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
【次回発行日】2019.2.24 Web サイト 3 週間無料掲載

0120-450-688

AR

動画を見る方法

時給/ 経験・能力に依り優遇!! 未経験者 OK♪
研修期間中は時給 / 9 0 0 円〜

アプリダウンロード方法

求人

未経験者
時給/ 9 5 0円以上
事務スタッフ ◎パソコンできる方
◎要普通自動車免許 歓迎
※試用期間1ヶ月有

内容 / 電話応対及び書類作成等の事務
時間
勤務 /9：00〜17：00 1 日 5 h〜、週 3 日〜OK 曜日
休日 / 土・日・祝 待遇 / 交通費規定支給
応相談!!
応募 / まずはお気軽にお電話下さい。

いわさき司法書士事務所

0794-72-0800

◎週 3日〜、
1日3h〜8h程度OK ◎店長候補も募集中 !!

一般・学生・フリーター・主婦さん大歓迎♪18才〜60代迄活躍中♪
至

篠
JR福 山口
JR相
知山
野
線

兵庫陶芸美術館
立杭陶の里

至今田

駅

至東条湖

至大

阪

今田町方面に
来てください。

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

神鉄「横山」駅より徒歩 約15分

バイク・マイカー通勤可

広々とした綺麗なセンターで、笑顔いっぱい楽しく働きませんか？
高校生・大学生・主婦の方まで幅広く活躍しています!!

ボウリング場スタッフ
時給/ 900円〜 22時以降は 時給/ 1,125 円

◎高校生 OK!!

☆土・日・祝は時給/ 50 円 UP!!

勤務 / 9：00 〜翌1：30 の間で応相談 ※高校生は22時まで
◎平日含め週3日〜、
1日3h〜OK ◎たくさん働ける方歓迎♪
待遇 / 制服貸与、
交通費規定支給、残業・深夜手当有、従業員割引有
応募 /まずはお電話ください。

土・日・祝
入れる方
大歓迎♪

三田市
神鉄「三田本町」駅より徒歩約3分

ボウリングしたこと無い方やほとんどガターという方
でも従業員割引があるので上達しちゃうかも♪プロボ
ウラー多数来場。
明るい雰囲気の楽しい職場です〜♪

ビュー
バイトデ♪
OK

正職員・パート
マイカー通勤可

神戸市北区
神鉄「岡場」駅より徒歩約 10 分

パート

日曜日がお休みなので、家庭やプライベートとの両立可能！ 土日祝お休みが嬉しい♪こども園での給食調理のお仕事です。
①生活相談員 【正職員】月給 /174,000 円〜 普段のお料理経験を活かしたい方、食育に興味のある方も大歓迎!

調理補助スタッフ

☆介護福祉士資格要、資格手当 10，000 円別途支給

②介護職員 【正職員】
◎介護福祉士 月給 /154,000 円〜

経験者
優遇

時給 / 900 円
（試用期間 3 カ月 880 円）

☆資格手当 10，000 円別途支給

◎介護職員
勤務 /9：00〜17：00

月給 /149,000 円〜

内容 / 簡単な調理・盛付・配膳・片付け等

休日 / 月 8 日以上

勤務地 / 神戸市北区藤原台中町
勤務 /8：30〜16：00
休日 / 土・日・祝
☆春夏冬休みはお休みが増えます。
待遇 /交通費規定支給、制服貸与、食事補助
応募 / まずはお気軽にお電話ください。

③送迎運転手 【パート】 時給 /1,000 円
勤務 /8：00〜10：00、16：00〜18：00
休日 /【正】月８日以上、
年間106日
（H29 年度実績）
【共通】
日曜日
待遇 /【正】
昇給年１回、
賞与年２回【共通】
各種社保完備、
交通費全額支給
応募 / まずは、お気軽にお電話ください。

エリアドゥならわがままシフトが叶います♪
働きたい曜日・時間など気軽に相談ください!!

岩

三木市吉川町稲田13番地の1（三木市役所吉川支所向い）

shiroi-ehon@nifty.com
パート・アルバイト

※試用期間有 ◎能力次第で時給 UP

パート・アルバイト

丁寧に指導します。ラクラク車通勤OK♪急なお休みや曜日の変更も大丈夫!

絵本の
テラス席は
ペット連れでも
OKです♪

ログハウスの可愛いカフェ♪

079-568-2456

ウインズ編集室

〒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

三木市吉川町

待遇 /交通費有、
各社保完備、
制服貸与
勤務 /9：00〜20：00 の間で応相談

三田市大川瀬 886-1

編集発行/

株式会社オフィスケイズ 求人広告事業部

中国自動車道吉川ICより車で約5分/JR・神鉄「三田」駅より車で約20分

◎頑張った分だけ時給アップ !!

