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】2019.3.24 Web サイト 3 週間無料掲載

0120-450-688

正社員・アルバイト

最寄駅/神鉄「岡場」駅

日 給/ 1 2 ,0 0 0 円

◎公共工事 ・土木工事・ 施設等の
各種防水工事
※詳細は面談時 ※資格取得支援有

時間/ 8：00〜17：00（現場に依り異なる）
腕を磨いてしっかり
休日/週休制 待遇/各種社保有

動画を見る方法

伊藤防水
078-981-1147

求人

三田市

臨時職員・パート

マイカー通勤可

受付スタッフ

◎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
（月 20 日勤務）
：144,000円〜 152,000円

090-3659-5705

応募/まずはお電話の上、履歴書（写貼）持参ください。

時給/ 900 円

◎週2日からOK♪◎曜日相談OK♪◎土日出勤できる方優遇♪

【応募】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 / 8：00〜17：00 の間で実働 6〜7h
［シフト例］8：00〜15：30、9：30〜17：00

30代〜50代
女性活躍中♪

DASHよかわ J-PLACEよかわ オートレース阪神

0794-72-2090 ( 担当 / 福井・吉本 )

〒673-1114 三木市吉川町吉安877-442

応募/
まずはお気軽に
お電話ください。

パート・アルバイト

最寄駅 / 神鉄「二郎」駅、
「田尾寺」駅

①ケータリングスタッフ

☆激レアバイト♪球場にて食事のお世話を 9：00〜15：30
するお仕事です。
有名選手に会えるかも♪

②盛付・配達
時給/

4：30〜 8：00

880 円〜1,080 円 ◎手当有り※詳細は面接時 ☆要普免

078-982-8079

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！

①生活相談員 【正職員】
月給 /174,000 円〜
☆介護福祉士資格要、資格手当 10，000 円別途支給

神戸市北区

②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。

0794-72-0063（代）

パート・アルバイト

マイカー通勤可

会員制ホテルなので安心安定の職場です♪昇給有!!
ディズニーグッズ取扱店の

①

ショップスタッフ
時給/ 900 円 ※研修期間中 -20円

未経験者
大歓迎!!

勤務 / 9：00〜13：00、13：00〜17：00 4h シフト制

②レストランスタッフ ◎高校生可
時給/ 900 円 ※研修期間中 -20円
（研修期間は当社規定による。経験・能力により短縮有）

勤務 / 7：00〜11：00、16：00〜21：30
◎時間応相談

078-982-3003

三田市

AR

正社員・パート・アルバイト

求人

JR・神鉄「三田」駅より徒歩 5分

マイカー通勤可

メニューリニューアルにつき大募集♪

調理補助スタッフ

880 円〜 ◎経験者優遇
◎時間・曜日応相談!
◎30代〜50代女性活躍中!

※勤務・休日等条件は店舗により異なります。※詳細は面接時

◎経験者優遇

079-562-3313 (担当/中谷) 応募/まずはお気軽に
お電話ください
（歴持参）

三田市三輪2丁目1-1 三田市役所2号庁舍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

30代〜40代女性活躍中!! 未経験者・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
スタッフからのコメント
日曜が完全休みなので、子
供との時間や家の用事がで
きて充実してお仕事できて
います。
（40 代女性職員）

医療法人社団 敬命会 吉川病院

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

神戸市北区

正職員・パート・アルバイト

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？

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〜
※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）
http://www.aishinkai.ne.jp

②放課後児童支援員
【パート】 時給 / 980 円〜

①

078-952-0415（担当/飯田・町田）

◎週 3〜5 日
◎経験不問

（試用期間有）

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。

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

□ 時間・曜日応相談!!

