
面接に行
こう!!

訪問先へ

お電話を
する際は

「イーバーを
見た !!」

と伝えるとスムーズ
です !!

契 ･･･ 契約社員　

派 ･･･ 派遣社員　

正 ･･･ 正社員

パ ･･･ パート

ア ･･･ アルバイト

兵 庫 版

《毎週月曜日更新》

お仕事探しは︕
シンプル求人サイト＜イーバー＞

EBER®

マークがある求人でクーポン使用ＯＫ！！

QUO カード （500 円分） がもらえちゃう！

クーポン配信中！

企業さまに LINE＠で

友だち登録していただくと

求人広告の掲載期間が 2 倍になります！！

月 日号6 18
6/18～ 6/24

2018 年度は労働法改正の影響で、

契約または雇用への対応が見直される時期です。

期間雇用などでお仕事されている方にとっては悩みどころです。

専門の担当者が、様々なケースに応じて、ご対応させて頂きます。

まずはお電話またはメールにてご相談下さい。

お仕事探しの方、転職をお考えの方は、

弊社相談窓口まで、お気軽にお問い合わせ下さい。

0120-110-660（平日10時～16時まで）

info@ap-ex.jp
株式会社アペックス 兵庫県明石市松の内2丁目1番地8 http://ap-ex.jp

ホール・キッチンスタッフ

明石市 アパ

麺屋　ひなの
明石市松の内 2-3-11-101　
☎078-926-0175　採用担当迄

★★明るくて元気な方★★
笑顔が素敵な方、大歓迎！！

清潔感のあるおしゃれな店内で
一緒に働きませんか♬

勤務地　明石市松の内 2-3-11-101
仕　事　接客やキッチンでのお仕事をお願いします
資　格　未経験者ＯＫ
給　与　時給 900円～
　　　　（※頑張り次第ですぐに時給アップ！）
時　間　①11:00 ～ 14:00（3ｈ）/月～金
　　　　②21:00 ～翌 3:00（6ｈ）/月～土
　　　　（※週 1日～ /1 日 3ｈ～ＯＫ）
休　日　シフト制
待　遇　昇給有、社員登用有、賄い付き、制服貸与
　　　　ＷワークＯＫ、車通勤不可、高校生不可
応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。

オープンしてからもうすぐ 1年
店内はまだまだ新しくて綺麗なお店です。
スタッフもみんな仲良く、楽しく、そして
たまには厳しく頑張っています！！
そんな『麺屋ひなの』で働きませんか？

嬉しい
賄い付き‼

時給アップ

社員登用有

ＷワークOK

賄い付き

レギュラー歓迎 主婦（夫）さん歓迎

①調理・盛付　②配達

姫路市 アパ

資　格　②普通自動車免許要（社用車あり）
休　日　シフト制
　　　　①②共に週 3日、1日 3.5h ～勤務OK！
待　遇　制服貸与、昇給随時、車・バイク通勤可、
　　　　扶養内勤務可、WワークOK！
事　業　お弁当の配達
応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。（9時～17時）

☆「ありがとう」が直接聞けるお仕事☆
女性の方活躍中！！未経験可！

ニコニコキッチン 姫路店
姫路市御立北 3-8-18

☎079-299-5520　採用担当迄

①調理・盛付

［仕事］簡単調理・盛付
［給与］時給850円～
［時間］5:30～9:30

②配達

［仕事］お弁当のルート配達
［給与］時給850円～
［時間］(a) 8:30～12:30
　　　  (b) 12:00～17:00

整備業務・ロードサービス

加古川市 正

勤務地　加古川市野口町野口 89-2
仕　事　整備業務・ロードサービス及び
　　　　レッカーサービス等
資　格　2,3 級整備士免許あれば尚可
　　　　クレーン・玉掛け・中型免許所持者優遇
給　与　月給 16万円～ 40万円＋諸手当有
　　　　※試用期間３カ月有
　　　　☆年令・経験・能力により決定します
時　間　9:00～18:00
　　　　（夜間ロードサービス多少あり）
休　日　週休制
待　遇　昇給年１回、賞与年２回、各種社会保険完備
　　　　車通勤可、交通費支給、制服貸与、昼食付
　　　　シャワールーム新設
応　募　お電話の上、履歴書（写貼）を持参ください。

☆20 代・30 代スタッフ活躍中☆
業務多忙につき 3 名急募！！

タチバナ自動車株式会社
加古川市野口町野口 89-2

☎079-424-2251　採用担当迄

遊園地スタッフ

加東市 ア

勤務地　加東市黒谷 1216
仕　事　入口ゲート・売店での対応、遊具の運転
　　　　イベント運営、レストラン・屋台スタッフなど
資　格　高校生・大学生・主婦（夫）も大歓迎！
　　　　未経験・バイトデビューを応援します！
給　与　時給 930円 ※高校生は 900円
時　間　9:00～17:30
休　日　☆予定に合わせたシフトが組めます
待　遇　交通費規定内支給、制服貸与、車通勤可
　　　　☆通勤に便利な無料送迎バスあり☆
　　　　神戸北区・三田方面、西神・三木方面、他
応　募　まずはお電話またはメールにてご連絡の上
　　　　面接にお越しください。　※履歴書不要
　　　　Email : tojoko_saiyo@hgp.co.jp

♬東条湖おもちゃ王国 STAFF♬
レギュラーアルバイト大募集！

加東市黒谷 1206-127 東条湖リゾート
☎0795-47-2035　担当：アサノ・ヤマモト

ゴルフ場スタッフ

加東市 アパ

勤務地　加東市廻淵字北山 31-52
資　格　未経験者可！　年齢不問
給　与　時給 850円～　
休　日　シフト制　
待　遇　交通費規定支給、制服貸与、食事補助、
　　　　シフト申告制、マイカー通勤可、
　　　　社会保険加入可（規定有）　
応　募　まずはお電話かメールにてご連絡の上、
　　　　面接にお越しください。（履歴書不要）
　　　　【Email :】tojoko_saiyo@hgp.co.jp

☆安定勤務のお仕事！かけもち大歓迎☆
平日のみ・土日のみの勤務もOK！！

加東市黒谷 1206-127 東条湖リゾート
☎0795-47-2035　担当：ヤマモト

①レストランホール

②フロント

　スタート室
　（バッグ積込み）

  8：00～14：00
10：00～17：00など
  8：00～13：00
13：00～18：00など
  6：30～10：30
13：00～17：00など

1日4h～指定OK！
土日出勤できる方
優遇！

火・水・金・土・日の内
週1日～勤務OK！③

レジ・接客・販売

加古川市

勤務地　加古川市野口町長砂 1172-1
仕　事　作業服、作業用品の販売をして頂きます。
資　格　未経験者可
給　与　時給（一般）900円　時給（高校生）870円
　　　　※研修期間3ヶ月は時給850円
時　間　①09：00～17：00　
　　　　②17：00～21：00
　　　　週2日～OK！　土・日・祝日入れる方歓迎
休　日　シフト制 
待　遇　交通費規定支給、車通勤可、
　　　　★扶養内勤務OK！①のみ保険加入OK！
　　　　※正社員登用あり
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！！
笑顔とやる気お待ちしています♪
頑張り次第で正社員登用あり！

