
10/11～10/15の間に受理した求人です。

10月18日発行

職種
年齢

雇用形態・採用人数

月給 (1)9時00分～18時00分
250,000円

～
（年齢：　65歳以下　） 500,000円

正社員（1人） 26060- 4220411

月給 (1)8時00分～17時00分
170,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 250,000円

正社員（2人） 26060- 4202211

月給 (1)8時00分～17時00分
207,800円

～
（年齢：　59歳以下　） 263,000円

正社員（1人） 26060- 4203511

月給 (1)9時00分～19時00分
260,000円 (2)9時00分～16時00分

～
（年齢：　59歳以下　） 350,000円

正社員（1人） 26060- 4189211

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

～ (3)8時00分～12時00分
（年齢：　不問　） 190,000円
正社員以外（1人） 27010-50133711

月給 (1)9時30分～18時30分
191,000円

～
（年齢：　35歳以下　） 348,000円

正社員（1人） 26060- 4180511

月給 (1)8時30分～17時00分
205,000円

～
（年齢：　45歳以下　） 245,000円

正社員（1人） 26060- 4223611

月給 (1)9時00分～17時45分
211,128円

～
（年齢：　35歳以下　） 247,961円

正社員（1人） 27010-49929011

月給 (1)9時00分～17時30分
240,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 300,000円

正社員（1人） 11030-25351111

月給 (1)9時00分～18時00分
200,000円

～
（年齢：　45歳以下　） 400,000円

正社員（1人） 26060- 4187711

月給
180,000円

～
（年齢：　18歳以上　） 250,000円 又は9時30分～22時30分の

正社員（2人） 26060- 4228211 間の8時間程度

月給 (1)13時00分～22時00分
160,000円

～
（年齢：　64歳以下　） 250,000円

正社員（1人） 27080-22793511

月給 (1)9時00分～17時45分
211,128円

～
（年齢：　35歳以下　） 247,961円

正社員（1人） 27010-49909811

月給 (1)8時10分～17時00分
160,000円

～
（年齢：　45歳以下　） 220,000円

正社員（1人） 26060- 4218711

月給 (1)8時00分～17時00分
171,600円

～
（年齢：　45歳以下　） 171,600円

正社員（2人） 26060- 4195711

月給 (1)7時00分～15時30分
235,000円 (2)3時00分～11時30分

～
（年齢：　18歳～59歳　） 340,000円 又は18時00分～6時00分の

正社員（1人） 26060- 4227811 間の8時間程度

＊歯科衛生業務
　歯科医師の指導のもと、虫歯の予防
処置、歯石の除去。
　や歯・口腔内の疾患に薬を塗るなど
診療、治療の補助をしていただきま

医療法人良優会
おぜき駅前歯科医
院

（就業場所：従業員数　5　人）
西舞鶴

京都府舞鶴市字南田辺南表町４０－１

歯科衛生士
就業場所:舞鶴市

メンズモデル及び
ネット事業に伴う事
務作業

◆通販サイトに掲載する商品を着用す
るメンズモデル
◆販売による業務全般
　主に、お客様への電話・メール・商
品ページ作成・撮影・画像処理・発送

株式会社　ウッ
ディーハウス

京都府舞鶴市字浜１０５４ＮＴＴビル
舞鶴別館

就業場所:舞鶴市
ＪＲ東舞鶴

（就業場所：従業員数　16　人）
営業、ルート配送 ・関西エリアの既存の得意先様への営

業。
・ピッキング業務、配送
・仕入れ品の発注業務
・商品の販売促進のための資料作成

有限会社　あっさ
り漬食品工業

京都府舞鶴市字喜多１１０５－５０

就業場所は所在地に同じ
ＪＲ西舞鶴

（就業場所：従業員数　33　人）

求人者名

施工管理スタッフ

必要資格

普通自動車免許

仕事内容 賃 金 所在地・就業場所 就業時間

建築の好きな方！
木造新築工事の着工から完成まで、契
約後のお客様と打ち合わせ、提案しな
がら工程管理、現場を統括指揮管理し
ていただきます。お客様に喜んでいた
だけるやりがいのある仕事です。他、

株式会社　マエダ
ホーム

京都府舞鶴市字南田辺５０－２６

就業場所:舞鶴市
西舞鶴

（就業場所：従業員数　17　人）

歯科衛生士

トラック（新車、中
古車）の販売［舞鶴
市／京滋営業部］

担当顧客へのＵＤトラックスブランド
の新車・中古車の販売、損害保険の代
理店業務、生命保険の募集業務を行っ
ていただきます。入社して数か月間は
先輩社員に同行し、その後、担当エリ

