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検索

www.winds-h.com 求人ウインズ

動画を見る方法

アプリダウンロード方法

編集発行/

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-

三田市

パート

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
〒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

三田市

パート・アルバイト

マイカー通勤可

バイク・マイカー通勤可
利用者さんとともにレトルトカレーや洋菓子の製造をしたり、 「三田」駅より車で約 10 分
アットホームなお店♪あなたにあった働き方ご相談ください♪ 利用者さんが仕事をしやすいようにサポートをするお仕事です。 学生さん・主婦さん活躍中!! WワークOK♪ 丁寧に指導いたします!!
簡単な盛り付け等
土・日・祝のみの募集
飲食店スタッフ募集 ☆ホール業務、
◎高校生OK
障がい者支援スタッフ 時給/1,060 円
☆深夜手当別途有 資格

★1日3〜5 h 程度、週 2日〜OK
時給/ 900 円〜950 円スタート
※研修期間 60h（時給 -20 円）

（高校生）
時給/ 880 円〜900 円

※研修期間 60h（時給 /850 円）

※給与幅は経験による

☆WワークOK♪

不問

勤務/18：00〜23：00 の間
（高校生）
17：00〜22：00 の間

◎18：30スタートでもOK
◎時間・曜日相談OK♪

待遇 / 制服貸与、
まかない付き、
交通費規定支給
応募 /まずはお気軽にお電話ください。

勤務 /9：30〜16：30 ☆週 5 日（原則土日祝休み）
待遇 /社会保険完備、
交通費規定支給
雇用保険有、昇給有
マイカー通勤可
勤務地：三田市貴志 697-3
就労継続支援 B 型事業所 ふたば

明るく元気な方、 大歓迎♪
調理やお菓子作りが好きな方

■障害者・高齢者在宅支援サービス

特定非営利活動法人

岡場駅近く
隠れ家的居酒屋

ウェルネット

078-984-5355（担当 / 加藤）電話受付 /12：00〜24：00
営業時間 /17：00〜24：00
神戸市北区有野町有野2093-3

WELnet さんだ

WELnet さんだ

079-567-5104 (担当/採用係) 応募 / まずはお気軽に
お電話ください

三田市上井沢44-1

［受付：平日9時〜17時］

ホールスタッフ

（昼）時給 / 900 円〜
（夜）時給 / 1,100 円

勤務（昼）
/
11：00〜15：00
（夜）17：00〜21：00
◎昼・夜どちらかでもOK♪
両方入れる方歓迎
◎入り時間は相談 OK♪
待遇 / 交通費規定支給、制服貸与
応募 /まずはお電話ください。

神戸市北区

パート

マイカー通勤可

パート・アルバイト

①介護職員

②送迎ドライバー

時給/ 9 0 0 円〜 ※資格有の場合
☆週2〜4 日程度

時給/ 850 円〜 ☆移動介助含む
☆午後のみでも可☆時間延長有

勤務 / 9：00〜16：30
勤務 / 8：30〜9：30
8：30〜13：00
15：30〜17：30
無資格の
13：00〜17：00
方もご相談
☆シフト制 1 日4 h〜
ください
資格 / 介護福祉士 その他
待遇 / 各種社保完備、交通費支給（上限1万円/月）、賞与有（年2回）
運転手手当（1,000 円 / 月）、土日祝手当（2,000 円 / 月）
応募

まずはお気軽にお電話ください。
面接日時をお伝えします。

078-987-0128

(担当/吉村)
www.minenosato.com
神戸市北区藤原台中町2丁目2-3
アルバイト

◎週 2 日〜OK

フロントスタッフ ◎土日祝のみ OK 急募!!
時給/ 1,000 円 ◎22時以降1,250 円

内容 / 研修施設のフロントカウンターでの受付・予約業務補助
館内対応、PC 入力（Word・Excel 他 初級程度）
勤務 / 19：00〜23：30
待遇 / 交通費規定支給、制服貸与
マイカー通勤相談可
休日 / シフト制 ◎曜日応相談
応募 / 履歴書（写貼）を下記まで
ご郵送ください。
※履歴書はご返却いたしかねますので
ご了承ください。秘密厳守

