新聞（朝刊）折込配布エリア

ポスティング ・ フリーペーパー配布

W e b サイト 3週間無料掲載!!

誌面設置場所

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）

求人広告情報誌ウインズ 2021.11.14 vol.743

新サービススタート !!

新聞を購読されていないご家庭の皆様にも、弊社折込
エリア内でウインズの誌面をお届けする事になりました。
三田市

面接は現地にて

三木市吉川町

パ

送迎バスドライバー 時給/1,100円

時給/ 940円〜
勤務/10：30〜14：00
（15：00）
待遇 / 交通費支給、
制服支給、車通勤可
焼肉しゃぶしゃぶ

勤務 /8：00〜21：00 の間で 6〜8h ※シフト制
☆週 3〜4 日
（会社指定日）
待遇 / 交通費規定支給（250 円 / 日）、車内禁煙

◎週 3~4 日位

事 務 ス タ ッ フ 勤務時間・日数応相談♪
時給/ 930 円 エクセル、ワード基本操作可能な方

西宮市山口町

■一般貸切旅客自動車運送事業

株式会社神戸北交通

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

0794-72-2077（担当/佐々木）

三田市

在

【在宅内職】小物の縫製 自宅でできるお仕事です♪

株式会社ジブ（船坂アトリエ）

078-595-8290

078-982-6717

神鉄
「五社」
駅より
（担当/ヤマモト） 車で約10分

0798-31-1900

［本社］
西宮市甲陽園西山町5-5
神戸市北区・西宮市山口町

◎曜日・時間応相談 ◎短時間勤務も可

新しい職場で頑張ってみませんか？

内容 /①③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 ②会員管理、
イベント補助
勤務 /①9：00〜17：30（休憩 1h）②③9：00〜17：30 の間で応相談
休日 /①シフト制（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、制服貸与、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）

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

株式会社エイド ホームページぜひご欄下さい⬇
0120-540-825（採用係） 面接場所は

神戸市中央区布引町 2−3−5−402
丹波篠山市

( 担当 / 立花 )

経験者募集 60分/ 1,680 円〜 能力により報酬UP
勤務 /10：00〜20：00の間で応相談。
シフトは要相談
応募 /まずはお電話ください。
（車通勤可、
スタッフ駐車場有）

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
オリジナルデザインでの制作も承ります。小ロット（100枚〜）印刷もOK!

〒669-1544 三田市武庫が丘 3-4 プチモール 6

委

業務委託
サロンセラピスト（施術、
受付、掃除）男女・年令不問

〒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」
駅より徒歩3分

079-559-0670

応相談 !!

オープニングスタッフ募集 !!とても働きやすいサロンです♪

0120-090-951 079-559-2909（担当/採用係)

こころと想いを伝える・
・
・それが私たちの仕事です

未経験 OK

家事代行サービス

株式会社レック
P

パア

あなたの家事経験が活かせます
年齢不問！40〜60代活躍中♪

未経験OK

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

三田市

応募 / 西宮営業所まで
お気軽にお電話ください。

勤務 / 9：00〜18：00 の間で週 1 日〜、2 時間以上で応相談
ご家庭の用事等両立可能で働きやすい
（登録制）
Wワーク可
内容 / 掃除・洗濯・買い物・料理等、日常一般の家事全般
☆最初は社員と同行しますので安心です。
待遇 / 昇給有、車通勤可
勤務地 / 神戸市北区、西宮市山口町☆相談可
応募 / まずはお電話ください。
QRコードからの応募も可（HP→採用ページ）

☆昇給有

☆昇給有

株式会社
オーエスピー
三田営業所

時給/ 1,200 円〜 +交通費全額支給

※試用期間2ケ月有、契約期間：1年
（更新有り）
◎社員登用有り

【パート・アルバイト】時給/ 1,000円〜

至三田

家事代行スタッフ

【契約社員】月給/ 200,000円 ＋手当有り

③ アシスタント ス タ ッ フ

P

笑顔と快適をお届けするお仕事です♪
お仕事復帰の方、
ブランクある方も大歓迎！

① サ ービスサポ ー ト ス タ ッ フ ☆要普免

◎曜日・時間応相談 ◎短時間勤務も可 ◎社員登用有

北浦動物病院

株式会社オーエスピー 三田営業所

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。

【パート・アルバイト】時給/ 1,000円〜

ロイヤル
ホームセンター 大原

［ 三田営業所］☆「新三田」駅より徒歩約10分
三田市大原 767-1 大原ハイツ102

契社パア

② 事務スタッフ

三田工業団地

至新三田

面接地・集合・解散場所

( 担当 / 野田 受付 10:00〜18:00)

