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新聞を購読されていない皆様のポストに新しい
ポスティングシステム（ヨミポス・ヨミレター）にて
弊社折込エリア内でウインズをお届けしています。

W e b サ イト 3週間無 料掲載! !
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www.winds-h.com 求人ウインズ
お仕事情報We bサイト Winds Work
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神戸市北区

パア

株式会社 オフィスケイズ
編集発行/ ウインズ編集室

〒669-1544 三田市武庫が丘3-4-6
Tel.079-559-0505 Fax.079-559-0567
info@winds-h.com

掲載のお申し込みは…

【次回発行予定日】2022.9.25
三田市

正社員・正職員
パート
アルバイト 委 委託 契 契約社員

フローラ 88
（イオン三田店）
・三田市商工会館・三田市立図書館
ファミリーマート三田三輪店・ヒマラヤゴルフ三田店・神鉄岡場駅

三田市全域 / 神戸市北区 ・ 西宮市（北部）/
三木市吉川町 / 丹波篠山市（一部）

求人広告情報誌ウインズ

雇用形態マーク

誌面設置場所

新聞（朝刊）折込配布エリア

株式会社オフィスケイズは持続可能な開発目標（SDGs）
を支援しています。

神戸市北区

パア

パア

！ 車通勤OK！送迎バス有♪週3日、無理なく働けます
駅チカ☆ 現地面接 OK!! 他にも勤務地あります♪ 仕事の後は温泉で癒されて♪未経験・ブランクOK！

清掃スタッフ 時給/930円〜1,000円（経験・能力による） 店内スタッフ 1日6h〜時間応相談、勤務シフト応相談

勤務地 /イトマンスインミングスクール三田校 ※月曜定休 カン
タ
（三田市弥生が丘 1-1-2 サンフラワービル 3F） 作業ですン
♪
勤務 /（平日）19：00〜21：00（日曜）16：00〜18：00
（祝日）18：00〜20：00 ★7：00〜10：00 も同時募集中♪
休日 /シフト制 待遇 / 交通費規定支給、制服貸与、屋内禁煙

ビル清掃業

有限会社

クリーンサービスかたお

090-1157-1597

京都府亀岡市畑野町千ヶ畑高橋1-97
三田市

応募/
お気軽にお電話の上、
履歴書ご持参ください。

パ

勤務時間応相談！土日祝休みでプライベートも充実♪

電子機 器 の 組 立スタッフ
時給/ 930 円〜 ☆能力に応じて昇給有

男・女
活躍中!!

扶養範囲内勤務 OK!!

勤務 / 9：00〜15：00 ※勤務時間相談に応じます
休日 / 土・日・祝（会社カレンダーによる）
待遇 / 各種社会保険完備、交通費規定支給、
車・バイク通勤可、制服有
お仕事です!!
応募 /まずはお気軽にお電話ください。 簡単な
♪

初心者歓迎

電気機械器具製造

ID

有限会社

石出電器製作所

〈本社〉三田市上井沢 345 ☆JR「広野」駅から徒歩約 10 分
三木市吉川町

パア

未経験から無理なく働けるおそうじワーク!!

清掃スタッフ募集

資格不問 !! 未経験 OK!!

①ゴルフ場クラブハウスでの清掃

時給/ 930 円〜

50代〜60代
女性活躍中

勤務 / ⓐ 8：00〜12：30 ⓑ 13：00〜17：30
（30 分休憩有）☆a.b どちらか専属でも可能

②ゴルフ場茶店での清掃

午後からの勤務

時給/ 930 円〜

短時間

﹇ 共通 ﹈

勤務 / 15：30〜18：30
※季節によって変動あり。冬季は 14：30〜17：30
勤務地 / 三木市吉川町（吉川インターすぐ）
待遇 / 交通費規定支給、車・バイク通勤可、
制服貸与、屋内禁煙
応募 / お気軽にお電話ください。
面接時履歴書ご持参ください。
ビルメンテナンス業

三住管財株式会社

079-563-7500 ( 担当/ 庄 治 )

三田市横山町9-16

神戸市西区・北区・他

[ 受付 9/12（月）〜（土日祝除く）]

