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掲載のお申し込みは…ウインズ編集室

【五大新聞 ( 朝刊折込 ) 配布エリア 】三田市全域・
神戸市北区北鈴蘭台以北・西宮市北部以北・
三木市吉川町、口吉川・篠山市内（一部除く）/ポスティング
【次回発行日】2019.2.10 Web サイト 3 週間無料掲載

0120-450-688
三田市

パート・アルバイト

神戸市北区

AR

求人

ＡＲ求人誌

We bサイト 3週間無料掲載!!

ホールスタッフ
時給/

900 円〜

■そばうどん和食レストラン

☆土・日・祝時給 50円UP!!

動画を見る方法

アプリダウンロード方法

勤務 /10：00〜17：00 の間で 4〜5h
待遇 / 交通費規定支給、制服貸与

079-567-0005

三田市福島470-1

三木市吉川町
マイカー通勤可

パート・アルバイト

AR

パート

求人

放課後児童支援員募集

応募 / まずはお気軽にお電話下さい。
履歴書（写貼）をご持参下さい。

<定休日/月曜>

神戸市北区

パート・アルバイト

最寄駅/神鉄「五社」駅

マイカー通勤可

リハビリに特化した新しいスタイルのデイサービスです。

①インストラクター【介護職員】 時給/ 90 0 円〜

内容 / 放課後児童クラブ（学童保育）事業の業務等
勤務 /週 4〜5 日（シフト表による）
（月〜金曜日）13：50〜19：15 迄の間で 4〜5h
（ 土 曜 日 ）8：45〜19：15 迄 の間で 4〜6h
（学校休業日：土曜以外）8：20〜19：15 迄の間で 4〜6h
採用期間 / 平成31年4月1日〜平成32年3月31日
（更新あり）
休日 /日、
祝、
年末年始 待遇 / 交通費規定内支給、有給休暇有
応募 / 事前に連絡の上、
履歴書
（写貼）
・資格証明書のコピーを提出してください。
面接日を指定いたします。
※なお提出書類はお返しできません。
ご了承ください。

西山児童館
西山学童保育コーナー
078-951-7221（担当 / 片山）

神戸市立

三田市

勤務 / 7：00〜11：00 ・11：00〜15：00 ・18：00〜22：00
待遇 / 制服貸与、早朝手当有、
曜日・時間応相談
交通費支給（1 万円迄）、割引有、昇給有、
バイク・自転車・車（規定有）通勤 OK、 フリーター歓迎
◎各種社保完備
食事補助有

南国リゾートにいるような 【正社員】★経験・能力考慮の上優遇します
明るくて綺麗な施設です。

篠山市

正社員・パート・アルバイト

三田西I.Cより車で約30分/ウッディタウンより車で約35 分 マイカー通勤可

◎昼食支給有 ! ②
【パート・アルバイト】
①【正社員】
※試用期間有

＋皆勤手当 2 万円
家族手当 2 万円別途支給

時給 /1,300 円（製造）
時給 /1,000 円（軽作業）
◎週 3 日〜OK!!

※ご応募いただいた履歴書は採否に関わらず、
返送致しませんのでご了承ください。
未経験の方

モクモクと作業したい方にオススメ♪ 大歓迎♪
キレイな工場で職場環境は良好♪
美味しいおとうふを持って帰れる時も有ります!!

株式会社

宿直室がありますので見回り・対応後は宿
直室での待機となります。夜勤勤務の職員
もおりますので急な利用者様の対応などは
ご安心ください。

勤務 /9：00〜22：00（シフト制）

月給/ 300,000 円〜

休日 / 月 6〜8 回の選択制、夏季冬季休暇有
勤務開始日応相談
待遇 / 福利厚生完備、決算賞与有、
昇給有、制服貸与、交通費全額支給、
バイク・自転車・車（規定有）通勤 OK、食事補助有、割引有

三田市

079-597-3698（担当 / 半田） 男性活躍中!!

