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神戸市北区

パート・アルバイト

時間 /18：00〜翌1：00 の間でシフト制
☆1日3h〜、
週 2〜3日からOK!! ☆曜日応相談
待遇 / 制服貸与、
★まかない＋ドリンク付
☆ラストまで働ける方歓迎

焼き屋

きりこ

急募!!

季利呼

定休日：第 3 月曜

最寄駅/J R「新三田」
「相野」駅

※処遇改善手当有
勤務/8：30〜21：30

休日 /月間勤務予定表による（シフト制）
☆勤務条件相談可
待遇 / 社保完備、通勤手当別途支給
応募/お気軽にお電話の上、
履歴書
（写貼）
持参ください。

※詳細は面談時

応募 / まずはお気軽にお電話ください

パート

薬剤師 [ パート ] 時給/1,800円〜2,000円
勤務 / ①9：30〜13：00 ②13：00〜17：00
☆水・木・土、①②何れか又は両方勤務可能な方
待遇 / 交通費支給、制服貸与
時間・曜日
応募 / まずはお気軽にお電話の上、
応相談
面接時履歴書ご持参ください。

資格/普通自動車免許
待遇/昇年1、
各種社保完備、
交通費全額支給

三田市東本庄1188番地

神戸市北区・三田市・吉川町

株式会社アユズ

アルバイト

軽作業スタッフ（ゴルフ場）

そろそろ春です♪始めませんか？

日給月給制/200,000 円〜

寮生募集 ! （
! 即入寮可）

勤務 /1 日8 時間労働（休憩有）

寮費 1ヶ月無料 !! ※詳細は面談時
※時間は現場により異なります※早出、
残業有 今なら、

定年退職・年金受給者・シニア活躍中

株式会社 ろくおか
パート

神鉄「道場南口」駅前

マイカー通勤可

神戸市北区

キッチンサポート ☆男女不問・年齢不問

勤務/ 6：00〜10：00、
16：00〜20：00 時給/ 950 円
10：00〜14：00
時給/ 900 円

週2〜3回 OK・曜日相談可!!

細 川 医 院

・外科
・整形外科
・胃腸内科

<応募>
まずはお気軽に
お電話ください

078-951-0200

西宮市山口町

在宅

マイカー通勤可

待遇 / 材料、完成品の集配有
☆J I B 船坂店近郊にお住まいの方
◎経験者、工業用ミシンを
お持ちの方歓迎 !!
◎ミシン貸出制度も有

東京ケータリング株式会社

くじらが目印!!
JIBで人気の小物の
縫製をお願いします。
ご自宅でできるお仕事です♪
未経験の方にも丁寧に指導!!
20〜50才位の方活躍中!!

（お問い合わせください）

◎業務開始後もペースアップの
サポートいたします !!

昇給有!! 能力給有!!

株式会社ジブ（船坂アトリエ）
078-595-8290 (担当/しかま) 応募/まずはお電話ください

〒651-1423 西宮市山口町船坂 310
三田市・神戸市北区・三木市

※詳細はお問い合せください

パート・アルバイト

①商業施設の清掃

時給/ 9 5 0 円〜

※屋外清掃含む

勤務地 三木市大村（三木小野 I .Cよりスグ）
時間 7：00〜20：00の間で 1日3ｈ以上からOK

◎あなたの働きたい時間を教えてください。
☆シフト例
［A］7：00〜10：00 ☆週 1 日〜OK

［B］
10：00〜15：00 ☆土・日・祝のみOK
［C］
16：00〜20：00 ☆時間・曜日相談OK
☆他の時間も有ります。フルタイム勤務も大歓迎!!

②事務所の日常清掃 時給/ 8 5 0 円〜
勤務地 神戸市北区
（神鉄「田尾寺駅」より徒歩3分）
時間 7：00〜10：30
☆週 2〜3日の勤務
休日 土・日・祝

③旅館の客室清掃

時給/ 9 5 0 円〜

[ 共通待遇] 交通費規定支給有、
制服貸与有
※研修期間1ヵ月有
（同条件）
応募 / お気軽にお電話ください。
■ビルメンテナンス業

〒669-1534 三田市横山町9-16

078-958-0321（担当/山田）
【本社】神戸市北区淡河町神田1022 http://www.konan-dc.co.jp/top.html
契約社員・アルバイト

時給/ 880円 以上

+昇給有!!

時給/ 900円 以上

+能力給有!!

