
4/5～4/9の間に受理した求人です。

4月12日発行

職種
年齢

雇用形態・採用人数

月給 (1)10時00分～17時00分
240,000円

～
（年齢：　不問　） 330,000円
正社員（1人） 26060- 1616011

月給 (1)8時00分～17時00分
155,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 280,000円

正社員（1人） 26060- 1583811

月給 (1)9時00分～17時00分
180,000円

～
（年齢：　45歳以下　） 180,000円

正社員（1人） 26060- 1614511

月給 (1)10時00分～18時00分
165,000円

～
（年齢：　30歳以下　） 165,000円

正社員（1人） 26060- 1576211

月給 (1)8時00分～17時00分
150,000円

～
（年齢：　40歳以下　） 230,000円

正社員（1人） 26060- 1620711

月給 (1)9時00分～17時30分
150,000円

～
（年齢：　45歳以下　） 200,000円

正社員（1人） 26060- 1579011

月給 (1)8時30分～16時30分
145,000円 (2)16時00分～20時00分

～ (3)8時30分～12時30分
（年齢：　45歳以下　） 163,000円

正社員（1人） 26060- 1638711

月給 (1)8時00分～17時00分
168,900円

～
（年齢：　61歳以下　） 203,800円

正社員（1人） 26060- 1653111

月給 (1)8時00分～17時00分
168,900円

～
（年齢：　不問　） 197,800円
正社員以外（1人） 26060- 1654711

月給 (1)9時00分～17時30分
158,000円

～
（年齢：　不問　） 175,000円
正社員（1人） 26060- 1647811

月給
170,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 250,000円 又は9時00分～22時00分の

正社員（1人） 21020- 3881511 間の8時間程度

月給
170,000円

～
（年齢：　18歳～59歳　） 250,000円 又は8時00分～23時00分の

正社員（1人） 21020- 3884311 間の8時間程度

月給 (1)8時00分～16時00分
153,773円

～
（年齢：　35歳以下　） 180,000円

正社員（1人） 26060- 1619911

月給 (1)9時00分～18時00分
350,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 450,000円