1番星  加古川店
加古川市野口町長砂 1172-1
☎079-435-0911　採用担当迄

アパ

タクシー乗務員・運行管理者

神戸市西区 正

勤務地　神戸市西区白水2-16-16（神戸鉄工団地内北）
仕　事　タクシー乗務員
資　格　２種免許、要普通免許
　　　　（３年以上※養成いたします）
　　　　※支度金支給、教習期間手当支給
給　与　月給15万400円（一律乗務手当含む）+歩合給
　　　　月収20万円～38万円（売上による）
時　間　隔勤 8:00 ～翌 1:00（休憩3Ｈ）
　　　　日勤 8:00 ～ 17:00（休憩2Ｈ）
　　　　　　18:00～翌3:00（休憩2Ｈ）※勤務応相談
休　日　月 5～ 9日
待　遇　昇給年1回、賞与年2回、各種社会保険完備
　　　　制服貸与、車通勤可
　　　　入社時支度金制度有！増額中！
　　　　※養成費用会社負担
応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。

★運行管理者同時募集★
経験者優遇・委細面談・月30万以上

西神交通株式会社
神戸市西区白水2-16-16（神戸鉄工団地内北）

☎078-975-3030　採用担当迄

★支度金制度あり★サポート体制万全！

営業

加古川市 パ

求人サイトの営業です♬
ノルマなし・直行直帰 OK ！

先輩スタッフが丁寧に教えます！！

株式会社アペックス
明石市松の内２丁目 1番地８
☎0120-00-9218　採用担当迄

勤務地　加古川市内
仕　事　求人サイト「EBER」の営業
資　格　普通自動車免許
　　　　※自家用車使用できる方優遇
　　　　未経験ＯＫ、経験者優遇
給　与　時給 1250円～
　　　　※最初の数日は先輩スタッフの同行有
時　間　9:00 ～ 18:00
　　　　（※週2日程度、3～4時間/日でＯＫ）
休　日　土・日・祝、ＧＷ、夏季・年末年始
待　遇　交通費支給（当社規定）
　　　　昇給有、インセンティブ制度有
応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。

https://eber.jp

シンプル求人サイト＜イーバー＞

食品製造

稲美町 アパ

★土日祝完全お休みで残業無し★
主婦（夫）大活躍中！！

風通しの良い明るい職場です♬
未経験者大歓迎！

簡単な作業だから初めてでも大丈夫！

六甲バター株式会社
加古郡稲美町国岡 260-1

☎079-492-0306　担当：藤田

勤務地　【六甲バター株式会社稲美工場】
　　　　加古郡稲美町国岡 260-1
仕　事　業務用チーズの包装、検品作業。
　　　　品種には、小さなサイコロ状・短冊状
　　　　のものがあり、袋詰めと計量作業等を
　　　　お願い致します。※試用期間 1ヶ月有り
資　格　☆未経験者大歓迎！！
給　与　時給 900円～ 1500円
時　間　8:40 ～ 17:10（休憩 60 分）
休　日　土・日・祝日
待　遇　交通費全額支給、制服貸与、車通勤ＯＫ
　　　　各種社会保険（社会保険・雇用保険など）完備！
　　　　皆勤手当有り、食堂完備、夏・冬ボーナス支給
　　　　☆長期休暇、慶弔休暇、育児・介護・看護休暇、
　　　　女性の日休暇有り
応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。

アピールポイント
・長期安定♪大手企業でのお仕事
・約7時間半の勤務。プライベートも充実！
・老若男女問わず幅広い年齢層の方が多く活躍中！
・みんな明るく、元気・活気のある職場です。
・食品工場での製造業務が未経験の方もＯＫ！
・食堂は、ビタミン豊富で健康に良く大人気のメニュー！
・大人気の社内販売あります♬

業務増加により人員補強！
入社日が同じパートさんが
たくさんいるので安心♪
パート社員として活躍して
いただける方大歓迎！！

プール・遊園地スタッフ

加東市 ア

加東市黒谷 1206-127　東条湖リゾート
☎0795-47-2035　担当：アサノ・ヤマモト

★★夏の短期アルバイト大募集★★
〇初心者・未経験者、積極採用！
〇アルバイトデビューも歓迎！
〇勤務日程・時間も応相談！

勤務地　加東市黒谷 1216
給　与　時給 930円（高校生 900円）
時　間　9:00 ～ 18:00
　　　　※曜日・時間帯は相談に応じます
待　遇　制服貸与、交通費支給（当社規定）
　　　　マイカー通勤可、施設割引利用可　

遊園地スタッフ
©おもちゃ王国 CO.,LTD.

プール監視員

プール内の安全確認・清掃・イベント補助

遊具・ゲート・売店・レストラン等での接客

応　募　まずはメールまたはお電話にてご予約の上、
　　　　右記のご都合の良い会場にお越し下さい。

http://www.omochaoukoku.com
★送迎バス有り★
西神中央駅、神鉄緑ヶ丘駅、神鉄小野駅、JR西脇市駅
☆岡場・三田方面、加東市方面からの送迎もあります!

＜面接説明会＞※下記日程で不都合な方はご相談下さい。

6/30（土）・7/1（日）・7（土）・8（日）・14（土）・15（日）
10︓00～　三田キッピーモール 6F
11︓30～　ホテルグリーンプラザ東条湖
☆履歴書不要！ 6月中の面接も随時受付中です !!

【Email】 tojoko_saiyo@hgp.co.jp

お客様は小さなお子様連れがメイン☆東条湖おもちゃ王国のオフィシャルホテルです♪
未経験、住み込み勤務、送迎バス･車通勤大歓迎！！平日のみ・週末のみの勤務もOK！

ホテルスタッフ

加東市 アパ

加東市黒谷 1206-127 東条湖リゾート
☎0795-47-2035　担当：ヤマモト

勤務地　兵庫県加東市廻渕 317
資　格　未経験・学生・フリーター・シニア世代大歓迎！
　　　　Ｗワーク・ブランクのある方も歓迎！
　　　　友達同士の応募もOKです！
休　日　シフト制　☆勤務日程は申告制
待　遇　交通費規定支給、制服貸与、食事補助、
　　　　マイカー通勤可、無料送迎バス利用可、
　　　　入寮可（3食付）、シフト申告制
　　　　グループ施設優待利用可
応　募　まずはお電話かメールにてご連絡の上、
　　　　ご都合の良い日に面接にお越し下さい。
　　　　※当日面接可　※履歴書不要

③大浴場清掃

④洗い場

⑤キッチン

時給 870円～

10：00 ～ 16：00
17：00 ～ 21：00

裏方のお仕事 ☆Wワーク大歓迎！

①客室清掃

②館内清掃

  7：30 ～ 12：00
18：00 ～ 23：00

時給 870円
（高校生 850円）

時給 900円
（高校生 850円）

10：00 ～ 14：30

接客のお仕事 ☆未経験でも大丈夫！

⑥客前調理

⑦レストランホール

時給 1000円

  9：00 ～ 15：00

19：00 ～ 22：00

※①は[JR新三田駅] [兵庫教育大前]より、
　⑤⑦は[JR新三田駅]より無料送迎あり！
※①⑤⑦は高校生OK!　
※職種・時間を組み合せての住み込み勤務も大歓迎！