☆制服貸与

吉川運輸グループ

時給/ 1,100円 以上

「短時間」
「W ワーク」など、あなたの働きたい曜日
や時間を、お気軽にご相談ください !! コンビニバ
イト初めての方でも大丈夫 !! 研修がありますの
で、少しずつ覚えていってください。

関 西 養 鰻 部 シニア世代 大歓迎!

②観光バス乗務員
（送迎） 同時 男女営業(旅行業務)
③タクシー乗務員
募集 『サザンカツアー』
給与/当社規定により優遇

株式会社 吉川交通
④2 t〜 大 型トラック乗務員

同時募集

給与/当社規定により優遇

整備士

一般区域貨物自動車運送事業

(若干名)

武 吉川運輸 有限会社

曜

☆20代〜60代まで活躍中!!

共通：②③④ 資格/18才以上 待遇/各種社会保険完備
休日/ 日曜日・祝日

【三田下井沢店】三田市下井沢570-5

079-567-4077（担当/岡）応募/まずはお電話下さい。

0794-72-0451（代）応募/まずはお電話ください。

〒673-1231 三木市吉川町稲田森ノ西132-2

AR

常勤・パート

求人

業界トップクラスの福利厚生！院内保育所も完備！

①看護師【常勤】

今 春卒 可

給与/221,500 円〜 + 経験給
※各種手当支給

② 歯科衛生士【非常勤】
時給/1 , 1 0 0 円〜

④看護補助【常勤】

今 春卒 可

給与/150,100 円〜

【常勤】賞与 / 年 3 回有（5.35 ヶ月支給）、
昇給有、他各種手当有
応募/まずはお気軽にお電話ください

※各種手当＋処遇改善手当別途支給

※保険加入可

★正准看護学校★
・ 進学希望者
歓迎
・ 奨学金希望者

勤務 /9：00〜17：00

③保育士 【常勤】

今 春卒 可

給与/ [専・短大卒] 175,500 円〜
[大 卒] 192,000 円〜
◎障害児を保育するお仕事です

三 住 管 財（株）
079-563-7500（担当 / 佐藤 ) 2/26〜受付

☆ロボットでの製品の取り外し・トリミング・外観検査などの作業。
たまに手動鋳造がありますが段取りから親切に指導いたします
ので、
安心してご応募ください。
資格 /40 才迄（長期勤続によるキャリア形成をはかる為）
勤務 / 8：00〜17：00（休憩有）
待遇 /各種社会保険完備、交通費規定支給、制服貸与
社内食堂有、食事補助（1 日 /150 円有）
も
ある方
昇給年 1 回、賞与年 2 回、有給休暇
経験の の方も
残業手当、退職金制度
経験
☆バイク・マイカー通勤できる方 未 大歓迎!!
休日/ 土、日、夏期、GW、お盆、
年末年始
会社カレンダーによる☆年間休日110日
応募 /まずはお気軽にお電話ください。

時給 / 850 円〜※試用期間有 ◎時間・曜日相談可
時間 / 8：00 〜（4 時間から8 時間程度の勤務）
（休憩有）
シフト制
待遇/ 交通費規定支給 休日/シフト制 ★まだまだ元気な

※各種手当＋処遇改善手当別途支給

世代
シニア 躍中 !
活

鋳造 課

（2 名）
⑤洗濯員 【パート】
時給/9 0 0 円〜

医療福祉センターさくら
E-mail: sakura@sakura-med.jp

〒669-1357 三田市東本庄1188（郵送の方は左記迄）

＋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）

独身寮完備 でプライベートも充実!!
・エアコン・バスルーム・エレベーター
・駐車場付 ☆リフォーム済☆
医療福祉センターさくら

充実
待遇

☆勤務 5 年以上で北海道 or 海外研修旅行有
☆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 !

◎清潔な布オムツの管理等を行う
簡単業務（軽作業）です
勤務 /9：00〜17：00
待遇 / 通勤手当支給 休日/月8 日

http://www.hirakataryoiku-med.or.jp/sanda/sakura/

079-568-4103

※保険加入可

すべての常勤職員

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

勤務地 神戸市北区有馬温泉旅館内
時間 11：00〜15：00 ☆週 2日〜OK

ぞう

①うなぎの養殖スタッフ★うなぎ養殖に興味
のある方大歓迎!

