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パ

一般民家を改装した、定員10名のアットホームな施設です。
きめ細やかな介護が叶う環境で一緒に働いてみませんか？

介 護スタッフ
時給/ 1,100 円〜+交通費

勤務 /9：00〜17：00(90分休憩)
時間・曜日応相談
急募
休日 / 日、祝、会社カレンダー
待遇 / 雇用・労災保険有、
車通勤可
交通費規定支給、
エプロン貸与
応募 /まずは、
お気軽にお電話ください。

(有)紙谷工業所

080-5307-0140

079-594-2313

「篠山口」
駅
丹波篠山市味間南805 最寄駅/JR

（事務所）

ア

長期・安定♪ 男女活躍中♪ 正社員登用有！
！
仕事量は年間通して安定してます。

急募
交通誘導警備 年令・経験不問
日給/ 8,000 円〜 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 / 西宮営業所までお気軽にお電話ください。

株式会社オーエスピー 三田営業所

0798-31-1900

［本社］
西宮市櫨塚町2-12-506
三田市

時給/ 1,070 円

内容 / 医局・休憩室・医師当直室等環境整備、医師が行う書類作成等補助等
勤務 / 8：30〜15：00 の間の 6h
（休憩有）
、週 30 h 勤務
※契約期間 R3.4.1〜
休日 / 土日祝 ※月に1 回程度、土日祝日における日直業務有
（主に電話交換業務）

ワード・エクセル

時給/ 1,070 円 できる方

内容 / 他医療機関からの連絡による外来・検査予約、他院の外来予約等
勤務 / 8：30〜19：00 の間の 6h（休憩有）
、週 30h 勤務 ※契約期間 R3.3.1〜
休日 / 土日祝 ※月に1 回程度、土日祝日における日直業務有
（主に電話交換業務）

時給/ 1,650 円

内容 / 外来看護業務 ☆夕方診療なし
勤務 / 8：30〜17：00 の間の 6h〜
（休憩有）
※契約期間 R3.4.1〜
休日 / 土日祝、年末年始

時給/ 1,090 円

内容 / 入院患者の食事の介助補助、車椅子移送、病室・浴室・スタッフルーム
等の清掃、入院時ベッドメーキング、看護用品の片付け・整理等
勤務 / 7：30〜19：00 の間の 6h〜
（休憩有）
、
資格不問・
週 30h 程度勤務※時短勤務相談可
未経験者歓迎
休日 / 週休二日制、その他
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、単年度毎の契約
（更新の可能性あり）
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。※③は看護師免許（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。
※随時受付 / 書類選考の上、面接日時お知らせします。

兵庫中央病院

079-563-2121（代表）

◎福利厚生充実♪

[Mail] 415-Jinji@mail.hosp.go.jp
[URL] https://hyogochuo.hosp.go.jp
神姫バス
「中央病院前」
バス停より徒歩1分

〒669-1592 三田市大原1314「兵庫中央病院給与係 飯田宛」

152,000 円〜160,000 円

内容 / 事務補助全般、窓口・電話、PC 入力、イベント補佐等
資格 / 普通自動車免許（AT 限定可）
ワード・エクセル（初級〜中級程度）フルタイム
年令
勤務 / 8：30〜17：30（1h 休憩有）
勤務歓迎不問
※時間・曜日については相談に応じます
休日 /土、
日、
祝
待遇 /各種社会保険有、
交通費規定支給
車通勤可
雇用期間 /〜令和 4 年 3月31日
応募 / 下記住所宛に（2 月 26 日（金）迄）
履歴書（写貼）
をご郵送ください。
書類選考後ご連絡致します。

三田市商工会

079-563-4455

JR・神鉄「三田」駅より徒歩約 15 分

〒669-1531三田市天神1丁目5番33号 三田市商工会館
三田市

今こそあなたの資格と日々の生活で培った
経験を介護現場で活かしてください !

デイサービス介護スタッフ
★未経験者もOKです!!
時給/ 1,050 円〜
★面接前の職場見学も
※処遇改善手当の一部含む
※介護福祉士資格保持者は＋30 円
※試用期間3ヶ月・同条件

大歓迎!!

