
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価格で！　　  ＊
＊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？

★土日勤務できる方歓迎！★
大切な人に贈る

ココロに彩りを添えるお仕事です。

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

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！

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・能力により異なる。
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

コンビニスタッフ

勤務地　明石、加古川、姫路など勤務地多数！
職　種　コンビニスタッフ
雇　用　派遣
仕　事　レジ、品出し、売場づくり、清掃など
　　　　通常のコンビニ業務です。
　　　　弊社スタッフが丁寧に研修致しますので、
　　　　安心して働けます！
　　　　☆シフトも柔軟に対応！
資　格　要普通免許
　　　　※主婦 ( 夫 ) 歓迎！ ( 家事との両立も可 )
給　与　時給 1100円～
時　間　09:00～17:00の間で3～4時間程度
　　　　※平日のみの勤務も可
休　日　シフト制 (※ご希望に合わせて応相談）　
待　遇　制服貸与　車通勤可　
事　業　派遣業 ( 派 28-300162)
応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。

明石市　他

株式会社アペックス CVS 事業部
明石市松の内 2-1-8

☎0120-110-660　採用担当迄

★★未経験の方も安心！★★
コンビニスタッフ募集！！

＜＜週 1 日～勤務でも OK ！！＞＞

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 )
　　　　②844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。

未経験でも大丈夫！！
子どもが好きな方大歓迎！！

☆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　

勤務地　神戸市西区（ＪＲ大久保駅～バス 15 分）
職　種　パティシエアシスタント
雇　用　パート・アルバイト
仕　事　お菓子作りのサポート
　　　　楽しくお菓子の製造製作に携わりませんか
　　　　 経験が浅くても将来プロをめざしたい人、
　　　　 経験を活かして腕にみがきをかけたい人、
　　　　 また、キャリアアップしたい人など、今より
　　　　 さらに高みをめざせる職場です。
資　格　経験者・未経験者親切指導します。
給　与　時給950円～
時　間　07：00～21：00 の間で5時間程度より相談
　　　　に応じます。
休　日　時間・曜日応相談！
待　遇　制服貸与、社員割引有、自家用車通勤可
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。

神戸市西区パティシエアシスタント

★★未経験者歓迎★★
お菓子作りに興味のある方、

パティシエに興味のある方大歓迎♫

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

☆☆将来独立したい人も大歓迎です！☆☆

「お菓子が好き」
「人の喜ぶ顔を見るのが好き」
そんな方からのご応募をお待ちしています。

ケーキは四季に応じて
旬の食材を使用。
春は桜、秋は栗など、
シーズンごとにさまざま
な種類が作れるので、
スキルの幅も広がります。

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844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844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！
W ワークも歓迎です！！

勤務時間・日数幅広く相談可能！

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

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 844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！

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　加古川市野口町野口
職　種　一般事務
雇　用　パート
仕　事　パソコン操作（エクセル・ワード操作）、
　　　　電話対応　※丁寧に説明します。安心です。
資　格　普通自動車免許（※AT限定可）
給　与　時給850円～900円（※経験により優遇）
時　間　9:00～17:00の5時間以上　週3～5日程度　
　　　　就業時間相談可
　　　　★水・日・祝日勤務出来る方、歓迎‼
休　日　シフト制　※休日相談可
待　遇　各社会保険　雇用保険　有給休暇　
　　　　★日・祝日の出勤手当有　交通費規定支給
　　　　マイカー通勤可（※無料駐車場有）　　　　
事　業　青果（野菜・果物）・食料品全般の小売業
応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。

加古川市一般事務スタッフ

☆「青果と暮らそう」を合言葉に、毎日
　新鮮で安心・安全な野菜、青果物等の
　小売・販売をしています‼

株式会社グリーンズ
加古川市野口町野口 687-66
☎079-422-0488　採用担当迄

簡単なパソコン操作のお仕事です !
（基本的なエクセル・ワード操作）
初心者でも丁寧に説明いたします‼

★「グリーンズファーム」の農場開設‼
　減農薬農産物の生産・販売を広げています。

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 844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！！

★アットホームな職場です♪
★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！

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

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 20万円以上（※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。
　　　　☎090-9288-4947（岡村）

