
4/26～5/7の間に受理した求人です。

5月10日発行

職種
年齢

雇用形態・採用人数

月給 (1)8時00分～17時00分
192,720円

～
（年齢：　59歳以下　） 435,900円

正社員（2人） 26060- 1950111

月給 (1)9時00分～17時30分
400,000円

～
（年齢：　不問　） 600,000円
正社員以外（4人） 25010- 4218311

月給 (1)9時15分～18時00分
169,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 280,000円

正社員（1人） 26060- 1945211

月給 (1)8時30分～19時00分
170,000円 (2)8時30分～12時00分

～
（年齢：　不問　） 180,000円
正社員（1人） 26060- 1730311

月給 (1)9時00分～17時00分
150,000円 (2)9時00分～18時00分

～
（年齢：　64歳以下　） 210,000円

正社員（1人） 26060- 1728211

月給 (1)9時15分～18時00分
169,000円

～
（年齢：　40歳以下　） 280,000円

正社員（1人） 26060- 1942111

月給 (1)8時45分～18時00分
180,000円

～
（年齢：　45歳以下　） 264,000円

正社員（1人） 26060- 1946511

月給 (1)8時30分～17時30分
180,000円

～
（年齢：　不問　） 200,000円
正社員（1人） 26060- 1949311

月給 (1)9時30分～19時00分
170,000円

～
（年齢：　不問　） 220,000円
正社員（1人） 26060- 1734711

月給 (1)9時30分～18時30分
170,000円

～
（年齢：　不問　） 180,000円
正社員（1人） 26060- 1736211

月給 (1)8時00分～17時00分
194,400円

～
（年齢：　18歳～64歳　） 194,400円
正社員以外（2人） 26060- 1738411

月給 (1)8時30分～17時30分
200,800円

～
（年齢：　不問　） 200,800円
正社員以外（1人） 26060- 1952811

月給 (1)8時30分～17時30分
180,000円

～
（年齢：　不問　） 300,000円
正社員（2人） 26060- 1954511

月給 (1)8時00分～18時00分
250,000円

～
（年齢：　40歳以下　） 380,000円

正社員（1人） 01200-  602511

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） 27060-13491811

月給 (1)10時00分～19時00分
206,546円

～
（年齢：　59歳以下　） 318,081円

正社員（1人） 26060- 1745511

月給 (1)8時00分～17時00分
192,720円

～
（年齢：　59歳以下　） 435,900円

正社員（2人） 26060- 1951711

月給 (1)8時45分～17時30分
178,000円

～
（年齢：　39歳以下　） 178,000円

正社員（1人） 18020- 3429311

配送及び紹介活動【舞
鶴営業所】

＊担当地域内のお客様宅への食材配達
と、コミュニケーションを取りながらお客様
のニーズを捉え新たな利用提案をおこな
います。チラシ配布やお客様からの問い合
わせへの対応をおこないます（お客様へは

株式会社　ヨシケイ
福井

福井県鯖江市水落町１４－１４－１

普通自動車免許
ＡＴ就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　9　人）

電気設備工事の施工管
理（現場監督）

工事内容
・官庁、民間建物の新築、改修工事に伴う
電気設備工事
・工場等の電気メンテナンス工事
私たちの仕事は、これらの工事での施工

株式会社　丹和 京都府舞鶴市字宮津口５１

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）

自動車整備士 自動車の車検、点検、検査を行う。
＊サービスメカニックの環境づくりに本気
で取り組んでいます！！

　

