
京都調理師専門学校・京都製菓製パン技術専門学校　就職部
〒616-8083　京都府京都市右京区太秦安井西沢町4番5

Tel 075-822-0090（直通） Fax 075-822-0099（直通）
■会社(店舗)概要

会社名

 カナ

代表者

店舗名

 カナ

従業員数
（アルバイト含む）

 〒　　　　　　-

 TEL FAX

URL

備考

▼募集内容① ▼募集内容② ▼募集内容③
◌調理(和食) ◌調理(仏料理) ◌調理(伊料理)

◌和菓子製造 ●洋菓子製造  ◌パン製造

◌接客 ◌販売 ◌その他(　　 　　　 　　 )

勤務先
（配属店舗）

■就労・雇用条件 ▼２年制学科 ▼１年制学科・夜間部

基 本 給 通勤手当

(　　　　　)手当 住居・社員寮

(　　　　　)手当 賞与

(　　　　　)手当 試用期間

計

例）雇用形態、最寄り駅、交通機関、その他の手当など

休日・休暇

■応募・選考

選考日

選考会場

応募受付

応募方法

■採用担当者

採用担当

 部課（役職）

 フリガナ
 氏　　名

採用担当の
連絡先

求人票〈新卒〉≪記入例≫

 フリガナ
 氏　　名

 男　　　　　 　人
 女　　　　　　 人　 計　　　　　 　　 人

会社所在地

事業内容

 　職務内容
※該当する◌を

塗りつぶしてください

　　（例）●

◌調理(和食) ●調理(仏料理) ◌調理(伊料理) ◌調理(和食) ◌調理(仏料理) ◌調理(伊料理)

◌和菓子製造 ◌洋菓子製造  ◌パン製造 ◌和菓子製造 ◌洋菓子製造  ◌パン製造

◌接客 ◌販売 ◌その他(　　 　　　 　　 ) ●接客 ◌販売 ◌その他(　　 　　　 　　 )

なし　　・　　あり（    　 　　　ヶ月）

募集人数と
求人対象校

 京都調理師専門学校　　　　　　　　　 　　名  京都調理師専門学校　　　　　　　　　　　　名  京都調理師専門学校　　　　　　　　　　　　名

 京都製菓製パン技術専門学校　　　　　　 　名  京都製菓製パン技術専門学校　　　　　　　　名  京都製菓製パン技術専門学校　　　　　　　　名

加入保険

雇用保険 ・ 労災保険 ・ 健康保険 ・ 厚生年金保険

勤務時間
 パターン①(　　　　　：　　　　　～　　　　　：　　　　　)
 パターン②(　　　　　：　　　　　～　　　　　：　　　　　)

その他(　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　)

〔実働    　　　　　時間〕〔休憩  　　　　　　　　時間〕

備考
例）定休日、長期休暇 など

〔月  　　　　　　日休み〕〔年間休日数　　　 　　　 日〕

給与

例）通勤手当なし、全額支給、定額月８千円支給 など

例）寮費月１万円、住み込み など

随時実施　・ 選考実施日〔20　　 　年　　　 　月　 　　　日〕

応募書類

履歴書　・　成績証明書　・　卒業見込証明書

その他(　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　)

※１ 給与
[給与]÷[ひと月の平均所定労働時間]をすると【時間額】が出ます。
その金額が最低賃金額以上であるかご確認ください。最低賃金額は都道府県により異なります。

＜求人票ご提出に際して＞
・提出の際には、必ずお手元に求人票の控えをお持ちください。
・求人申込みはＷeb申込みが便利です。（掲示が早い・郵送提出不要）
・用紙で申込みの場合は、【郵便】でご提出ください。
　ＦＡＸの場合、文字つぶれや印刷線により、読めないことが多くあります。

 その他の選考：(　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　)

随時　・ 締切〔20　　　　年　　　　 月　　　　 日〕

備考

例）説明会（日時・申込締切・申込方法）など

例）電話、メール、就職ナビから応募

 電　話　(　　　　　　　　-　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　)

 メール　(　　　　　　　　　　　　＠　　　　　　　　　　　　　　　)

選考方法

 面接：  個人面接　・　集団面接　・その他(　　 　　　　　　 )

書類提出先
住所

 
 〒　　　　　　　　-

 筆記：　なし ・　一般常識　・その他(　　　 　　　　　　 　 )

