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名古屋市千種区

01コンビニでの接客・レジ対応・
商品陳列
時給950円

60才以上のスタッフが元気に活躍中！
特別な接客技術は必要ありません
仕事

時間
資格
待遇
応募

事業

レジ対応や商品陳列も、標準的な研修だ
けでなく先輩シニアスタッフが丁寧に教
えますのでご安心ください。
平日のみ：7:30〜13:30 ※週3日からL
未経験者歓迎 年齢・学歴不問
自転車・原付・バイクでの通勤可能
まずはお気軽にお電話でお問合せくださ
い。仕事内容などていねいにご説明させ
ていただきます。
コンビニエンスストア

名古屋市千種区内山0-0-0

052-000-0000 担当／堂茂

コンビニＤＯＭＯ

千種店

（未）001-0014423

名古屋市千種区

01コンビニでの接客・レジ対応・
商品陳列
時給950円

60才以上スタッフが元気に活躍中！
全員、応募時は、コンビニの仕事は
初めてというスタッフばかりです。
シニアのお客様も多いんですよ！
レジ対応や商品陳列も、標準的な研修だ
けでなく、先輩シニアスタッフがコツを
教えますので安心してください。シニア
のお客様も多く、レジで世間話をするよ
うなこともありますので、特別な接客技
術も必要ありません。
【募集情報】
時間 平日のみ：7:30〜13:30
週3日勤務でOKです
資格 未経験の方、大歓迎！（ていねいに教え
ます）
待遇 自転車･原付･バイクでの通勤も可能です
応募 まずは、お気軽にお電話でお問合せくだ
さい。どんな仕事内容かをていねいにご
説明させていただきます。インターネッ
トができる方は、DOMONETの応募ボタンか
らの応募も、もちろんOKです。
※インターネットができなくても、業務
や採用には何の支障もありません。
【職場情報】
事業 コンビニエンスストア
仕事

名古屋市千種区内山0-0-0

052-000-0000

担当／堂茂

コンビニＤＯＭＯ

千種店
（未）001-0014421
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名古屋市千種区

01コンビニでの接客・レジ対応・
商品陳列
時給950円

60才以上スタッフが元気に活躍中！
全員、応募時は、コンビニの仕事は
初めてというスタッフばかりです。
シニアのお客様も多いんですよ！
レジ対応や商品陳列も、標準的な研修だ
けでなく、先輩シニアスタッフがコツを
教えますので安心してください。シニア
のお客様も多く、レジで世間話をするよ
うなこともありますので、特別な接客技
術も必要ありません。
【募集情報】
時間 平日のみ：7:30〜13:30
週3日勤務でOKです
資格 未経験の方、大歓迎！（ていねいに教え
ます）
待遇 自転車･原付･バイクでの通勤も可能です
応募 まずは、お気軽にお電話でお問合せくだ
さい。どんな仕事内容かをていねいにご
説明させていただきます。インターネッ
トができる方は、DOMONETの応募ボタンか
らの応募も、もちろんOKです。
※インターネットができなくても、業務
や採用には何の支障もありません。
【職場情報】
事業 コンビニエンスストア
仕事

名古屋市千種区内山0-0-0

052-000-0000 担当／堂茂

コンビニＤＯＭＯ

千種店

（未）001-0014421

本文参照
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1保育士及び保育補助
時給1100〜1200円

子ども好きな方､歓迎$60代〜歓迎"
仕事

時間
給与
勤務地
資格
待遇
事業

おやつを一緒に食べたり、簡単な宿題を
したり､遊んだりお散歩に行ったり子ども
達と触れ合って頂くお仕事です｡
10:00〜19:00 ★1日4h〜時間･曜日L
資格のない方は時給900円
①中村区（中村住宅南交差点すぐ）
②中川区（八田駅付近）
資格なしでも学童等子供に関わる経験の
ある方や子育て経験のある方はL！
車通勤可､C規定支給
児童発達支援､放課後等デイサービス

本文参照

A052-485-7988

児童デイサービスぴぃ〜す ㈱イプシロン
028-0867293

みよし市
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本文参照

01納車引取りスタッフ

1宿直(資格不要)

時給900〜1100円+交通費規定支給

日給1万4000円

週3日〜､1日4ｈ〜勤務OKのお仕事!
<50〜60代のスタッフ活躍中>
仕事
時間
休日
勤務地
資格
待遇
事業

お客様のところへ出向き､自動車等の
引取･納車する業務をお願いします｡
8:30〜17:20(休憩1時間)
日曜･祝定休+他(会社カレンダーによる)
みよし市三好町中鯰ヶ池83-1
※普通自動車運転免許
(AT限定不可､大型免許あれば尚可)
労災保険あり(任意)､交通費規定支給
制服貸与､社員登用制度あり､車通勤OK
自動車整備・販売

名古屋市昭和区白金2-11-22(本社/面接地)

A052-882-9115 採用担当迄

社会貢献･人との関わりを持ちながら
年金の足し＆身体に無理なく働けます
仕事

時間
給与
待遇
事業

施設内の見回り､戸閉まり､簡単な掃除
ナースコール対応などです｡
★男女共に60代以上の方も多数活躍+
18:00〜翌9:30(仮眠休憩・休憩あり)
★出勤日数(曜日)の相談OK！
月8回勤務で月収11万2000円
交通費規定支給､車通勤可
介護事業

名古屋市緑区水広1-307
(鳴海ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ付近･徳重駅より北1㎞)

