
11/21～11/25の間に受理した求人です。

11月28日発行

職種
年齢

雇用形態・採用人数

月給 (1)8時00分～17時00分
170,000円

～
（年齢：　不問　） 170,000円
正社員以外（1人） 26060- 4791521

月給 (1)8時00分～17時00分
230,000円

～
（年齢：　61歳以下　） 260,000円

正社員（1人） 27060-37640921

月給 (1)8時50分～18時50分
245,000円 (2)8時50分～18時10分

～ (3)8時20分～18時10分
（年齢：　59歳以下　） 300,000円

正社員（1人） 26060- 4780721

月給 (1)8時50分～18時00分
200,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 235,000円

正社員（1人） 26060- 4763021

月給 (1)8時15分～17時15分
164,640円

～
（年齢：　不問　） 164,640円
正社員以外（1人） 13080-94132321

月給 (1)8時15分～17時15分
164,640円

～
（年齢：　不問　） 164,640円
正社員以外（1人） 13080-94207121

月給 (1)8時30分～19時30分
180,000円 (2)8時30分～16時30分

～ (3)8時30分～14時00分
（年齢：　40歳以下　） 251,000円

正社員（1人） 28040-17303821

月給 (1)8時30分～17時30分
212,160円

～
（年齢：　不問　） 212,160円

有期雇用派遣労働者（1人） 25060-13054321

月給 (1)8時30分～17時00分
160,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 200,000円

正社員（1人） 26060- 4783521

月給 (1)8時00分～17時00分
165,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 200,000円

正社員（1人） 26060- 4770121

月給
167,000円

～
（年齢：　不問　） 250,000円 又は8時00分～20時00分の

正社員以外（1人） 32040- 5392621 間の8時間程度

月給 (1)9時00分～18時00分
193,000円

～
（年齢：　64歳以下　） 218,000円

正社員（1人） 26060- 4760621

月給 (1)14時45分～23時00分
180,000円

～
（年齢：　18歳～45歳　） 200,000円

正社員（1人） 26060- 4778621

月給 (1)8時30分～17時00分
173,600円

～
（年齢：　64歳以下　） 200,000円

正社員（1人） 26060- 4772721

月給
165,360円

～
（年齢：　不問　） 165,360円 又は7時00分～19時00分の

正社員以外（1人） 26060- 4750521 間の8時間程度
電気工事士 京都府舞鶴市安岡町３１番地

月給 (1)8時30分～17時30分
200,000円

～ 就業場所は所在地に同じ
（年齢：　64歳以下　） 260,000円

正社員（1人） 26060- 4768421 （就業場所：従業員数　11　人）

有限会社　カネウ
ラ工業

原子力発電所（高浜、大飯）内の電
気、計装、配管、溶接、その他の工事
一式
＊会社に集合し、現場へ自動車乗り合
わせで向かいます。業務終了後も会社

送迎運転手（舞鶴正
峰会クリニック）

透析患者様、外来患者様のご自宅や施
設からクリニックへの送迎を担って頂
きます。
※ハイエース、キャラバンクラスまで
の車両の運転※車両の清掃※歩行困難

医療法人　舞鶴正
峰会クリニック

京都府舞鶴市字引土１９－５

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　13　人）

ＪＲ松尾寺

普通自動車免許
ＡＴ

アパレルＣＡＤ／Ｃ
ＡＭオペレーター

縫製工場でのＣＡＤ／ＣＡＭオペレー
ター
ＣＡＤソフトを使用しＰＣで服の型紙
パーツを効率よく並べます。ＣＡＭを
操作し、生地を服の型に裁断します。

福井センイ　有限
会社

京都府舞鶴市字上安久６４０－６

就業場所:舞鶴市
西舞鶴

（就業場所：従業員数　25　人）

フロント・事務 ・主にカウンター内でのチェックイン
業務。・他にチェックアウト業務。・
電話応対。・伝票整理等の事務。《
急　募　》

株式会社　青葉 京都府舞鶴市字溝尻１４４－１　ポー
トシャインホテル

就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　21　人）

訪問入浴介護職員 看護師１名と介護職員２名で、主に寝
たきりの利用者様のお宅へライトバン
ＡＴ車にて訪問し、特殊な浴槽にて入
浴介助を行います。・訪問入浴業務
（１日平均４～５件・エリア：舞鶴市