〒669-2162 篠山市今田町黒石 222−1

正社員・パート・アルバイト

マイカー通勤可

駅から近くて通勤便利♪ 徒歩約6分!!
【パート・アルバイト】 スタッフ増員募集 !! 未経験者大歓迎♪

①ホール
②洗い場
③調理補助

時給 / 9 5 0 円〜 1 ,1 0 0 円
週２日〜、3 時間〜OK♪
お休みの希望は相談OK♪
土日祝のみ・かけもちOK♪
昼のみ・夜のみ OK♪
働きやすい時間帯です♪

※魚さばき・寿司できる方優遇
◎正社員登用有

勤務 /（昼）
10：30〜14：30
子育て中のお母さん応援 !!
（夜）
17：00〜 22：00
子連れ面接＆出勤可 !!
上記の間で応相談
待遇 / 制服貸与、交通費一部支給（応相談）
【正社員】“将来、独立したい方”応援します !!

④調 理 師
⑤調理師見習

月給 / 240，
000 円〜 350，
000 円

000 円〜 250，
000 円
月給/ 180，
※経験・能力による

勤務 / 実働 8h シフト制
休日 / 水曜
待遇 / 社保完備、賞与有
交費規定支給

日本料理は生涯を通して出来る
やりがいのあるお仕事です。
一緒に頑張りましょう！

応募 / まずはお気軽にお電話ください。
☆問合せ見学も歓迎です♪

鮨・季節料理

営業 / 昼 11：30〜14：00
夜 17：00〜22：00
有限会社 やわらぎ 定休日/水曜日

079-567-2245 (担当/前中)

三田市福島428-2

INFORMATION

神戸市北区

中国自動車道「西宮北 I .C」より5分

ベーカリー＆スイーツ＆イタリアンレストラン

ルフラン三田店

応募 本日より電話受付します
（受付時間 /9 時〜18 時）

072-760-3003 (担当/採用係) ■ベーカリーレストランの経営
三田市あかしあ台4丁目14-2 三田幹線沿い（株）ワールドフーズ
各地

丸 福 食 品 篠 山 工場 20代〜60代

応募 / まずはお気軽に
お電話ください

JR「新三田」駅すぐ

高時給バイト!

稼げる!
勤務 /［正］8：00〜17：00（休憩1 h） 休日/ 週休二日制
［パ］8：00〜17：00 内で 6h〜8 h
待遇 ［
/ 正］昼食支給
（お弁当）
、
各種社保完備［共通］
交通費規定支給、
制服貸与
応募 / まずは、
履歴書
（写貼）
をご郵送ください。
★2 月 7 日
（木）
必着
書類選考の上、
面接日をご連絡いたします。

〈豆腐製造〉

月給/ 300,000 円〜
月給/ 250,000 円〜
月給/ 200,000 円〜

勤務 /5：00〜17：00（シフト制）

( 機械操作・包装・検品・清掃など )

月給 /1 7 万円〜23 万円

③レストラン料理長
④レストラン調理
⑤レストランホール

⑥ベーカリー製パン店長

おとうふの製造スタッフ募集

勤務 /17：00 〜翌 9：00（仮眠 22：30 〜翌 6：00）
待遇 /交通費全額支給、マイカー通勤可

正社員・パート・アルバイト

②販売・ホール

078-982-3768 ( 担当 / 石岡 )
〒6 51-1312 神戸市北区有野町有野922-1(石岡整形外科3階)

1 回 / 8,000 円 ★週 1日〜OK♪曜日応相談

0794-72-0063（代）

勤務 / 7：00〜11：00 ・10：00〜14：00 ・18：00〜22：00

平均介護度 1 〜２の軽度のご利用者様
が主で、食事提供や入浴サービスの提
供などいわゆる身体介助等は殆どあり
ません。
ライフワークバランスをとれる
職場環境で一緒に働きませんか♪

急募

[応募受付] 三木市吉川町稲田1-2

①レストラン調理

休日/土・日・祝、
GW、盆休み、
年末年始
待遇/交通費規定支給、
制服貸与 ※詳細は面談時
応募 / まずはお電話の上、
面接時、
履歴書
（写貼）
ご持参下さい。

夜間宿直スタッフ
（病院内の夜間巡回、電話対応）

医療法人社団 敬命会 吉川病院

【パート・アルバイト】時給/ 91 0 円〜 ★高校生可

◎週2日〜OK!!◎ブランクある方歓迎

〒669-1544 三田市武庫が丘3-4-6
Tel.079-559-0505 Fax.079-559-0567
i n f o@ w i n ds -h. com

