
6/6～6/10の間に受理した求人です。

6月13日発行

職種
年齢

雇用形態・採用人数

月給 (1)8時30分～17時30分
200,000円

～
（年齢：　不問　） 250,000円
正社員以外（1人） 26060- 2513721

月給 (1)8時30分～17時30分
170,000円 (2)9時30分～18時30分

～ (3)8時30分～13時30分
（年齢：　不問　） 190,000円 又は8時30分～19時00分の

正社員以外（2人） 26060- 2490721 間の8時間

月給
270,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 390,000円 又は9時00分～20時00分の

正社員（4人） 26060- 2538021 間の8時間

月給 (1)8時30分～19時00分
315,000円 (2)8時30分～16時00分

～ (3)8時30分～13時00分
（年齢：　44歳以下　） 450,000円

正社員（1人） 28040- 8652521

月給 (1)8時00分～17時00分
196,200円 (2)8時30分～17時30分

～ (3)9時30分～18時30分
（年齢：　59歳以下　） 269,100円

正社員（1人） 26060- 2554721

月給 (1)8時30分～17時30分
170,000円

～
（年齢：　不問　） 230,000円
正社員以外（1人） 26060- 2524521

月給 (1)8時30分～17時15分
150,000円

～
（年齢：　不問　） 250,000円
正社員以外（1人） 28010-15382621

月給 (1)8時30分～17時30分
170,000円 (2)10時00分～19時00分

～ (3)8時30分～13時30分
（年齢：　不問　） 190,000円 又は8時30分～19時00分の

正社員以外（2人） 26060- 2492221 間の8時間

時給
161,914円

～
（年齢：　不問　） 172,800円 又は9時00分～20時00分の

正社員以外（1人） 26060- 2525421 間の8時間

時給
161,914円

～
（年齢：　不問　） 172,800円 又は9時00分～20時00分の

正社員以外（1人） 26060- 2526321 間の8時間

月給 (1)9時00分～17時00分
170,000円

～
（年齢：　不問　） 220,000円

正社員（1人） 26060- 2519621

日給 (1)8時00分～16時45分
148,871円

～
（年齢：　不問　） 148,871円
正社員以外（1人） 26060- 2550621

月給 (1)10時00分～19時00分
166,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 210,000円

正社員（1人） 26071- 1408721

月給 (1)10時00分～19時00分
166,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 210,000円

正社員（1人） 26071- 1409821

時給 (1)8時00分～17時00分
256,000円

～
（年齢：　不問　） 304,000円

有期雇用派遣労働者（1人） 26060- 2523221

月給
178,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 250,000円 又は9時00分～22時00分の

