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三田市

パート

神鉄「南ウッディタウン」駅 徒歩約1分

お近くにお住まいの方大歓迎!

事務員

待遇 / 交通費支給、車通勤可
応募 /履歴書（写貼）を 4/14 日迄に
郵送、またはお電話ください。
追って面接日等連絡します。

月

火

水

木

金

土

AM 9：00〜12：00 ○ ○ ○ × ○

○

PM 3：00〜 6：30 ○ ○ ○ × ○ 13：00
まで

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★美味しいまかない＋ドリンク付
☆ラストまで働ける方歓迎

勤務 /1 日8 時間労働（休憩有）

きりこ

急募!!

季利呼

定休日：第3月曜

お好み焼き・鉄板焼

焼き屋

078-951-1195

◆休診日 / 木曜・日曜・祝日

三田市

スタッフ仲良し!
楽しいお店です♪

※詳細は面談時

応募 / まずはお気軽にお電話ください

神戸市北区
勤務地/有馬温泉 兆楽、スパテラス紫翠

パート・アルバイト
マイカー通勤可
勤務/①15：00〜19：00
②15：00〜23：00
③20：00〜23：00
待遇 / 交通費規定支給
制服貸与

時給/ 850 円＋歩合制 ※研修期間有
平均時給例/1,450円〜

エステ認定習得も可能。若い方から50代・60代の方も大歓迎!

株式会社 リセン
080-6156-5217

三田市すずかけ台 2-3-1 えるむプラザ 302
〈クリニックゾーン〉 神戸市北区藤原台中町4-10
アルバイト

JR「相野」駅より徒歩約 10 分

マイカー通勤可

時給/ 850 円〜

①バーベキュー接客スタッフ
②農園作業スタッフ（農業経験者）

土・日・祝

時給 / 9
900
0 0 円〜

休憩中も
時給発生!!

勤務 / 8：30〜17：00（応相談）
待遇 /交通費規定支給、食事付
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

週 3 日〜OK!
土・日・祝 勤務できる方大歓迎 !!

☆未経験者OK♪☆土日勤務歓迎♪
☆時間・曜日相談に応じます!!
応募/まずはお気軽にお電話ください。
詳細はホームページにて
risen-kobe.com

三田市
神鉄「三田本町」駅より徒歩約3分

正職員・パート
マイカー通勤可

0120-667-672

【清掃スタッフ大募集】
① 温泉付分譲マンションの日常清掃
☆週 2日〜OK
◎新しくてとても綺麗なマンションです。
時間/［A］9：00〜13：30
時給/ 900 円〜
［ B］9：00〜15：00
勤務地/神戸市北区有馬温泉内シニア向け温泉付分譲マンション

② ゴルフ場の日常清掃

☆週2日〜OK
◎ひとりでコツコツ黙々とできるから働きやすいです。
時間/ 8：00〜17：00
時給/ 845 円〜
又は 9：00〜18：00
（休憩1h 、シフト制）

勤務地/三田レークサイドカントリークラブ
三田市大川瀬1461
[ 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。
験者

神戸市北区

〒669-1534 三田市横山町9-16

正職員・パート

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 !!
☆経験・資格等優遇 < 賞与年 2 回支給 >

【正職員】月給 /1 8 5 , 0 0 0 円〜320,000 円
※一律処遇改善加算 15,000 円〜込

樽検品スタッフ

勤務地/神戸市北区赤松台（大手ビール工場内）

時給/ 1,2 0 0 円

※22：00〜翌 5：00 時給/1,500 円
☆ラインで流れてくる生ビール樽のヘコミ、ラベルの
ゆがみ等を目視で確認していくお仕事です。

（遅番）13：00〜22：00、
（夜間）22：00〜翌 7：00
勤務 /（早番）8：00〜17：00、
※工場カレンダーによる ※時間帯相談可
休日 / 土日
待遇 / 制服貸与、各種社保完備、有給休暇有、研修制度有
※出勤時、安全靴ご持参ください
即日勤務・未経験・初心者OK
( 派 )27-300325 http://www.ematy.co.jp/
長期勤務できる方歓迎

