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新サービススタート !!

新聞を購読されていないご家庭の皆様にも、弊社折込
エリア内でウインズの誌面をお届けする事になりました。
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神戸市北区
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検索

〒669-1544 三田市武庫が丘3-4-6
Tel.079-559-0505 Fax.079-559-0567
i nf o@ w i nds- h. c om

パア

子育てや家事との両立を応援します♪男女活躍中 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？ 好きなことがそのまま活かせるお仕事！シフトも柔軟に対応します♪

薬 剤師

資格
無くても
時給/ 1,100 円〜（試用期間3ヶ月1,000 円） OK♪

【正職員】月給/ 250,000円〜 300,000円

※一律資格手当含む ※別途各種手当支給 （ 経験による）

よかわ

こども達と
元気よく
遊べる方！

吉 川 病院

杉の子保育園併設
保育料 1日200円

（昼食代・おやつ代込）

丹波篠山市

業務拡大につき新スタッフ大募集 !!
神戸市立 西山児童館
かけもちもOK! 働きやすい時間をお選びください♪

厨房補助職員

神戸市北区

［早出］時給/ 950 円〜 1,000 円

【正職員】月給/ 240,000円〜 300,000円

※給与幅は経験・能力による ※試用期間 3 ヵ月有（同条件）
※オンコール手当 1 回 1,000 円（別途支給）
※夜勤はありません

【パート】時給/ 1,300円〜 2,000円

※給与幅は経験・能力による ※試用期間 3 ヵ月有（同条件）
※オンコール手当 1 回 1,000 円（別途支給）
※夜勤はありません

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

079-590-3111

篠山すみれ園

神戸市北区・他

★詳細は面接にて

パ ア

■介護保険事業所番号 2875002756

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！
！

介護付有料老人ホーム

0748-33-1104 （受付 / 高橋）

三田市すずかけ台２−3−1 えるむプラザ2F

内容 / 入居者の筋力低下の改善、起き上がり訓練、
歩行訓練などの機能訓練

【正職員】月給/ 203,000円〜 273,000円

※給与幅は経験・能力による ※試用期間 3 ヵ月有（同条件）
※勤続手当 3,000 円有

【パート】時給/ 1,300円〜 1,800円

※給与幅は経験・能力による ※試用期間 3 ヵ月有（同条件）

資格 / 理学療法士、作業療法士、柔道整復師等のいずれか
勤務 /8：30〜17：30（休憩 60 分）
※パートは週 3 日程度、勤務時間・曜日応相談
休日 / 週休二日、
シフト制 ( 年間休日 110 日 )
待遇 / 各種社会保険完備・昇給有・賞与年 2 回有（前年実績 3 ヶ月分）
・
有給休暇有・退職金制度有（全て雇用条件等により異なる）、
交通費支給（上限 30,000 円 / 月）、車通勤可、定年 65 歳、屋内の
受動喫煙対策あり
（禁煙）

一般型特定施設入居者生活介護 全個室 72 床

きずなホーム ふなせ

078-987-9991 ( 担当 /フナセ )

①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

説明会・見学会随時開催!!

〒651-1321 神戸市北区有野台 7-19-1 神戸電鉄「五社駅」
より徒歩 12 分、有馬中学校となり
神戸市北区

◎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♪

②正社員

三田ウッディタウン教室

資格 / 正・准看護師☆施設経験者は優遇します
勤務 /8：30〜17：30（休憩 60 分）
※パートは週 3 日程度、勤務時間応相談
休日 / 週休二日、
シフト制 ( 年間休日 110 日 )

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

丹波篠山市今田町釜屋 35 番地

パソコン教室ひだまり

機能訓練指導員

内容 / 施設内での健康管理、担当クリニックとの連携

待遇 / 交通費規定支給
業務に慣れるまで
応募 / お気軽にお電話の上、
履歴書
（写貼）
しっかりと付添います！
ご持参ください
（担当 / 採用係）
社会福祉法人すみれ福祉会

土曜勤務できる方歓迎!! 広くて明るいスペースです♪
14時頃まで、
夕方から、等相談に応じます♪

正パ

正・准看護師

初めての
方も
大歓迎♪

勤務 /16：00〜20：00

特別養護老人ホーム

内容 / 中高年者への PCインストラクター業務
資格 / PC（ワード・エクセル）基礎知識、
Windows の基本操作できる方
※MOS 資格あれば優遇
勤務 /9：20〜20：15 の間、
1 日 5h〜、週 3〜4 日程度で応相談
休日 / 月・日・祝
待遇 / 交通費規定支給、昇給有、賞与年 2 回、
労災保険、屋内禁煙
応募 / お気軽にお電話ください。見学も随時 OK!