A052-848-8700
ガゼル株式会社

フジ自動車工業株式会社
028-0869662

住宅型有料老人ホームナーシング和楽縁 なるみ
028-0871519
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名鉄「栄生」駅]15分
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池下駅]スグ

1クリーニング店の受付

1クリーニング店の受付

時給950円〜※平日17時以降･土日祝､+50円

時給950円〜※平日17時以降･土日祝､+50円

安心・安定の名鉄グループのお仕事
60代以上も活躍中!賞与年2回･社割有

未経験大歓迎"60代以上ｽﾀｯﾌ活躍中"
駅近で通勤便利♪お得な社割も有り

仕事

時間
資格
待遇
応募
事業

クリーニング品の受付や仕分け､お渡し等
をお願いします｡慣れない最初の間は
常に２人体制で丁寧にお教えいたします｡
10:00〜21:00 ※シフト制 (応相談)
未経験者､既婚者､フリーター大歓迎
社員割引有､賞与年2回､交通費規定支給
社会保険完備､扶養勤務OK､自転車通勤OK
電話受付後、履歴書(写貼)をお店まで
ご持参ください。
クリーニング業、ビルの総合管理

名古屋市西区名西2-33-8 ヨシヅヤ名西店1階

A052-501-5511(本社)

担当/梅田

名鉄クリーニング ヨシヅヤ名西店

仕事

時間
資格
待遇
応募
事業

クリーニング品の受付や仕分け､お渡し等
をお願いします｡わからないことがあって
も丁寧にお教えするので安心です｡
10:00〜20:00 ※シフト制 (応相談)
未経験者・既婚者・フリーター大歓迎
賞与年2回､社員割引有､交通費規定支給､
社会保険完備､扶養勤務OK､自転車通勤OK
電話受付後､履歴書(写貼)ご持参下さい
クリーニング業、ビルの総合管理

名古屋市千種区覚王山通8-70-1
サンクレア池下1F

A052-501-5511(本社)

名鉄クリーニング

028-0876204

あいち自動車学校向かい側
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担当/梅田

池下店
028-0876242

勤務地により異なる
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01清掃スタッフ

1高齢者の身の回りのお世話、
家事のお手伝い、見守り等

1勤務/1800円〜

時給930円〜1250円

☆
未経験の方大歓迎+
☆
☆ 中高年〜シニア層活躍中！ ☆
仕事

時間
給与
勤務地
待遇
応募
事業

パチンコ店の開店前清掃をお願いします
簡単なお仕事ですので安心です♪
月4万円位稼げます！
7:00〜8:30頃(90分程度)
※月25日シフト制
研修1ヶ月間は1勤務/1700円
ZENT名古屋北店〈北区中切町5-5〉
皆勤手当あり
現地面接致します。友達と一緒もOK！
総合クリーニング業

名古屋市中村区本陣通5-235

C0120-818-379

採用担当まで

株式会社ハイパー

060代〜70代のスタッフ大活躍中！0
1日2時間〜OK！資格･経験不要
時間

勤務地

資格
待遇
応募
事業

7:00〜19:00の間で
週1日､1日2時間〜応相談
★フルタイム希望の方も歓迎です。
名古屋市千種区・昭和区及び名古屋周辺
(無理なく通える範囲で直行直帰です。
駅近有)
資格、経験不要
交通費規定支給、昇給、研修有
お気軽にお問合せ下さい
ご高齢者の暮らしのお手伝いサービス

名古屋市中区新栄2-1-4アソルティ新栄3F B

A052-269-2530 A橋本

ダスキンライフケア広小路葵ステーション
028-0879694

028-0880670
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名古屋市内及び近郊

植田山住宅北より]4分

0交通誘導スタッフ

1老人ホームでの洗濯スタッフ

日給8600円〜11400円 + 交通費規定支給

時給1000円 \

待遇の良さが定着率抜群の理由！
時間
休日
給与

勤務地
資格
待遇
事業

8:00〜17:00､8:30〜17:30(実働8h)
日･祝 ※希望者は日･祝勤務OK
日給8600円〜11400円
※法定研修30h/2万8800円支給
※日祝出勤は日給9600円〜1万2400円
名古屋市内及び近郊(社用車勤務可)
18才以上(警備業法による)､経験不問
日･週払OK､昇給有､制服貸与､社保完､精勤
手当､ガソリン代･駐車場代支給 他
警備業

名古屋市東区葵2-11-22
アバンテージ葵ビル4F

A052-932-7223

洗濯専任スタッフ募集$時給1000円$
8:30〜17:00(休憩60分) 週5日程度
月10日
※研修期間2か月間／時給980円
老人ホーム 誠和荘
／名古屋市天白区植田山2-101
待遇 交通費規定支給
(バス･電車通勤の場合､全額支給)
業績に応じて一時金支給(年2回)
育児･介護･看護休暇有 有給制度
保育手当有(上限4000円／月)
事業 病院用寝具､設備の販売､リース業
時間
休日
給与
勤務地

岐阜市若宮町9-16(本社)

採用担当迄

C0120-922-576

有限会社大平警備保障

採用担当

株式会社トーカイ
028-0881699
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中村日赤駅]スグ

028-0881713

吹上駅]5分､今池駅]10分
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1看護助手
(シーツ交換･退院後の清掃など)