〒651-1401 神戸市北区有馬町1740 -1

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

最寄駅/神鉄「道場南口」駅

待遇 / 交通費支給 (月/15,000 円迄 )、 □ 週 1〜OK♪
制服貸与、正・契約社員登用制度有
□ 土日祝のみOK♪
応募 / まずはお電話ください。

ザ グラン リゾート有馬
080-4065-8262 (担当/畑)

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

【パート・アルバイト】時給 / 1,000 円〜 1,300 円

（研修期間は当社規定による。経験・能力により短縮有）

■会員制リゾートクラブ

経験者
優遇

勤務 /9：00〜17：00（休憩有） 休日 / 月 8 日以上

[応募受付] 三木市吉川町稲田1-2

最寄駅/神鉄「有馬温泉」駅

カーコンビニ倶楽部

手続費用も無料

（居酒屋店・割烹店・食堂 業態）
【正社員同時募集】
調理師（料理長候補・中習い・見習い）
給与 / 21.5万円
（店長候補・ホール主任候補）
店舗スタッフ
（ホール）
〜35万円以上

正職員・パート
マイカー通勤可

住所/三田市寺村町4239番地1

神戸市北区有野町二郎686-5

廃車無料

三田市
神鉄「三田本町」駅より徒歩約3分

藹 デイサービスセンター

週 2日〜OK♪
曜日相談OK♪

INFORMATION

神戸市北区

★しっかり稼ぎたい方はグループ店での勤務も可能ですのでご相談ください。

あい

給食・弁当・仕出し

〒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

勤務 /8：00〜17：00の間でシフト制
☆週 2 日〜、1 日4 h〜OK
☆シフト相談はお気軽に !
待遇 / 制服貸与 休日/土、
日、祝

院グループのデイサービス
吉川 病

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

ウインズ編集室

〒669-1531 三田市天神 1 丁目 5 番 33 号 三田市商工会館

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♪

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

時給/

079-563-4455

競輪場外車券売場

神戸市北区

勤務歓迎

三田市 商工会

※年に数回
（繁忙期など）
21：00迄の場合有
（勤務相談可）

休日 /シフト制
待遇 / 年末年始手当有、
交通費規定支給、
有給休暇、各種社保完備

アプリダウンロード方法

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、

事務スタッフ募集

【仕事内容】
事務補助全般、窓口・電話、PC 入力、イベント補佐等
☆ワード・エクセル（初級〜中級程度）
資格 / 普通自動車免許（AT 限定可）
三木市吉川町
パート・アルバイト 勤務 / 8：30〜17：30（1h 休憩有）※時間・曜日については相談に応じます
JR・神鉄「三田」駅より車で約20分
マイカー通勤可 休日 /土、
日、
祝
春から新しく働きませんか!? 和気あいあいと楽しい職場です♪ 待遇 /各種社会保険有、交通費規定支給 フルタイム
雇用期間：〜平成32 年 3月31日

神戸市北区藤原台北町3-9-18

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-

時給 / 9 0 0円〜95 0 円 ※試用期間有（3ケ月）時給/左記と同じ

稼いでください!!
雰囲気のいい職場です!!

検索

www.winds-h.com 求人ウインズ

JR・神鉄「三田」駅より徒歩約 15 分

業界好調につき一緒に頑張ってくれるスタッフを募集!!

防水工事スタッフ

AR

誌面設置場所

We bサイト 3週間無料掲載!!

2019.3.10 vol.688

www.winds-h.com

神戸市北区

ＡＲ求人誌

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
株式会社 大倉 【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。

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

AR

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】2019.3.24 Web サイト 3 週間無料掲載

0120-450-688
神戸市北区

正社員

マイカー・バイク・自転車通勤可

4/1スタート☆新年度から働きませんか?地域限定正社員大募集!

カウンターリフト

勤務地 /
神戸市北区赤松台（大手ビール工場内）

動画を見る方法

神戸市北区

パート・アルバイト

神鉄「田尾寺」駅より徒歩7分

☆週 3〜5 日 OK♪

16：00〜20：00

勤務 / 8：00〜17：00（週 5 勤務）◎要リフト免許
休日 / 日曜＋1 日（シフト制）※早番・遅番
待遇 / 賞与年 2 回、交通費規定支給、制服貸与、
各種社保完備、休憩室・喫煙所完備
応募 / まずはお気軽にお電話ください。面接は現地にて。

②洗い場

https://ematy-job.biz/

エントリーは
株式会社 エマティー スマホで簡単♪
（採用係） こちらから

0120-313-098
大阪市中央区西心斎橋2-4-2
三田市

バイク・マイカー通勤可

プライベートを充実させるならやっぱりコンビニバイト♪
細かいシフト相談に応じるのでWワークもOK♪家事の合間の昼タイム急募!!

