
6/6～6/10の間に受理した求人です。

パート 6月13日発行

職種
年齢

雇用形態・採用人数

時給 (1)8時30分～13時30分
940円 (2)11時00分～17時00分

～ (3)13時00分～18時00分
（年齢：　不問　） 1,050円 又は8時30分～19時00分の

パート労働者（2人） 26060- 2489921 間の4時間以上

日給 (1)8時30分～17時00分
964円

～
（年齢：　不問　） 964円 又は8時15分～16時45分

パート労働者（8人） 26060- 2543621

日給 (1)9時30分～18時00分
964円

～
（年齢：　不問　） 964円

パート労働者（6人） 26060- 2551921

日給 (1)8時15分～16時45分
964円

～
（年齢：　不問　） 964円

パート労働者（1人） 26060- 2553021

日給 (1)8時15分～16時45分
964円

～
（年齢：　不問　） 964円

パート労働者（6人） 26060- 2552121

時給 (1)8時30分～13時00分
940円

～
（年齢：　不問　） 940円

パート労働者（2人） 26050- 3333221

時給 (1)8時30分～17時30分
940円 (2)9時30分～18時30分

～ (3)8時30分～13時30分
（年齢：　不問　） 980円 又は8時30分～19時00分の

パート労働者（2人） 26060- 2491821 間の5時間以上

時給 (1)9時30分～16時00分
950円

～
（年齢：　不問　） 950円

パート労働者（1人） 26060- 2516521

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- 2527621

時給 (1)10時00分～15時00分
937円 (2)15時00分～20時00分

～
（年齢：　59歳以下　） 1,280円
パート労働者（1人） 26060- 2528921

時給 (1)8時00分～16時00分
940円 (2)15時00分～19時00分

～
（年齢：　不問　） 990円

パート労働者（2人） 26050- 3366221

時給 (1)16時00分～21時45分
940円

～
（年齢：　不問　） 1,090円

パート労働者（1人） 26050- 3367521

時給 (1)10時00分～15時45分
1,000円 (2)12時00分～17時45分

～ (3)14時15分～20時00分
（年齢：　不問　） 1,050円 又は10時00分～20時00分

パート労働者（1人） 26060- 2546021 の間の6時間以上

時給
940円

～
（年齢：　不問　） 940円 又は8時00分～20時30分の

パート労働者（2人） 28200- 3100321 間の4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～19時00分

パート労働者（1人） 29010- 9824421 の間の4時間以上

時給 (1)8時30分～12時30分
950円 (2)13時30分～17時30分

～
（年齢：　不問　） 1,050円

パート労働者（2人） 26060- 2493521

時給 (1)9時00分～15時00分
937円

～
（年齢：　不問　） 937円

パート労働者（1人） 13010-56535821

時給 (1)9時00分～14時00分
937円 (2)9時00分～17時00分

～ (3)17時00分～20時00分
（年齢：　不問　） 1,000円 又は9時00分～20時00分の

パート労働者（1人） 26060- 2506821 間の4時間程度

時給 (1)6時00分～10時00分
950円

～
（年齢：　不問　） 950円

介護職員（東舞鶴）  ・デイサービスでの介護業務
 ・リハビリの補助

・車両の運転、利用者の送迎（軽自動
 車がメインです）

・業務日誌の作成（簡単なパソコン入

ベルケアセンター
株式会社

京都府舞鶴市天台新町２３－２
普通自動車免許
AT

就業場所:舞鶴市

菓子・ソフトクリー
ムの販売（舞鶴）

○ＦＵＪＩＹＡ　ＫＯＢＥバザールタ
 ウン店でのお仕事です

 　＊商品の陳列
 　＊ソフトクリームの販売

 　＊レジ業務

株式会社　不二家
神戸

兵庫県神戸市西区高塚台５丁目４番地
１

就業場所:舞鶴市
ＪＲ　西舞鶴

（就業場所：従業員数　4　人）
＼接客・販売／シフ
ト自由！１日４時間
～、週３～ＯＫ！

《大手モバイルショップにて受付＆販
 売のお仕事です。≫

ご来店いただいた方へ、プランのご案
 内・スマートフォンやタブレット、付

属品やアクセサリーの販売、故障や不

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）

東舞鶴
（就業場所：従業員数　6　人）

洋服の販売員 京都府舞鶴市字上安久３８１番地１５

就業場所は所在地に同じ

・店内での紳士服、カジュアル、レ
 ディーススーツ等の販売及び接　客

 ・商品の品出し整理等
 ・電話の応対

・ファッションの知識、お客さまへの

青山商事　株式会
 社

洋服の青山　舞鶴
店

株式会社　さとう 京都府福知山市東野町１番地

鮮魚担当（バザール
タウン舞鶴）

●鮮魚売場での盛付、値付け、商品陳
 列・補充、清掃など

 

