
　　　　　　
パート 2月25日発行

職種
年齢

雇用形態・採用人数

時給
1,500円
～

（年齢：　不問　） 3,000円 又は9時00分～17時00分の
パート労働者（2人） 26060-  791601 間の4時間以上

時給 (1)8時30分～15時30分
1,250円
～

（年齢：　不問　） 1,250円
パート労働者（1人） 26060-  776601

時給 (1)8時00分～17時00分
920円
～

（年齢：　64歳以下　） 1,000円
パート労働者（2人） 26060-  758001

時給 (1)10時00分～19時00分
910円
～

（年齢：　59歳以下　） 1,000円 又は10時00分～19時00分
パート労働者（1人） 26060-  759301 の間の5時間程度

時給 (1)13時00分～18時00分
909円
～

（年齢：　60歳以上　） 909円
パート労働者（1人） 26060-  774001

時給 (1)13時00分～18時00分
909円
～

（年齢：　不問　） 909円
パート労働者（1人） 26060-  775301

時給 (1)15時30分～19時30分
950円 (2)17時00分～20時00分
～

（年齢：　不問　） 950円 又は15時30分～20時00分
パート労働者（2人） 26060-  779401 の間の3時間以上

時給
909円
～

（年齢：　不問　） 1,000円 又は8時30分～18時30分の
パート労働者（1人） 26060-  761401 間の5時間程度

時給 (1)10時00分～15時45分
950円 (2)12時00分～17時45分
～ (3)14時15分～20時00分

（年齢：　不問　） 1,000円 又は10時00分～20時00分
パート労働者（1人） 26060-  767301 の間の6時間以上

時給 (1)9時00分～17時00分
909円 (2)12時00分～20時00分
～

（年齢：　不問　） 1,000円
パート労働者（1人） 26060-  773501

時給
930円
～

（年齢：　不問　） 930円 又は8時30分～15時00分の
パート労働者（1人） 26060-  789801 間の6時間程度

時給 (1)10時00分～19時00分
1,000円
～

（年齢：　不問　） 1,000円 又は10時00分～19時00分
パート労働者（1人） 26060-  793101 の間の4時間以上

時給
950円
～

（年齢：　不問　） 950円 又は10時00分～19時00分
パート労働者（1人） 26060-  794401 の間の6時間以上

時給 (1)8時30分～18時00分
950円
～

（年齢：　18歳～65歳　） 950円 又は18時00分～8時30分の
パート労働者（1人） 26050-  822101 間の9時間

時給 (1)8時30分～16時00分
930円
～

（年齢：　59歳以下　） 930円
パート労働者（1人） 26060-  784601

時給 (1)9時00分～16時45分
925円
～

（年齢：　不問　） 925円
パート労働者（3人） 26060-  757501

わら縄、ロープ、ネット、大注連縄製造作業・わら縄製造、化繊ロープ製造、大注連縄 株式会社　フジタ 京都府舞鶴市字京田１２８
造 時給 (1)9時00分～15時00分

910円 (2)9時00分～16時00分
～ 就業場所:舞鶴市

（年齢：　不問　） 950円 西舞鶴 又は8時00分～17時00分の
パート労働者（1人） 26060-  785901 （就業場所：従業員数　6　人） 間の6時間程度

硝子の検査 硝子検査をしていただきます。　

　＊視力を要します

　　　　　　　

日硝興産　株式会社
舞鶴支店

京都府舞鶴市字大波下小字浜田２５５番地

就業場所:舞鶴市
京都交通　大波下　バス停

（就業場所：従業員数　321　人）

天ぷらの仕分け、パッ
ケージ

◎かまぼこ、天ぷらの製造
　・天ぷらの仕分け、袋づめ、包装
　・野菜などの原料のカット
　立ち仕事となります。


株式会社　嶋七 京都府舞鶴市字北田辺１１８－２１（大森海
岸）

就業場所は所在地に同じ
西舞鶴

（就業場所：従業員数　15　人）

警備 舞鶴市の病院内の施設警備になります。
時間外受付時の窓口対応・病院内の点検
巡回が主な仕事内容になります。

株式会社　浄美社
北近畿支店

京都府福知山市厚中町２３７－３

就業場所:舞鶴市
西舞鶴

（就業場所：従業員数　4　人）

ウェイター・ウェイトレス ホール係
接客、注文受、レジ等

　