木の香り・ぬくもり感じる暖かな施設。ゆとりのある人員体制で、働きやすい環境をご用意しています！
！

勤務 /6：00〜15：00または 6：00〜12：00 のどちらかで

［夕方］時給/ 930 円〜 980 円

※なお提出書類はお返しでき
ません。
ご了承ください。

〒651-1306 神戸市北区菖蒲が丘 1-14-3 神姫バス「西山小学校前」バス停下車スグ

内容 / 簡単な盛付け・食後の食器類の洗浄等

勤務 /10：00〜17：00

応募
事前に連絡の上、
履歴書
（写貼）
・資格証明書のコピー
をご郵送ください。
面接日を
ご連絡いたします。

078-951-7221 （担当 / 片山）

☆週 2〜4 回程度で曜日応相談

［日勤］時給/ 920 円〜 970 円

※試用期間1ヶ月 時給910円 ※時給幅は経験等による

勤務 /週 4〜5 日
（シフト表による）☆長期間働ける方
（月〜金曜日）
13：50〜19：15 迄の間で 4〜5h
（学校休業日・土曜日）
7：45〜19：15 迄の間で 4〜6h
祝、
年末年始
資格 /保育士、幼・小学校教員免許所持者 休日 /日、
待遇/ 交通費規定内支給、
車通勤可、有給休暇有 採用期間/令和3年4月1日~(更新有）

医療法人 社団 敬命会

〒673-1231 三木市吉川町稲田 1-2

時給/ 910 円〜 1,100 円

内容 / 放課後児童クラブ（学童保育）事業の業務等

勤務 / 8：45 〜 17：30（休憩有）
休日 / 週休 2 日制 ( 日・祝休み )
年間休日 123 日
待遇 / 各社保完備、交通費全額支給、
車通勤可、敷地内禁煙
応募 /お気軽にお電話ください。
「三田」
「岡場」
「有野台」
「吉川町」方面より送 迎 有♪

0794-72-0063（代）

パソコン教室インストラクター

放課後児童支援員募集

週休 2 日制です♪

http://www.kizunahome.jp

パア

パート・アルバイト

ドライブ途中の癒やし空間を一緒に作りませんか？未経験からでも大丈夫♪朝のみ・夜のみの短時間もOKです！

月給/ 200,000 円〜

①調理・レジスタッフ募集 !!
【アル バイト】時給/ 930 円〜1,180 円 ※勤務時間に依る

※研修期間3ヶ月有
（日払い）

勤務 / 8：00〜17：00（休憩有・現場により異なる）
※①は週1日〜OK
有限会社
六岡建設
待遇 /［共通］交通費支給、個室寮完備、車通勤可
①日払い制②各種社保完備、賞与年 2 回

◎週1日〜OK♪

☆時給＋早朝・夜勤・休日・繁忙期手当あり!! ☆22 時以降別途深夜時間手当支給

入寮生大募集

☆土日祝 時給/50円UP!! ☆5：00〜8：00/＋200 円、19：30〜22：00/＋150 円

②シャワー室清掃スタッフ
時給/930 円〜
勤務 /5：00〜8：00 ◎週3日〜OK♪

☆土日祝 時給/ 50 円UP!! ☆5：00〜8：00 /＋200 円

（スグ入寮できます）

☆超短時間勤務
◎勤務時間・曜日相談可 ◎土・日・祝のみの勤務も OK です♪ ☆シニアさん

●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 !!