応募 / まずはお電話ください。

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-

マイカー通勤可

・年令不問
ホール・調理スタッフ◎男女
◎高校生 OK

検索

www.winds-h.com 求人ウインズ

パート・アルバイト

最寄駅/JR
「相野」駅より車で約5分

誌面設置場所

We bサイト 3週間無料掲載!!
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www.winds-h.com

三田市

ＡＲ求人誌

院グループのデイサービス
吉川 病

株式会社アイコーメディカル

藹 デイサービスセンター
住所/三田市寺村町4239番地1

0794-72-0063（代）

24 時間応募受付中 ☆面接は現地にて☆
http://www.aiko-medical.co.jp

あい

[応募受付] 三木市吉川町稲田1-2

◎週 3〜4 日
◎未経験者
OK♪

0568-78-0966

（担当 / 採用係）
月〜金 9：30〜18：00
医療法人社団 敬命会 吉川病院 ［受付先住所］
愛知県小牧市高根 1 丁目 200 番地

神戸市北区

正職員・パート・アルバイト

最寄駅/神鉄「道場南口」駅

マイカー通勤可

自然と関わり合い育ち合える保育を行っています。フレッシュな仲間といっしょに和気あいあいと働きませんか？

090-3284-4705（担当/ナミカワ）株式会社AREA-Do
神戸市北区長尾町宅原1937-10 三田ボウリングビル
西宮市山口町

パート・アルバイト

勤務地/阪神流通センター

バイク・マイカー通勤可

新規業務拡大につき従業員募集！
スーパー向けの食品のピッキング作業

庫内作業スタッフ
☆出荷・入荷・ピッキング作業等

時給/1,000 円

①保育教諭募集 資格 / 幼稚園教諭免許または保育士資格所持者
【正職員】月給 / 190,000 円〜

［同時募集］事務作業スタッフ
☆伝票処理・電話対応・簡単な PC 入力等

時給/950 円 勤務 / 9：00〜16：00

※午前・午後
どちらかで
現場作業対応
発生する場合
もあり

◎日数、勤務時間は要相談
◎週 3〜4 日の勤務。
短時間・長時間共に大歓迎！
◎未経験者大歓迎 ! 子育て中の方・フリーの方活躍中
待遇 / 交通費規定支給、制服貸与、各種社保完備、正社員登用有
応募 / お気軽にお電話ください。
（平日 9：00〜18：00）
☆面接は現地にて（担当 / 採用係）
※履歴書については返却いたしませんので、
予めご了承ください。
■総合物流サービス

http://www.ueda-group.co.jp

西宮北営業所

※勤務時間による（試用期間有）

勤務 /【正】7：00〜16：00、8：00〜17：00、9：00〜18：00、
10：00〜19：00シフト制
【ア・パ】7：00〜19：00 の間で週 3日〜応相談
★ 早番（7：00〜10：00）等◎１日3 時間〜 OK
★ 遅番（16：00〜19：00） ★早番・遅番共に入れる方も歓迎
休日 / 週休 2 日、日・祝・年末年始
待遇 【
/ 正】昇給年１回、賞与年 2 回（4ヶ月）、
扶養手当16,000円
住宅手当上限 28,000 円、社会保険完備
【共通】
交通費支給
（上限3万円迄）

三田市

INFORMATION

!!
動画 が 見 られる
「AR求人広告」

ウインズ編集室

0120-450-688

をダウンロード/無 料

- iO S , A n dr oid 対応 -

〒669-1544 三田市武庫が丘3-4-6

info@winds-h.com
Web/www.winds-h.com

078-952-0415（担当/飯田・町田）

神戸市立

②

鹿の子台児童館

078-220-4565（担当 / 飯田・下野）

【星の子こども園】〒651-1513 神戸市北区鹿の子台北町3-2-24
【鹿の子台児童館】〒651-1513 神戸市北区鹿の子台北町 6-34-3
［応募］
【星の杜こども園】〒651-1514 神戸市北区鹿の子台南町1-2-15
【ほ し ぞ ら】〒651-1505 神戸市北区道場町日下部1019-1 グランデュール北神戸1F まずは履歴書（写貼）をご郵送ください。追ってご連絡致します。
三田市

