
セブンイレブン 三木小林店
三木市別所町小林 1255-4

☎0794-82-5016　採用担当迄

コンビニスタッフ

勤務地　三木市別所町小林
　　　　（R175 線「小林交差点」スシローさん隣）
職　種　コンビニスタッフ
雇　用　アルバイト
仕　事　レジ打ち・接客・店内清掃・商品の陳列等
資　格　未経験大歓迎！学生(高校生)の方も活躍中です♪
給　与　①時給 1030円～　②時給 850円～
　　　　③④⑤時給 820円～
時　間　①22:00 ～ 06:00　②06:00 ～ 09:00
　　　　③09:00 ～ 13:00　④13:00 ～ 17:00
　　　　⑤17:00 ～ 22:00  ▶学校終わりの勤務OK
　　　　▶週 2日～、1日 4H～ OK　※応相談
休　日　シフト考慮で男女スタッフ活躍中‼
待　遇　制服貸与、車・バイク通勤可、Wワーク可
　　　　◎扶養内控除もご相談ください。
事　業　コンビニエンスストア（小売業）
応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。

学業で忙しい学生さんも､
家事で大変な主婦(夫 )さんも安心下さい!!
☆とにかく働きやすさが自慢です!!

三木市介護職員

勤務地　神戸市西区北別府
　　　　（市営地下鉄・ＪＲ神戸線よりバス約15分）
職　種　介護職員
雇　用　パート
仕　事　バイタル測定、食事の用意、入浴の介助
　　　　マシンリハビリの介助や送迎、等
資　格　介護経験者優遇　未経験者可
　　　　要普通自動車免許（ＡＴ限定可）
給　与　時給 900円～ 950円  ※能力・経験による
　　　　※他手当有
時　間　9：00 ～ 16：00　11：00 ～ 17：30
休　日　日曜・他、シフト制　年末年始
　　　　★子供さんの行事等休んで下さい。　　
待　遇　正社員登用制度有、資格手当有、車通勤可
　　　　交通費支給
事　業　地域密着型通所介護
応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。

☆働きやすい職場です！☆
☆明るく家庭的なデイサービス☆

★一度ご見学下さい★

神戸市西区

デイサービスＱＯＬ
神戸市西区北別府 3-22-3-101
☎078-220-2008　採用担当迄

パン製造スタッフ

勤務地　小野市浄谷町 546-1
職　種　パン製造スタッフ
雇　用　パート・アルバイト
仕　事　オリジナルパンの製造スタッフをして頂き
　　　　ます。成型、オーブン、袋詰めなどのポジ
　　　　ションに別れて作業して頂きます。　
資　格　未経験者可　研修有　
　　　　※扶養枠内でお探しの方もOK！
　　　　※久々の社会復帰で不安な方も安心の
　　　　研修有。
給　与　①時給 1025円～　  ②時給 820円～　
時　間　①02：00～05：00　
　　　　②05：00～18：00
休　日　シフト制　※希望の休日は応相談　　
待　遇　制服貸与　
事　業　オリジナルパンの製造
応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。

お小遣いが出来るパン教室‼
お仕事始めてみませんか？
生活に合わせて働けます！！

小野市

パン処　金の麦　兵庫工場
小野市浄谷町 546-1

☎079-464-2080　採用担当迄

工場内倉庫業務

勤務地　小野市匠台 14　工業団地内
職　種　工場内倉庫管理（ピッキング業務）
雇　用　正社員
仕　事　大手企業工場内での機械部品ピッキング業務
資　格　不問　※工場勤務経験者歓迎 !
給　与　月給16万2750円～28万500円（残業含む）
　　　　※能力・スキルによる
　　　　※試用期間（2週間）は、時給 1000円
時　間　8:30～17:00（休45分）※残業月20～40ｈ程度
休　日　土・日・祝日、GW、お盆、年末年始
　　　　※工場カレンダーによる
待　遇　社保完、各種手当（皆勤・家族・資格手当等）
　　　　交通費規定支給、制服貸与、昇給・賞与有、
　　　　資格取得制度有、退職金制度有、食堂利用可
　　　　バイク・自転車・車通勤可
事　業　請負・派遣紹介業
応　募　（受付）川西市小花 2-7-1 シャンテ川西 2F

★資格取得制度あり★
働きやすい日勤＆休日もしっかり！
勤務開始日は調整可能です！！

小野市

協和工業株式会社
小野市匠台 14（小野工業事務所）
☎0120-78-7175　採用担当迄

ホール・キッチンスタッフ

勤務地　神戸市西区伊川谷町（大蔵谷駅徒歩10分）
雇　用　アルバイト・パート
仕　事　開店前の準備や注文を受ける接客業
資　格　★初バイトの方も楽しく活躍中！！
給　与　時給（一般）930円～　（高校生）880円～
　　　　研修50h時給/（一般）880円（高校生）830円
時　間　（平日）15:00 ～ 24:00
　　　　（土・日・祝日）10:00 ～ 24:00
　　　　※週2～5日、2h～ 8h（応相談OK！）
　　　　※「土・日のみ」「夜のみ」「18時～」もOK！
休　日　シフト制　※学校の予定との両立OK！
待　遇　昇給有、制服貸与、賄い有（規定有）
　　　　従業員割引有（20%off のお食事券支給）、
　　　　車・自転車・バイク通勤OK！　　　　
事　業　お好み焼き、もんじゃ焼き、鉄板焼きの店
応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。
　　　　★友達同士の応募もOK！！

レギュラー歓迎！！
新大学生大歓迎！！ 経験を活かせる

やりがいのある仕事

神戸市西区

お好み焼きはここやねん  伊川谷店
神戸市西区伊川谷町潤和 688-2
☎078-975-3335　担当：山元

歯科アシスタント

勤務地　神戸市西区(第二神明｢大蔵谷」IC近くユニクロ隣)
職　種　歯科アシスタント
雇　用　アルバイト・パート
仕　事　歯科アシスタント
　　　　※院内でのアシスタント業務。
　　　　丁寧に指導しますので安心して働けます！
資　格　資格不問 (※大学生も歓迎！！ )
給　与　（午前）時給 870円～ （午後）時給 900円～ 
　　　　※能力・経験による
時　間　（月・火・木・金）09:30 ～ 20:30  ※シフト制
　　　　（水・土）　　　09:30 ～ 12:30
　　　　※時間、曜日応相談　　　　　
休　日　日曜、祝日、水曜・土曜午後
待　遇　昇給有、制服貸与、交通費規定支給
　　　　車・バイク通勤可
事　業　一般歯科
応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。

☆☆地域の皆様が通いやすい☆☆
優しい歯医者さん♪を

私たちと一緒に目指しませんか？

神戸市西区

久保歯科医院
神戸市西区伊川谷町有瀬622-10 アベリエール大蔵1F

☎078-975-6480　採用担当迄

営業スタッフ

勤務地　神戸市西区伊川谷町潤和 769-3
職　種　営業スタッフ
雇　用　正社員
仕　事　固定得意先への防水・塗装・補修工事に関
　　　　する営業活動を行います。
　　　　※初心者の方も1ヶ月程度は同行にて活動
　　　　して頂きます。
　　　　※見積書作成の為、Excel を使用します。
資　格　普通自動車免許（AT限定可）
　　　　未経験者可
給　与　月給 20万円（※試用期間有）
時　間　8:30 ～ 17:30
休　日　土・日・祝日、年末年始、夏季休暇、GW
待　遇　賞与年有、各種社会保険完備、車通勤可、
　　　　交通費規定内支給、有給休暇有
事　業　外装改修工事（各種防水・補修・塗装）
応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。

女性の方も活躍中！！
☆営業未経験の方でも安心☆
働きやすい環境・職場です！！

神戸市西区

株式会社　神戸中央装建
神戸市西区伊川谷町潤和 769-3
☎078-974-5757　担当：岡村

ホール・キッチン

勤務地　加古川市尾上町今福字大樋 49-5
職　種　ホール・キッチンスタッフ
雇　用　アルバイト・パート
仕　事　ホールでの接客、配膳、後片付け、
　　　　キッチンでの調理補助をお願いします。
資　格　未経験者可
　　　　油そばが好き接客が好き！だけで大丈夫！
　　　　楽しい仲間と一緒に働きませんか？ 
給　与　時給 850円～
時　間　10：00～15：00
　　　　（※土・日＋平日 1日の勤務です。）
休　日　シフト制
待　遇　制服貸与、車通勤可　　　　
事　業　飲食業（ラーメン店）
応　募　電話連絡の上、履歴書（写真貼付）を
　　　　ご持参下さい。

★未経験でも大丈夫！★
万全サポートでバイトデビューも

歓迎します！！

加古川市

油そば専門店 歌志軒 加古川ジョイパーク店
加古川市尾上町今福字大樋 49-5
☎079-456-0660　担当：松尾

野菜の加工（軽作業）

勤務地　神戸市西区伊川谷町有瀬
　　　　（大蔵谷 IC 近く）
職　種　野菜の加工（軽作業）
雇　用　パート
仕　事　野菜の下処理、ゴボウや人参を機械にかけ
　　　　たり、パック詰め等を行うお仕事です。
資　格　未経験者歓迎！
給　与　時給 820円
時　間　①9：00～12：00
　　　　②9：00～16：00
　　　　①または②いずれかを希望下さい。
　　　　※曜日は応相談♪
休　日　日曜日、その他相談に応じます！
待　遇　マイカー、バイク通勤OK　　
　　　　学校行事等のお休み可能です！
事　業　食品加工業
応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。

野菜を加工するお仕事！
家庭やプライベートと両立しながら

働けます♪♪

神戸市西区

株式会社　マルソ　
神戸市西区伊川谷町有瀬 663-11
☎078-974-4593　担当：溝渕

製造業務

勤務地　たつの市御津町刈屋
職　種　製造
雇　用　派遣
仕　事　機械を使ってのプラスチック製品の加工、
　　　　完成品の検査・梱包
資　格　資格不問　※資格取得サポート有り
給　与　時給 1200円～ 1500円
　　　　※経験・能力による
時　間　①08:00～16:30　
　　　　②16:00～00:10
　　　　③00:00～08:30　※①～③の 3交代です。
休　日　3勤 1休のシフト制
　　　　★大型連休有り
待　遇　各種社会保険完備　制服貸与　車通勤可　
　　　　交通費支給 (8000 円まで )
事　業　労働者派遣事業 ( 派 28-300833)
応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。

