求人広告情報誌ウインズ

2022.1.9 vol.746

求人

【新聞 ( 朝刊折込 ) 配布エリア】三田市全域・神戸市北区
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新聞を購読されていないご家庭の皆さまにも、弊社折込
エリア内でウインズの誌面をお届けする事になりました
三木市吉川町

パ

パア

西宮市山口町

神戸市北区

店内スタッフ募集
平日

接客・商品陳列・レジ等

◎まずは簡単な事からスタート♪

時給/1,050円〜

7：00〜 8 ：00
19：00〜20：00

時給/950円〜

8：00〜19：00

日・祝

時給/1,150円〜

時給/1,050円〜

勤務 / 7：00〜20：00 の間で応相談
昇給有 !!
☆1 日 3h〜、週 2〜3 日でも OK
待遇 / 交通費規定支給、エプロン貸与、車通勤可
応募 / まずはお気軽にお電話ください

（研修期間有）

夕方からの勤務・土日入れる方歓迎♪

マイクロバス運転手 利用者さまの送迎業務です
☆主に三木市内、及び県内・県外も有
ワークマン 西宮山口店
勤務地 / 三木市吉川支所
日給/8,000 円
078-904-4211 ( 担当 / 採用係） ☆阪急バス「丸山下」徒歩約 5 分
（神姫バス吉川庁舎前すぐ）
※別途通信手当有
T V・SNSで話題の

勤務 /7：30〜18：00（休憩 1h）※9h 拘束、9h を超える場合は残業代支給
休日 /シフト制、年末年始・夏期休暇有 待遇 / 交通費実費支給、車通勤可
※試用期間 1 ヶ月有（同条件）
資格 / 中型免許（限定解除）、又は大型免許
応募 /まずはお電話ください。面接時履歴書（写貼）、免許証ご持参ください。

株式会社スペースアイ 関西支店
パ ア

「ほか弁」
でお馴染み！
！温かいお弁当でお客様を笑顔に♪

①店内スタッフ（レジ・接客できる方）
②調理補助（未経験 OK!! 簡単な調理です♪）
時給/ 950 円〜
主婦さん歓迎♪
年齢不問 !!
勤務 /10：00〜14：00、
17：00〜22：00
WワークOK!!
★曜日・時間相談 OK!! 大学生活躍中♪
待遇 / 交通費規定支給、
エプロン貸与、車通勤可
応募 / まずはお気軽にお電話ください。

丹波篠山市東吹330-3
神戸市北区

時給/ 950 円〜

勤務地 / 各地ゴルフ場（キングスロード GC、
三田レークサイド CC 他多数）
勤務 / 勤務場所による
資格 / 普通自動車免許（AT 限定可）

②各現場清掃

営業時間
9：00〜22：00

正

勤務地 / 西宮市山口町阪神流通センター
勤務 / 8：00〜12：00 ☆週 5 勤務できる方歓迎♪

資格 / 介護関係の資格必要（無資格の場合は要相談）
勤務 /7：30〜21：00 の内実働 8h、+ 夜勤有
休日 / 月 8 日、+ 有給休暇
パート介護士
待遇 / 昇給有、賞与有（業績による、年 2 回予定）、
同時募集
交通費規定支給、各種保険有、車通勤可
応募 / お気軽にお電話の上、
面接時履歴書（写貼）ご持参ください。

くらく園

神鉄
「有馬温泉」
駅から徒歩約10分

ア

長期・安定♪ 男女活躍中♪
仕事量は年間通して安定してます。

交通誘導警備
日給/ 8,000 円〜

年令・経験不問

急募

有資格者優遇 ※試用期間 3カ月 日給 / 7,500 円
☆平日のみ・土日のみ OK♪ 週 2 日〜相談可♪

勤務 /8：00〜17：00( 休憩有 )
先輩と 2 人 1 組の勤務で未経験でも安心
待遇 / 社会保険完備、制服貸与、寮有り
各種手当有り、車・バイク通勤可
応募 / お気軽にお電話ください

