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西宮市山口町

0120-450-688

パ

アットホームな雰囲気で、
リラックスして働ける環境です♪

厨房スタッフ
時給/ 1,000円

内容 / 施設の昼食準備、
配膳等

年令
不問

勤務 /（水・土・日）10：00〜14：00 ※厳守
待遇 / 交通費規定支給、車通勤可（駐車場有）
応募 /まずはお気軽にお電話ください

078-907-3335

駅前商業施設だから、帰りにお買物できます♪女性活躍中!

商業施設内 の 日常清掃
時給/（平日）960円 （土日）980円

未経験者歓迎♪

勤務地 / エコールリラ
（神鉄「岡場」駅から徒歩約5分）
勤務 /8：00〜12：00 ☆週 3〜4 日の勤務
（シフト制）
待遇 / 交通費実費支給、
バイク・自転車通勤可、制服貸与

西宮市山口町

パ

【パート】医療事務

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。

0798-31-1900

三田市川除677-1 パスカルさんだ内

西宮市甲陽園西山町5-5

神戸市北区

三田市・丹波篠山市

パア

金・プラチナ・ブランド品買取専門店

高価現金買取実施中 !

価値を知りたい！

※朝または夕、
土日祝のいずれかの勤務ができる方

今が
オススメ !!

待遇 / 交通費規定内支給、
扶養内勤務・Wワーク可
応募 /まずはお気軽にお電話ください。

あなたのスキルと経験をぜひ当社で活かしてください !!

内容 / 観光バスツアーの運転業務
資格/ 要大型二種免許
社員寮有！
時間 / 運行ルートにより異なる
休日 / 会社カレンダーによる
待遇 / 各社保完備、交通費別途支給、車通勤可、制服貸与、詳細面談にて
応募 / お気軽にお電話の上、履歴書ご郵送ください。
h t t p :/ / www.o h g a mi - ka n ko .c o .jp

運行管理者
・補助者
同時 募集中

◎基本給＋諸手当 ※当社規定安全研修期間有
☆経験者は研修期間短縮可

OHGAMI TECS

（株）
大上観光バス

西宮市山口町名来1-15-1 Ｒ176沿い「王将」近く

(担当/採用係)
〒669-2141 兵庫県丹波篠山市今田町下立杭 7-2

神戸市北区・他

三田市

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！
！

①草刈り作業

日給/ 8,000 円〜

短期1日〜OK
学生短期 OK

※当社規定あり

（残業手当・能力給別途支給）

②建設現場軽作業

うれしい
日払い

週 1日〜OK

日給/ 8,000 円〜（残業手当・能力給別途支給）

年令
不問

コツコツできる軽作業なのでコミニュケーション苦手でも大丈夫♪

③正社員

月給/ 200,000 円〜

※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）
待遇 / 個室寮完備、車通勤可①②日払い制③各種社保完備、
交通費支給、昇給・賞与年 2 回
有限会社 六岡建設
応募 / まずはお気軽にお電話ください。
●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!!

入寮生大募集

キレイなバス・トイレ・キッチン・テレビ・エアコン完備

詳細は
面談時

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
三田市

パ

会計年度任用職員
（パート）
職員各若干名募集！
！経験を活かして働けます!! 採用日等ご相談ください♪

①理学療法士

④病棟看護 アシスタント ☆週 4〜5 日

☆週 3〜5 日

直接ケア業務
（身体清拭、食事介助等）
、環境整備、
メッセンジャー業務等
☆介護福祉士免許または初任者研修修了者
（修了見込の人も可）
勤務（早出）
/
7：00〜15：00、
（日勤）
8：30〜16：30
（夜勤）
、
16：00〜翌 9：15
（休憩150分）
（遅出）
12：00〜20：00
（休憩各45分）