19 時からのお仕事ですので、昼間
の予定のあとに…かけもちバイト
に…など、無理なく勤務していただ
けます♪特別な知識は不要。スグに
慣れていただける職場環境です♪
■研修施設

株式会社富士ゼロックス総合教育研究所
この夏、ガッツリ稼げる期間限定バイト !!
短期だから頑張れる☆須磨海岸で夏の思い出づくり♪ スペースアルファ神戸

【夏の短期バイト 警備スタッフ大募集】
（期間：7/1〜8/31）◎勤務期間は相談 OK♪

日給 / 12,000 円〜 24,000 円
※給与は時間帯、警備内容による

50名

★交通費全額支給 ※規定有［勤務地］神戸市須磨区 須磨海岸
給与例 ※勤務時間による

日給 /16,800 円

勤務時間

7：00〜23：00 (実働14 h)

警備内容

交通警備

日給 /18,000 円
8：30〜21：30 (最大実働12h) 身辺警備
〜24,000 円
日給 /12,000 円

9：00〜18：00 (実働 8h)

日給 /12,750 円

21：30〜翌 9：00 (実働 8.5h) 夜間警備

防犯警備

資格 /18 才〜（警備業法による）◎トータルで 20日程度勤務できる方
待遇 / 交通費全額支給（規定有）、制服貸与
☆事前研修 4 日間（30h・教育手当 25,320 円 + 交通費全額支給）
休日 / シフトによる交代制 ◎時間・曜日応相談
応募 / まずはお気軽にお電話ください。

★武道（柔道・剣道・合気道・空手）や、
プロレス・格闘技など、経験者大歓迎 !!
★体力に自信のある方大歓迎 !!
★未経験者大歓迎 !!

078-981-9000

神戸市北区藤原台北町4-27

078-327-0872 (担当/採用係)
〒650-0011 神戸市中央区下山手通2丁目13番3号 建創ビル5F

http://www.sa-kobe.jp
パート・アルバイト

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

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

☆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ワーク探してる方 ! !
□近くで同世代と一緒に仕事がしたい方 ! !

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の
で、お気軽にご相談ください。
応募/まずはお気軽にお電話ください。

【三田八景店】

079-550-0919 [採用専用電話 (担当/アサイ) ]
三田市対中町25-20

AR

☆オープン8ケ月
ピカピカの店舗♪

お店にはペッパーくんが
いて、楽しいアットホーム
な雰囲気の職場ですので
お気軽にご応募ください!!

079-550-0558（担当 / 採用係）

定休日/月曜日

篠山市

正社員・パート・アルバイト

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

おとうふの製造スタッフ募集
( 機械操作・包装・検品・清掃など )

①【正社員】
◎昼食支給有 ! ②
【パート・アルバイト】
月給 /1 7 万円〜2 3 万円

＋皆勤手当 2 万円
家族手当 2 万円別途支給

☆30代〜50代
男女活躍中♪
☆W ワーク OK
☆未経験・初心者 OK

未経験者
大歓迎!!

三田市志手原 815-10

※試用期間有

三田市

最寄駅/神鉄「横山」駅

株式会社 セプレ24
三田市

マイカー通勤相談可

未経験の方も丁寧に指導しますのでご安心ください♪

デイサービススタッフ募集

神戸市須磨区

神戸市北区

神鉄「田尾寺」駅より徒歩約10 分

緒に
ボクと一 んか♪
働きませ

20代〜40代女性活躍中♪
■名古屋コーチン 松風地どり直営レストラン

神鉄「岡場」駅より徒歩約3分

◎週１日 OK
◎土曜のみ、
日曜のみも OK♪
◎昇給・能力給有

時給 /1 , 3 0 0 円（製造）
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1 h） 休日/ 週休二日制
［パ］8：00〜17：00 内で 6h〜8 h
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。
★6 月 14 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。
未経験の方

モクモクと作業したい方にオススメ♪ 大歓迎♪
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 20代〜60代

079-597-3698（担当 / 半田）
〒669-2162 篠山市今田町黒石 222−1

男性活躍中!!

