
7/19～7/21の間に受理した求人です。

7月26日発行

職種
年齢

雇用形態・採用人数

月給 (1)9時00分～19時00分
165,000円 (2)11時00分～21時00分

～
（年齢：　35歳以下　） 184,000円 又は9時00分～19時00分の

正社員（1人） 26060- 2984011 間の7時間

月給 (1)8時00分～17時00分
185,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 205,000円

正社員（1人） 26071- 1504411

月給 (1)9時00分～19時00分
184,000円 (2)11時00分～21時00分

～
（年齢：　45歳以下　） 400,000円

正社員（1人） 26060- 2999211

月給 (1)9時00分～18時00分
184,000円 (2)11時00分～20時00分

～
（年齢：　45歳以下　） 400,000円

正社員（1人） 26060- 3000311

月給 (1)9時00分～19時00分
184,000円 (2)11時00分～21時00分

～
（年齢：　45歳以下　） 330,000円

正社員（1人） 26060- 3001611

月給 (1)9時00分～19時00分
184,000円 (2)11時00分～21時00分

～
（年齢：　45歳以下　） 400,000円

正社員（1人） 26060- 2986611

月給 (1)9時00分～19時00分
165,000円 (2)11時00分～21時00分

～
（年齢：　35歳以下　） 184,000円

正社員（1人） 26060- 2985311

月給 (1)9時00分～18時00分
165,000円

～
（年齢：　35歳以下　） 184,000円

正社員（1人） 26060- 2987911

月給 (1)9時00分～19時00分
165,000円 (2)13時00分～21時00分

～
（年齢：　35歳以下　） 184,000円

正社員（2人） 26060- 2988111

月給 (1)8時00分～17時00分
221,478円

～
（年齢：　不問　） 221,478円

正社員以外（2人） 26060- 2978311

月給 (1)8時00分～17時00分
172,500円

～
（年齢：　59歳以下　） 258,500円

正社員（1人） 14040-11396411

月給 (1)8時00分～17時00分
180,000円 (2)8時00分～20時15分

～ (3)20時00分～8時15分
（年齢：　18歳～59歳　） 220,000円

正社員（2人） 28030- 8395611
飲食店、食品工場などの 京都府舞鶴市字南田辺７２－４
衛生管理技術スタッフ 月給 (1)8時15分～17時15分

180,000円 (2)8時15分～16時45分
～ 就業場所:舞鶴市

（年齢：　40歳以下　） 230,000円
正社員（1人） 26060- 2994611

美容師補助（琉音店・正
社員）未経験者歓迎

◎美容技術全般助手
ヘアー＆メイク技術業務補助をしていただ
きます。
◎アイ・スパ・カラーリスト、ネイリスト、フェ
イシャルエステとしての専門職も学べま

株式会社Ｂ‐ＲＯＡＤ 京都府舞鶴市字引土２３４舞鶴駅前ビル３
Ｆ

倉谷口バス停から　徒歩５分
（就業場所：従業員数　7　人）

美容師（ＲＡＣ店・正社
員）（就職フェア）勤務時
間相談可

美容室でのシャンプー、ヘアーカラー、
パーマ、ストレート、カット等スタイリストとし
てのサロンワーク及びサポート。
カラーリスト、アイリストとしての専門職も
可。

株式会社Ｂ‐ＲＯＡＤ 京都府舞鶴市字引土２３４舞鶴駅前ビル３
Ｆ

就業場所:舞鶴市
西舞鶴

（就業場所：従業員数　9　人）

株式会社Ｂ‐ＲＯＡＤ

・美容室における業務、接客
・シャンプー、トリートメント、ヘアーカラー、
パーマ、ストレート、エステ、ヘッドスパ、メ
イク、着付け、商品販売、撮影等もありま
す。

