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正社員・正職員
パート アルバイト
委 委託 契 契約社員

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・丹波篠山市内
（一部除く）
誌面設置場所

- クーポン - このマークが目印

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

お 得 な 特 典 を G E T できます

クーポン付きＡＲ求人広告情報誌ウインズ 2020.9.6 vol.721
求 人 広 告 情 報 誌ウインズ はリニューアルしてさらに 見 や すくより魅 力 的 な 誌 面 に
生まれ変わりました。広告欄はクーポン付きでお得な情報をゲットしていただけま
す。あなた のまちの情報誌としてみなさまのお役に立てますよう頑張って参ります
のでこれからもウインズをご愛顧いただけますようよろしくお願い申しあげます。

西宮市山口町

明るく清潔な職場です♪家事・育児の都合にあわせて働けますよ！

①検品などの軽作業 化粧品・食品・薬品等容器のセット・検品
◎ワークライフバランス重視
時給/ 900 円〜 1,020 円 ◎充実の教育制度

☆週2,3 回〜、
1日3h〜OK♪☆学校行事・ご家庭の用事などお休みOK♪
近隣エリア
要中型免許（旧普通免許）AT 限定不可
フォークリフト作業できる方尚可

②ドライバー
（4 t）
月給 / 22 万 円〜 ◎経験者・有資格者歓迎
☆1h程度残業有☆ほぼ定刻で退勤できます
時給/ 950 円〜 ☆フォークリフト操作員 同時募集

③一般事務

900

株式会社 六甲工芸社

078-903-0690

WワークOK!
未経験者OK!

( 受付 /9 時〜18 時 )
〒651-1411 西宮市山口町名来2丁目10-21 神鉄「田尾寺」駅より徒歩約15分
三田市

パ ア

おしゃれなお菓子の国でのお仕事です♪
ステキな空間で一緒に頑張りましょう♪

清 掃スタッフ 未経験者OK♪丁寧な研修あり
週 2 日〜平日のみ OK♪
年令
時給/ 900 円
土日勤務可能な方歓迎♪
不問

勤務地 / 三田市ゆりのき台 ケーキ屋さんの建物周辺清掃
（駐車場・男女トイレ・教室内部・店舗周辺）
時間 /①9：00〜17：00（休憩有）
② 9：00〜12：00（火木土のみ）
休日 / 水曜、他応相談
待遇 / 交通費支給
（日額1,000円迄）、車通勤可
応募/お気軽にお電話の上、
履歴書
（写貼）
持参ください

株式会社 ベスト美装
079-559-5405 ( 採用担当迄 )

三田市桑原590-2
各地

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!!
短期

長期 正社員 パート

www.winds-h.com 求人ウインズ

神戸市北区

日払い バイト こちら
から→

検索

正パ

0120-450-688 ポスティング ・ フリーペーパー配布
www.winds-h.com

ア

丹波篠山市今田町

少人数の事業所でとても働き易い職場です!!

◎未経験者OK
①介護スタッフ
②入浴介助（短時間 OK） ◎有資格者優遇!!
時給/1,200 円〜 ※処遇改善手当含む＋介護福祉士手当別途
勤務 /12：00〜17：00
待遇 / 交通費規定支給、車通勤可 ◎曜日・日数相談応じます♪
応募 /まずはお気軽にお電話ください。

☆責任感のある方
時給/
円〜 求めています
勤務 /①9：00〜17：10（短時間勤務応相談）②8：00〜17：10（休憩有）
③9：00〜17：10（短時間勤務応相談）
待遇 /賞与・各種手当・社会保険有
（社内規定有）
、
有休有、制服貸与、車通勤可
休日 /日曜、年末年始、夏期休暇、GW 他
★正社員登用有
応募 /お気軽にお電話の上、履歴書（写貼）
ご持参下さい。
■プラスチック容器二次加工

掲載のお申し込みは…ウインズ編集室 We b サイト 6週間無料掲載!!

ご家庭・子育てと両立しやすい環境です！
ほっこり安心して過ごせる雰囲気が自慢の施設です。

少 人 数 で アットホ ー ム な デ イ サ ー ビ ス

( 担当 / 採用係 )

丹波篠山市今田町下立杭601-5 三田市・アウトレットより車で約20分
神戸市北区・他

パ ア

☆新しい環境でスグに収入を得たい方必見☆

①草刈り作業
日給/ 8,000 円〜

学生短期バイト募集
短期1日〜OK
（残業手当・能力給別途支給）
うれしい♪日払い

カンタンな作業ですので、
！
未経験でもスグにできるお仕事ですよ！

②建設現場軽 作業
日給/ 8,000 円〜

※当社規定あり

年令
不問

（残業手当・能力給別途支給）

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♪
勤務 / 8：00〜17：00（休憩有）◎週 1 日〜OK
日払い制、個室寮完備、車通勤可
待遇 / 交通費支給、
※ゴルフ場勤務希望の方は三木支店へお電話ください。

［同時募集］送迎ドライバー（普免 OK） 寮生募集
（即入寮可）
時給/ 1,000 円〜（日給月給制）◎経験不問 ※詳細は面談の上

●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 !!