高校生可

未経験大歓迎♪週2日〜OK♪1日3h〜OK♪
女性多数活躍中!! 曜日・時間相談OK♪

三田市

ちゅう

吉川町

時給/ 950円 以上

【清掃スタッフ新規大募集】
◎年齢・資格・男女不問 ◎マイカー通勤可

【正社員】製 造 部

マイカー通勤可 「吉川温泉よかたん」からスグ
マイカー通勤可
バイトデビューOK!!
若年層から中高年まで幅広く活躍できる職場です!!

コンビニスタッフ募集!!
6：00 〜 9：00
9：00 〜 13：00
13：00 〜 17：00
17：00 〜 22：00
22：00〜翌 6：00

正社員

安心安定の職場環境で、お待ちしております♪
機械いじりや工作好きな方にピッタリ♪のお仕事です!!

パート・アルバイト

※高校生は22時まで

http://www.jib.ne.jp

078-907-3335 (担当/採用係)
〒651-1421 西宮市山口町上山口3丁目21-15

甲南ダイカスト工業株式会社

未経験者大歓迎

三田市

最寄駅/JR「新三田」駅

応募/まずはお気軽にお電話の上、
履歴書（写貼）ご郵送ください。

■ダイカスト製品の製造・販売

30代〜60代活躍中!!
30代〜60代活躍中!!

■給食委託

神戸市北区藤原台北町4-27（スペースアルファ神戸）

西宮北I.C.より車で約15分

小物の縫製（外注制作スタッフ）
給与 / 出来高制 ※試用期間
1 ヶ月〜

週 3〜5 日 OK♪
時間・曜日相談OK♪
勤務開始日相談可
W ワーク OK♪
☆丁寧な研修あり

090-1657-6958 (採用担当直通) 078-981-9000 [代表］

神戸市北区道場町日下部1019-1

【在宅内職】

（研修施設内厨房での盛付・洗い場等）
待遇 / マイカー通勤 OK、制服貸与
交通費規定支給
（月 2 万円迄）
応募 / お気軽にお電話ください。
2/26
（月）
〜受付開始。

リンクケアあゆみ
デイサービス きらめき

給与/ 203,100 円以上（諸手当含む）

マイカー通勤可

公私ともに互いに気づかいカバーしあえる、アットホームな職場です 大手研修施設でのお仕事なので安定して働けますよ♪
まずは簡単なことからスタート☆初心者さん大歓迎♪
看護師 （パート） 時給/ 1,350 円〜
勤務 /【午前診療】9：00〜12：00
【午後診療】16：30〜19：00
休日 / 日曜、祝日、木曜と土曜は午後休
待遇 / 賞与有、交通費規定支給、
有給休暇有

★経験者
優遇 !!

岡場から車で約15分・三田から車で約20分吉尾・I.Cから車で10分

パート・アルバイト

神鉄「田尾寺」駅より徒歩7分

◎時間応相談

神戸市北区

入寮者の方に 祝金 30,000 円支給
荷物はカバン 1 つで大丈夫！
生活からしっかり応援します。

車通勤可
078-987-2518 (担当/山本)
0120-667-672 応募/まずはお気軽にお電話ください。
〒651-1313 神戸市北区有野中町1-20-13 神鉄「岡場」より徒歩5分 ［本社］兵庫県西宮市今津曙町 13-4 中澤ビル 1F
神戸市北区

※処遇改善手当有
勤務/16：30〜翌 9：30

でもOK

◎時間・曜日応相談
1日4 h〜、週2〜3日OK !!

介護老人保健施設 愛
男女
07 9-568-5327 (担当/西村) OK♪

◎直行直帰可
◎日曜は休日手当有◎別途各種手当有

アットホームな職場です♪
ブランクある方もご相談ください

医療法人社団 広徳会

パート

西宮市山口町

① 介 護 職 員【パート】 ② 夜勤職員 【パート】
１回/16,000円
時給/ 9 0 0 円〜
無資格

神戸市北区

にこにこ薬局

非常勤

デイサービス・ショートステイ・介護スタッフ募集!!

