
日給
(1) 9時00分～18時00分

TEL 079-496-5666 (従業員数 8人 )
正社員 28060-13729211

月給 変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時15分

TEL 079-423-2655 (従業員数 41人 )
正社員 28060-13733911 兵庫県加古郡稲美町 厚生年金基金

日給
(1)21時00分～ 6時00分

TEL 079-495-2897 (従業員数100人 )
正社員以外 28060-13703811

月給
(1) 8時00分～17時00分

TEL 079-495-2033 (従業員数 15人 )
正社員 28060-13646111

月給
(1) 8時00分～17時00分

TEL 079-495-2033 (従業員数 15人 )
正社員 28060-13647711

月給
(1) 8時00分～17時00分

TEL 079-495-2033 (従業員数 15人 )
正社員 28060-13648811

日給
(1) 8時30分～17時30分

TEL 079-496-5400 (従業員数 10人 )
正社員 28060-13654111

日給月給
(1) 8時00分～17時00分

TEL 079-495-1211 (従業員数600人 )
正社員以外 28060-13673211

日給月給
(1) 8時00分～17時00分

TEL 079-495-1211 (従業員数600人 )
正社員以外 28060-13674511

日給月給
(1) 8時00分～17時00分

TEL 079-495-1211 (従業員数600人 )
正社員以外 28060-13675411

日給月給
(1) 8時00分～17時00分

TEL 079-495-1211 (従業員数600人 )
正社員以外 28060-13676011

日給月給
(1) 8時00分～17時00分

TEL 079-495-1211 (従業員数600人 )
正社員以外 28060-13677311

月給
(1) 9時00分～18時00分
(2) 9時00分～16時00分

TEL 079-492-8783 (従業員数 1人 )
正社員 28060-13644611

月給
(1) 8時30分～17時30分

TEL 079-492-5861 (従業員数 15人 )
正社員 28060-13593211

日給月給
(1) 9時00分～18時00分
(2) 7時30分～16時30分

TEL 079-496-6610 (従業員数165人 )
正社員 28060-13554011

月給 交替制あり
(1) 8時30分～17時30分
(2)19時20分～ 4時20分

TEL 079-492-6565 (従業員数 19人 )
正社員 28060-13560511

月給 交替制あり
(1) 8時30分～17時30分
(2)19時20分～ 4時20分

TEL 079-492-6565 (従業員数 19人 )
正社員 28060-13568811

加入保険等

ＮＣ機械の操作・溶
接・組立 不問

有限会社ファルコム 兵庫県加古郡稲美町加古１００４－
６０

雇用・労
災・健康・
厚生147,840円～

300,300円雇用期間の定めなし 年齢不問

職種 年齢・指針 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

段ボール製造マシンオ
ペレーター【急募】 39歳以下

関西パック株式会社 加古郡稲美町中一色７８０ 雇用・労
災・健康・
厚生173,000円～

173,000円雇用期間の定めなし 省令３号
のイ

パン製品の配送業務
（要中型） 59歳以下

東光サービス株式会
社　土山営業所

兵庫県加古郡稲美町岡字川向２６１
６－３

雇用・労
災・健康・
厚生220,000円～

220,000円雇用期間の定めなし 省令１号

営業スタッフ
不問

株式会社　ウッドプ
ラザなかた

加古郡稲美町六分一１３９２－１２ 雇用・労
災・健康・
厚生165,000円～

250,000円雇用期間の定めなし 年齢不問

工場スタッフ（木材
加工） 不問

株式会社　ウッドプ
ラザなかた

加古郡稲美町六分一１３９２－１２ 雇用・労
災・健康・
厚生165,000円～

250,000円雇用期間の定めなし 年齢不問

配送スタッフ
不問

株式会社　ウッドプ
ラザなかた

加古郡稲美町六分一１３９２－１２ 雇用・労
災・健康・
厚生165,000円～

250,000円雇用期間の定めなし 年齢不問

【若】製缶・板金工
不問

株式会社　ヨシオカ 加古郡稲美町加古１００４－５９ 雇用・労
災・健康・
厚生207,000円～

345,000円雇用期間の定めなし 年齢不問

薄板溶接職（半自動
溶接）（契約社員） 不問

株式会社　ＫＣＭ 加古郡稲美町岡２６８０番地 雇用・労
災・健康・
厚生200,000円～

300,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

年齢不問

ＮＣ機械加工職
（契約社員） 不問

株式会社　ＫＣＭ 加古郡稲美町岡２６８０番地 雇用・労
災・健康・
厚生170,000円～

250,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

年齢不問

車両組立職
（契約社員） 不問

株式会社　ＫＣＭ 加古郡稲美町岡２６８０番地 雇用・労
災・健康・
厚生170,000円～