理学療法士業務全般
勤務/8：30〜16：30
（休憩45分）休日/土日祝

日給/ 7,780 円 1年未満 〜9,910 円
経験年数

経験年数
25年以上

基本年収2,378,925円〜3,029,310円 ※週5日勤務の場合

賞与（年2回）208,463円〜265,455

②看護師

外来検査部門

☆週 4〜5 日
☆手術室も募集中

※週5日勤務の場合。
採用日により、当院規定の減額有

救急外来夜勤専従

夜勤1回/ 30,710 円

〜35,120 円

経験年数
25年以上

基本年収2,556,435円〜3,026,400円 ※月8回勤務の場合

賞与（年2回）224,018円〜299,115円/回

※月8回勤務の場合。
採用日により、当院規定の減額有

地域医療支援病院

三田市民病院

079-565-8605

経験年数

⑤ケアサポーター

基本年収 2,754,315円〜3,413,430円 ※週5日勤務の場合

経験年数
1年未満

夜勤1回/ 22,580 円 1年未満 〜27,600 円 経験年数
25年以上
賞与（年2回）193,035円〜254,363 円/回

経験年数
日給/ 9,010 円 経験年数
1年未満 〜11,170 円 25年以上

③看護師

経験年数25年以上

※7時間15分勤務の場合

基本年収2,202,870円〜2,902,725円 ※夜勤なしの場合

内視鏡室・カテーテル室等
勤務/8：30〜16：30
（休憩45分）休日/土日祝

賞与（年2回）241,358円〜299,115円/回

日給/ 7,200 円 初任者研修終了者 〜9,500 円 介護福祉士
経験年数1年未満

円/回 ※週5日勤務の場合。
採用日により、当院規定の減額有

事務局 総務課（3F）

※週5日勤務の場合。
採用日により、当院規定の減額有

☆週 5 日 ☆資格不要

患者搬送、環境整備
（ベッドメイク・物品洗浄等）
、
メッセンジャー業務等
勤務/8：30〜16：30
（休憩45分）

日給/ 6,960 円 経験年数
〜7,780 円 経験年数
1年未満
15年以上
当院での

当院での

基本年収2,119,935円〜2,378,925円 ※週5日勤務の場合

賞与（年2回）185,768円〜208,463 円/回

※週5日勤務の場合。
採用日により、当院規定の減額有

待遇 / 賞与有（2.55カ月/年）、各社保完備（週20 時間以上で加入）
労災保険、通勤手当規定支給、車通勤可（別途駐車場代負担あり）、
各種休暇（有給・忌引・夏季・看護）
応募 / 履歴書、資格証（写）を郵送又は持参ください。履歴書受付後、
面接日時を連絡します（選考方法 / 個別面接）

共通事項

［同時募集中］送迎ドライバー
（普免OK）時給 /1,000 円〜（日給月給制）
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

認証整備自社工場 完成
整 備 士 ・ 整 備 ス タ ッ フ 募 集 中 !!

（要相談）
勤務/16：00〜翌9：00
（休憩90分）☆原則月 5 回以上

（スグ入寮できます）

安全装備装着車続々導入中!!

安全性評価認定制度 最高ランク三ツ星認定

一般貸切自動車運送業

079-597-3800

正パ ア

079-594-2589

丹波篠山市杉 265-1
ニュース館

正

勤務 /( 午前診 ) 8：45〜12：00
どちらも働ける方
（ 午後診）
16：00〜19：00
待遇 / 交通費支給、
制服貸与
※休診日 / 水曜午後、土曜午後、日曜・祝日
応募 / まずはお気軽にお電話ください。
面接時、履歴書（写貼）ご持参ください。

078-904-2020（担当 / 長井）

バザールタウン 篠山・NEWS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）

送迎バス
ドライバー
同時 募集中

白川外科胃腸科

バッグ

079-564-6299

月給/ 300,000 円〜 400,000 円以上可

大歓迎♪

売りたくない品には

三田市弥生が丘 1-1-1
フローラ88 店 2F

観光バスドライバー

午前・午後

質のご用命もお気軽にどうぞ!!

フローラ88店

時給/(AM）1,000 円〜 (P M）1,100 円〜
※試用期間
（3ヶ月）
各 -50 円

少しでも高く売りたい！

今すぐ現金化したい！

リサイクルショップ

神戸市北区有馬町1297-1

丹波篠山市・三田市

男女
活躍中

ご自宅に眠っている使わないブランド品、
貴金属！
！
買取地域NO.1!! 査定・見積無料!!