パート・アルバイトパート

三田市

神鉄「フラワータウン」駅から徒歩 10 分

マイカー通勤可

ウインズ編集室のスタッフを募集します!!

営業アシスタント募集

未 経 験 者 歓 迎♪
子育て中の方も
働きやすい
環境です。

◎昇給有
時給/
円〜※研修期間有
◎PC 操作できる方（エクセル初級程度）

850

資格 / 要普通自動車免許
◎車持込可能な方（月/15,000円支給）
勤務 /水・木・金 10：00〜16：00 (1h休憩有)
休日 / 土、
日、
祝（会社カレンダーに依る）
応募 /履歴書 ( 写貼 ) を下記住所迄、郵送
下さい。
追って面接日時をご連絡致します。
The mind is told

株式会社Office

40代女性
活躍中! !

K’
s

ウインズ編集室

079-559-0670 (担当/採用係)

三田市武庫が丘3-4プチモール6

www.oﬃce-ks.com
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

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

0120-450-688

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）
【次回発行日】2018.6.17 We bサイト3週間無料掲載
アルバイト・パート

バイク・マイカー通勤可

www.winds-h.com 求人ウインズ

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・

動画を見る方法

アプリダウンロード方法

求人

神戸市北区

パート・アルバイト

マイカー通勤可

40年以上続く安定企業!! 車の知識なくても大丈夫♪ 働きやすい時間帯のお仕事♪子育て中の方も大歓迎です
あなたの好きな日にち、曜日を選んで出勤OK♪

資格 / 普通自動車免許
勤務 / 9：00〜17：00 の間で応相談
待遇 /交通費規定支給、制服貸与

カーコンビニ倶楽部
北神三田

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。

078-982-3003（担当/採用係）
定休日：第2水曜日
神戸市北区有野中町2丁目13番5号
三田市

ホールスタッフ募集

パート・アルバイト

未経験者 おいしい
歓迎 !! 賄い（そば）も
嬉しい♪

時給/9 0 0 円 ※研修期間1ヶ月850円
勤務 /10：00〜14：00 ・11：00〜15：00
◎土日いずれかを含む週3 日〜応相談
◎土日のみでも OK
応募 / まずはお電話の上、履歴書（写貼）
ご持参ください。
■本格手打ちそば処

正社員登用有り

そば切り

至 フラワータウン
三田幹線
中国自動車道 神戸三田
I.C.
雪月花

078-986-0341

神戸市北区長尾町上津 4567（キリンビール北側）
社員

三田市

時給/ 9 0 0 円〜
※研修期間約 2 ヶ月

8 70 円

勤務地 / 三田市民病院内（三田市けやき台 3-1-1）
7F 薬膳レストラン
「ヘルシーキッチン＆カフェ〜然〜」

20 代〜50 代
活躍中♪

ドライバー募集
給与 /1 8 万円〜3 0 万円以上
（当社規定諸手当含む）

★土日祝勤務できる方歓迎 ★時間・曜日相談OK

株式会社 フードテックジャパン
078-783-6135 ( 担当 / 足立・松本 )

■病院内レストラン
・コンビニ経営

神戸市垂水区小束山本町 2-2-1（本社）受付時間：平日9〜17時
三田市
神鉄「三田本町」駅より徒歩約3分

パート
マイカー通勤可

タクシー乗務員
株式会社

079-563-4885

〒669-1527 三田市中町17-3

給与 /当社規定による
（株）グループ

三田タクシー株式会社

三田市

パート・アルバイト

神鉄「フラワータウン」駅より徒歩 3 分

マイカー通勤可

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！ 事務所でのお仕事です。働きやすい職場で一緒に頑張ってみませんか!!

