
1/23～1/27の間に受理した求人です。

1月30日発行

職種
年齢

雇用形態・採用人数

月給 (1)8時30分～19時00分
200,000円 (2)8時30分～13時00分

～
（年齢：　59歳以下　） 250,000円

正社員（1人） 26060-  403531

月給 (1)9時00分～18時00分
166,496円

～
（年齢：　不問　） 169,936円
正社員以外（1人） 26060-  378631

月給 (1)10時00分～19時00分
168,000円

～
（年齢：　45歳以下　） 275,000円

正社員（1人） 26060-  386931

月給 (1)8時30分～16時30分
150,000円

～
（年齢：　不問　） 180,000円
正社員以外（1人） 26060-  380231

月給 (1)8時30分～16時30分
162,000円

～
（年齢：　35歳以下　） 219,000円

正社員（1人） 26060-  381531

月給 (1)8時30分～17時15分
175,900円

～
（年齢：　64歳以下　） 195,900円

正社員（1人） 26060-  421431

月給 (1)8時30分～17時15分
175,900円 (2)9時45分～18時30分

～ (3)9時15分～18時00分
（年齢：　59歳以下　） 195,900円

正社員（1人） 26060-  422731

月給 (1)10時00分～19時00分
214,808円

～
（年齢：　59歳以下　） 344,727円

正社員（2人） 26060-  388031

月給 (1)8時30分～17時00分
180,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 300,000円

正社員（1人） 26060-  418131

月給 (1)8時00分～17時00分
201,400円 (2)10時00分～19時00分

～ (3)16時30分～9時30分
（年齢：　18歳～59歳　） 288,100円

正社員（1人） 26060-  407631

月給 (1)6時30分～15時30分
184,400円 (2)7時30分～16時30分

～ (3)10時00分～19時00分
（年齢：　18歳～59歳　） 237,000円

正社員（1人） 26060-  406331

月給 (1)8時30分～19時00分
160,000円 (2)8時30分～13時00分

～
（年齢：　45歳以下　） 180,000円

正社員（1人） 26060-  402231

月給
200,000円

～
（年齢：　64歳以下　） 280,000円 又は9時00分～22時00分の

正社員（1人） 26060-  377331 間の8時間程度

月給 (1)8時30分～17時30分
201,000円

～
（年齢：　不問　） 201,000円
正社員以外（1人） 26060-  404431

月給 (1)8時00分～17時00分
199,680円

～
（年齢：　59歳以下　） 299,520円

正社員（1人） 26060-  374531

月給 (1)10時00分～19時00分
208,906円

～
（年齢：　59歳以下　） 345,227円

正社員（1人） 26060-  387131

月給 (1)8時30分～17時00分
180,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 300,000円

正社員（1人） 26060-  419031

月給 (1)8時00分～17時00分
286,000円

～
（年齢：　不問　） 352,000円
正社員以外（5人） 26060-  405731

鉄工 工場内での金属の切断・取付・溶接・
仕上をしていただきます。
＊未経験の方は丁寧に指導します。安
心してご応募下さい


株式会社　和弘商
会

京都府舞鶴市字長浜９１７

就業場所は所在地に同じ
東舞鶴

（就業場所：従業員数　6　人）

営業（担当エリアの
営業・顧客担当者）

舞鶴市内を中心にご家庭や店舗・工場
等のお客様を担当いただきます。仕事
内容は、お客様先の点検、ガスの開閉
栓、ガス器具の取替。容器の配送など
重い荷物の配達はありません。また未

丹後瓦斯（ガス）
株式会社

京都府舞鶴市字森大田野４９３番地

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　33　人）

発電所構内での交通
誘導

・舞鶴火力発電所構内におけるトラッ
クの交通誘導の業務をしていただきま
す。
・その他作業場での立ち合い作業や付
随作業もあります。

株式会社　ホリグ
チ

京都府舞鶴市字中田４５０番地

普通自動車免許
AT就業場所:舞鶴市

ＪＲ東舞鶴
（就業場所：従業員数　15　人）

介護事務 ・レセプト、資料作成
・来客・電話対応
・その他付随作業
＊お仕事に慣れるまで、先輩スタッフ
が親切丁寧にフォローしますのでご安

医療法人医誠会　
介護老人保健施設
エスペラル東舞鶴

京都府舞鶴市字大波下小字前田７６
５ー１６

就業場所は所在地に同じ
東舞鶴

（就業場所：従業員数　108　人）
ショールーム販売ス
タッフ

ホンダカーズショールームでの販売の
お仕事です。お客様のご要望をお伺い
しながら、お客様にとっての一台をご
提案します。その他、お車を展示して
頂いたり、ＰＯＰを作成して頂いたり