正社員（1人） 21020- 6843921 間の8時間程度

時給 (1)10時00分～19時00分
163,200円 (2)10時30分～19時30分

～ (3)11時00分～20時00分
（年齢：　62歳以下　） 171,360円
正社員以外（1人） 26060- 2547721

月給 (1)8時30分～17時30分
216,000円

～
（年齢：　40歳以下　） 216,000円

正社員（1人） 26020-13699821

月給 (1)9時00分～17時45分
211,128円

～
（年齢：　29歳以下　） 247,961円

店舗スタッフ　ド
ラッグユタカ西舞鶴
伊佐津店

 ・店舗業務を主に行って頂きます。
（医薬品販売、管理、売り場作り、商
品発注、納品等の商品管理、レジ業
務、接客対応、イベントの企画・実

 施、各種報告書作成など）

株式会社　ユタカ
ファ－マシ－（ド
ラッグユタカ）

岐阜県大垣市林町１０丁目１３３９番
地１

就業場所:舞鶴市

ウェディングコー
ディネーター（福知
山店）

ウエディングドレスやタキシード等婚
礼衣装の接客の他、これから結婚式を
挙げられるお二人と挙式やパーティー
について打合せをして、最高の一日を

 プロデュースする仕事です。

有限会社　千代屋 京都府宮津市字住吉１８１６

普通自動車免許
AT就業場所:舞鶴市

ＪＲ福知山
（就業場所：従業員数　6　人）

パソコン操作員【Ｊ
ＭＵシステムズソ
リューションサポー
ト】

・工場内で使用しているパソコンの運
 用サポート

（ヘルプデスク及びマニュアル作成
 等）

 ・パソコンのセッティング業務　

株式会社　クリエ
イティブ舞鶴支店

京都府舞鶴市字余部下１１８０番地

就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　37　人）

ＪＲ舞鶴線　西舞鶴
（就業場所：従業員数　16　人）

ウェディングコー
ディネーター（舞鶴
店）

京都府宮津市字住吉１８１６

就業場所:舞鶴市

ウエディングドレスやタキシード等婚
礼衣装の接客の他、これから結婚式を
挙げられるお二人と挙式やパーティー
について打合せをして、最高の一日を

 プロデュースする仕事です。

有限会社　千代屋

海上自衛隊　舞鶴
地方総監部

京都府舞鶴市字余部下１１９０番地

税理士業務補助事務 会計経理関係の入力事務及び税務帳票
 作成事務

 
 
 

上原正夫税理士事
務所

技術補佐員（造修補
給所　艦船工作科）

 （１）艦船工作業務の補助業務
（２）艦船用天幕覆い等帆布の縫製業

 務
（３）艦船工作科各工場内外の整理、

 整頓、清掃等に関せする業務

京都府舞鶴市字上安４０番地２

薬剤師（阪神調剤薬
局　東舞鶴店）

院外処方箋に基づく調剤、及びそれに
 付帯する業務

薬局内事務・雑務

Ｉ＆Ｈ株式会社 兵庫県芦屋市大桝町１番１８号

医療事務員（森店）  医療事務全般
 　レセプトの入力、請求事務

　来客応対、受付（保険証、公費の確
 認）

 　入出金の処理、電話応対

内山薬品株式会社
（佐々木薬局）

京都府舞鶴市字浜５０６番地の２

医療事務員（西舞鶴
店）

 医療事務全般
 　レセプトの入力、請求事務

　来客応対、受付（保険証、公費の確
 認）

 　入出金の処理、電話応対

内山薬品株式会社
（佐々木薬局）

一般事務【西舞鶴】 日帰り手術対応の眼科クリニックにお
 ける一般事務全般

 

・来客対応、各種申請手続き等の総
 務・庶務業務

 医療法人秀仁会　
（さくら眼科クリ
ニック）

（就業場所：従業員数　26　人）

京都府舞鶴市字伊佐津１１２－１２

看護師・准看護師
（特定施設グラン
マーレせいほう）

特定施設ご利用者への看護サービスの
 提供

 　・お客様の体調管理
 　・食事介助、入浴介助、排泄介助
 　・外部医療機関、ご家族との連携

行政事務（産休代替
任期付職員）（舞鶴
市）

 ・一般事務（経理・契約関係事務）
 ・所内文書管理

 ・資料作成、印刷及び郵送
 ・データ入力

 ・所内庶務

国土交通省近畿地
方整備局

職業指導員（舞鶴）

（就業場所：従業員数　23　人）

就業場所:舞鶴市

普通自動車免許
AT

ＪＲ東舞鶴
（就業場所：従業員数　4　人）

就業場所:舞鶴市
ＪＲ東舞鶴

（就業場所：従業員数　6　人）

普通自動車免許
AT

就業場所:舞鶴市
ＪＲ西舞鶴

（就業場所：従業員数　6　人）

京都府舞鶴市字浜５０６番地の２

就業場所:舞鶴市
東舞鶴

（就業場所：従業員数　8　人）

普通自動車免許
AT就業場所は所在地に同じ

ＪＲ西舞鶴駅
（就業場所：従業員数　5　人）

ＪＲ西舞鶴

就業場所:舞鶴市
ＪＲ線　西舞鶴

薬剤師
就業場所:舞鶴市

ＪＲ　東舞鶴
（就業場所：従業員数　14　人）

西舞鶴

京都府舞鶴市字引土小字湯ノ口６０番
地の１

兵庫県神戸市中央区海岸通２９　神戸
地方合同庁舎

（就業場所：従業員数　25　人）

京都府舞鶴市和田中田　１０５５－１

看護師、准看護
師

看護助手【西舞鶴】 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） 就業場所:舞鶴市

ＪＲ西舞鶴
（就業場所：従業員数　26　人）

薬剤師

総務・運営サポート
スタッフ【舞鶴】

求人者名

 処方箋及び医薬品等販売
 

　※応募にはハローワークの紹介状が
必要です※

内山薬品株式会社
（佐々木薬局）

京都府舞鶴市字伊佐津１１２－１２

京都府舞鶴市字浜５０６番地の２

就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　59　人）

【精神・身体・知的障害者への職業指
 導・支援業務】

 