未経験からチャンスあり！
大手企業の正社員へ！

資格取得サポートも充実！！

たつの市

株式会社　ハーツネクスト
加古川市野口町良野 242-8

☎079-456-6151　担当：大西

勤務地　神戸市西区池上 3-7-5
職　種　2ｔドライバー（ルート配送）
雇　用　①正社員
　　　　②アルバイト
仕　事　市内各所におけるホテル・温泉施設へ、
　　　　当社生産リネン商品の納品・引取り
資　格　要普通免許（中型免許なしでも可）
給　与　①月給 26万円～
　　　　※試用期間（2～3ヶ月）は日給 8000円
　　　　②日給 7000円～ 1万円（ルートによる）
時　間　5:00 ～ 14:00
　　　　※実働 8ｈ（業務やコースによる変動有）
休　日　日曜日（週休２日可、代休有）
待　遇　各種社会保険完備、制服貸与、車通勤可
　　　　交通費規定支給、有給休暇有
事　業　リネンサプライ業及びクリーニング業
応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。

神戸市西区2ｔドライバー
☆☆３年後、５年後には☆☆

会社の中心人物に！
会社を一緒に築いていける方を募集！

株式会社　M L S 
神戸市西区池上 3-7-5

☎078-974-2468　採用担当迄

★しっかりとした手順書がありますので
　未経験の方でも安心して
　ご応募下さい♫

新設立２年ですが、
60年以上の歴史を誇る会社です！
『働きたい！頑張りたい！』
という気持ちがあればOＫ！！

株式会社 MLS▶http://2468.co.jp/

加古川市

勤務地　加古川市八幡町船町 20
　　　　（JR 加古川線厄神駅から徒歩 11 分）
職　種　生花店舗・生花花束加工スタッフ
雇　用　アルバイト
仕　事　生花生産、販売、輸出入(店舗内でのお仕事)
資　格　資格不問（経験者優遇）
給　与　時給 820円～ 950円（※経験・能力による）
時　間　8:30 ～ 16:45 の間で 4時間以上
　　　　※月の土・日・祝日の半分は、勤務できる方
休　日　火曜定休、年末年始、夏季休暇　※シフト制
待　遇　各社会保険完備、交通費実費支給、車通勤可
　　　　☆正社員登用有り‼
事　業　生花生産、販売、輸出入
　　　　フラワーゲート (有)加古川市八幡町下村1067
応　募　採用担当者までご連絡下さい。
　　　　▶電話：079-438-2311
　　　　▶メール：neotigerphal@gmail.com

生花店舗スタッフ

業務拡大に伴い、
新規スタッフ募集 !
☆未経験者歓迎 !☆

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

☆お花に興味のある方にピッタリ！
お花のお手入れも学べます☆

胡蝶蘭など、あらゆるお花をお届けします。

　　　　　

フラワーショップ　ゆめる
加古川市八幡町船町 20

☎079-430-5577※応募は上記

胡蝶蘭をはじめ、あらゆるお花を
お客様のご希望に合わせてお届けし、

お花をより身近なものに…
お花のある暮らしを応援します！

勤務地　加古川市別府町別府 831-1
職　種　電装部品の配送、組立・検品
雇　用　パート・アルバイト
仕　事　①製品の運搬、工場と倉庫の間で製品を運搬
　　　　②ワイヤーハーネスを組立・検品するお仕事
資　格　①普通自動車免許（AT限定不可） 、経験不問
　　　　②未経験歓迎（※女性の方も活躍中）
給　与　①時給 900円　②時給 820円～
　　　　※①②試用期間有（3ヶ月、同条件）
時　間　①7:10 ～ 16:00　②9:00 ～ 16:00
休　日　土・日・祝日、他
　　　　（※土曜日は会社カレンダー）
待　遇　①社保完、①②車通勤可（応相談）、制服貸与
事　業　包装資材製造販売、緩衝材製造販売、電装
　　　　部品製作・販売、各種容器類販売、その他
応　募　お電話の上、履歴書（写真貼付）を持参下さい。

加古川市電装部品の組立ほか
☆☆やる気のある方なら☆☆
未経験者でも大歓迎です！

興味がある方は是非ご連絡下さい！

クラウン商事株式会社
加古川市平岡町高畑 520-17
☎079-421-1300　採用担当迄

http://www.crown-shoji.co.jp/

国内・海外でのバランスのとれた生産体制により、
信頼性の高いワイヤーハーネスを生産・提供‼

何本もの電線を束ねてコネクター等を取り付けた
ものの総称がワイヤーハーネスです。家庭用電化
製品にも使用されています。

検査・梱包・積込
近隣の方歓迎！

無料送迎バス有！即日勤務可！
☆館内にラウンジとコンビニ有☆

勤務地　西宮市鳴尾浜
　　　　阪神バス、鳴尾浜行「鳴尾浜西」バス停すぐ
　　　　★送迎バス有（JR 西宮駅南側、8:00
　　　　阪神今津駅北側、8:10）
職　種　検査・梱包・積込
雇　用　派遣
仕　事　検査・梱包・積込をして頂きます。
資　格　フォークリフト免許お持ちの方優遇
給　与　時給950円～1050円（※能力・経験による）
時　間　09:00 ～ 18:00（休憩 45 分）
　　　　※実働 8時間　5時間保障
　　　　※午後に小休憩有
休　日　土・日・祝日（※繁忙期には変更有）
待　遇　各種社会保険完備、退職金制度有、
　　　　自転車・バイク通勤可（車通勤不可）
事　業　労働者派遣事業（派 28-300317）
応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。

西宮市

株式会社エンブレス
西宮市甲子園浦風町 1-12  前川ビル 1F
☎079-836-6257　採用担当迄

倉庫内・仕分け作業
近隣の方歓迎！

無料送迎バス有！即日勤務可！
☆館内ラウンジ・コンビニ有り！☆

勤務地　西宮市鳴尾浜
　　　　阪神バス、鳴尾浜行「鳴尾浜西」バス停すぐ
　　　　★送迎バス有（JR甲子園口駅南側、毎時20分
　　　　阪神甲子園駅北側、毎時30分）
職　種　倉庫内作業・仕分け作業
雇　用　派遣
仕　事　倉庫内での仕分け作業等
資　格　フォークリフト免許お持ちの方優遇
給　与　時給950円～1050円（※能力・経験による）
時　間　①06:00 ～ 15:00　②07:00 ～ 16:00
　　　　③10:00 ～ 19:00　④12:00 ～ 21:00
　　　　※食事休憩、他小休憩有 ※実働8h（6h保障）
休　日　シフト制
待　遇　各種社会保険完備、制服貸与、退職金制度
　　　　自転車・バイク通勤可（車通勤不可）
事　業　労働者派遣事業（派 28-300317）
応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。

西宮市

株式会社エンブレス
西宮市甲子園浦風町 1-12  前川ビル 1F
☎079-836-6257　採用担当迄

加古川市

勤務地　加古川市平岡町新在家(JR東加古川駅歩2分)
職　種　生花店舗・企画構成スタッフ
　　　　プリザーブドフラワー、アートフラワーの作成
雇　用　アルバイト
仕　事　生花生産、販売、輸出入
資　格　簡単なパソコン操作ができる方（経験者優遇）
給　与　時給 850円～ 920円 （※経験・能力による）
時　間　9:45 ～ 19:15 の間の 4時間以上
　　　　※土・日・祝日、遅番の勤務が可能な方優遇
休　日　日曜日、年末年始、夏季休暇　※シフト制
待　遇　各社会保険完備、交通費実費支給、車通勤可
　　　　☆正社員登用有り‼
事　業　生花生産、販売、輸出入
　　　　フラワーゲート (有)加古川市八幡町下村1067
応　募　採用担当者までご連絡下さい。
　　　　▶電話：079-438-2311
　　　　▶メール：neotigerphal@gmail.com

生花店舗スタッフ

＊記念日やイベント等の＊
＊贈り物を作成します。＊

☆お花に興味のある方にピッタリ！
胡蝶蘭をはじめ、

あらゆるお花をお届けします。

大好きなお花に囲まれて
一緒にお仕事しませんか？
☆業務拡大に伴い、
　　　新規スタッフ募集 !
　　　　　　☆未経験者歓迎 !フラワーブティック  ふぁーれ

加古川市平岡町新在家 2-272　サンビル 1F
☎079-427-8787※応募は上記

勤務地　神戸市西区（ＪＲ大久保駅～バス 15 分）
職　種　①洋菓子づくり②配送③販売④事務
雇　用　パート・アルバイト
仕　事　①本社工場にてお菓子作りのサポート
　　　　②配送スタッフ
　　　　③店舗での接客・レジや商品の陳列など
　　　　④一般事務、PCで写真加工できる方歓迎
資　格　経験者優遇　未経験者歓迎
給　与　①③④時給 900円～②平日時給 1200円
時　間　①07：00～21：00 の間でシフト制 
　　　　②08：30～16：00 の間で 4時間程度
　　　　③10：00～19：00 の間で 5時間程度
　　　　④09：00～17：00 の間で 5時間程度
休　日　時間・曜日応相談！
待　遇　制服貸与、社員割引有、車・バイク通勤可
事　業　洋菓子の製造・販売・喫茶
応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。

神戸市西区洋菓子製造・配送・事務
★★未経験者歓迎★★

可愛い商品に囲まれ、試食もできる！
社員登用制度有！！

株式会社モンブラン
神戸市西区上新地 1-1-2

☎078-967-7001　採用担当迄

★配送スタッフ★土・日・祝日は時給1300円‼

☆お昼にはお菓子タイムあり！
☆学生・主婦（夫）・フリーターさん歓迎！
☆シフトは週 2日～、1日 3h ～ＯＫ！
☆どの仕事も先輩スタッフの丁寧な指導有り！

勤務地　加古川市志方町細工所
　　　　（JR 宝殿駅より車で約 10 分）
職　種　リフトマン、及び作業スタッフ
雇　用　正社員（※試用期間 1ケ月）
仕　事　リフトマン、及び作業スタッフ
　　　　パレット倉庫内での整理・清掃・修理中心
資　格　リフトマンはフォークリフト免許
給　与　（正社員になれば）時給 1100円
　　　　（作業スタッフ）時給 1000円
　　　　（リフトマン試用期間）時給 1000円
時　間　7:30 ～ 17:00（休憩 1時間半）※シフト制
休　日　土・日・祝日、夏季休暇 2日、年末年始
待　遇　社会保険完備、交通費規定支給、制服貸与
　　　　※車・バイク・自転車通勤OK
事　業　レンタルパレットのメンテナンス事業
　　　　（創立 50 周年）
応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。

加古川市リフトマン、及び作業員

☆フォークリフトの資格取得費用は
負担させていただきます！（規定有）☆

★アルバイトスタートの方は正社員登用有り！
★無資格から始めたスタッフも多数活躍中！　
★屋根の掛った場所での作業ですので、天候
　による支障は出ません！
★働きやすい環境です！ご応募お待ちしてい
　ます！！