時給 870円

時給 870円

  8：00 ～ 11：00
16：30 ～ 21：30

時給 900円
（高校生 900円）

17：00 ～ 21：00

勤務地　加東市黒谷 1216
資　格　学歴・経験不問！
給　与　月給 19万 5000円～ 25万 2000円
　　　　※年齢・能力・経験による
　　　　※試用期間中（３ヶ月）は時給 930円～
時　間　8:30 ～ 19:00 の間でシフト制
　　　　※季節により勤務時間の変動あり
休　日　年間休日 105 日 
　　　　※月7～10日（シフト制）
　　　　☆土日休みの調整や連休取得も可
　　　　☆施設点検での休園による大型連休あり

待　遇　昇給年1回、賞与年2回、交通費規定内支給
　　　　家族・役職手当有、退職金制度有（勤続3年
　　　　以上）、車通勤可、制服貸与、食事補助
　　　　独身寮完備（駐車場無料）、グループ施設
　　　　優待利用制度有
応　募　まずは、お電話またはメールにてご連絡
　　　　下さい。
　　　　Email : tojoko_saiyo@hgp.co.jp

☆大人気テーマパーク『東条湖おもちゃ王国』☆正社員大募集！！
★★こども達の『楽しい！』をプロデュースするお仕事です！★★

お仕事内容はテーマパーク運営業務♬
○アトラクション運営…遊具の運転・管理業務
○レストラン運営       …レストランや売店での簡単な調理・接客、
                                                   食材の在庫管理・発注業務、メニューの発案
○事務・ゲート　　　…電話応対、備品管理、売上集計、営業日報作成
○販売スタッフ　　  …おもちゃ・キャラクターグッズなどの販売、商品発注、在庫管理
○イベント企画・運営…当園企画・主催のイベント運営

©おもちゃ王国 CO.,LTD.

遊園地スタッフ

加東市 正

加東市黒谷 1206-127 東条湖リゾート
☎0795-47-2035　担当：アサノ・ヤマモト

キッチン・ホールスタッフ

明石市 アパ

明石市魚住町清水 151-4
☎078-965-8806　採用担当迄

宅配弁当館

弁当 焼鳥 オートブル

☆当店おすすめ☆

「ひのきスペシャル」勤務地　明石市魚住町清水 151-4
　　　　JR「魚住駅」から徒歩 10 分
仕　事　①お弁当のおかずの盛付
　　　　②家庭料理の延長で出来る業務
　　　　③お店が用意した軽四（AT車）での配達
資　格　高校生可、未経験者OK！
休　日　週 2日～OK！　土・日・祝歓迎
待　遇　制服貸与、バイク・自転車通勤OK！
応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。
　　　　HP：http://www.takuhaibento-hinoki.com/

賑やかでアットホームな職場です！
10 代～ 60 代幅広い世代活躍中

服装・髪型・ピアス基本的に自由！

①盛付

②調理

③配達ドライバー（軽四） 時給 900円～

時給 845円～
08：00 ～ 13：00

または
17：00 ～ 20：30

17：00 ～ 21：00

※上記の時間内での勤務時間相談可能！
※交通費規定支給

①ホール　②調理補助・洗い場スタッフ

神戸市西区 アパ

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）
仕　事　①焼肉屋のホールでの接客
　　　　②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。

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。
神戸市西区平野町印路 430

☎078-961-4129　担当：谷崎

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！！）

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

★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

神戸市西区 正

神戸市西区伊川谷町潤和 769-3
☎078-974-5757　担当 ：高橋

勤務地　神戸市西区伊川谷町潤和 769-3
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
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！！

☆業績給有

☆施工管理者優遇

☆バリバリ稼ぎたい方歓迎！！

防 水 塗 装補 修

☆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。

バス運転士　

本文参照 契

③週４勤務のフレックスドライバー…週４日の勤務で、路線バスを運転していただくお仕事です。

　資　格　普通１種免許を取得後、３年経過している方（大型 2種免許取得資格がある方）
　給　与　日給 8100円　※試用期間 6ヶ月あり
　時　間　5:00 ～ 25:00（左記のうち所定８時間）
　　　　　※早朝・深夜退勤あり
　　　　　※週 4日勤務
　　　　　※路線に合わせた出勤・退勤時間になるので、出勤・退勤時間は異なる。

④朝・昼・夕限定（パート）勤務のフレックスドライバー…平日の時間限定で、路線バスを運転していただくお仕事です。

　資　格　普通１種免許を取得後、３年経過している方（大型 2種免許取得資格がある方）
　給　与　時給 1100円　※試用期間 6ヶ月あり
　時　間　5:00 ～ 10:00、10:00 ～ 16:00、16:00 ～ 21:00
　　　　　※路線に合わせた出勤・退勤になります。
　　　　　※「平日限定」で 5日間勤務の週休２日制。
　待　遇　働き方に応じて社会保険適用

②高速バス限定…高速バスを運転していただくお仕事です。

　資　格　大型 1種免許、又は大型 2種免許保有者で大型車での経験がある方
　給　与　日給 9500円　※試用期間 6ヶ月あり（基礎訓練）
　時　間　交番表、その日の勤務内容（路線）によって異なる。
　　　　　※路線に合わせた出勤・退勤時間になるので、出勤・退勤時間は異なる。
　　　　　※早朝出勤・深夜退勤や、深夜業による運転もあり。
　　　　　※４勤１休制+特定休 2～ 3日 / 月

★★地域の足に貢献できる！★★頑張るあなたを厚い待遇でバックアップ！！

勤務地　①明石市　②神戸市、西脇市、岡山県津山市のいずれか　
　　　　 ③④姫路市、加古川市、明石市、神戸市西区
　　　　 神戸市須磨区、三田市のいずれか

未経験者歓迎 !
憧れの

週休 3日制 !!

魅力の高日給 !
憧れの

長距離ロード !!

正社員登用有 !
憧れの

バス運転士 !!

未経験者歓迎 !
憧れの
平日限定 !!

①路線バスドライバー…路線バスを運転していただくお仕事です。

　資　格　大型 2種免許取得資格のある方（普通免許取得後３年以上）
　　　　　大型 2種免許・大型 1種免許をお持ちの方も歓迎！
　給　与　日給 7900円～ 8100円+諸手当（時間外、休日出勤手当等）
　　　　　※研修期間 3ヶ月あり（研修期間中 7800円～ 8000円）
　　　　　※日給幅は資格による
　　　　　※総支給例…月給 26万円（H.28.1 月度実績 Aさん 30 才）
　時　間　5：00 ～ 25：00（路線によるシフト制）
　　　　　※実働８h+残業有り（社内規定による）
　　　　　※年間休日 105 日（年次有給休暇、特別休暇あります。）
　　　　　※４勤１休制+特定休 2～ 3日 / 月

待　遇　
　　　　【共通】大型 2種免許取得支援制度（内定後、大型 2種取得可能！）賞与年2回、各種社会保険適用
　　　　交通費支給（社内規定による）、制服貸与、球技大会、各種表彰制度、財形貯蓄、共済会
　　　　従業員持株制度、産前・産後・育児・介護休業、積立有給休暇、キャリアリターン制度
　　　　①各種手当（時間外、休日勤務、深夜業ほか）
　　　　①②決算賞与あり、正社員登用制度（勤続1年経過後、勤務成績等審査の上決定）
　　　　③④正社員登用制度（対象になるには、フルタイム勤務への転換が条件）

神姫バス株式会社　人事課
姫路市西駅前町 1番地

☎079-223-1351　採用担当迄

応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。
　　　　（受付 /平日 9：00 ～ 18：00）
　　　　https://job-gear.jp/shinkibus/



面接に
  行こう!!
訪問先へ

お電話をする際は
「イーバーを見た !!」
と伝えるとスムーズ

です !!