株式会社 エマティー

0120-313-098（採用係）

週払い OK!!（規定有）
応募 /まずはお気軽に
お電話ください
★面接は現地にて★

【正社員】
月給 /1 7 万円〜2 3 万円
※試用期間有

正社員・パート

働きやすい環境を整えてお待ちしております♪
【パート】受付スタッフ ◎週２〜3日〜OK
◎1日3時間〜OK

時給/ 900 円（試用期間中 時給/850円）
勤務/10：00〜20：00 の間で3時間からO K
（例）
10：00〜14：00、
10：00〜16：00、
13：00〜20：00 など
待遇/ 交通費全額支給 ◎資格取得援助有
応募/まずはお電話ください。
子育て中の方
★お問合せだけでも歓迎♪
大歓迎!!
★正社員同時募集 ! ! ※詳細は面接時

未経験者OK!!

店長の小川です！当店は来店型店
舗のため、
テレアポ・ノルマ・家族や
友人への勧誘など一切ありません
ので、安心してご応募ください。
お電話お待ちしております♪

60代女性活躍中
男女歓迎!!

【パート・アルバイト】
時給 /1 , 3 0 0 円（製造）

＋皆勤手当 2 万円、
家族手当 2 万円別途支給

マイカー通勤応相談

◎ショップ窓口での受付と簡単な店舗内業務

正社員・パート・アルバイト

( 機械操作・包装・検品・清掃など )

医療法人社団 敬命会 吉川病院

神鉄「岡場」駅より徒歩 3 分

篠山市

おとうふの製造スタッフ募集

神戸市北区

時給 /1 , 0 0 0 円（軽作業）
◎週 3 日〜OK!!

高時給バイト!

稼げる!
勤務 /［正］8：00〜17：00（休憩 1h）休日 / 週休二日制
［パ］8：00〜17：00 内で 6h〜8h
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。
★4 月 19 日
（ 木）
必着
書類選考の上、
面接日をご連絡いたします。
※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。

モクモクと作業したい方にオススメ♪
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!!
〈豆腐製造〉

株式会社

丸 福 食 品 篠 山 工場

079-597-3698（担当 / 半田）

〒669-2162 篠山市今田町黒石 222−1
神戸市北区

未経験の方
大歓迎♪

AR

パート

求人

神鉄「有馬」駅より徒歩約 7 分

バイク・マイカー通勤可

兆楽の新しい施設で皆さんと一緒に働きませんか？

『SPA TERRACE紫翠』
新設オープン
【 パート】少しの空き時間でお仕事できます！

☆週1回〜でもご相談ください ☆シニア活躍中

エコール・リラ藤原台店

職 種

078-597-6471 (担当/小川)
〒651-1302 神戸市北区藤原台中町1-2-2 エコール・リラ本館 2階
西宮市山口町

マイカー通勤可

安定して長く働ける職場です !! 未経験者大歓迎 !!
◎経験不問 !! 【アルバ イト】
かけもちO K !!
◎男女活躍中 !! 曜日・時間応相談

【 正社員】
勤務開始日応相談 !!

◎一律処遇改善加算 1h 200円込

時間 / 7：0 0 〜2 1：0 0 の間で（ 4h か ら ）

③倉庫作業員

時給/ 900 円

時給/1,000 円
〜1,200円

◎週4日〜OK!!