〒651-1423 西宮市山口町船坂310 〈定休日 / 毎週火曜〉

［オクト事業部 神戸営業所］
神戸市北区東有野台5-4418-40

☆平日のみ・土日のみ OK♪ 週 2 日〜相談可♪

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
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

Ｒ１７６

待遇 / 材料、完成品の集配有
応募 /まずはお電話ください。
詳細はお問い合わせください。
☆経験者、工業用ミシンお持ちの方歓迎！
☆慣れてきて効率よく作業できれば、
しっかり稼ぐことも目指していただけます。
☆JIB船坂店近郊にお住まいの方
未経験の方にも丁寧に指導!!

ア

長期・安定♪ 男女活躍中♪
仕事量は年間通して安定してます。

急募
交通誘導警備 年令・経験不問
日給/ 8,000 円〜 有資格者優遇 ※試用期間 3カ月 日給 /7,500 円

5,000円〜60,000円

※試用期間 1カ月〜 業務開始後もペースアップのサポートいたします！

内容/電話応対、在庫管理や端末入力、 子育て中の方
伝票の作成・処理及び
活躍中♪
書類作成などの事務業務全般
学校行事など
勤務/ ⓐ 9：00〜16：00（休憩 45 分） 考慮します !!
ⓑ 10：00〜17：00（休憩 45 分）
休日/土・日・祝、週休二日制、年末年始他
待遇/賞与有、各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、
有給休暇有、正社員登用有、屋内禁煙
応募/お気軽にお電話の上、履歴書
（写貼）
ご持参ください。
メールでの応募可
（t-yamamoto@alinco.co.jp）

要大型二種免許

応募 /まずはお気軽に
お電話ください

本社/三木市吉川町豊岡1030

くじらが目印!! JIBで人気の小物の縫製をお願いします。
給与/出来高制

パ

フレンドリーで笑い声が飛び交う職場です !!

神戸市北区有野町二郎 178-1 ☆神鉄「二郎」駅より徒歩３分

アットホームな雰囲気の働きやすい職場です♪

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
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。

パア

078-981-1000

086-261-6363

（本社/採用担当）応募/
まずはお気軽に
［関西支社］神戸市兵庫区出在家町1丁目5-14 お電話ください

三田市・神戸市北区

0120-450-688

ホー ルスタッフ

時給/ 940 円

株式会社オークスコーポレーション

神戸市北区

検索

【次回発行予定日】2021.11.28

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

働きやすいお昼の時間♪バイトデビューの方も歓迎です!

午前中の短時間、
ささっとお仕事しませんか♪
勤務地 / 三田市天神
勤務 / 8：00〜10：00 休日 / 土・日・祝
待遇 / 各種保険有、有休有、交通費規定支給

求人ウインズ

新聞を購読されていないご家庭の皆様にも弊社折込
エリア内でウインズの誌面をお届けしています。

掲載 のお申し込みは…ウインズ編集室

神戸市北区

パ

清掃スタッフ

www.winds-h.com

求人

正社員・正職員
パート
アルバイト 委 委託 契 契約社員

info@office-ks.jp

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

リラクゼーションサロン

9月オープンの
新しいお店です♪

090-6067-0580（担当/ブンゴ）JR「篠山口」駅から徒歩約14分

丹波篠山市網掛395-1 レクサス網掛C

定休日/月曜日

三田市

お仕事情報Webサイト
“ウインズ ワーク” 限定
https://windswork.biz

輝くあなた
応援キャンペーン!!

Winds Work

ウインズ
・ワーク

0120-450-688 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

期間中、ウインズ・ワークの応募フォームを通じて面接を
受けられた方 全員にギフトカード 5,000 円分プレゼント!!

※面接結果の可否は関係ありません。※面接1回のみの適用になります。※予定数に達しましたら予告なく終了する事がございます。あらかじめご了承ください。

各社ごとの求人詳細ページ
最下段の応募フォームから
面接希望を送信してください。

誌面からWebまで
求人をトータルにサポート

面接当日、
「ウインズ・ワーク
を見た」
と必ず面接官に
お伝えください。

面接が終わりましたら、
弊社へご連絡ください。

面接完了の確認が取れ
ましたら、郵送にてギフト
カードをお送りします。

お仕事情報Webサイト Winds

Work 〈新登場〉

求人広告情報誌

〈創刊25年の信用と実績〉

新聞（朝刊）折込配布エリア

ポスティング ・ フリーペーパー配布

W e b サイト 3週間無料掲載!!

