
1/11～1/14の間に受理した求人です。

パート 1月17日発行

職種
年齢

雇用形態・採用人数

時給
990円

～
（年齢：　不問　） 1,190円 又は9時00分～15時00分の

パート労働者（1人） 34010- 2781321 間の4時間程度

時給
990円

～
（年齢：　不問　） 1,190円 又は7時45分～19時00分の

パート労働者（1人） 34010- 2636321 間の4時間程度

時給 (1)10時00分～18時00分
937円

～
（年齢：　不問　） 1,200円 又は10時00分～18時00分

パート労働者（1人） 26060-  364321 の間の3時間以上

時給 (1)10時00分～18時00分
937円

～
（年齢：　不問　） 1,200円 又は10時00分～18時00分

パート労働者（1人） 26060-  365621 の間の3時間以上

時給 (1)9時00分～16時00分
937円 (2)9時00分～12時00分

～
（年齢：　不問　） 937円

パート労働者（1人） 26060-  386221

時給 (1)9時00分～17時00分
961円

～
（年齢：　不問　） 961円

パート労働者（1人） 26060-  392721

時給 (1)8時30分～12時00分
1,050円 (2)15時30分～19時00分

～
（年齢：　不問　） 1,150円

パート労働者（1人） 26060-  368021

時給
940円

～
（年齢：　不問　） 990円 又は8時00分～17時00分の

パート労働者（2人） 26050-  475021 間の5時間以上

時給 (1)9時00分～14時00分
937円 (2)14時00分～19時00分

～
（年齢：　59歳以下　） 1,280円
パート労働者（1人） 26060-  395521

時給 (1)9時40分～17時00分
960円 (2)10時20分～17時40分

～ (3)11時20分～18時40分
（年齢：　不問　） 960円 又は9時20分～20時20分の

パート労働者（2人） 08010- 1229021 間の7時間程度

時給
940円

～
（年齢：　不問　） 1,240円 又は7時30分～23時15分の

パート労働者（21人） 26050-  470421 間の3時間以上

時給 (1)17時00分～20時00分
1,200円

～
（年齢：　不問　） 1,200円

パート労働者（1人） 26070-  234121

時給 (1)17時00分～20時00分
1,200円

～
（年齢：　不問　） 1,200円

パート労働者（1人） 26070-  235021

時給 (1)17時00分～20時00分
1,200円

～
（年齢：　不問　） 1,200円

パート労働者（1人） 26070-  236721

時給 (1)17時00分～20時00分
1,200円

～
（年齢：　不問　） 1,200円

パート労働者（1人） 26070-  237821

時給
940円

～
（年齢：　不問　） 1,240円 又は6時00分～23時15分の

パート労働者（22人） 26050-  471321 間の3時間以上

時給
940円

～
（年齢：　不問　） 1,090円 又は6時00分～18時00分の

パート労働者（8人） 26050-  472621 間の3時間以上

時給
940円

～
（年齢：　不問　） 1,090円 又は6時00分～18時00分の

パート労働者（7人） 26050-  473921 間の3時間以上

青果売場担当　フ
レッシュバザール舞
鶴上安パーク店（仮
称）

◆野菜・果物の加工、値付け、陳列・
補充など。
【＊２０２２年初夏オープン予定の新
店舗です＊】
フレッシュバザール舞鶴上安パーク店

株式会社　さとう 京都府福知山市東野町１番地

家電製品の販売サ
ポート及びレジ業務
／舞鶴市

家電量販店にて販売補助業務をお願い
します。
○レジ業務
○商品補充及び売場整理・陳列
○家電製品の接客サポート

株式会社　関西
ケーズデンキ

茨城県水戸市桜川１－１－１

就業場所:舞鶴市

就業場所:舞鶴市
ＪＲ西舞鶴

（就業場所：従業員数　0　人）

受付（倉谷店） お客様が持ち込まれる洋服などクリー
ニング品の受付やお渡し応対です。
※シフト制（Ａ：９～１４時、Ｂ：１
４～１９時）
　Ｂシフト出勤可能な方優遇