給与/160,000円
〜 300,000円

勤務 /10：00〜18：00（休憩有）
休日 /希望シフト制
（休日曜日要相談）
待遇 /昇給有、
賞与有（当社規定による）
各種社会保険完備、
有給有、制服貸与
応募
応募/まずはお電話の上
/まずはお電話の上、
履歴書
（写貼）
持参下さい。
履歴書
（写貼）
持参下さい。

夜勤専従介護職員 ☆資格不問
給与（1 勤務）
/17,000 円
※一律処遇改善加算等、手当込

時間 /17：0 0 〜翌 9：0 0
待遇 / 定期昇給有、社会保険有、交通費規定支給
応募 / まずはお気軽にお電話ください。※詳細は面談時

のぞみ

（篠山市住吉台 105） （篠山市乾新町 63 番地 1）

株式会社 ゆとり◎入社日相談応じます !!
090-3465-9902 (担当/吉田)

①喫茶・売店

7：00〜12：00
14：00〜22：00
（休憩 30 分）

時 給

1,000円
950円

8：00〜14：00

②客室清掃

900円〜

☆希望により3h〜

③風呂係

16：00〜22：00
（休憩 30 分）

④洗い場、
配膳

17：00〜22：00

⑤布団上げ・敷
スタッフ

7：00〜10：00

900円

（※試用期間2ケ月有 時給/1,200円）

② 2t・4t
日給/10,000円 給与/160,000円
ドライバー ◎勤務日相談OK!!
〜 350,000円

（介護福祉士） 時給 /1,100 円〜 1日4h〜OK!
【パート】
（ヘルパー２級）時給 /1,080 円〜 相談応じます
（資格無）
時給 /1,050 円〜

勤 務

正社員・アルバイト

中国自動車道「西宮北 I.C」スグ

①配送助手

資格 / 介護福祉士、又は旧ヘルパー 2 級以上
時間 / 24h 内でシフト制（週 40 h）
休日 / 月 8 回（事業所カレンダーによる）

〒669-2231 篠山市住吉台56番地3

マイカー・バイク・自転車通勤可

スタッフ大募集!!

三住 管 財（株 ） シニア世代活躍中 !
079-563-7500（担当 / 小林 ) 4/9〜受付

■介護事業

派遣

JR・神鉄三田駅より送迎バス有

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

未経
大歓迎!!

すみよし

応募/まずはお気軽にお電話ください。

［本社］兵庫県西宮市今津曙町 13-4 中津ビル 1F

※給与は取得資格により変動します
勤務 / 週 39 時間☆フレキシブル制
（勤務時間・諸条件については詳細面談）
休日 / 初年度月８日以上☆日曜はお休みです
（年間 106 日 /H29 年度実績）
待遇 / 昇年１・賞年２、各社保完備
交通費全額支給、マイカー通勤可
応募 / まずはお気軽にお電話ください。

[応募受付] 三木市吉川町稲田1-2

◎年齢・資格・男女不問 ◎マイカー通勤可

篠山市

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。

大阪市中央区西心斎橋2-4-2

0794-72-0063（代）

パート・アルバイト

■ビルメンテナンス業

※詳細は面談時

勤】月給 /195,000 円〜275,000 円
【パート】時給 /1，
320 円〜2，
000 円☆週 3 日〜OK
【常

住所/三田市寺村町4239番地1

三田市上相野373（JR宝塚線相野駅近く）

勤務地 ゆとりの家
（下記住所）

資格 / 理学療法士、作業療法士
看護師、准看護師 等

藹 デイサービスセンター

しい茸ランドかさや
079-568-1301 (担当/採用係)

介護職員

機能訓練士募集

あい

神戸市北区・三田市

今なら、
寮費 1ヶ月無料 !!

株式会社 ろくおか

自然豊かな環境の中、気持ちよくお仕事しませんか？ 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！

しいたけ園内スタッフ

寮 生 募 集 !!（ 即入寮可）

※時間は現場により異なります※早出、
残業有

定年退職・年金受給者・シニア活躍中 入寮者の方に 祝金 30,000 円支給

正社員同時募集

神戸市北区道場町日下部1830

お仕事あります!!

◎直行直帰可
◎日曜は休日手当有◎別途各種手当有

男女活躍中

藤村耳鼻咽喉科医院
079-565-5977

日給月給制/200,000 円〜

・かけもちも OK!!