有限会社 六岡建設
株式会社 ろくおか

0120-663-69 6
0120-667-67 2

神戸市北区

『COCOAR2』
アプリで見れます

〒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

【次回発行予定日】2020.10.4

正

働き盛りの30代〜40代が活躍中♪長期安定の職場です!!
OK ◎経験不問 !!
1.5tドライバー ◎普通免許で
★配達エリアは近隣の兵庫県内です
給与/ 200,000 円〜350,000 円
（※試用期間2ケ月有 時給/950 円）
◎残業代別途支給 ◎勤務開始日応相談 !!

勤務 / 8：00〜17：00（1h 休憩有）
※多少残業有
休日 / 日・祝、
第2土曜 、
お盆、年末年始
からでも
（会社カレンダーに依る）
に
がるスキルが
待遇 /昇給有、
賞与有
（当社規定）
、
各種社保完備、
につきます♪
有給休暇有、
制服貸与、車通勤可
応募 /まずはお電話の上、履歴書（写貼）
CM でお馴染みの大手メー
ご持参下さい。
カー水廻り機材を、現場や
■水道住宅機材の卸売
お客様宅へ配達していただ
くお仕事です。少人数でア
ットホームな環境♪丁寧な
すぐ
( 担当 / 採用係） 研修がありますので、
に慣れていただけます。

未経験
未来 繋
身

078-593-8003

神戸市北区鈴蘭台南町4丁目1-15
三田市

デザイン事務所の営業アシスタント募集です!!
笑顔のステキな方、
人と接する事が好きな方歓迎!!

営業アシスタント 資格/要普通免、PC出来る方
未経験の方歓迎!!スタッフがサポートします。
時給/ 900 円〜 小さなお子様がいらしても大丈夫です。
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
内容 / 営業補助、納品、資料配布、打合せ補助等
※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

ウインズ編集室

079-559-0505 (採用係)

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

本店・他

［三木支店］三木市岩宮203-1
0794-70-7030
［本店］西宮市今津曙町13-4中津ビル1F

待遇 /交通費規定支給、制服貸与、有休有、試用期間 3ヶ月
（給与同額）、
バイク・車通勤可、無料駐車場有、
寸志年 2 回、
各種社会保険完備（雇用条件による）

応募 /まずはお気軽にお電話またはメールにてご応募ください
info@reimeikai.org

神鉄「フラワータウン」駅より徒歩10分

〒669-1544 三田市武庫が丘3-4 プチモール6

滝野支店・三木支店

笑顔を分かち合える空間を、一緒に作っていきましょう!! シフトのご相談もお気軽に♪

高価買取
もできます !

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

078-982-3003

手続費用も

神戸市北区有野中町2丁目13番5号

定休日 / 第2・3水曜日

三田市・丹波篠山市

ご自宅に眠っている使わないブランド品、
貴金属
早めの整理が、
価値をいかすチャンスです！
買取地域 NO.1
査定・見積無料 !!

金・プラチナ・ブランド品 買取専門店

高価現金買取
実施中 !

職場見学 OK!! 個室・ユニット型施設です

■社会福祉法人 黎明会

介護型ケアハウス ストロベリー

078-982-6663 ( 担当 / 採用係 )

神戸市北区有野町二郎383
三田市

10 代〜70 代、
幅広い年令の方が活躍中 !!
神鉄
「田尾寺」
駅または
「二郎」
駅より徒歩13分
http://www.reimeikai.org/

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

OK!

株式会社 竹村商会

デイサービス立杭
079-506-7007

検索

求人ウインズ

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

AR

求人

価値を知りたい！

今すぐ現金化したい！

質の
ご用命も
お気軽に
どうぞ!!

少しでも高く売りたい！

バッグ

リサイクルショップ

バザールタウン 篠山・NEWS館

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

079-594-2589

丹波篠山市杉 265-1
ニュース館

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）

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・
・
・

情報誌

正社員・正職員
パート アルバイト
委 委託 契 契約社員

2020.9.6 vol.721

掲載のお申し込みは…ウインズ編集室 We b サイト 6週間無料掲載!!