勤務地 / 山陽自動車道 淡河下り売店内
仕事内容/ 厨房での簡単な調理や洗い場での作業、商品の品出しやレジ打ち
待遇 / 交通費規定支給、制服貸与、食事補助有 ★ガッツリ入れる方は社会保険完備

キレイなバス・トイレ・キッ
チン・テレビ・エアコン完備

三田市

山陽自動車道 淡河下り売店

078-958-0880 (担当/店長)【淡河下り売店】

神戸市北区淡河町神田日光835-1 ☆三田市内から車で約20分

P

オリジナルデザインでの制作も承ります。 デザイナーズ名刺
ポスター 店頭POP
お気軽にお問合せください。
メニュー Pカード
小ロット（100枚〜）印刷もOK!
パンフレット/リーフレット
こころと想いを伝える・
・
・それが私たちの仕事です

079-559-0670

( 担当 / 立花 )

〒669-1544 三田市武庫が丘 3-4 プチモール 6 号

デザイン事業部 / Kʼsファクトリー
求人広告事業部 / ウインズ編集室
フューネラル事業部 / Kʼs プランニング

info@office-ks.jp

市野瀬

山陽自動車道

好徳小前

三田から車で約25分!!
岡場から車で約20分!!

淡河ＰＡ下り売店

↑

ダンロップゴルフコース

弓ノ木 深谷

吉尾

至岡場

高速道路にある店舗ですが、
一般道から通勤可能です♪

応募/まずはお電話の上、履歴書
（写貼）
ご持参ください。

印刷物をもっと簡単・低価格に! オフィスケイズがお手伝いします

三つ折りリーフレット
デザインローコストパック販売中

簡単4ステップで、プロ仕上がりのリーフレットが完成します♪
1.テンプレートを選択

至 藤原台

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

吉川IC（中国自動車道）

GS●

至三田

詳細は
面談時

至三木

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

シニア
アルバイ
ト
あなたのご都合に合わせて時間帯や開始・終了時間も相談ください
歓迎!!
西日本高速道路リテール 株式会社 駐車場完備

★短時間でのスポットも OK ★ガッツリ入れる方は社会保険完備

至東条

［募集中］送迎ドライバー
（普免OK）時給/1,000円〜（日給月給制）

大歓迎 !!

2.写真・内容を送信

3.デザインを確認

4.完成!

飲食店、美容院、病院・福祉施設向け等豊富なデザインをご用意しております。
http://www.oﬃce-ks.com
まずはホームページをご覧ください。

イメージを伝える
会社案内や業務案内、
きちんと作りたいけれど
手間や費用がかかるのは
ちょっと・
・
・
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三田市全域・神戸市北区北鈴蘭台以北・西宮市北部以北・
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新サービススタート !!

新聞を購読されていないご家庭の皆様にも、弊社折込
エリア内でウインズの誌面をお届けする事になりました。
ア

神戸市北区

会員制リゾートホテルで、
ご一緒に働きませんか!!

クリーンスタッフ募集
シフトは
時給/950 円〜
お気軽に

初心者の方
でも大歓迎!!

078-904-1661 (担当/藤田)