22：00まで

エステティシャン募集!!

※午前だけの勤務は
ありません

診療時間

軽作業スタッフ（ゴルフ場） ゴールデンウィーク中も

老舗旅館や新OPENのスパエステで、上質リラックスのお手伝いしませんか？ レギュラー週5日勤務で稼げる★未経験の方も安心して始められます

週3〜4コマO K!

時給/ 850 円〜 900 円

西宮・明石・神戸・大阪府内・その他（勤務地はご相談ください） アルバイト

マイカー通勤可

ホール・キッチンスタッフ ・平日だけ・週末だけ
◎高校生OK
時給/8 5 0 円〜（研修期間有）

2018.4.8 vol.665

www.winds-h.com

掲載のお申し込みは…ウインズ編集室

パート・アルバイト

神鉄「道場南口」駅より徒歩 3 分☆駅近

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

株式会社 田中運送

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

19：00〜22：00

930円〜
★22：00 以降
深夜手当有

1,000円
950円

待遇 / 各種社会保険有、交通費規定支給、制服貸与

◆勤務時間により季節手当有
◆週1回〜でも働けます♪
◆曜日、
時間相談に応じます 寮完備
ちょうらく

政 府 登 録
国際観光旅館

有馬温泉 兆楽

078-904-0666 (担当/人事) 応募 / まずはお気軽に
お電話ください
〒651-1401 神戸市北区有馬町1654-1
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

www.winds-h.com
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Tel.079-559-0505 Fax.079-559-0567
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神戸市北区・三田市・吉川町・その他（勤務地はご相談ください） アルバイト

軽作業スタッフ（ゴルフ場） ゴールデンウィーク中も

日給/8,000 円〜

◎直行直帰可

お仕事あります!!

☆日払い制 当社規定による 週1日からOK
◎日曜は休日手当有◎別途各種手当有

勤務 /1 日8 時間労働（休憩有）
※時間は現場により異なります※早出、
残業有

寮生募集 !!（ 即入寮可）

定年退職・年金受給者・シニア活躍中 今なら、寮費 1ヶ月無料 !! ※詳細は面談時
入寮者の方に 祝金 30,000 円支給

有限会社 六岡建設

0120-663-696

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。
応募/まずはお気軽にお電話ください。

［滝野支店］加東市下滝野 2-7［三木営業所］三木市岩宮 203-1
三田市

パート

神姫バス「中央病院北口」バス停より徒歩 1 分 マイカー通勤可

パート・アルバイト

時給/ 1,060 円 エクセル、

送迎ドライバー

（電話交換業務のみ、詳細は面談にて）
待遇 /交通費規定支給、
賞与有、有給休暇、各種社保完備、院内保育所有
応募 /
履歴書（写貼）をご送付ください。
※応募書類送付時、封筒に
「事務
助手（地域医療連携室）応募」
と朱書きしてください。

兵庫中央病院

079-563-2121（代表）
[URL] http://hyogo-chuo-hosp.jp/
〒669-1592 三田市大原1314
三田市・西宮市山口町

社員

時給/ 900 円〜

☆曜日相談
応じます

三田市

国土交通大臣賞受賞の
乗務員在籍！

◎免許とりたて・
ブランクのある方も歓迎 !

共通待遇 / 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
応募 /
お気軽にお電話の上、履歴書
（写貼）をご持参ください。

079-553-0880 (担当/則本)

カウンターレディー

帰りは送り有だから安心!!

