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派

西宮市山口町

未経験 OK! 自然の中でのびのび働きませんか？
お小遣い稼ぎにもピッタリのお仕事です♪

ゴルフ場の管理スタッフ
時給/ 1,000 円〜

内容 / 芝の集草、
バンカーならし、
グリーン・ティー・フェアウェイ刈込み、
場内ゴミ拾い、
トイレ点検・清掃等
期間 / 6/1
（水）
〜10/ 末まで
※延長の可能性あり
勤務 / 6：30〜18：30（休憩 150 分）
☆フルタイム勤務できる方
休日 /シフト制
待遇 / 交通費規定支給、車・バイク通勤可
勤務地 / つるやカントリークラブ西宮北コース内
( 西宮市山口町上山口 2192)
応募 /まずはお気軽にお電話ください。
☆お住いの近くで出張面接いたします。

定年退職者
歓迎♪

（三田市内の公園・街路・住宅緑地の除草作業等の道路警備）

大募集！
！

日払い可

( 規定有 )
入社祝金 あり
経験者歓迎・2 級資格者優遇・未経験者 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。

株式会社 佳 拓
正

創業 66 年 !! 業務拡大のため正社員大量募集！
！
丁寧な指導で安心♪未経験でもしっかり成長できます♪

【正社員】プラスチック原料の着色・加工
月給/（18才）163,600 円〜 220,600 円
※年令による ※一律食事手当 5,000 円含
※試用期間 3 ヶ月
（同条件）

別 途 支 給 精皆勤手当・家族手当・交替勤務手当

☆月収例/約 30 万円
高卒、35 才男性（妻・子 1 人）
交替勤務、残業月 30h の場合

半世紀を
超える実績の

安定企業

勤務 /8：00〜17：00・20：00〜翌 5：00※時間外有
☆当初 1 ヶ月は日勤のみ、以降日勤または交替勤務
休日 / 年間 112 日（会社カレンダーによる）
待遇 / 昇給有、賞与年 2 回（業績により別途期末賞与有）、
各種社保完備、交通費月 5 万円迄、車通勤可、退職金制度有、
屋内禁煙（喫煙場所有）
応募 / 下記本社までお気軽にお電話ください。
面接時履歴書ご持参ください。

勤務地

兵庫工場

神戸市北区道場町
塩田 1652

テクノ工場

三田市テクノパーク
14-9

本社 / 大阪市鶴見区横堤 5-7-19

三木市吉川町

正パア

子育てや家事との両立を応援します♪男女活躍中♪車通勤が出来ない方も楽に通うことが出来ますよ！!
お子様の送迎時間や学校行事なども考慮しますので、まずはご相談ください !!

①管理栄養士

資格を活かして !
ゆったり働ける環境です♪

【正職員】月給/177,000円〜 237,000円

④訪問看護師【正職員】
正看護師

月給/ 240,000円〜 275,000円
月給/ 205,000円〜 245,000円

※資格手当含む（経験による）
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

准看護師

②薬剤師

⑤介護職員 要介護福祉士資格

※資格手当含む（経験による）
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

ブランクある方も OK♪

勤務/ 9：00 〜 13：00、9：00 〜 17：00 ☆週3日〜OK

曜日応相談♪週 3〜4 日 OK♪
午前・午後どちらかでも OK♪

勤務 / 8：00 〜 17：30（休憩有）
（※利用者送迎等の為始業は8：00〜）
休日 / 週休 2 日制 ( 日・祝休み ) 、年間休日 123 日

藹デイサービスセンター勤務（三田市内）

【正職員】月給/ 174,000円〜 189,000円

【非常勤】時給/ 1,060円

※資格手当、処遇改善手当等含む
（経験による）

医療法人 社団 敬命会

0794-72-0063（代）

待遇 /【正】昇給年１回、賞与年２回、各種社保完備（週 30h 勤務の方）
【共通】車通勤可、交通費全額支給、敷地内禁煙、
「三田」
「岡場」
「有野台」
「吉川町」方面から送迎バス有
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。

厚生労働省の基準を満たした 保育料
1日 200円
「祥ゆう館 杉の子保育園」併設 （昼食代・おやつ代込）

〒673-1231 三木市吉川町稲田 1-2
契社パア

株式会社レックKSGグループは、
「社会的に意義のある仕事をしたい」
という想いを
出発点に、現在、国内外の事業部で冠婚葬祭に関わる幅広い事業を展開している会社です。