株式会社Ｂ‐ＲＯＡＤ美容師（ＬＩＶ店・正社
員）勤務時間相談可

バイオマス発電設備の
運転管理／８月２０日た
んご就職フェア

【８月２０日　たんご就職フェア用求人】
＊発電施設の運転維持管理および保全業
務です。
・中央監視室にて、運転状況モニター監視
・設備の巡回、点検、記録、清掃

株式会社　タクマテク
ノス　西日本支社

兵庫県尼崎市金楽寺町２丁目２－３３　タク
マビル

就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　12　人）

一般廃棄物処理管理運
転設備維持管理（舞鶴
市）

・設備・機械の日常点検・週例・月例点検
業務
・各種点検に関する記録、日報等の作成
及び報告業務
・不燃、粗大ごみ処理設備のモニターによ

Ｈｉｔｚ環境サービス
株式会社

神奈川県川崎市川崎区南町１－１　日生川
崎ビル８Ｆ

就業場所:舞鶴市
倉谷口バス停から　徒歩５分

美容師

美容師
就業場所:舞鶴市

就業場所:舞鶴市
ＪＲ舞鶴線　西舞鶴

（就業場所：従業員数　10　人）

就業場所:舞鶴市
西舞鶴

（就業場所：従業員数　4　人）

京都府舞鶴市字引土２３４舞鶴駅前ビル３
Ｆ

美容師

京都府舞鶴市字引土２３４舞鶴駅前ビル３
Ｆ

就業場所:舞鶴市
西舞鶴

（就業場所：従業員数　4　人）

製造スタッフ 木材加工機械のオペレーター業務をお願
いします。
・実加工業務
合板の長手方向の側面に機械で凸凹の
形状を作ります。

林ベニヤ産業　株式
会社　舞鶴工場

京都府舞鶴市字平１０００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　150　人）

◎美容技術全般助手
ヘアー＆メイク技術業務補助をしていただ
きます。
※より安心して働いて頂く為に体験入店可
能

株式会社Ｂ‐ＲＯＡＤ 京都府舞鶴市字引土２３４舞鶴駅前ビル３
Ｆ

就業場所:舞鶴市
西舞鶴

美容師補助（ＲＡＣ店・
正社員）（就職フェア）未
経験者歓迎

（就業場所：従業員数　9　人）

美容師（琉音店・正社
員）

◎美容室における業務、接客
・シャンプー、トリートメント、ヘアーカラー、
パーマ、ストレート、エステ、ヘッドスパ、メ
イク、着付け、商品販売、撮影等もありま
す。

株式会社Ｂ‐ＲＯＡＤ

必要資格仕事内容 賃 金 所在地・就業場所 就業時間

・美容室の受付業務
　（電話応対、予約受付、ご案内～お見送
り）
・ＤＭ作成、ＳＮＳ発信、ブログ更新、リーフ
レット作成
・接客及び美容技術助手

株式会社Ｂ‐ＲＯＡＤ 京都府舞鶴市字引土２３４舞鶴駅前ビル３
Ｆ

就業場所:舞鶴市

京都府舞鶴市字引土２３４舞鶴駅前ビル３
Ｆ

美容室受付業務（Ｌｉｖ
店・正社員）未経験者歓
迎

西舞鶴
（就業場所：従業員数　4　人）

求人者名

普通自動車免許

事務員 　○総務・経理業務全般
　○入力業務
　○書類作成
　○電話・来客対応 など

上野砕石　株式会社 京都府宮津市字京街道２１０－１

普通自動車免許
ＡＴ就業場所:舞鶴市

京都交通　岡田由里バス停
（就業場所：従業員数　9　人）

美容師（ＲＯＳＹ店）【正
社員・勤務時間相談可】

・シャンプー、ヘアカラー、パーマ、カット等
・スタイリストとしてのサロンワーク
・カラーリストとしての専門職も可　　　
※より安心して働いて頂く為に体験入店可
能です（１～３日）

株式会社Ｂ‐ＲＯＡＤ 京都府舞鶴市字引土２３４舞鶴駅前ビル３
Ｆ

美容師
就業場所:舞鶴市

西舞鶴
（就業場所：従業員数　2　人）

契約先の飲食店、食品工場等にて、衛生
管理に関する業務を行って頂きます。業務
は幅広くありますが、最初に覚えて頂くの
は、害虫、ネズミなど有害生物の駆除で
す。まずは先輩社員と同行し、お客様の元

株式会社　昭和リー
ブス　舞鶴支店

ＪＲ西舞鶴
（就業場所：従業員数　14　人）

（就業場所：従業員数　7　人）

美容師補助（ＬＩＶ店・正
社員）未経験者歓迎

・美容室における業務、接客
・美容技術全般助手
・ヘアーメイク技術業務補助をして頂きま
す。
・スパニスト、カラーリスト等の専門職も学

℡ 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。