2018 年度は労働法改正の影響で、

契約または雇用への対応が見直される時期です。

期間雇用などでお仕事されている方にとっては悩みどころです。

専門の担当者が、様々なケースに応じて、ご対応させて頂きます。

まずはお電話またはメールにてご相談下さい。

お仕事探しの方、転職をお考えの方は、

弊社相談窓口まで、お気軽にお問い合わせ下さい。

0120-110-660（平日10時～16時まで）

info@ap-ex.jp
株式会社アペックス 兵庫県明石市松の内2丁目1番地8 http://ap-ex.jp

レジ・接客・販売

加古川市

勤務地　加古川市野口町長砂 1172-1
仕　事　作業服、作業用品の販売をして頂きます。
資　格　未経験者可
給　与　時給（一般）900円　時給（高校生）870円
　　　　※研修期間3ヶ月は時給850円
時　間　①09：00～17：00　
　　　　②17：00～21：00
　　　　週2日～OK！　土・日・祝日入れる方歓迎
休　日　シフト制 
待　遇　交通費規定支給、車通勤可、
　　　　★扶養内勤務OK！①のみ保険加入OK！
　　　　※正社員登用あり
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！！
笑顔とやる気お待ちしています♪
頑張り次第で正社員登用あり！

1番星  加古川店
加古川市野口町長砂 1172-1
☎079-435-0911　採用担当迄

アパ

レジ・接客・販売

明石市

勤務地　明石市和坂稲荷町 57
仕　事　作業服、作業用品の販売をして頂きます。
資　格　未経験者可
給　与　①時給（一般）950円※研修3ヶ月時給900円
　　　　②時給（一般）900円　時給（高校生）870円
　　　　※研修期間3ヶ月は時給850円
時　間　①06：00～09：00　②17：00～21：00
　　　　週2日～OK！　土・日・祝日入れる方歓迎　
休　日　シフト制 　①は日・祝日休み
待　遇　交通費規定支給、車通勤可、
　　　　★扶養内勤務OK！①のみ保険加入OK！
　　　　※正社員登用あり
応　募　電話連絡の上、履歴書（写真貼付）を
　　　　ご持参下さい。

専門知識がなくても大丈夫！
丁寧に 1 つ 1 つ指導いたします！

☆家庭・学業との両立も可☆

1番星  明石店
明石市和坂稲荷町 57

☎078-923-1111　採用担当迄

アパ

清掃スタッフ

阪神間

勤務地　主に阪神間の現場（直行直帰もＯＫ！）
仕　事　お客様のビル・店舗の床清掃、ガラス清掃
　　　　などのお仕事
　　　　※3名～ 4名のチーム制！サポート有！
資　格　未経験・学生・フリーターの方大歓迎！
給　与　日給8000円～※経験・能力に応じて優遇有
　　　　研修期間（1～3カ月）は日給7000円
時　間　8:00 ～ 17:00（実働平均4～6h程度）
　　　　※現場によって変動あり
　　　　※1日4～6時間でも日給8000円保証
休　日　応相談
待　遇　交通費規定支給、昇給有☆
応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。
　　　　（受付は平日 9:00 ～ 17:00）

未経験の方も大活躍！
学生・フリーター・長期の方大歓迎！
☆掛け持ち、週 1 回でもＯＫ！☆

関西特殊洗浄株式会社
神戸市西区竜が岡 5-5-8　

☎078-969-3088　採用担当迄

アパ

営業・業務社員

神戸市西区 正

勤務地　神戸市西区竜が岡 5-5-8
仕　事　阪神間のお客様のビル、店舗の床洗浄、
　　　　ガラス清拭など
資　格　普通自動車運転免許（AT限定可）
給　与　月給 22万～ 30万
  　　　  ※経験による
時　間　基本 8:00 ～ 17:00 の間
　　　　※現場により異なる
休　日　月 5～ 6日、夏期・年末年始休暇
待　遇　各種保険完備、昇給有
　　　　賞与有（業績による）
応　募　まずはお電話の上、履歴書（写貼）を
　　　　持参ください。
　　　　受付：平日 9時～ 17 時

創業以来 35 年以上の実績があり
多くのお客様に親しまれている

当社で働きませんか？

関西特殊洗浄株式会社
神戸市西区竜が岡 5-5-8　

☎078-969-3088　採用担当迄

管理栄養士

明石市 正

勤務地　明石市林崎町 3-542-37
仕　事　特別養護老人ホームでの調理業務です。
資　格　管理栄養士
給　与　月給 17万 6000円～ 21万 7000円
　　　　※諸手当含む
　　　　※経験・能力による
　　　　　早出勤務 1000円／回
　　　　　遅出勤務 500円／回 
時　間　9：30～18：00（実働7.5時間）
休　日　月 8～ 9日
待　遇　賞与年2回、昇給年1回、各種社会保険有、
　　　　住宅手当、扶養手当、休日手当（1000円）、
　　　　制服貸与、交通費全額支給、有給休暇
応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。

栄養管理等のお仕事
☆実働7．5時間☆

早出、遅出、休日手当あり！

明石特別養護老人ホームラガール
明石市林崎町 3-542-37

☎078-923-9230　担当：北村

介護スタッフ

明石市 パ正

勤務地　明石市林崎町 3-542-37
仕　事　特別養護老人ホームでの介護業務です。
資　格　無資格・未経験OK！！
給　与　①月給 21万 9000円～ 26万 8200円
　　　　　※夜勤手当有…8200円／回
　　　　②時給 1100円～☆寸志年２回あり
時　間　①基本7：30～19：30の間（実働7.5時間）
　　　　　※早出・遅出・夜勤有
　　　　②時間・休日相談OK!!
休　日　①月 8～ 9日　②シフト制
待　遇　①賞与年 2回、住宅手当、扶養手当
　　　　①②昇給年 1回、休日手当、制服貸与、
　　　　各種社会保険有、交通費全額支給、有給休暇
応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。

実働 7.5 時間！
経験・年齢問いません！

☆ブランクある方も歓迎です☆

明石特別養護老人ホームラガール
明石市林崎町 3-542-37

☎078-923-9230　担当：北村

タクシー乗務員

加古川市 正

勤務地　加古川市加古川町本町 26-1
　　　　JR「加古川駅」から徒歩 10 分
仕　事　加古川地域の公共交通会社でのタクシー
　　　　乗務です。
資　格　普通自動車免許 3年以上
給　与　月収例25万円～40万円（※能力による）
時　間　6:00 ～翌 1:00 の間 ※3 勤 1休
休　日　シフト制
待　遇　各種社会保険完備、賞与年2回、昇給年1回
　　　　家族手当、無事故手当、愛社手当、制服貸与
　　　　退職金制度、定年70歳（以後も勤務可能）
　　　　バイク・マイカー通勤可、Wワーク可
　　　　※アルバイト勤務も応相談
応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。