① サービスサポートスタッフ

【契約社員】☆要普免

◎勤務開始日相談 OK♪

月給/ 200,000円 ＋手当有り

※試用期間2ケ月有、契約期間：1年
（更新有り）
◎社員登用有り

②アシスタントスタッフ

【パート・アルバイト】◎曜日・時間応相談

時給/ 1,000円〜 ☆昇給有

◎短時間 OK♪

内容 /①②結婚式や葬儀等各種セレモニーに関するサービスのご案内や
イベントの開催
勤務 /①9：00〜17：30（休憩 1h）②9：00〜17：30 の間で応相談
休日 /①シフト制（週休 2 日制、年間 97 日）
待遇 / 各種社保完備、有給休暇有、各種手当有、交通費規定支給
車通勤可、詳細は面接時
応募 / 履歴書（写貼）
を下記住所まで郵送下さい。追ってご連絡いたします。
※履歴書は返送いたしませんのでご了承ください。
（秘密厳守）

新しい職場で頑張ってみませんか？

育児が一段落した方や、シングルマザーも活躍中！子育て世代の方
応援します。お問合せのみも大歓迎♪ ご応募お待ちしております。

学歴不問

男女不問

サンパレス六甲・レイジーシンデレラ・寿ノ湯
メモリアルハウスけやきの森・三田・ささやま/メモリアルホールやすらぎ・北六甲
◇ 創業
1956 年 1 月
◇ 資本金
9,000 万円
◇ 従業員数
約 120 名

※資格手当、処遇改善手当等含む
（経験による）

（※利用者送迎等の為始業は8：00〜）
勤務 / 8：00 〜 18：00（休憩有）
休日 / 週休 2 日制 ( 日・祝休み ) 、年間休日 123 日

勤務 / 7：00 〜 10：00、 8：00 〜 10：00
15：30 〜 17：30、16：00 〜 19：00
シフト制、日により延長の場合も有

三田市・神戸市北区

【正職員】月給/ 174,000円〜 189,000円

【非常勤】時給/ 1,060円

【非常勤】時給/ 2,000円

③送迎運転手

吉川病院通所リハビリテーション勤務

共通事項

警備業許可：兵庫県公安委員会認定第63001569号

06-6912-1323 (担当/松村）

06-4808-3222（担当/小倉）

時給/ 1,000 円

079-564-5146 ( 担当 / 採用係 )

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!!

大阪市西淀川区歌島2-1-12（JR「塚本」駅から徒歩8分）

※資格手当等含む（ 経験による）
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

ヒロ

新興化成株式会社

近畿環境サービス株式会社

【正職員】月給/ 255,000円〜 305,000円

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！
週1日〜でも週末だけでもOK♪マイペースに稼げます♪

充実の手当

子どもたちの放課後の時間を
一緒に楽しんでください♪
ブランクのある方、
未経験の方もOK♪大歓迎♪

各地

水処理施設の維持管理

ア

神戸市北区・三田市

☆ 働きながらの資格取得を応援します !!
☆ 長期間の就労が可能な方歓迎♪
☆ 明るく元気！健康で工作や運動の得意な方♪

078-220-4565

40〜70代幅広く活躍中♪未経験者でも安心の研修制度有り

三田市香下670

勤務 （
/ 通常勤務）
13：00〜19：00迄の間で 4〜6時間
（小学校休業日等）8：00〜19：00迄の間で5時間
休日 / 日・祝・年末年始、希望シフト制
待遇 / 交通費支給、車通勤可
応募 /まずは履歴書
（写真貼付）
をご郵送ください。
追ってご連絡致します。

（担当/飯田・今北）最寄駅
〒651-1513 神戸市北区鹿の子台北町6-34-3 神鉄「道場南口」駅

06-6442-0055

ヨシ

内容 / 水処理施設の管理・巡回点検補助 ※要普通免許
（日常・定期の点検/保守/メンテナンス、簡易的な修繕対応等）
☆丁寧に指導いたしますのでご安心ください。
勤務 / 9：00〜17：00 の間で 2〜7h
※月実働 70h 程度 ☆警報による緊急対応あり
休日 / 日曜・祝日、年末年始、夏期休暇
勤務地 / 主に三田市内、他
シニア世代活躍中♪
待遇 / 各社保有、交通費規定支給、
定年退職後の方も
制服貸与、正社員登用有
大歓迎♪
応募 /まずはお気軽にお電話ください。