誌面設置場所

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）

www.winds-h.com

求人広告情報誌ウインズ 2021.11.14 vol.743

新サービススタート !!

新聞を購読されていないご家庭の皆様にも弊社折込
エリア内でウインズの誌面をお届けしています。

パア

三田市

一般・学生・フリーター・主婦さん大歓迎♪
18才〜60代迄活躍中♪年令不問 未経験者OK♪

0120-450-688
パ ア

未経験 OK!! 清掃のお仕事デビューしませんか？

空調の効いた職場で快適勤務♪

建物内外の清掃

経験・能力に依り優遇!! 頑張った分だけ時給アップ!!

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） 女性多数活躍中♪
☆正社員登用制度有
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、 職場見学OK!!
お気軽にどうぞ
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。

一緒に出勤も相談OK♪
可愛いカフェで一緒に
働いてみませんか？

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

絵本の
テラス席は
ペット連れでも
OK です♪

■紙袋の製造

JR「相野」
駅より車で約5分

三田市

三田市

☆土日祝手当 500 円 /1ケア
有り!
☆移動支援時食事手当（食事代の 50%）
☆移動手当（ケアとケアの間 45 分までの場合）15 分ごとに 250 円

充実手当

勤務地 / 三田・北区・西北・吉川 他多数有
待遇 / 各種社会保険完備、交通費支給、夏季・冬季手当支給
（パートは最低 5,000 円保障有）、車通勤可

三田市・丹波篠山市

高価現金買取実施中 !

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!!

高価買取
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
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、

定休日 / 水曜日

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

079-559-0670

( 担当 / 立花 )

079-594-2589

丹波篠山市杉 265-1
ニュース館

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

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

〒669-1544 三田市武庫が丘 3-4 プチモール 6 号

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）

印 刷 色 数

info@office-ks.jp

バッグ

リサイクルショップ

www.winds-h.com 求人ウインズ

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

質

買取地域 NO.1!!
査定・見積無料 !!

P

銅イオンと酸素が反応して
活性酸素が発生

ナットの熱間圧造
の機械内部の様子。

基本毎年昇給♪長期休暇年 3 回♪家族手当や
住宅手当など充実待遇でお待ちしております。

079-568-5858

金・プラチナ・ブランド品買取専門店

神戸市北区

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

じっくり
腰を据えて
働ける
環境です。

ご自宅に眠っている使わないブランド品、
貴金属！
！
売りたくない品には質のご用命もお気軽にどうぞ!!

三田市天神3丁目25-22-107

抗菌
名刺

検索

（担当/キノシタ）
〒669-1339 三田市テクノパーク10-5

079-558-8282（採用担当/尾崎）

三田市

www.winds-h.com 求人ウインズ

日払い バイト こちら
から→

熱間圧造・NC 旋盤による切削加工・その他各種加工

訪問介護事業所りかおん
りかおん居宅介護支援事業所

神戸市北区有野中町2丁目13番5号

長期 正社員 パート

各種手当＋残業代は別途全額支給いたします。

☆ガソリン代として 20,000 円 / 月支給
☆夏季・冬季 賞与支給
勤務 /7：30〜20：00 の間でケア時間月 120h〜140h 程度
◎シフト制

手続費用も

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!!

資格 /18 才〜40 才（長期勤続によるキャリア形成をはかる為）、
高卒以上
勤務 /①8：30〜17：30 ( 休憩 60 分 )
②8：30〜17：30、20：30〜翌 5：30 ( 休憩 60 分 ) 交代勤務制
待遇 / 昇給・賞与有、有給休暇有、交通費規定支給、各種社会保険完備、
退職金制度有
（正社員として勤続 3 年以上）、車通勤可
休日 / 日、祝、土曜は月平均 3 回 ☆年間休日 108 日
（会社カレンダー）
応募 / お電話にて面接日時打合せの上、
履歴書
（写貼）
をご持参ください。