創立 50周年の会社！
資格取得制度有☆未経験者大歓迎！
☆働きやすい環境です！☆

三晶工業株式会社
加古川市志方町細工所 680-1
☎079-453-1005　担当：豊川

7/17 から新しくなりました ! !
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スイミングコーチ・フロント

勤務地　神戸市西区池上(コープデイズ神戸西店横)
職　種　①スイミングコーチ　②フロントスタッフ
雇　用　パート・アルバイト
仕　事　①スイミング指導　②フロント業務
資　格　経験者歓迎 ( 未経験者可 )
給　与　①時給 1000円～ 1750円
　　　　(※能力・経験による )
　　　　②820円
時　間　①＜月～土＞ 　11：00～18：30
　　　　　＜日＞　　　 11：00～12：00
　　　　②＜月～土＞　 10：00～19：00
　　　　　＜日＞　　　 09：00～15：30
　　　　※時間、曜日応相談！  週2・3日でもOK！　
休　日　シフト制　
待　遇　昇給有　制服貸与　水着支給
事　業　スイミングスクール
応　募　電話連絡の上､履歴書 ( 写貼 ) 持参下さい。

子どもが好きな方大歓迎！！
未経験でも大丈夫！！

☆学生、主婦の方も多数活躍中☆

神戸市西区

イトマンスイミングスクール西神戸校
神戸市西区池上 3-3-3　

☎078-978-2231　採用担当迄　

検査スタッフ

勤務地　明石市魚住町（JR 魚住駅より徒歩 16 分）
職　種　製品の目視検査
雇　用　パート
仕　事　マホービン、家電製品、自動車部品の目視
　　　　検査のお仕事です。
資　格　未経験者歓迎
給　与　時給 900円～
時　間　8:30 ～ 17:30
　　　　※8：30 or 9：00から1日5ｈ以上で応相談
休　日　土・日・祝日（土曜は会社カレンダーによる）
　　　　年末年始、GW、夏季休暇、有休休暇有り
待　遇　各種社会保険有り、制服貸与、
　　　　有給休暇有り、正社員登用制度有り、
　　　　バイク・自転車通勤可（車通勤不可）
事　業　マホービン、家電製品、自動車の部品製造
応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。

20 代～ 30 代の女性も活躍中！
学校行事等も考慮します♪
働きやすい職場です！！

明石市

東和化学株式会社
明石市魚住町清水 458（魚住工場）
☎078-945-1288　採用担当迄

有料老人ホーム　あいらの杜朝霧
明石市東朝霧丘 33-5

☎080-9477-7928　担当：福山

勤務地　明石市東朝霧丘
　　　　( 第二神明「大蔵谷」IC より車で３分 )
職　種　①介護スタッフ ( 正職員・パート )
　　　　②看護師 ( 正職員 )
仕　事　介護施設での業務
資　格　無資格・未経験可！（※資格支援制度有）
給　与　①(正職員)月給19～27万円
　　　　　(パート)時給980円～1050円★短時間OK
　　　　②月給23～30万円  ※①②経験・能力による
時　間　(1)06：00～09：00　(2)07：30～16：30
　　　　(3)09：30～18：30　(4)17：00～翌9：00
　　　　★(正)24Hシフト制  (パート)日・夜勤のみ可
休　日　月９回 ( シフト制 )
待　遇　昇給・賞与年 (※正職員のみ )、制服貸与、
　　　　各種社会保険完備、車通勤可
事　業　有料老人ホーム運営　
応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。

資格支援制度で無資格・
未経験でもスタートできます！
★夜勤手当別途１回 8000 円‼★

介護・看護スタッフ 明石市 製造支援業務

勤務地　小野市匠台 14　工業団地内
職　種　工場内倉庫管理（配膳業務）
雇　用　正社員
仕　事　大手企業工場内での機械部品の配膳業務
資　格　工場勤務経験者歓迎 !  要フォークリフト資格
給　与　月給17万500円～30万6000円（残業含む）
　　　　※能力・スキルによる
　　　　※試用期間（2週間）は、時給1050円
時　間　8:30～17:00（休45分）※残業月20～40ｈ程度
休　日　土・日・祝日、GW、お盆、年末年始
　　　　※工場カレンダーによる
待　遇　社保完、各種手当（皆勤・家族・資格手当等）
　　　　交通費規定支給、制服貸与、昇給・賞与有、
　　　　資格取得制度有、退職金制度有、食堂利用可
　　　　バイク・自転車・車通勤可
事　業　請負・派遣紹介業
応　募　（受付）川西市小花 2-7-1 シャンテ川西 2F

未経験者大歓迎！！
イチから丁寧に指導いたします！
☆☆長期安心して働ける環境です☆☆

小野市

協和工業株式会社
小野市匠台 14（小野工業事務所）
☎0120-78-7175　採用担当迄

コンビニスタッフ

勤務地　神戸市西区竜が岡 ( 魚住駅～車で 9分 )
職　種　コンビニスタッフ
雇　用　パート・アルバイト
仕　事　コンビニエンスストアでの接客業務
資　格　未経験者歓迎！！　
　　　　★主婦 ( 夫 )、フリーター、高校生も可！
給　与　①時給 900円②時給 820円③時給 850円
　　　　④時給 1030円  　※22：00まで時給850円
　　　　⑤時給 1200円
時　間　①07：00～10：00　②13：00～17：00
　　　　③17：00～21：00　④21：00～24：00
　　　　⑤00：00～07：00　※週1日・1日3時間～OK
休　日　シフト制
待　遇　昇給有、交通費支給、制服貸与、
　　　　車・バイク通勤可
事　業　コンビニエンスストア（小売業）
応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。

Wワーク・学生も大歓迎！
早朝・夕方・深夜入れる方急募！！
＼週 1日・3時間～OK！／

神戸市西区

ファミリーマート 竜が岡店
神戸市西区竜が岡 5-24-11

☎078-969-1503　採用担当迄

ネット販売スタッフ

勤務地　加古川市尾上町（山電「尾上の松駅」すぐ）
職　種　インターネット販売受付スタッフ
雇　用　パート
仕　事　デジタルカメラのインターネット販売に
　　　　関する受付業務などをお願いします。
　　　　先輩が優しく教えますので、安心して働
　　　　いていただけます♪
資　格　専門知識不要
給　与　時給820円～（17：00以降は時給870円～）
時　間　14:00 ～ 18:00
　　　　※週 3日～ 4日 OK！
　　　　※ご家庭の都合等お気軽にご相談下さい。
休　日　シフト制
待　遇　昇給有、車・バイク通勤可
事　業　デジタルカメラのインターネット販売
応　募　まずは、お気軽にお電話後、面接時に
　　　　履歴書（写貼）持参下さい。

専門知識不要！
女性スタッフ多数活躍中！

家事の合間に働けて続けやすい♪

加古川市

アライカメラ
加古川市尾上町旭 1-48-18　
☎079-421-7354　担当：新居

機械組立業務

勤務地　小野市匠台 14　工業団地内
職　種　機械組立業務
雇　用　正社員
仕　事　大手企業工場内での省力機械の組立業務
資　格　不問  ※工業高校卒・工場勤務経験者歓迎 !
給　与　月給17万500円～33万1500円（残業含む）
　　　　※能力・スキルによる
　　　　※試用期間（2週間）は、時給1100円
時　間　8:30～17:00（休45分）※残業月20～40ｈ程度
休　日　土・日・祝日、GW、お盆、年末年始
　　　　※工場カレンダーによる
待　遇　社保完、各種手当（皆勤・家族・資格手当等）
　　　　交通費規定支給、制服貸与、昇給・賞与有、
　　　　資格取得制度有、退職金制度有、食堂利用可
　　　　バイク・自転車・車通勤可
事　業　請負・派遣紹介業
応　募　（受付）川西市小花 2-7-1 シャンテ川西 2F

大手企業内のお仕事で安心安定♪
20 代～ 40 代の方が活躍中！
活気ある働きやすい職場です！！

小野市

協和工業株式会社
小野市匠台 14（小野工業事務所）
☎0120-78-7175　採用担当迄

コンビニスタッフ

勤務地　神戸市西区大津和（伊川谷駅より車 7分）
職　種　コンビニスタッフ
雇　用　アルバイト
仕　事　コンビニ業務
資　格　未経験大歓迎
給　与　①930円～  ②③④850円～  ⑤1050円～
　　　　※見習期間有り
時　間　①06:00 ～ 09:00　  ②09:00 ～ 17:00
　　　　③09:00 ～ 14:00 又は 12:00 ～ 17:00
　　　　④17:00 ～ 22:00
　　　　⑤22:00 ～ 03:00 又は 06:00
　　　　※③は、土・日・祝日の勤務です。
　　　　※③、④は高校生可
休　日　シフト制
待　遇　制服貸与、車通勤可
事　業　コンビニエンスストア（小売業）
応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。

未経験者大歓迎！！
先輩スタッフが

☆☆丁寧にサポートします！☆☆

神戸市西区

ミニストップ神戸大津和店
神戸市西区大津和 2-6-4　

☎078-976-3303　担当：布目（ぬのめ）

姫路駅から徒歩 3分♪
☆駅チカ・好アクセスで通勤楽々☆
未経験・意欲ある方歓迎！！

姫路市南畝町 2-53　ネオフィス姫路南 5F
☎090-3923-7422　担当：船元  

管理職候補

勤務地　姫路市 　
職　種　営業職、ユニットマネージャー候補
雇　用　正社員
仕　事　コンサルティング営業 ( 法人・個人 )
資　格　未経験者歓迎！　研修制度有り
給　与　月給 15万～ 30万円
　　　　※経験・能力等により異なります。
　　　　▶出来高により賞与他、有　　　
時　間　9:00 ～ 17:30
休　日　土・日・祝日、GW、年末年始、お盆、
　　　　アニバーサリー休暇
待　遇　各種社会保険完備　退職金制度
　　　　資格取得時の一時金支給あり
事　業　生命保険業
応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。
　　　　※会社概要は公式ホームページにて
　　　　掲載しています。

姫路市

マニュライフ生命保険㈱　姫路営業所

機 械 加 工 業 務 明石市

株式会社　ハーツネクスト
加古川市野口町良野 242-8

☎079-456-6151　採用担当迄

勤務地　明石市二見町南二見
職　種　機械加工
仕　事　派遣（加工業務）
　　　　内容：溶射作業、目視作業、
　　　　金属表面研削・研磨加工
資　格　未経験者可！
給　与　時給 1300円
時　間　①08:30 ～ 17:00
　　　　②16:30 ～ 25:00
　　　　※①②の 2交代となります。
休　日　土・日・祝日
待　遇　各種社会保険完備　交通費支給
　　　　制服貸与　車通勤可
事　業　労働者派遣事業（派 28-300833）
応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。