078-951-1195

■処方箋調剤薬局

三田市

☆年2回寸志有
・Wワーク、
未経験者OK
時給/ 9 0 0 円
・高校生OK
（22：00 まで）
☆週4日程度〜
・土日祝のみも OK!!
勤務 /9：00〜17：00 ※休憩有（時間外・休日労働は原則なし） 勤務可能な方

マイカー通勤可

正社員も同時募集

神戸市北区道場町日下部1830

【次回発行日】2018.3.11

株式会社オフィスケイズ 〒669-1544 三田市武庫が丘3-4-6Tel.079-559-0505 Fax.079-559-0567 info@winds -h. com

清掃スタッフ

時給/850 円〜（研修期間有）

アプリダウンロード方法

マイカー通勤可

神鉄「道場南口」駅より徒歩 3 分☆駅近

ホール・キッチンスタッフ

動画を見る方法

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-

求人

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・ヒマラヤスポーツ三田店/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

2018.2.25 vol.662

掲載のお申し込みは…ウインズ編集室

AR

【 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）
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AR

パート・アルバイト

求人

最寄駅/神鉄「田尾寺」駅

マイカー通勤可

ホールスタッフ

◎高校生 OK ◎シニア可

時給 （
/ 平 日）900 円〜 ※研修期間 30 日間は時給 /-50 円
（土日祝）950 円〜 ※能力給あり

時間 /17：30〜21：30 頃（シフト制）週2〜3日程度OK
休日 / 毎週月曜、第 3 火曜
近郊の方歓迎!!
待遇 / 交通費規定支給、エプロン貸与

焼肉

経験者優遇!!

吉里

き ちり

078-903-0685

応募/まずはお気軽にお電話下さい。

又は

078-904-2858

〒651-1412 西宮市山口町下山口1丁目7-9 (定休日/月曜日)
神戸市北区

パート・アルバイト

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 ◎高校生 OK!!
時給/ 900円〜 22時以降は 時給/ 1,125 円
※試用期間有 ◎能力次第で時給 UP

☆土・日・祝は時給/ 50 円 UP!!

勤務 / 9：00 〜翌1：30 の間で1日 3h〜OK ※高校生は22時まで
◎たくさん働ける方◎週 3 日〜働ける方も歓迎♪
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
のみOK♪

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!!

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
三木市吉川町

契約社員（パート）・アルバイト

吉川インターから車で1分

マイカー通勤可

未経験の方も安心の簡単作業です♪

軽作業スタッフ募集 ◎検品・梱包・ピッキング
①
②
③

勤 務
時 給
8：30〜22：00の間で3 h以上、週2回以上（曜日応相談） 業務拡張につき
スタッフ増員☆
8：30〜17：30
円
女性多数活躍中♪

17：30〜22：00
5：00〜14：00
5：00〜 8：30
21：00〜 6：00
22：00〜 5：00

三田市

臨時職員・パート

JR・神鉄「三田」駅より徒歩約 15 分

マイカー通勤可

スタッフ募集
時給 / 9 0 0円〜95 0 円 ※試用期間有（3ケ月）時給/左記と同じ
（月 20 日勤務）
：144,000円〜 152,000円
【仕事内容】事務補助業務全般、窓口・電話業務、経理（会計、記帳等）
業務及び三田バル等イベント業務の担当と補佐
必要な経験 ワード・エクセル、基本的なビジネス文書作成経験
資格 / 簿記3級以上またはそれに準ずる経理経験等お持ちの方、
要普免
勤務 / 8：30〜17：30（1h 休憩有）
※ 週 5 日の勤務（勤務時間については相談に応じます）
休日 /土、
日、
祝 ※イベント業務の為年間数日の休日出勤有（振休対応）
待遇 /各種社会保険有、
交通費規定支給
雇用期間：〜平成31 年 3月31日
フルタイム
【応募】3 月18 日
（日）必着で下記住所宛に
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。

勤務歓迎

870
920 円
920 円

待遇 / 社会保険有（勤務時間に応ず）
勤務時間は
［共通］交通費規定支給
休日 / 日、
祝、
夏期・年末年始、
会社カレンダーに依る あなたの希望に
合わせて
応募 / まずはお気軽にお電話ください。
働いて頂けます!

〒669-1531 三田市天神 1 丁目 5 番 33 号 三田市商工会館
三田市

パート・アルバイト

登録ヘルパー
時給 /( 生活援助）1,200 円〜（身体介護）
1,600 円〜
勤務 / 8：00〜18：00 ☆賞与有

★業務にかかる移動費は当社規定により全額支給します。
★週 1 回からでも OK♪たくさん働きたい方も大歓迎 !

■釣針・釣仕掛製造販売・アパレル販売

未経験者

♪
でも OK
勤務 / 9：00〜18：00
☆週 1 回〜OK ! 曜日応相談 ☆賞与有

http://www.hayabusa.co.jp

神戸市北区

契約社員・パート・アルバイト

最寄駅/
「三田」駅よりバス約15分

マイカー通勤可

コンビニスタッフ募集!! 昇給有!! 能力給有!! 初心者OK!!
施設内にある店舗だから働きやすい!!