①看護補助

◎ケアスタッフ☆パートも可

月給/ 190,000円

日勤のみ希望の方も大歓迎♪

※夜勤4回、諸手当含む

勤務 /9：00〜17：00、
11：00〜19：00、
16：50〜9：20シフト制
（休憩有）

②正 看 護 師

☆ブランクある方 O K☆パートも可

月給/ 266,000円〜

日勤のみ希望の方も大歓迎♪

◎経験により加算有 ※夜勤4回、諸手当含む
勤務 / 9：00〜17：00（夜勤 16：50〜翌 9：20）
（休憩有）

③准 看 護 師

充実手当

【正社員】月給/ 250,000 円〜

☆ガソリン代として 20,000 円 / 月支給
☆夏季・冬季 賞与支給
勤務 /7：30〜20：00 の間でケア時間月 120h〜140h 程度
◎シフト制

勤務地 / 三田・北区・西北・吉川 他多数有
待遇 / 各種社会保険完備、交通費支給、夏季・冬季手当支給
（パートは最低 5,000 円保障有）、車通勤可

079-558-8282（採用担当/尾崎）

三田市天神3丁目25-22-107

④調理 師 ☆経験のない調理補助さんも募集中
月給/ 167,500円〜 ※諸手当含む

離職率の
勤務 / 9：00〜17：00、6：00〜14：00、
10：30〜18：30 のシフト制（休憩有） 低い職場
です♪
☆勤務時間応相談

☆新卒・第 2 新卒歓迎☆パートも可

月給/ 242,000円〜

日勤のみ希望の方も大歓迎♪

待遇 / 昇給年1、
賞与年2（前年実績4.0カ月+期末手当30,000円）
、
年度末手当、
年 2 回慰安旅行有
（春・秋）
、
交通費規定支給、
資格手当有、
車・バイク通勤可、
院外研修関係費用支援制度有
休日/ 月8 日の公休
（シフト制）
、
夏・冬休暇有※年間休日 105 日
応募 / まずはお気軽にお電話ください。
詳細についてはご相談ください。

◎経験により加算有 ※夜勤4回、諸手当含む
勤務 / 9：00〜17：00（夜勤 16：50〜翌 9：20）
（休憩有）

充実の待遇

給与は当法人規定により優遇♪
定年の 65 才まで定期昇給が
許可病棟数/200床
あります（定年延長制度有）
医療法人山西会
（認知症治療病棟/59床含）
60 才以上の方も歓迎♪
幅広い世代が活躍中♪
（代）
〒669-1357 三田市東本庄2017番地
（神戸三田ICより車で約15分） 残業代はきっちり支給！

三田西病院
079-568-0025

J R 三田駅
より

送迎有

正パ

期間 /2021 年 11 月〜2022 年 12 月まで

【パート】時給/ 930 円〜
引越・就職・転勤 などで不要になった
お車がございましたらすぐにご連絡ください。 勤務 / 週 10〜30 時間程度で相談
引取りにお伺いします!!
②視能訓練士

高価買取
もできます !

カーコンビニ倶楽部
中国自動車道
「西宮北
I.C」
より5 分
北神三田
各種新車・中古車販売、
整備・板金・塗装

【正職員】月給/ 201,000 円〜
勤務 / 週 40 時間

無料

引取り、その他、

定休日 / 水曜日

③准看護師

◆デイサービスセンター和（なごみ）所属

【パート】時給/ 1,400 円〜
勤務 / 週 10〜30 時間程度で相談

④送迎ドライバー
【パート】時給/ 1,200 円〜
勤務 /ⓐ8：45〜10：15
ⓑ16：00〜17：30
☆月〜土（祝含む）

◆経験及び前職の給与考慮します!!
◆アットホームな職場です♪
◆JR・神鉄「三田」駅より徒歩約 10 分♪通勤便利♪
◆見学だけでもお気軽にどうぞ♪

低年式車、
ディーゼル車
トラック等も大歓迎。

神戸市北区有野中町2丁目13番5号

☆土日祝手当 500 円 /1ケア
有り!
☆移動支援時食事手当（食事代の 50%）
☆移動手当（ケアとケアの間 45 分までの場合）15 分ごとに 250 円

正パ

産休・育休代替職員

手続費用も

勤務 / 7：30〜20：00 の間で 1 日 1h〜 ◎週 1 日〜OK
資格 / ヘルパー 2 級以上

訪問介護事業所りかおん
りかおん居宅介護支援事業所

〈受付 1/11（火）
〜（土日祝除く）〉

①健康管理センター事務

神戸市北区

078-982-3003

訪問介護ヘルパー ☆要ヘルパー2級以上
【パート】時給/ 1,400 円〜

デイケアセンター業務拡大のため、大募集！
！ブランクある方もお気軽にご応募ください♪

西宮市甲陽園西山町5-5

引き取り料・抹消料など一切無料です！

三田市

あなたのご都合に合わせて、柔軟にシフト対応します!