有限会社　ヤマゾ
エ

京都府舞鶴市字京口１０４番地

事務所担当　フレッ
シュバザール舞鶴上
安パーク店（仮称）

京都府福知山市東野町１番地

就業場所:舞鶴市

株式会社　奥本建
工
　
．

フローリスト フラワー＆グリーンホロポノの花店の
フローリスト業務全般。
・販売、接客・商品管理
・アレンジメント、花束製作
・配達（ハイエース）・雑務　等

京都府舞鶴市字浜２００５　オリゾン
ビル２階

医療事務 京都府舞鶴市字堀上１８５－３

就業場所:舞鶴市

事務員（臨時特別給
付金・３ヶ月雇用・
１日７ｈ勤務）

子育て世帯等臨時特別支援事業に関す
る事務。
・窓口・電話応対・パソコン入力等事
務
・書類、資材等整理・郵送物発送準備

舞鶴市役所 京都府舞鶴市字北吸１０４４番地

一般事務 事業所や個人と契約しているお客様へ
ダスキンの商品、マットや掃除用品を
取り扱っております。
・電話応対
・在庫管理、商品の荷受け、整理、整

ダスキン双立　有
限会社

京都府舞鶴市字引土４１８

就業場所:舞鶴市
西舞鶴

（就業場所：従業員数　6　人）

就業場所:舞鶴市

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

いいだクリニック

西舞鶴
（就業場所：従業員数　5　人）

（就業場所：従業員数　6　人）

求人者名 必要資格

栄養士、調理師

仕事内容 賃 金 所在地・就業場所 就業時間

●院内保育園
●定員３０名
●調理業務全般（献立作成、調理業務
など）
●専門講師が週１回リトミック実施
●子育て世代や未経験者・ブランクが

株式会社　アイグ
ラン

広島県広島市西区庚午中１－７－２４

就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　9　人）

栄養士・調理師／舞
鶴市

東舞鶴
（就業場所：従業員数　1350　人）

保育士／舞鶴市 ●院内保育園
●定員３０名
●保育業務全般（主活動、オムツ交
換、食事介助、清掃など）
●専門講師が週１回リトミック実施

株式会社　アイグ
ラン

広島県広島市西区庚午中１－７－２４

保育士
就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　10　人）

普通自動車免許
ＡＴ就業場所は所在地に同じ

ＪＲ東舞鶴駅

フローリスト【土・
日のみ勤務・Ｗワー
ク可】

フラワー＆グリーンホロポノの花店の
フローリスト業務全般。
・販売、接客・商品管理
・アレンジメント、花束製作
・配達（ハイエース）・雑務　等

株式会社　奥本建
工
　
．

京都府舞鶴市字浜２００５　オリゾン
ビル２階

普通自動車免許
ＡＴ就業場所は所在地に同じ

ＪＲ東舞鶴駅
（就業場所：従業員数　6　人）

ＪＲ　東舞鶴
（就業場所：従業員数　21　人）

就業場所:舞鶴市
西舞鶴

（就業場所：従業員数　3　人）

◆伝票処理、従業員の出退勤の管理、
電話応対など。
【＊２０２２年初夏オープン予定の新
店舗です＊】
フレッシュバザール舞鶴上安パーク店

株式会社　さとう

ＪＲ西舞鶴
（就業場所：従業員数　0　人）

夜間責任者（福来
店）

１、夕方～夜にかけてのスーパー業務
全般
・レジ業務、当日売り切れ商品の値下
げ、陳列棚の商品整理（奥まっている
商品を陳列棚の前面に揃える）

