
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年単位） 普通自動車免許AT
45歳以下 (1) 7時30分～16時00分

常雇 200,000 (従業員数 5人) (2) 9時00分～17時30分
正社員 ～ 京都府舞鶴市 (3)10時00分～19時00分

省令３号のイ 240,000 26060- 1796191

不問 (1) 8時00分～17時00分
常雇 166,400 (従業員数 7人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

208,000 26060- 1800591
普通自動車免許AT

不問 (1) 8時30分～17時30分
常雇 200,000 (従業員数 7人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

220,000 26060- 1802091
普通自動車免許AT

不問 (1) 8時30分～17時30分
常雇 180,000 (従業員数 6人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

200,000 26060- 1803391
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ

45歳以下 (1) 8時00分～16時00分
常雇 165,000 (従業員数 18人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

省令３号のイ 175,000 26060- 1792791
看護師

不問 (1) 9時30分～18時30分 准看護師
臨時4ヶ月以上 227,800 (従業員数 76人) (2)10時00分～19時00分
正社員以外 ～ 京都府舞鶴市 (3) 8時00分～17時00分

227,800 26060- 1793891
普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時40分～17時25分
臨時4ヶ月以上 148,512 (従業員数 2人) (2) 8時50分～17時35分
正社員以外 ～ 京都府舞鶴市

186,048 26060- 1773691

不問 (1) 8時30分～17時15分
臨時4ヶ月以上 147,084 (従業員数 40人)
正社員以外 ～ 京都府舞鶴市

147,084 26060- 1775491
普通自動車免許ＡＴ

59歳以下 (1) 9時00分～18時00分
常雇 200,000 (従業員数 16人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

省令１号 350,000 26060- 1776791
変形（１年単位）

59歳以下 (1) 8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 180,000 26060- 1778291
変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ

40歳以下 (1) 8時00分～16時45分
常雇 186,300 (従業員数 20人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

省令３号のイ 218,500 26060- 1779591
普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時30分～17時30分
常雇 160,000 (従業員数 9人) (2) 8時00分～17時00分
正社員 ～ 京都府舞鶴市

180,000 26060- 1780391

不問 (1) 8時00分～17時00分
臨時4ヶ月未満 131,670 (従業員数 40人) (2) 9時00分～17時00分
有期雇用派遣 ～ 京都府舞鶴市

153,648 26060- 1781691

　◎　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

幹部候補（ガソリ
ンスタンド）

丹和米油　株式
会社

京都府舞鶴市字堀上４０－１ 雇用・労災・
健康・厚生

建築土木作業
及び軽作業

株式会社　協栄
商会

舞鶴市字喜多３９３－５ 雇用・労災・
健康・厚生

車両管理 有限会社　ＭＷ
－ＬＩＮＥ

京都府舞鶴市字喜多１１０５－４７ 雇用・労災・
健康・厚生

事務、軽作業 有限会社　ＭＷ
－ＬＩＮＥ

京都府舞鶴市字喜多１１０５－４７ 雇用・労災・
健康・厚生

かまぼこ、天ぷ
ら生産・生産補

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

看護師 社会福祉法人京
都太陽の園　障
害者支援施設こ
ひつじの苑舞鶴

京都府舞鶴市字安岡小字中山１０７６番地の
２

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

郵便・貯金・保
険の窓口業務

日本郵便株式会
社　舞鶴八雲郵
便局

京都府舞鶴市字上東４３－９ 雇用・労災・
健康・厚生

事務員 舞鶴市役所 京都府舞鶴市字北吸１０４４番地 雇用・公災・
健康・厚生

住宅リフォーム
営業

株式会社　エコ・
ビータ

京都府舞鶴市溝尻町１１－１０ 雇用・労災・
健康・厚生

一般事務　アシ
スタント・

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

砕石の生産管
理・品質管理

小西商事株式会
社

京都府舞鶴市字魚屋３８ 雇用・労災・
健康・厚生

老人介護 みじかな　有限
会社

京都府舞鶴市字志高５０３番地７ 雇用・労災・
健康・厚生

データ入力兼一
般事務

株式会社　クリエ
イティブ舞鶴支
店

京都府舞鶴市字余部下１１８０番地 雇用・労災・
健康・厚生

ハローワーク舞鶴 
TEL 0773-75-8609 
４月 １５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
臨時4ヶ月未満 131,670 (従業員数 40人) (2) 9時00分～17時00分
有期雇用派遣 ～ 京都府舞鶴市

158,400 26060- 1782991
変形（１年単位） 普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 8時30分～17時00分 準中型一種（５トン限
常雇 180,000 (従業員数 5人) 中型一種（８ｔ限定）
正社員 ～ 京都府舞鶴市

省令１号 250,000 28030- 6184291 厚生年金基金

不問
臨時4ヶ月以上 259,000 (従業員数 4人)  6時00分～22時00分
正社員以外 ～ 京都府舞鶴市 の間の7時間程度

259,000 18050- 1774391

不問 (1) 9時00分～19時00分
常雇 200,060 (従業員数 4人) (2) 9時00分～18時00分
正社員 ～ 京都府舞鶴市

286,000 26060- 1756391

不問 (1) 9時00分～19時00分
常雇 200,060 (従業員数 4人) (2) 9時00分～18時00分
正社員 ～ 京都府舞鶴市

286,000 26060- 1757691
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分
常雇 165,000 (従業員数 10人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

省令１号 175,000 26060- 1763091
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- 1741991
普通自動車免許一種

40歳以下 (1) 8時30分～17時30分
常雇 163,625 (従業員数 4人)
正社員 ～ 京都府舞鶴市

省令３号のイ 320,500 26070- 1055791

ＣＡＤ入力兼一
般事務（未経験

株式会社　クリエ
イティブ舞鶴支
店

京都府舞鶴市字余部下１１８０番地 雇用・労災・
健康・厚生

配送業務（京都
府舞鶴市）

株式会社　ニッ
コーコーポレー
ション

兵庫県尼崎市東塚口町２－３－４１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

管理人（住込
み）【白鳥寮】

株式会社　エル・
スエヒロフード
サービス　若狭
事務所

福井県三方郡美浜町郷市１４－１－７　ＫＧビ
ル１０２

雇用・労災・
健康・厚生

フィットネス接客
スタッフ　らぽー

有限会社　ワー
ルドスポーツ
（カーブス事業
部）

京都府舞鶴市字下福井３９３ 雇用・労災・
健康・厚生

フィットネス接客
スタッフ　カーブ

有限会社　ワー
ルドスポーツ
（カーブス事業
部）

京都府舞鶴市字下福井３９３ 雇用・労災・
健康・厚生

一般事務 ヤマキ建鉄　株
式会社

京都府舞鶴市大字鹿原小字杉の木７７７－４ 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

ルート営業及び
配送（住宅設

中山商事　株式
会社

京都府京丹後市峰山町杉谷３９２番地 雇用・労災・
健康・厚生