福利厚生の充実待遇、年1回リフレッシュ休暇あり
（5日間手当支給）
◎入社日、他どんな事でもご相談ください。

三田市

株式会社オーエスピー
0798-31-1900

廃車無料

無料の
昼食あり♪

神戸市北区有馬町1740-1 ザ グラン リゾート有馬内

共通事項

078-903-4343 ( 担当 / 濱本）

078-904-1661 (担当/藤田)

ご連絡をお待ちしています。
資格については一緒に考えていきましょう♪

三住管財株式会社

三田市

ご相談ください♪

浴室清掃のみでもOK♪

コロナ禍でお仕事を無くされた方、
ヘルパーのお仕事体験してみたい方、

ビルメンテナンス業

三田市横山町9-16

※処遇改善手当・夜勤手当 4 回含む
※介護福祉士資格給 +5,000 円

三田市・他

曜日応相談

079-563-7500 ( 担当/ 小林)

給与/ 205,000 円〜

神戸市北区有馬町204

女性活躍中

初心者の方も大歓迎!!
お仕事内容
相談に応じます♪
シフトはお気軽に

オークラハウジング 株式会社

待遇 / 制服貸与、交通費規定支給、屋内禁煙、
車・バイク通勤可
応募 / お気軽にお電話ください。
面接時 履歴書ご持参ください。

WワークOK!!温かい雰囲気の中でお仕事しませんか？

【正職員】介護職員募集

職種 / 客室、館内の清掃（男女）
勤務 /10：00〜15：00(休憩30分)
待遇 / 昇給有、有給休暇有、制服貸与、
交通費全額支給、車通勤可、
昼食支給（無料）
応募 / まずはお気軽にお電話ください。
面接随時行います。面接時
履歴書（写貼）
ご持参ください。

週3日程度

週3日〜

時給/ 950 円〜

クリーンスタッフ募集
時給/950 円〜

男性活躍中

男女活躍中

時給/ 950 円〜

③物流倉庫の日常清掃

JR
「篠山口」
駅から徒歩約10分

有馬温泉郷グループホーム

年令不問・W ワーク OK

﹇ 共通 ﹈

079-594-2722

パア

未経験から無理なく働けるおそうじワーク!!

勤務地 / 多数あり
勤務 / 面談時に応相談

篠山ファーカス店

（採用係）

神戸市北区・他

①ゴルフ場クラブハウスでの清掃

［面接場所］
神戸市中央区相生町4-5-7
丹波篠山市

西宮市山口町下山口5丁目12-9 ☆176号線沿い（コープこうべ西宮北店近く）

清掃スタッフ募集

078-335-5885（担当/黒田・向井）

ア

今話題のワークマンで働きませんか？ 素敵な職場です♪ 会員制リゾートホテルで、
ご一緒に働きませんか!!

079-564-5381 ( 担当 / 事務局 )

〒669-1531 三田市天神 1-2-15

⑤医療事務
【正職員】月給/ 160,000 円〜
勤務 / 週 40 時間程度で相談

［ 共通 ］
待遇 / 昇給年 1 回、賞与年 2 回、各種社保完備、
退職金制度有、交通費支給、保育室完備
※パートは別途
応募 /ご希望の職種、正職員かパートかを明記
の上、
履歴書 (写貼・免許コピー ) を
ご送付ください。
※提出いただきました履歴書等は、原則として
返却いたしません。また個人情報については
適正に管理し、選考以外の目的には使用 いたし
ませんのであらかじめご了承願います。
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パ

フレンドリーで笑い声が飛び交う職場です !!

要大型二種免許

応募 /まずはお気軽に
お電話ください

パア

車通勤OKでらくらく♪週2~3日なので無理なく働けます

清掃スタッフ 時給/ 1,000円

男女活躍中 !!
未経験者歓迎 !!

正

JAグループ クミアイ家庭薬配置員募集
試用期間中 給与/153,000 円〜203,000 円
☆試用期間終了後は 月収/250,000 円以上も可能

巡回エリア / 三田市・丹波篠山市 ☆近郊の方大歓迎 !!