未経験でも大丈夫！
大手企業での勤務。

男性が多数活躍中の現場です！

カー用品販売スタッフ

勤務地　神戸市西区伊川谷町有瀬 1457-1
職　種　カー用品の買取・販売スタッフ
雇　用　アルバイト
仕　事　中古カー用品の買取業務や品出し・販売・
　　　　買取商品の洗浄などをお任せします。
資　格　要普通免許（※高校生不可）
　　　　☆未経験者歓迎！
　　　　先輩スタッフが丁寧に指導します！
給　与　時給 1000円～（※試用期間は時給900円）
時　間　10：30～19：30 
　　　　（※実働 8時間・シフト制）
休　日　水曜日、他　年末年始
待　遇　昇給有、制服貸与、車通勤可
　　　　★社員割引有　★正社員登用制度有
　　　　★マイカーいじりＤＡＹ（月 1回）
事　業　カー用品買取・販売
応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。

業界トップクラスの『アップガレージ』
≪事業拡大で新戦力大募集！≫

車が好きなら知識・技術は一切不要！！

神戸市西区

アップガレージ　神戸西店
神戸市西区伊川谷町有瀬 1457-1
☎078-978-2886　担当：竹下

勤務地　神戸市西区平野町印路
　　　　（JR「明石駅」よりバス「印路」徒歩1分）
職　種　①ホール　②調理補助・洗い場
雇　用　アルバイト・パート
仕　事　焼肉屋のホールでの接客
　　　　調理補助や洗い場作業
資　格　未経験可　
給　与　時給 950円（平日）+能力給
　　　　※土・日・祝日  1050円+能力給
時　間　10:00～14:00　17:00～22:00
休　日　毎週木曜日　
待　遇　昇給有、制服貸与、大入手当・寸志有、
　　　　車・バイクOK！（駐車場完備で通勤便利）
　　　　社員同時募集（月給 18 万～ 40 万）
　　　　 ※都合に合わせて働けます！　　　　
事　業　飲食業・焼肉店
応　募　電話連絡の上､履歴書（写貼）持参下さい。

神戸市西区ホール・調理スタッフ

週2日～、1日3h～でご相談下さい！!
（Ｗワーク、土・日・祝日のみも可！！）
「未経験だから、不安・・・」
そんな方も、簡単なお仕事！
・研修有、サポート有！
・アットホームな職場！
なので、安心して気軽にご応募下さい。

http://www.yakiniku-tanizaki.co.jp/

焼肉　たにざき
神戸市西区平野町印路 430

☎078-961-4129　担当：谷崎

明るく元気な♬スタッフ募集！！
飲食業界に興味のある方！！
未経験者大歓迎！！

★未経験の学生、フリーター活躍中！
★大学生の方も活躍中！
★正社員登用制度有
★土・日・祝日入れる方優遇！！

勤務地　東加古川本店
　　　　(JR 東加古川駅から徒歩 11 分 )
職　種　店内ギフト贈答品などの販売スタッフ
　　　　カタログギフト売り場、食器売り場、
　　　　タオル・日用品売り場など
雇　用　パート
仕　事　ギフト販売
　　　　( 店内でのキレイなお仕事です。)
資　格　不問　(※経験者は優遇します。)
給　与　時給 850円
時　間　10:00 ～ 19:00 の間で勤務相談可
休　日　シフト制
待　遇　制服貸与、車通勤可
事　業　贈答品小売業
応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。
　　　　電話連絡の上、履歴書（写真貼付）を
　　　　ご持参下さい。

加古川市店内ギフト販売スタッフ

＊上質の品をお求めやすい　　　　　　  ＊
＊各種ギフト商品を取りそろえています。＊
＊カタログギフトやベビーアルバムなど ＊
＊豊富にご用意しています！　　　　　  ＊

ギフト販売に興味のある方、
一緒に楽しく働いてみませんか？

大切な人に贈る
ココロに彩りを添えるお仕事です。
★土日勤務できる方歓迎！★

サンマート株式会社
加古川市平岡町新在家 499

☎079-426-3456　担当：藤本

勤務地　神戸市西区枝吉 5-141-1
職　種　タクシー乗務員
雇　用　正社員　
仕　事　タクシー乗務
　　　　（主に神戸市西区及び明石一円）
　　　　チームワークの良い環境なので
　　　　働きやすい職場です！
資　格　普通自動車免許（AT限定可）
　　　　普通自動車免許3年以上
給　与　月給 25万円 ( 残業手当・深夜手当含 )
時　間　変形（休憩時間 180 分）
　　　　※勤務は月12 回程度　※時間外あり
　　　　★夜間のみの勤務もご相談下さい。　　
休　日　その他（変形労働時間制）
待　遇　各種社会保険完備、車通勤可
事　業　タクシー業
応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。

神戸市西区タクシー乗務員

◎アットホームな会社
◎やりがいがある仕事
◎乗務員同士の仲が良く働きやすい

お客様の立場に立って、
お客様の身になったサービスを
展開していきます！！

普通2種免許取得費用バックアップ！！
年齢・経験・性別不問！！
女性ドライバー活躍中！！

神明タクシー株式会社
神戸市西区枝吉 5-141-1

☎078-928-8282　採用担当迄

勤務地　加古川市加古川町友沢字野田 15-1 
　　　　プラスパァＦ1階
職　種　洋菓子販売スタッフ
雇　用　パート
仕　事　ケーキ屋さんでの接客・販売業務です。
　　　　予約の受付・焼き菓子等のラッピング、
　　　　清掃、接客、電話対応、材料や資材の補助
　　　　などを行って頂きます。
資　格　資格不問　※高校生可
給　与　時給 819円～ 900円
　　　　（※能力・経験による）
時　間　（平　日）①09:00 ～ 14:00  ②16:00 ～ 19:45
　　　　（土・日）①09:00 ～ 14:00  ②14:00 ～ 19:45
休　日　火曜・他、シフト制
待　遇　車通勤可
事　業　洋菓子専門店
応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。

加古川市洋菓子販売スタッフ

一緒にお客様の笑顔を作るスタッフを
募集しています！！

★ライフスタイルに合わせてお仕事が
　出来ます！
★お子様の学校行事等は相談下さい！
★アットホームな職場です！！

ケーキやお菓子が好き♪
☆☆接客が好きな方大歓迎☆☆
未経験の方でも丁寧に指導します！

ケーキ屋 ポレポレ
加古川市加古川町友沢字野田 15-1 プラスパァＦ1階

☎079-454-1885　採用担当迄

勤務地　加古川市尾上町安田 499-1
職　種　①フロント係　②施設管理業務
雇　用　①②パート・アルバイト
仕　事　①受付、清算、データ入力など
　　　　②打席の清掃、送球機等の簡単な機械修理
資　格　①簡単なパソコン入力操作ができる方
　　　　②経験不問
給　与　①時給820円～870円（※能力・経験による）
　　　　（18 時以降、土・日・祝日は 50 円アップ）
　　　　②時給820円～900円（※能力・経験による）
時　間　①平日 05：00～22：00 土・日 04：00～22：00
　　　　②平日 06：00～00：00 土・日 05：00～00：00
　　　　①2ｈ～相談可 ②4ｈ～相談可
休　日　シフト制（※②土・日どちらかは出勤）
待　遇　①昇給有  ①②各種社会保険　車通勤可
事　業　ゴルフ練習場
応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。

加古川市フロント係・施設管理業務

明るく開放感のある職場で
ぜひ一緒に働きましょう！！

打ちっぱなし社員価格有　☆Wワーク可 !
夕方から勤務できる方大歓迎！！

ゴルフ好きの方に嬉しい社割あり！
勤務時間・日数幅広く相談可能！
Wワークも歓迎です！！

株式会社  尾上ゴルフセンター
加古川市尾上町安田 499-1

☎079-423-6210　採用担当迄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

「ピンピンコロリ」をモットーに
ゴルフの練習だけではなく、
地域の皆様の憩いの場として
提供できる施設に成長していきたいと
思っております。

加古川市施設警備員

『50代～ 70 代前半の方、活躍中！』

★2017年9月1日から週に2日～5日の勤務。
★長期で継続、安定的に勤務有り。
★フルタイム勤務もご相談下さい。
　フルタイムなら、月間 20 ～ 23 日程度の
　勤務となります。
★本社でもご自宅近くでも面接できます。

小学生の笑顔を守るお仕事です！
誇りをもって働きたい方、
やる気のある方大歓迎！！

関西警備株式会社
明石市松の内 2-1-8（本社）

　0120-150-510　採用担当迄　

勤務地　①各学校施設（加古川市内）
　　　　②各地区商業施設
職　種　施設警備業務
雇　用　パート・アルバイト
仕　事　学校施設や商業施設での警備業
資　格　自家用車、原付バイク、自転車等で通勤が
　　　　出来る方
　　　　※携帯電話お持ちの方※職場での喫煙不可
給　与　時給 850円～（※能力・経験による）
時　間　①7:45 ～ 16:45　②9:00 ～ 18:00
　　　　※①、②の併用可。どちらかだけでも可。
　　　　※実働 8ｈ、他時間帯も有り。
休　日　応相談
待　遇　交通費規定支給、制服貸与
事　業　警備業（その他業務も有り！ご紹介可能！）
応　募　まずは、お気軽にお電話にて面接予約を
　　　　お願いします。面接時履歴書（写貼）持参。

明日のために
　今日できること

物流のライン作業
近隣の方歓迎！

無料送迎バス有！即日勤務可！
☆休憩室に給湯・電子レンジ有り☆

勤務地　西宮市鳴尾浜
　　　　阪神バス、鳴尾浜行「鳴尾浜西」バス停すぐ
　　　　★送迎バス有（JR 西宮駅南側、8:00
　　　　阪神今津駅北側、8:10）
職　種　ライン作業
雇　用　派遣
仕　事　飲料等のギフト製品、お菓子詰合わせ作業
資　格　未経験者可
給　与　時給950円～1050円（※能力・経験による）
時　間　09:00 ～ 17:00（食事休憩 45 分）
　　　　※実働 7時間　6時間保障
　　　　※午前・午後小休憩有り
休　日　日・祝日
待　遇　各種社会保険完備、制服貸与、退職金制度有
　　　　自転車・バイク通勤可（車通勤不可）
事　業　労働者派遣事業（派 28-300317）
応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。

西宮市

株式会社エンブレス
西宮市甲子園浦風町 1-12  前川ビル 1F
☎079-836-6257　採用担当迄

EBER
兵庫版シンプル求人サイト＜イーバー＞

毎週月曜日発行

検索なしのシンプル求人はそのままに、 求人の選択機能や詳細画面の追加でより探しやすく

詳しく、 見やすくなりました！　ご好評につき、 求人もどんどん増加中です！！



セブンイレブン 三木小林店
三木市別所町小林 1255-4

☎0794-82-5016　採用担当迄

コンビニスタッフ

勤務地　三木市別所町小林
　　　　（R175 線「小林交差点」スシローさん隣）
職　種　コンビニスタッフ
雇　用　アルバイト
仕　事　レジ打ち・接客・店内清掃・商品の陳列等
資　格　未経験大歓迎！学生(高校生)の方も活躍中です♪
給　与　①時給 1030円～　②時給 850円～
　　　　③④⑤時給 820円～
時　間　①22:00 ～ 06:00　②06:00 ～ 09:00
　　　　③09:00 ～ 13:00　④13:00 ～ 17:00
　　　　⑤17:00 ～ 22:00  ▶学校終わりの勤務OK
　　　　▶週 2日～、1日 4H～ OK　※応相談
休　日　シフト考慮で男女スタッフ活躍中‼
待　遇　制服貸与、車・バイク通勤可、Wワーク可
　　　　◎扶養内控除もご相談ください。
事　業　コンビニエンスストア（小売業）
応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。

学業で忙しい学生さんも､
家事で大変な主婦(夫 )さんも安心下さい!!
☆とにかく働きやすさが自慢です!!