有限会社　まいづる
興産（ととや）

京都府舞鶴市下福井９０５

就業場所は所在地に同じ
ＪＲ西舞鶴

（就業場所：従業員数　22　人）

ウェイター・ウェイトレス
（土日のみ）

ホール係
接客、注文受、レジ等
　
≪土日祝の勤務です≫


有限会社　まいづる
興産（ととや）

京都府舞鶴市下福井９０５

就業場所は所在地に同じ
ＪＲ西舞鶴

（就業場所：従業員数　22　人）

普通自動車免許
ＡＴ

普通自動車免許
ＡＴ

調理師

ＪＲ西舞鶴
（就業場所：従業員数　7　人）

京都府舞鶴市字引土３００

就業場所:舞鶴市
京都交通　北吸桟橋　バス停
（就業場所：従業員数　4　人）

登録販売者（一
般医薬品）
普通自動車免許
ＡＴ

京都府舞鶴市字上安久３８１番地１５

就業場所は所在地に同じ

有限会社　テイク
（オートバックス舞鶴
店）

調理師 園児（０歳～５歳児）の給食及び片付け、約
１００食を３人で担当します。
・調理及び片付け
・清掃　等
・手作りおやつも定期的にあります

平こども園（社会福
祉法人長雲福祉会）

京都府舞鶴市字中田４４０－１

就業場所は所在地に同じ
東舞鶴

（就業場所：従業員数　32　人）

販売業務 舞鶴海上自衛隊基地内の売店での販売、
レジ、品出し業務など
　＊平日は主に自衛官の利用が多いです
が、土日祝日は
　　一般客の利用もあります

有限会社　ハヤシス
ポーツ

レジ・商品補充係 ・レジ業務及び交換作業の受付業務
・入荷商品の品出し及び管理業務
・かんたんな接客、電話対応
　女性の多い職場です
　車の好きな方、わからない方でも親切に

洋服の販売員 ・店内での紳士服、カジュアル、レディース
スーツ等の販売及び接　客
・商品の品出し整理等
・電話の応対
・ファッションの知識、お客さまへのアプ

青山商事　株式会社
洋服の青山　舞鶴店

登録販売員 ・医療品、化粧品等をお客様の症状などを
伺い、適した商品の説明　及び販売するお
仕事を行って頂きます。
（付随する接客、レジ等）
・その他、店内業務の補助も行って頂く事

有限会社　八島堂薬
局

京都府舞鶴市字浜３９０

就業場所:舞鶴市
東舞鶴

（就業場所：従業員数　12　人）

京都府舞鶴市字福来小字坪の内９１０の２
番地

就業場所は所在地に同じ
ＪＲ西舞鶴

（就業場所：従業員数　12　人）

必要資格

薬剤師

仕事内容 賃 金 所在地・就業場所 就業時間

・病院における調剤業務。


　　施設見学歓迎です

医療法人　医誠会　
東舞鶴医誠会病院

京都府舞鶴市字大波下小字前田７６５番１
６

就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　180　人）

フロアー・レジ部門（東
舞鶴店）

主にレジ業務をしていただきます。
・レジ
・商品陳列、品出し
・値付け
・商品の説明と梱包

株式会社　フクヤ 京都府舞鶴市字森小字大田野５４０

求人者名

薬剤師

養護教諭

（就業場所：従業員数　1350　人）
一般事務（受付業務、
伝票発行・入力、電話
応対、他）

事務所内での、一般事務全般のお仕事で
す。
受付業務、電話応対、簡単な伝票発行や
集計業務。


舞鶴みなとアスコン 京都府舞鶴市字喜多小字宮崎３１－２０

就業場所は所在地に同じ
ＪＲ西日本　舞鶴線　西舞鶴駅
（就業場所：従業員数　0　人）

一般事務員 ドリーム舞鶴店での事務のお仕事です。
・書類作成
・データー入力（在庫等）
・郵便物等の整理
・電話応対

Ｄｒｅａｍ　Ｊａｐａｎ　株
式会社

京都府舞鶴市字下福井８８２－２０

就業場所:舞鶴市
西舞鶴

（就業場所：従業員数　15　人）
フロアー・レジ部門（東
舞鶴店）

主にレジ業務をしていただきます。
・レジ
・商品陳列、品出し
・値付け
・商品の説明と梱包

株式会社　フクヤ 京都府舞鶴市字森小字大田野５４０

就業場所:舞鶴市

就業場所:舞鶴市
市民病院バス停より徒歩３分
（就業場所：従業員数　66　人）

児童の養護、保健指導、保健管理　等 舞鶴市役所 京都府舞鶴市字北吸１０４４番地

養護教諭免許
（専修・１種・２種）就業場所:舞鶴市

東舞鶴駅

普通自動車免許
ＡＴ

市民病院バス停より徒歩３分
（就業場所：従業員数　66　人）

℡ 0773-75-8609 

舞鶴公共職業安定所 

京都府舞鶴市西小字西町107-4 ◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

      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紹介窓口へお問い合わせください。 

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、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。その際はあしからずご了承ください。 

◎ 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。 

◎仕事内容欄はスペースの都合ですべて表示できない場合がありますので、詳しい内容については相談窓口でお尋ねください。  