勤務 / 8：45〜17：30 ☆週 1〜3 日程度
休日 / 日曜、年末年始
資格 / 介護職員初任者研修（旧ヘルパー2級）、
普通自動車免許
待遇 / 交通費規定支給、賞与有

声

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

独 立 行 政 法 人 国 立 病 院機構

応募 / お気軽にお電話の上、
履歴書（写貼）
ご持参ください。

時給/ 950 円〜 1,000 円 ※試用期間3ケ月有時給同じ

スタッフの

面接地・集合・解 散 場 所 「新三田」駅より徒歩約10分
［ 三田営業所］三田市大原 767-1 大原ハイツ102

④病棟アシスタント

詳細は面談にて

事務スタッフ募集

精密部品 の 検査 又は 加工 主婦活躍中!!
時給/900 円〜 週 3 日〜OK!! 定年退職者も歓迎!!

希望お休み申請制度で毎月のシフトが完成するので、先の予定が
組みやすいのが魅力的です♪有給休暇もしっかり取りながら収入
制限ギリギリまでお仕事しています。 （30 代女性スタッフ）
自宅で親の介護をしながら、火曜日・金曜日限定で働いています。
利用者様と一緒に運動やおしゃべりしながら楽しく過ごせる職場
で、気持ちがリフレッシュできて嬉しいです。（60 代女性スタッフ）

デイサービスセンター

ひなたぼっこ

応募 /まずはお気軽に
お電話ください

079-553-0880【受付】
デイサービスセンタ̶ひなたぼっこ 則本

三田市相生町３-１ユートピア三田（神鉄「三田本町」駅より徒歩約 3 分）
神戸市北区・他

☆日勤のみ☆残業ほぼなし

【正職員】
（正）
月給/ 216,500 円〜 316,100 円

（職務手当・処遇改善加算含む）
※給与幅は経験・年令による

臨パ

月20日勤務/

①看護師

（准）
月給/ 180,100 円〜 276,900 円
※給与幅は経験・年令による
②生活支援員 ☆未経験者OK
【正職員】月給/ 212,000 円〜 283,700 円

勤務 / 8：45〜17：30（休憩 1h）※早出 / 残業有
休日 / 日曜、会社カレンダーに依る
待遇 / 賞与年 2 回、各種社保完備、
交通費規定支給

経理業務や諸手続きなど色々と勉強できます。
社会復帰・ステップアップを目指す方も大歓迎です♪

機械増設の為大募集!! 未経験者歓迎!! モノづくり
一緒にやりませんか！
？ 自然の中で働き易い環境です♪

③看護師

4t 給与/ 30万円以上可能

三田市

ア

②事務助手

（当社規定諸手当含む）
※年令や資格、経験による

〒669-1527 三田市中町17-3

西宮市山口町名来2丁目22-11 ※屋内禁煙

①医局補助員

準中型、中型 免許取得応援します !!

079-563-4885

樹楽 西宮名来
株式会社ヲ利鶴
078-958-5816
https://orizuru.jbplt.jp

三田市

給与/ 180,000円〜

株式会社

勤務開始日・時間帯など相談 OK♪
シフトもお気軽にご相談ください♪

正パ

三田市

同時 営業業務係 将来の幹部候補募集 !!
募集 給与 /20 万円〜35 万円※経歴・経験による

◎別途処遇改善加算有◎昇給有
勤務 / 8：30〜17：30（休憩 1h）
☆時間・曜日応相談
待遇 / 交通費規定支給
応募 /まずはお気軽にお電話ください。

丹波篠山市

社

三田市

スキルアップしたいあなたを力強くサポートします♪ 身体障害者の健康管理、生活支援等のお仕事です。
ドライバー 資格は普通自動車免許で OK! 施設勤務未経験の方もOK! ブランクのある方もどうぞ♪