2 種免許取得支援制度あり！！
地理に詳しくなくても

カーナビ完備で安心です！！

加古川交通株式会社
加古川市加古川町本町 26-1

☎079-422-3421　担当：大河原

整備士・運行管理者

加古川市 正

勤務地　加古川市加古川町本町 26-1
　　　　JR「加古川駅」から徒歩 10 分
仕　事　自社車両の日常・車検整備、一般ユーザー
　　　　の車検・整備、運行管理業務（未経験可）
資　格　整備士資格 3級以上・将来整備士資格を
　　　　取得できる方　※学歴不問
給　与　月給22万円～＋手当
時　間　6:00 ～翌 0:00 の間で応相談 
休　日　シフト制（週1日）　※他の整備士と調整
待　遇　各種社会保険完備、賞与年2回、昇給年1回
　　　　整備士用制服貸与、バイク・マイカー通勤可
　　　　運行管理資格取得支援制度あり
　　　　退職金制度、定年70歳（以後も勤務可能）
応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。

車両整備が好きな方にピッタリ！
資格がなくても資格取得の

努力をしていただける方歓迎！

加古川交通株式会社
加古川市加古川町本町 26-1

☎079-422-3421　担当：大河原

機械加工業務

明石市 派

勤務地　明石市二見町南二見
仕　事　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、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！！

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

製造業務

たつの市 派

勤務地　たつの市御津町刈屋
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！！

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

営業

明石市 パ

求人サイトの営業です♬
ノルマなし・直行直帰 OK ！

先輩スタッフが丁寧に教えます！！

株式会社アペックス
明石市松の内２丁目 1番地８
☎0120-00-9218　採用担当迄

勤務地　明石市内
仕　事　求人サイト「EBER」の営業
資　格　普通自動車免許
　　　　※自家用車使用できる方優遇
　　　　未経験ＯＫ、経験者優遇
給　与　時給 1250円～
　　　　※最初の数日は先輩スタッフの同行有
時　間　9:00 ～ 18:00
　　　　（※週2日程度、3～4時間/日でＯＫ）
休　日　土・日・祝、ＧＷ、夏季・年末年始
待　遇　交通費支給（当社規定）
　　　　昇給有、インセンティブ制度有
応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。

https://eber.jp

シンプル求人サイト＜イーバー＞

整備業務・ロードサービス

加古川市 正

勤務地　加古川市野口町野口 89-2
仕　事　整備業務・ロードサービス及び
　　　　レッカーサービス等
資　格　2,3 級整備士免許あれば尚可
　　　　クレーン・玉掛け・中型免許所持者優遇
給　与　月給 16万円～ 40万円＋諸手当有
　　　　※試用期間３カ月有
　　　　☆年令・経験・能力により決定します
時　間　9:00～18:00
　　　　（夜間ロードサービス多少あり）
休　日　週休制
待　遇　昇給年１回、賞与年２回、各種社会保険完備
　　　　車通勤可、交通費支給、制服貸与、昼食付
　　　　シャワールーム新設
応　募　お電話の上、履歴書（写貼）を持参ください。

☆20 代・30 代スタッフ活躍中☆
業務多忙につき 3 名急募！！

タチバナ自動車株式会社
加古川市野口町野口 89-2

☎079-424-2251　採用担当迄

施設警備員

加古川市 アパ

勤務地　①各学校施設（加古川市内）
　　　　②各地区商業施設
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
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。

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

　0120-150-510　採用担当迄

受付・送迎バススタッフ

小野市 アパ

小野市王子町 806
☎0794-62-4875　採用担当迄

☆☆空き時間で働けます☆☆

送迎バススタッフ

お客様との会話が好きな方歓迎！

受付スタッフ

保険・有休等は労働条件により
異なります。共通待遇

最初は先輩の送迎バスの横に
乗る事からスタート！！

仕　事　生徒送迎バスの運転

資　格　普通自動車免許

給　与　時給 1050円

時　間　曜日・時間はご相談ください。
　　　　例）夜のみ、週末のみ勤務可！

休　日　シフト制

仕　事　教習所内の受付・事務作業をして頂きます。
　　　
資　格　簡単なパソコン操作ができる方

給　与　時給 900円

時　間　①09：00～17：00（日祝勤務可能な方）
　　　　②18：00～21：00（週3日～）
　　　　※希望に合わせて勤務時間を調整可

休　日　シフト制

先輩社員がしっかり
サポート致します！！

☆教習指導員も募集☆
※まずは働きたい条件を
ご提示下さい！

①電装部品の配送　②組立・検品

加古川市 アパ

勤務地　加古川市別府町別府 831-1
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
応　募　お電話の上、履歴書（写真貼付）を持参下さい。
　　　　HP：http://www.crown-shoji.co.jp/

☆☆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！

加古川市平岡町高畑 520-17
☎079-421-1300　採用担当迄

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。

クラウン商事株式会社

洋菓子販売スタッフ

加古川市 パ

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　加古川市加古川町友沢字野田 15-1 
　　　　プラスパァＦ1階
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
　　　　などを行っていただきます。
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
応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。

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！

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！

パティシエアシスタント

神戸市西区 アパ

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！☆☆

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。

「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。

勤務地　神戸市西区（ＪＲ大久保駅～バス 15 分）
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
応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。

★★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♫

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）
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‼
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

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。

　　　　　

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！

生花店舗スタッフ

加古川市 ア

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

勤務地　加古川市平岡町新在家(JR東加古川駅歩2分)
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‼
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

☆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。

＊　記念日やイベント等の　＊
＊　贈り物を作成します。＊

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 !

生花店舗スタッフ

加古川市 ア

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

介護スタッフ（サ高住）

播磨町 派

株式会社アペックス
明石市松の内 2-1-8

☎0120-110-660　採用担当迄

勤務地　播磨町（各事業所）
資　格　①介護福祉士
　　　　②介護福祉士、介護初任者・実務者研修
　　　　③⑤介護福祉士、社会福祉主事、
　　　　　社会福祉士、介護支援専門員
　　　　④無資格可、介護系資格者優遇
　　　　②③④⑤要普通免許 /ＡＴ限定可
　　　　☆資格取得者優遇（共通）
給　与　①時給 1400円
　　　　※処遇改善手当 3万 2000円別途
　　　　②時給 1200円
　　　　③時給 1200円
　　　　※他手当別途
　　　　（役職 2万円、技能 3万円、資格 1万 5000円）
　　　　④無資格：時給 1100円
　　　　　有資格：時給 1200円
　　　　⑤無資格：時給 1100円
　　　　　有資格：時給 1200円
時　間　8:30 ～ 17:30
　　　　※②④⑤時間相談ＯＫ！
休　日　①週休２日（シフト制）、年末年始
　　　　②土曜日・日曜日、年末年始
　　　　③④⑤日曜日（シフト制）、年末年始
待　遇　給食利用も可（1食 380 円）、制服貸与、
　　　　車通勤ＯＫ、駐車場完備、昇給賞与あり、
　　　　給与は記載以上！手当あります！
事　業　派遣・紹介業 /派 28-300162
応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。
　　　　面接はご自宅近くでＯＫです！