スナック扉 ☆未経験者大歓迎☆☆経験者歓迎☆
079-564-6612
090-5662-3370

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） 〒669-1529三田市中央町11-17 サンシャインビル5-401
神戸市北区

正社員・委託・パート・アルバイト

最寄駅 / 神鉄「五社」
駅徒歩10 分

マイカー通勤可

◎PC 操作できる方（Excel・Word 必須）
◎経理事務経験者優遇

三田市

☆2t ロングトラック及びハイエース
を使用、篠山・大阪エリアのルート 週3日でもOK
配達です（作業含む）。

勤務 /10：00〜17：00（※10：30〜16：30 でも OK）

【パ・ア】センター内作業スタッフ
時給 / 950 円〜 ◎フォークリフト免許のある方歓迎
【委託】足場スタッフ ☆材料20％軽量化で
作業の負担軽減 ! !
報酬 / 完全出来高制

900円

時給/

資格 /45 才迄（長期勤続によるキャリア形成をはかる為）※定年 60 才
勤務 / 9：00〜17：30（休憩 45 分）
休日 / 土、
日、
祝、夏季休暇、年末年始他 長く続けられる
待遇 / 昇年 1、賞年 2、各社保完備
環境です♪
交通費規定支給、マイカー通勤可
有給休暇有、財形、退職金制度有
育児・介護・看護休暇 取得実績有

勤務 / ①6：00〜15：00（休憩 1h）②8：00〜17：00（休憩 1h）
休日 / 日曜、夏季休暇、年末年始他

（研修期間）日給 / 10,000 円

資格 / 学歴・経験不問 ※経験・能力考慮します 頑張り次第で
勤務 /8：00〜17：00（現場により異なる）
月収 50万円以上可能
休日 / 日曜、夏季休暇、年末年始他
待遇 / 安全手当（別途 800 円 /1 日）、別途手当 5,000 円〜25,000 円
※研修終了後

②電子機器の組立・検査スタッフ
時給/8 5 0 円
勤務 /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 !!

◎資格不要！未経験でもしっかり
サポートしますので安心です♪
※年令・経験による

（当社規定諸手当含む）

勤務地/西宮支店
（西宮市山口町阪神流通センター内）
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

③タクシー乗務員 女性ドライバー
※詳細は面談にて

応援企業!!

（国交省認定）

子育て中の方も大丈夫♪
未経験からでも挑戦できる！

働きやす
い
環境です♪

（株）

グループ

三田タクシー株式会社
株式会社

079-563-4885

〒669-1527 三田市中町17-3
三田市

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。
※詳細は面談にて

男・女
活躍中!!

!!
簡単なお仕事です
初心者歓迎♪
◎その他の時間も相談に応じます !!
土・日・祝 休みでプライベートも充実
休日 / 土・日・祝（会社カレンダーによる）
待遇 / 各種社保完備、交通費規定支給、
バイクマイカー通勤可、制服有

応募 / まずはお気軽にお電話ください

■事業/仮設足場の総合レンタルサービス

②倉庫作業員

マイカー通勤可

①ルート配達スタッフ

※研修期間 3 ケ月有
（経験・能力に依る）

ID

078-982-6717(担当/サイトウ)
［神戸営業所］
神戸市北区東有野台 5-4418-40

給与 /当社規定による

パート・アルバイト

JR「広野」
駅より徒歩約15分

応募 / お気軽にお電話の上、履歴書（写貼）ご持参ください。

（当社規定諸手当含む）

1 , 5 0 0 円〜2 , 0 0 0 円

時給/

資格/20才〜 勤務/20：00〜24：00 2〜3h〜OK!!
、曜日相談応じま
応募/まずはお電話ください。
時間
す
※詳細は面接時。

給与 /18 万円〜3 0 万円以上

給与 /18 万円〜

アルバイト

J R・神鉄「三田」駅より徒歩5分
気さくなママが、貴女の応募待ってます!! ソフトドリンクOK!!

★運転大好きな方 !! 女性ドライバーも大歓迎です♪
★介護の資格を活かして利用者さまの送迎をお願いします !!