パア

事業拡大のため急募 !!シニア世代の方も活躍中 !!
設立して新しい会社です♪未経験者大歓迎

警備員大募集（交通誘導・施設）直行直帰です !
アルバイト 日給/ 8,000 円〜 日払い

週1日〜OK、平日勤務OK、フルタイムもOK
残業手当・能力給別途支給※研修 20h 有（時給 /950 円）

勤務 / 8：00〜17：00（休憩有・現場に依る）
待遇 / 交通費支給、制服支給、社宅有
応募 / まずはお気軽にお電話ください。

時給/1,000 円

22：00まで

内容 /①温浴フロント
（受付、点検・清掃作業等）②お食事処（調理・接客）
※①は女性浴室への入室があるため女性募集です
勤務 /9：00〜17：00（①②両方の仕事が可能な方）
16：00〜25：00（①の仕事のみ）15：00〜24：00（②の仕事のみ）
待遇 / 社会保険完備、交通費支給（規定有）、車通勤可（駐車場完備）、
食事補助制度有、永年勤続表彰制度、正社員登用制度有、入浴料無料
応募 /お電話の上、履歴書（写貼）
をご持参ください。 http://www.pokaon-k.com/

078-952-1000（担当/竹若・鳥尾）

三田市

（即日 OK）

不問

・男女
・年令
・学歴

!!

バ ス・トイレ・
キッチン・テレビ
・エアコン完備

建設作業員同時募集
面接は三木支店にて行います

［三木支店］三木市岩宮203-1
☆詳細は面談時

グループ
■総合警備業

株式会社 みらい

078-742-8891

■建設業

株式会社 ろくおか

078-742-8501

［垂水支所］神戸市垂水区王居殿 2 丁目 11 番 12 号

神戸電鉄グループ（総合ビル管理、
マンション管理等）

入浴料
無料♪

株式会社神鉄コミュニティサービス

（受付/平日9時〜17時）
078-582-8750（採用係）

［本社］神戸市北区谷上東町 1番 1号 谷上 SHビル 6F

正パ

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。

①調理 師 ☆経験のない調理補助さんも募集中

④看護補助

勤務 / 9：00〜17：00、6：00〜14：00、
離職率の
10：30〜18：30 のシフト制（休憩有） 低い職場
です♪
☆勤務時間応相談

※夜勤4回、諸手当含む

月給/ 167,500円〜 ※諸手当含む

②正 看 護 師

日勤のみ希望の方も大歓迎♪

☆新卒・第 2 新卒歓迎☆パートも可

月給/ 242,000円〜

待遇 / 昇給年1、
賞与年2（前年実績4.0カ月+期末手当30,000円）
、
年 2 回慰安旅行有
（春・秋）
、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、誕生日休暇、
リフレッシュ休暇 ※年間休日 110 日
応募 / まずはお気軽にお電話ください。
J R 三田駅
詳細についてはご相談ください。
・相野駅

日勤のみ希望の方も大歓迎♪

より

4 つの充実待遇

◎経験により加算有 ※夜勤4回、諸手当含む
勤務 / 9：00〜17：00（夜勤 16：50〜翌 9：20）
（休憩有）

送迎有

１ 給与は当法人規定により優遇♪
２ 定年65 才まで定期昇給あり♪

許可病棟数/200床
医療法人山西会 三田西病院 （認知症治療病棟/59床含）

（定年延長制度あり）

079-568-0025（代）

３ 残業代はきっちり支給！

〒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・神戸市北区

日勤のみ希望の方も大歓迎♪

勤務 /9：00〜17：00、
11：00〜19：00、
夜勤16：50〜翌9：20シフト制
（休憩有）

◎経験により加算有 ※夜勤4回、諸手当含む
勤務 / 9：00〜17：00（夜勤 16：50〜翌 9：20）
（休憩有）

③准 看 護 師

◎ケアスタッフ☆パートも可

月給/ 185,500円

☆ブランクある方 O K☆パートも可

月給/ 266,000円〜

４ 幅広い世代が活躍中♪

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。

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（インセンティブ）有

※試用期間2ケ月有、契約期間：1年
（更新有）
◎社員登用有

仕事
目の お

です!!