ＵＤトラックス
株式会社

埼玉県上尾市大字壱丁目１番地

普通自動車免許
就業場所:舞鶴市

西舞鶴
（就業場所：従業員数　2　人）

医療関連管理社員
（京都府舞鶴市）

舞鶴市内の２ヶ所の病院で、清潔区、
一般区のスタッフと打ちあわせを行な
い安心な環境づくりのアドバイスをし
ます。
病院担当者と調整、打ちあわせを責任

株式会社　博明社 大阪府大阪市中央区内本町１－１－１
０　リンサンビル５Ｆ

就業場所:舞鶴市
ＪＲ　東舞鶴

（就業場所：従業員数　34　人）

営業（北部京都エリ
ア）【合同就職フェ
ア参加求人】

ホシザキ株式会社（東証・名証一部上
場）の販売会社です。
【業務内容】
一般飲食店やチェーン店、病院・学校
などへ訪問し各種フードサービス機器

ホシザキ京阪
株式会社

大阪府大阪市中央区内本町２丁目２番
１２号　ホシザキ本町ビル

普通自動車免許
AT就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　6　人）

キッチンスタッフ 石窯で焼くナポリピッツアを中心とし
たイタリアンレストランでの調理で
す。未経験の方であれば、初めは料理
長のサポート作業を行って頂きます
が、経験を積んでお客様に提供する料

ｐｉｚｚｅｒｉａ
ＳＬ０Ｗ

京都府舞鶴市浜町７－１ビジネスイン
オーブ浜１階

就業場所:舞鶴市
ＪＲ東舞鶴駅

（就業場所：従業員数　13　人）

営業・展示会設営 ・仏壇、仏具の営業、販売、納品等
　宗派については採用後研修等行いま
す。
・展示会設営作業（福井県・滋賀県）


株式会社　西本仏
壇店　舞鶴店

京都府舞鶴市字真倉大山２３５

普通自動車免許
就業場所:舞鶴市

ＪＲ　真倉
（就業場所：従業員数　6　人）

フロント業務 ・チェックイン・チェックアウトのお
客様対応
・インターネット、お電話でのご予約
の受付業務
・客室及び館内の設備管理、清掃

株式会社　ワンズ
ロード

大阪府堺市西区山田１丁１２７２番地
１

就業場所:舞鶴市
ＪＲ　東舞鶴

（就業場所：従業員数　3　人）

ＣＡＤオペレーター
補助

電車線工事の図面をＣＡＤ化するお仕
事です。
初めての方も歓迎します。
　


昭電工業　株式会
社

京都府舞鶴市字上安久１３５－１

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　10　人）

技術サービス（北部
京都エリア）【合同
就職フェア参加求
人】

ホシザキ株式会社（東証・名証一部上
場）の販売会社です。
【業務内容】
一般飲食店やチェーン店、病院・学校
などへ訪問し各種フードサービス機器

ホシザキ京阪
株式会社

大阪府大阪市中央区内本町２丁目２番
１２号　ホシザキ本町ビル

１０ｔトラックによる中距離輸送
主に関西、東海方面
建築資材、工業用機械、雑貨品など
様々な荷を取り扱っております。


株式会社　京綾貨
物輸送　舞鶴営業
所

西舞鶴
（就業場所：従業員数　50　人）

普通自動車免許
AT就業場所:福知山市

（就業場所：従業員数　6　人）

トレーラー大型ドラ
イバー

・主に海上コンテナ、一般貨物の配送
・舞鶴、綾部、福知山、京丹後方面の
配送及び、京都、大阪、神戸、京阪神
方面の配送ドライバー。


舞鶴運輸　株式会
社

京都府舞鶴市字喜多１１０５－１６

大型自動車免
許、牽引免許就業場所:舞鶴市

西舞鶴駅
（就業場所：従業員数　25　人）

大型運転手 京都府舞鶴市字喜多１１０５－１３

普通自動車免許
就業場所は所在地に同じ

空調・給排水設備 ・空気調和設備、給排水衛生設備、消
防設備、工場プラント設備の設計施工
※やる気のある方なら、年齢・経験は
問いません。
※経験豊富な社員の指導のもと、経験

南北熱機工業　株
式会社

京都府舞鶴市字北吸９６３

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　8　人）

看護職員（デイサー
ビス）正職員

京都府舞鶴市字上安小字吉口４８１番
地 看護師、准看護

師、普通自動車
免許AT就業場所:舞鶴市

西舞鶴駅
（就業場所：従業員数　84　人）

デイサービスセンターでの看護業務全
般
・バイタルチェック　　・薬のチェッ
ク
・入浴後の処置

社会福祉法人　安
寿会

℡ 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。