①入浴介助

【パート】時給 /1,200 円
★週 3日〜OK♪

勤務 /9：00〜12：00

② 送迎運転手【パート】時給 /1,000 円
エリア / 三田市・三木市・吉川町近隣
★週 3日〜OK♪
勤務 / 月〜土・祝日
勤務先 /◎ご希望の勤務先を選んでください。
◎ [ 藹デイサービスセンター]
時間 【
/ 朝】8：00〜10：00 【夕】16：30〜18：00
◎[ 吉川病院 ]
時間 /①
【朝】7：00〜10：00【夕】16：00〜19：00
②【朝】8：30〜10：30【夕】15：30〜17：30
待遇 /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。

通販の営業事務 スタッフ募集【長期】
◎電話やインターネットによる通信販売の受注業務

時給 / 900 円
（研修期間有 3 ケ月程度 時給 /870 円）

受注管理ソフトへの入力、
メール対応等PC 操作できる方

勤務 /10：00〜17：00
（休憩1h有）
※残業の場合有 ◎月〜金週2〜3日程度
（繁忙期）7月・8月・11月中旬〜12月は土日出勤、
18：00 以降の勤務有
（平常期）
土日勤務なし OK（※祝日出勤の場合有）
月によっては15：00 頃までの早上がりもO K♪
※繁忙期は通常以上の勤務や土日勤務をお願いする場合有
待遇 / 交通費支給、制服貸与
応募 /まずはお電話ください。
面接時履歴書不要です。
時間・曜日

応相談♪
（基本10時出勤）

あい

藹 デイサービスセンター

0794-72-0063（代）
三田市

医療法人社団 敬命会 吉川病院

パート・アルバイト

JR・神鉄「三田」駅より徒歩1分

超駅チカ♪三田駅前にお洒落なお店が登場☆
みんなで一緒にお店を作っていきましょう♪ ＮEＷ
OPEN
【オープニングスタッフ大募集!!】

① ホ ー ル ス タ ッフ
②キッチンスタッフ

時給/ 900 円
〜1,125 円

◎昇給・昇格制度有り ◎高校生 OK

※研修期間有 時給/ 850円

未経験者・学生・フリーター・主婦（夫）さん大歓迎！
勤務 /17：00〜24：00 の間で 3 h〜OK ◎高校生は 22 時まで
※勤務開始日は 6 月上旬〜
☆週1日〜、
1日3h 〜 OK♪
待遇 / 交通費規定支給、
制服貸与、
食事付き ☆短期も長期も相談OK ！
応募 / まずはお気軽にお電話下さい。
☆開始・終了時間は相談OK♪

☆終電までの勤務もOK♪
三田初 !!
お洒落な
大型店が
オープン !!
ダイニングBar

オープニング
スタッフ !!

10 名

大募集!!

駅前倉庫

090-7094-4663 (担当/マツモト)

三田市駅前町8-35

◎直行直帰可

☆日払い制 当社規定による 週1日からOK

寮 生 募 集 !!（ 即入寮可）

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
勤務 /1 日8 時間労働（休憩有）
荷物はカバン 1 つで大丈夫！
※時間は現場により異なります※早出、
残業有 生活からしっかり応援します。
◎日曜は休日手当有◎別途各種手当有

定年退職・年金受給者・シニア活躍中

有限会社 六岡建設

夏に向けて稼げる!!
お仕事あります!!