AR

常勤・パート

求人

業界トップクラスの福利厚生！ 賞与年 3 回（5.35ヶ月）！ ◎入社日、
他どんな事でもご相談ください。
来 春卒 可
充実待遇でお待ちしています
③ 介護福祉士【常勤】
① 看護師【常勤】
☆勤務 5 年以上で
給与 ［
/ 正看］221,500 円〜
給与/ [専・短大卒] 175,500 円〜
＋各種手当
北海道 or 海外研修旅行有
※各種手当＋処遇改善手当別途支給
［准看］185,100 円〜
来 春卒 可
② 保育士【常勤】
給与/ [専・短大卒] 175,500 円〜
[大 卒] 192,000 円〜

※各種手当＋処遇改善手当別途支給

◎児童管取得可能施設
◎障害児を保育するお仕事です

全職種

④看護補助【常勤】
給与/151,100 円〜

無資格者
大歓迎

＋春・秋年 2 回職員旅行有
＋夏期、冬期休暇各 4 日
＋2年目からリフレッシュ休暇
5日間
（手当別途 5 万円付）

※各種手当＋処遇改善手当別途支給

勤務 / 9：00〜18：00 、
17：00〜翌 9：00
賞与 /年 3 回有
（5.35 ヶ月支給）
昇給有、他各種手当有

非常勤・パートタイム

正准看護学校進学・奨学金希望者

同時募集中 !!

★現在、看護学校在学中で
奨学金を希望される方の相談可

医療福祉センターさくら
079-568-4103

☆勤務 10 年以上で海外研修旅行有
☆充実の新人研修で、
ブランク有でも安心 !

E-mail: sakura@sakura-med.jp

歓迎

独身寮完備 でプライベートも充実!!

至篠山
至今田 至篠山
三田西病院
医療福祉センター
R
J
さくら
1
R
7
相
6
野 湊川
駅 短大
県道黒石線

お使いのスマホに「COCOAR2」アプリを アプリのダウンロード方法 MO動 画
VIE
ダウンロードしていただき、
「 AR マー
専用アプリ
ク」のある求人枠をスキャンしてみてく
ココアル2
ださい。どんな雰囲気の会社なのか、オ
リジナル動画がスマホで見られます。是 右 記 の Q R コ ー ド か ら
『 C O CO A R 2 』の ア プ リ
非、お試しください !!

未経験の方

星の子こども園 ・ 星の杜こども園
小規模保育園 ほしぞら
①

◎週 3〜5 日
◎経験不問

勤務 （
/ 通常勤務）13：00〜19：00 迄の間で 4〜6 時間
（小学校夏休・冬休・春休等）
8：30〜19：00 迄の間で 5時間
資格 / 幼・小・中学校教諭免許所持者
明るく
又は保育士資格所持者
元気で・健康で
工作や運動の
待遇 / 交通費支給
得意な方。
休日 / 週休 2 日、日・祝・年末年始
長期間の就労が
応募 / まずはお気軽にお電話ください
可能な方。

http://www.aishinkai.ne.jp

［共通］

0120-23-6402 0798-22-6402《受付/本社》
西宮市山口町阪神流通センター1-100
（株）
日本アクセス阪神TPLセンター内

【パート】 時給 / 930 円〜
（試用期間有）

【パート・アルバイト】時給 / 1,000 円〜 1,300 円

勤務 / 8：00〜16：00、
8：00〜13：00、
12：00〜16：00

②放課後児童支援員

●

医療福祉センターさくら

検索

〒669-1357 三田市東本庄1188（郵送の方は左記迄） 応募 /まずはお気軽にお電話ください。

レストラン ●
至三田

●

コン

至三田 ビニ
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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】2019.2.24 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

神鉄「ウッディタウン中央」駅から徒歩約5分

マイカー通勤可

神戸市北区

求人

ＡＲ求人誌

We bサイト 3週間無料掲載!!
www.winds-h.com 求人ウインズ

動画を見る方法

店内 スタッフ
（商品販売、
レジ、陳列など）

時給/ 90 0 円〜（昇給有）

勤務 / 9：30〜20：30（シフト制）
※時間相談応じます。
待遇 / 交通費規定支給、制服支給
社員登用制度有
休日 / シフト制（面接時応相談）
応募 / まずはお気軽にお電話下さい。
履歴書（写貼）持参下さい。

急募

アプリダウンロード方法

AR

パート

求人

三田市けやき台1-7センチュリーガーデンフレスポ内
西宮市山口町

正社員・パート・アルバイト

中国自動車道「西宮北 I.C」スグ

マイカー通勤可

◎経験不問 !! 【パート・アルバイト】 【 正社員】
かけもちO K !!
◎男女活躍中 !!
勤務開始日応相談 !!
曜日・時間応相談

放課後児童支援員募集

【パート】

ブランクある方、
勉強中の方も歓迎♪

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
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。

給与/160,000円〜
日給/10,000円
◎普通免許対応可
350,000円

① 2tドライバー

② 4tドライバー 日給/10,000円
③倉庫作業員

給与/160,000円〜
400,000円

時給/1,000円〜 給与/160,000円〜
1,200円
300,000円
◎週4日〜OK!!