資格 / 保育士資格必須
勤務 /8：30〜17：30 の間でシフト制

こぐまプリスクール有馬園
株式 会 社シリアス
応募 /まずは
（担当/岡本）
090-3624-4185（採用担当）
お電話ください。
080-5789-4151

地域に根ざしたアットホームな医院です。ブランクある方もOK♪

※試用期間 3カ月 日給 / 9,000 円

勤務 /21：00〜翌 6：00( 休憩有 )

株式会社オーエスピー

たこ焼、
お好み焼、焼そば

まかない
付き!

〜OK

NPO法人くまのこ 企業主導型保育園

神戸市中央区御幸通2-1-4-805 面接は現地周辺にて行います

日給/ 9,500 円〜

粉いち
090-1160-1588（担当 / 稲岡）

不問

時給/ 1,040 円 ブランクある方もOK♪
☆9：00まで、17：00以降、土日祝終日は 時給/ 1,240 円

パ

勤務 /8：00〜17：00( 休憩有 )

先輩と2人1組の勤務で未経験でも安心！
！有資格者優遇

保育士

( 採用係 )
西宮市山口町上山口 3 丁目 21-15

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

未経験者 OK!! お客様と楽しくおしゃべりしながら、
プロの技を身につけられますよ♪ 男女 週 3 日 おいしい

0・1・2才児の保育園で保育士募集！
！アットホームな
保育園でお子さまの成長のお手伝いをしませんか？

リンクケアあゆみ
神戸市北区

オープニング
スタッフ
大募集 !!

日勤 夜勤

時給/ 1,000 円〜

時間 /8：30〜18：30 の間で
時間・曜日応相談 ☆木曜定休
待遇 / 交通費規定支給、
車通勤可、
制服貸与
応募 / まずはお気軽にお電話ください

ア

三田市・他

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

※賞与（任期 6 カ月以上かつ週 15 時間 30 分以上勤務の方・初回のみ減額有）
※経験年数は他院等での同様の業務期間による

受付/8：30〜17：00 ※土日祝除く※敷地内禁煙

soumu@hospital.sanda.hyogo.jp

〒669-1321 三田市けやき台3丁目1番地1 JR
「新三田」
駅から徒歩10分

INFORMATION

“就 職フェア” 施 設・会 社 合同説明&面接相談会
「おしごとマルシェ in 神戸三田」開催!!
（土）
介 護・看 護 のおしごとスペシャル 11月19日
会場/キッピーモール6階 まちづくり協働センター（三田市駅前町２−１ 三田駅前）
参加対象/求職中の方、転職希望の方、新卒、第二新卒、既卒者、中途採用、復職者の方
参加企業・施設/ 10社予定
主催/株式会社オフィスKʼs 、ウインズ 、ウインズ・ワーク

0120-450-688

株式会社オフィスKʼs 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

求人広告情報誌

エントリー・予約不要
入退場自由
気軽に入場ください。

当日参加OK
参加・入場無料

お仕事情報Webサイト

Winds Work
履歴書不要

その場で面接も可能。

服装自由
私服 OK♪

地元で働こう!!就職への近道がここに!!

今回は、介護・看護のおしごとスペシャルです!!

介護イベントと同時開催 !!
介護セミナー開催予定♪

就職

来場者プレゼント フ ェ ア
※ブースで説明を受けられた方に

ドリンク1 本 プレゼント
QUO カード
500 円分プレゼント
※先着 20 名様まで

さらに抽選で当たる！
！
ギフトカード 又は
10,000円分 豪華景品

お しごと

マルシェ
in神 戸 三 田

入場
無料

三木市吉川町

神戸市西区・北区・他

パア

清掃スタッフ募集

最低賃金の引上げにより
10 月 1 日から変動あり

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

①ゴルフ場クラブハウスでの清掃

【新聞 ( 朝刊 ) 折込配布エリア】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）
Web サイト3 週間無料掲載 ポスティング・フリーペーパー配布

株式会社 オフィスケイズ
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神戸市北区
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〒669-1544 三田市武庫が丘3-4-6
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正パ

