
　　　　　　
2月25日発行

職種
年齢

雇用形態・採用人数

月給 (1)8時10分～17時00分
194,000円

～
（年齢：　45歳以下　） 291,000円

正社員（1人） 26060-  764201

月給 (1)8時00分～17時00分
200,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 300,000円

正社員（1人） 26060-  771801

月給 (1)8時30分～17時00分
335,000円

～
（年齢：　不問　） 435,000円
正社員（2人） 26060-  790301

月給 (1)8時45分～17時15分
206,804円

～
（年齢：　59歳以下　） 261,466円

正社員（1人） 26020- 4537201

月給 (1)9時00分～19時00分
200,060円 (2)9時00分～18時00分

～
（年齢：　不問　） 286,000円
正社員（1人） 26060-  769901

月給 (1)9時00分～19時00分
200,060円 (2)9時00分～18時00分

～
（年齢：　不問　） 286,000円
正社員（1人） 26060-  770701

月給 (1)8時00分～17時00分
158,976円

～
（年齢：　64歳以下　） 172,800円

正社員（2人） 26060-  753401

月給 (1)10時00分～18時30分
170,775円

～
（年齢：　不問　） 217,350円
正社員以外（1人） 34010- 8468101

月給 (1)9時00分～17時00分
143,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 193,000円
正社員以外（1人） 26060-  787401

月給 (1)8時30分～17時30分
190,000円

～
（年齢：　44歳以下　） 237,000円
正社員以外（1人） 23010- 6125901

月給 (1)7時40分～17時00分
173,000円

～
（年齢：　不問　） 220,000円
正社員（1人） 26060-  792901

月給 (1)7時30分～15時00分
190,000円 (2)8時00分～17時00分

～ (3)8時30分～19時00分
（年齢：　59歳以下　） 210,000円

正社員（1人） 26060-  755801

月給 (1)9時00分～18時00分
158,080円

～
（年齢：　不問　） 158,080円
正社員以外（1人） 28070- 1396901

月給 (1)10時00分～19時00分
155,040円 (2)10時30分～19時30分

～ (3)11時00分～20時00分
（年齢：　不問　） 163,200円
正社員以外（1人） 26060-  766001

月給
200,000円

～
（年齢：　64歳以下　） 200,000円 又は9時30分～19時30分の

正社員（1人） 26060-  756201 間の8時間程度

月給 (1)9時00分～18時00分
180,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 250,000円

正社員（1人） 26060-  782001

月給 (1)8時00分～16時45分
149,137円

～
（年齢：　不問　） 149,137円
正社員以外（1人） 26060-  781501

月給 (1)8時00分～16時00分
160,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 175,000円

正社員（1人） 26060-  783301

月給 (1)8時00分～17時00分
170,000円

～
（年齢：　39歳以下　） 300,000円

正社員（2人） 26060-  786101

月給 (1)7時40分～17時00分
215,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 407,000円

正社員（5人） 26060-  780201

カーブスは接客中心、研修充実！未経験
での転職も安心～　日祝休みでしっかり仕
事をしたい方に最適～
カーブスはコミュニケーションが中心のお仕
事です。お客様への健康アドバイス、健康

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

就業場所:舞鶴市

就業場所:舞鶴市
西舞鶴

（就業場所：従業員数　4　人）

○工程管理・品質管理・原価管理・安全管
理・営業管理
○見積書や工事書類、工事写真帳の作成
○工事関係者との打ち合わせ　等


鈴木設備工業　株式
会社

京都府舞鶴市字長浜９１９

普通自動車免許
就業場所は所在地に同じ

ＪＲ東舞鶴

薬剤師

普通自動車免許
ＡＴ

ＪＲ東舞鶴
（就業場所：従業員数　4　人）

フィットネス接客スタッフ
カーブス京都舞鶴

カーブスは接客中心、研修充実！未経験
での転職も安心～　日祝休みでしっかり仕
事をしたい方に最適～
カーブスはコミュニケーションが中心のお仕
事です。お客様への健康アドバイス、健康

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

求人者名

電気工事施工管理（就
職フェア）

施工管理

（就業場所：従業員数　10　人）
薬剤師 病院における調剤業務




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）
経営指導 中小企業団体等の支援業務

・事業協同組合等の設立、金融、税制や労
働問題等中小企業の経営　問題の相談
・組合等のための各種助成事業（国や地方
公共団体等）に係る支援

京都府中小企業団
体中央会

京都府京都市下京区四条通室町東入函谷
鉾町７８番地　　京都経済センター　３階

就業場所:舞鶴市
ＪＲ　西舞鶴

（就業場所：従業員数　2　人）
フィットネス接客スタッフ
カーブスまいづる東

必要資格

普通自動車免許

仕事内容 賃 金 所在地・就業場所 就業時間

主に産業設備に電気配線をし、機械を稼
働できるようにする仕事です。
照明を取換え又は増設して工場を明るくし
たりもします。
ものづくり日本に参加したい人、どうぞ一度