コンビニスタッフ募集 ☆昇給有

☆こんな方に是非 !!
□バイト初めてだけど不安な方!!（丁寧な研修あり♪）
□短時間など都合に合わせて働きたい方 ! !
□掛け持ち・Ｗワークで探してる方 ! !
□近くで同世代と一緒に仕事がしたい方 ! !

応募/まずはお気軽にお電話ください。
※勤務希望のお店をお伝えください。
2店舗同時募集!!

開始時間や終わり時間、入れる曜日など、
あなたの希望に沿ってシフト調整します♪

079-550-0919 [採用専用電話 (担当/アサイ) ]
【三田カルチャータウン店】三田市学園4丁目1
【三田八景店】三田市対中町25-20
三田市

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】 ◎未経験者大歓迎 ◎W ワーク OK

①ホール
②洗い場
③調理補助

時給 / 9 5 0 円〜 1 , 2 0 0 円
◎週２日〜、
2〜3時間からOK♪
土日祝のみ、
昼のみ、夜のみOK♪
シフトはお気軽にご相談ください。

子育て中のお母さん応援 !!
子連れ面接＆出勤可 !!
バイトデビューの学生大歓迎♪

勤務 /（昼）
10：30〜14：30
（夜）
17：00〜 22：00
上記の間で応相談
待遇 / 制服貸与、交通費規定支給
【 正 社員】

（中習）月給/ 290，
000 円〜 ※諸手当、
残業代（約 40h）含む
④調理師（見習）月給/ 236，
000 円〜 ※経験・能力による
スキルアップできるチャンス！将来、独立したい方応援します！
転職をお考えの方・・・今がチャンスです！

勤務 / 営業時間内で実働 8h シフト制（残業月平均 40h 程度）
休日 / 水曜
待遇 / 社保完備、賞与有、制服貸与、交費規定支給
応募 / まずはお気軽に
お電話ください。
☆問合せのみ、見学も歓迎です♪

18：00〜20：00 時給/ 900 円
残業が可能な方は
2時間程度有
（〜22：00）※シフトに依る

丹波立杭陶磁器協同組合
079-597-2034 (担当/森本) http://www.tanbayaki.com/
各地

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

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 ! !

東京ケータリング株式会社
090-1657-6958 (採用担当直通) 078-981-9000 [代表］

短期

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

三田市

契約社員・正社員

JR・神鉄「三田」駅よりスグ バイク・マイカー通勤可

みんな同じスタート!! エースグループで一緒に頑張ってみませんか？

施設 警備スタッフ
（巡回・受付・交通誘導等）高収入
① 8：30〜翌10：30
（実働18 h 、
休憩・仮眠8h ）

日給/ 1 8 , 9 0 1 円 10日払い
OK♪

② 8：30〜翌10：30
（実働19.5 h 、
休憩・仮眠6.5h ）日給/ 2 0 , 8 1 3 円

勤務地 / 三田市駅前町（三田駅よりスグ）

積極
採用中!!

通勤便利♪

休日 /シフト制 ☆曜日応相談
待遇 / 各種社会保険有、制服貸与、交通費全額支給、正社員登用有
バイク・マイカー通勤可
応募/ お気軽にお電話ください。☆勤務地にて面接いたします。
http://www.ace-guard.com

有限会社 エース ガード
0120-931-154［エースグループ求人受付］
（有）エースガード本社
078-822-3339［平日ダイヤル］
【本社】神戸市灘区永手町2-2-17 リダイ六甲1 F

三田駅前 大型商業施設内に
新規事業所オープン
新規事業所
オープン !!