パ ア

新天地でやり直したい方、
新しい環境で
スグに収入を得たい方必見です！
！

建設現場軽作業
年令
日給/ 8,000 円〜（残業手当・能力給別途支給） 不問
コツコツもくもくできる軽作業なので、
コミニュケーションが苦手な方でも大丈夫♪

勤務 / 8：00〜17：00（休憩有）
週1日〜OK
待遇 / 交通費支給、
日払い制、
個室寮完備、車通勤可

有限会社 六岡建設

入寮生大募集

（スグ入寮できます）
キレイなバス・トイレ・キッ
チン・テレビ・エアコン完備

［募集中］送迎ドライバー
（普免OK）時給/1,000円〜（日給月給制）

●定年退職者大歓迎 !! ●60 代以上 OK！●住込可
●年金を貰いながらお小遣い稼ぎも OK!!
飛躍する Rokuoka グループは
兵庫県内 9 支店・他府県にも支店多数

有限会社 六岡建設 滝野支店・三木支店
株式会社 ろくおか 本店・他
三木市岩宮203-1
0120-663-696［三木支店］0794-70-7030
0120-667-672［本店］西宮市今津曙町13-4中津ビル1F

+ 諸手当、夜勤手当は別途支給

【パート】時給/ 920 円〜 ☆時間・曜日応相談

勤務 /① 9：00〜17：00（休憩有）
② 7：30〜15：30、9：00〜17：00、11：00〜19：00、13：00〜21：00、
夜勤17：00〜翌 9：00、
（休憩有）、
シフト制
休日 /【正】公休月 8 日（シフト制）、夏期休暇・冬期休暇各 4 日
待遇 /【正】賞与（年 5.35ヶ月支給）、昇給年 1 回、扶養手当、住宅手当、
寮完備（ワンルーム）、
（共通）通勤手当、皆勤手当、各社保完備、
車通勤可、敷地内保育所完備
応募 / まずはお電話の上、履歴書（写貼）持参下さい。
郵送も受付けております。

充実 の福利厚生!!
春秋年2回職員旅行有、5年目・10年目海外研修旅行有
2年目〜リフレッシュ休暇5日間 手当別途5万円付 !!
JR「新 三 田 」
「 相 野」駅から送迎バス有

障害者支援施設

三田療護園

079-568-2588（担当 / 原田・楠本）

〒669-1357 三田市東本庄1188
三田市

正社員・パート

未経験の方も大歓迎！丁寧に指導します !!
社員の多くは未経験からのスタートです♪
20〜30 代中心に〜 50 代と幅広く活躍中！

【正社員】定期清掃業務スタッフ
給与/ 175,000 円〜※年令・経験等考慮
月収例/ 250,000 円（未経験30才入社2年目）
※職務手当・出張手当・その他手当を含む

内容 / 機材等を使用した定期清掃作業（病院・公共施設・事務所等）
勤務 / 8：50〜17：20（休憩 1h）※現場により異なる
本社出勤後、
グループ毎に各作業先へ向かいます。
（主に兵庫県内）
休日 / 週休 2 日制（月 9 日）
シフト制、年間休日 111 日、年末・年始
希望の休暇取得も可能です。
資格 / 普免（AT 限定可）、45 歳迄（キャリア形成を図る為）
待遇 / 昇年 1、賞年 2（昨年度実績 4.15カ月）、社保完備、車通勤可
交通費規定支給、退職金制度有、諸手当有、制服貸与
応募 /まずはお気軽にお電話下さい。
面接時、履歴書（写貼）
ご持参下さい。

ビルクリーニング
資格取得援助あり！
！
スキルアップできます！
！
将来独立したい方歓迎♪

株式会社 ニューライフ
079-568-7888 (担当/木戸)

[本社]〒669-1345 三田市下相野394-1
三木市吉川町

正パ

季節の花々が溢れる素晴らしい環境で働いてみませんか？
まずはお気軽にお電話ください♪

①介護職員

無資格でも OK・資格取得支援有

【正職員】月給/ 214,000 円〜
※一律専門職手当
（介護福祉士）
13,000 円/月
（賞与時 144,000 円/年）
処遇改善手当 15,000 円/月・
特定処遇改善手当 8,000 円/月・
（超過分は別途支給）
夜勤手当 6,000 円 / 回含む・
勤務 / 交替勤務（週 37.5h）※早出・遅出・夜勤有