三木市

介護職員

勤務地　神戸市西区北別府
　　　　（市営地下鉄・ＪＲ神戸線よりバス約15分）
職　種　介護職員
雇　用　パート
仕　事　バイタル測定、食事の用意、入浴の介助
　　　　マシンリハビリの介助や送迎、等
資　格　介護経験者優遇　未経験者可
　　　　要普通自動車免許（ＡＴ限定可）
給　与　時給 900円～ 950円  ※能力・経験による
　　　　※他手当有
時　間　9：00 ～ 16：00　11：00 ～ 17：30
休　日　日曜・他、シフト制　年末年始
　　　　★子供さんの行事等休んで下さい。　　
待　遇　正社員登用制度有、資格手当有、車通勤可
　　　　交通費支給
事　業　地域密着型通所介護
応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。

☆働きやすい職場です！☆
☆明るく家庭的なデイサービス☆

★一度ご見学下さい★

神戸市西区

デイサービスＱＯＬ
神戸市西区北別府 3-22-3-101
☎078-220-2008　採用担当迄

パン製造スタッフ

勤務地　小野市浄谷町 546-1
職　種　パン製造スタッフ
雇　用　パート・アルバイト
仕　事　オリジナルパンの製造スタッフをして頂き
　　　　ます。成型、オーブン、袋詰めなどのポジ
　　　　ションに別れて作業して頂きます。　
資　格　未経験者可　研修有　
　　　　※扶養枠内でお探しの方もOK！
　　　　※久々の社会復帰で不安な方も安心の
　　　　研修有。
給　与　①時給 1025円～　  ②時給 820円～　
時　間　①02：00～05：00　
　　　　②05：00～18：00
休　日　シフト制　※希望の休日は応相談　　
待　遇　制服貸与　
事　業　オリジナルパンの製造
応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。

お小遣いが出来るパン教室‼
お仕事始めてみませんか？
生活に合わせて働けます！！

小野市

パン処　金の麦　兵庫工場
小野市浄谷町 546-1

☎079-464-2080　採用担当迄

工場内倉庫業務

勤務地　小野市匠台 14　工業団地内
職　種　工場内倉庫管理（ピッキング業務）
雇　用　正社員
仕　事　大手企業工場内での機械部品ピッキング業務
資　格　不問　※工場勤務経験者歓迎 !
給　与　月給16万2750円～28万500円（残業含む）
　　　　※能力・スキルによる
　　　　※試用期間（2週間）は、時給 1000円
時　間　8:30～17:00（休45分）※残業月20～40ｈ程度
休　日　土・日・祝日、GW、お盆、年末年始
　　　　※工場カレンダーによる
待　遇　社保完、各種手当（皆勤・家族・資格手当等）
　　　　交通費規定支給、制服貸与、昇給・賞与有、
　　　　資格取得制度有、退職金制度有、食堂利用可
　　　　バイク・自転車・車通勤可
事　業　請負・派遣紹介業
応　募　（受付）川西市小花 2-7-1 シャンテ川西 2F

★資格取得制度あり★
働きやすい日勤＆休日もしっかり！
勤務開始日は調整可能です！！

小野市

協和工業株式会社
小野市匠台 14（小野工業事務所）
☎0120-78-7175　採用担当迄

ホール・キッチンスタッフ

勤務地　神戸市西区伊川谷町（大蔵谷駅徒歩10分）
雇　用　アルバイト・パート
仕　事　開店前の準備や注文を受ける接客業
資　格　★初バイトの方も楽しく活躍中！！
給　与　時給（一般）930円～　（高校生）880円～
　　　　研修50h時給/（一般）880円（高校生）830円
時　間　（平日）15:00 ～ 24:00
　　　　（土・日・祝日）10:00 ～ 24:00
　　　　※週2～5日、2h～ 8h（応相談OK！）
　　　　※「土・日のみ」「夜のみ」「18時～」もOK！
休　日　シフト制　※学校の予定との両立OK！
待　遇　昇給有、制服貸与、賄い有（規定有）
　　　　従業員割引有（20%off のお食事券支給）、
　　　　車・自転車・バイク通勤OK！　　　　
事　業　お好み焼き、もんじゃ焼き、鉄板焼きの店
応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。
　　　　★友達同士の応募もOK！！

レギュラー歓迎！！
新大学生大歓迎！！ 経験を活かせる

やりがいのある仕事

神戸市西区

お好み焼きはここやねん  伊川谷店
神戸市西区伊川谷町潤和 688-2
☎078-975-3335　担当：山元

歯科アシスタント

勤務地　神戸市西区(第二神明｢大蔵谷」IC近くユニクロ隣)
職　種　歯科アシスタント
雇　用　アルバイト・パート
仕　事　歯科アシスタント
　　　　※院内でのアシスタント業務。
　　　　丁寧に指導しますので安心して働けます！
資　格　資格不問 (※大学生も歓迎！！ )
給　与　（午前）時給 870円～ （午後）時給 900円～ 
　　　　※能力・経験による
時　間　（月・火・木・金）09:30 ～ 20:30  ※シフト制
　　　　（水・土）　　　09:30 ～ 12:30
　　　　※時間、曜日応相談　　　　　
休　日　日曜、祝日、水曜・土曜午後
待　遇　昇給有、制服貸与、交通費規定支給
　　　　車・バイク通勤可
事　業　一般歯科
応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。

☆☆地域の皆様が通いやすい☆☆
優しい歯医者さん♪を

私たちと一緒に目指しませんか？

神戸市西区

久保歯科医院
神戸市西区伊川谷町有瀬622-10 アベリエール大蔵1F

☎078-975-6480　採用担当迄

営業スタッフ

勤務地　神戸市西区伊川谷町潤和 769-3
職　種　営業スタッフ
雇　用　正社員
仕　事　固定得意先への防水・塗装・補修工事に関
　　　　する営業活動を行います。
　　　　※初心者の方も1ヶ月程度は同行にて活動
　　　　して頂きます。
　　　　※見積書作成の為、Excel を使用します。
資　格　普通自動車免許（AT限定可）
　　　　未経験者可
給　与　月給 20万円（※試用期間有）
時　間　8:30 ～ 17:30
休　日　土・日・祝日、年末年始、夏季休暇、GW
待　遇　賞与年有、各種社会保険完備、車通勤可、
　　　　交通費規定内支給、有給休暇有
事　業　外装改修工事（各種防水・補修・塗装）
応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。

女性の方も活躍中！！
☆営業未経験の方でも安心☆
働きやすい環境・職場です！！

神戸市西区

株式会社　神戸中央装建
神戸市西区伊川谷町潤和 769-3
☎078-974-5757　担当：岡村

ホール・キッチン

勤務地　加古川市尾上町今福字大樋 49-5
職　種　ホール・キッチンスタッフ
雇　用　アルバイト・パート
仕　事　ホールでの接客、配膳、後片付け、
　　　　キッチンでの調理補助をお願いします。
資　格　未経験者可
　　　　油そばが好き接客が好き！だけで大丈夫！
　　　　楽しい仲間と一緒に働きませんか？ 
給　与　時給 850円～
時　間　10：00～15：00
　　　　（※土・日＋平日 1日の勤務です。）
休　日　シフト制
待　遇　制服貸与、車通勤可　　　　
事　業　飲食業（ラーメン店）
応　募　電話連絡の上、履歴書（写真貼付）を
　　　　ご持参下さい。

★未経験でも大丈夫！★
万全サポートでバイトデビューも

歓迎します！！

加古川市

油そば専門店 歌志軒 加古川ジョイパーク店
加古川市尾上町今福字大樋 49-5
☎079-456-0660　担当：松尾

野菜の加工（軽作業）

勤務地　神戸市西区伊川谷町有瀬
　　　　（大蔵谷 IC 近く）
職　種　野菜の加工（軽作業）
雇　用　パート
仕　事　野菜の下処理、ゴボウや人参を機械にかけ
　　　　たり、パック詰め等を行うお仕事です。
資　格　未経験者歓迎！
給　与　時給 820円
時　間　①9：00～12：00
　　　　②9：00～16：00
　　　　①または②いずれかを希望下さい。
　　　　※曜日は応相談♪
休　日　日曜日、その他相談に応じます！
待　遇　マイカー、バイク通勤OK　　
　　　　学校行事等のお休み可能です！
事　業　食品加工業
応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。

野菜を加工するお仕事！
家庭やプライベートと両立しながら

働けます♪♪

神戸市西区

株式会社　マルソ　
神戸市西区伊川谷町有瀬 663-11
☎078-974-4593　担当：溝渕

製造業務

勤務地　たつの市御津町刈屋
職　種　製造
雇　用　派遣
仕　事　機械を使ってのプラスチック製品の加工、
　　　　完成品の検査・梱包
資　格　資格不問　※資格取得サポート有り
給　与　時給 1200円～ 1500円
　　　　※経験・能力による
時　間　①08:00～16:30　
　　　　②16:00～00:10
　　　　③00:00～08:30　※①～③の 3交代です。
休　日　3勤 1休のシフト制
　　　　★大型連休有り
待　遇　各種社会保険完備　制服貸与　車通勤可　
　　　　交通費支給 (8000 円まで )
事　業　労働者派遣事業 ( 派 28-300833)
応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。