 ＊土曜・日曜勤務できる方歓迎
 （休日の希望はご相談に応じます）

株式会社　さとう

加工食品担当（バ
ザールタウン舞鶴）

●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
 

 ＊土曜・日曜勤務できる方歓迎

京都府福知山市東野町１番地

事務員（期日前投
票・加佐分室）

 期日前投票事務
 
 

　＊応募にはハローワークの紹介状が
必要です＊

舞鶴市役所 京都府舞鶴市字北吸１０４４番地

受付（らぽーる店）  一般衣料等クリーニングの受け渡し。
 クリーニング専用レジ操作。

 品物の検品など。
 入社後、受付業務（レジ操作）など丁

 寧に指導いたします。

有限会社　ヤマゾ
エ

京都府舞鶴市字京口１０４番地

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）

有限会社　ヤマゾ
エ

商品管理スタッフ メンズ、レディース、キッズファッ
 ション、雑貨の商品管理
 スタッフを募集します。
 ・納品・出荷・発送業務

 ・ＰＣの作業による在庫管理

株式会社　ウッ
ディーハウス

（就業場所：従業員数　25　人）

 京都府舞鶴市字浜１０５４ＮＴＴビル
舞鶴別館

事務員（期日前投
票・本庁）

 期日前投票事務
 
 

　＊応募にはハローワークの紹介状が
必要です＊

医療事務【西舞鶴】 日帰り手術対応の眼科クリニックにお
 ける医療事務全般

 

・受付、電話対応、会計、パソコン入
 力等

 医療法人秀仁会　
（さくら眼科クリ
ニック）

医療事務・受付業務
（舞鶴医療セン
ター）

（就業場所：従業員数　26　人）

就業場所:舞鶴市

ＪＲ西舞鶴
（就業場所：従業員数　7　人）

就業場所:舞鶴市
東舞鶴駅

（就業場所：従業員数　3　人）

就業場所:舞鶴市
西舞鶴

（就業場所：従業員数　3　人）

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　219　人）

就業場所:舞鶴市
西舞鶴

（就業場所：従業員数　219　人）

ＪＲ東舞鶴

就業場所:舞鶴市
ＪＲ西舞鶴

就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　1350　人）

東舞鶴

京都府福知山市篠尾新町１丁目７７－
２　ＫＯＷＡビル２Ｆ

京都府舞鶴市字伊佐津１１２－１２
（就業場所：従業員数　39　人）

京都府舞鶴市字北吸１０４４番地

事務員（期日前投
票・西支所、さとう
バザールタウン舞
鶴）

 期日前投票事務
 
 

　＊応募にはハローワークの紹介状が
必要です＊

舞鶴市役所

就業場所:舞鶴市
西舞鶴駅

（就業場所：従業員数　1350　人）
事務員（期日前投
票・らぽーる）

看護助手【西舞鶴】

求人者名

 期日前投票事務
 
 

　＊応募にはハローワークの紹介状が
必要です＊

舞鶴市役所

京都府舞鶴市字北吸１０４４番地

京都府舞鶴市字北吸１０４４番地

就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　1350　人）

 ◆外来受付・入院受付業務
 ・データ入力、カルテ管理

・電子カルテ保存文書回収、スキャン
 業務

 ・保険証確認、入力

株式会社　ソラス
ト　北近畿支社

必要資格仕事内容 賃 金 所在地・就業場所 就業時間

日帰り手術対応の眼科クリニックにお
 ける看護助手業務全般

 

・看護師の指示のもと看護師のサポー
 ト、医療器具の洗浄・管理、書類作成

等

 医療法人秀仁会　
（さくら眼科クリ
ニック）

京都府舞鶴市字伊佐津１１２－１２

就業場所:舞鶴市
ＪＲ西舞鶴

（就業場所：従業員数　26　人）

就業場所は所在地に同じ
東舞鶴

（就業場所：従業員数　1350　人）

就業場所:舞鶴市

舞鶴市役所

［契約］従業員専用
食堂での調理補助／
舞鶴市

ケンコーマヨネーズで働く従業員の専
 用食堂での、調理・盛付・配膳・清掃

等

株式会社　セブン
＆アイ・フードシ
ステムズ

東京都千代田区二番町８番地８

就業場所:舞鶴市
タンゴ鉄道宮津線『西舞鶴』

（就業場所：従業員数　5　人）
ホール係・調理補助
【就業時間・勤務日
数相談可】

 ホール係
 　・接客、レジ、店内清掃等

 調理補助
 　・下準備、洗い場、簡単な調理

 