サービス付き高齢者向け住宅なので、訪問介護といってもすべて同じ施設。

当社派遣スタッフは全て無期雇用相談可！夜勤一切なし、残業はほぼなし！

★サービス付き高齢者向け住宅

　①訪問介護サービス提供責任者…介護業務全般、書類作成
　②訪問介護　介護職員　　　　…入居者や外部の生活援助、身体介護

★サービス付き高齢者向け住宅デイサービス

　③⑤通所介護　生活相談員　　…各相談業務及び介護業務全般
　④通所介護　介護職員　　　　…介護業務全般、送迎、食事介助、レクリエーション

仕　事　

資格を活かしながら
安定勤務で継続就業◎

☆移動無し☆
施設内でのお仕事のみで安心！

綺麗な施設です！！



面接に
  行こう!!
訪問先へ

お電話をする際は
「イーバーを見た !!」
と伝えるとスムーズ

です !!

2018 年度は労働法改正の影響で、

契約または雇用への対応が見直される時期です。

期間雇用などでお仕事されている方にとっては悩みどころです。

専門の担当者が、様々なケースに応じて、ご対応させて頂きます。

まずはお電話またはメールにてご相談下さい。

お仕事探しの方、転職をお考えの方は、

弊社相談窓口まで、お気軽にお問い合わせ下さい。

0120-110-660（平日10時～16時まで）

info@ap-ex.jp
株式会社アペックス 兵庫県明石市松の内2丁目1番地8 http://ap-ex.jp

①調理・盛付　②配達

姫路市 アパ

資　格　②普通自動車免許要（社用車あり）
休　日　シフト制
　　　　①②共に週 3日、1日 3.5h ～勤務OK！
待　遇　制服貸与、昇給随時、車・バイク通勤可、
　　　　扶養内勤務可、WワークOK！
事　業　お弁当の配達
応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。（9時～17時）

☆「ありがとう」が直接聞けるお仕事☆
女性の方活躍中！！未経験可！

ニコニコキッチン 姫路店
姫路市御立北 3-8-18

☎079-299-5520　採用担当迄

①調理・盛付

［仕事］簡単調理・盛付
［給与］時給850円～
［時間］5:30～9:30

②配達

［仕事］お弁当のルート配達
［給与］時給850円～
［時間］(a) 8:30～12:30
　　　  (b) 12:00～17:00

遊園地スタッフ

加東市 ア

勤務地　加東市黒谷 1216
仕　事　入口ゲート・売店での対応、遊具の運転
　　　　イベント運営、レストラン・屋台スタッフなど
資　格　高校生・大学生・主婦（夫）も大歓迎！
　　　　未経験・バイトデビューを応援します！
給　与　時給 930円 ※高校生は 900円
時　間　9:00～17:30
休　日　☆予定に合わせたシフトが組めます
待　遇　交通費規定内支給、制服貸与、車通勤可
　　　　☆通勤に便利な無料送迎バスあり☆
　　　　神戸北区・三田方面、西神・三木方面、他
応　募　まずはお電話またはメールにてご連絡の上
　　　　面接にお越しください。　※履歴書不要
　　　　Email : tojoko_saiyo@hgp.co.jp

♬東条湖おもちゃ王国 STAFF♬
レギュラーアルバイト大募集！

加東市黒谷 1206-127 東条湖リゾート
☎0795-47-2035　担当：アサノ・ヤマモト

ゴルフ場スタッフ

加東市 アパ

勤務地　加東市廻淵字北山 31-52
資　格　未経験者可！　年齢不問
給　与　時給 850円～　
休　日　シフト制　
待　遇　交通費規定支給、制服貸与、食事補助、
　　　　シフト申告制、マイカー通勤可、
　　　　社会保険加入可（規定有）　
応　募　まずはお電話かメールにてご連絡の上、
　　　　面接にお越しください。（履歴書不要）
　　　　【Email :】tojoko_saiyo@hgp.co.jp

☆安定勤務のお仕事！かけもち大歓迎☆
平日のみ・土日のみの勤務もOK！！

加東市黒谷 1206-127 東条湖リゾート
☎0795-47-2035　担当：ヤマモト

①レストランホール

②フロント

　スタート室
　（バッグ積込み）

  8：00～14：00
10：00～17：00など
  8：00～13：00
13：00～18：00など
  6：30～10：30
13：00～17：00など

1日4h～指定OK！
土日出勤できる方
優遇！

火・水・金・土・日の内
週1日～勤務OK！③

タクシー乗務員・運行管理者

神戸市西区 正

勤務地　神戸市西区白水2-16-16（神戸鉄工団地内北）
仕　事　タクシー乗務員
資　格　２種免許、要普通免許
　　　　（３年以上※養成いたします）
　　　　※支度金支給、教習期間手当支給
給　与　月給15万400円（一律乗務手当含む）+歩合給
　　　　月収20万円～38万円（売上による）
時　間　隔勤 8:00 ～翌 1:00（休憩3Ｈ）
　　　　日勤 8:00 ～ 17:00（休憩2Ｈ）
　　　　　　18:00～翌3:00（休憩2Ｈ）※勤務応相談
休　日　月 5～ 9日
待　遇　昇給年1回、賞与年2回、各種社会保険完備
　　　　制服貸与、車通勤可
　　　　入社時支度金制度有！増額中！
　　　　※養成費用会社負担
応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。

★運行管理者同時募集★
経験者優遇・委細面談・月30万以上

西神交通株式会社
神戸市西区白水2-16-16（神戸鉄工団地内北）

☎078-975-3030　採用担当迄

★支度金制度あり★サポート体制万全！

管理栄養士

明石市 正

勤務地　明石市林崎町 3-542-37
仕　事　特別養護老人ホームでの調理業務です。
資　格　管理栄養士
給　与　月給 17万 6000円～ 21万 7000円
　　　　※諸手当含む
　　　　※経験・能力による
　　　　　早出勤務 1000円／回
　　　　　遅出勤務 500円／回 
時　間　9：30～18：00（実働7.5時間）
休　日　月 8～ 9日
待　遇　賞与年2回、昇給年1回、各種社会保険有、
　　　　住宅手当、扶養手当、休日手当（1000円）、
　　　　制服貸与、交通費全額支給、有給休暇
応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。

栄養管理等のお仕事
☆実働7．5時間☆

早出、遅出、休日手当あり！

明石特別養護老人ホームラガール
明石市林崎町 3-542-37

☎078-923-9230　担当：北村

介護スタッフ

明石市 パ正

勤務地　明石市林崎町 3-542-37
仕　事　特別養護老人ホームでの介護業務です。
資　格　無資格・未経験OK！！
給　与　①月給 21万 9000円～ 26万 8200円
　　　　　※夜勤手当有…8200円／回
　　　　②時給 1100円～☆寸志年２回あり
時　間　①基本7：30～19：30の間（実働7.5時間）
　　　　　※早出・遅出・夜勤有
　　　　②時間・休日相談OK!!
休　日　①月 8～ 9日　②シフト制
待　遇　①賞与年 2回、住宅手当、扶養手当
　　　　①②昇給年 1回、休日手当、制服貸与、
　　　　各種社会保険有、交通費全額支給、有給休暇
応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。