W ワーク OK!! 定年退職者活躍中♪

神戸市立

神鉄「ウッディタウン中央」駅より徒歩5分 自転車・バイク・マイカー通勤可

② 正・准 看護師【非常勤パート】 時給/ 1,400 円〜
勤務 / 午前9：00〜12：30
午後 13：30〜17：00

ブランクある方、
勉強中の方も歓迎♪

〒651-1306 神戸市北区菖蒲が丘 1-14-3

資格 / 資格不要、旧ヘルパー 2 級所持者歓迎
勤務 / 午前9：00〜12：30
◎週2 、3日〜OK!!
午後13：30〜17：00

ウインズ編集室

株式会社オフィスケイズ 求人広告事業部

時給 /1 , 0 6 0 円〜（試用期間3ケ月1,000円）
資格/幼・小・中学校教諭免許所持者 ※資格無くてもOK♪未経験者も大歓迎

☆平日勤務できる方歓迎!!
い
も、働き易
☆土・日・祝のみも可! とてお
店です!!

編集発行/

右記のQRコードから
左記ARマークの付いた求人広告 『COCOAR2』の アプリ
に専用アプリを入れたスマホで をダウンロード/無 料
スキャンすると動画が飛び出します -iOS,Android 対応-

【パート】

美味しい
まかない付!!

検索

www.winds-h.com 求人ウインズ

バイク・マイカー通勤可 神姫バス「西山小学校前」バス停 下車スグ
JR「新三田」駅より徒歩2分
駅スグ♪通勤便利!! 主婦(夫)さん・学生さん、シニアまで幅広く活躍中♪ 北神星和台にある児童館・学童保育コーナーで働きませんか？
☆未経験者大歓迎☆時間・曜日応相談

誌面設置場所
フローラ88
（イオン三田店内）ヒマラヤゴルフ三田店
ミニストップ三田けやき台店 三田市商工会館
ファミリーマート三田三輪店・三田テクノパーク店
神鉄各駅「あどラック」コーナー
三田・フラワータウン・田尾寺・岡場・道場南口

INFORMATION

新着求人!! あなたにピッタリのお仕事情報満載♪お 仕 事 探しはウインズで ! !
短期

長期 正社員 パート

www.winds-h.com 求人ウインズ

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。引取りにお伺いします!! 引取り、
その他、

廃車無料

カーコンビニ倶楽部

低年式車、ディーゼル車トラック等も大歓迎。

各種新車・中古車販売、整備・板金・塗装

北神三田

日払い バイト こちら
から→

検索

手続費用も無料

078-982-3003

神戸市北区有野中町2丁目13番5号

神戸市北区

もできます!
定休日：第2・3水曜日

正職員・パート

マイカー通勤可

最寄駅 / 神鉄「有馬口」駅

施設スタッフ募集 !!「ありがとう」の気持ちがあふれる空間で、利用者さまの暮らしをトータルサポート♪
勤務地/グループホーム まごころ
（有野町唐櫃 24-5）
サービス付き高齢者住宅 おもいやり（有野町唐櫃 29-6）

勤務地/松本ホームメディカルクリニック（有野町唐櫃 50-1）

②医事課職員

① 介護士

《事務》受付・PC入力など、レセプト、
入院入力できる方歓迎
【常 勤】月給/ 2 5 0 ,0 0 0 円〜3 0 0 ,0 0 0 円
【常 勤】月給 / 1 8 万円〜 2 5 万円
※一律夜勤手当 5 回分（4 万円）含※夜勤回数応相談
勤務 /9：00〜18：00
※処遇改善手当（3 万円 / 月）含（残りは賞与時にまとめて支給）
休日 / 日祝＋平日 1 日
【パート】時給/ 1 , 00 0 円〜 1 ,2 0 0 円
《薬局の補助》カルテ出し、受付、電話応対など
勤務 /(A）9：00〜18：00 (B）7：00〜16：00
(C）11：00〜20：00 (D）夜勤 16：30〜翌 9：30（休憩 120 分）
※ (A）〜 (D）の シフト制
休日 / シフト制（パートは応相談）

