
5/31～6/4の間に受理した求人です。

パート 6月7日発行

職種
年齢

雇用形態・採用人数

時給 (1)10時00分～16時00分
1,200円 (2)9時00分～15時00分
～ (3)9時00分～17時00分

（年齢：　不問　） 1,300円 又は8時00分～17時00分の
パート労働者（1人） 26060- 2428911 間の4時間以上

時給 (1)8時15分～12時00分
1,100円 (2)15時15分～19時00分
～

（年齢：　不問　） 1,100円 又は15時15分～19時00分
有期雇用派遣パート（2人） 26060- 2381111 の間の3時間以上

時給 (1)9時00分～18時00分
950円
～

（年齢：　不問　） 950円 又は9時00分～18時00分の
パート労働者（3人） 28130- 1452111 間の5時間程度

時給
909円
～

（年齢：　不問　） 909円 又は10時00分～17時00分
パート労働者（3人） 26060- 2365111 の間の3時間程度

時給 (1)9時00分～17時00分
909円 (2)9時40分～16時00分
～ (3)12時00分～17時00分

（年齢：　64歳以下　） 979円
パート労働者（1人） 26060- 2419911

時給 (1)7時00分～11時00分
910円 (2)11時00分～15時00分
～ (3)17時00分～22時00分

（年齢：　不問　） 960円 又は7時00分～22時00分の
パート労働者（12人） 26060- 2264511 間の3時間以上

時給 (1)6時30分～12時00分
950円
～

（年齢：　不問　） 1,000円 又は6時30分～19時30分の
パート労働者（1人） 26060- 2120311 間の4時間以上

時給
950円
～

（年齢：　不問　） 1,200円 又は16時00分～2時00分の
パート労働者（2人） 26060- 2399711 間の3時間以上

時給
950円
～

（年齢：　不問　） 1,200円 又は16時00分～2時00分の
パート労働者（2人） 26060- 2402111 間の3時間以上

時給 (1)7時00分～11時00分
910円 (2)11時00分～15時00分
～ (3)17時00分～22時00分

（年齢：　不問　） 960円 又は7時00分～22時00分の
パート労働者（12人） 26060- 2377511 間の3時間以上

時給
960円
～

（年齢：　18歳以上　） 960円 又は13時30分～0時30分の
パート労働者（1人） 26060- 2124711 間の3時間以上

時給 (1)5時30分～10時30分
960円 (2)4時30分～10時30分
～

（年齢：　18歳以上　） 960円
パート労働者（2人） 26060- 2122911

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（2人） 26060- 2119511

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- 2123111

時給 (1)9時00分～15時30分
910円
～

（年齢：　不問　） 910円
パート労働者（2人） 26060- 2397911

時給
914円
～

（年齢：　18歳～65歳　） 1,127円 又は18時00分～3時30分の
パート労働者（3人） 26060- 2383811 間の6時間

時給 (1)9時00分～16時00分
1,000円 (2)14時00分～21時00分
～

（年齢：　不問　） 1,200円 又は9時00分～21時00分の
パート労働者（1人） 26060- 2366711 間の6時間程度

時給 (1)22時40分～23時40分
1,120円
～

（年齢：　18歳以上　） 1,120円
パート労働者（1人） 27030-15162411

配送 ネットショッピング等で購入された商品を含
めた荷物の配送業務　　　　　　　　
・軽バン（ＡＴ車）ので東舞鶴地区の荷物の
配送業務


有限会社　アサ東舞
鶴　深澤新聞舗

京都府舞鶴市溝尻中町７の１

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　20　人）

清掃員（舞鶴市） パチンコ店閉店後の夜、短時間の清掃の
お仕事です。

トイレ、床、パチンコ台等が対象です。


大阪総合広告企画 大阪府大阪市西区土佐堀３－２－１０　土
佐堀セン夕ーオフィス８Ｆ

就業場所:舞鶴市
ＪＲ　東舞鶴

（就業場所：従業員数　0　人）

ガラス検査作業 倉庫内での、自動車用硝子の検査作業等
です。
細かいキズ等を見ていただくため、視力を
要する作業です。
増員募集です。

舞鶴倉庫　株式会社 京都府舞鶴市字松陰小字嶋崎２３番地

就業場所:舞鶴市
西舞鶴

（就業場所：従業員数　60　人）
タクシー乗務員 当社は夜の飲食店からのご依頼がほとん

どで、休憩時間を除いて絶え間なく走って
おります。また、常連様のご依頼も多く、お
客様やお店との信頼関係を大切にしてお
ります。

有限会社　慶和　舞
鶴営業所
（ふく福タクシー）

京都府舞鶴市字浜２００６－８

普通自動車第二
種免許就業場所は所在地に同じ

東舞鶴
（就業場所：従業員数　15　人）

食品容器組立・包装 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

就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　18　人）
製造管理・スクリーン印
刷

・内職をお願いしている各家庭へ、材料の
配達、回収作業
　（１０件前後・舞鶴市内・社用車使用：軽
バン～ハイエースＡＴ　車）
・出荷準備