616 8083

075-822-0099075-822-0090

株式会社たいわ

京都市右京区太秦安井⻄沢町４番５

カブシキガイシャタイワ

https://www.kyoto-chorishi.ac.jp/saiyo/

50
大和 太郎

レストラン事業（フランス料理
『taiwa』２店、『割烹たいわ』）、
ブライダル事業

タイワ タロウ

50 100tiawa
タイワ

本店（京都市北区）
祇園店（京都市東山区）

2
1

2

本店（京都市北区）
本店（京都市北区）
祇園店（京都市東山区）

165,000

10,000

10,000

職能

住宅

185,000

165,000

10,000

10,000

185,000

寮費月１万円。その場合住宅手当なし

全額支給 ただし、上限月２万円

年２回 計３ヶ月分

３

9 00 19 00
12 00 22 00

8

8 112
火曜定休 夏季休暇７日・冬季休暇７日他

・契約社員
・祇園店京阪祇園四条駅 徒歩5分

会社指定のエントリーシート
616 8083

京都市右京区太秦安井⻄沢町４番５
株式会社たいわ 本部事務所
人事部 田中花子

【説明会】20xx年7月5日 11:00-14:00
7月1日までに電話でお申込みください。当
日は選考スケジュールについてお話します。

ご応募いただいた後、メールでご連絡します。

SPI、作文

適性検査

電話（090-XXXX-XXXX 人事部田中）

2

13:00-16:00の間にご連絡ください。

人事部マネージャー

田中花子
タナカ ハナコ

075 822 0090
annex taiwa.ac.jp

https://www.taiwa.ac.jp/contact/saiyo/offer/

パソコンの方は、大和学園ホームページトップ

「採用ご担当者の方」より各サイトへお進みください。

Ｗｅｂ申込みページのご案内

会社所在地には、本部となる住所を

ご記入ください。

職務内容は該当する を塗りつぶしてください。

給与について、※１ をご確認ください。

雇用保険・労災保険は加入必須です。

加入保険に関心を持つ学生が増加しています。

随時実施される場合は、授業時間外での

実施をお願いしております。

説明会や見学会について記載いただく

場合、開催日時・申込締切・申込方法を

ご記入ください。

採用連絡窓口をご記入ください。学生が連絡をさせていただきます。

◌

雇用形態が正社員以外の場合は備考欄にご記入ください。

https://www.kyoto-chorishi.ac.jp/saiyo/
https://www.taiwa.ac.jp/contact/saiyo/offer/


京都調理師専門学校・京都製菓製パン技術専門学校　就職部
〒616-8083　京都府京都市右京区太秦安井西沢町4番5

Tel 075-822-0090（直通） Fax 075-822-0099（直通）
■会社(店舗)概要

会社名

 カナ

代表者

店舗名

 カナ

従業員数
（アルバイト含む）

 〒　　　　　　-

 TEL FAX

URL

備考

▼募集内容① ▼募集内容② ▼募集内容③
◌洋食・和食兼務   ◌洋食   ◌和食   ◌中華

◌製菓・製パン兼務    ●製菓   ◌製パン

◌調理・製菓兼務   ◌その他(　　　　 　　 )

勤務先
（配属店舗）

■就労・雇用条件 ▼２年制学科 ▼１年制学科・夜間部

基 本 給 通勤手当

(　　　　　)手当 住居・社員寮

(　　　　　)手当 賞与

(　　　　　)手当 試用期間

計

例）雇用形態、最寄り駅、交通機関、その他の手当など

休日・休暇

■応募・選考

選考日

選考会場

応募受付

応募方法

■採用担当者

採用担当

 部課（役職）

 フリガナ
 氏　　名

採用担当の
連絡先

求人票〈新卒〉

 フリガナ
 氏　　名

 男　　　　　 　人
 女　　　　　　 人　 計　　　　　 　　 人

会社所在地

事業内容

 　職務内容
※該当する◌を１つ

塗りつぶしてください

　　（例）●

◌洋食・和食兼務   ◌洋食   ◌和食   ◌中華 ◌洋食・和食兼務   ●洋食   ◌和食   ◌中華

◌製菓・製パン兼務    ◌製菓   ◌製パン ◌製菓・製パン兼務    ◌製菓   ◌製パン

●調理・製菓兼務   ◌その他(　　　　 　　 ) ◌調理・製菓兼務   ◌その他(　　　　 　　 )