1お掃除･買物･洗濯などの
生活サポートスタッフ

①時給1020円 ②時給1000円 \

時給1300〜2150円(別途資格手当)＋交通費

時間
休日
給与
勤務地
待遇

事業

7:30〜16:30 10:00〜19:00 ※週3日〜L
※実働8時間(休憩60分)の交代勤務
①月9日(シフト制) ②土日
※研修期間2ヶ月／
①時給980円 ②時給960円
名古屋第一赤十字病院
交通費規定支給(電車･バス通勤の場合､
全額支給) 制服貸与
業績に応じて一時金支給(年2回)
育児･介護･看護休暇有 有給制度
保育手当有(上限4000円／月)
病院用寝具､設備の販売､リース業

岐阜市若宮町9-16(本社)

C0120-922-576

50〜60代で始めた方が多数活躍中)
◎未経験可！年齢不問！定年80歳！◎
時間

休日
勤務地
資格
待遇

事業

8:00〜18:00の間で相談可能！
・週1日､1日最短30分から可能です
・出勤曜日は最初に決められます
日曜定休＋お盆､年末年始など休暇あり
名古屋市内（千種区､昭和区）
初任者研修､介護福祉士､日常生活支援
交通費全額支給､移動手当､決算賞与､
社用車利用可､自転車貸出(車免許不要)
※70代まで活躍していただけます｡
吉田病院グループの訪問介護

名古屋市千種区大久手町5-16-1-2F

採用担当

A052-745-4118 担当/近藤

株式会社トーカイ

訪問介護サービスセンターエル
028-0881735

028-0881852

清須東ICより東にスグ
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各線名古屋駅から徒歩10分

01ガソリンスタンドスタッフ

01駐車場管理スタッフ

時給1100円〜(2か月間特別)※下記参照

時給900円〜

定年された方も大歓迎！
仕事
時間

給与
勤務地
資格
待遇
事業

セルフGSの給油監視及び簡単な接客業務
洗車･整備作業は一切ありません。
A.6:30〜12:00 (開店業務有)
B.12:00〜18:00
C.18:00〜23:30(閉店業務有)
3か月以降は時給900円〜1000円
名古屋市西区上橋町35-1/当社請負先
乙種第四類(乙4)危険物免状保有者
冷暖房完備、車･バイク通勤可
社員登用有、深夜割増有、制服貸与
業務請負・人材アウトソーシング事業
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定年退職された方活躍中の職場！
冷暖房完備でトイレ・キッチン付き◎
仕事
時間

資格
待遇
事業

出庫時の精算業務・自動販売機の飲み物
補充・数ヶ月に1回の駐車場内清掃など
(早番) 7:00〜11:00または 7:00〜15:00
(遅番)15:00〜23:00または18:00〜23:00
▼シフト制(お休み相談OK)
未経験の方大歓迎
精算所は冷暖房完備･トイレ･キッチン付
き､C規定支給､制服貸与(上着)､U有
不動産・管理・仲介

名古屋市中区金山1-2-4 IDエリアビル3F

名古屋市中村区名駅南1-24-8 原ビル
駐車場管理人室

C0120-730-820 Aモウリ

A052-561-5602

株式会社ヒュートムスタッフィング

原ビルスカイパーク

採用担当まで

028-0882387

名古屋駅すぐ
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028-0882831

市バス｢梅森荘｣バス停スグ

01オフィスビルの清掃スタッフ

01調理補助

①時給930円〜②時給1050円〜 ※選べます

時給900円＋交通費規定支給

＼ 30〜60代女性活躍中 ／
簡単な作業です♪未経験さん大歓迎
仕事
時間

勤務地
待遇
事業

・軽量コードレスクリーナー使用
・共用部の清掃､ゴミ箱の紙くず回収等
A.6:30〜10:30 B.7:00〜11:00
★平日のみ､7:00〜15:00など､午後から&
長時間働きたい､など気軽に相談下さい♪
A.名駅より]5分 B.名駅より]8分
★物件多数｡就業後の配置換え相談OK！
有給休暇あり､制服貸与､社保等完備､
個人ロッカー有 ①のみ交通費全額支給
総合ビルメンテナンス業

名古屋市中村区名駅4ｰ5ｰ28 桜通豊田ビル7F

A052-581-4855

採用担当まで
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60代の方もバリバリ活躍中！
自分のペースで仕事が出来て大人気！
厨房内にて盛り付けなど調理の補助
a.7:00〜15:30 b.8:00〜16:00
c.10:30〜19:00 d.13:30〜19:00
※上記時間内で3h〜4hからでもOK
勤務時間は応相談、週3日〜OK
給与 処遇改善手当として時給173円を
賞与支給時に別途支給
待遇 年2回賞与＋処遇改善手当有､社保完備､
車通勤OK､D有､制服貸与､C規定支給
事業 介護事業
仕事
時間

名古屋市名東区梅森坂3-4101

A052-709-3813 担当/斉藤､野田､大輪

近鉄ビルサービス株式会社 中部支店
028-0882844

社会福祉法人ひまわり福祉会 杜の家
028-0882850
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名古屋市

昭和区
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01マンションの清掃スタッフ

71クリーンスタッフ

時給900円＋交通費全額支給

7日給7500円〜 1時給970円 \

近鉄グループで安心!交通費全額支給

★女性活躍中! 現場近くで面接OK!★

時間

勤務地

待遇
応募
事業

①9:00〜15:00 (週2､3日〜OK､実働5h)
②9:00〜13:00 (原則､月火水金の週4日)
③9:00〜12:00 (月〜土の内､週3日〜OK)
①御器所駅から]4分
②鶴里駅から]6分､桜本町駅から]9分
③星ヶ丘駅､本郷駅､平針駅から
市バス「東名古屋病院」停下車
交通費全額支給 有給休暇 制服貸与
履歴書(B貼)に希望の勤務地の番号を
ご記入の上､下記住所にご郵送下さい。
マンション管理業