神戸市立 鹿の子台児童館

［本社］大阪市北区曽根崎新地1-1-49 梅田滋賀ビル11F

3万円

◎週3〜5日の勤務♪

あなたの力を子どもたちの成長に役立てませんか。

受付/平日
（担当/市野）9：00〜18:00

日給/ 9,500 円〜10,500 円

月給例/ 114,000 円※月実働70h程度
☆待機手当有 ☆寸志年 2 回あり ☆電気資格者歓迎

正社員同時募集！
！◎詳細は面接時（給与・条件等応相談）

株式会社ヒューマンウェイブ

交通誘導警備員募集

※資格・経験による

水処理施設での経験必要なし!! 興味があればぜひご応募ください♪

人材派遣事業 派 27-020212 有料職業紹介事業 27- ユ -020182

三田市

時給/ 1,200 円〜 1,500 円

放課後児童支援員（補助員）
経験
時給/ 1,000 円〜（試用期間有）
不問

株式会社レック
0120-090-951 079-563-2250

（担当/採用係)
〒669-1525 三田市対中町2-17 メモリアルハウス三田3F 最寄駅/神鉄
「三田本町」
駅から徒歩3分

未経験OK

神戸市北区

ア

三田市・他

パ ア

0・1・2才児までのアットホームな小さな保育園です。 長期・安定♪男女活躍中♪仕事量は年間通して安定しています
安心してお子様を預け、働きませんか？
平日のみ・土日のみOK♪ 週2日〜相談可♪
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神戸市北区

0120-450-688

臨

1名募集！
！子どもたちと一緒に楽しく過ごしませんか？

児童館指導員（臨時職員）日給/8,650円〜 ※経験年数による

◎PC 基本操作できる方
勤務 /8：45〜17：30（休憩 1h）
休日 / 週休 2 日制（土・日または日・月）
資格 / 保育士、教員、社会福祉士のいずれかの有資格者
雇用期間 /〜令和 5 年 3 月 31 日 ※更新の可能性あり
待遇 / 各社保有、年次有給休暇、交通費実費支給、車通勤可

神戸市立長尾児童館

応募/まずはお気軽にお電話ください。

078-986-1639（担当/久後・田中）

〒651-1511 神戸市北区長尾町宅原130

神姫バス
「大江橋」
バス停から徒歩 1 分

正パ

神戸市北区

ご利用者様の生活をサポートするお仕事です♪

介護職 員

☆年令・資格・経験不問

+ 夜勤手当

【パート】時給/ 1,110 円〜

夜勤 も 募集中！
！
※一律処遇改善手当含む
※7：00〜8：30、
17：30〜20：00は 1勤務/15,869 円〜
時給 100 円 UP
勤務/22：00〜翌7：00
勤務 /7：00〜22：00までの間で3h 程度〜

待遇 /［正］昇給有、賞与年 2 回有（昨年度実績 5カ月）
、
各社保完備、
交通費実費支給（上限50,000円/月）
、諸手当有（資格・住宅・扶養等）、
退職金有、
福利厚生充実［共通］
年度末一時金支給、
職員外部研修有
応募 /まずはお気軽にお電話ください。

特別養護老人ホーム・ショートステイ・デイサービスセンター（社会福祉法人 翔美会）

やすらぎの里神戸赤松台

やすらぎの里道場（同法人）

正パア

空調の効いた職場で快適勤務♪職場見学も歓迎です!！

製造スタッフ☆正社員登用制度有

◎紙袋の検査・梱包

時給/ 960 円〜

短期 長期

短時間

働き方いろいろ♪
ご相談ください!!

機械オペレーター【正社員】

■紙袋の製造

安定企業で働きながら手に職つけませんか！
公共の植栽管理や個人宅の植木など幅広い造園
技術を身につけることが出来ます♪

造園・土木工事スタッフ
【アルバイト】日給/ 9,500 円〜11,000 円
入社祝金 あり 3万円 ( 規定有 )
勤務 /8：00〜17：00（休憩120分）
休日 /日、祝 、
お盆、
年末年始
待遇 /各社保完備、交通費規定支給、
車通勤可
応募 /まずはお電話ください。

079-568-5500（担当/採用係）

https://www.nexta.co.jp/

三田市テクノパーク2-2
（JR
「新三田」
駅よりバス約15分）

勤務 /8：00〜17：00( 休憩有 )

079-564-5146

三田市香下670
三田市

夜勤/ 9,500 円〜

※試用期間 3カ月 夜勤 / 9,000 円

勤務 /21：00〜翌 6：00( 休憩有 )