＊農産物の生産（しいたけ栽培・落花
 生・花や野菜の苗栽培など）

株式会社　ウェル
アグリ

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

【福祉事業所での総務事務・事務所運
 営サポート業務】

 

＊事業所内での事務作業、利用者さ
 ん、スタッフの勤怠管理

　請求システムなどへの入力、管理業

株式会社　ウェル
アグリ

京都府舞鶴市字引土小字湯ノ口６０番
地の１

就業場所は所在地に同じ
西舞鶴

（就業場所：従業員数　25　人）

薬剤師

就業場所:舞鶴市
ＪＲ西舞鶴

（就業場所：従業員数　10　人）

就業場所:舞鶴市

社会医療法人社団
正峰会

洋服の販売員 ・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

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
ＪＲ西舞鶴

（就業場所：従業員数　7　人）
営業（ルートセール
ス）

電気工事業者（固定得意先）への電設
 資材・照明・空調・

情報機器類の営業（ルートセールス及
 び商品納入

（固定得意先…舞鶴、福知山、福井県

ニシムラ　株式会
社

京都府京都市南区上鳥羽角田町３２番
地

普通自動車免許
就業場所:舞鶴市

ＪＲ　西舞鶴
（就業場所：従業員数　8　人）

営業（舞鶴営業所） 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

℡ 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。

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。

正社員（1人） 27010-31148521

月給 (1)9時00分～17時45分
211,128円

～
（年齢：　29歳以下　） 247,961円

正社員（1人） 27010-31149421

月給 (1)8時45分～17時45分
210,400円

～
（年齢：　30歳以下　） 247,800円

正社員（1人） 26060- 2517421

月給 (1)8時30分～17時15分
147,900円 (2)7時30分～16時15分

～ (3)10時15分～19時00分
（年齢：　18歳～45歳　） 147,900円

正社員（1人） 26060- 2542321

月給 (1)9時00分～18時00分
200,000円 (2)10時00分～18時00分

～ (3)10時00分～19時00分
（年齢：　不問　） 200,000円

正社員（3人） 26060- 2557521

月給 (1)9時00分～18時00分
190,000円 (2)11時00分～20時00分

～
（年齢：　不問　） 200,000円 又は9時00分～20時00分の

正社員以外（3人） 26060- 2532521 間の8時間

月給 (1)9時00分～18時00分
190,000円 (2)10時00分～18時00分

～ (3)10時00分～19時00分
（年齢：　不問　） 200,000円

正社員（5人） 26060- 2531221

時給
165,120円

～
（年齢：　不問　） 172,000円 又は9時00分～22時00分の

正社員以外（1人） 26060- 2495321 間の8時間程度

日給 (1)8時30分～17時30分
180,000円

～
（年齢：　不問　） 300,000円

正社員（2人） 26060- 2500321

時給 (1)8時00分～17時00分
190,575円

～
（年齢：　不問　） 190,575円
正社員以外（1人） 26060- 2544921

時給 (1)8時00分～17時00分
173,250円

～
（年齢：　不問　） 173,250円
正社員以外（1人） 26060- 2545121

月給 (1)17時00分～2時10分
211,200円

～
（年齢：　18歳～45歳　） 400,000円

正社員（1人） 21060- 2806021

月給 (1)8時00分～17時00分
230,000円

～
（年齢：　64歳以下　） 350,000円

正社員（1人） 26071- 1407021
トレーラー運転手 ＣＥＦロジ株式会 京都府舞鶴市下安久１０３１

月給 (1)8時00分～17時00分