京茶そば　多夢
（有限会社ミナト
コーポレーショ
ン）

京都府舞鶴市南浜町２７－５番地　ら
ぽーる１Ｆ

就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　13　人）
ビジネスホテルでの
朝食担当スタッフ

ホテルの朝食会場で、簡単な準備をし
 ていただくお仕事です

 　・料理を温めて並べていただく
 　・お皿やコップの準備

　・バイキング形式なので配膳もほと

株式会社　シー
ルート

京都府舞鶴市大字浜小字浜３４－３

就業場所は所在地に同じ
ＪＲ東舞鶴

℡ 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。



6/6～6/10の間に受理した求人です。

パート 6月13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。

パート労働者（1人） 26060- 2556221

時給 (1)9時30分～17時30分
950円

～
（年齢：　不問　） 950円

パート労働者（5人） 26060- 2487321

時給 (1)8時00分～16時00分
950円 (2)7時00分～16時00分

～
（年齢：　不問　） 1,050円

パート労働者（1人） 26060- 2515221

時給 (1)9時30分～17時30分
1,000円

～
（年齢：　不問　） 1,000円 又は9時30分～17時30分の

パート労働者（25人） 26060- 2486421 間の4時間以上

時給 (1)9時00分～15時00分
937円

～
（年齢：　不問　） 1,000円

パート労働者（1人） 26060- 2505721

時給 (1)9時00分～14時00分
937円

～
（年齢：　不問　） 960円

パート労働者（3人） 26060- 2555821

時給 (1)13時00分～16時00分
1,200円 (2)14時00分～17時00分

～ (3)9時00分～12時00分
（年齢：　不問　） 1,200円

パート労働者（1人） 26060- 2508521
作業員　【短期】 有限会社　本成建 京都府舞鶴市字浜１３３

日給 (1)8時00分～17時00分
1,125円

～ 就業場所:舞鶴市
（年齢：　不問　） 1,125円
パート労働者（3人） 26060- 2509421

　・バイキング形式なので配膳もほと （就業場所：従業員数　30　人）
夏期プールの受付
（短期）

 ◎舞鶴文化公園プールの夏期受付業務
 
 

 ◆夏休み期間の短期アルバイト募集◆
 

ミズノスポーツ
サービス株式会社

 京都府舞鶴市字北吸１０５４番地東体
育館

就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　0　人）
スタート室業務員  ・ゴルフ場来場者のバッグを運搬

 　ゴルフカート清掃
 　その他の雑務

 

 ＊土日祝のみの勤務もＯＫです！

鶴栄リゾート株式
会社（舞鶴カント
リークラブ）

京都府舞鶴市大字栃尾小字細野９２４
－１

就業場所は所在地に同じ

（就業場所：従業員数　32　人）

客室清掃  ベッドメイクを含む客室清掃
・シーツ・枕カバー・布団カバーの交

 換
 ・ベッド周りをはじめ、室内清掃

 ・バス・トイレの清掃

株式会社　シー
ルート

京都府舞鶴市大字浜小字浜３４－３

就業場所は所在地に同じ
ＪＲ東舞鶴

（就業場所：従業員数　30　人）

夏期プールの監視員
（短期）

◎舞鶴文化公園プールの夏期安全監視
 業務

 
 

 ◆夏休み期間の短期アルバイト募集◆

ミズノスポーツ
サービス株式会社

 京都府舞鶴市字北吸１０５４番地東体
育館

就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　0　人）

・道路上での草刈り作業をしていただ
 きます。

 ・就業地域は舞鶴市漆原地区、綾部市
  上杉地区を担当していただきます。

 ・担当エリアによっては相談により直 （就業場所：従業員数　4　人）
ＪＲ東舞鶴

食品加工・軽作業  製造及び包装
・鮮魚の頭取り、開き等（干物の加

 工）
 ・包装（パック詰め）

 　

新田商店 京都府舞鶴市字東吉原４３６

就業場所:舞鶴市
西舞鶴

（就業場所：従業員数　6　人）

施設の環境整備 施設（さくら山荘）の外回りの環境整
 備

 ・草刈り（原則３名で作業）
 ・植木の手入れ

 ・力仕事もあります。

 医療法人弘愛会　
西村内科（さくら
プラザ）

京都府舞鶴市字浜７８２
普通自動車免許
AT

就業場所:舞鶴市
東舞鶴

（就業場所：従業員数　3　人）