〒450-0003

名古屋市中村区名駅南1-28-30

時間
休日
給与
勤務地
待遇

事業

78:00〜17:00(7.5h)
19:00〜15:00(5h)シフト制
7シフト制(月6日休み)
7月収例18万円(日給7500円×24日勤務)
八事日赤駅近くの病院内
交通費規定支給､制服貸与､有給休暇有
7社会保険完備､資格手当有
賞与年2回､昇給年1回
1ミニボーナス年2回支給(規定有)
総合ビル管理､メンテナンス業

名古屋市中村区名駅4-4-10
名古屋クロスコートタワー3F(面接地)

A052-582-9520 採用係

C0120-113-048A052-584-7272 A比護

近鉄住宅管理株式会社 名古屋支店

株式会社三清社

028-0882857

市バス「鴨付町」停]2分
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028-0885643

守山区志段味
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01NTTの電報配達スタッフ

1介護施設での日直業務

時給900円以上+C規定支給\

日給7000円(適用除外申請後) \

★未経験OK"週3〜4日のお仕事"★
)重い荷物は無いので女性も活躍中)
仕事
時間
勤務地

資格
待遇
事業

軽自動車で電報の配達をお願いします
①9:00〜20:30位 /1日4･5h〜時間曜日L
②15:30〜20:30 時間L★ＷワークOK★
①東区電報配達所(「車道」駅]8分)
★6月スタート!5月中は中村配達所で研修
②中村電報配達所(下記住所)
普免必須(AT限定可)※未経験の方大歓迎
昇給有･C規定支給･制服貸与･社保完備
65歳定年制、試用期間(1ヶ月程度)
NTTの電報配達業務

名古屋市中村区稲葉地町7-7-1 NTTビル2F

A052-413-3609 A山森/石黒(10〜17時)

中村電報配達所

60代の方が大活躍中のお仕事！
自分のペースでお仕事ができる！
仕事
時間
給与
資格
待遇
事業

介護施設での日直業務をお任せします。
土日･年末年始 8:30〜17:30(休憩1時間)
実働:1時間 待機時間(手持ち):7時間
※最低賃金の減額特例許可済
※適用除外申請前は時給898円
未経験歓迎、学歴不問、WワークOK
定年退職後の方歓迎
車通勤OK､制服貸与(上着のみ)､C規定
介護施設

名古屋市守山区下志段味字長廻間2272-1

A052-739-1120
社会福祉法人敬愛会

特別養護老人ホーム ユニットケアしだみ敬愛園
028-0883355

028-0884358

JR｢神領｣駅より車で5分
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01リサイクル工場内軽作業スタッフ

10警備スタッフ

時給900円

下記参照

人目を気にせずモクモク働ける!!
長期雇用で安心安定。週1日〜OK♪
仕事
時間

休日
資格
待遇
事業

缶･ビン･ペットボトル･発泡スチロール･
古紙などを分別し､リサイクルします。
8:00〜17:00／残業有
13:00〜20:00／その日の業務量に応じて
早く終わる場合も有★週1日〜OK♪
日曜日
未経験歓迎！リフト免許お持ちの方歓迎
扶養内勤務OK､制服貸与
研修期間1ヶ月(同条件)
一般・産業廃棄物処理業

名古屋市守山区下志段味字長筬232-1

A0568-79-2740 本社受付採用担当まで

三和清掃株式会社
028-0885251
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名古屋市内

1マンション日常清掃スタッフ
(無理なくできるおそうじのお仕事)
時給950円

♪アクティブシニア世代活躍中♪
仕事
時間

勤務地

待遇
応募
事業

マンションの清掃業務をお願いします｡
①平日8:00〜12:00
②平日8:00〜15:00 or 13:00〜20:00
③平日8:30〜11:30､土日祝9:00〜12:00
①東区『プレミアムコート葵』
『プライムアーバン泉』
②中区『グラン・アベニュー栄』
③千種区『パークシティ富士見台』
交通費規定支給､制服貸与
電話連絡の上履歴書をお送りください｡
ビルメンテナンス業
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名古屋市内･周辺各所

当日面接＆当日採用可能"
週払いOK!資格取得応援有!
[年齢不問]20〜60代男女活躍中
直行直帰OK"
①駐車場案内警備
②イベント警備
③交通誘導警備
勤務地多数あり
ご自宅の近くで働けます。
20〜60代男女活躍中!
【募集情報】
時間 ①②A.9:00〜18:00(週1日〜勤務OK)
B.上記時間内4h程度
③8:00〜17:00(週1日〜勤務OK)
給与 ①②A.日給8500円以上
B.日給4300円以上
③日給8000円以上
※法定研修4日間(30h)有 2万6940円
勤務地 名古屋市内･周辺各所
※勤務地は応相談・直行直帰OK
資格 18歳以上､学歴･経験･性別不問
待遇 有資格者手当有､完全週払いOK､
車通勤OK､社会保険完備､制服支給
仕事