250,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

年齢不問

厚板溶接職（半自動
溶接）（契約社員） 不問

株式会社　ＫＣＭ 加古郡稲美町岡２６８０番地 雇用・労
災・健康・
厚生200,000円～

300,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

年齢不問

鋼材溶断職
（契約社員） 不問

株式会社　ＫＣＭ 加古郡稲美町岡２６８０番地 雇用・労
災・健康・
厚生170,000円～

250,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

年齢不問

【若】販売
不問

フラワーショップ
ふくこうえん

兵庫県加古郡稲美町国安３６０ 雇用・労災

130,000円～
170,000円雇用期間の定めなし 年齢不問

営業兼作業補助
不問

株式会社武田商会 加古郡稲美町国安高佐１２９２－６
９

雇用・労
災・健康・
厚生155,000円～

280,000円雇用期間の定めなし 年齢不問

社内ＳＥ
不問

株式会社　神戸物産 兵庫県加古郡稲美町中一色８７６番
地１

雇用・労
災・健康・
厚生190,000円～

280,000円雇用期間の定めなし 年齢不問

開先工
不問

上野鋼業　株式会社 加古郡稲美町加古１００７－２１ 雇用・労
災・健康・
厚生195,000円～

275,000円雇用期間の定めなし 年齢不問

溶断・切断工
不問

上野鋼業　株式会社 加古郡稲美町加古１００７－２１ 雇用・労
災・健康・
厚生195,000円～

275,000円雇用期間の定めなし 年齢不問

℡ 079-421-8609 

ハローワーク加古川

（加古川公共職業安定所）◎ 詳しい内容を知りたい方、応募を希望される方はハローワークの職業相談窓口へお問い合わせください。 

◎ 応募にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ 正社員及び正社員以外の求人も掲載しています。 



加入保険等職種 年齢・指針 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

℡ 079-421-8609 

ハローワーク加古川

（加古川公共職業安定所）◎ 詳しい内容を知りたい方、応募を希望される方はハローワークの職業相談窓口へお問い合わせください。 

◎ 応募にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ 正社員及び正社員以外の求人も掲載しています。 

日給月給
(1)10時00分～14時00分
(2)17時00分～21時00分

TEL 079-492-0600 (従業員数 10人 )
正社員 28060-13577211

日給月給
(1)10時00分～14時00分
(2)17時00分～21時00分

TEL 079-492-0600 (従業員数 10人 )
正社員 28060-13581911

月給
(1) 8時30分～17時30分

TEL 079-492-5861 (従業員数 15人 )
正社員 28060-13517111

時給 変形（１年単位）
(1) 9時00分～17時00分

TEL 079-492-1133 (従業員数 15人 )
正社員 28060-13501811

月給
(1) 9時00分～18時00分
(2) 9時30分～18時30分

TEL 079-495-2343 (従業員数 22人 )
正社員以外 28060-13463811

調理師
不問

有限会社　聖　［ス
テーキハウス聖］

兵庫県加古郡稲美町六分一　１１７
７－９６

雇用・労
災・健康・
厚生180,000円～

220,000円雇用期間の定めなし 年齢不問

店舗スタッフ
不問

有限会社　聖　［ス
テーキハウス聖］

兵庫県加古郡稲美町六分一　１１７
７－９６

雇用・労
災・健康・
厚生180,000円～

220,000円雇用期間の定めなし 年齢不問

トラックボディ組立
不問

株式会社武田商会 加古郡稲美町国安高佐１２９２－６
９

雇用・労
災・健康・
厚生155,000円～

280,000円雇用期間の定めなし 年齢不問

事務員
59歳以下

株式会社中貨物 兵庫県加古郡稲美町国安字新開１２
７３番地の１

雇用・労
災・健康・
厚生129,600円～

155,520円雇用期間の定めなし 省令１号

保育士
不問

社会福祉法人母里福
祉会　毋里保育園

加古郡稲美町野寺９５‐５ 雇用・労
災・健康・
厚生135,000円～

145,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

年齢不問



普通自動車免許一種

普通自動車免許一種

普通自動車免許一種

普通自動車免許一種
建築士（２級）

普通自動車免許一種
フォークリフト技能者
小型移動式クレーン

＊応募締切１２月５日

＊応募締切１２月５日

＊応募締切１２月５日

＊応募締切１２月５日

＊応募締切１２月５日

普通自動車免許ＡＴ
普通自動車免許一種

普通自動車免許一種

普通自動車免許ＡＴ

溶接作業技能者

床上操作式クレーン
玉掛技能者
クレーン限定運転士

必要な免許資格

8609 

加古川 

公共職業安定所） 



必要な免許資格

8609 

加古川 

公共職業安定所） 

調理師

普通自動車免許ＡＴ

普通自動車免許一種

保育士