株式会社　にしが
き

京都府京丹後市大宮町口大野８８

就業場所:舞鶴市
西舞鶴

（就業場所：従業員数　16　人）

食品レジ担当　フ
レッシュバザール舞
鶴上安パーク店（仮
称）

◆レジ・サービスカウンター業務など
。
【＊２０２２年初夏オープン予定の新
店舗です＊】
フレッシュバザール舞鶴上安パーク店

株式会社　さとう 京都府福知山市東野町１番地

就業場所:舞鶴市
ＪＲ西舞鶴

（就業場所：従業員数　0　人）

夜間責任者（北浜
店）

１、夕方～夜にかけてのスーパー業務
全般
・レジ業務、当日売り切れ商品の値下
げ、陳列棚の商品整理（奥まっている
商品を陳列棚の前面に揃える）

株式会社　にしが
き

京都府京丹後市大宮町口大野８８

就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　13　人）

夜間責任者（東舞鶴
店）

１、夕方～夜にかけてのスーパー業務
全般
・レジ業務、当日売り切れ商品の値下
げ、陳列棚の商品整理（奥まっている
商品を陳列棚の前面に揃える）

株式会社　にしが
き

京都府京丹後市大宮町口大野８８

就業場所:舞鶴市
東舞鶴

（就業場所：従業員数　32　人）

夜間責任者（下福井
店）

１、夕方～夜にかけてのスーパー業務
全般
・レジ業務、当日売り切れ商品の値下
げ、陳列棚の商品整理（奥まっている
商品を陳列棚の前面に揃える）

株式会社　にしが
き

京都府京丹後市大宮町口大野８８

就業場所:舞鶴市
西舞鶴

（就業場所：従業員数　10　人）

鮮魚売場担当　フ
レッシュバザール舞
鶴上安パーク店（仮
称）

◆鮮魚の加工、盛付け、値付け、陳
列・補充など。
【＊２０２２年初夏オープン予定の新
店舗です＊】
フレッシュバザール舞鶴上安パーク店

株式会社　さとう 京都府福知山市東野町１番地

就業場所:舞鶴市
ＪＲ西舞鶴

（就業場所：従業員数　0　人）

食品売場担当　フ
レッシュバザール舞
鶴上安パーク店（仮
称）

◆加工食品（調味料・乾物・飲料・菓
子）や日配商品（卵・乳製品・冷凍食
品）などの商品陳列・補充など。
【＊２０２２年初夏オープン予定の新
店舗です＊】

株式会社　さとう 京都府福知山市東野町１番地

就業場所:舞鶴市
ＪＲ西舞鶴

（就業場所：従業員数　0　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。



1/11～1/14の間に受理した求人です。

パート 1月17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。

時給
940円

～
（年齢：　不問　） 1,090円 又は6時00分～18時00分の

パート労働者（10人） 26050-  474121 間の3時間以上

時給 (1)9時40分～17時00分
960円 (2)11時20分～18時40分

～ (3)12時20分～19時40分
（年齢：　不問　） 960円 又は9時20分～21時20分の

パート労働者（2人） 08010- 1317021 間の7時間程度

時給 (1)10時00分～16時00分
1,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 1,000円 又は10時00分～14時00分