オープニングスタッフ大募集!!
学歴不問!! 20代〜60代 大歓迎!!
新規スタートだから先輩・後輩の
関係なく働きやすい環境です♪
未経験の方にも分かりやすい研
修内容ですので、安心してスタ
ートしていただけます♪
研修後も丁寧に指導
& フォローします♪

お問い合わせだけでも大歓迎!!
他にも三田市内に勤務地多数あります。
ご応募お待ちしております!!

三田市

INFORMATION

まずはお気軽にお電話ください。

ペットのご葬儀 事前相談・事前見積 無料で承ります
合同火葬シンプルプラン

9,800 円〜
※体重 1kg 以下

（税抜）

なるべく費用を抑えたいとお考えの方に
おすすめの、火葬からその後のご供養まで
お任せいただけるプランです。

個別火葬プラン なら

18,000 円 〜
※体重 5kg 以下

0120-814-590

〒669-1529 三田市中央町4-5

事前
ご相 談の
火葬 で
割 引あ料
り！

安心して最後のお別れができるよう、
読経供養や祭壇等、充実した葬儀に
必要なサービスを全てご用意いたします。

（税抜）

レックグループ

三田市福島428-2

■丹波焼販売・陶芸教室運営等

〒669-2135 篠山市今田町上立杭3（陶の郷内）

鮨・季節料理

079-567-2245 (担当/前中)

勤務地 / 丹波伝統工芸公園 陶の郷
資格/40才迄（長期勤続に依るキャリア形成をはかる為）
勤務/
（4〜9月）9：30〜18：15、
（10〜3月）9：30〜17：15、
（休憩有）
休日/シフト制（月7〜8日）
待遇 / 交通費規定支給、社会保険・雇用保険加入
応募 / まずはお気軽にお電話ください。
※履歴書
（写貼）
郵送も可。
［平成31年3/20
（水）
必着］

勤務開始日
相談可♪
Wワーク
時間・曜日
OK♪
相談OK♪

■警備業

正社員・パート・アルバイト

JR「新三田」駅すぐ

給与/160,000円〜（試用期間3ケ月有）◎経理事務経験者優遇

1,000 円

神戸市北区藤原台北町4-27（スペースアルファ神戸）

① 5：00 〜 9：00 時給/ 900 円〜
② 9：00 〜 17：00 時給/ 900 円〜
③17：00 〜 22：00 時給/ 900 円〜
★週 2 日～OK♪
④22：00 〜 5：00 時給/ 1,100 円〜 ★1日2h～OK♪
◎高校生OK ※高校生は22時まで ☆制服貸与有 ★短時間勤務OK♪

未経験
大歓迎

事務職員 ◎30代女性活躍中

丁寧な
研修有 !
■給食委託

正職員

マイカー通勤可

4 月から採用予定♪春から心機一転お仕事しませんか？

待遇 / マイカー通勤 OK、制服貸与 ☆男女不問 ☆年齢不問
交通費規定支給（月2万円迄）
☆年齢不問
代〜60代活躍中!!
応募 / お気軽にお電話ください。 ☆30
3/11（ 月）〜受付開始 。

パート・アルバイト

最寄駅/神鉄「横山」駅「ウッディタウン中央」駅

時給/

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

最寄駅 /JR「相野」駅

大手研修施設のお仕事だから安定♪初心者さんOK♪
スタッフみんな和気あいあいとお仕事しています♪

給与例 / 270,000 円以上
☆基本給 / 170,000 円＋手当 40,000 円
（能力 1 万円＋無事故 3 万円）
（1,518 円 ×40 h）
＋残業 60,720 円

( 派 )27-300325

編集発行/

株式会社オフィスケイズ 求人広告事業部

篠山市今田町

マイカー通勤可

6：00〜10：00

勤務開始日は応相談。早め、
遅めのスタートも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-

求人

☆未経験者 OK♪

検索

www.winds-h.com 求人ウインズ

①キッチンサポート

「三田」
「フラワータウン」駅より無料送迎バス有

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

We bサイト 3週間無料掲載!!
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www.winds-h.com

☆無料送迎バス有

ＡＲ求人誌

《年中無休 24時間 受付》
株式会社レック ペット葬事業部

ペット葬専門店