【パート】時給 / 1 , 0 0 0 円〜 1 , 2 0 0 円

勤務 （
/ 月・火・木・金）9：00〜13：00◎時間応相談

③事務長 ☆幹部候補
【常 勤】 月給 / 25 万円〜 35 万円
勤務 /9：00〜18：00
休日 / 日祝＋平日 1 日

詳細は面談の上

（有野町唐櫃 29-6）
勤務地 / サービス付き高齢者住宅 おもいやり

④夜勤専属介護職員【パート】日給/ 8, 000 円〜
勤務 /22：00〜翌 7：00（休憩有）※回数相談応じます。

待遇 /（常勤）社会保険完備、昇給年 1 回、賞与年 2 回
交通費規定支給、マイカー通勤可

勤務地/松本クリニック（有野台 2 丁目 1-9）
【パート】時給 / 1 , 2 0 0 円〜

勤務 （
/ 月・火・木・金）15：00〜20：00◎時間応相談
医療法人社団 医啓会
078-982-2800 ［受付］松本クリニック ◇応募 / まずはお気軽にお電話ください。
☆お問い合わせのみも OK。各部署担当者がご説明致します。
グループホーム まごころ

神戸市北区有野台2丁目1-9

サービス付き高齢者住宅 おもいやり

松本クリニック

松本ホームメディカルクリニック

動画の見られる求人広告情報誌

あなたのまちの求人情報誌

掲載のお申し込みは…ウインズ編集室

【五大新聞 ( 朝刊折込 ) 配布エリア 】三田市全域・
神戸市北区北鈴蘭台以北・西宮市北部以北・
三木市吉川町、口吉川・篠山市内（一部除く）/ポスティング
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0120-450-688
三田市

パート・アルバイト

最寄駅/JR
「相野」駅より車で約5分

マイカー通勤可

（研修期間有）

待遇/交通費有り
各社保有り、
制服貸与
勤務/9：00〜20：00 の間で応相談
応募 / まずはお電話ください。

◎店長候補も募集中 !!
◎週3日〜、
1日3h〜8h 程度 OK至今田

AR

動画を見る方法

駅

アプリダウンロード方法

求人

西宮市山口町

パート・アルバイト

エリア/神戸市北区・西宮市北部・三田市

マイカー通勤可

079-568-2456

三田市大川瀬 886-1

至東条湖

至大

バス停 三本峠
県道 黒石線

●●●

至新三田駅

http://homepage2.nifty.com/shiroi-ehon
ご予約・お問合せ

神戸市北区

shiroi-ehon@nifty.com
パート・アルバイト

最寄駅 / 神鉄「二郎」駅、
「田尾寺」駅

マイカー通勤可

☆野球好きの方にオススメのバイトです♪☆
野球好きでない方もOK♪未経験者大歓迎♪男女不問♪

①ケータリングスタッフ
☆要普通免許☆激レアバイトです♪

③配達スタッフ

9：00〜15：30

シフト協力手当・遠方協力手当
同行手当・体験手当・移動手当など
※詳細は面接時

勤務 /6：00〜22：00 の間で 1 日 1h〜、
週1 日〜OK ◎時間・曜日応相談
◎直行直帰 OK ◎夕方からの勤務大歓迎♪
待遇 / 交通費別途支給、他手当有（移動手当・同行手当など）
応募 / お気軽にお電話ください。

ヘルパーステーション ぱる

時給/ 1,100 円〜（研修期間 2カ月程度

吉川町

パート・アルバイト

三田市内から車で約 15 分

マイカー通勤可

新メンバー募集♪WワークOK☆学生さんも大歓迎♪

三田市

6：00〜 9：00 時給 /1,000 円〜 朝の時間を
有効活用♪
（ 〜8：00 までも可） ※研修期間中900 円
WワークOK

パート・アルバイト

正職員スタッフも募集中！お問い合わせください。
勤務例

①宿直スタッフ ◎勤務時間個別に相談に応じます
（A）18：00〜翌 7：30 給与/11,305 円〜
（B）21：00〜翌 9：30 給与/10,015 円〜
（C）21：00〜翌 7：30 給与/

7,795円〜

短期入所併設型グループホーム（定員 10 人）での生活支援
業務です。別に夜勤者がいるため、宿直中（22 時〜翌 6 時）
は別室にてお過ごしください。夜勤者のみで対応できない
場合にお手伝いをお願いします。
（ 別途手当）

②障害児者ヘルパー

◎週 1 回〜勤務 OK♪

時給/ 1,280 円〜 ☆時間帯・資格によって加算有
勤務 /7：00〜21：00 の間で 2〜3 時間程度
資格 / 初任者研修修了者
待遇 /交通費規定支給、
マイカー通勤可

65 才
定年

◎正社員登用有

多数活躍中 !!