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就業場所は所在地に同じ

東舞鶴
（就業場所：従業員数　20　人）

朝食スタッフ ＊スーパーホテル東舞鶴において下記の
業務を行って頂きます。
・朝食の準備、配膳、補充、備品の補充片
付け、朝食準備室の清掃、ダスターの洗
浄など

スーパーホテル東舞
鶴

京都府舞鶴市字浜４１９番地

就業場所:舞鶴市
ＪＲ東舞鶴

（就業場所：従業員数　8　人）

フロントスタッフ ◆ビジネスホテルにおけるフロントスタッフ
の募集です。
　（主な業務内容）
・チェックイン業務
・館内案内、周辺案内

スーパーホテル東舞
鶴

京都府舞鶴市字浜４１９番地

就業場所:舞鶴市
ＪＲ東舞鶴

（就業場所：従業員数　8　人）

就業場所は所在地に同じ
ＪＲ東舞鶴

（就業場所：従業員数　82　人）

京都府舞鶴市字朝代１番地１

京都府舞鶴市溝尻中町７の１

飲食店ホールスタッフ
《オープニングスタッフ》

仕事の内容は、舞鶴の旧市民病院跡地に
新設される公共施設内１Ｆの飲食店「ビス
トロ＆（アンド）」のホール業務です。この施
設には、２Ｆと３Ｆに世代間交流施設、４Ｆ
簡易宿泊施設があり、若者からお年寄りま

株式会社　ツクヨミラ
シン

京都府舞鶴市字朝代１番地１

就業場所:舞鶴市
ＪＲ東舞鶴

（就業場所：従業員数　10　人）

・居酒屋のホールでの接客（注文、提供、
レジ等）
・居酒屋での調理（最初は盛付けから）



有限会社　ＯＵＴＧＲ
ＯＷ

京都府舞鶴市字下福井８８２－２０

就業場所:舞鶴市
ＪＲ西舞鶴

ホール、キッチン係（美
人韓西舞鶴店）

（就業場所：従業員数　4　人）

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　20　人）

京都府舞鶴市字福来１１１１の２

就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　13　人）

必要資格

普通自動車免許
AT

仕事内容 賃 金 所在地・就業場所 就業時間

主に受付事務をして頂きながら、経理・総
務担当者の補助業務をして頂きます。
・来客対応、電話応対
・現金出納（現預金、小口現金管理、仕訳
等）
・ＰＣでの資料作成　などその他

株式会社　田中工務
店

京都府舞鶴市字倉谷１０１６

就業場所は所在地に同じ

（就業場所：従業員数　3　人）

就業場所:舞鶴市
ＪＲ東舞鶴

（就業場所：従業員数　10　人）

京都府舞鶴市字下福井８８２－２０

京都府舞鶴市字浜１１３１

就業場所:舞鶴市
東舞鶴

求人者名

京都府舞鶴市字余部下１１８０番地

仕事の内容は、舞鶴の旧市民病院跡地に
新設される公共施設内１Ｆの飲食店「ビス
トロ＆（アンド）」のキッチン調理補助業務
です。この施設には、２Ｆと３Ｆに世代間交
流施設、４Ｆ簡易宿泊施設があり、若者か

受付事務・経理事務補
助

（就業場所：従業員数　59　人）

＊　毎月の集金業務

　・月末に３日程度の集金業務です。



調剤助手及び事務 ・受付
・調剤助手
・レセコン事務
・会計


株式会社　ツクヨミラ
シン

調理補助 ・病院、デイサービスの給食調理補助業務
をしていただきます。
　（朝３０食、昼６０食）
・盛付、食器洗浄、後片付けが主な業務と
なります。　　　　　　　　　　

医療法人　岸本病院

集金業務 有限会社　アサ東舞
鶴　深澤新聞舗

就業場所:舞鶴市
西舞鶴

（就業場所：従業員数　6　人）
販売補助（舞鶴店） ・店舗運営補助（売上入力、商品の入荷処

理、返品作業、　ＤＭ発送作業、電話など）
きものを通じてお客様に和の文化をお伝え
し、感動、幸せを提案します。
お客様の一生の思い出づくり、ご家族の絆

株式会社　細見互福
グループ

兵庫県丹波市春日町黒井１８９９－１

普通自動車免許
AT就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　3　人）

医療事務全般 クリニック　心療内科での医療事務全般業
務をお願いします。
平日午前のみ、平日午後と土曜の午前の
パート勤務。各１名の募集です。医療事務
経験のおありの方大歓迎です。

株式会社　クリエイ
ティブ舞鶴支店

ホール・キッチン係（美
人韓東舞鶴店）

・居酒屋での調理（最初は盛付から）
・居酒屋のホールでの接客（注文・提供・レ
ジ）



有限会社　ＯＵＴＧＲ
ＯＷ

株式会社　太陽堂

飲食店キッチンスタッフ
《オープニングスタッフ》

℡ 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。



5/31～6/4の間に受理した求人です。

パート 6月7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)8時00分～17時00分
1,000円
～

（年齢：　60歳以上　） 1,000円
パート労働者（1人） 26060- 2125811

自動車の洗車 京都府舞鶴市字福来２２８
時給 (1)10時00分～17時00分
950円
～ 就業場所:舞鶴市

（年齢：　不問　） 950円
パート労働者（1人） 26060- 2118211

雑工（軽作業員） ・事業所、官公庁からの依頼により草刈り
機などを使用して行う草　刈りがメインの
仕事になります。
・自衛隊官舎の清掃、その他の清掃の仕
事もあります。

有限会社　丸昌産業 京都府舞鶴市字南田辺２３－１　イトーピア
舞鶴クレインズコート１１０号

就業場所:舞鶴市
ＪＲ西舞鶴

（就業場所：従業員数　9　人）
・入庫車両等の納車準備
・洗車
・ボディコーティング
・お車の室内清掃


ネッツトヨタ京都　株
式会社　舞鶴白鳥店

西舞鶴
（就業場所：従業員数　9　人）