未経験でも 月収40万円 可能
（例）月給20万円＋インセンティブ20万円

注
今、

入社1年目※未経験で入社された方です。

セレモニーのお仕事はそれほど難
しいお仕事ではありません。ほとん 子育て世代の方応援します。
★未経験でも 月収
円 可能！
（入社1年目※未経験入社 月給20万円＋インセンティブ20万円） どが未経験からスタートしたスタッ 育児が一段落した方大歓迎!
フばかりです。最初は先輩がフォロ
【パート・アルバイト】◎曜日・時間応相談 ◎短時間 OK♪ ーしますので安心してください。人生
シングルマザー活躍中！
時給/
円〜 ☆昇給有＋手当（インセンティブ）有 最期の大切なお手伝いをする素敵
なお仕事です。誰かのお役に立てる 学 歴・年 令・男女 不 問
内容 / 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 お仕事がしたいとお考えのあなた。
勤務 /9：00〜17：30（休憩 1h）[ パ・ア ]9：00〜17：30 の間で応相談
未 経 験 O K♪
ぜひ、
ご応募お待ちしております。

400,000

1,000

休日 /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）

心 機 一 転！！ 頑 張 っ て み ま せ ん か？

〈KSGグループ〉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

面接は垂水支所、
または高砂支所にて行います。
（詳細はご相談ください）

寮入居可

活躍中 !!
男女

時給/1,320 円

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）

時給/ 960 円

内容 / 工場施設内共用部の清掃
勤務地 / キリンビール神戸工場
（神戸市北区赤松台 2 丁目）
勤務 /ⓐ8：00〜14：15 ⓑ8：00〜15：00
ⓒ8：00〜15：15（シフトによる）
※週平均 15.98h ※週 3 日（火・水・金）勤務
待遇 / 有給休暇、交通費規定内支給、
車・バイク通勤可、送迎バス有、制服貸与
応募 /まずはお気軽にお電話ください。

時給/1,050 円

時給/1,250 円

22：00 以降

クリーンスタッフ

土日祝

共通事項

079-567-0447 (担当/採用係）[ 受付 /10：00〜15：00]

平日

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
三田市

P

抗菌
名刺

印 刷 色 数

ウイルスや細菌が、銅化合物
ナノ粒子とぶつかった際に、
水分中に銅イオンが溶出

079-559-0670

銅イオンと酸素が反応して
活性酸素が発生

銅イオンと活性酸素の2つ
のパワーでウイルスや細菌
を減少させる

価格 (100枚)

① 片面墨1色

1,810円

② 両面墨1色

2,300円

③ 片面フルカラー

2,300円

④ フルカラー＋墨1色

2,620円

⑤ 両面フルカラー

2,940円

※２種類の抗菌用紙がございます
Vi-レイナR Vi-ハイブランカR

( 担当 / 立花 )

info@office-ks.jp

〒669-1544 三田市武庫が丘 3-4 プチモール 6 号

※既存名刺の版下作成は初回のみ
１版 片面2,000円(税別)別途承ります
※送料別途要 ※上記は印刷のみの金額

名刺交換に安心をプラス!!
抗菌コーティング名刺

抗菌 清潔

安心

デザイン案のプレゼン形式で、
お好きなデザインを選んでいただきます。
料金等まずはホームページをご覧ください。
「抗菌名刺」の証し
抗菌名刺にはこの
ロゴが印刷されます
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新聞を購読されていない皆様のポストに新しい
ポスティングシステム（ヨミポス・ヨミレター）にて
弊社折込エリア内でウインズをお届けしています。
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有馬温泉内の会員制ホテル清掃♪週2日〜OK!! 送迎あり 平日の み・土日の み O K ♪ 週 2日〜相 談 可 ♪
仕 事 量は年 間 通して安 定しています
Wワーク大歓迎 !!

☆車・バイク
通勤 OK

株式会社ロフティーサービス

078-907-6526（採用担当）

神戸市灘区浜田町3丁目5-3 REVE六甲201

未経験者OK
男女不問
資格不要

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。

株式会社オーエスピー
0798-31-1900

安定の
お仕事

※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。

40代〜60代女性多数活躍中

学校行事等シフトは考慮致します♪

西宮市山口町

男女
活躍中

パア

神戸市北区

クリーンスタッフ ☆週 2 日程度
時給/1,100 円 ☆日・祝は 100 円 UP！
！

未経験も
OK♪

内容 / 廊下・トイレ・更衣室などの簡単な清掃
勤務地 / さとうグループ神戸総合物流センター（神戸市北区赤松台）
勤務 /7：15〜13：00（休憩有）
休日 / シフト制
待遇 / 社保完備、交通費支給（会社規定）、車通勤可、制服貸与
応募 / まずはお電話の上、面接時に履歴書（写貼）ご持参ください。
面接日時と場所をご説明いたします。

西日本OPセンター

0773-20-1116 ※勤務地へのお問合せはご遠慮ください

福知山市土師新町 4-118

☆敷地内禁煙

各地

知的障害のある方の生活施設です。
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!!
希望休月 5日まで O K♪学校行事も考慮します。
初心者歓迎 !! 資格のない方も丁寧にお教えします。
山口町ホーム勤務（西宮市山口町下山口）