時給/ 900 円

④事務員

（※試用期間2ケ月有 ）

給与/160,000円〜

勤務 /10：00〜18：00
（休憩有）
週休 2 日
休日 /［正］
待遇 /昇給有、
賞与有（当社規定による）
各種社保完備、有給有、
制服貸与
①②就業歴により限定解除支援制度有
応募
応募/まずはお電話の上履歴書
/まずはお電話の上履歴書
（写貼）
持参下さい。
（写貼）
持参下さい。

正職員・パート

マイカー通勤可

〜健康と笑顔のお手伝い ホームタウン ホームドクター 甲北病院〜
月給 /221,000 円〜

☆各種手当も充実☆
夜勤手当（5 回）45,000 円、土曜手当 1,500 円 / 回 ×2、
日・祝手当 3,000 円 / 回、食事手当 10,000 円、皆勤手当 5,000 円
☆介護福祉士の方は別途手当 10,000 円加算
勤務 /［日勤］8：45〜17：00［早出］7：15〜15：30［遅出］10：45〜19：00
［早出］16：30〜翌 9：00
（夜勤の回数は応相談・夜勤無しも可）

100％

078-982-0402 ( 担当 / 木村・和田 )
各地

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

078-903-1226 (担当/シゲタ)

◎随時受付中 !!

西宮市山口町下山口字茶屋谷 1297-1

有休消化率

〒651-1313 神戸市北区有野中町1-18-36 http://www.kouhoku-hospital.com

http://www.tanakaunsou.co.jp/other.html

株式会社 田中運送

長期 正社員 パート

www.winds-h.com 求人ウインズ

日払い バイト こちら
から→

検索

正職員・パート

「三田」
「岡場」
「有野台」方面より送迎有 / 三田市内より車で約 10 分・上津台より車で約 10 分

マイカー通勤可

アットホームで働きやすい!! 年間休日が多いのでプライベート充実♪家庭との両立をお考えの方にも最適な職場環境です。
託児所完備!! ブランクのある方も安心してお問い合せ下さい!! 経験者の方も大歓迎!!

③ 病棟介護職員

/ 正）323,000 円〜（経験 5 年の場合）
【正職員】月給 （
288,000 円〜（経験 5 年の場合）
（准）

【正職員】月給 （
/ 資格なしの方）182,000 円〜
◎初任者研修終了者は +3,000 円
※一律夜勤手当 6,000 円 ×4 回含む

※一律夜勤手当 12,000 円 ×4 回含む
※新卒基本給
（正）
205,000 円（准）
185,000 円

時間 /24h 内で週 39 時間シフト制
※時給幅は資格・経験による

☆1 日 4h〜、出勤日等相談 OK

【夜勤専従パート】1 回 / 27,200 円

②病棟介護福祉士
【正職員】月給 / 197,000 円〜
※一律夜勤手当 6,000 円 ×4 回含む

【パート】時給 / 1,030 円
【夜勤専従職員】1 回 / 22,480 円

時間 /24h 内で週 39 時間シフト制

【パート】時給 / 970 円 ☆1 日 4h〜、出勤日等相談 OK
【夜勤専従職員】1 回 / 21,520 円
共通事項

【パート】時給 （
/ 正）1,630 円〜
（准）1,520 円〜

休日 /【正】初年度月８日以上、
年間106日（次年度年間109日以上）
待遇 /【正】昇給年１回、賞与年２回、各種社会保険完備
【共通】マイカー通勤可能、交通費全額支給、送迎バス有
応募 / まずはお気軽にお電話下さい

仕事と子育ての
両立を応援します !

地域における少子化対策支援を
行っております。

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

078-982-3003

もできます!
定休日：第2・3水曜日

神戸市北区有野中町2丁目13番5号
神戸市北区

パート・アルバイト

バイク・マイカー通勤可
◎高校生 OK

土日祝入れる方
大歓迎♪

◎甘味・スイーツ・ランチメニューの調理、
ホールでの接客、レジ等の店内業務

時給/ 900 円〜 ※試用期間有

☆土日祝は時給/ 50円UP!!