株式会社オーエスピー
0798-31-1900

西宮市甲陽園西山町5-5
神戸市北区

( 担当 / 採用係 )

最寄駅/JR・神鉄
「三田」
駅

正

ブランクある方・未経験の方歓迎♪

月給/ 214,730円〜 240,000円
【正職員】

資格 / 幼稚園教諭免許又は保育士資格所持者
勤務 / 7：00〜16：00、
8：00〜17：00、9：00〜18：00、
10：00〜19：00、
シフト制（休憩 60 分）
時間外月平均 2 時間※持ち帰り仕事なし
休日 / 日曜・祝日
（シフト制）、週休二日制、年間休日 112 日
GW・夏季・年末年始休暇、有給・産休育休・介護・看護休暇
待遇 / 昇年１、賞年2（4ヶ月）、社保完備、交通費規定支給、車通勤可、
借上社宅制度（上限 82,000円/月）、時短勤務制度、
免許更新補助
（半額負担）
、
資格取得支援制度、
給食費補助（200円 /食）、退職金制
度、外部研修有（園内、海外ドイツ・オランダ等、国内北海道・熊本・横浜・沖縄等、

正

未経験者歓迎!!先輩スタッフが親切丁寧に指導します!!

お弁当ルート営業・営業事務
【正社員】月給/220,000円〜280,000円 ＋歩合給
※試用期間 1カ月（同条件）※別途諸手当有 ※経験による

月収例/ 60万円可能（基本給22万+歩合給38万）入社2年男性※契約獲得数による
内容 / 法人向けお弁当のルート営業・営業事務・その他付随業務
資格 / 普通自動車免許 ☆AT 限定可・経験不問
勤務 / 週 6 日
（月〜土）、8：00〜17：00 ( 休憩 1h)
休日 / 日曜日、大型連休（GW・お盆・年末年始）
は交替で休み
待遇 / 賞与年 2 回、社保適用、交通費規定支給（月 2 万円まで）、食事補助有、
年次有給休暇（勤続半年以上経過後）、車・バイク・自転車通勤可、
制服貸与、皆勤手当、営業手当（歩合給）
応募 /まずはお気軽にお電話ください。
面接時には履歴書（写真貼付）
をご持参ください。

営業職に

関西ガーデン株式会社

レンジ してみませんか!?
チャ地域密着の安定企業
嬉しい
食事補助あり

未経験者OK
1日100 円で
万全のフォロー体制 美味しいお弁当が
食べられます！
！

各種お弁当、仕出しの製造・販売

朝日給食株式会社 三田工場
「道場南口」
駅から
090-6615-1553 ( 採用担当 ) 神鉄
徒歩約10分

神戸市北区道場町日下部41-1
（国道176号線 日下部交差点近く）
三田市

未経験の方歓迎!!スタッフがサポートします。
小さなお子様がいらしても大丈夫です。

営業スタッフ

時給/ 930 円〜

勤務 / 月〜金 9：30〜17：00 の間で時間・曜日応相談
シフト例）9：30〜13：30、13：00〜16：00 など
☆学校行事やご家庭の用事などシフトは
お気軽にご相談ください。
要
内容 / 営業補助、納品、資料配布、打合せ補助等
普通免許
※車両持ち込み可能な方
（車両持込み代別途支給※面接時詳細）
応募 /まずはお気軽にお電話ください。
PC
または下記 QRコードの申込フォームより
出来る方
ご連絡ください。

キャリアアップ研修）

応募 /まずはお電話ください。

ほしのさと保育園

079-562-4152（担当/町田）

三田市ゆりのき台2-3-1
西宮市

臨

※試用期間 3カ月 日勤 / 7,500 円

長期安定・未経験者歓迎

ネクスタラッピイ株式会社

三田市

ア

福利厚生が充実 !!
優しい空間を
一緒に作りませんか？

同時募集!!