グループホーム生活支援員 ◎週1〜OK
☆同性介助のため女性希望

【 パ ート】時給/ 1,000 円〜
勤務 /15：00 〜翌 10：00
（5h 仮眠休憩有）

40 名程度のご利用者様です

※4年制大卒の場合、
諸手当
（夜勤5回、
扶養手当等）
含む

勤務 / 日勤 8：45〜17：15、早出 7：30〜16：00、
☆シフトによる
遅出 12：45〜21：15、夜勤 16：30 〜翌 9：45 等

内容 /入院患者様の身体・入浴・トイレなど生活全般の介助
勤務 /［日勤］8：45〜17：30、7：00〜15：45、10：45〜19：30
［夜勤］16：00〜翌 9：30
休日 / 日・祝
待遇 /［正］賞与有［共通］昇給有、各種社会保険有、有休休暇、
交通費規定支給、車通勤可、託児施設有
応募 / まずはお気軽にお電話の上、履歴書（写貼）ご郵送ください。
脳神経外科・神経内科・放射線科・整形外科・麻酔科・内科・
循環器内科・リハビリテーション科・ペインクリニック内科

医療法人社団 六心会

078-950-2622

恒生病院

急募

病院機能評価認定施設

〒651-1505 神戸市北区道場町日下部1788
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

高価買取

引き取り料・抹消料など一切無料です！

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

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

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 !!

賞与もしっかり 【正職員】年間 3.8ヶ月
※週30 時間以上
支給 ! ※昨年実績
【パート】年間 26 万円 勤務の場合

【非常勤】時給/ 1,520円〜1,630円 週 3 日〜OK
時間・曜日応相談
勤務 / 9：00 〜 17：00（休憩有）休日 / 日曜、祝日

②薬剤師

ブランクある方も OK♪

【正職員】月給/ 255,000円〜 305,000円
※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

【パート】時給/ 2,000円 週 3 日〜OK

勤務 / 9：00 〜 17：00（休憩有）休日 / 日曜、祝日

★車通勤の方は、交通費 +5,000 円/月、
さらに入社から 3 年目までは +3,000 円/月 別途支給 !!
★資格取得応援制度（祝金）有♪★夜勤手当有5,500円/1泊
★住宅手当有
（27,000円上限）
他各種手当多数有♪

③薬局事務 週 3 日〜OK
【パート】時給/ 1,000円
医療法人 社団 敬命会

0794-72-0063（代）

078-904-3835 (担当/採用係)

〒673-1231 三木市吉川町稲田 1-2

西宮市山口町船坂1958-1 西宮I.Cから車で約15分
三田市

空いた時間にいつでもどこでも!! サクッとスマホでお仕事探し♪掲載のお問合せもお気軽にどうぞ！
！

輝くあなたを応援する
就職･転職･アルバイト情報

皆様に求人情報をお伝えして26年!!
神戸三田、北摂エリア、丹波エリアに地域密着したウインズが、
新たにWeb求人サービスをスタートしました。
あなたにぴったりの求人情報をお届けします♪

ウインズ・ワーク

誌面からWebまで求人をトータルにサポート

0120-450-688 株式会社オフィスケイズ ウインズ編集室

〒669-1544 三田市武庫が丘 3-4 プチモール 6 号

⑤送迎運転手 曜日応相談♪週 3 日〜 OK♪
時給/ 1,000 円

勤務 /7：00 〜 10：00、8：00 〜 10：00、
16：00 〜 18：00、16：00 〜 19：00
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】交通費全額支給、車通勤可、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。

勤務 / 9：00 〜 17：00（休憩有）休日 / 日曜、祝日

指定障害者支援施設

一 羊 園

勤務 /9：30〜12：30 多少残業有り（日による）
☆別途支給
休日 / 日曜、祝日

共通事項

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

Winds Work

②看護補助者【正職員】☆定年65才
※夜勤手当含む
月給/197,000円〜218,500円 ※他手当有

正パア

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

【 正職員 】給与例/ 305,254 円〜

【正職員】

三木市吉川町

☆週 3 日〜応相談

①外来（正・准）看護師 ママさん多数活躍中♪ ④入浴介助スタッフ 週 3 日〜OK♪
無資格・未経験 OK♪
【常勤】月給/ 195,000円〜275,000円
【パート】時給/ 1,300 円