株式会社　舞鶴ホ
ンダ

京都府舞鶴市字下福井８８２－２０

普通自動車免許
AT就業場所は所在地に同じ

四所
（就業場所：従業員数　17　人）

施設内にて事務職員として勤務して頂
きます。
・各種書類作成・事務手続き・シフト
管理
・物品の管理・電話、コールの対応

現業事務 ・舞鶴港に寄港する船舶の入出港手続
き及び付帯業務
・官公庁等に提出する書類の作成
・寄港した船舶の作業調整業務他
・業務繁忙時には荷役作業に従事する

京都府舞鶴市字大波下小字前田７６５
番１６

東舞鶴

病棟クラーク

（就業場所：従業員数　180　人）

就業場所は所在地に同じ

医療法人　医誠会

東舞鶴医誠会病院

（就業場所：従業員数　73　人）

普通自動車免許
AT

普通自動車免許

四所
（就業場所：従業員数　17　人）

飯野港運　株式会
社

就業場所は所在地に同じ
西舞鶴

就業場所は所在地に同じ
西舞鶴

（就業場所：従業員数　73　人）
京都府舞鶴市字松陰１８－７

普通自動車免許
AT

就業場所は所在地に同じ

京都府舞鶴市字瀬崎６０番地

京都府舞鶴市字下福井８８２－２０

一般事務 ・主に貿易に関する業務
・輸出入書類作成、通関業務の補助
・船会社システムへの入力、電話、
メール対応
・請求書作成及び付帯業務

総務事務

東舞鶴
（就業場所：従業員数　18　人）

ホンダショールーム
受付スタッフ（舞鶴
市）

・電話対応
・その他一般事務

　　　◆◆◆　急募　◆◆◆


株式会社　農業法
人　ふるる

ショールームにご来店いただいたお客
様へ
お茶出しや簡単な説明等の受付業務を
していただきます！その他、見積書や
請求書の発行、精算作業等。＊未経験

株式会社　舞鶴ホ
ンダ

飯野港運　株式会
社

就業場所は所在地に同じ

京都府舞鶴市字松陰１８－７

必要資格

歯科衛生士

仕事内容 賃 金

歯科衛生士

求人者名 所在地・就業場所 就業時間

歯科衛生業務（スケーリング、ＰＭＴ
Ｃｅｔｃ）
・診療介助・手術介助
・カウンセリングなど
Ｈ２９年７月３日開院


堀澤歯科クリニッ
ク

京都府舞鶴市字浜１１４３－１１

就業場所は所在地に同じ
ＪＲ東舞鶴駅

（就業場所：従業員数　5　人）

介護職員（特養）※
正職員

特別養護老人ホームでの介護業務
ご利用者が安心、安全に生活できるよ
う介護や支援を行う仕事です。食事・
入浴・排せつ等日常生活の介助・支
援、快適な生活のための環境整備や介

社会福祉法人　安
寿会

京都府舞鶴市字上安小字吉口４８１番
地 介護福祉士、普

通自動車免許
AT就業場所は所在地に同じ

西舞鶴
（就業場所：従業員数　84　人）

グループホーム介護
職員

認知症対応型共同生活介護事業所にお
ける入居者の方への介護サービスの提
供全般に従事して頂きます。
・身体介護（食事介助、入浴介助、排
泄介助）・生活援助（買い物、調理、

社会医療法人社団
正峰会

京都府舞鶴市和田中田　１０５５－１
介護福祉士、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　14　人）

レストラン調理 ◎農村レストランふるる、エムズデリ
のキッチンスタッフ
・和食、洋食の調理
・繁忙時間　１１：００～１３：００
※土、日、祝日の勤務が可能な方＊

株式会社　農業法
人　ふるる

京都府舞鶴市字瀬崎６０番地

調理師、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　14　人）

歯科助手 ◇受付業務
・診察受付、予約受付、電話応対、会
計業務・カルテの作成、管理・簡単な
パソコン入力業務（数字や書類作成で
の文字入力程度）◇歯科助手業務

堀澤歯科クリニッ
ク

京都府舞鶴市字浜１１４３－１１

就業場所は所在地に同じ
ＪＲ東舞鶴駅

（就業場所：従業員数　5　人）

設備のメンテナンス
（短期アルバイト）
※未経験可

舞鶴火力発電所構内での設備のメンテ
ナンス作業として主に設備の点検・手
入れ他業務に従事していただきます。
雇用期間は１月２５日～５月３１日ま
での４ヶ月間でアルバイトとなりま

ヤマキ建鉄　株式
会社

京都府舞鶴市大字鹿原小字杉の木７７
７－４

就業場所:舞鶴市

（就業場所：従業員数　2　人）

自動車整備士 自動車の車検、点検、検査を行う。
＊サービスメカニックの環境づくりに
本気で取り組んでいます！！＊検査員
の方も大募集です！＊経験者優遇いた
します。

株式会社　舞鶴ホ
ンダ

京都府舞鶴市字下福井８８２－２０

中型自動車免許
就業場所:舞鶴市

四所
（就業場所：従業員数　17　人）

配管・工事 ・ガス機器設置工事、修理、メーター
交換、大型物件工事
・工事―道路埋設管、内管、配管、調
整器交換　
・保安点検、ガス管損傷等の緊急時対

丹後瓦斯（ガス）
株式会社

京都府舞鶴市字森大田野４９３番地

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　33　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。


