
10/19～10/23の間に受理した求人です。

パート 10月26日発行

職種
年齢

雇用形態・採用人数

時給 (1)8時30分～17時30分
1,400円
～

（年齢：　不問　） 1,500円 又は8時30分～17時30分の
パート労働者（2人） 26060- 4087401 間の6時間程度

時給
950円
～

（年齢：　不問　） 950円 又は9時30分～18時10分の
パート労働者（1人） 26020-20693501 間の5時間以上

時給 (1)9時00分～15時00分
909円
～

（年齢：　64歳以下　） 909円
パート労働者（1人） 26060- 4099001

時給 (1)9時00分～16時00分
1,000円
～

（年齢：　不問　） 1,300円
パート労働者（1人） 26060- 4091601

時給 (1)9時00分～17時00分
930円
～

（年齢：　64歳以下　） 950円
パート労働者（1人） 26060- 4103001

時給 (1)13時00分～21時00分
950円 (2)15時30分～23時00分
～

（年齢：　18歳～64歳　） 1,000円
パート労働者（1人） 26060- 4084601

時給 (1)8時30分～13時00分
930円
～

（年齢：　不問　） 930円
パート労働者（2人） 26050- 4297801

時給 (1)9時00分～13時10分
910円
～

（年齢：　不問　） 910円
パート労働者（2人） 32040- 4331001

時給 (1)13時00分～18時10分
910円
～

（年齢：　不問　） 1,110円
パート労働者（2人） 32040- 4332301

時給 (1)17時00分～20時00分
909円
～

（年齢：　不問　） 950円
パート労働者（1人） 26070- 1978101

時給
930円
～

（年齢：　59歳以下　） 960円 又は9時45分～19時15分の
パート労働者（2人） 26060- 4096801 間の2時間以上

時給
950円
～

（年齢：　不問　） 950円 又は8時30分～19時00分の
パート労働者（1人） 26060- 4081501 間の5時間以上

時給 (1)8時30分～17時30分
1,000円 (2)7時00分～16時00分
～ (3)11時00分～20時00分

（年齢：　不問　） 1,250円
パート労働者（2人） 26060- 4085901

時給 (1)9時00分～18時00分
915円 (2)9時00分～12時30分
～ (3)13時00分～18時00分

（年齢：　不問　） 915円
パート労働者（2人） 26060- 4088701

時給
950円
～

（年齢：　不問　） 950円 又は10時00分～18時00分
パート労働者（2人） 26060- 4079401 の間の7時間程度

時給
950円
～

（年齢：　不問　） 950円 又は10時00分～16時00分
パート労働者（1人） 26060- 4080201 の間の5時間程度

時給 (1)8時30分～17時00分
950円
～

（年齢：　不問　） 950円
パート労働者（1人） 26050- 4277101

時給 (1)19時00分～7時30分
847円
～

（年齢：　18歳以上　） 847円
パート労働者（1人） 26060- 4089801

宿直（サ高住グラン
マーレせいほう）

サービス付き高齢者向け住宅で夜間施設
内の巡回を行っていただきます。
具体的な業務内容
　・電話対応　・緊急時施設責任者への連
絡　・巡視、警備

社会医療法人社団
正峰会

京都府舞鶴市和田中田　１０５５－１

就業場所:舞鶴市
ＪＲ西舞鶴

（就業場所：従業員数　20　人）

警備（舞鶴市民病院・
日勤）

◆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。
＊土日のどちらかでも可

株式会社　浄美社
北近畿支店

京都府福知山市末広町６－２

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
【土日祝休み】

ホール係
接客、注文受、レジ等
＊月・火・木・金曜日の勤務になります。
（祝日休み）


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:舞鶴市
ＪＲ西舞鶴

（就業場所：従業員数　5　人）

調理補助 調理の補助を担当していただきます
・盛り付け
・食器洗い（食洗機あり）
・清掃　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:舞鶴市
ＪＲ西舞鶴