350,000円

～ 就業場所:舞鶴市
（年齢：　75歳以下　） 450,000円

正社員（2人） 26060- 2511121

 などへ訪問し各種フードサービス機器 （就業場所：従業員数　7　人）
技術サービス職（舞
鶴営業所）

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　7　人）
ルート営業（病院営
業）

病院やクリニックに向けて医療機器や
 必要とされる商品提案し、販売する業

 務です。
 ※未経験者の方が殆どですので、専門

 知識は必要ありません。

株式会社　三笑堂
舞鶴支店

京都府舞鶴市溝尻町３９－１番地

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　27　人）

看護助手 療養病棟において、看護師の指示のも
と、食事や整容、排泄など入院患者さ
んの日常生活援助を行っていただきま

 す（夜間勤務あり）
 

市立舞鶴市民病院 京都府舞鶴市字倉谷１３５０－１１

就業場所は所在地に同じ

（就業場所：従業員数　100　人）
美容師（スタイリス
ト）

 ・美容業務全般（スタイリスト）
　カット、パーマ、トリートメント等

 をしていただきます。
 
 

株式会社　Ｌｕｘ
ｔｚ

京都府舞鶴市森町１９－１　パルフレ
ア２Ｆ

美容師
就業場所は所在地に同じ

ＪＲ東舞鶴
（就業場所：従業員数　6　人）

エステティシャン
（オープニングス
タッフ）

 ＊エステ、脱毛技術全般
 

・お客様へのおもてなし（お茶出し
 等）

 ・受付業務

株式会社　Ｌｕｘ
ｔｚ

京都府舞鶴市森町１９－１　パルフレ
ア２Ｆ

就業場所:舞鶴市
東舞鶴

（就業場所：従業員数　2　人）
美容師補助  ＊美容技術全般

 

・ヘアー＆メイク業務助手（美容師技
 術補助、店内清掃）

 ・シャンプー、マッサージ

株式会社　Ｌｕｘ
ｔｚ

京都府舞鶴市森町１９－１　パルフレ
ア２Ｆ

就業場所は所在地に同じ
ＪＲ東舞鶴

（就業場所：従業員数　6　人）
レストラン調理 ◎農村レストランふるるのキッチンス

 タッフ
 　

 ・和食、洋食の調理
 ・繁忙時間　１１：００～１３：００

株式会社　農業法
人　ふるる

京都府舞鶴市字瀬崎６０番地

普通自動車免許
AT就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　9　人）
機械工  機器分解作業

 ・主に空調関係のメンテナンス
 ・発電所内でファンモーター分解

 ・手入れ計測、運転確認まで
 

有限会社　八起工
業

京都府舞鶴市字行永２５７７

就業場所:舞鶴市
東舞鶴

（就業場所：従業員数　5　人）
検査・検品・梱包 ・プラスチック食品容器の検査、検品

 梱包業務全般
 ・機械オペレーター業務

 ・入出庫作業　
 

株式会社　ヨコタ
京都

京都府舞鶴市喜多小字仲田６０７

就業場所:舞鶴市
ＪＲ西舞鶴

（就業場所：従業員数　15　人）
検査・検品・梱包 プラスチック食品容器の検査、検品梱

 包業務全般
 

　＊検査は容器のよごれ異物等の
 チェックをして頂きます。

株式会社　ヨコタ
京都

京都府舞鶴市喜多小字仲田６０７

就業場所:舞鶴市
ＪＲ西舞鶴

（就業場所：従業員数　15　人）
大型路線定期運行運
転手（舞鶴営業所）
【トライアル併用】

大型トラックに乗務して、セイノーグ
 ループ店舗間の長距離輸送を行ってい

ただきます。荷物は主に企業用の商品
 や書類、部品、材料などで、年間を通

 じ物量は安定しています。

濃飛西濃運輸　株
式会社

岐阜県関市池田町１

大型自動車免許
就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　7　人）

トレーラートラックの運転手及び荷役
 作業

○当社関連会社の運搬・運送業務に従
 事していただきます。

 ・農業資材（土・砂・貝殻等）の運搬 （就業場所：従業員数　10　人）

大型自動車免
許、牽引免許

トラック運転手（２
ｔ～４ｔ）【舞鶴】

　２～４トントラックにて企業・店
 舗・個人宅への

　配送・集荷をおこなっていただきま
 す。

 　

河嶋運送　株式会
社

京都府宮津市字須津１６０８

準中型自動車免
許就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　25　人）