22：00〜翌 6：00 時給 /1,200 円〜 安心のサポート
※研修期間中 1,090 円

体制です☆

◎時間・曜日お気軽にご相談ください。
1日3h〜 週1日〜OK!!
待遇 / 制服貸与、昇給有
応募 / まずはお気軽にお電話の上、履歴書（写貼）持参下さい。
アットホームなお店です。シフ
ト希望もご相談ください♪子育
て世代の方や W ワークの方も無
理なく働いていただける環境を
整えてお待ちしております♪
■2 店舗同時募集

30代〜40代女性、子育て中の主婦さん活躍中♪
学校行事・ご家庭のご用事など考慮いたします。

0120-450-743

079-565-1450

〒669-1322 三田市すずかけ台4丁目15-2
三田市・篠山市

INFORMATION

使い古したブランド品! 思い出の指輪! まず一度ご相談下さい!!

貴金属高価現金買取実施中!

nanaco
従業員お買い物
特典制度あり♪

【吉川町渡瀬橋店】吉川町古市 48 番地
【吉川町店】吉川町吉安 217-1「よかたん温泉」前
(担当/採用係) 応募 / まずはお気軽に
お電話ください。
【吉川町渡瀬橋店】
（担当 / 稲垣）
三田市上井沢44-1 ［受付：平日9時〜17時］
WELnet さんだ

0794-73-2018

三田市

査定・見積無料

買取地域 NO.1
展示販売も品揃え豊富!!
★金★プラチナ★貴金属★時計★ブランドバッグ★アクセサリー etc
大切な
プレゼントや、
売りたくない
思い出の品々. . .

質のご用命も
お気軽にどうぞ!!

バ ッ グ

リサイクルショップ

バザールタウン 篠山・NEWS館

フローラ88店

079-564-6299

三田市弥生が丘1-1-1
フローラ88店2F

079-594-2589
篠山市杉265-1
ニュース館

兵庫県公安委員会許可 第631410100001号 営業時間 10：00〜20：00（2店舗共通）

三田市

パート・アルバイト

神鉄「フラワータウン」駅から徒歩 10 分

マイカー通勤可

空いたお時間でお手伝いください!!
30代〜40代女性活躍中!! 子育て中の方も大歓迎♪

①資料配布スタッフ 時給/875円〜 ※研修あり
仕事内容/求人誌の案内資料配布（指定エリア）
勤務 / 9：30〜※3〜4 時間程度 ◎週 2〜3 日程度
休日 / 土日祝

軽自動車持込手当
別途支給

② DTPオペレーター 時給/875円〜 ※研修あり
仕事内容/印刷物制作の補助
勤務 / 木・金 9：30〜17：30（1h 休憩）

◎Mac で Illustrator、
Photoshop 使える方

◎詳細は面接時

ウェルネット

WELnet さんだ

※研修期間１ヶ月程度

9：00〜13：00
働きやすい
時間帯です♪
13：00〜18：00 時給 / 930 円〜
主婦（夫）
さん
18：00〜22：00 ※研修期間中871 円

（19：00〜でも可）

時給/900円）

勤務 / 週 3回、3h 程度◎時間・曜日は応相談 休日 / 土日祝
資格 / 普通自動車免許（AT 限定可）
待遇 / 交通費規定支給、制服貸与、社割あり
応募 / まずはお気軽にお電話ください。
（面接時、
履歴書持参）

(担当/採用係)
株式会社 介援隊
西宮市山口町上山口1丁目10-29
週2〜3日からOK
曜日相談応じます。

バイク・マイカー通勤可

みんな知ってる地元のダスキンで働こう♪
事業所用レンタルマット・モップの
未経験者
交 換 スタッフ 募 集
歓迎♪

健康管理食の宅配 けんたくん神戸北店

コンビニスタッフ募集 !!