無料の
昼食あり♪

◎週 1〜 OK

♪藤原台近辺の方大歓迎
♪週 1 回〜OK

ダスキンラポール

080-6206-3611

0120-450-743 079-565-1450

三田市すずかけ台 4 丁目 15-2 JR「新三田」駅より徒歩約10 分

正パ

☆パートも同時募集 ☆ブランクある方 O K

☆パートも同時募集 ☆新卒・第 2 新卒歓迎

◎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

勤務 /9：00〜17：00（夜勤 16：50〜翌 9：20）
（休憩有）

③クリーンスタッフ

④看護補助 ☆パートも同時募集

◎ケアスタッフ
【正職員】月給/ 180,000円〜 皆勤手当＋10,000 円

※夜勤4回、職務手当10,000円、調整手当5,000円含
勤務 /9：00〜17：00、11：00〜19：00、16：50〜9：20 のシフト制（休憩有）

☆男女不問
☆時間曜日相談 OK

◎リネン等の管理スタッフ

【正職員】月給/ 143,000円〜 皆勤手当＋10,000 円
※職務手当10,000円、調整手当3,000円含
勤務 / 9：00〜17：00（休憩有）

【正職員】月給/ 145,000円〜

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

有♪★夜勤手当有5,500円/1泊
【正職員】 ★資格取得応援制度（祝金）
★住宅手当有
（27,000円上限）他各種手当多数有♪
指定障害者支援施設

一 羊園

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♪

医療法人山西会 三田西病院

079-568-0025（代）

078-904-3835

(担当/採用係)
西宮市山口町船坂1958-1 西宮I.Cより車で約15分

⑤調理スタッフ ☆調理師資格
お持ちの方優遇
皆勤手当＋10,000 円

勤務 /9：00〜17：00、6：00〜14：00、10：30〜18：30 のシフト制（休憩有）
︿共通事項﹀

【パート】時給/ 900円〜

※週 30 時間以上勤務の場合

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
（認知症治療病棟/59床含）

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

三田市

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♪

小型タクシーだと、通常のタクシーと比べて
お得な運賃でご利用いただけます。

小型タクシーでらくらく移動♪

査定・見積無料 !!
金・プラチナ・ブランド品
買取専門店

雨の時

高価現金買取実施中!

などなど…

数人で利用いただければ
バスや電車よりも安くて速いかも！
お気軽にご利用ください。

同時募集

タクシー乗務員
詳細はお問合せください

価値を知りたい！

今すぐ現金化したい！

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

バザールタウン 篠山・NEWS館

デザイン事業部 / Kʼsファクトリー
求人広告事業部 / ウインズ編集室
フューネラル事業部 / Kʼs プランニング

info@office-ks.jp

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

丹波篠山市杉 265-1
ニュース館

高価買取
もできます !

カーコンビニ倶楽部
中国自動車道
北神三田 「西宮北 I.C」より5 分
各種新車・中古車販売、
整備・板金・塗装

079-594-2589

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）

オリジナルデザインでの制作も承ります。 デザイナーズ名刺
ポスター 店頭POP
お気軽にお問合せください。
メニュー Pカード
小ロット（100枚〜）印刷もOK!
パンフレット/リーフレット

〒669-1544 三田市武庫が丘 3-4 プチモール 6 号

少しでも高く売りたい！

バッグ

リサイクルショップ

P

こころと想いを伝える・
・
・それが私たちの仕事です

質の
ご用命も
お気軽に
どうぞ !!

買取地域 NO.1

乗車人数 4 名様広々とした車内空間♪荷物もしっかり積めます♪

( 担当 / 立花 )

学校行事・ご家庭・お子様の急なご予定なども考慮いたします。
応募 /まずはお気軽に
お電話ください。
（面接時、
履歴書持参）

( 担当 / 岩本 )
[ 事務所] 神戸市北区藤原台南町2-19-5

【正職員】月給/ 232,000円〜 皆勤手当＋10,000 円

【パート】年間 26 万円

079-559-0670

30代〜40代女性、子育て中の主婦さん活躍中♪

勤務地 / テクノパーク
（JR「新三田」駅より送迎有）
勤務 / 9：00〜17：30
（休憩有） 休日 / 日曜、祝日 パート・アルバイト同時募集!!
待遇 / 昇給有、交通費規定支給、
制服貸与、車通勤可
時給/1,200円〜 ※詳細は面接時
研修期間 2ヶ月時給 1,100 円〜
応募 / まずはお気軽にお電話ください。
平日のみの勤務も OK♪

②准看護師

手厚い ★車通勤の方は、交通費に加え +5,000 円/月、
充実待遇 入社から 3 年は +3,000 円/月 別途支給有 !!