正社員（1人） 26050- 1788511

月給 (1)8時00分～17時00分
185,000円 (2)8時00分～12時00分

～
（年齢：　40歳以下　） 211,400円

正社員（1人） 26060- 1581111

月給 (1)8時15分～17時15分
180,000円 (2)9時00分～18時00分

～
（年齢：　59歳以下　） 200,000円

正社員（1人） 26060- 1641011

月給 (1)8時00分～17時00分
154,700円

～
（年齢：　不問　） 166,600円 又は8時00分～20時00分の
正社員以外（1人） 26060- 1655811 間の8時間程度

月給 (1)9時00分～17時00分
152,712円 (2)9時00分～15時00分

～
（年齢：　不問　） 152,712円
正社員（2人） 26060- 1636911

タイヤ修理・販売

ミシンオペレーター 京都府舞鶴市田中町６－１７

就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　4　人）

有限会社　シャルム
エイト

・ミシンオペレーター（ミシンを使っての縫製
作業）
・材料（布製品）裁断加工
・資材入出庫管理　など

機械加工補助 材料を治具への取り付け後、ボタンを押し
て機械を稼働する作業をしていただきます
　　
　　＊出社・退社時間相談可能です
　　＊男女共に活躍中です

萬工業　株式会社 京都府舞鶴市字別所２８８番地の１

不動産営業　（舞鶴市） 株式会社　ホームラ
イフ

・既存のお客様へのコンサル営業
・問い合わせなどに対応しお客様の問題
解決のお手伝いをします。



営業 株式会社　源兵衛 京都府舞鶴市福来問屋町１７－１４

京都府福知山市和久市町１２３

介護職 デイサービス利用者の介護をしていただき
ます
　食事、入浴、排せつ、レクリエーション活
動、パソコン入力他


医療法人　岸本病院 京都府舞鶴市字浜１１３１

物流営業スタッフ（正社
員）

物流業界最大手、リーディングカンパニー
の日本通運
安定感のある日本通運で働いてみません
か！
【営業・企画】

日本通運　株式会社
舞鶴支店

店舗スタッフ　ドラッグ
ユタカ東舞鶴駅前店

・店舗業務を主に行って頂きます。
（医薬品販売、管理、売り場作り、商品発
注、納品等の商品管理、　レジ業務、接客
対応、イベントの企画・実施、各種報告書
作成

株式会社　ユタカファ
－マシ－（ドラッグユ
タカ）

結婚式場でのスナップ撮影及び写真レタッ
チ、アルバム編集などの業務を担当して頂
きます。
撮影等の経験者優遇します。


医療事務 ・受付（電話対応を含む）
・会計
・レセプトコンピューター入力業務
・薬剤管理
・保険請求事務・公費関係請求事務

医療法人社団　黒重
会　黒田神経内科医
院

事務 ・自動車の任意保険の契約や更新の手続
き
・車検等の受付（電話、来客応対）
・見積書、請求書作成（定型フォーマットへ
入力）

株式会社　京都カー
サービス

株式会社　新近畿ポ
ンプ

物流営業スタッフ（期間
社員）

物流業界最大手、リーディングカンパニー
の日本通運
安定感のある日本通運で働いてみません
か！
【営業・企画】

日本通運　株式会社
舞鶴支店

店舗スタッフ　ドラッグ
ユタカ西舞鶴伊佐津店

・店舗業務を主に行って頂きます。
（医薬品販売、管理、売り場作り、商品発
注、納品等の商品管理、　レジ業務、接客
対応、イベントの企画・実施、各種報告書
作成など）

株式会社　ユタカファ
－マシ－（ドラッグユ
タカ）

大型車乗務員

西舞鶴
（就業場所：従業員数　50　人）

京都府舞鶴市字浜５３７

設計、ＣＡＤＣＡＭ、事務 各種機器、プラントの設計をメインに、現場
採寸による図面化、お客様との打ち合わ
せ、見積製作等、業務内容は多岐にわた
りますが、お客様の要望を「カタチ」にす
る、やりがいのある仕事です。