【職場情報】
事業 総合警備

当社

セブンイレブン
豊国通4丁目
鈍池町3丁目
デイリー
ヤマザキ

千成
小学校
沖田公園

名古屋市中村区下中村町4-58

A052-229-4844

C0120-450-156

株式会社ホゼン ジョブコーディネートチーム
028-0883178

日吉
公園

畑江通
7丁目

名古屋高速5号万場線

名古屋市中区錦2-4-15 ORE錦二丁目ビル6F

松岡迄

千成通
4丁目

中央警備保障株式会社
028-0867300

奥町駅より]12分(本社)
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本文参照

70①イベント警備･駐車場･交通誘導
②巡回･施設の保安

01①介護スタッフ
10②調理･調理補助

日給7200円〜1万1875円

①011勤務2万3000円以上

◆指導教育責任者有資格者応相談◆
出張面接･全国どこでもOK
週1日〜OK$
入寮者･通勤者 歓迎$
仕事

①イベント会場における警備業務､
スーパーなどでの駐車場案内､
工事現場などでの交通誘導業務など
東海3県に警備のお仕事多数あり!
②施設巡回をお願いします

【募集情報】
時間 ①8:00〜17:00
②20:00〜翌5:00
※0週1日〜勤務OK!
※勤務地により前後有(残業有)
※夜勤､その他時間帯有
※各現場休憩有
休日 シフト制による
週休2日制
給与 日給7200円〜1万1875円
※法定研修期30hは2万7000円(日勤)
勤務地 愛知県全域､岐阜･三重
◎直行･直帰の現場も多数あります!
資格 18歳以上(警備業法による)
◎警備未経験者も大歓迎!
待遇 日払いOK､寮あり､交通費全額支給､
深夜割増あり､資格手当あり､
資格取得支援制度､制服貸与
※各待遇規定有
7昇給年1回､賞与年2回
0正社員登用制度あり
応募 まずは､お気軽にお電話下さい｡
出張面接全国どこでも行きます｡
履歴書持参でお越し下さい｡
【職場情報】
事業 警備業

60代以上の方､第2の人生
＜人生 楽しく 自分らしく＞
新しい仲間も出来て楽しくお仕事$
①洗顔から始まりトイレや入浴の介助、
お散歩で一緒に外出支援します。
②お料理の温めや簡単な調理、ご飯を炊
いたりお味噌汁作りです｡
【募集情報】
時間 ①早番 7:00〜16:00
遅番 10:00〜19:00
夜勤 16:00〜翌10:00※全て休憩あり
10週2〜5日で時間・曜日応相談
いずれかの固定勤務もOK
②15:00〜19:00
仕事

給与

①01時給1100円以上
★夜勤専従は1回2万3000円以上
②時給1000円以上

交通費規定支給､資格取得支援制度あり
深夜・資格手当あり､昇給あり
【職場情報】
事業 介護福祉事業
《ＵＲＬ》http://www.mothers-planet.com
待遇

名古屋市中川区高畑5-17
(八田駅①番出口より]5分)

本社/一宮市開明字洗心27-1

C0120-932-230
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A052-583-6111

採用担当

株式会社マザーズプラス

株式会社エスオージェイ
028-0867448

住宅型有料老人ホーム なかがわの森
028-0869904

地下鉄東山線｢本陣｣駅]2分
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瑞穂運動場東駅より]9分

7①ごみ収集作業員
②10tダンプドライバー

01①ホームヘルパー②施設世話人(
宿直)7③サービス提供責任者

月給①22万5000円〜 ②28万円以上

①時給1800円(諸条件有)③月給27万円〜

残業ほぼなしの職場です！
休みも取りやすい環境です♪
土日休みも人気の秘訣！
シャワールーム完備の休憩所あり
①ごみ収集作業員／
名古屋市内にて収集車による家庭ごみ
の収集作業を担当して頂きます｡
ドライバーの運転する収集車に同乗し､
主に回収作業をお願いします｡
※収集先は､名古屋市内です｡
②10tダンプドライバー／
主に東海市の大手鉄工所の構内で
コークスの運搬をお願いします｡
【募集情報】
時間 ①7:00〜16:30(休憩有､残業ほぼなし)
②8:00〜17:00(休憩有､残業月40h程度)
休日 ①週休2日制(土日休みと金土休みの
シフト制)
②日曜･隔週土曜 ※年間休日109日
給与 ②月収35万円可(40代･10tダンプ
ドライバー)※月給28万円＋残業40h
※試用期間3ヶ月は契約社員
(①日給8800円②日給1万2000円)
資格 高卒以上 WワークOK
①要普免(AT可)※ドライバー業務は無し｡
②要大型免許 ☆UIターン歓迎
☆安定した仕事がしたい方！
☆趣味など自分の時間が欲しい方！
待遇 交通費支給(実費)､社会保険完備､
シャワールーム完備
①皆勤手当1万円(有給取得しても支給)
安全作業手当1万円(労災事故がない
場合支給) 配偶者手当1万円･子供(1人)
5000円 ※人数上限なし(20歳迄)
応募 ※土日の応募はネットからご応募下さい
【職場情報】
事業 一般廃棄物の収集･運搬､その他運送業
仕事

〒453-0041

名古屋市中村区本陣通4-50

★身体に負担なくお仕事☆
【年齢制限なし】20代〜80代の方活躍
【募集情報】
時間 ①24時間内(長時間勤務も歓迎！)
★1日30分･週1日〜時間･曜日相談歓迎！
②平日6:00〜9:00／15:00〜22:00
土日祝6:00〜22:00 ※1日3h〜OK
★希望者のみ週1回(宿直)22:00〜翌6:00
③9:00〜18:00 ※全て休憩あり
休日

③完全週休2日制(曜日は相談可)