未経験からチャンスあり！
大手企業の正社員へ！

資格取得サポートも充実！！

たつの市

株式会社　ハーツネクスト
加古川市野口町良野 242-8

☎079-456-6151　担当：大西

勤務地　神戸市西区池上 3-7-5
職　種　2ｔドライバー（ルート配送）
雇　用　①正社員
　　　　②アルバイト
仕　事　市内各所におけるホテル・温泉施設へ、
　　　　当社生産リネン商品の納品・引取り
資　格　要普通免許（中型免許なしでも可）
給　与　①月給 26万円～
　　　　※試用期間（2～3ヶ月）は日給 8000円
　　　　②日給 7000円～ 1万円（ルートによる）
時　間　5:00 ～ 14:00
　　　　※実働 8ｈ（業務やコースによる変動有）
休　日　日曜日（週休２日可、代休有）
待　遇　各種社会保険完備、制服貸与、車通勤可
　　　　交通費規定支給、有給休暇有
事　業　リネンサプライ業及びクリーニング業
応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。

神戸市西区2ｔドライバー
☆☆３年後、５年後には☆☆

会社の中心人物に！
会社を一緒に築いていける方を募集！

株式会社　M L S 
神戸市西区池上 3-7-5

☎078-974-2468　採用担当迄

★しっかりとした手順書がありますので
　未経験の方でも安心して
　ご応募下さい♫

新設立２年ですが、
60年以上の歴史を誇る会社です！
『働きたい！頑張りたい！』
という気持ちがあればOＫ！！

株式会社 MLS▶http://2468.co.jp/

加古川市

勤務地　加古川市八幡町船町 20
　　　　（JR 加古川線厄神駅から徒歩 11 分）
職　種　生花店舗・生花花束加工スタッフ
雇　用　アルバイト
仕　事　生花生産、販売、輸出入(店舗内でのお仕事)
資　格　資格不問（経験者優遇）
給　与　時給 820円～ 950円（※経験・能力による）
時　間　8:30 ～ 16:45 の間で 4時間以上
　　　　※月の土・日・祝日の半分は、勤務できる方
休　日　火曜定休、年末年始、夏季休暇　※シフト制
待　遇　各社会保険完備、交通費実費支給、車通勤可
　　　　☆正社員登用有り‼
事　業　生花生産、販売、輸出入
　　　　フラワーゲート (有)加古川市八幡町下村1067
応　募　採用担当者までご連絡下さい。
　　　　▶電話：079-438-2311
　　　　▶メール：neotigerphal@gmail.com

生花店舗スタッフ

業務拡大に伴い、
新規スタッフ募集 !
☆未経験者歓迎 !☆

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

☆お花に興味のある方にピッタリ！
お花のお手入れも学べます☆

胡蝶蘭など、あらゆるお花をお届けします。

　　　　　

フラワーショップ　ゆめる
加古川市八幡町船町 20

☎079-430-5577※応募は上記

胡蝶蘭をはじめ、あらゆるお花を
お客様のご希望に合わせてお届けし、

お花をより身近なものに…
お花のある暮らしを応援します！

勤務地　加古川市別府町別府 831-1
職　種　電装部品の配送、組立・検品
雇　用　パート・アルバイト
仕　事　①製品の運搬、工場と倉庫の間で製品を運搬
　　　　②ワイヤーハーネスを組立・検品するお仕事
資　格　①普通自動車免許（AT限定不可） 、経験不問
　　　　②未経験歓迎（※女性の方も活躍中）
給　与　①時給 900円　②時給 820円～
　　　　※①②試用期間有（3ヶ月、同条件）
時　間　①7:10 ～ 16:00　②9:00 ～ 16:00
休　日　土・日・祝日、他
　　　　（※土曜日は会社カレンダー）
待　遇　①社保完、①②車通勤可（応相談）、制服貸与
事　業　包装資材製造販売、緩衝材製造販売、電装
　　　　部品製作・販売、各種容器類販売、その他
応　募　お電話の上、履歴書（写真貼付）を持参下さい。

加古川市電装部品の組立ほか
☆☆やる気のある方なら☆☆
未経験者でも大歓迎です！

興味がある方は是非ご連絡下さい！

クラウン商事株式会社
加古川市平岡町高畑 520-17
☎079-421-1300　採用担当迄

http://www.crown-shoji.co.jp/

国内・海外でのバランスのとれた生産体制により、
信頼性の高いワイヤーハーネスを生産・提供‼

何本もの電線を束ねてコネクター等を取り付けた
ものの総称がワイヤーハーネスです。家庭用電化
製品にも使用されています。

検査・梱包・積込
近隣の方歓迎！

無料送迎バス有！即日勤務可！
☆館内にラウンジとコンビニ有☆

勤務地　西宮市鳴尾浜
　　　　阪神バス、鳴尾浜行「鳴尾浜西」バス停すぐ
　　　　★送迎バス有（JR 西宮駅南側、8:00
　　　　阪神今津駅北側、8:10）
職　種　検査・梱包・積込
雇　用　派遣
仕　事　検査・梱包・積込をして頂きます。
資　格　フォークリフト免許お持ちの方優遇
給　与　時給950円～1050円（※能力・経験による）
時　間　09:00 ～ 18:00（休憩 45 分）
　　　　※実働 8時間　5時間保障
　　　　※午後に小休憩有
休　日　土・日・祝日（※繁忙期には変更有）
待　遇　各種社会保険完備、退職金制度有、
　　　　自転車・バイク通勤可（車通勤不可）
事　業　労働者派遣事業（派 28-300317）
応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。

西宮市

株式会社エンブレス
西宮市甲子園浦風町 1-12  前川ビル 1F
☎079-836-6257　採用担当迄

倉庫内・仕分け作業
近隣の方歓迎！

無料送迎バス有！即日勤務可！
☆館内ラウンジ・コンビニ有り！☆

勤務地　西宮市鳴尾浜
　　　　阪神バス、鳴尾浜行「鳴尾浜西」バス停すぐ
　　　　★送迎バス有（JR甲子園口駅南側、毎時20分
　　　　阪神甲子園駅北側、毎時30分）
職　種　倉庫内作業・仕分け作業
雇　用　派遣
仕　事　倉庫内での仕分け作業等
資　格　フォークリフト免許お持ちの方優遇
給　与　時給950円～1050円（※能力・経験による）
時　間　①06:00 ～ 15:00　②07:00 ～ 16:00
　　　　③10:00 ～ 19:00　④12:00 ～ 21:00
　　　　※食事休憩、他小休憩有 ※実働8h（6h保障）
休　日　シフト制
待　遇　各種社会保険完備、制服貸与、退職金制度
　　　　自転車・バイク通勤可（車通勤不可）
事　業　労働者派遣事業（派 28-300317）
応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。

西宮市

株式会社エンブレス
西宮市甲子園浦風町 1-12  前川ビル 1F
☎079-836-6257　採用担当迄

勤務地　神戸市西区（ＪＲ大久保駅～バス 15 分）
職　種　①洋菓子づくり②配送③販売④事務
雇　用　パート・アルバイト
仕　事　①本社工場にてお菓子作りのサポート
　　　　②配送スタッフ
　　　　③店舗での接客・レジや商品の陳列など
　　　　④一般事務、PCで写真加工できる方歓迎
資　格　経験者優遇　未経験者歓迎
給　与　①③④時給 900円～②平日時給 1200円
時　間　①07：00～21：00 の間でシフト制 
　　　　②08：30～16：00 の間で 4時間程度
　　　　③10：00～19：00 の間で 5時間程度
　　　　④09：00～17：00 の間で 5時間程度
休　日　時間・曜日応相談！
待　遇　制服貸与、社員割引有、車・バイク通勤可
事　業　洋菓子の製造・販売・喫茶
応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。

神戸市西区洋菓子製造・配送・事務
★★未経験者歓迎★★

可愛い商品に囲まれ、試食もできる！
社員登用制度有！！

株式会社モンブラン
神戸市西区上新地 1-1-2

☎078-967-7001　採用担当迄

★配送スタッフ★土・日・祝日は時給1300円‼

☆お昼にはお菓子タイムあり！
☆学生・主婦（夫）・フリーターさん歓迎！
☆シフトは週 2日～、1日 3h ～ＯＫ！
☆どの仕事も先輩スタッフの丁寧な指導有り！

勤務地　加古川市尾上町安田 499-1
職　種　①フロント係　②施設管理業務
雇　用　①②パート・アルバイト
仕　事　①受付、清算、データ入力など
　　　　②打席の清掃、送球機等の簡単な機械修理
資　格　①簡単なパソコン入力操作ができる方
　　　　②経験不問
給　与　①時給820円～870円（※能力・経験による）
　　　　（18 時以降、土・日・祝日は 50 円アップ）
　　　　②時給820円～900円（※能力・経験による）
時　間　①平日 05：00～22：00 土・日 04：00～22：00
　　　　②平日 06：00～00：00 土・日 05：00～00：00
　　　　①2ｈ～相談可 ②4ｈ～相談可
休　日　シフト制（※②土・日どちらかは出勤）
待　遇　①昇給有  ①②各種社会保険　車通勤可
事　業　ゴルフ練習場
応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。

加古川市フロント係・施設管理業務

明るく開放感のある職場で
ぜひ一緒に働きましょう！！

打ちっぱなし社員価格有　☆Wワーク可 !
夕方から勤務できる方大歓迎！！

ゴルフ好きの方に嬉しい社割あり！
勤務時間・日数幅広く相談可能！
Wワークも歓迎です！！

株式会社  尾上ゴルフセンター
加古川市尾上町安田 499-1

☎079-423-6210　採用担当迄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

「ピンピンコロリ」をモットーに
ゴルフの練習だけではなく、
地域の皆様の憩いの場として
提供できる施設に成長していきたいと
思っております。

8月14・21日号8月14・21日号
★8/14～8/27

7/17 から新しくなりました ! !