（就業場所：従業員数　5　人）

調理補助（介護老人保
健施設アザレア舞鶴）

介護老人保健施設の厨房内におい調理
補助業務及び、食事で使用した食器の洗
浄業務、配膳準備等を行って頂きます。
未経験でも丁寧に指導致します。　　　
　

社会医療法人社団
正峰会

京都府舞鶴市和田中田　１０５５－１

就業場所:舞鶴市
ＪＲ西舞鶴

（就業場所：従業員数　170　人）

介護福祉士 ２０２０年９月、舞鶴市田中町にサービス付
き高齢者向け住宅「ココ・ガーデン」がオー
プンしました。光が多く、庭の木々に四季
を感じる２９部屋の高齢者向け住宅です。
（小規模多機能型居宅介護もあります）

有限会社グっとサ
ポート　ココ・ガーデ
ン

京都府舞鶴市田中町３－３

介護福祉士就業場所:舞鶴市
ＪＲ東舞鶴

（就業場所：従業員数　25　人）

土産物販売 株式会社　霞月 京都府舞鶴市字京口４２

就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　3　人）

ファッション衣料販売ス
タッフ（アルバイト）

・衣料品の陳列、販売チェッカー
・商品整理
・レジ業務
＊未経験の方でも丁寧にお教えしますの
でご安心下さい

ファッションセンター
しまむら
西舞鶴店

京都府舞鶴市字倉谷小字向ノ町１９０４－
１

就業場所は所在地に同じ
ＪＲ西舞鶴

（就業場所：従業員数　9　人）
とれとれセンター内にて土産物（主にお菓
子、缶詰、レトルト製品）の陳列、販売、レ
ジ等



必要資格

看護師

仕事内容 賃 金 所在地・就業場所 就業時間

２０２０年９月、舞鶴市田中町にサービス付
き高齢者向け住宅「ココ・ガーデン」がオー
プンしました。光が多く、庭の木々に四季
を感じる２９部屋の高齢者向け住宅です。
（小規模多機能型居宅介護もあります）

有限会社グっとサ
ポート　ココ・ガーデ
ン

京都府舞鶴市田中町３－３

就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　21　人）
株式会社　青葉 京都府舞鶴市字溝尻１４４－１　ポートシャ