小阪金属工業　株式
会社

司法書士補助者 司法書士補助者に登録して事務所運営に
最前線で取り組んで頂きます。
・書類の作成
・市役所等への書類の収集
・登記申請書作成

司法書士　行政書士
土地家屋調査士
石田吉識事務所

就業場所は所在地に同じ
ＪＲ真倉

（就業場所：従業員数　20　人）

ハレルコ 京都府舞鶴市森本町２８－９－１Ｆ

事務 ・車検、登録の受付
・自動車の登録に伴う事務処理（外回り含
む）
・案内状の作成、送付
・車の引取等

株式会社　キャロット

一般事務 ・電話応対、来客応対
・事務
　パソコンにて書類作成（見積書、諸官庁
の提出書類等）
　請求書作成

フォトグラファー

求人者名 必要資格

大型自動車免許

仕事内容 賃 金 所在地・就業場所 就業時間

・大型車でベニヤ、ガラス等を近距離、中
距離（大阪、岡山、名古屋等）の工場や倉
庫へ配達して頂きます。
※手積み、手降ろしはありません

　・未経験者でも親切に指導します

有限会社　舞鶴小型
運送社

京都府舞鶴市字魚屋小字築地２９６番地の
２０

就業場所:舞鶴市

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　3　人）

普通自動車免許
AT就業場所は所在地に同じ

舞鶴線　東舞鶴
（就業場所：従業員数　26　人）

京都府舞鶴市字森勘尻２２０－３３

京都府舞鶴市字南田辺２３番地の９

京都府舞鶴市字大波下８６０

普通自動車免許
AT就業場所は所在地に同じ

ＪＲ東舞鶴
（就業場所：従業員数　3　人）

京都府舞鶴市北浜町１３－１

就業場所:舞鶴市
ＪＲ東舞鶴駅

（就業場所：従業員数　276　人）

京都府舞鶴市北浜町１３－１

就業場所:舞鶴市
ＪＲ東舞鶴駅

（就業場所：従業員数　276　人）

普通自動車免許
AT就業場所:舞鶴市

東舞鶴
（就業場所：従業員数　4　人）

京都府舞鶴市字真倉１６４－１２

就業場所:舞鶴市
東舞鶴

（就業場所：従業員数　6　人）

京都府舞鶴市字倉谷２６－１

普通自動車免許
AT就業場所:舞鶴市

西舞鶴
（就業場所：従業員数　8　人）

普通自動車免許
AT

不動産の売買営業スタッフとして、弊社広
告やネット媒体などをご覧になったお客様
から、ご希望の条件をお伺いし、ご予算、
ライフスタイル、今後のお支払等を想定し
ながら物件のご紹介、ご案内をしていただ （就業場所：従業員数　10　人）

岐阜県大垣市林町１０丁目１３３９番地１

就業場所:舞鶴市
ＪＲ小浜線　東舞鶴

（就業場所：従業員数　19　人）

岐阜県大垣市林町１０丁目１３３９番地１

就業場所:舞鶴市
ＪＲ舞鶴線　西舞鶴

（就業場所：従業員数　16　人）

大型トラックから軽自動車まで、すべての
タイヤのパンク修理、バランス調整、ロー
テーション等、あらゆる業務を行います。
・タイヤ、タイヤホイールの交換、取り付
け、販売