①【契約社員】
（ 2 名限定募集）☆未経験者歓迎
☆男女不問
月給/160,000円〜230,000円
勤務/ 7：30〜22：30（実働 8 h ）/ 週40 h 休日/週休2日制
待遇/社会保険完備、
有給有、
制服貸与、
交通費全額支給

②【パート・アルバイト】◎高校生OK!!
8：00 〜 14：00 時給/ 880円 以上
14：00 〜 18：00 +昇給有!! +能力給有!!
17：00 〜 21：00

Wワーク

☆週 2日〜OK♪ ☆制服貸与
☆土･日・祝 勤務歓迎!!

土・日・祝のみOK

（研修期間有）※詳細は面接時

待遇/昇給有、
社会保険完備、
交通費全額支給

来店されるのは、ほとんどアウトレットで働いている方なので安心。

週1日～OK♪あなたのライフスタイルに合った働き方OK♪
まずは簡単な業務からスタートしてください。

078-982-3003

三田市・篠山市

INFORMATION
☆どんな状態の物でも喜んで買い取ります

貴金属高価現金買取実施中!

神戸市北区上津台7丁目3番

[相場は毎日変動有]

[相場は毎日変動有]
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
フローラ88店

バザールタウン 篠山・NEWS館

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）

西宮市山口町

正社員・契約社員・アルバイト

神鉄「五社」駅/五社I.Cより車で約5分 バイク・マイカー通勤可

サポート体制は充実!! しっかり丁寧に指導いたします!!
固定ルートなのでラクラク♪安心してご応募ください!!

デイサービスセンタースタッフ
【パート】時給/ 900 円〜 ★日曜日はお休みです。
★賞与有り！
勤務 / ① 8：45〜17：45
★お休み希望の申請 OK。
☆週 2 日程度
プライベートを大切に
②13：00〜17：45
しながら働けます。
☆週 3〜4 日程度

応募 /お気軽にお電話の上、
履歴書（写貼）をご持参下さい。

079-553-0880 (担当/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）
三田市

②【アルバイト】日給/10,000 円 〜 高収入
勤務/ 5：30〜12：00（休憩有）
★週2～3日OK・曜日相談OK

内容/ルート配送
（パワーゲート車）エリア/兵庫中心・大阪・京都・奈良・和歌山
・3ｔ車→ 乳製品、医薬品の配送
・4ｔ車→ 大手フランチャイズ店の食品配送、食品の配送及び集荷配送
待遇/①各社保完備、
有給休暇有［共通］交通費規定支給、
制服貸与
※その他、詳細は面談の上
応募/まずはお気軽にお電話の上、
履歴書（写貼）
ご持参ください。 女性・シニア世代大歓迎♪

男女不問

◎入社後、2 週間ほど横乗り勤
務 で 仕 事 を 覚 えて 頂 きま す。
ゲート車による配送もありま
すので女性の方やシニア世代
大歓迎♪お子様の運動会など
ご家族のイベントはお休みが
取れる様に調整いたします！

委託
■一般貨物自動車運送事業・冷凍・チルド・小口配送

ポスティングスタッフ

報酬/配付地域・部数により異なる

内容/当誌「ウインズ」
をポスティングしていただくお仕事です。
三田市南が丘・西山・横山・三田駅前・ワンルームマンションに配布。
☆詳細はお電話にてご説明いたします。
The mind is told

ウインズ編集室（株）オフィスケイズ
079-559-0505

〒669-1544 三田市武庫が丘3-4-6

応募/まずはお気軽に
お電話下さい。

株式会社 ツーイング
078-907-3888 (担当/大石)

〒651-1421 西宮市山口町上山口2266-13
三田市

INFORMATION

求人広告掲載募集!! 企業と人とをつなぐ地域密着型誌面!!
新聞折込・ポスティング・フリーペーパー設置拡大中!!
お気軽にお問い合せ下さい。

0120-450-688 ウインズ編集室

神戸市北区

www.winds-h.com

正職員・パート

送迎有り/マイカー通勤歓迎!!（三田駅から約20分、岡場駅から約15分）

マイカー通勤可

利用無料の保育施設完備!! 小さなお子様のいる方も安心の環境!!研修期間があるので安心してご応募下さい。
他業種からの転職・未経験者も大歓迎です!! 働きやすい環境でスタートしませんか!
【パート】☆資格・経験不問 ④理学療法士 【パート】
①介護スタッフ【正職員】
【正職員】月給/ 22 6 ,000円〜（夜勤手当含）+ 他手当有
☆賞与有
（4.9ヶ月）
【パート】時給/ 1 ,0 2 0 円〜1 ,1 2 0 円より+ 交通費
☆土・日・祝 時給/ 50 円UP!!