実働 7.5 時間！
経験・年齢問いません！

☆ブランクある方も歓迎です☆

明石特別養護老人ホームラガール
明石市林崎町 3-542-37

☎078-923-9230　担当：北村

レジ・接客・販売

明石市

勤務地　明石市和坂稲荷町 57
仕　事　作業服、作業用品の販売をして頂きます。
資　格　未経験者可
給　与　①時給（一般）950円※研修3ヶ月時給900円
　　　　②時給（一般）900円　時給（高校生）870円
　　　　※研修期間3ヶ月は時給850円
時　間　①06：00～09：00　②17：00～21：00
　　　　週2日～OK！　土・日・祝日入れる方歓迎　
休　日　シフト制 　①は日・祝日休み
待　遇　交通費規定支給、車通勤可、
　　　　★扶養内勤務OK！①のみ保険加入OK！
　　　　※正社員登用あり
応　募　電話連絡の上、履歴書（写真貼付）を
　　　　ご持参下さい。

専門知識がなくても大丈夫！
丁寧に 1 つ 1 つ指導いたします！

☆家庭・学業との両立も可☆

1番星  明石店
明石市和坂稲荷町 57

☎078-923-1111　採用担当迄

アパ

産業機械の組立作業

神戸市内 正

株式会社アペックス
明石市松の内 2-1-8

☎0120-110-660　採用担当迄

勤務地　神戸市内大手重工業新設部署

仕　事　大手重工業製造の産業機械の組立
　　　　※ステンレス製の機械です。
　　　　最初から最後の完成まで見届けられる
　　　　仕事です。

給　与　月給 25万円～

時　間　8:00～17:00（休憩60分/実働8h）

休　日　土・日・祝日、ＧＷ、夏季、
　　　　年末年始、有休休暇他

転職！！現在お仕事されている方必見！！待遇バッチリの正社員です！！
研修も充実で安心してスタートできます♪

☆☆新設部署で今年 8 月始動☆☆
一般職・管理職・派遣など適性考慮・希望相談可！！

まずはお電話またはメールでご連絡ください。
担当者からご連絡させて頂きます。
電話：0120-110-660（受付時間：平日 10 時～ 16 時）
メール：info@ap-ex.jp
（メールの方はお名前・連絡先を記入しお送り下さい。）
★現在お仕事中の方は、
面接場所・時間をご都合に合わせますので、
担当者と打ち合わせ下さい。

長期歓迎 未経験者
OK！

資　格

高卒以上、要クレーン・玉掛け免許
※無資格者は、弊社にて取得できます。

待　遇

寮完備、交通費規定支給、他手当、制服貸与
社保完備、賞与あり、住宅サポート完備
採用前のオリエンテーション開催

★本年度中の入職後研修あり（2ヶ月）
★適性により派遣雇用の場合あり

先行入職予約受付開始！！

事　業　人材サービス業

応　募　

ホール・キッチンスタッフ

明石市 アパ

麺屋　ひなの
明石市松の内 2-3-11-101　
☎078-926-0175　採用担当迄

★★明るくて元気な方★★
笑顔が素敵な方、大歓迎！！

清潔感のあるおしゃれな店内で
一緒に働きませんか♬

勤務地　明石市松の内 2-3-11-101
仕　事　接客やキッチンでのお仕事をお願いします
資　格　未経験者ＯＫ
給　与　時給 900円～
　　　　（※頑張り次第ですぐに時給アップ！）
時　間　①11:00 ～ 14:00（3ｈ）/月～金
　　　　②21:00 ～翌 3:00（6ｈ）/月～土
　　　　（※週 1日～ /1 日 3ｈ～ＯＫ）
休　日　シフト制
待　遇　昇給有、社員登用有、賄い付き、制服貸与
　　　　ＷワークＯＫ、車通勤不可、高校生不可
応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。

オープンしてからもうすぐ 1年
店内はまだまだ新しくて綺麗なお店です。
スタッフもみんな仲良く、楽しく、そして
たまには厳しく頑張っています！！
そんな『麺屋ひなの』で働きませんか？

嬉しい
賄い付き‼

時給アップ

社員登用有

ＷワークOK

賄い付き

レギュラー歓迎 主婦（夫）さん歓迎

食品製造

稲美町 アパ

★土日祝完全お休みで残業無し★
主婦（夫）大活躍中！！

風通しの良い明るい職場です♬
未経験者大歓迎！

簡単な作業だから初めてでも大丈夫！

六甲バター株式会社
加古郡稲美町国岡 260-1

☎079-492-0306　担当：藤田

勤務地　【六甲バター株式会社稲美工場】
　　　　加古郡稲美町国岡 260-1
仕　事　業務用チーズの包装、検品作業。
　　　　品種には、小さなサイコロ状・短冊状
　　　　のものがあり、袋詰めと計量作業等を
　　　　お願い致します。※試用期間 1ヶ月有り
資　格　☆未経験者大歓迎！！
給　与　時給 900円～ 1500円
時　間　8:40 ～ 17:10（休憩 60 分）
休　日　土・日・祝日
待　遇　交通費全額支給、制服貸与、車通勤ＯＫ
　　　　各種社会保険（社会保険・雇用保険など）完備！
　　　　皆勤手当有り、食堂完備、夏・冬ボーナス支給
　　　　☆長期休暇、慶弔休暇、育児・介護・看護休暇、
　　　　女性の日休暇有り
応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。

アピールポイント
・長期安定♪大手企業でのお仕事
・約7時間半の勤務。プライベートも充実！
・老若男女問わず幅広い年齢層の方が多く活躍中！
・みんな明るく、元気・活気のある職場です。
・食品工場での製造業務が未経験の方もＯＫ！
・食堂は、ビタミン豊富で健康に良く大人気のメニュー！
・大人気の社内販売あります♬

業務増加により人員補強！
入社日が同じパートさんが
たくさんいるので安心♪
パート社員として活躍して
いただける方大歓迎！！

プール・遊園地スタッフ

加東市 ア

加東市黒谷 1206-127　東条湖リゾート
☎0795-47-2035　担当：アサノ・ヤマモト

★★夏の短期アルバイト大募集★★
〇初心者・未経験者、積極採用！
〇アルバイトデビューも歓迎！
〇勤務日程・時間も応相談！

勤務地　加東市黒谷 1216
給　与　時給 930円（高校生 900円）
時　間　9:00 ～ 18:00
　　　　※曜日・時間帯は相談に応じます
待　遇　制服貸与、交通費支給（当社規定）
　　　　マイカー通勤可、施設割引利用可　

遊園地スタッフ
©おもちゃ王国 CO.,LTD.