製造スタッフ

男女不問

調味料の簡単な調合、製剤等の箱詰め作業
勤務 /8：45〜17：45（休憩 1h）資格 /35 歳迄（省令 3 号のイ）

1日4h〜OK
【パート】時給/ 1,000 円〜 週 3日〜、

主婦さん活躍中 !! 扶養内 OK!!
調味料や製剤の箱詰め作業
時間 /8：45〜17：00（休憩 1h）シフト応相談♪ 年令不問♪未経験 OK!!
休日 / 土・日・祝、夏季・冬季休暇有（年間休日 122 日）
※年3回土出勤有
待遇 /［ 正］
賞年 2、
退職金制度有［共通］
昇年 1、
社保完備、
有休有、
交通費規定支給、
車・バイク・自転車通勤可、
制服貸与
応募 / 履歴書（写貼）
・職務経歴書を下記まで郵送ください。
面接日を連絡します。※パートは職務経歴書不要

カカシ食研株式会社
078-986-1011（担当 / 採用係）

②ゴルフ場茶店での清掃

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。

午後からの勤務

時給/ 930 円〜

短時間

勤務 / 15：30〜18：30
※季節によって変動あり。冬季は 14：30〜17：30

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

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。

（即日 OK）

・男女
・年令
・学歴

資格不問 !! 未経験 OK!!

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

未経験も
OK♪

内容 / 廊下・トイレ・更衣室などの簡単な清掃
平日
勤務地 / さとうグループ神戸総合物流センター
働ける方
（神戸市北区赤松台）
優遇♪
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。
環境品質マネジメント業

シーアンドエステクノ株式会社
西日本OPセンター

☆敷地内禁煙

正パ

知的障害のある方の生活施設です。
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〜

+別途宿泊手当 4,500 円/1泊
勤務 /15：00 〜翌 10：00
（5h 仮眠休憩有）

生活支援員

40 名程度のご利用者様です
☆同性介助のため女性希望

【 正職員 】給与例/ 305,254 円〜

※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

■総合警備業

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!!

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
【正職員】

★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♪

三田市

078-904-3835 (担当/採用係)

西宮市山口町船坂1958-1 西宮I.Cから車で約15分
三田市

株式会社 ろくおか

078-742-8501

正パ

チャレンジ！あなたの経験や知識が役立つ場所があります！ 福利厚生が充実して働きやすい環境です♪

①療養介助専門員 要介護福祉士資格 ☆計 2 名募集
月給/ 200,230 円〜 ※実地経験年数により加算有
☆各種手当含む ☆夜勤手当等別途支給
②療養介助員 初任者研修修了者
※実地経験年数により加算有
月給/ 199,130 円〜 ☆各種手当含む ☆夜勤手当等別途支給

④歯科衛生士

☆1 名募集

内容 / 入院患者の歯科予防処置及び歯科診療補助等
勤務 / 8：30〜15：00または 9：00〜15：30（休憩有）
雇用期間 /〜R5.3.31
休日 / 土日祝、年末年始、年次有給休暇、病気休暇等

有病者歯科や障害者歯科、摂食嚥下に興味のある方、見学だけでも大歓迎!!

⑤臨床工学技士 要臨床工学技士資格
月給/ 192,390 円〜

勤務 / 7：30〜19：00 の間で6h 以上（休憩有）、※短時間勤務も相談可
雇用期間 / 単年度毎の契約（更新の可能性有） 選考方法 / 書類選考、面接
休日 /シフト制、年次有給休暇、病気休暇等

兵庫中央病院

079-563-2121（代表）

☆1 名募集

内容 / 人工呼吸器業務、手術領域業務、医療機器メンテナンス業務
勤務 / 8：30〜17：15（休憩有） 休日 / 土日祝、年末年始、年次有給休暇、病気休暇等

③病棟アシスタント 資格不問・未経験者歓迎
☆5 名募集
【パート】時給/ 1,090 円 内容 / 看護師の補助業務
独立行政法人
国立病院機構

要歯科衛生士資格

【休業等代替職員】時給/ 1,700 円

内容 /①患者介護業務、介護計画作成等 ②患者介護業務
勤務 / 8：30〜17：15、16：45〜翌9：00、20：00〜翌9：15（休憩有）
※いずれも病棟により異なる ※その他早出、遅出業務有
選考方法 / 書類選考、小論文、面接
休日 /シフト制（4 週 8 休）、年次有給休暇、
病気休暇等