酒井タイヤショップ
酒井　貞和

就業場所は所在地に同じ

（就業場所：従業員数　43　人）

普通自動車免許

京都府舞鶴市字浜５７８

普通自動車免許
就業場所は所在地に同じ

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

介護職員初任者
研修修了者就業場所:舞鶴市

ＪＲ東舞鶴駅
（就業場所：従業員数　82　人）

就業場所:舞鶴市
ＪＲ西舞鶴

（就業場所：従業員数　5　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。



4/5～4/9の間に受理した求人です。

4月12日発行

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。

月給 (1)9時00分～18時00分
156,000円

～
（年齢：　35歳以下　） 200,000円

正社員（1人） 26060- 1578411

月給 (1)7時50分～16時20分
174,700円

～
（年齢：　61歳以下　） 203,900円

正社員（1人） 26060- 1648211

月給 (1)7時50分～16時20分
174,700円

～
（年齢：　不問　） 203,900円
正社員以外（1人） 26060- 1649511

月給 (1)8時00分～17時00分
174,700円

～
（年齢：　61歳以下　） 203,900円

正社員（3人） 26060- 1650311

月給 (1)8時00分～17時00分
174,700円

～
（年齢：　不問　） 203,900円
正社員以外（3人） 26060- 1651611

月給 (1)8時00分～17時00分
174,700円

～
（年齢：　61歳以下　） 213,900円

正社員（3人） 26060- 1643611

月給 (1)8時00分～17時00分
174,700円

～
（年齢：　不問　） 213,900円
正社員以外（3人） 26060- 1644911

月給 (1)7時50分～16時20分
174,700円

～
（年齢：　61歳以下　） 213,900円

正社員（1人） 26060- 1645111

月給 (1)7時50分～16時20分
174,700円

～
（年齢：　不問　） 213,900円
正社員以外（1人） 26060- 1646711

設備管理員 ・設備管理業務（各種設備運転監視・小修理・ 京都府京都市下京区大宮通仏光寺下ル 危険物取扱者

施設内関係部署の連携、調整）・その他、 月給 五坊大宮町９９番地 (1)8時00分～17時00分 (乙種）、第二種電

付帯業務 180,000円 気工事士、乙種

～ 消防設備士、普通

（年齢：　不問　） 225,000円 自動車免許AT

正社員以外（1人） 26020- 7133511
ＪＲ　西舞鶴

（就業場所：従業員数　3　人）

クレーンオペレーター
（正社員）

他社メーカー工場内でのフォークリフト・ク
レーン作業
　
　　＊主にクレーン作業をしていただきます
　

日本通運　株式会社
舞鶴支店

京都府舞鶴市北浜町１３－１ フォークリフト運
転技能者、クレー
ン・デリック運転
士（クレーン限
定）

就業場所:舞鶴市
東舞鶴

（就業場所：従業員数　45　人）
クレーンオペレーター
（期間社員）

他社メーカー工場内でのフォークリフト・ク
レーン作業
　
　　＊主にクレーン作業をしていただきます
　

日本通運　株式会社
舞鶴支店

京都府舞鶴市北浜町１３－１ フォークリフト運
転技能者、クレー
ン・デリック運転
士（クレーン限
定）

就業場所:舞鶴市
東舞鶴

（就業場所：従業員数　45　人）

クレーンオペレーター
（正社員）

他社メーカー工場内でのフォークリフト・ク
レーン作業

　　＊主にクレーン作業をしていただきます


日本通運　株式会社
舞鶴支店

京都府舞鶴市北浜町１３－１ フォークリフト運
転技能者、クレー
ン・デリック運転
士（クレーン限
定）

就業場所:舞鶴市
ＪＲ東舞鶴駅

（就業場所：従業員数　276　人）
クレーンオペレーター
（期間社員）

他社メーカー工場内でのフォークリフト・ク
レーン作業

　　＊主にクレーン作業をしていただきます


日本通運　株式会社
舞鶴支店

京都府舞鶴市北浜町１３－１ フォークリフト運
転技能者、クレー
ン・デリック運転
士（クレーン限
定）

就業場所:舞鶴市
ＪＲ東舞鶴駅

（就業場所：従業員数　276　人）

フォークリフトオペレー
ター（正社員）

他社メーカー工場内での
　・フォークリフト・ハンドリフトでの運搬業
務等

　・貨物の入出荷・検品作業

日本通運　株式会社
舞鶴支店

京都府舞鶴市北浜町１３－１

フォークリフト運
転技能者就業場所:舞鶴市

ＪＲ東舞鶴駅
（就業場所：従業員数　276　人）

フォークリフトオペレー
ター（期間社員）

他社メーカー工場内での
　・フォークリフト・ハンドリフトでの運搬業
務等

　・貨物の入出荷・検品作業

日本通運　株式会社
舞鶴支店

京都府舞鶴市北浜町１３－１

フォークリフト運
転技能者就業場所:舞鶴市

ＪＲ東舞鶴駅
（就業場所：従業員数　276　人）

フォークリフトオペレー
ター（正社員）

他社メーカー工場内での
　・フォークリフト・ハンドリフトでの運搬業
務等

　・貨物の入出荷・検品作業

日本通運　株式会社
舞鶴支店

京都府舞鶴市北浜町１３－１

フォークリフト運
転技能者就業場所:舞鶴市

東舞鶴
（就業場所：従業員数　45　人）

フォークリフトオペレー
ター（期間社員）

他社メーカー工場内での
　・フォークリフト・ハンドリフトでの運搬業
務等

　・貨物の入出荷・検品作業

日本通運　株式会社
舞鶴支店

京都府舞鶴市北浜町１３－１

フォークリフト運
転技能者就業場所:舞鶴市

東舞鶴
（就業場所：従業員数　45　人）

自動車整備士 自動車整備業務全般
・修理、点検、車検、部品の取付等

☆未経験者、車が好きな方、今から自動
車整備士を目指そう

株式会社　キャロット 京都府舞鶴市字倉谷２６－１

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　8　人）

オリックス・ファシリ
ティーズ　株式会社

就業場所:舞鶴市