内容 /JA 組合員宅を巡回し家庭薬の補充、代金の精算及び商品の紹介など
※要普通自動車免許 ☆自家用車両で巡回していただきます
☆わかりやすい研修があるから安心 !!
勤務 / 9：00〜17：00（80 分休憩有）
休日 /日曜、
祝日、
他
（土曜は会社カレンダーによる）
待遇 / 各社保完備、賞与有、車両運行費支給（規定）
（詳細は面談にて）
応募 /まずはお気軽にお電話ください。

JAグループのクミアイ家庭薬

働きながら健康の
知識が身に付きます♪

パア

アイリス
オーヤマ

ジャパン
メモリアル

三田
テクノパーク

三田西
インター前

ライオンズ

C.G.

舞鶴若狭
道

内容 / ①パック詰めラインでの資材充填、 女性活躍中♪
特別な
検品作業
②煮上がった大豆を釜から掻き出し、 知識・技術
不要 !!
ラインへセットする業務
勤務 / 8：30〜17：15
待遇 / 昇給有、賞与年 2 回、社会保険完備、
交通費全額支給、
車通勤可（ガソリン代支給 ※規定有）、
有給休暇有（時間有休も有）、制服貸与、工場内禁煙（喫煙場所有）
休日 / 4 勤 2 休のシフト制
応募 /まずはお電話ください。面接日程等ご連絡いたします。
☆土・日も受付中！お問合せだけでも OK！
☆勤務開始日はお気軽にご相談ください。

時給/ 930 円〜 950 円

0794-76-2101

株式会社 Mizkan
三木工場 チルド

〒673-1112 三木市吉川町畑枝395-1

エリア：神戸市北区・西宮市北部・三田市

朝6 時〜8 時・夜間1 8 時〜2 2 時は2 5 % 増
介護福祉士は手当＋50円/h

特別養護老人ホーム

079-590-3111

三田市

三田市テクノパーク
すぐ隣
三田西インター
よりすぐ

週1日〜OK
未経験者OK

B.時給/ 1,100 円〜1,400 円 +別途手当有

内容 /①介護請求・出勤簿入力・スケジュール・雑務等☆基本 PC 操作できる方
② A. 障がい者支援・訪問介護 B.ガイドヘルパー
（同行援護含む）
勤務 /① 9：30〜18：30 の中で要相談、※土日勤務も月に数日発生
② 6：00〜22：00の間で時間・曜日相談 OK、
フルタイム・直行直帰OK
待遇 / 賞与有、
交通費規定支給、
マイカー通勤可
資格 /② ヘルパー2級、
初任者研修修了
者以上
応募 /お気軽にお電話ください。

初めての
方も
大歓迎♪

シフトはお気軽にご相談ください♪

篠山すみれ園

ぱる
0120-710-078 (担当/採用係)
ヘルパーステーション

http://www.sasayama-sumire.com
sasayama-sumire@room.ocn.ne.jp

丹波篠山市今田町釜屋 35 番地

※詳細は面接時

☆朝8時〜10時・夕方15時〜19時勤務できる方大歓迎♪

車で JR「相野」駅より 5 分・
「新三田」駅から 18 分・テクノパークより 7 分

社会福祉法人すみれ福祉会

☆毎月 賞与有り

A.時給/ 1,200 円〜1,875 円 +別途手当有

★詳細は面接にて

西宮市山口町上山口1丁目10-29 株式会社 介援隊

正パ

チャレンジ！あなたの経験や知識が役立つ場所があります！ 福利厚生が充実して働きやすい環境です♪

①非常勤看護師
時給/ 1,650 円

☆4 名募集 要看護師免許

内容 / 外来での看護業務
勤務 / 8：30〜17：00 の間で 6hまたは 7.5h
（休憩有）
週 30h 勤務※応相談

勤務 / 8：30〜17：15（休憩有）

別途支給

【非常勤】時給/ 1,200 円

資格不問
未経験者歓迎

内容 / 看護師の補助業務
勤務 / 7：30〜19：00 の間で 6hまたは 7.5h
（休憩有）
週 30h 勤務※応相談

勤務 / 8：30〜15：00または 9：00〜15：30 の 6h（休憩有）

内容 / 入院患者の歯科予防処置及び歯科診療補助等
雇用期間 /ⓐR4.2.25〜R5.3.31 ⓑR4.5.2〜R5.5.31
※ⓐⓑどちらに応募されるか朱書きしてください。
選考方法 / 書類選考、筆記試験、面接
休日 / 土日祝、年末年始、年次有給休暇、病気休暇等
待遇 / 交通費規定支給、賞与有（週 30h 以上）、有給休暇、院内保育所有、
各種社保完備（週 20h 以上）、車通勤可、屋内禁煙
応募 / 下記住所宛、履歴書（写貼、学歴、職歴、健康状態、賞罰を明記の上）
ご送付ください。※①③は免許（写し）
も同封してください。
※応募書類送付時、封筒に希望職種を朱書きしてください。
例：歯科衛生士非常勤ⓐ希望
※随時受付 / 書類選考の上、面接日時お知らせします。