0120-450-688 ポスティング ・ フリーペーパー配布
www.winds-h.com

丹波篠山市

検索

求人ウインズ

AR

求人

広告

求人

クーポン付
求人・広告

- クーポン - このマークが目印

お 得 な 特 典 を G E T できます
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

〒669-1544 三田市武庫が丘3-4-6
Tel.079-559-0505 Fax.079-559-0567
i n f o @ wi n d s -h . c o m

『COCOAR2』
アプリで見れます

【次回発行予定日】2020.10.4

社

三田市

西宮市山口町

安全でおいしく、健康な食事作りをお手伝いください♪ スキルアップしたいあなたを力強くサポートします♪

調理 員 募 集 ◎パートさんも同時募集!!
月給/170,200 円〜189,200 円 未経験者

■軽費老人ホーム

社会福祉法人 守幸会

ケアハウス丹波の郷
079-594-4644 ( 担当 / 平野 )

〒669-2222 丹波篠山市味間南575-1［受付］9：00〜17：00
神戸市北区

身体介護 時給/ 1,500 円〜
重度支援 時給/ 1,300 円〜

自動車整備士 ☆☆整備士資格取得応援します☆☆
※年令や資格、
給与/ 180,000円〜 300,000円以上 経験による

上記時給に+別途手当支給

◎週3〜5日の勤務♪

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。

☆ 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♪

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♪

ア

あなたの力を子どもたちの成長に役立てませんか。

給与/当社規定に依り優遇

入社祝金 あり 3万円 (規定有)

健康管理食の宅配 けんたくん神戸北店

0120-710-078 (担当/採用係)

西宮市山口町上山口1丁目10-29

デザイン事務所の営業アシスタント募集です!!
笑顔のステキな方、
人と接する事が好きな方歓迎!!

営業アシスタント 資格/要普通免、PC出来る方
未経験の方歓迎!!スタッフがサポートします。
時給/ 900 円〜 小さなお子様がいらしても大丈夫です。

ヒロ

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
内容 / 営業補助、納品、資料配布、打合せ補助等
※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

株式会社 佳 拓

079-564-5146 ( 担当 / 採用係 )

警備業許可：兵庫県公安委員会認定第63001569号

各地

078-220-4565

（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

長期 正社員 パート

www.winds-h.com 求人ウインズ

ウインズ編集室

079-559-0505 (採用係) 神鉄「フラワータウン」駅より徒歩10分
〒669-1544 三田市武庫が丘3-4 プチモール6

日払い バイト こちら
から→

検索

パア

空いた時間に働きたい方にピッタリ！子どもさんを保育園に送ってから出社する方も多く居ます。

ス イ ー ツ 仕 分 けス タ ッ フ

大募集！
！

時給/ 900 円〜 1,200 円

未経験者
（時間帯・日数による） 土・日・祝も出勤できる方 大歓迎

勤務 /①10：00 〜 19：00（休憩有）②14：00 〜 19：00
☆時間・日数相談可
休日 /シフト制
待遇 / 交通費規定支給、社会保険完備、昇給有、
マイカー通勤可
屋内禁煙（喫煙所有）
応募 / お気軽にお電話の上、履歴書（写貼）
をご郵送ください。
☆面接随時！

株式会社デザートランド

079-593-1288

関西工場

(担当/採用係)
〒669-2727 丹波篠山市高屋 186-4
神戸市北区

株式会社 介援隊

三田市

今年、立ち上げたばかりなので、上下関係などは一切なし！
！
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！

短期

急募

ヘルパーステーション ぱる

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、各社保完備
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。

三田市香下670

※詳細は面接時

応募 /まずはお気軽にお電話ください。

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!!

神戸市立 鹿の子台児童館

丹波篠山市

◎事務職兼務ヘルパー募集

大募集！
！

日給/ 9,500 円〜10,500 円 日払い可

ヨシ

シフト協力手当・遠方協力手当・交通費
同行手当・体験手当 など※詳細は面接時

勤務 / 6：00〜22：00 の間で 1日1h〜、
週1日〜OK ◎時間・曜日応相談
◎直行直帰 OK
待遇 /交通費別途支給、他手当有
◎ヘルパー2級、
初任者研修修了者以上
◎無資格の方も可。入社後に資格取得制度の補助金一部有