パート労働者（1人） 29010-  914521 の間の4時間以上

時給 (1)8時45分～12時15分
1,000円 (2)14時00分～17時30分

～
（年齢：　59歳以下　） 1,100円
パート労働者（1人） 26060-  396421

時給 (1)9時00分～15時00分
937円

～
（年齢：　59歳以下　） 1,323円
パート労働者（1人） 26060-  361221

時給 (1)11時00分～16時00分
937円 (2)12時00分～17時00分

～ (3)16時00分～21時00分
（年齢：　不問　） 1,200円 又は11時00分～21時00分

パート労働者（1人） 26060-  356321 の間の5時間程度

時給 (1)5時45分～9時15分
1,000円

～
（年齢：　不問　） 1,000円

パート労働者（1人） 26060-  370521

時給 (1)9時00分～16時00分
950円

～
（年齢：　不問　） 980円 又は9時00分～16時00分の

パート労働者（1人） 26060-  394221 間の5時間程度

時給 (1)9時00分～15時00分
950円

～
（年齢：　64歳以下　） 950円
パート労働者（2人） 26060-  397321

時給
940円

～
（年齢：　不問　） 990円 又は7時00分～11時00分の

パート労働者（2人） 26050-  476721 間の3時間以上
軽作業 京都府舞鶴市字公文名２８８番地４

時給
937円

～ 就業場所:舞鶴市
（年齢：　不問　） 1,100円 又は9時00分～17時00分の

パート労働者（2人） 26060-  390121 間の5時間以上

普通自動車免許
ＡＴ

清掃担当　フレッ
シュバザール舞鶴上
安パーク店（仮称）

◆店内外の清掃、備品・器具の清掃な
ど。
【＊２０２２年初夏オープン予定の新
店舗です＊】
フレッシュバザール舞鶴上安パーク店

株式会社　さとう 京都府福知山市東野町１番地

就業場所:舞鶴市
ＪＲ西舞鶴

（就業場所：従業員数　0　人）
・車内清掃、仕上げ作業、納車準備、
洗車
・お車の引取り、運搬
・可能な方は車に関する軽作業


株式会社　ＯＷＮ
（カーセブン舞鶴
店）

ＪＲ西舞鶴
（就業場所：従業員数　9　人）

洋菓子製造 洋菓子製造、主に焼き菓子の焼成、梱
包。



株式会社　シェ・
イラノ（ラ・クロ
シェット）

京都府舞鶴市字魚屋２９番地

就業場所:舞鶴市
広小路

（就業場所：従業員数　4　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
東舞鶴

（就業場所：従業員数　20　人）

接客 「Ｃａｆｅ　ｄｅ　十番館本店」での
接客業務。
・ホール内での接客・レジ・ケーキ販
売
・電話応対（予約受付等）・雑務など

株式会社　さくら
コーポレーシヨン

京都府舞鶴市南浜町２０番地の５　ホ
テルアルスタイン２Ｆ

就業場所:舞鶴市
ＪＲ東舞鶴

（就業場所：従業員数　7　人）
ホテル朝食スタッフ ・ホテル１Ｆ『カフェド十番館』で行

われる。
・朝食バイキングサービスのキッチン
準備業務、料理の補充。
・お客様のご案内、片付けなど。

株式会社　アルス
タ

京都府舞鶴市字南浜町２０－５　ホテ
ルアルスタイン内

就業場所:舞鶴市
東舞鶴

（就業場所：従業員数　17　人）

歯科助手・受付 ・診療器具の洗浄
・診察室の片づけ・清掃
・診療補助
・受付等


森歯科医院 京都府舞鶴市田中町１９番地の３

就業場所:舞鶴市
東舞鶴

（就業場所：従業員数　7　人）
工場内作業 クリーニング工場での作業全般

・検品・洗濯・仕上・包装等
・機械は右利き用を使用しています。
＊お客様からお預かりした品物をキレ
イにクリーニングしてお返ししていま

有限会社　ヤマゾ
エ

京都府舞鶴市字京口１０４番地

就業場所:舞鶴市
西舞鶴

（就業場所：従業員数　14　人）

家電接客・販売ス
タッフ／舞鶴市

家電量販店の家電製品の販売および関
連業務。
○家電製品の接客・販売
　お客様のご要望をお伺いしながら、
お買い物の手助けをお願いします。

株式会社　関西
ケーズデンキ

茨城県水戸市桜川１－１－１

就業場所:舞鶴市
ＪＲ　東舞鶴

（就業場所：従業員数　21　人）
スマホ販売（ソフト
バンク舞鶴）

【急募・長期的な勤務可能な方】
ソフトバンクショップで、スマート
フォンやタブレットの購入提案やプラ
ンのご案内、付属品やアクセサリーの
販売、故障や不具合の際の修理受付な

株式会社　タフ 奈良県奈良市大宮町５丁目４番１号ス
ギタビル４Ｆ

就業場所:舞鶴市
ＪＲ線　西舞鶴

（就業場所：従業員数　5　人）

惣菜売場担当　フ
レッシュバザール舞
鶴上安パーク店（仮
称）

◆揚物・お弁当などの製造、値付け、
陳列・補充など。
【＊２０２２年初夏オープン予定の新
店舗です＊】
フレッシュバザール舞鶴上安パーク店

株式会社　さとう 京都府福知山市東野町１番地

就業場所:舞鶴市
ＪＲ西舞鶴

（就業場所：従業員数　0　人）