雇用期間 / 単年度毎の契約（更新の可能性有）
選考方法 / 書類選考、面接
休日 /シフト制、年次有給休暇、病気休暇等

独立行政法人国立病院機構

兵庫中央病院

079-563-2121（代表）

③歯科衛生士 ☆ⓐⓑ各 1 名募集 要歯科衛生士免許
【休業中代替職員】月給/ 208,200 円 ☆超過勤務手当、
通勤手当等

[Mail] 415-Jinji@mail.hosp.go.jp [URL] https://hyogochuo.hosp.go.jp

〒669-1592 三田市大原 1314「兵庫中央病院給与係 飯田宛」 神姫バス「中央病院前」バス停より徒歩1分
三田市

正パ

ただいま施設をリニューアル中! 1月移転に向けて職員大募集♪パート勤務希望の方、未経験の方もお気軽にお問合せください!
リハビリテーション専門職（訪問看護）
デイサービス機能訓練指導員

①リハビリスタッフ

内容 / 三田エリアでの訪問看護（リハ）業務をしていただきます

【正職員】給与/ 255,000 円 ※大卒・経験5年目の場合
【パート】時給/ 1,500 円〜2,000 円
（訪問業務は 2,000 円 /h）

駅チカで通勤便利♪事前見学 OK

①訪問看護ステーション スイッチオン三田

②理学療法士 ③作業療法士

内容 / ご利用者様のご自宅の様子まで含めた生活の評価、デイサービス
施設内での機能訓練・書類作成、ご利用者様の送迎業務（条件による）

【正職員】給与/ 255,000 円 ※大卒・経験 5 年目の場合

各種手当含む（資格手当、送迎手当※常時送迎に入る場合は月 4,400 円
不定期で送迎に入る場合は 1 回 100 円、時間外手当等）

【パート】時給/ 1,800 円
共通事項

株式会社Mizkan
三木工場 チルド

ミツカン

(担当/藤本)

②登録 ヘルパー 男女・シルバー・フリーター活躍中!

未経験者
歓迎♪

株式会社スイッチオンサービス

ミツカングループの納豆製造工場

（研修期間3カ月時給928円）☆週3〜4回、
介護事務経験者大歓迎

共通

全員に夏・冬 賞与あり♪
平日休みも取れるので、
プライベートも充実♪

C.G.

内容 / 施設内の定期巡回、非常口の施錠・開錠、
リネン・ゴミ出し等

①②共通

食卓でお馴染みのミツカン納豆工場での勤務です。
しっかり長期で働きたい方大歓迎♪

三田市内より車で 10 分
らくらく通勤できます !!
意外と近くて便利♪
駐車場完備！
！

丹波篠山市

②看護助手 ☆6 名程度募集
時給/ 1,090 円

神戸市西区玉津町居住 88 番（担当 / 丸山・大西）

平日・祝 時給/ 970 円
土・日のみ 時給/ 1,100 円

！
①介護事務 縁の下のチカラ持ち
人にやさしい事務職で活躍しませんか？
時給/ 950 円〜1,250 円 経験により優遇

とてもアットホームな職場です。40〜60代も活躍中♪

時給/ 940 円〜990 円

正社員募集 !! 未経験からでも活躍できます !

生産補助スタッフ

最寄駅/
JR
「相野」
駅

①管理宿直員

正パ ア

私たちは訪問介護で援助が必要な人に
毎日の楽しみを増やすことを仕事にしています。

勤務 /16：00〜20：30
☆週 2〜4 回程度で曜日相談に応じます
待遇 / 交通費規定支給
応募 / お気軽にお電話の上、履歴書（写貼）ご持参ください（担当 / 採用担当）