ひなたぼっこ

もできます!
定休日：第2水曜日

共 通

離職者の少なさが自慢 ! しっかり成長できる職場です
スキルアップしたいあなたを力強くサポートします♪

①ドライバー

078-982-3003

神戸市北区有野中町2丁目13番5号

勤務 / 8：30〜1.5 時間程度、16：30〜1.5 時間程度

訪問介護センター
デイサービスセンター

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

デイサービスセンタースタッフ

月給 /184,500円〜 246,200 円

勤務 / 8：30〜19：00 の間の 6h
※週 30 h 勤務
休日 / 土日祝 ※月に 1 回程度、土日祝日における日直業務あり

独 立 行 政 法 人 国 立 病 院 機構

カーコンビニ倶楽部

★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 !

内容/入出金等の経理業務、
電話応対、
伝票の作成処理、
書類作成等、
事務業務全般

ワード
できる方

☆他医療機関との患者受け入れ
調整業務（地域医療連携室）

廃車無料

1,600 円〜

勤務 / 8：00〜18：00 ☆賞与有 （身体介護）

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 【正社員】経理事 務

事務 助 手

INFORMATION

神戸市北区

未経験者も OK! あなたの資格を活かしてください 中国自動車道「西宮北 I .C」より5分
『ありがとう』の笑顔があふれているお仕事ですよ☆ 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、
訪問介護センタースタッフ
その他、
手続費用も無料
登録ヘルパー
時給 /(生活援助）
1,200 円〜

電気機械器具製造

有限会社

石出電器製作所

079-567-5515 (担当/人事担当）
〈本社〉三田市上井沢345〈第２工場〉三田市下井沢76-1

三田市・神戸市北区・篠山市・丹波市

正社員・パート・アルバイト

マイカー・バイク通勤可

弊社ならアナタのご希望に合わせて働けます!! 性別・経験不問!!人柄・意欲重視の積極採用!!

コンビニ スタッフ募集
【正社員】(店長)月給30万円以上 (副店長)月給 25万円以上
(一般)月給 22万円〜23万円以上 働きやすい
★退職金制度有り ※規定有 ※試用期間4ヶ月
（経験･能力考慮)
★有給休暇付与数＆消化率はコンビニ経験者も驚く厚待遇!!

環境作りに力を
入れています。

勤務/24h交替制/実働8h ※変形労働時間制
待遇/昇年1､賞年1､退職金制度有､ 定期昇給､役職手当、
社会保険完備、
有給有、
残業･深夜手当有
制服貸与、
交通費全額支給
休日/休暇月7日以上､夏季･冬季休暇有

【パート・アルバイト】高校生可

※高校生は22時まで
※アウトレット店は22時クローズ

6：00 〜 9：00 時給/ 950円 以上 17：00 〜 22：00 時給/ 900円 以上
9：00 〜 13：00
22：00〜翌 6：00 時給/ 1,100円 以上
時給/ 880円 以上
13：00 〜 17：00
+昇給有!! +能力給有!! ※店舗により異なる
待遇/昇給有､社会保険完備、
有給有、
残業･深夜手当有、
制服貸与、交通費全額支給

コンビニのノウハウが学べます!! 接客技術や販売能力も習得できる♪

新店オープンの為!!
スタッフ増員大募集!!
弊社は三田市・神戸市北区・篠山市・丹波市
でセブン-イレブンの複数店舗を展開して
いる会社です。
複数店経営している弊社だ
からこそ、
経験を積むことができます。
異業
種からの転職や未経験からスタートした方
がほとんどです。
一緒に頑張りましょう!!

応募/まずはお電話下さい。
面接時履歴書
（写貼）
ご持参下さい。
あなたが勤務を希望する店舗を教えてください。

有限会社トッチーカンパニー 【三田下井沢店】三田市下井沢570-5

079-567-4077（担当/岡）
三田市下井沢570-5

AR

【神戸三田プレミアム・アウトレット店】神戸市北区上津台7丁目3番
【篠山黒岡店】篠山市黒岡504-1
【丹波市辺南店】丹波市氷上町市辺200番4

INFORMATION

求人

【 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