【 パ ート】勤務 /7：00〜19：30 の間で曜日・時間応相談

1,000 円〜
920 円〜

時給/
（介護福祉士）
9：00〜17：30
（資格無し）
時給/

7：00〜9：00、
17：30〜19：30は 時給＋100 円

②夜勤専門介護職員

+ 処遇改善手当
+ 特定処遇
改善手当

◉若干名 ☆週 1 回〜OK

【 パ ート】給与/ 1勤務 18,000 円〜 21,000 円
+ 処遇改善手当 + 特定処遇改善手当

※給与幅は経験年数、資格による

勤務 /17：00〜翌 10：00（仮眠・休憩有）

③調理員

経験、資格により優遇

【 パ ート】時給/ 1,010 円〜 + 特定処遇改善手当
勤務 / 6：00〜10：00 ※日数・曜日応相談

休日 /【正】週休 2 日※勤務シフト制【パ】勤務開始日・日数、時間応談
待遇 /【正】
賞与年 2 回
（昨年実績 4.2 ヵ月）
、
昇給年 1 回
（4 月度に実施）
、
時間外勤務手当、
各種社会保険完備、交通費規定支給、
扶養手当、
福祉医療機構退職共済完備、特別手当（年末年始1日/5,000円）、住宅手当
応募 / 電話連絡又は履歴書（写貼）職種を 明記の上、ご郵送ください。
社会福祉法人 吉川福祉会
高齢者総合福祉施設

さざんかの郷

0794-72-1170

ウッディタウン・上津台・
鹿の子台から車で約20分

〒673-1115 三木市吉川町大沢418 「吉川温泉よかたん」すぐ横
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パア

笑顔と快適をお届けするお仕事です♪
お仕事復帰の方、
ブランクある方も大歓迎！

家事代行スタッフ

未経験 OK

時給/ 1,200 円〜 +交通費全額支給

勤務 / 9：00〜18：00 の間で週 1 日〜、2 時間以上で応相談
ご家庭の用事等両立可能で働きやすい
（登録制）
Wワーク可
内容 / 掃除・洗濯・買い物・料理等、日常一般の家事全般
☆最初は社員と同行しますので安心です。
待遇 / 昇給有、車通勤可
勤務地 / 三田市、神戸市北区☆相談可
応募 / まずはお電話ください。
QRコードからの応募も可（HP→採用ページ）

あなたの家事経験が活かせます
年齢不問！30〜60代活躍中♪

夜間配達スタッフ
◎個人宅への乳製品の配達

神戸市中央区布引町 2−3−5−402 いたします。
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!

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〜
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

☆土日祝手当 500 円 /1ケア
☆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

充実手当
有り!

【正社員】月給/ 250,000 円〜

勤務 / 火曜 22：30〜翌 5：00 および
金曜 22：30〜翌 5：00 の間で 4〜5h
※件数による ☆週 4 回の勤務も OK

078-224-0476

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、
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♪

※一律処遇改善手当等含む ※給与幅は経験・回数による
勤務 /16：30〜翌 9：30（実働 15ｈ）☆週 1 回〜でＯＫ
！
（曜日応相談）

②厨房補助職員

時給/ 930 円〜 980 円

アットホームな職場です !!
経験のある方も未経験の方も大歓迎 !!
☆資格不問

勤務 /16：00〜20：00
☆週 2〜4 回程度で曜日応相談

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

時間 /17：00〜翌 9：00 ※勤務日数応相談

社会福祉法人すみれ福祉会

看護師・准看護師 ☆経験・資格等考慮のうえ優遇

特別養護老人ホーム

079-590-3111
三田市

（三田市内の公園・街路・住宅緑地の除草作業等の道路警備）

入社祝金 あり 3万円 (規定有)