078-582-8750（採用係）（受付：平日9時〜17時）

三木市吉川町

西宮市山口町

長坂中学校

内容 / 配膳車の誘導・食後の食器類の洗浄等を
お願いします

［本社］神戸市北区谷上東町 1番 1号 谷上 SHビル 6F

078-924-9985

ジョイント
079-560-7118

［オクト事業部 神戸営業所］
神戸市北区東有野台5-4418-40

ココ

四ツ辻郵便局

②厨房補助職員

株式会社神鉄コミュニティサービス

協同薬品工業株式会社

けんたくん

病態食・高齢者食の宅配

「五社」
駅より
078-982-6717（担当/ヤマモト） 神鉄
車で約10分

※深夜勤務手当別途支給（深夜帯対応時）
勤務 /17：00〜翌 9：00
（実働 8h、22：00〜5：00 仮眠、休憩 1h）
☆週 1〜2 回（月 5~8 回程度）
で相談に応じます

■神戸電鉄グループ
（総合ビル管理、
マンション管理等）

三田市・丹波篠山市

イレブン

http://www.food-joint.com

三田市東本庄南2037-1 ( 担当 /タナカ )

本社/三木市吉川町豊岡1030

内容 / 工場内事務所等の清掃
勤務地 / 三田市テクノパーク
勤務 /7：30〜12：30（週平均 12.5h）
※週 2~3 日（勤務曜日はシフト表による）
休日 / 土日祝
待遇 / 制服貸与、有給休暇、
車・バイク通勤可
応募 /まずはお気軽にお電話ください

内容/電話応対、在庫管理や端末入力、 子育て中の方
伝票の作成・処理及び
活躍中♪
書類作成などの事務業務全般
学校行事など
勤務/ ⓐ 9：00〜16：00（休憩 45 分） 考慮します !!
ⓑ 10：00〜17：00（休憩 45 分）
休日/土・日・祝、週休二日制、年末年始他
待遇/賞与有、各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、
有給休暇有、正社員登用有、屋内禁煙
応募/お気軽にお電話の上、履歴書
（写貼）
ご持参ください。
メールでの応募可
（t-yamamoto@alinco.co.jp）

☆幹部候補社員も募集中！待遇等詳細は面接時にご相談します。

株式会社

0794-72-2077（担当/佐々木）

三田市

事務スタッフ 勤務時間・日数応相談♪
時給/ 930 円 エクセル、ワード基本操作可能な方

②作業スタッフ
【正社員】給与/ 180,000 円〜 220,000 円

内容 / 冷蔵冷凍庫内での冷凍弁当の梱包及びピッキング作業
勤務 /①9：00〜17：00 までの内 5h 程度（休憩有）※3 ヶ月更新
②8：30〜17：30（休憩有）
待遇 /［正］昇給有、賞与年 2 回、[ 共通 ] 雇用・労災保険、交通費規定支給、
屋内禁煙、車・バイク通勤可
休日 /①土、日、祝他は相談可②土、日、祝、年末年始、
四ツ辻交差点
夏季休暇、GW カレンダー通り
ふく整骨院
応募 / まずはお電話の上、履歴書（写貼）持参下さい。 セブン

パ

アットホームな雰囲気の働きやすい職場です♪

☆1 日 5h 程度（週 30h 未満）、時間帯は相談
扶養範囲内でも OK!

Ｒ176

勤務 /8：00〜21：00 の間で 6〜8h ※シフト制
☆週 3〜4 日
（会社指定日）
待遇 / 交通費規定支給（250 円 / 日）、車内禁煙

株式会社神戸北交通

神戸市北区

相野駅

送迎バスドライバー 時給/1,200円
■一般貸切旅客自動車運送事業

正

0120-450-688 【パート】時給/ 950 円〜

新聞を購読されていないご家庭の皆さまにも、弊社折込
エリア内でウインズの誌面をお届けする事になりました
三木市吉川町

三田市

30〜60代男女スタッフ活躍中!! 誰にでもできるカンタン作業です♪
①お弁当の梱包 及び ピッキング

勤務/（月〜土）
8：30〜17：30
（休憩有）
※パートは勤務時間相談OK、1日4h〜
休日/ 基本月 9 日、
シフト制
待遇/ 資格手当・送迎手当・時間外手当有、社保完備、年次昇給有、賞与有、
有休有、交通費規定支給、制服貸与、資格取得支援有、退職金制度有
応募 / まずはお気軽にお電話ください。

079-565-7500（担当 / 大嶋）

三田市南が丘 2 丁目 6 -12

②③デイサービス スイッチオン三田

079-559-0538（担当 / 信川）

三田市南が丘 1 丁目 26 -7

会社採用ページからも
ご応募いただけます！