勤務地　加古川市志方町細工所
　　　　（JR 宝殿駅より車で約 10 分）
職　種　リフトマン、及び作業スタッフ
雇　用　正社員（※試用期間 1ケ月）
仕　事　リフトマン、及び作業スタッフ
　　　　パレット倉庫内での整理・清掃・修理中心
資　格　リフトマンはフォークリフト免許
給　与　（正社員になれば）時給 1100円
　　　　（作業スタッフ）時給 1000円
　　　　（リフトマン試用期間）時給 1000円
時　間　7:30 ～ 17:00（休憩 1時間半）※シフト制
休　日　土・日・祝日、夏季休暇 2日、年末年始
待　遇　社会保険完備、交通費規定支給、制服貸与
　　　　※車・バイク・自転車通勤OK
事　業　レンタルパレットのメンテナンス事業
　　　　（創立 50 周年）
応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。

加古川市リフトマン、及び作業員

☆フォークリフトの資格取得費用は
負担させていただきます！（規定有）☆

★アルバイトスタートの方は正社員登用有り！
★無資格から始めたスタッフも多数活躍中！　
★屋根の掛った場所での作業ですので、天候
　による支障は出ません！
★働きやすい環境です！ご応募お待ちしてい
　ます！！

創立 50周年の会社！
資格取得制度有☆未経験者大歓迎！
☆働きやすい環境です！☆

三晶工業株式会社
加古川市志方町細工所 680-1
☎079-453-1005　担当：豊川



兵庫版

検索なしのシンプル求人はそのままに、 求人の選択機能や詳細画面の追加でより探しやすく

詳しく、 見やすくなりました！　ご好評につき、 求人もどんどん増加中です！！

スイミングコーチ・フロント

勤務地　神戸市西区池上(コープデイズ神戸西店横)
職　種　①スイミングコーチ　②フロントスタッフ
雇　用　パート・アルバイト
仕　事　①スイミング指導　②フロント業務
資　格　経験者歓迎 ( 未経験者可 )
給　与　①時給 1000円～ 1750円
　　　　(※能力・経験による )
　　　　②820円
時　間　①＜月～土＞ 　11：00～18：30
　　　　　＜日＞　　　 11：00～12：00
　　　　②＜月～土＞　 10：00～19：00
　　　　　＜日＞　　　 09：00～15：30
　　　　※時間、曜日応相談！  週2・3日でもOK！　
休　日　シフト制　
待　遇　昇給有　制服貸与　水着支給
事　業　スイミングスクール
応　募　電話連絡の上､履歴書 ( 写貼 ) 持参下さい。

子どもが好きな方大歓迎！！
未経験でも大丈夫！！

☆学生、主婦の方も多数活躍中☆

神戸市西区

イトマンスイミングスクール西神戸校
神戸市西区池上 3-3-3　

☎078-978-2231　採用担当迄　

検査スタッフ

勤務地　明石市魚住町（JR 魚住駅より徒歩 16 分）
職　種　製品の目視検査
雇　用　パート
仕　事　マホービン、家電製品、自動車部品の目視
　　　　検査のお仕事です。
資　格　未経験者歓迎
給　与　時給 900円～
時　間　8:30 ～ 17:30
　　　　※8：30 or 9：00から1日5ｈ以上で応相談
休　日　土・日・祝日（土曜は会社カレンダーによる）
　　　　年末年始、GW、夏季休暇、有休休暇有り
待　遇　各種社会保険有り、制服貸与、
　　　　有給休暇有り、正社員登用制度有り、
　　　　バイク・自転車通勤可（車通勤不可）
事　業　マホービン、家電製品、自動車の部品製造
応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。

20 代～ 30 代の女性も活躍中！
学校行事等も考慮します♪
働きやすい職場です！！

明石市

東和化学株式会社
明石市魚住町清水 458（魚住工場）
☎078-945-1288　採用担当迄

有料老人ホーム　あいらの杜朝霧
明石市東朝霧丘 33-5

☎080-9477-7928　担当：福山

勤務地　明石市東朝霧丘
　　　　( 第二神明「大蔵谷」IC より車で３分 )
職　種　①介護スタッフ ( 正職員・パート )
　　　　②看護師 ( 正職員 )
仕　事　介護施設での業務
資　格　無資格・未経験可！（※資格支援制度有）
給　与　①(正職員)月給19～27万円
　　　　　(パート)時給980円～1050円★短時間OK
　　　　②月給23～30万円  ※①②経験・能力による
時　間　(1)06：00～09：00　(2)07：30～16：30
　　　　(3)09：30～18：30　(4)17：00～翌9：00
　　　　★(正)24Hシフト制  (パート)日・夜勤のみ可
休　日　月９回 ( シフト制 )
待　遇　昇給・賞与年 (※正職員のみ )、制服貸与、
　　　　各種社会保険完備、車通勤可
事　業　有料老人ホーム運営　
応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。

資格支援制度で無資格・
未経験でもスタートできます！
★夜勤手当別途１回 8000 円‼★

介護・看護スタッフ 明石市製造支援業務

勤務地　小野市匠台 14　工業団地内
職　種　工場内倉庫管理（配膳業務）
雇　用　正社員
仕　事　大手企業工場内での機械部品の配膳業務
資　格　工場勤務経験者歓迎 !  要フォークリフト資格
給　与　月給17万500円～30万6000円（残業含む）
　　　　※能力・スキルによる
　　　　※試用期間（2週間）は、時給1050円
時　間　8:30～17:00（休45分）※残業月20～40ｈ程度
休　日　土・日・祝日、GW、お盆、年末年始
　　　　※工場カレンダーによる
待　遇　社保完、各種手当（皆勤・家族・資格手当等）
　　　　交通費規定支給、制服貸与、昇給・賞与有、
　　　　資格取得制度有、退職金制度有、食堂利用可
　　　　バイク・自転車・車通勤可
事　業　請負・派遣紹介業
応　募　（受付）川西市小花 2-7-1 シャンテ川西 2F

未経験者大歓迎！！
イチから丁寧に指導いたします！
☆☆長期安心して働ける環境です☆☆

小野市

協和工業株式会社
小野市匠台 14（小野工業事務所）
☎0120-78-7175　採用担当迄

コンビニスタッフ

勤務地　神戸市西区竜が岡 ( 魚住駅～車で 9分 )
職　種　コンビニスタッフ
雇　用　パート・アルバイト
仕　事　コンビニエンスストアでの接客業務
資　格　未経験者歓迎！！　
　　　　★主婦 ( 夫 )、フリーター、高校生も可！
給　与　①時給 900円②時給 820円③時給 850円
　　　　④時給 1030円  　※22：00まで時給850円
　　　　⑤時給 1200円
時　間　①07：00～10：00　②13：00～17：00
　　　　③17：00～21：00　④21：00～24：00
　　　　⑤00：00～07：00　※週1日・1日3時間～OK
休　日　シフト制
待　遇　昇給有、交通費支給、制服貸与、
　　　　車・バイク通勤可
事　業　コンビニエンスストア（小売業）
応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。

Wワーク・学生も大歓迎！
早朝・夕方・深夜入れる方急募！！
＼週 1日・3時間～OK！／

神戸市西区

ファミリーマート 竜が岡店
神戸市西区竜が岡 5-24-11

☎078-969-1503　採用担当迄

ネット販売スタッフ

勤務地　加古川市尾上町（山電「尾上の松駅」すぐ）
職　種　インターネット販売受付スタッフ
雇　用　パート
仕　事　デジタルカメラのインターネット販売に
　　　　関する受付業務などをお願いします。
　　　　先輩が優しく教えますので、安心して働
　　　　いていただけます♪
資　格　専門知識不要
給　与　時給820円～（17：00以降は時給870円～）
時　間　14:00 ～ 18:00
　　　　※週 3日～ 4日 OK！
　　　　※ご家庭の都合等お気軽にご相談下さい。
休　日　シフト制
待　遇　昇給有、車・バイク通勤可
事　業　デジタルカメラのインターネット販売
応　募　まずは、お気軽にお電話後、面接時に
　　　　履歴書（写貼）持参下さい。

専門知識不要！
女性スタッフ多数活躍中！

家事の合間に働けて続けやすい♪

加古川市

アライカメラ
加古川市尾上町旭 1-48-18　
☎079-421-7354　担当：新居

機械組立業務

勤務地　小野市匠台 14　工業団地内
職　種　機械組立業務
雇　用　正社員
仕　事　大手企業工場内での省力機械の組立業務
資　格　不問  ※工業高校卒・工場勤務経験者歓迎 !
給　与　月給17万500円～33万1500円（残業含む）
　　　　※能力・スキルによる
　　　　※試用期間（2週間）は、時給1100円
時　間　8:30～17:00（休45分）※残業月20～40ｈ程度
休　日　土・日・祝日、GW、お盆、年末年始
　　　　※工場カレンダーによる
待　遇　社保完、各種手当（皆勤・家族・資格手当等）
　　　　交通費規定支給、制服貸与、昇給・賞与有、
　　　　資格取得制度有、退職金制度有、食堂利用可
　　　　バイク・自転車・車通勤可
事　業　請負・派遣紹介業
応　募　（受付）川西市小花 2-7-1 シャンテ川西 2F

大手企業内のお仕事で安心安定♪
20 代～ 40 代の方が活躍中！
活気ある働きやすい職場です！！

小野市

協和工業株式会社
小野市匠台 14（小野工業事務所）
☎0120-78-7175　採用担当迄

コンビニスタッフ

勤務地　神戸市西区大津和（伊川谷駅より車 7分）
職　種　コンビニスタッフ
雇　用　アルバイト
仕　事　コンビニ業務
資　格　未経験大歓迎
給　与　①930円～  ②③④850円～  ⑤1050円～
　　　　※見習期間有り
時　間　①06:00 ～ 09:00　  ②09:00 ～ 17:00
　　　　③09:00 ～ 14:00 又は 12:00 ～ 17:00
　　　　④17:00 ～ 22:00
　　　　⑤22:00 ～ 03:00 又は 06:00
　　　　※③は、土・日・祝日の勤務です。
　　　　※③、④は高校生可
休　日　シフト制
待　遇　制服貸与、車通勤可
事　業　コンビニエンスストア（小売業）
応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。

未経験者大歓迎！！
先輩スタッフが

☆☆丁寧にサポートします！☆☆

神戸市西区

ミニストップ神戸大津和店
神戸市西区大津和 2-6-4　

☎078-976-3303　担当：布目（ぬのめ）

姫路駅から徒歩 3分♪
☆駅チカ・好アクセスで通勤楽々☆
未経験・意欲ある方歓迎！！

姫路市南畝町 2-53　ネオフィス姫路南 5F
☎090-3923-7422　担当：船元  

管理職候補

勤務地　姫路市 　
職　種　営業職、ユニットマネージャー候補
雇　用　正社員
仕　事　コンサルティング営業 ( 法人・個人 )
資　格　未経験者歓迎！　研修制度有り
給　与　月給 15万～ 30万円
　　　　※経験・能力等により異なります。
　　　　▶出来高により賞与他、有　　　
時　間　9:00 ～ 17:30
休　日　土・日・祝日、GW、年末年始、お盆、
　　　　アニバーサリー休暇
待　遇　各種社会保険完備　退職金制度
　　　　資格取得時の一時金支給あり
事　業　生命保険業
応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。
　　　　※会社概要は公式ホームページにて
　　　　掲載しています。

姫路市

マニュライフ生命保険㈱　姫路営業所

機 械 加 工 業 務 明石市

株式会社　ハーツネクスト
加古川市野口町良野 242-8

☎079-456-6151　採用担当迄

勤務地　明石市二見町南二見
職　種　機械加工
仕　事　派遣（加工業務）
　　　　内容：溶射作業、目視作業、
　　　　金属表面研削・研磨加工
資　格　未経験者可！
給　与　時給 1300円
時　間　①08:30 ～ 17:00
　　　　②16:30 ～ 25:00
　　　　※①②の 2交代となります。
休　日　土・日・祝日
待　遇　各種社会保険完備　交通費支給
　　　　制服貸与　車通勤可
事　業　労働者派遣事業（派 28-300833）
応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。