【正社員】月給/ 250,000 円〜

078-982-3003

各地

正

①機械オペレーター
②出荷・梱包の管理業務
月給/ 180,000 円〜 ☆皆勤手当含む

勤務 / 7：30〜20：00 の間で 1 日 1h〜 ◎週 1 日〜OK
資格 / ヘルパー 2 級以上

廃車無料

0120-06-9327

06-6231-9327

未経験、異業種からの挑戦も歓迎 !! 技術を身に付ける
チャンス !! 加工のほとんどは機械で行ないます。
丁寧にサポートしますので安心してご応募ください♪

訪問介護ヘルパー ☆要ヘルパー2級以上
【パート】時給/ 1,400 円〜

ご連絡をお待ちしています。
資格については一緒に考えていきましょう♪

美素建物管理（株）

短期

三田市テクノパーク2-2
（JR
「新三田」
駅よりバス約15分）

あなたのご都合に合わせて、柔軟にシフト対応します!

コロナ禍でお仕事を無くされた方、
ヘルパーのお仕事体験してみたい方、

ネクスタラッピイ株式会社

050-3802-7147

info@shiroiehon.main.jp

内容 /ゴミ収集等（トイレ清掃含）
勤務地 / 三田市テクノパーク
（敷地内禁煙・喫煙所有）
※テクノパークバス停徒歩 1 分
勤務 /7：00〜11：00
休日 / 土・日・祝
待遇 / 交通費規定支給、雇用・労災保険、制服貸与、
有給有、車・バイク通勤可
応募 /まずはお電話ください。詳細について
打合わせの上、面接いたします。
（履歴書持参）
ビル総合管理
☆現地にて面接
び
そ

[本社]大阪市中央区高麗橋4丁目7-7

079-568-5500（担当/採用係）

ご予約・お問合せ

未経験OK♪

時給/ 1,000 円

時給/ 960 円〜

待遇 /交通費有、車通勤可、各社保完備、制服貸与
勤務 /9：00〜19：00 の間で応相談
わんちゃん好きな方大歓迎♪
応募 / まずはお電話ください。

パ

三田市

◎紙袋の検査・梱包

時給/1,000 円〜（研修期間中 時給 /950 円）高校生 OK

三田市大川瀬886-1

〒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。

製造スタッフ募 集

店 内 スタッフ 週 3日〜、3 時間〜 OK♪

079-568-2456

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

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

検索

【次回発行予定日】2021.11.28

掲載 のお申し込みは…ウインズ編集室

新聞を購読されていないご家庭の皆様にも、弊社折込
エリア内でウインズの誌面をお届けする事になりました。
三田市

求人ウインズ

求人

正社員・正職員
パート
アルバイト 委 委託 契 契約社員

※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

日払い バイト こちら
から→

検索

三田市

輝くあなたへ。気軽に稼いでみませんか！
！

Winds Work
第1期フレンドシップパートナー募集
フレンドシップパートナー制度とは……？

大好評
受付中!!

☆個人の方で、
求人の情報を提供いただける
ビジネスパートナーを募集しております。
☆ご紹介いただいたクライアント様の掲載が決定しますと、
紹介手数料をお支払いいたします。
☆出勤の必要はなし、通常の生活をしながら情報を提供して
いただくだけ。
ノルマも一切ございません。
☆簡単な登録のみで稼働が可能です。
応募 /
右下の QR コードからお問合せフォームに
アクセス OK♪内容をご記入いただきお送り
ください。
こちらよりご連絡させていただきます。
お電話でのご相談も承ります。
お仕事情報 Web サイト

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

ひとつ上を行くビジネス交流、今の時代にはかかせないアイテム!!

名刺交換に安心をプラス……抗菌コーティング名刺

抗菌･抗ウイルス効果のVi-tectコーティング加工用紙
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
1案プレゼンの場合 片面 5,000円 / 両面 8,000円 ※訂正/校正は3回まで
2案プレゼンの場合 片面 8,000円 / 両面 12,800円 ※写真入り名刺もOK！！ （別途料金）
3案プレゼンの場合 両面12,000円 / 両面 19,200円 ※ロゴマーク等書き起こし(別途料金)
※ショップカードも別途御見積で承ります
Vi-tect™は、国産の抗菌・抗ウイルス剤を使用し、印刷後加工コート剤として独自に開発したブランドです
※全ての細菌やウイルスに対して効果を保証する物ではございません

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。
まずはホームページをご覧ください。

抗菌 清潔 安心
「抗菌名刺」の証し
抗菌名刺にはこの
ロゴが印刷されます。