待遇 / 交通費規定支給、賞与有（週 30h 以上）、有給休暇、院内保育所有、
各種社保完備（週20h以上）、車通勤可、屋内禁煙、
［正］昇給有、退職金制度有
応募 / 下記住所宛、履歴書（写貼、学歴、職歴、健康状態、賞罰を明記の上）
ご送付ください。※①②④⑤は免許（写し）
も同封してください。
※応募書類送付時、封筒に希望職種を朱書きしてください。
例：療養介助専門員希望
※随時受付 / 書類選考の上、面接日時お知らせします。

[Mail] 415-Jinji@mail.hosp.go.jp [URL] https://hyogochuo.hosp.go.jp

〒669-1592 三田市大原 1314「兵庫中央病院給与係 飯田宛」 神姫バス「中央病院前」バス停より徒歩1分
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 2 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
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

【非常勤】時給/ 1,520円〜1,630円 週 2 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 2 日〜OK

勤務 / 9：00 〜 17：00（休憩有）休日 / 日曜、祝日

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

⑤送迎運転手 曜日応相談♪週 2 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

③薬局事務 週 2 日〜OK
【パート】時給/ 1,000円

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

■建設業

株式会社 みらい

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。

手厚い
充実待遇

［三木支店］三木市岩宮203-1
☆詳細は面談時

グループ

各地

共通

0773-20-1116 ※勤務地へのお問合せはご遠慮ください

西宮市山口町

面接は三木支店にて行います

!!

078-742-8891

パア

福知山市土師新町 4-118

建設作業員同時募集

［垂水支所］神戸市垂水区王居殿 2 丁目 11 番 12 号

新しくてきれいな食品工場です！
！丁寧に指導します♪

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

バ ス・トイレ・
キッチン・テレビ
・エアコン完備

[ 受付 9/26（月）〜（土日祝除く）]

[神戸工場]〒651-1516 神戸市北区赤松台2-2-5
神戸市北区

不問

【正社員】月給/ 190,000 円〜

年間休日
しっかり
あります♪

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

﹇ 共通 ﹈

マイペースでコツコツできるカンタン作業♪

時給/ 930 円〜

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

未経験から無理なく働けるおそうじワーク!!

医療法人 社団 敬命会

仕事と子育ての両立を応援します !
保育料
1日200円

0794-72-0063（代）

〒673-1231 三木市吉川町稲田 1-2

（昼食代・おやつ代込）

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♪

INFORMATION

“就 職フェア” 施 設・会 社 合同説明&面接相談会
「おしごとマルシェ in 神戸三田」開催!!
（土）
介 護・看 護 のおしごとスペシャル 11月19日
会場/キッピーモール6階 まちづくり協働センター（三田市駅前町２−１ 三田駅前）
参加対象/求職中の方、転職希望の方、新卒、第二新卒、既卒者、中途採用、復職者の方
参加企業・施設/ 10社予定
主催/株式会社オフィスKʼs 、ウインズ 、ウインズ・ワーク

0120-450-688

株式会社オフィスKʼs 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

求人広告情報誌

エントリー・予約不要
入退場自由
気軽に入場ください。

当日参加OK
参加・入場無料

お仕事情報Webサイト

Winds Work
履歴書不要

その場で面接も可能。

服装自由
私服 OK♪

地元で働こう!!就職への近道がここに!!

今回は、介護・看護のおしごとスペシャルです!!

介護イベントと同時開催 !!
介護セミナー開催予定♪

就職

来場者プレゼント フ ェ ア
※ブースで説明を受けられた方に

ドリンク1 本 プレゼント
QUO カード
500 円分プレゼント
※先着 20 名様まで

さらに抽選で当たる！
！
ギフトカード 又は
10,000円分 豪華景品

お しごと

マルシェ
in神 戸 三 田

入場
無料