インホテル

看護師

ＪＲ東舞鶴
（就業場所：従業員数　25　人）

求人者名

事務（舞鶴店）

書類整理・電話対応・Ｐ
Ｃを使った書類作成、
入力

事務 ＰＣ入力、書類作成（請求書、労働関係、
経理作業）、銀行などへの外回り
その他雑務など


株式会社Ｍグループ
北京都

・伝票処理
・小口現金出納チェック・パソコン入力
・電話対応（担当者への取り次ぎ）
・お客様応対（担当者への取り次ぎ）
・敷地内での車両移動

株式会社　スズキ自
販京都

総合事務職
・電話対応
・書類整理
・ＰＣを使った書類作成、入力など


誠信工業　有限会社

ＪＲ東舞鶴
（就業場所：従業員数　2　人）

普通自動車免許
AT就業場所:舞鶴市

京都交通バス　城南中学校前バス停
（就業場所：従業員数　10　人）

京都府向日市寺戸町寺田５０－２

京都府舞鶴市字行永芥子谷２０２－１

就業場所:舞鶴市
東舞鶴

（就業場所：従業員数　20　人）

灯油販売（ジュンテン
ドー西舞鶴モール店）ア
ルバイト

主に灯油の給油作業、灯油販売業務に従
事していただきます。
※雇用期間：採用日～２ヶ月（更新あり）
勤務開始日は相談の上決定します。


株式会社ジュンテン
ドー

島根県益田市下本郷町２０６－５

就業場所:舞鶴市
西舞鶴

（就業場所：従業員数　64　人）

京都府舞鶴市森本町２８－８

就業場所:舞鶴市

一般事務　兼フロント業
務補助

京都府舞鶴市字溝尻１４４－１　ポートシャ
インホテル

医療事務・受付業務
（舞鶴医療センター）

◆外来受付・入院受付業務
・データ入力、カルテ管理
・電子カルテ保存文書回収、スキャン業務
・保険証確認、入力
・患者さまの受付応対、案内、電話予約応

株式会社　ソラスト
北近畿支社

京都府福知山市篠尾新町１丁目７７－２
ＫＯＷＡビル２Ｆ

一般事務　兼フロント業
務補助

・電話応対
・伝票整理等の事務
・パソコン予約管理等の事務処理等
・カウンター内でのチェックイン・チェックア
ウト業務
・電話応対
・伝票整理等の事務
・パソコン予約管理等の事務処理等
・カウンター内でのチェックイン・チェックア
ウト業務

株式会社　青葉

就業場所は所在地に同じ

就業場所は所在地に同じ

（就業場所：従業員数　21　人）

就業場所:舞鶴市
東舞鶴

（就業場所：従業員数　39　人）

夜間レジ及び商品補充
（北浜店）

夕方～夜にかけてのスーパー業務全般
・レジ業務、当日売り切れ商品の値下げ、
商品補充、陳列棚の商品　整理（奥まって
いる商品を陳列棚の前面に揃える）


株式会社　にしがき 京都府京丹後市大宮町口大野８８

西舞鶴
（就業場所：従業員数　64　人）

灯油販売（ジュンテン
ドー西舞鶴モール店）ア
ルバイト

島根県益田市下本郷町２０６－５主に灯油の給油作業、灯油販売業務に従
事していただきます。
※雇用期間：採用日～２ヶ月（更新あり）
勤務開始日は相談の上決定します。


株式会社ジュンテン
ドー

就業場所:舞鶴市

就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　8　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。



10/19～10/23の間に受理した求人です。

パート 10月26日発行

職種
年齢

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

℡ 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。

時給 (1)13時00分～19時00分
950円 (2)16時00分～22時00分
～ (3)17時00分～23時00分

（年齢：　18歳以上　） 1,290円 又は14時00分～20時00分
パート労働者（1人） 26060- 4083301 の間の6時間程度

時給 (1)9時00分～15時00分
909円
～

（年齢：　64歳以下　） 909円
パート労働者（3人） 26060- 4098501

時給 (1)9時00分～15時00分
909円 (2)13時00分～18時00分
～

（年齢：　64歳以下　） 909円 又は9時00分～18時00分の
パート労働者（1人） 26060- 4100801 間の5時間程度

組立製造 サンエー電機　株式 京都府京都市南区久世殿城町２９５
時給 (1)9時00分～17時15分
910円
～ 就業場所:舞鶴市

（年齢：　不問　） 910円 ＪＲ　西舞鶴
パート労働者（1人） 26020-20591901 （就業場所：従業員数　20　人）

部品の組立及び検査
部材手配・段取り
※重たい物（１０ｋｇ）の取扱いあります。


食品容器部材の加工
補助・材料運搬

・料亭やデパートの地下で販売される発泡
スチロール製弁当容器の材料の裁断補
助・加工補助
・刃物を使用した裁断機械を用います（補
助員として）

誠信工業　有限会社 京都府舞鶴市字行永芥子谷２０２－１

就業場所:舞鶴市
東舞鶴

（就業場所：従業員数　20　人）

折箱（食品容器）組立・
包装　・組立て材料作り
の補助

料亭やデパートの地下で販売される発泡
スチロール製弁当容器等の組立・出荷前
の検査・包装作業等をしていただきます

　

誠信工業　有限会社 京都府舞鶴市字行永芥子谷２０２－１

普通自動車免許
AT就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　18　人）

かまぼこの包装補助
【短期】

◎かまぼこの包装・出荷補助
出来上がったかまぼこをコンテナに詰め
て、手車にのせ、冷蔵庫へ運んだりしま
す。
かまぼこを包装機で包装したり、段ボール

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:舞鶴市
西舞鶴

（就業場所：従業員数　15　人）