自然と関わり合い育ち合える保育を行っています。 40〜70代幅広く活躍中♪未経験者でも安心の研修制度有り
フレッシュな仲間と一緒に和気あいあいと働きませんか？

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

☆賞与有
☆朝6時〜8時・
夜間18時〜22時は25%増
☆介護福祉士手当＋50円/h

エリア / 神戸市北区・西宮市北部・三田市 ☆マイカー通勤可

応募 / お気軽にお電話の上、
履歴書（写貼）
ご持参ください 。

交通誘導警備員募集

経験者
時給アップ
要相談

身体介護なし 時給/ 1,100 円〜 ☆実績に応じて手当有（賞与）
☆朝6時〜8時・
身体介護あり 時給/ 1,300円〜
夜間18時〜22時は25%増

詳細は面談にて

（三田市内の公園・街路・住宅緑地の除草作業等の道路警備）

男女・経験者・未経験者・
シルバー・フリーター活躍中

②ガイドヘルパー（同行援護含）

休日 / 日、祝、週休 資格 / 高卒以上
待遇 / 社会保険完備、交通費規定支給

三田市

パ ア

パ ア

生活支援 時給/ 1,200 円〜

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
準中型、
待遇 / 賞与年 2 回、各種社保完備、交通費規定支給 中型免許取得応援します !!

〒669-1527 三田市中町17-3

＊例外事由 3号イ 長期勤続によるキャリア形成を図るため。

①訪問介護・障がい者支援

（当社規定諸手当含む）

079-563-4885

誌面設置場所
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

登録 ヘルパー募集

給与/ 180,000円〜 400,000円以上

株式会社

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・丹波篠山市内
（一部除く）

利用者様増加につき急募!!福利厚生も充実の職場です♪

ドライバー 資格は普通自動車免許で OK!

同時募集

OK
勤務 /① 6：30〜15：30
（休憩有）
②10：00〜19：00
老人ホームで
休日 / 週休二日制
待遇 / 交通費規定支給、車通勤可
毎日のお食事を
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。 提供していただく
郵送も可。
お仕事です♪

新 聞（ 朝 刊 ）折 込 配 布エリア

わたしたちは、笑顔を作るデザート工場です。
平日休みも有るので混雑を避けて遊べます！
時短勤務で介護と両立しながら働けています！

ERT♪

DESS

Ease of working

働き や す い 仕 組 み

デザート作りに参加できる
楽しい職場です！

様々な業務があり
毎日新鮮な気持ちで仕事に臨めます。
オーダー数によって
スケジュールが変化するので
チームワークも重要です。
小さいお子さまのいる方や、急な呼出しなど、同じ部署の人たち

デザートランドの安心制度

がサポートしてくれますので、心配せずにお迎えに行って下さい。

デザートランドで働こう！

株式会社デザートランドは、昭和 45 年創業の手作りデザート専門メーカーとして、全国チェーンのコンビ
ニエンスストアで買えるデザートを製造する工場を運営しています。カップ製品やクレープ、スフレ、シュー
クリームやエクレア等、みなさまのイチバン身近なデザートとして、日々小さな贅沢と笑顔をお届けできる
よう、日本全国１０か所（関連会社３工場を含む）の工場でデザート作りに励んでいます。

正契

2015年に設立した若い会社です。コロナ・不況に強い弊社で一緒に頑張ってみませんか!? KBMで働くメリット!!

工 場 業 務 ス タ ッフ 募 集
製造管理・製造メンテナンス

◎試用期間有3カ月

【正社員】高卒以上、30 歳迄 ＊

未経験者
大歓迎

月給/ 200,000 円〜 +別途残業代支給

【契約社員】学歴不問

日給/ 11,000 円〜 +別途残業代支給
採石業・産業廃棄物中間処理業（ガレキ類）

株式会社 KBM

078-982-7780

(担当/採用係)
〒651-1312 神戸市北区有野町有野 3811

内容 / 採石場での重機による生産・積込・運搬・生産作業コンベアでの不純物
の選別・製品の積込作業。重機メンテナンス等、全業務の分担作業。
資格/ 普通自動車免許
勤務 /【正】7：30 〜 16：15
（17：15）残業・休日出勤有 ☆ 別途支給
【契】7：30 〜 16：30
（17：00）
休日 /【正】
日、祝、年末年始（会社カレンダーによる）、年間休日 96 日
【契】
日、
（会社カレンダーによる）、変形労働時間制
待遇 /【正】賞年 2、資格手当有、交通費全額支給、退職金制度有
【共通】昇年 1、社会保険完備、有給休暇有、制服貸与☆車通勤できる方
応募 / まずはお気軽にお電話ください。

手に職が就く
安定した収入
明るい職場！
未経験OK！

周りが山に囲まれた自社生産工場です｡

当社では、人材育成に力を入れていますので、この業界では珍しく若い社員が多数活躍してい
ます。そのすべてのスタッフが未経験で入社しています。資格も、個人の能力や担当する業務に
よって、積極的に取得できるよう応援しているので、やる気さえあれば普通運転免許だけあれば
大丈夫です。あまりメジャーな業種ではありませんが（笑）是非チャレンジしてみて下さい !!!