昭電工業　株式会社 京都府舞鶴市字上安久１３５－１

就業場所:舞鶴市
西舞鶴

（就業場所：従業員数　11　人）

舞鶴みなとアスコン

事務 総務部は、仕事（型枠工事及び一般貨物
運送）内容による総務全般、トラックの配車
補助、型枠資材伝票管理、各種書類作成
業務、その他業務になります。

福村建設　株式会社 京都府舞鶴市字吉坂３８２の７

就業場所は所在地に同じ
ＪＲ松尾寺

（就業場所：従業員数　53　人）

マンションギャラリーで
の事務業務（東舞鶴市）

新規分譲マンションのギャラリーでの受付
事務の仕事です。
具体的な仕事内容は、受付業務の他に電
話対応や資料作成、営業促進ツール作成
補助、ファイリング、ＤＭ作成、顧客情報入

株式会社　マリモ

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。


一般事務（本社）【土日
祝休み】

・電話応対
・ワード、エクセルを使った書類作成
・伝票入力、整理
・来客応対　等


志摩機械　株式会社

水道料金業務（転勤無）
【舞鶴営業所準備室】

水道料金に関する業務に従事して頂きま
す。
・電話、窓口対応
・パソコンでのデータ入力
・メーター開閉栓業務

株式会社　フュー
チャーイン

愛知県名古屋市千種区内山二丁目６－２２

就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　8　人）

京都府舞鶴市字喜多小字宮崎３１－２０

普通自動車免許
ＡＴ

普通自動車免許
ＡＴ

普通自動車免許
ＡＴ

四所
（就業場所：従業員数　33　人）

広島県広島市西区庚午北一丁目１７番２３
号

就業場所:舞鶴市
東舞鶴

（就業場所：従業員数　4　人）

普通自動車免許
ＡＴ

京都府舞鶴市字上福井１１７番地

就業場所:舞鶴市

就業場所:舞鶴市
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／舞鶴支店 １．仕事の内容：電話応対や簡単な売上
データ入力・入金
　　処理ですので、事務経験の無い方でも
パソコンに文字
　　入力できれば問題ありません。丁寧に

伊丹産業　株式会社 兵庫県伊丹市中央５－５－１０

就業場所:舞鶴市
ＪＲ　東舞鶴

（就業場所：従業員数　22　人）

医療事務 クリニック１階は院長が泌尿器科、外科、
内科を担当し、２階は副院長が皮膚科専門
外来を担当しています。色々な診療を通し
て、スタッフ一同、患者様の心に寄り添った
診療をこころがけています。

大西医院 京都府舞鶴市字浜１８１

就業場所:舞鶴市
東舞鶴

（就業場所：従業員数　18　人）

めがねの販売（オン
デーズ東舞鶴駅前店）

めがねの販売に係る接客、視力測定、加
工他店内業務をしていただきます。

＊未経験の方でも丁寧に指導します。


株式会社　アルスタ 京都府舞鶴市字南浜町２０－５　ホテルア
ルスタイン内

就業場所:舞鶴市
東舞鶴駅

（就業場所：従業員数　6　人）

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

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
ＪＲ西舞鶴

（就業場所：従業員数　7　人）

調理補助 日本板硝子（株）鶴友寮の調理補助作業
等
・夕食の調理、盛り付け、夕食の後片づけ
（食器洗浄等）
・朝食の後片付け（食器洗浄等）

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　3　人）

自動車販売 ・自動車販売
・車検の受付、自動車関連商品の販売、提
案
・自動車保険の販売
＊店頭業務が中心になります

株式会社　オート舞
鶴販売

京都府舞鶴市字森６０番地

普通自動車免許
ＡＴ就業場所:舞鶴市

ＪＲ東舞鶴
（就業場所：従業員数　10　人）

エンジニア　（　電気・電
子　）

防衛省・保安庁の船舶用計器等の整備





株式会社　舞鶴計器 京都府舞鶴市和田１０６７－２

普通自動車免許
ＡＴ就業場所は所在地に同じ

ＪＲ西舞鶴
（就業場所：従業員数　34　人）

かまぼこ、天ぷら生産・
生産補助

かまぼこの包装、出荷を担当するお仕事で
す。
取引先ごとに、商品を仕分けしたり、機械
を使って、かまぼこのパッケージを包装した
りします。

株式会社　嶋七 京都府舞鶴市字北田辺１１８－２１（大森海
岸）

普通自動車免許
ＡＴ就業場所は所在地に同じ

西舞鶴
（就業場所：従業員数　15　人）

型枠大工、型枠解体工 型枠とはコンクリート構造物（学校・病院・
ホテル・マンション・集合住宅・土木構築
物）のコンクリートの形に合う仮の枠を作業
現場で組み立て、型枠の中にコンクリート
を打込んでコンクリートが十分に硬化（強度

福村建設　株式会社 京都府舞鶴市字吉坂３８２の７

普通自動車免許
ＡＴ就業場所は所在地に同じ

ＪＲ松尾寺
（就業場所：従業員数　53　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。  
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職種
年齢

雇用形態・採用人数
求人者名 必要資格仕事内容 賃 金 所在地・就業場所 就業時間

℡ 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。  

電気工事士（就職フェア）主に産業設備に電気配線をし、機械を稼 昭電工業　株式会社 京都府舞鶴市字上安久１３５－１
るようにする仕事です。 月給 (1)8時10分～17時00分

164,000円
～ 就業場所:舞鶴市

（年齢：　45歳以下　） 261,000円 西舞鶴
正社員（2人） 26060-  763801 （就業場所：従業員数　11　人）

普通自動車免許