①★6〜8時･18〜22時は時給300円UP！
時給1500円以上
②時給898円〜(宿直は1回3000円のみ)
③月給27万円〜
勤務地 ①③瑞穂区を中心に周辺(直行直帰OK)
②マザーケアホーム(当社事務所2F)
資格 ①初任者研修(ヘルパー2級)以上
③介護福祉士､介護職員基礎研修､実務研
修(ヘルパー2級)以上
待遇 車可､D､資格取得支援制度､社保完､U
★福利厚生(ベネフィット･食べタイム)
【職場情報】
事業 訪問介護事業所
グループホーム(障がい)
給与

名古屋市瑞穂区田辺通4-27-5

A052-481-1297 A/斎藤 平日(9〜17時)

A052-836-0294

斎藤運輸株式会社

株式会社マザー
028-0871690

028-0872261
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各線「栄」駅直結

名古屋市内

01社員食堂のスタッフ

1清掃(オフィスビル、店舗)

①②時給900円〜 ③時給1000円〜

時給898円〜1000円※勤務地による

30〜60代女性活躍中の明るい職場0
シフトの融通◎"家庭との両立も◎
フルタイム勤務は社保付きです!
時間･曜日は応相談
仕事

①ホール…商品補充､レジ
②調理補助…盛り付け等
③管理栄養士…メニュー作成､店舗補助

【募集情報】
時間 8:00〜19:00
※1日3h〜､週2日〜応相談
※土日祝働ける方歓迎､学校行事､
急な家庭の事情も申しつけ下さい｡
給与 ①ホール…時給900円〜
②調理補助…時給900円〜
③管理栄養士…時給1000円〜
待遇 昇給有､食事補助有､
交通費規定支給(月2万円迄)､
制服貸与､有給休暇有､社会保険有､
調理経験者･管理栄養士 時給考慮
応募 担当/荒井 A052-252-1724(12〜14時除)
電話連絡後､ご来社下さい｡
履歴書は不要です｡
【職場情報】
事業 社員食堂

中高年、シニア多数活躍中！
まずは時間、時給、勤務地等あなたの
ご希望をご相談下さい！
仕事 オフィスビル、店舗等の共用部の清掃
【募集情報】
時間 ①8:00〜15:00(水・金できる方歓迎)
②20:00〜22:30(多少残業有/月〜日曜)
③9:00〜12:00(火・水・金曜)
④7:00〜11:00 13:00〜17:00
※出勤曜日応相談
給与 22時以降深夜割増有
勤務地 ①名古屋市中村区名駅5-21-3
（地下鉄国際センター駅]5分）
②名古屋市中区錦3-5-4
（地下鉄久屋大通駅直結）
③名古屋市名東区野間町61
（地下鉄上社・星ヶ丘駅よりバス、市バ
ス・名鉄バス^高針口下車]3分）
④名古屋市西区中小田井4-380
（地下鉄上小田井駅]3分）
資格 未経験歓迎
待遇 C規定支給、車通勤勤務地により応相談
応募 お問合せのみも歓迎です
【職場情報】
事業 ビル清掃・管理

60歳からの
新しいスタート
当社が応援します！

名古屋市中区栄3-5-1 名古屋三越栄 8F

名古屋市中区千代田3-27-21
モラール名古屋ビル

A052-252-1724

A052-323-0188

担当／荒井

三越栄社員食堂

株式会社モラール
028-0873007

028-0873639

勤務地により異なる
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金山駅]3分(面接地)
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01イベント案内スタッフ
(ティアメイト)

70交通誘導スタッフ

時給1050円〜1500円＋充実の手当

日給8000円〜1万円

☆入社祝い金5万円有り☆
年齢･学歴不問$残業はありません！
◆シニアの男女が活躍中です◆
働くママさん安心♪実働5.5時間

◆20代〜70代男女活躍中◆
年齢・経験不問$
応募された方、全員面接いたします！

｢ティアの会｣募集の訪問営業
イベントの告知
イベントチラシのポスティング
※営業未経験でも大丈夫です｡
地域の方と仲良くなるスタイルです｡
【募集情報】
時間 ①10:00〜16:30(休憩1h)
②11:30〜17:00
※実働5.5h
※毎月21日出勤(勤務日応相談)
休日 年間休日113日(月9〜10日休み)
給与 時給1050円〜1500円＋充実の手当
※入社1年目のAさん:月収16万9275円
(時給1050円×21日(5.5H)＋歩合)
※スタッフの10％以上は月収30万円以上
勤務地 愛知県内のティアの各会館
名古屋市､北名古屋市､清須市､
弥富市､あま市､海部郡､豊明市､
春日井市､津島市､小牧市､稲沢市､
豊橋市､岡崎市の47会館
※ご自宅の最寄りの会館での
勤務になります｡(相談可)
資格 未経験者歓迎 年齢･学歴不問
待遇 交通費規定支給､雇用保険､
研修有､昇給有､ご葬儀の割引有､
車通勤OK､同行営業制度有､
有給休暇有､
入社祝い金5万円支給(別途社内規定有)
仕事

【職場情報】
事業 葬儀･法要

【募集情報】
時間 8:00〜17:00(実働8h)
※0週2〜3日でもOK
休日

週休制

給与

日給8000円〜1万円
※法定研修有(30時間)／2万5144円

勤務地

名古屋市内(中川区､港区､中村区)･
あま市内
※住まい近くがいい!等勤務地選べる!