勤務 / 8：30〜18：30 の間で勤務できる方
☆希望のシフトで働けます !
待遇 / 制服貸与、食事補助有り
交通費規定支給
応募 / まずはお気軽にお電話ください。

人気の和カフェで働きま
せんか？丁寧な新人研修が
あるので安心です。
未経験者大歓迎♪

◎1日3〜6h 程度
◎週 3 日〜OK♪

医療法人 社団 敬命会 吉川 病 院

町家カフェ 燦々 http://machiyacafe-sansan.com

090-3284-4705（担当/ナミカワ）
神戸市北区長尾町宅原1937-10 三田ボウリングビル1F
三田市・三木市・神戸市北区・他

アルバイト・登録

ド短期OK♪長期も大歓迎♪登録だけでもOK!!
未経験でも気軽に始められるお仕事です♪
①パーティーコンパニオン
日払い
◎お酒飲めなくても大丈夫です。
安心してご応募ください。

給 与/2 時間程度

6,000円〜10,000円

OK♪

◎延長別途支給 !! ◎別途交通費支給 !! ◎チーフ手当有り
時間 /18時〜21時の間
（多少延長有）
エリア/三田市内・神戸市北区・三木市・有馬温泉・三ノ宮・梅田・北新地
（送迎もあります）※詳細は面接時 ※18 才以上（高校生不可）

②旅館スタッフ

託児所
あり

◎1ケ月だけのド短期 OK

時間 /18 時〜、3 時間程度 ◎送迎有り ※詳細は面接時
◎お料理をお出しするお仕事です。
Party production

FREESIA

★学生・フリーター 高収入アルバイト♪
未 経 験 者 O K♪
★主婦多数在籍

090-1719-3810

（担当/福島） 応募 / まずはお気軽に
お電話ください。
三田市高次1丁目7-36 シトラスビル1F

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

学校行事などお休みの希望も
しっかりと考慮いたします。勤
務日などもお気軽にご相談く
ださい。もちろん、子育てが一
段落された方も大歓迎です !! 安
心して長く続けられる職場環
境づくりに力を入れています。

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。

よかわ
厚生労働省の基準を満たした

「祥ゆう館 杉の子保育園」併設

★ 保 育 料 1 日 2 0 0 円（昼食代・おやつ代込）
説明会・見学会随時開催!!
(代)
「岡場」
「有野台」方面より送 迎 有♪車通勤が出来ない方も楽に通うことが出来ますよ！!
〒673-1231 三木市吉川町稲田1-2 ☆「三田」

0794-72-0063

カーコンビニ倶楽部

手続費用も無料

時給 /1,300 円〜1,500円

三木市吉川町

①病棟看護師
（正・准）

廃車無料

【パート】時給 /1,000 円〜 勤務 / 8：45〜17：00 ☆週 3 日〜で応相談
休日 /月8日、
有休、
夏季、
冬季、
くるみん休暇
（小学3年生まで）
、
リフレッシュ
休暇3日
（くるみん対象者以外）
、
リフレッシュタイム
の方応援♪
2日
（1時間ごとに休暇が利用できます。
）
子育て中
待遇 / 賞与年2 回、
各種社保完備、
交通費規定支給、
院内スクール
育児手当、
住宅手当
（独身者のみ）
※毎週土曜、
応募/希望職種ご記入の上、下記まで履歴書ご郵送下さい。完備
夏・冬・春休み開校
追って面接日時等ご連絡致します。
ートも充実♪
プライベ
内科・外科・小児科・整形外科・
リハビリテーション科・
形成外科・皮膚科

優しく温かい社風の弊社では未経験の方も安心して働けます!!
得意先多数!!充実した日々を送れますよ!!是非、一緒に働きましょう！

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、

キッチン・ホールスタッフ

神戸市北区

看護補助

INFORMATION

神戸市北区

ほっこりカフェでおしごと始めませんか ?

〒651-1306 神戸市北区菖蒲が丘 1-14-3
神戸電鉄「岡場」駅徒歩 3 分

ウインズ編集室

〒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

神鉄「横山」駅より徒歩 約15分

神戸市立

【正職員】

編集発行/

株式会社オフィスケイズ 求人広告事業部

中国自動車道「西宮北 I .C」より5分

神姫バス「西山小学校前」バス停 下車スグ

西山児童館
ヒマラヤ ゴルフ三田店 神 戸 市 立 西山学童保育コーナー
079-559-7500（担当 / 星田・西川）
078-951-7221（担当 / 片山）
http://www.himaraya.co.jp

検索

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-

未経験の方でも大丈夫! 楽しい仲間と一緒にお仕事しませんか? 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？
◎学校帰り大歓迎!!
◎土・日・祝のみ の 勤務や、
平日のみ の勤務も大歓迎!!
1日3時間〜OK♪
◎ 週2日〜、

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

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