応募/まずはお気軽にお電話ください。

パート・アルバイト

「三田」駅より徒歩 3分・神鉄「道場南口」駅より徒歩7分 マイカー通勤応相談

ブランクのある方や、実務未経験の方もご相談ください。急募
同時募集!!
保育士 ◎フルタイム勤務大歓迎! 三田園・
☆夕方勤務できる方、
土曜日終日勤務できる方は、
※時間帯による
大歓迎♪
（時給/1,150円 ）
勤務 /7：00〜19：00 の間で 時間・曜日応相談 ☆契約社員・固定給制度有
待遇 /昇給有、
交通費規定支給、各種社保有 あなたの希望に合わせた
車通勤応相談、
正社員・契約社員登用有 働き方を応援します♪
応募 /まずはお気軽にお電話ください。 ☆子育て中の方や、子育てを
終わられた方など多数活躍中♪
0・1・2 才児までの
☆事前見学 OK♪
アットホームな小さな保育園です。

時給/ 950 円〜1,150 円

0120-711-863（10：00〜18：00）www.sandaya-honten.co.jp
〒669-1544 三田市武庫が丘 7 丁目 5 番
079-564-4151

090-1244-8659 (不在時)

【三 田 園】三田市駅前町11-1レバンテ三田1F（三田駅より徒歩約3 分）
【北神戸園】神戸市北区八多町中1150（グリーンガーデンモール北神戸内）

篠山市

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 !!

介護職員

☆経験・資格等優遇 < 賞与年 2 回支給 >

【正職員】月給 /1 9 0 , 0 0 0 円〜3 2 0 , 0 0 0 円
※一律処遇改善加算 20,000 円〜込

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）
（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 , 0 8 0 円〜 相談応じます
（資格無）
時給 /1 , 0 5 0 円〜
◎一律処遇改善加算 1h 200円込

時間 / 7：0 0 〜2 1：0 0 の間で（4 h から）

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 /1 7：0 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

勤務地 ゆとりの家
（下記住所）

すみよし

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)

■介護事業

住所/三田市寺村町4239番地1

[応募受付] 三木市吉川町稲田1-2

軽作業スタッフ（ゴルフ場）

日給/8,000 円〜

こぐまプリスクール
078-642-7329 (受付/採用係)

同時募集

※詳細は面談にて

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

■神戸市・三田市認可小規模保育園

勤務 / 8：45〜17：30（休憩 1h）
※早出 / 残業有
準中型、
休日 /日曜、会社カレンダーに依る
待遇 / 賞与年2回、各種社会保険完備、中型免許取得
応援します !!
交通費規定支給

勤務 /①8：45〜14：30 ②8：00〜16：30 ◎土日祝 9：30〜14：30
待遇 / 交通費全額支給、制服貸与
応募 / まずはお気軽にお電話の上、
応募 / まずはお気軽にお電話ください。
面接は現地にて実施します。
履歴書（写貼）ご持参ください。

〒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

三田市・神戸市北区

フラワータウンより車で 5
5分
分
イオン神戸北店より車で 5
分
5分
とても通いやすい場所です♪
営業時間 /11：30〜15：00
定休日 / 火曜日

雪月花

ウインズ編集室

［滝野支店］加東市下滝野 2-7［三木営業所］三木市岩宮 203-1

キリンビール
オート
工場
バックス
至 上津台

マイカー通勤可

①ホールスタッフ
②キッチンスタッフ

編集発行/

株式会社オフィスケイズ 求人広告事業部

0120-663-696

人形渡橋南
交差点

国土交通大臣賞受賞の乗務員在籍！乗用車の運転が
週2〜3日よりOK!! シフトなどお気軽にご相談ください♪ できる方なら大丈夫♪地域社会に貢献できるお仕事です。
J R「新三田」駅より徒歩約11分

検索

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-

フラワータウンより車で5分

★1日 3 〜 4h〜
ショップスタッフ ◎男女不問
◎年齢不問 ★週 3日〜OK!!
時給/ 9 0 0円〜

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

神戸市北区

ＡＲ求人誌

〒669-2231 篠山市住吉台56番地3

