輸株
式会社　舞鶴営
業所

京都府舞鶴市字上安薬師１５０６ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

売場スタッフ（週
４０ｈ）／舞鶴店

株式会社　ニトリ 東京都北区神谷３－６－２０ 雇用・労災・
健康・厚生

店長候補（舞鶴
店）

株式会社　あき
んどスシロー

吹田市江坂町１－２２－２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

看護助手 西村医院 京都府舞鶴市字浜７７１番地 雇用・労災・
健康・厚生

検査・検品・梱
包

株式会社　ヨコタ
京都

舞鶴市喜多小字仲田６０７ 雇用・労災・
健康・厚生

マリーナ運営ス
タッフ（舞鶴市）

株式会社　ダイ
ツー

大阪市都島区都島本通　４－３－２４ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形