女性の方も活躍しています！！
☆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 ：高橋

☆業績給有

☆施工管理者優遇

☆バリバリ稼ぎたい方歓迎！！

☆子育てと両立しやすい環境です。

※お子様の保育園、学校行事等

　融通が効きます。

防 水 塗 装補 修

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 844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。

兵庫版

12 月 日号11
★12/11～12/17

シンプル求人サイト＜イーバー＞

EBER®
《毎週月曜日更新》

お仕事探し
は︕



勤務地　加古川市野口町野口
職　種　一般事務
雇　用　パート
仕　事　パソコン操作（エクセル・ワード操作）、
　　　　電話対応　※丁寧に説明します。安心です。
資　格　普通自動車免許（※AT限定可）
給　与　時給850円～900円（※経験により優遇）
時　間　9:00～17:00の5時間以上　週3～5日程度　
　　　　就業時間相談可
　　　　★水・日・祝日勤務出来る方、歓迎‼
休　日　シフト制　※休日相談可
待　遇　各社会保険　雇用保険　有給休暇　
　　　　★日・祝日の出勤手当有　交通費規定支給
　　　　マイカー通勤可（※無料駐車場有）　　　　
事　業　青果（野菜・果物）・食料品全般の小売業
応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。

加古川市一般事務スタッフ

☆「青果と暮らそう」を合言葉に、毎日
　新鮮で安心・安全な野菜、青果物等の
　小売・販売をしています‼

株式会社グリーンズ
加古川市野口町野口 687-66
☎079-422-0488　採用担当迄

簡単なパソコン操作のお仕事です !
（基本的なエクセル・ワード操作）
初心者でも丁寧に説明いたします‼

★「グリーンズファーム」の農場開設‼
　減農薬農産物の生産・販売を広げています。

コンビニスタッフ

勤務地　明石、加古川、姫路など勤務地多数！
職　種　コンビニスタッフ
雇　用　派遣
仕　事　レジ、品出し、売場づくり、清掃など
　　　　通常のコンビニ業務です。
　　　　弊社スタッフが丁寧に研修致しますので、
　　　　安心して働けます！
　　　　☆シフトも柔軟に対応！
資　格　要普通免許
　　　　※主婦 ( 夫 ) 歓迎！ ( 家事との両立も可 )
給　与　時給 1100円～
時　間　09:00～17:00の間で3～4時間程度
　　　　※平日のみの勤務も可
休　日　シフト制 (※ご希望に合わせて応相談）　
待　遇　制服貸与　車通勤可　
事　業　派遣業 ( 派 28-300162)
応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。

明石市　他

株式会社アペックス CVS 事業部
明石市松の内 2-1-8

☎0120-110-660　採用担当迄

★★未経験の方も安心！★★
コンビニスタッフ募集！！

＜＜週 1 日～勤務でも OK ！！＞＞

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・能力により異なる。
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

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！

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 )
　　　　②844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。

未経験でも大丈夫！！
子どもが好きな方大歓迎！！

☆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　

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価格で！　　  ＊
＊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？

★土日勤務できる方歓迎！★
大切な人に贈る

ココロに彩りを添えるお仕事です。

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

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

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 844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　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！！

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 20万円以上（※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。
　　　　☎090-9288-4947（岡村）

女性の方も活躍しています！！
☆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 ：高橋

☆業績給有

☆施工管理者優遇

☆バリバリ稼ぎたい方歓迎！！

☆子育てと両立しやすい環境です。

※お子様の保育園、学校行事等

　融通が効きます。

防 水 塗 装補 修

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 844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。

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844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844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！
W ワークも歓迎です！！

勤務時間・日数幅広く相談可能！

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。

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 844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！！

★アットホームな職場です♪
★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！

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　神戸市西区（ＪＲ大久保駅～バス 15 分）
職　種　パティシエアシスタント
雇　用　パート・アルバイト
仕　事　お菓子作りのサポート
　　　　楽しくお菓子の製造製作に携わりませんか
　　　　 経験が浅くても将来プロをめざしたい人、
　　　　 経験を活かして腕にみがきをかけたい人、
　　　　 また、キャリアアップしたい人など、今より
　　　　 さらに高みをめざせる職場です。
資　格　経験者・未経験者親切指導します。
給　与　時給950円～
時　間　07：00～21：00 の間で5時間程度より相談
　　　　に応じます。
休　日　時間・曜日応相談！
待　遇　制服貸与、社員割引有、自家用車通勤可
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。