未経験でも大丈夫！
大手企業での勤務。

男性が多数活躍中の現場です！

カー用品販売スタッフ

勤務地　神戸市西区伊川谷町有瀬 1457-1
職　種　カー用品の買取・販売スタッフ
雇　用　アルバイト
仕　事　中古カー用品の買取業務や品出し・販売・
　　　　買取商品の洗浄などをお任せします。
資　格　要普通免許（※高校生不可）
　　　　☆未経験者歓迎！
　　　　先輩スタッフが丁寧に指導します！
給　与　時給 1000円～（※試用期間は時給900円）
時　間　10：30～19：30 
　　　　（※実働 8時間・シフト制）
休　日　水曜日、他　年末年始
待　遇　昇給有、制服貸与、車通勤可
　　　　★社員割引有　★正社員登用制度有
　　　　★マイカーいじりＤＡＹ（月 1回）
事　業　カー用品買取・販売
応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。

業界トップクラスの『アップガレージ』
≪事業拡大で新戦力大募集！≫

車が好きなら知識・技術は一切不要！！

神戸市西区

アップガレージ　神戸西店
神戸市西区伊川谷町有瀬 1457-1
☎078-978-2886　担当：竹下

勤務地　神戸市西区枝吉 5-141-1
職　種　タクシー乗務員
雇　用　正社員　
仕　事　タクシー乗務
　　　　（主に神戸市西区及び明石一円）
　　　　チームワークの良い環境なので
　　　　働きやすい職場です！
資　格　普通自動車免許（AT限定可）
　　　　普通自動車免許3年以上
給　与　月給 25万円 ( 残業手当・深夜手当含 )
時　間　変形（休憩時間 180 分）
　　　　※勤務は月12 回程度　※時間外あり
　　　　★夜間のみの勤務もご相談下さい。　　
休　日　その他（変形労働時間制）
待　遇　各種社会保険完備、車通勤可
事　業　タクシー業
応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。

神戸市西区タクシー乗務員

◎アットホームな会社
◎やりがいがある仕事
◎乗務員同士の仲が良く働きやすい

お客様の立場に立って、
お客様の身になったサービスを
展開していきます！！

普通2種免許取得費用バックアップ！！
年齢・経験・性別不問！！
女性ドライバー活躍中！！

神明タクシー株式会社
神戸市西区枝吉 5-141-1

☎078-928-8282　採用担当迄

勤務地　加古川市加古川町友沢字野田 15-1 
　　　　プラスパァＦ1階
職　種　洋菓子販売スタッフ
雇　用　パート
仕　事　ケーキ屋さんでの接客・販売業務です。
　　　　予約の受付・焼き菓子等のラッピング、
　　　　清掃、接客、電話対応、材料や資材の補助
　　　　などを行って頂きます。
資　格　資格不問　※高校生可
給　与　時給 819円～ 900円
　　　　（※能力・経験による）
時　間　（平　日）①09:00 ～ 14:00  ②16:00 ～ 19:45
　　　　（土・日）①09:00 ～ 14:00  ②14:00 ～ 19:45
休　日　火曜・他、シフト制
待　遇　車通勤可
事　業　洋菓子専門店
応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。

加古川市洋菓子販売スタッフ

一緒にお客様の笑顔を作るスタッフを
募集しています！！

★ライフスタイルに合わせてお仕事が
　出来ます！
★お子様の学校行事等は相談下さい！
★アットホームな職場です！！

ケーキやお菓子が好き♪
☆☆接客が好きな方大歓迎☆☆
未経験の方でも丁寧に指導します！

ケーキ屋 ポレポレ
加古川市加古川町友沢字野田 15-1 プラスパァＦ1階

☎079-454-1885　採用担当迄

加古川市施設警備員

『50代～ 70 代前半の方、活躍中！』

★2017年9月1日から週に2日～5日の勤務。
★長期で継続、安定的に勤務有り。
★フルタイム勤務もご相談下さい。
　フルタイムなら、月間 20 ～ 23 日程度の
　勤務となります。
★本社でもご自宅近くでも面接できます。

小学生の笑顔を守るお仕事です！
誇りをもって働きたい方、
やる気のある方大歓迎！！

関西警備株式会社
明石市松の内 2-1-8（本社）

　0120-150-510　採用担当迄　

勤務地　①各学校施設（加古川市内）
　　　　②各地区商業施設
職　種　施設警備業務
雇　用　パート・アルバイト
仕　事　学校施設や商業施設での警備業
資　格　自家用車、原付バイク、自転車等で通勤が
　　　　出来る方
　　　　※携帯電話お持ちの方※職場での喫煙不可
給　与　時給 850円～（※能力・経験による）
時　間　①7:45 ～ 16:45　②9:00 ～ 18:00
　　　　※①、②の併用可。どちらかだけでも可。
　　　　※実働 8ｈ、他時間帯も有り。
休　日　応相談
待　遇　交通費規定支給、制服貸与
事　業　警備業（その他業務も有り！ご紹介可能！）
応　募　まずは、お気軽にお電話にて面接予約を
　　　　お願いします。面接時履歴書（写貼）持参。

明日のために
　今日できること

物流のライン作業
近隣の方歓迎！

無料送迎バス有！即日勤務可！
☆休憩室に給湯・電子レンジ有り☆

勤務地　西宮市鳴尾浜
　　　　阪神バス、鳴尾浜行「鳴尾浜西」バス停すぐ
　　　　★送迎バス有（JR 西宮駅南側、8:00
　　　　阪神今津駅北側、8:10）
職　種　ライン作業
雇　用　派遣
仕　事　飲料等のギフト製品、お菓子詰合わせ作業
資　格　未経験者可
給　与　時給950円～1050円（※能力・経験による）
時　間　09:00 ～ 17:00（食事休憩 45 分）
　　　　※実働 7時間　6時間保障
　　　　※午前・午後小休憩有り
休　日　日・祝日
待　遇　各種社会保険完備、制服貸与、退職金制度有
　　　　自転車・バイク通勤可（車通勤不可）
事　業　労働者派遣事業（派 28-300317）
応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。

西宮市

株式会社エンブレス
西宮市甲子園浦風町 1-12  前川ビル 1F
☎079-836-6257　採用担当迄

加古川市

勤務地　加古川市平岡町新在家(JR東加古川駅歩2分)
職　種　生花店舗・企画構成スタッフ
　　　　プリザーブドフラワー、アートフラワーの作成
雇　用　アルバイト
仕　事　生花生産、販売、輸出入
資　格　簡単なパソコン操作ができる方（経験者優遇）
給　与　時給 850円～ 920円 （※経験・能力による）
時　間　9:45 ～ 19:15 の間の 4時間以上
　　　　※土・日・祝日、遅番の勤務が可能な方優遇
休　日　日曜日、年末年始、夏季休暇　※シフト制
待　遇　各社会保険完備、交通費実費支給、車通勤可
　　　　☆正社員登用有り‼
事　業　生花生産、販売、輸出入
　　　　フラワーゲート (有)加古川市八幡町下村1067
応　募　採用担当者までご連絡下さい。
　　　　▶電話：079-438-2311
　　　　▶メール：neotigerphal@gmail.com

生花店舗スタッフ

＊記念日やイベント等の＊
＊贈り物を作成します。＊

☆お花に興味のある方にピッタリ！
胡蝶蘭をはじめ、

あらゆるお花をお届けします。

大好きなお花に囲まれて
一緒にお仕事しませんか？
☆業務拡大に伴い、
　　　新規スタッフ募集 !
　　　　　　☆未経験者歓迎 !フラワーブティック  ふぁーれ

加古川市平岡町新在家 2-272　サンビル 1F
☎079-427-8787※応募は上記

勤務地　東加古川本店
　　　　(JR 東加古川駅から徒歩 11 分 )
職　種　店内ギフト贈答品などの販売スタッフ
　　　　カタログギフト売り場、食器売り場、
　　　　タオル・日用品売り場など
雇　用　パート
仕　事　ギフト販売
　　　　( 店内でのキレイなお仕事です。)
資　格　不問　(※経験者は優遇します。)
給　与　時給 850円
時　間　10:00 ～ 19:00 の間で勤務相談可
休　日　シフト制
待　遇　制服貸与、車通勤可
事　業　贈答品小売業
応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。
　　　　電話連絡の上、履歴書（写真貼付）を
　　　　ご持参下さい。

加古川市店内ギフト販売スタッフ

＊上質の品をお求めやすい　　　　　　  ＊
＊各種ギフト商品を取りそろえています。＊
＊カタログギフトやベビーアルバムなど ＊
＊豊富にご用意しています！　　　　　  ＊

ギフト販売に興味のある方、
一緒に楽しく働いてみませんか？

大切な人に贈る
ココロに彩りを添えるお仕事です。
★土日勤務できる方歓迎！★

サンマート株式会社
加古川市平岡町新在家 499

☎079-426-3456　担当：藤本

勤務地　神戸市西区平野町印路
　　　　（JR「明石駅」よりバス「印路」徒歩1分）
職　種　①ホール　②調理補助・洗い場
雇　用　アルバイト・パート
仕　事　焼肉屋のホールでの接客
　　　　調理補助や洗い場作業
資　格　未経験可　
給　与　時給 950円（平日）+能力給
　　　　※土・日・祝日  1050円+能力給
時　間　10:00～14:00　17:00～22:00
休　日　毎週木曜日　
待　遇　昇給有、制服貸与、大入手当・寸志有、
　　　　車・バイクOK！（駐車場完備で通勤便利）
　　　　社員同時募集（月給 18 万～ 40 万）
　　　　 ※都合に合わせて働けます！　　　　
事　業　飲食業・焼肉店
応　募　電話連絡の上､履歴書（写貼）持参下さい。

神戸市西区ホール・調理スタッフ

週2日～、1日3h～でご相談下さい！!
（Ｗワーク、土・日・祝日のみも可！！）
「未経験だから、不安・・・」
そんな方も、簡単なお仕事！
・研修有、サポート有！
・アットホームな職場！
なので、安心して気軽にご応募下さい。

http://www.yakiniku-tanizaki.co.jp/

焼肉　たにざき
神戸市西区平野町印路 430

☎078-961-4129　担当：谷崎

明るく元気な♬スタッフ募集！！
飲食業界に興味のある方！！
未経験者大歓迎！！

★未経験の学生、フリーター活躍中！
★大学生の方も活躍中！
★正社員登用制度有
★土・日・祝日入れる方優遇！！