資格

18歳以上(警備業法による)
未経験歓迎
交通誘導2級保持者優遇

待遇

直行直帰OK
社会保険完備
昇給有
制服貸与
車・バイク通勤OK

【職場情報】
事業 警備業
《担当から》
全くの未経験者でも、
あなたのペースに合わせて
指導させていただきますよ！
「年齢が高いから…」と
不安をお持ちの方も
まずは1度お電話ください！！

名古屋市北区黒川本通3-33-1 THRC 2F

名古屋市中区金山1-11-10 金山-ホーム3F

C0120-549402

A052-321-2055

採用担当迄

株式会社ティア

採用担当まで

大宣警備保障株式会社
028-0874389

028-0874425

名古屋市中川区柳田町
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勤務地により異なる
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81配送スタッフ

01警備スタッフ(交通誘導)

8時給1010円〜＋固定手当7000円／月\

昼/日給9000円 夜/日給1万1000円 \

*お土産の定番｢伊勢名物の赤福餅｣*
ノルマなしで休みもしっかり取れる♪
配送はほぼ愛知県内なので短距離！
安定して働ける環境をご用意します♪

★週払い有！5000円/日×出勤日数★
★日払いも有！★面接即決！★
『交通誘導2級保持者』はなんと、
1日500円支給！昇給も有！

直営店･委託店に赤福餅を納品･調整
していただく業務です｡
【募集情報】
時間 86:00〜21:00の間で8時間(休憩60分)
※担当エリアにより変動有
16:00〜10:00
※担当エリアにより変動有
休日 月8〜9日(年間107日)
給与 8時給1010円〜
※試用期間1ヶ月程度／時給980円
1時給960円〜
※試用期間1ヶ月程度／時給930円
期間 8契約期間／1年毎の更新です
資格 未経験者歓迎
普通自動車免許(AT限定不可)
待遇 交通費規定 社保完 制服貸与 賞与年2回
8都市手当(7000円／月) 社員登用制度有
応募 まずはお気軽にA下さい｡
詳しくはDOMONETをご覧下さい｡
【職場情報】
事業 赤福餅の製造･販売
《ＵＲＬ》http://www.akafuku.co.jp/
仕事

仕事

アパート建築工事現場や
名鉄沿線の工事現場で、
車両や歩行者の交通誘導をするお仕事。

【募集情報】
時間 昼/8:00〜17:00
夜/22:00〜翌6:00
給与

昼/日給9000円
夜/日給1万1000円
※法定研修30時間有/2万6940円
(法定研修は月〜木曜の間で行います)
※週払いは、上限5000円/日×出勤日数
残りは給料日にお支払い

勤務地

名古屋市内建築現場や
名鉄沿線の工事現場
※直行・直帰OK
※公共交通機関で通える範囲の現場です

資格

18歳以上(警備業法による)
未経験者大歓迎

寮完備、直行直帰OK、
各種手当有、社会保険完備、
日払い・週払いOK、深夜割増有、
資格取得支援制度有、
教育手当有、制服貸与
※資格取得者は「昇給＋資格手当有」
【職場情報】
事業 警備業
待遇

名古屋市熱田区金山町1-16-7
第3たつみビル2F

名古屋市中川区柳田町1-46

担当/山本･森脇

A052-363-7733

株式会社赤福

名古屋営業所
028-0875031

A080-6964-5389 受付/8:00〜18:00

株式会社光栄警備保障
028-0876493

一宮･稲沢･清須･仙台
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本文参照

01交通誘導･イベントスタッフ

01警備員(建築現場専門)

下記参照

日給9000円以上(未経験)+C全額支給

平成から令和へ
今の職場から当社へ
長く安定して働けます！
正社員登用制度有!!
【募集情報】
時間 8:00〜17:00(現場により異なる)
休日 土･日休み
(出勤をお願いすることがあります)
給与 ①日給7500円〜8500円
※能力・経験による
※法定研修30時間／2万6940円
②日給7000円〜9000円
※能力・経験による
※法定研修30時間／2万3940円
勤務地 ①一宮市･稲沢市･清須市
②宮城県仙台市広域
資格 要普通免許､学歴･経験不問､未経験者歓迎
待遇 正社員登用制度有
交通費規定支給､車通勤可
昇給有､社会保険完備､制服貸与､
資格手当､単身寮有､資格取得支援制度有
交通誘導警備員2級の方優遇､
応募 まずはお気軽にお問合せ下さい。
※遠方の方は､面接場所相談に応じます｡
【職場情報】
事業 警備業

〒491-0842

大曽根事務所(5月OPEN)
オープニングスタッフ募集
60代以上･未経験の方も安心
建築現場の警備はどなたにも出来ます
歩行者の安全確保や工事車両の誘導。
★比較的車の走行が少ない現場が多いの
で未経験の方でも無理なくスタート。
★1〜2名の現場が多いのも魅力の一つ｡
【募集情報】
時間 8:00〜17:00(休憩1時間あり)､変動あり
★働く日数はあなたが決めて下さい。
仕事

給与

★資格者は別途手当支給(規定あり)
月2万円〜3万円程度

勤務地

＜直行直帰･駅付近や車通勤等色々＞
名古屋市内を中心に多数あり

資格

18才以上の方

法定研修(4日間･2万6940円)
社保完、入社祝金5万円(規定あり)
制服貸与､日払い応相談(規定あり)
【職場情報】
事業 警備業
待遇

名古屋市北区山田1-4-20
第2真野ビル2F(大曽根⑤番出口]2分)

一宮市公園通3-23-2

A0586-28-7727

A052-910-4151

株式会社サンレッチェ 名古屋西営業所

アイチテックサービス株式会社 大曽根事務所

028-0877945

028-0877353

JR鶴舞駅]3分(本社)
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中区大井町

09店舗警備(施設警備)