079-567-5104

パート・アルバイト

0120-710-078

野球好き・イベント好き大歓迎♪
球場へのケータリングあり♪詳し
神戸市北区有野町二郎686-5 くは面接時にご説明いたします♪

特定非営利活動法人

三田市

【介護・障がい者支援に関心のある方へ】

078-982-8079

■障害者在宅支援サービス

〒669-1544 三田市武庫が丘3-4-6
Tel.079-559-0505 Fax.079-559-0567
i n f o@ w i n ds -h. com

資格取得費用全額負担いたします。諸条件・詳細は面談時。

◎手当有り
※詳細は面接時

ウインズ編集室

ダスキンラポール

時給/ 1 , 3 0 0 円〜

上記時給に+別途手当支給

880 円
〜1,080 円

4：30〜 8：00

給食・弁当・仕出し

◎プラス処遇改善手当有
①訪問介護・
◎介護福祉士手当＋50 円 /h
障がい者介護
◎早朝 6時〜8時、
夜間18時〜22時は25%増
生活支援 時給/1,200 円〜 身体介護 時給/1,500 円〜

9：00〜15：30 時給/

②盛付・配達
待遇 / 交通費補助、制服貸与
応募 / まずはお電話ください
15：00〜受付

急募

登録ヘルパー募集 ☆未経験者歓迎
ヘルパー2級、
初任者研修修了者以上

③重度支援

編集発行/

株式会社オフィスケイズ 求人広告事業部

JR「新三田」駅より徒歩約10 分

阪

今田町方面に
来てください。

フローラ88
（イオン三田店内）ヒマラヤゴルフ三田店
ミニストップ三田けやき台店 三田市商工会館
ファミリーマート三田三輪店・三田テクノパーク店
神鉄各駅「あどラック」コーナー
三田・フラワータウン・田尾寺・岡場・道場南口

右記のQRコードから
左記ARマークの付いた求人広告 『COCOAR2』の アプリ
に専用アプリを入れたスマホで をダウンロード/無 料
スキャンすると動画が飛び出します -iOS,Android 対応-

②ガイドヘルパー / 同行援護含 ◎実績に応じて手当有
身体介護なし 時給/1,100 円〜 身体介護あり 時給/1,300 円〜

至

篠
JR福 山口
JR相
知山
野
線

兵庫陶芸美術館
立杭陶の里

検索

www.winds-h.com 求人ウインズ

ゆったりと時間が流れるログハウスのオシャレカフェで一緒に働きませんか!? 昨年夏オープンの新しい事業所につき利用者様が増えて
一般・学生・フリーター・主婦さん大歓迎♪18才〜60代迄活躍中♪未経験者OK♪ いるため大募集!!☆男女活躍中☆登録かけもちOK
・年令不問 絵本の
ホール・調理スタッフ◎男女
◎高校生 OK
テラス席は
ペット連れでも
時給 / 9 0 0 円〜
OKです♪

誌面設置場所

We bサイト 3週間無料掲載!!

2019.1.27 vol.685

www.winds-h.com

ＡＲ求人誌

未経験者
歓迎♪

応募 / 履歴書 ( 写貼 ) を下記住所まで
ご郵送ください。
後日こちらからご連絡致します。
The mind is told

株式会社Office

K’
s

ウインズ編集室

079-559-0670 (担当/立花)

www.oﬃce-ks.com

〒669-1544 三田市武庫が丘3-4 プチモール6
INFORMATION

【 本 気で 強くなりた い なら俺 にまか せろ! ! 】
西日本チャンピオン元日本ランキング1位
「井谷 勇 治 」が教える本物のキックボクシング
ナックルキックボクシングジムは安全第一が絶対。本格的な練習で、
本気で強くなりたい! チャンピオンになりたい! そんな方にしっかりとした
技術、練習を指導します！高みを目指して一緒に頑張りましょう!!! 代表 井谷勇治

090-3947-6315

Webサイト http://knuckle-kickboxing.com

三田市東本庄1255 （井谷） ■OPEN/火曜〜土曜20：00〜22：00 日曜13：00〜15：00 ■CLOSE/月曜・祝日

こちらの
QRから

やってます