時間 /7：00〜21：00 の間で週 2 回〜、1 日 4h〜で応相談

経験者歓迎・2 級資格者優遇・未経験者 OK

☆普通免許で OK

資格 /18 歳以上 ( 警備業法による)
勤務 /8：00〜17：00（休憩120分）
※勤務時間は現場により変動します。
休日 /日、祝、
お盆、
年末年始
待遇 /制服貸与、交通費規定支給、車通勤可
3 日間事前研修（3日間で19,500円支給）
応募 /まずはお電話ください。

すみよし
すみよし
のぞみ
のぞみ
勤務地 ゆとりの家
（篠山市住吉台 105）
（（篠山市乾新町
丹波篠山市乾新町63番地1
63 番地 1）
）
（下記住所） （丹波篠山市住吉台105）

株式会社 ゆとり

◎入社日相談応じます !!

090-3465-9902

( 担当 / 吉田 )
丹波篠山市住吉台 56 番地 3 ☆敷地内禁煙

昨年、立ち上げたばかりなので、上下関係などは一切なし！
！
未経験でも研修がありますので自信持って就業できます！
ヨシ

長期 正社員 パート

www.winds-h.com

三田市

求人ウインズ

079-564-5146 ( 担当 / 採用係 )

日払い バイト こちら
から→

三田市香下670

検索

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。
☆ブランクある方 O K
① 正 看 護 師 ☆パートも同時募集
外来・精神科デイナイトケア担当

【正職員】月給/ 256,000円〜 皆勤手当＋10,000 円

☆パートも同時募集 ☆新卒・第 2 新卒歓迎

④調理スタッフ ☆調理師資格お持ちの方優遇

【正職員】月給/ 145,000円〜 皆勤手当＋10,000 円
勤務 / 9：00〜17：00（休憩有）※早出 6：00〜、遅出 10：30〜も有

⑤調理補助 ☆男女不問☆時間曜日相談 OK

【パート】時給/ 900円〜

勤務 / 9：00〜12：00、13：00〜16：00、
9：00〜17：00
◎休憩時間も時給換算（賃金支払い）いたします

【正職員】月給/ 232,000円〜 皆勤手当＋10,000 円

パ ア

◎経験により加算有
※一律夜勤手当4回分36,000円、職務手当15,000円
資格手当16,000円、調整手当5,000円含

土・日・祝お休みでご家族との予定も合わせやすい♪

①2t トラック運転手

勤務 /9：00〜17：00（夜勤 16：50〜翌 9：20）
（休憩有）

③ 看護助手

時給/ 1,000 円

☆パートも同時募集

2t ロングトラックを使用、
丹波篠山・大阪エリアの取引先への配達です。
◎その他の時間も相談に応じます !!

②電子機器の
組立・検査スタッフ

男・女
活躍中!!

時給/ 900 円

⑥食器洗浄 ☆男女不問☆時間曜日相談 OK

【パート】時給/ 900円〜

【正職員】月給/173,000円〜 皆勤手当＋10,000 円

内容 / 取引先への納品業務
勤務 /10：00〜16：00（休憩有）

警備業許可：兵庫県公安委員会認定第63001569号

正パ

② 准 看 護 師 外来・精神科デイナイトケア担当

三田市天神3丁目25-22-107

ヒロ

株式会社 佳 拓

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

大募集！
！

日給/ 9,500 円〜10,500 円 日払い可

※一律処遇改善加算 1h200 円以上込

応募 /まずはお気軽にお電話ください

ア

交通誘導警備員募集

時給/（ 介護福祉士）1,200 円〜
（初任者研修およびヘルパー2級）1,130 円〜
年令
（資格無し）1,100 円〜
不問

■介護事業

★詳細は面接にて

40〜70代幅広く活躍中♪未経験者でも安心の研修制度有り

☆資格不問

送迎ドライバー同時募集

篠山すみれ園

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

丹波篠山市今田町釜屋 35 番地

時間 /8：30〜17：30 の間で週 1 回〜、1 日 2h〜で応相談

介護職員

業務に慣れるまで
しっかりと付添います！

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）

急募!