時間 / 日勤 8：50〜17：20 夜勤 17：00〜翌 10：00 ☆日勤のみ、夜勤のみでも可

②送迎ドライバー【パート】◎40〜60代男性活躍中
時給/1,000円〜+ 交通費（業務手当含）☆土・日・祝 時給/ 50 円UP!!
時間 /(a)8：40〜10：40 (b)15：00〜17：00

③清掃スタッフ【パート】（施設内全般）

時給/ 2 ,0 00 円〜 + 交通費
時間 /8：50〜17：30 の間で時間・曜日相談応じます

⑤正・准看護師【パート】
時間 /8：40〜17：10 ※出勤日数等応相談

休日/【正】
シフト制（月8日）
※生活スタイルに合った勤務を考慮。
待遇/【正】退職金制度有
【共通】各種保険完備、
育児休暇有、 説明会・見学会も
交通費支給（規定有）、制服貸与

実施しています!!

応募/まずはお気軽にお電話下さい。

時給/ 9 00 円〜 + 交通費（業務手当含） ☆土・日・祝 時給/ 50 円UP!!
時間/(a) 8：30〜13：30 (b) 8：30〜16：00 (c)12：00〜17：00のシフト制

介護老人保健施設

078-950-7070 (担当/タケキタ・アラキ)

通所リハ勤務の為
日勤のみ

時給/ 1 , 5 0 0 円〜 + 交通費

保育・一時保育施設を完備。
小さなお子様のいる方も
安心の職場環境を
提供しています。

医療法人社団青山会

神戸三田プレミアム・アウトレット店
【本社】有限会社トッチーカンパニー
079-567-4077（担当/岡）

もできます!
定休日：第2水曜日

神戸市北区有野中町2丁目13番5号

共通事項

◎高校生〜主婦さんまで幅広く活躍中!!

北神三田

勤務/ 6：00〜16：00、
10：00〜20：00、
23：00〜9：00
（休憩1h有）
シフト制※配送先により異なる
（残業の場合有、月平均60 h）
休日/週休2日制、他

未経験者歓迎!! あなたのご応募お待ちしています!!

0794-73-0212

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

①【正社員】
【契約社員】給与/280,000円 〜350,000円

神鉄「フラワータウン」駅より徒歩10分

【本社】三木市吉川町大畑341-23

カーコンビニ倶楽部

手続費用も無料

3t・4tドライバー募集!! ※試用期間3ヶ月時給/9 0 0 円

【パート】◎ヘルパー業務、介護事務

ひなたぼっこ

廃車無料

品揃え豊富に展示販売中♪

079-563-4455

訪問介護センター
デイサービスセンター

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、

買取地域NO.1 査定、見積 無料

三田市 商工会

時給/ 900 円〜

INFORMATION

中国自動車道「西宮北 I .C」より5分

春、
新たな気持ちでスタートしませんか♪

待遇 / 賞与年2回、
車通勤可、
交通費規定支給 ※試用期間3 ヶ月
（同条件）
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

1,150 円

【次回発行日】2018.3.11

神戸市北区

★金★プラチナ★貴金属★時計★ブランドバッグ★アクセサリー etc

訪問介護センタースタッフ
ビュー
バイトデ♪
OK

アプリダウンロード方法

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-

株式会社オフィスケイズ 〒669-1544 三田市武庫が丘3-4-6Tel.079-559-0505 Fax.079-559-0567 info@winds -h. com

未経験者も OK! あなたの資格を活かしてください
『ありがとう』の笑顔があふれているお仕事ですよ☆

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〜♪

動画を見る方法

求人

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・ヒマラヤスポーツ三田店/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

2018.2.25 vol.662

www.winds-h.com

AR

【 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）

「百人百色」らぽーと
リハビリテーションプログラム

保育所ちから

応募/まずはお電話下さい。 〒651-1524 神戸市北区大沢町中大沢字向井新田2238-3 〈http://www.らぽーと.jp〉 駅からの送迎も有ります♪