+別途宿泊手当 4,500 円/1泊

手厚い
充実待遇

内容 /診療に関わる業務全般
資格/診療放射線技師
勤務 /（月〜金）8：45〜17：30
（土） 8：45〜12：45

シーアンドエステクノ株式会社

受付/平日10時
〜18時
JR「新三田」駅から
バス約15分

正パ

①診療放射線技師【パート】
時給/2,000円〜2,050円

環境品質マネジメント業

正パ

生活支援員

神戸市北区

託児施設あり!!働くママ＆パパをサポートいたします♪

新しくてきれいな食品工場です！
！丁寧に指導します♪

関西学院大学生活協同組合 神戸三田キャンパス店

070-5559-1703

※試用期間 3カ月 日給 /9,000 円

西宮市甲陽園西山町5-5

内容 / 簡単な盛付け・調理補助・食器の洗浄・片付け・レジなど
勤務 /ⓐ 9：30〜14：30 ◎4h のシフト制
ⓑ14：30〜19：30 ◎5h 固定
ⓒ 7：30〜12：30 ◎5h 固定
17：30 以降は夜間手当 +200 円 /h あり
休日 / 日・祝（原則）、夏休み（8・9 月）
・春休み（2・3 月）
・年末年始の休暇有
待遇 / 交通費規定支給、退職慰労金、昇年 1、
有休有、制服貸与
応募 / お気軽にお電話ください。
★履歴書（写貼）郵送での応募も可。
9 月 16 日（金）必着。書類選考の上
面接日をご連絡いたします。

( 担当 / 新井 )
〒669-1330 三田市学園上ケ原1番地(食堂行き)

日給/ 9,500 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

学生さんがいっぱいの明るい職場だから楽しい♪
【パート】時給/ 1,000 円

勤務 /8：00〜17：00( 休憩有 )

勤務 /21：00〜翌 6：00( 休憩有 )

神鉄「有馬口」駅
から送迎あり

三田市

大学 内 の 食 堂 スタッフ

長期
安定

交通誘導警備 年令・経験不問
日給/ 8,000 円〜 ※試用期間 3カ月 日給 /7,500 円
日勤 夜勤

内容 / 会員制ホテル内の共用清掃（掃き清掃、水回り清掃、点検作業など）
勤務 /ⓐ6：30〜10：30 ⓑ11：00〜17：00（ともに休憩 30 分）※週 2 日〜
待遇 / 交通費規定支給（1 日 1,000 円迄）、雇用保険有（条件有）、制服貸与
応募 /まずはお気軽にお電話ください。現地面接いたします。
ホテル・ビル総合管理

〒669-1544 三田市武庫が丘3-4-6
Tel.079-559-0505 Fax.079-559-0567
info@winds-h.com

株式会社オフィスケイズは持続可能な開発目標（SDGs）
を支援しています。

ア

三田市・他

パア

清掃スタッフ 時給/980 円〜

株式会社 オフィスケイズ
編集発行/ ウインズ編集室

掲載のお申し込みは…
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神戸市北区

正社員・正職員
パート
アルバイト 委 委託 契 契約社員

フローラ 88
（イオン三田店）
・三田市商工会館・三田市立図書館
ファミリーマート三田三輪店・ヒマラヤゴルフ三田店・神鉄岡場駅

三田市全域 / 神戸市北区 ・ 西宮市（北部）/
三木市吉川町 / 丹波篠山市（一部）

求人広告情報誌ウインズ

雇用形態マーク

誌面設置場所

新聞（朝刊）折込配布エリア

お仕事情報Webサイト
求人広告情報誌

Winds Work 〈新登場〉
〈創刊26年の信用と実績〉

仕事と子育ての両立を応援します !
保育料
1日200円
（昼食代・おやつ代込）

三田市

厚生労働省の基準を満たした

併設「祥ゆう館 杉の子保育園」
安心して勤務いただけます♪

パア

未経験の方歓迎!! 小さなお子様がいらしても大丈夫です。

営業アシスタント

時給/ 930 円〜

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）
勤務 / 月〜金 9：30〜17：00 の間で時間・曜日応相談
PC
要
応募 /まずはお気軽にお電話ください
普通免許 出来る方
お仕事情報 Web サイト

ウインズ編集室

Winds Work 株式会社 オフィスケイズ

079-559-0670 (採用係)
〒669-1544 三田市武庫が丘3-4 プチモール6号