なし　　・　　あり（    　 　　　ヶ月）

募集人数と
求人対象校

 京都調理師専門学校　　　　　　　　　 　　名  京都調理師専門学校　　　　　　　　　　　　名  京都調理師専門学校　　　　　　　　　　　　名

 京都製菓製パン技術専門学校　　　　　　 　名  京都製菓製パン技術専門学校　　　　　　　　名  京都製菓製パン技術専門学校　　　　　　　　名

加入保険

雇用保険 ・ 労災保険 ・ 健康保険 ・ 厚生年金保険

勤務時間
 パターン①(　　　　　：　　　　　～　　　　　：　　　　　)
 パターン②(　　　　　：　　　　　～　　　　　：　　　　　)

その他(　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　)

〔実働    　　　　　時間〕〔休憩  　　　　　　　　時間〕

備考
例）定休日、長期休暇 など

〔月  　　　　　　日休み〕〔年間休日数　　　 　　　 日〕

給与

例）通勤手当なし、全額支給、定額月８千円支給 など

例）寮費月１万円、住み込み など

随時実施　・ 選考実施日〔20　　 　年　　　 　月　 　　　日〕

応募書類

履歴書　・　成績証明書　・　卒業見込証明書

その他(　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　)

※１ 給与
[給与]÷[ひと月の平均所定労働時間]をすると【時間額】が出ます。
その金額が最低賃金額以上であるかご確認ください。最低賃金額は都道府県により異なります。

＜求人票ご提出に際して＞
・提出の際には、必ずお手元に求人票の控えをお持ちください。
・求人申込みはＷeb申込みが便利です。（掲示が早い・郵送提出不要）
・用紙で申込みの場合は、【郵便】でご提出ください。
　ＦＡＸの場合、文字つぶれや印刷線により、読めないことが多くあります。

 その他の選考：(　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　)

随時　・ 締切〔20　　　　年　　　　 月　　　　 日〕

備考

例）説明会（日時・申込締切・申込方法）など

例）電話、メール、就職ナビから応募

 電　話　(　　　　　　　　-　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　)

 メール　(　　　　　　　　　　　　＠　　　　　　　　　　　　　　　)

選考方法

 面接：  個人面接　・　集団面接　・その他(　　 　　　　　　 )

書類提出先
住所

 
 〒　　　　　　　　-

 筆記：　なし ・　一般常識　・その他(　　　 　　　　　　 　 )

616 8083

075-822-0099075-822-0090

株式会社たいわ

京都市右京区太秦安井⻄沢町４番５

カブシキガイシャタイワ

https://www.kyoto-chorishi.ac.jp/saiyo/

50
大和 太郎

ホテル事業（taiwaホテル、旅館た
いわ）、ブライダル事業

タイワ タロウ

50 100taiwaホテル
タイワ

祇園店（京都市東山区）

2
1

2

本店（京都市北区） 本店（京都市北区）

165,000

10,000

10,000

職能

住宅

185,000

165,000

10,000

10,000

185,000

寮費月１万円。その場合住宅手当なし

全額支給 ただし、上限月２万円

年２回 計３ヶ月分

３

9 00 19 00
12 00 22 00

8

8 112
火曜定休 夏季休暇７日・冬季休暇７日他

・契約社員
・祇園店京阪祇園四条駅 徒歩5分

会社指定のエントリーシート
616 8083

京都市右京区太秦安井⻄沢町４番５
株式会社たいわ 本部事務所
人事部 田中花子

【説明会】20xx年7月5日 11:00-14:00
7月1日までに電話でお申込みください。当
日は選考スケジュールについてお話します。

ご応募いただいた後、メールでご連絡します。

SPI、作文

適性検査

電話（090-XXXX-XXXX 人事部田中）

2

13:00-16:00の間にご連絡ください。

人事部マネージャー

田中花子
タナカ ハナコ

075 822 0090
annex taiwa.ac.jp

https://www.taiwa.ac.jp/contact/saiyo/offer/

パソコンの方は、大和学園ホームページトップ

「採用ご担当者の方」より各サイトへお進みください。

Ｗｅｂ申込みページのご案内

会社所在地には、本部となる住所を

ご記入ください。

職務内容は該当する を 1つだけ 塗りつぶしてください。

給与について、※１ をご確認ください。

雇用保険・労災保険は加入必須です。

加入保険に関心を持つ学生が増加しています。

随時実施される場合は、授業時間外での

実施をお願いしております。

説明会や見学会について記載いただく

場合、開催日時・申込締切・申込方法を

ご記入ください。

採用連絡窓口をご記入ください。学生が連絡をさせていただきます。

ホテル・ブライダル
≪記入例≫

◌

2

雇用形態が正社員以外の場合は備考欄にご記入ください。

https://www.kyoto-chorishi.ac.jp/saiyo/
https://www.taiwa.ac.jp/contact/saiyo/offer/