株式会社　にっぷ
く

京都府舞鶴市字平野屋１９番地

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　20　人）

販売・管理（ジュン
テンドー西舞鶴モー
ル店：契約社員）

◆◆　急　募！　◆◆
商品の販売、管理等の業務に従事して
いただきます。例えば
・ホームセンターでの勤務経験がある
方

株式会社ジュンテ
ンドー

島根県益田市遠田町２１７９番地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　58　人）

株式会社　ピープ
ル

就業場所:舞鶴市
ＪＲ　東舞鶴

京都府舞鶴市字小倉小字大崎８０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　8　人）

一般事務 ・商品の発注作業
・パソコンにて見積書等作成
・電話応対、来客対応
・官公庁へ書類の提出（社用車使用）
等

株式会社西村住建
商事

京都府舞鶴市字森小字ムシウ２２５

普通自動車免許
ＡＴ就業場所は所在地に同じ

（就業場所：従業員数　25　人）

経理事務 ・経理全般（仕訳入力、現金・預金管
理、支払い処理、給与計算）、書類作
成、各種申請手続き等、請求書発行・
電話対応、来客対応・銀行などへの外
回り（ＡＴ車）等

松本電業　株式会
社

金融機関での窓口業
務（舞鶴）

金融機関にて窓口業務、その他付随業
務をお任せします。（主に入出金・口
座開設・定期預金・諸届・振込等に係
る事務処理や、接客対応、電話対応、
庶務など）社員さんが丁寧に教えてく

滋賀県草津市大路１丁目１－１エル
ティ草津３Ｆ

（就業場所：従業員数　0　人）

必要資格

普通自動車免許
ＡＴ

仕事内容 賃 金

電話受付を含む総合
事務職

求人者名 所在地・就業場所 就業時間

■今回の募集内容■
●関連会社・請求書作成・作業伝票の
打ち込み・各作業リストのチェックな
どの総合事務職（給与締めは含まれて
いません）


有限会社　アクセ
ス

京都府舞鶴市字倉谷小字向ノ丁４０３
番地の４

就業場所:舞鶴市
ＪＲ西舞鶴

（就業場所：従業員数　4　人）
大阪府吹田市豊津町４０－３８

京都府舞鶴市字大内３６番地

就業場所:舞鶴市

調剤薬局事務（阪神
調剤薬局　東舞鶴
店）

・処方せんを持って来客される患者さ
まの受付・接客
・処方せんの入力・データ管理
・調剤補助業務（薬剤師の指示によ
る）

一般事務／舞鶴年金
事務所【特定業務契
約職員】

（就業場所：従業員数　42　人）

就業場所:舞鶴市

日本年金機構

（就業場所：従業員数　15　人）

就業場所:舞鶴市
ＪＲ「東舞鶴」

（就業場所：従業員数　42　人）

社労士事務所での営
業職

業務拡大に伴い中小企業をサポートす
る社労士業務スタッフを募集していま
す。飛び込み営業はありません。▽
主な業務　▽
・既存クライアントへの営業活動

造船構内における安
全担当・仕入業務

ＪＲ舞鶴線　東舞鶴
（就業場所：従業員数　3　人）

歯科衛生士

造船構内での作業中の安全管理
作業に必要な材料の仕入れ業務
その他造船業務に係る付随作業

日本冷熱工産　株
式会社

◎歯周治療・予防処置
・保健指導
・オフィスホワイトニング・ホームホ
ワイトニング・インプ　ラントの準備
・歯垢や歯石除去・歯磨き指導などの

くまがい　歯科
クリニック

Ａ社会保険労務士
法人

京都府舞鶴市字伊佐津４７４－３

公的年金業務において、ＰＣ入力、書
類確認・整理、電話・窓口対応等を行
う仕事です。具体的には次のいずれか
に関する業務をお願いします。＊社会
保険届出の受付、審査、入力等

Ｉ＆Ｈ株式会社

一般事務／舞鶴年金
事務所【特定業務契
約職員】

公的年金業務において、ＰＣ入力、書
類確認・整理、電話・窓口対応等を行
う仕事です。具体的には次のいずれか
に関する業務をお願いします。＊社会
保険届出の受付、審査、入力等

普通自動車免許
ＡＴ

歯科衛生士

西舞鶴
（就業場所：従業員数　6　人）

日本年金機構

就業場所:舞鶴市
ＪＲ舞鶴線北近畿タンゴ鉄道「西舞鶴」

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　11　人）

東京都杉並区高井戸西３丁目５番２４
号

普通自動車免許
ＡＴ

就業場所:舞鶴市

東京都杉並区高井戸西３丁目５番２４
号

普通自動車免許
ＡＴ

ＪＲ舞鶴線北近畿タンゴ鉄道「西舞鶴」

兵庫県芦屋市大桝町１番１８号

℡ 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。