神戸市西区パティシエアシスタント

★★未経験者歓迎★★
お菓子作りに興味のある方、

パティシエに興味のある方大歓迎♫

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

☆☆将来独立したい人も大歓迎です！☆☆

「お菓子が好き」
「人の喜ぶ顔を見るのが好き」
そんな方からのご応募をお待ちしています。

ケーキは四季に応じて
旬の食材を使用。
春は桜、秋は栗など、
シーズンごとにさまざま
な種類が作れるので、
スキルの幅も広がります。

兵庫版

お仕事探し
は︕

シンプル求人サイト＜イーバー＞

EBER®
《毎週月曜日更新》



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！！

「求人広告を
 出したい !!」

企業さまへ !!
とお考えの

0120-009218
求人  イーバー

こちらまで!

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・能力により異なる。
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

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！

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 )
　　　　②844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。

未経験でも大丈夫！！
子どもが好きな方大歓迎！！

☆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　

勤務地　加古川市野口町野口
職　種　一般事務
雇　用　パート
仕　事　パソコン操作（エクセル・ワード操作）、
　　　　電話対応　※丁寧に説明します。安心です。
資　格　普通自動車免許（※AT限定可）
給　与　時給850円～900円（※経験により優遇）
時　間　9:00～17:00の5時間以上　週3～5日程度　
　　　　就業時間相談可
　　　　★水・日・祝日勤務出来る方、歓迎‼
休　日　シフト制　※休日相談可
待　遇　各社会保険　雇用保険　有給休暇　
　　　　★日・祝日の出勤手当有　交通費規定支給
　　　　マイカー通勤可（※無料駐車場有）　　　　
事　業　青果（野菜・果物）・食料品全般の小売業
応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。

加古川市一般事務スタッフ

☆「青果と暮らそう」を合言葉に、毎日
　新鮮で安心・安全な野菜、青果物等の
　小売・販売をしています‼

株式会社グリーンズ
加古川市野口町野口 687-66
☎079-422-0488　採用担当迄

簡単なパソコン操作のお仕事です !
（基本的なエクセル・ワード操作）
初心者でも丁寧に説明いたします‼

★「グリーンズファーム」の農場開設‼
　減農薬農産物の生産・販売を広げています。

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 844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！！

★アットホームな職場です♪
★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！

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　神戸市西区（ＪＲ大久保駅～バス 15 分）
職　種　パティシエアシスタント
雇　用　パート・アルバイト
仕　事　お菓子作りのサポート
　　　　楽しくお菓子の製造製作に携わりませんか
　　　　 経験が浅くても将来プロをめざしたい人、
　　　　 経験を活かして腕にみがきをかけたい人、
　　　　 また、キャリアアップしたい人など、今より
　　　　 さらに高みをめざせる職場です。
資　格　経験者・未経験者親切指導します。
給　与　時給950円～
時　間　07：00～21：00 の間で5時間程度より相談
　　　　に応じます。
休　日　時間・曜日応相談！
待　遇　制服貸与、社員割引有、自家用車通勤可
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。

神戸市西区パティシエアシスタント

★★未経験者歓迎★★
お菓子作りに興味のある方、

パティシエに興味のある方大歓迎♫

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

☆☆将来独立したい人も大歓迎です！☆☆

「お菓子が好き」
「人の喜ぶ顔を見るのが好き」
そんな方からのご応募をお待ちしています。

ケーキは四季に応じて
旬の食材を使用。
春は桜、秋は栗など、
シーズンごとにさまざま
な種類が作れるので、
スキルの幅も広がります。

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844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844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！
W ワークも歓迎です！！

勤務時間・日数幅広く相談可能！

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

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 844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 844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。

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価格で！　　  ＊
＊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？

★土日勤務できる方歓迎！★
大切な人に贈る

ココロに彩りを添えるお仕事です。

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

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 20万円以上（※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。
　　　　☎090-9288-4947（岡村）

女性の方も活躍しています！！
☆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 ：高橋

☆業績給有

☆施工管理者優遇

☆バリバリ稼ぎたい方歓迎！！

☆子育てと両立しやすい環境です。

※お子様の保育園、学校行事等

　融通が効きます。

防 水 塗 装補 修

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

兵庫版

お仕事探し
は︕

シンプル求人サイト＜イーバー＞

EBER®
《毎週月曜日更新》