三田市

☆丁寧な研修有。研修中は先輩スタッフが同行します。

勤務 /9：00〜17：00（夜勤 16：50〜翌 9：20）
（休憩有）

賞与もしっかり支給 !【正職員】年間 3.8ヶ月

〒669-1527 三田市中町 17-3

※研修期間 1カ月程度 時給 /900 円

消防車の組立スタッフ 給与/ 210,000円〜

◎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

休日 / シフト制
【パ】
勤務開始日・日数、
時間応談
待遇 / 社保完備、
有休有、
交通費規定支給、
車通勤可、
別途諸手当有
応募 / まずはお気軽にお電話ください

079-563-4885

時給/ 1,100 円

勤務 /9：00〜16：00の間で 1 回2h 程度勤務できる方
勤務地 /ご自宅から30 分以内の契約先（ご家庭）
待遇 / 交通費規定支給、制服貸与、社割あり、
マイカー通勤可

【正職員】月給/ 256,000円〜 皆勤手当＋10,000 円

+別途宿泊手当 4,500 円
勤務 /15：00 〜翌 10：00

三田タクシー株式会社

内容 / 一般家庭（契約宅）の掃除機がけ・
水まわり清掃・簡単な家事手伝いなど

正パア

①正看護師

②グループホーム生活支援員

（株）グループ

家事代行スタッフ

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。

※4 年制大卒、諸手当（夜勤 5 回、時間外手当等）
含む
勤務 / 日勤 8：45〜17：15、早出 7：30〜16：00、
遅出 12：45〜21：15、夜勤 16：30 〜翌 9：45 等
☆シフトによる

通 勤

〒669-1544 三田市武庫が丘3-4-6
Tel.079-559-0505 Fax.079-559-0567
i nf o@ w i nds- h. c om

検索

みんな知ってる地元のダスキンで働こう♪

ものづくりが好きな方!正社員で働くチャンス!男性スタッフ活躍中♪
あなたの作った消防車が世界の街で活躍するかも !!

三田市

【正職員】給与例/ 305,254 円〜

お買い物 病院への送迎 冠婚葬祭

パア委

新規事業開設に向けオープニングスタッフ急募
【正職員】薬剤師 勤務地 / 西宮市山口町

三田市

資格 なくてもOK！初心者歓迎 !

昨年実績

三田市

正

西宮市名塩赤坂12-8

同性介助のため女性希望

同性介助のため女性のみの募集

【次回発行予定日】2021.5.16

求人ウインズ

0797-62-0282 ( 採用係 )

正パ

【 パ ート】時給/ 1,000 円〜

ポスティング ・ フリーペーパー配布

www.winds-h.com

株式会社アユズ

40名程度の知的障害のある方の生活施設です。
子育て中の方も活躍できるサポート体制でお待ちしています!
希望休月5日までO K♪学校行事も考慮します。

①生活支援員

西宮市山口町

編集発行/ ウインズ編集室
株式会社オフィスケイズ 求人広告事業部

勤務 /9：00〜19：00 休日 / 日曜、祝日、他
待遇 / 昇給年 1 回、各種社会保険完備、交通費規定支給、車通勤可（駐車場有）
応募 / 委細面談にて、
お気軽にお問い合わせください。

神戸市北区有馬町1740-1 ザ グラン リゾート有馬内
西宮市山口町

0120-450-688

We b サイト 6週間無料掲載!!

月給/250,000円〜（他手当有り）★新卒 OK

職種 / 客室、館内の清掃（男女） ご相談ください♪
勤務 /10：00〜15：00(休憩30分)
待遇 / 昇給有、有給休暇有、制服貸与、
交通費全額支給、車通勤可、
昼食支給（無料）
応募 / まずはお気軽にお電話ください。
面接随時行います。面接時
履歴書（写貼）
ご持参ください。

オークラハウジング 株式会社

掲載のお申し込みは…ウインズ編集室

フローラ 88（イオン三田店） 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
ヒマラヤゴルフ三田店・神鉄岡場駅「あどラック」
コーナー

078-982-3003

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

定休日 / 水曜日

印刷物をもっと簡単・低価格に! オフィスケイズがお手伝いします

三つ折りリーフレット
デザインローコストパック販売中

簡単4ステップで、プロ仕上がりのリーフレットが完成します♪
1.テンプレートを選択

2.写真・内容を送信

3.デザインを確認

4.完成!

飲食店、美容院、病院・福祉施設向け等豊富なデザインをご用意しております。
http://www.oﬃce-ks.com
まずはホームページをご覧ください。

イメージを伝える
会社案内や業務案内、
きちんと作りたいけれど
手間や費用がかかるのは
ちょっと・
・
・