株式会社　舞鶴ホン
ダ

京都府舞鶴市字下福井８８２－２０

中型自動車免許
就業場所:舞鶴市

下福井
（就業場所：従業員数　17　人）

現場工事担当（舞鶴市） 舞鶴出張所にて艦船修理等
修理工事拡大の為増員

ダイキンＭＲエンジニ
アリング　株式会社

大阪府大阪市淀川区西中島五丁目５番１５
号新大阪セントラルタワー１１階

就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　1　人）

重機・クレーン等の整備
業務

１．特殊重機・クレーン等の整備業務
２．トラック・一般自動車の整備管理業務
３．風力発電機器の整備・修理業務
４．その他太陽光発電設備の保守管理業
務

ＣＥＦ株式会社 北海道根室市昆布盛１４９－１２

就業場所:舞鶴市
（　）下車徒歩（　）分

（就業場所：従業員数　5　人）

機械工 機器分解作業
・主に空調関係のメンテナンス
・発電所内でファンモーター分解
・手入れ計測、運転確認まで


有限会社　八起工業 京都府舞鶴市字行永２５７７

就業場所:舞鶴市
東舞鶴

（就業場所：従業員数　5　人）

発電所構内での交通誘
導

・舞鶴火力発電所構内におけるトラックの
交通誘導の業務をしていただきます。
・その他作業場での立ち合い作業や付随
作業もあります。


株式会社　ホリグチ 京都府舞鶴市字中田４５０番地

普通自動車免許
ＡＴ就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　15　人）

警備員 ・電気工事に伴う交通警備
　　範囲：舞鶴市及び福井県嶺南地区

・丹後魚っ知館の駐車場警備


近畿環境サービス
株式会社

京都府舞鶴市字伊佐津２００番地１５

普通自動車免許
ＡＴ就業場所:舞鶴市

ＪＲ西舞鶴
（就業場所：従業員数　55　人）

美容師補助（エステ・脱
毛）

・エステ、脱毛業務
・美容師補助業務
・店舗内清掃、雑務
・道具類、数の準備、片づけなど。　


Ｐ－ｔｒｉｃｋ 京都府舞鶴市字倉谷１５１７

就業場所は所在地に同じ
ＪＲ西舞鶴

（就業場所：従業員数　1　人）

・シャンプー、ヘアカラー、パーマ、カット等
・美容師補助業務
・店舗内清掃、雑務
・道具類、数の準備、片づけなど。　


Ｐ－ｔｒｉｃｋ 京都府舞鶴市字倉谷１５１７

美容師
就業場所は所在地に同じ

ＪＲ西舞鶴

スタイリスト・アシスタン
ト

医療事務全般をしていただきます
　・患者の受付や案内、誘導
　・カルテの管理
　・会計業務
　・レセコン使用してのレセプト業務（作成

税理士補助 法人の決算、個人の確定申告等のパソコ
ンによるデータ入力等全般
１．財務会計（ＰＣ使用）
２．月次決算
３．決算税務申告補助

（就業場所：従業員数　1　人）

就業場所は所在地に同じ
西舞鶴

（就業場所：従業員数　5　人）
京都府舞鶴市字大波下３８５

就業場所:舞鶴市
東舞鶴

（就業場所：従業員数　4　人）

京都府舞鶴市京田１８７番地－１

賃 金 所在地・就業場所 就業時間

工事内容
・官庁、民間建物の新築、改修工事に伴う
空調、配管工事
・工場等の空調、配管メンテナンス工事
私たちの仕事は、これらの工事での施工
管理です。

株式会社　丹和 京都府舞鶴市字宮津口５１

就業場所:舞鶴市

株式会社　キャンバ
ス

営業及び営業事務（フ
ルタイム）

・ネットでの顧客対応
・商品アドバイザーとして、既存先への販
売・レンタル営業活動の推進。出張等もあ
ります。
・１年間は製造・受注業務等の研修期間が

株式会社　パシフィッ
クウエーブ

医療事務 いいだクリニック

空調・給排水衛生設備
工事の施工管理（現場
監督）

西舞鶴
（就業場所：従業員数　8　人）

求人者名

普通自動車免許
ＡＴ就業場所:舞鶴市

ＪＲ　西舞鶴駅
（就業場所：従業員数　14　人）

１級土木施工管
理技士、普通自
動車免許ＡＴ

土木技術者（トンネル技
術者）

道路建設工事発注に関する
１．トンネル工事に伴う施工管理
２．トンネル工事に伴う工程、品質管理
３．書類作成（全てエクセル、ワード）
４．オートキャドによる図面作成及び修正

株式会社　井上エン
ジニアリング

制作（舞鶴伊佐津店） ・各種印刷物の制作
・各種印刷物のデータの制作
・ホームページ作成
・自社ＨＰ・ＤＭの考案等
　　

株式会社　キャンバ
ス

就業場所:舞鶴市
西舞鶴

（就業場所：従業員数　6　人）

滋賀県大津市大萱１丁目１７－２０　松田ビ
ル３０１

京都府舞鶴市字伊佐津４９８

必要資格

普通自動車免許
ＡＴ

仕事内容

京都府舞鶴市字堀上１８５－３

京都府舞鶴市字小倉２２２番地の５

普通自動車免許
ＡＴ就業場所は所在地に同じ

東舞鶴
（就業場所：従業員数　40　人）

就業場所:舞鶴市
ＪＲ　西舞鶴駅

（就業場所：従業員数　14　人）

日商簿記３級、
普通自動車免許
ＡＴ

訪問入浴オペレーター 訪問入浴車の運転を含む入浴介助業務
・看護師１名、介護職員２名で、ご利用者
のご自宅へ出向いて入浴　介助を行いま
す。
・３人１組のチームで行いますので、未経

株式会社　メタルエッ
グ

藤村良幸税理士事
務所

営業（舞鶴伊佐津店） ＊メディア事業部
　　情報誌の発行に係わる仕事
　　（顧客先にて掲載依頼・原稿校正）
＊ＳＰ事業部
　　一般印刷物、ホームページの営業

就業場所:舞鶴市
西舞鶴

（就業場所：従業員数　23　人）

京都府舞鶴市字伊佐津４９８

普通自動車免許
ＡＴ

℡ 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。



4/26～5/7の間に受理した求人です。

5月10日発行

職種
年齢

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

℡ 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)8時00分～17時00分
230,000円 (2)8時30分～17時30分

～
（年齢：　18歳～40歳　） 300,000円

正社員（1人） 26060- 1948011

月給 (1)8時30分～17時00分
180,000円

～
（年齢：　45歳以下　） 250,000円

正社員（1人） 26060- 1746411

鮮魚の選別・箱詰め作
業

＊鮮魚仕分作業（魚の種類、大きさの選
別）、箱詰め作業
＊【業務の流れ】荷受→仕分け選別→箱
詰め→出荷
　入社された方には魚を規格の大きさ等に

丸五水産　株式会社 京都府舞鶴市字城屋１２６８

就業場所:舞鶴市
ＪＲ西舞鶴

（就業場所：従業員数　4　人）

燃料配達・ハウスクリー
ニング業務

・ハウスクリーニング業務（レンジフード・エ
アコン等のお掃除のサポート）
・ＬＰガスの容器を工場・施設への配達業
務。
・ＬＰガス器具等の安全点検・ガス配管等

江守石油　株式会社 京都府舞鶴市字浜１５８

中型自動車免許
就業場所:舞鶴市

東舞鶴
（就業場所：従業員数　10　人）