プール監視員

プール内の安全確認・清掃・イベント補助

遊具・ゲート・売店・レストラン等での接客

応　募　まずはメールまたはお電話にてご予約の上、
　　　　右記のご都合の良い会場にお越し下さい。

http://www.omochaoukoku.com
★送迎バス有り★
西神中央駅、神鉄緑ヶ丘駅、神鉄小野駅、JR西脇市駅
☆岡場・三田方面、加東市方面からの送迎もあります!

＜面接説明会＞※下記日程で不都合な方はご相談下さい。

6/30（土）・7/1（日）・7（土）・8（日）・14（土）・15（日）
10︓00～　三田キッピーモール 6F
11︓30～　ホテルグリーンプラザ東条湖
☆履歴書不要！ 6月中の面接も随時受付中です !!

【Email】 tojoko_saiyo@hgp.co.jp

お客様は小さなお子様連れがメイン☆東条湖おもちゃ王国のオフィシャルホテルです♪
未経験、住み込み勤務、送迎バス･車通勤大歓迎！！平日のみ・週末のみの勤務もOK！

ホテルスタッフ

加東市 アパ

加東市黒谷 1206-127 東条湖リゾート
☎0795-47-2035　担当：ヤマモト

勤務地　兵庫県加東市廻渕 317
資　格　未経験・学生・フリーター・シニア世代大歓迎！
　　　　Ｗワーク・ブランクのある方も歓迎！
　　　　友達同士の応募もOKです！
休　日　シフト制　☆勤務日程は申告制
待　遇　交通費規定支給、制服貸与、食事補助、
　　　　マイカー通勤可、無料送迎バス利用可、
　　　　入寮可（3食付）、シフト申告制
　　　　グループ施設優待利用可
応　募　まずはお電話かメールにてご連絡の上、
　　　　ご都合の良い日に面接にお越し下さい。
　　　　※当日面接可　※履歴書不要

③大浴場清掃

④洗い場

⑤キッチン

時給 870円～

10：00 ～ 16：00
17：00 ～ 21：00

裏方のお仕事 ☆Wワーク大歓迎！

①客室清掃

②館内清掃

  7：30 ～ 12：00
18：00 ～ 23：00

時給 870円
（高校生 850円）

時給 900円
（高校生 850円）

10：00 ～ 14：30

接客のお仕事 ☆未経験でも大丈夫！

⑥客前調理

⑦レストランホール

時給 1000円

  9：00 ～ 15：00

19：00 ～ 22：00

※①は[JR新三田駅] [兵庫教育大前]より、
　⑤⑦は[JR新三田駅]より無料送迎あり！
※①⑤⑦は高校生OK!　
※職種・時間を組み合せての住み込み勤務も大歓迎！

時給 870円

時給 870円

  8：00 ～ 11：00
16：30 ～ 21：30

時給 900円
（高校生 900円）

17：00 ～ 21：00

勤務地　加東市黒谷 1216
資　格　学歴・経験不問！
給　与　月給 19万 5000円～ 25万 2000円
　　　　※年齢・能力・経験による
　　　　※試用期間中（３ヶ月）は時給 930円～
時　間　8:30 ～ 19:00 の間でシフト制
　　　　※季節により勤務時間の変動あり
休　日　年間休日 105 日 
　　　　※月7～10日（シフト制）
　　　　☆土日休みの調整や連休取得も可
　　　　☆施設点検での休園による大型連休あり

待　遇　昇給年1回、賞与年2回、交通費規定内支給
　　　　家族・役職手当有、退職金制度有（勤続3年
　　　　以上）、車通勤可、制服貸与、食事補助
　　　　独身寮完備（駐車場無料）、グループ施設
　　　　優待利用制度有
応　募　まずは、お電話またはメールにてご連絡
　　　　下さい。
　　　　Email : tojoko_saiyo@hgp.co.jp

☆大人気テーマパーク『東条湖おもちゃ王国』☆正社員大募集！！
★★こども達の『楽しい！』をプロデュースするお仕事です！★★

お仕事内容はテーマパーク運営業務♬
○アトラクション運営…遊具の運転・管理業務
○レストラン運営       …レストランや売店での簡単な調理・接客、
                                                   食材の在庫管理・発注業務、メニューの発案
○事務・ゲート　　　…電話応対、備品管理、売上集計、営業日報作成
○販売スタッフ　　  …おもちゃ・キャラクターグッズなどの販売、商品発注、在庫管理
○イベント企画・運営…当園企画・主催のイベント運営

©おもちゃ王国 CO.,LTD.

遊園地スタッフ

加東市 正

加東市黒谷 1206-127 東条湖リゾート
☎0795-47-2035　担当：アサノ・ヤマモト

キッチン・ホールスタッフ

明石市 アパ

明石市魚住町清水 151-4
☎078-965-8806　採用担当迄

宅配弁当館

弁当 焼鳥 オートブル

☆当店おすすめ☆

「ひのきスペシャル」勤務地　明石市魚住町清水 151-4
　　　　JR「魚住駅」から徒歩 10 分
仕　事　①お弁当のおかずの盛付
　　　　②家庭料理の延長で出来る業務
　　　　③お店が用意した軽四（AT車）での配達
資　格　高校生可、未経験者OK！
休　日　週 2日～OK！　土・日・祝歓迎
待　遇　制服貸与、バイク・自転車通勤OK！
応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。
　　　　HP：http://www.takuhaibento-hinoki.com/

賑やかでアットホームな職場です！
10 代～ 60 代幅広い世代活躍中

服装・髪型・ピアス基本的に自由！

①盛付

②調理

③配達ドライバー（軽四） 時給 900円～

時給 845円～
08：00 ～ 13：00

または
17：00 ～ 20：30

17：00 ～ 21：00

※上記の時間内での勤務時間相談可能！
※交通費規定支給

受付・送迎バススタッフ

小野市 アパ

小野市王子町 806
☎0794-62-4875　採用担当迄

☆☆空き時間で働けます☆☆

送迎バススタッフ

お客様との会話が好きな方歓迎！

受付スタッフ

保険・有休等は労働条件により
異なります。共通待遇

最初は先輩の送迎バスの横に
乗る事からスタート！！

仕　事　生徒送迎バスの運転

資　格　普通自動車免許

給　与　時給 1050円

時　間　曜日・時間はご相談ください。
　　　　例）夜のみ、週末のみ勤務可！

休　日　シフト制

仕　事　教習所内の受付・事務作業をして頂きます。
　　　
資　格　簡単なパソコン操作ができる方

給　与　時給 900円

時　間　①09：00～17：00（日祝勤務可能な方）
　　　　②18：00～21：00（週3日～）
　　　　※希望に合わせて勤務時間を調整可

休　日　シフト制

先輩社員がしっかり
サポート致します！！

☆教習指導員も募集☆
※まずは働きたい条件を
ご提示下さい！

洋菓子販売スタッフ

加古川市 パ

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　加古川市加古川町友沢字野田 15-1 
　　　　プラスパァＦ1階
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
　　　　などを行っていただきます。
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
応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。

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！

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！

パティシエアシスタント

神戸市西区 アパ

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！☆☆

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。

「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。

勤務地　神戸市西区（ＪＲ大久保駅～バス 15 分）
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
応　募　まずは、お気軽にお電話下さい。

★★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♫