給与（1勤務）/ 18,500 円

初めての
方も
大歓迎♪

内容 / 簡単な盛付け・夕食後の食器類の洗浄等

パ

夜勤専従介護職員

業務に慣れるまで
しっかりと付添います！

22,500 円〜24,000 円

時給/1,500円〜
+皆勤 4,000 円
週2〜4日OK♪時間応相談

勤務 /9：00〜17：00（夜勤 16：50〜翌 9：20）
（休憩有）

079-558-8282（採用担当/尾崎）

※一律夜勤手当4回分28,000円、職務手当10,000円
調整手当5,000円含
勤務 /9：00〜17：00（夜勤 16：50〜翌 9：20）
（休憩有）

給与は当法人規定により優遇♪
充実の 定年の 65 才まで定期昇給があります（定年延長制度有）
待遇 60 才以上の方も歓迎♪幅広い世代が活躍中♪

未経験
OK♪

勤務 / 9：00〜15：30（午前のみ・午後のみも OK）
〈共通事項〉
待遇/
（正職員）
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、皆勤手当、年2回慰安旅行有
（春・秋）
（
、共通）
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。

J R 三田駅
より

送迎有

許可病棟数/200床
医療法人山西会 三田西病院 （認知症治療病棟/59床含）

079-568-0025（代）

〒669-1357 三田市東本庄2017番地
（神戸三田ICより車で約15分）

勤務 /9：00〜15：00（休憩 1h 有）
9：00〜16：00（休憩 1h 有）

☆扶養範囲内勤務 OK!!
☆友達同士の応募も大歓迎 !!
◎その他の時間も相談に応じます !!

簡単な
お仕事です!!
初心者歓迎♪

☆JR「広野」駅より徒歩約 15 分

電気機械器具製造

石出電器製作所

079-567-5515 (担当/採用係）

〈第２工場〉三田市下井沢 76-1

給与/（ 夜勤1回）

◎軽車両持込みできる方

◎経験により加算有
※一律夜勤手当4回分36,000円、職務手当15,000円
資格手当20,000円、調整手当5,000円含

訪問介護事業所りかおん
りかおん居宅介護支援事業所

有限会社

求人専用
ダイヤル

神戸市北区有野町有野1682-5
丹波篠山市

無資格でも
介護経験が
内容 / 特養ホーム入所者様の夜間の対応全般 あればOK!

牛乳配達スタッフ

応募/まずはお気軽にお電話ください（受付：9時〜23時）

ミ ル クトップ

①夜勤専従介護職員

+交通費支給

各地

☆入社半年経過後 15,000 円 昇給有
☆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

ID

とてもアットホームな職場です。40〜60代も活躍中♪

時給/1,125円〜

週2回
勤務

（准）1,200 円〜 1,250 円

株式会社エイド ホームページぜひご欄下さい⬇
三田市・神戸市北区
0120-540-825（採用係） 近隣で出張面接

共通
休日 / 土・日・祝
（会社カレンダーによる）
待遇 / 各種社会保険完備、
交通費規定支給、車通勤可、
制服有
応募 / お気軽にお電話ください

丹波篠山市

パア委

牛乳配達スタッフ募集！中高年活躍中です！

時給/（ 正）1,300 円〜 1,350 円

家事代行サービス

三田市

神戸市北区

神戸市北区

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!!

廃車無料

買取地域 NO.1
査定・見積無料 !!
金・プラチナ・ブランド品
買取専門店

もできます !

各種新車・中古車販売、
整備・板金・塗装
低年式車、
ディーゼル車
トラック等も大歓迎。

無料

引取り、その他、

手続費用も

神戸市北区有野中町2丁目13番5号

早めの整理が価値をいかすチャンスです!!
どんなものでも、まず一度ご相談ください♪

高価買取

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

078-982-3003

三田市・丹波篠山市

定休日 / 第2・3水曜日

高価現金買取実施中!
価値を知りたい！

今すぐ現金化したい！

リサイクルショップ
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

質の
ご用命も
お気軽に
どうぞ !!
少しでも高く売りたい！

バッグ
バザールタウン 篠山・NEWS館

079-594-2589

丹波篠山市杉 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）