050-3802-7147

扶養内勤務
OK♪

( 多田 )

［有馬園］
神戸市北区有馬町1297-1-2F

保育士

でも募集中！
！

（採用担当 / 梅本）

フル
タイム

こぐまプリスクール
三田市

急募

年令・経験不問

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 / お気軽にお電話ください

NPO法人くまのこ

090-3624-4185

交通誘導警備
日勤/ 8,000 円〜

先輩と2人1組の勤務で未経験でも安心！
！有資格者優遇

4 月開園したて！
！オープニングスタッフ追加募集 !!
とてもお洒落なあたらしい保育園です♪

078-986-8228（担当 / 中谷）078-985-1165

勤務 /8：30〜17：15
（45 分休憩）
休日 / 土・日・祝、
お盆、年末年始
（会社カレンダー有、年間休日 115 日）
待遇 / 交通費規定支給、有給休暇有、
健康保険・厚生年金・雇用保険加入、
車通勤可（無料駐車場有）、
制服・ロッカー貸与
応募 /まずはお気軽にお電話ください。
履歴書は不要です。

勤務 /9：00〜13：00くらい
☆週 4 日程度
資格 / 要普通免許
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

造園施工管理技士、土木施工管理技士、
要中型自動車免許お持ちの方優遇

勤務 /7：00〜16：00、
13：00〜22：00、
22：00〜翌7：00
（休憩有）※シフト制
休日 / 週休 2 日 ※年間休日 112 日

三田市

0〜2 才児のお子様が
いらっしゃる方限定 !!
車で系列保育園の
清掃に回っていただきます

（三田市内の公園・街路・住宅緑地の除草作業等）※試用期間有

【正職員】月給/ 180,000円 + 資格手当等の諸手当
月収/227,500 円〜 ※一律夜勤手当等諸手当含む

〒651-1516 神戸市北区赤松台1-1-77

保育園 の清掃員
時給/ 990 円

株式会社オフィス Kʼs
ウインズ編集室

079-559-0505 (採用係)

お仕事情報 Web サイト

Winds Work

神鉄「フラワータウン」駅
から徒歩 10 分

〒669-1544 三田市武庫が丘 3-4 プチモール 6 号

パア

経理業務や諸手続きなど色々と勉強できます。
色んな職種あり♪ 学生OK！シニアも活躍中！ゴルフ好きの方歓迎☆
「西宮名塩」
駅〜路線バスあり
（朝・夕）
・クラブバス運行ありでアクセス便利 で す♪☆詳細は面接時
社会復帰・ステップアップを目指す方も大歓迎です♪ JR

事務スタッフ募集

時給/ 1,000 円 ※試用期間3ケ月（時給同じ）
月20日勤務/

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）
勤務 / 8：30〜17：30（1h 休憩有）
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、有給休暇有
雇用期間 /〜令和 5 年 3月31日
応募 / 下記住所宛に（5 月 20 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。

スキルアップ
したい方歓迎

三 田 市 商 工会

079-563-4455

JR・神鉄「三田」駅から徒歩約 15 分

〒669-1531三田市天神1丁目5番33号 三田市商工会館

未経験 OK
③館内清掃・リネンスタッフ 1日4h〜OK
①キャディー
丁寧な研修有
1ラウンド 4バッグ/ 10,000 円
時給/ 930 円 女性スタッフ活躍中♪
内容/クラブハウス内清掃
（水回りなど）
、
タオル類の管理、
3バッグ/ 9,000 円 2バッグ/ 8,000 円
内容/リモコン式カートを使ってのお仕事です。
勤務 /月12日程度、
8：00〜16：00 で6h
（1 ラウンド）

アメニティの補充など。
勤務/月10〜15日程度、
8：00〜18：00 の間で時間・曜日応相談

内容 /グリーン刈り、
バンカー均しなど。
勤務 /月11〜13日程度、
6：00〜17：00 の間で時間・曜日応相談

内容/ポーター
（ハウス係）
、
バッグの積み下ろし
（スタート室）
、
打球場係
（ショートコース）
など。
勤務/月10〜15日程度、
6：00〜18：00 の間で時間・曜日応相談

②コース整備スタッフ 未経験 OK
④ハウス係・スタート室・ショートコース
自然の中で心もリフレッシュ♪
時給/ 960 円 ☆1日4h〜OK
時給/ 930 円 シニアの方も多数活躍中♪
体幹アップもできて健康的♪
共通待遇 / 交通費別途支給、制服貸与、従業員食堂有
②〜④は、半日勤務も可能。勤務日・時間など柔軟に対応します。
応募 /まずはお気軽にお電話ください。

0797-61-0114

おおや

（担当/大宅）
〒669-1141 西宮市塩瀬町名塩北山（西宮北I.Cから車で約20分）

⑤コース売店スタッフ
時給/ 930 円 女性スタッフ活躍中♪
内容 / 飲料などの販売、茶店での接客など。
勤務 / 月 10〜12 日程度、
7：30〜18：00 の間で時間・曜日応相談