01①入浴専門職員
②カフェスタッフ

0日給1万2751円 9月給23〜26万円

①時給1200円〜 ②時給900円〜 \

*60代からのスタート多数*
身体の負担も少ない働き方ご案内"
定年･年齢給もないので稼げます。
【社会貢献】【人との関わり】
仕事 立駐内巡回､出入口の監視､誘導
【募集情報】
時間 8:00〜24:00の間でシフト制(休憩あり）
★8〜16時／16〜24時
(変形労働時間制/月平均170時間)
給与

法定研修30hは2万6940円

勤務地

■各線金山駅]10分
■名鉄･地下鉄鶴舞線 上小田井駅]12分
■名鉄鳴海駅]6分
■地下鉄名城線 東別院駅]5分
★直行直帰OK！車･バイク通勤OK
★未経験OK

資格

18歳以上

待遇

社会保険完備､家電付1Ｒ寮あり
深夜・休日手当ほか(全て規定有)

まずはお気軽にA下さい！
【職場情報】
事業 警備業
応募

☆新スタッフ大募集☆
未経験・ブランクある方でも大歓迎♪
Wワークや家事との両立できます!!!
【募集情報】
時間 ①9:00〜12:00
②8:30〜17:00の間で応相談
◎週2日〜OK､1日3時間〜OK
◎11:00〜14:00の時間帯働ける方歓迎
給与 ①時給1200円〜
②時給900円〜
※研修期間100時間(同条件)
勤務地 地下鉄名城線｢東別院｣駅から徒歩4分
待遇 社会保険完備､交通費規定支給､
昇給有､制服貸与
【職場情報】
事業 デイサービス
《ＵＲＬ》http://rakuto-ooi.com
《担当から》5月でオープンから1周年+
アットホームで温かい雰囲気の職場､一緒に
楽しく働きませんか？
経験よりも意欲や､やる気を求めています!!
駅近で通勤もラクラク!シフトはあなたが働
きやすいように相談にのります!
まずはお気軽にお問い合わせください｡

名古屋市昭和区鶴舞2-1-17 鶴舞南ビル4Ｆ

名古屋市中区大井町6-26 2F

A052-626-5211

A052-332-6910

株式会社ＳＥＩＡＮ

デイサービスセンター楽人 大井町
028-0877231

担当/渡邉まで
028-0880178
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久屋大通駅直結

中村区橋下町
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01清掃スタッフ

①②81新幹線クリーンスタッフ
③1ゴミ選別処理担当

時給1000円＋交通費規定支給

8日給7100円 1時給930円

☆30〜60代の女性活躍中☆
栄の綺麗なビルで清掃のお仕事♪
駅直結なので雨の日でも通勤便利♪
扶養控除内勤務OK
仕事

◆アネックスビルでのお仕事◆
トイレの汚れチェック､廊下や階段の
拭き掃除や掃き掃除など

【募集情報】
時間 8:00〜16:00(休憩有 実働6.75h)
※シフト制(週2日〜週3日)
ご希望のシフトをお聞かせください♪
休日 土日休み
勤務地 名古屋市中区錦3-5-4(久屋大通駅直結)
※出張面接OK
資格 未経験OK､ブランクOK､無資格OK
主婦(夫)歓迎
待遇 ■交通費規定内支給
■制服貸与
■社会保険制度あり
■従業員割引あり
応募 お気軽にお電話ください
【職場情報】
事業 総合ビルメンテナンス

名古屋市名東区上社5-207

A080-3462-4338

◇安心のJR東海グループ◇
勤務継続半年､1年､3年､6年､10年で
日給を100円アップ！！
時給を20円アップ！！
①②お客様のいない新幹線車庫での
車両清掃
③ゴミ選別処理､浴室清掃等
【募集情報】
時間 8A.18:35〜翌3:05(実働7h30m)
B.22:20〜翌8:35(実働7h30m)
※A.B.両方共に勤務可能な方
1①A. 9:55〜14:00(実働3h35m)
B.13:50〜18:40(実働4h20m)
②9:55〜18:40(実働7h45m)
③A.8:45〜15:00(実働5h30m)
B.8:45〜15:40(実働6h15m)
※①③はA.B.両方共に勤務可能な方
※①〜③共に月12日以上で応相談
休日 8週休2日制(月9日程度)
待遇 交通費規定支給 車通勤可 昇給有
制服貸与 各種手当有 社会保険完備
正社員登用制度有 育児･介護休暇有
有給休暇有(6ヶ月以降) 深夜割増有
研修制度有 更衣室完備
【職場情報】
事業 清掃サービス業
仕事

名古屋市中村区橋下町5-31

採用担当／北村

株式会社ベストハウス

A052-411-2407

セントラルメンテナンス株式会社 新幹線名古屋事業所
028-0880854

028-0881400

①中区 ②千種区
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金山総合駅]7分(面接地)
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01清掃スタッフ

0警備スタッフ(簡単な警備)

時給900円 ※交通費規定支給

日給8200円以上 ※法定研修4日/2万8736円

★｢市役所駅｣or｢吹上駅｣スグ"★
公共施設内のお仕事で安心!
駅チカで通勤便利!交通費支給!
60代のスタッフも元気に活躍中♪
清掃業務全般をお願いします｡
全くの未経験から始められるお仕事!
施設内は冷暖房完備なので快適です!
【募集情報】
時間 ①8:00〜14:30､8:00〜17:00
※土曜(隔週)､日曜はお休みです
②A. 7:00〜11:00(実働3.5h)
B.13:00〜17:00(実働3.5h)
※A.B.どちらのシフトも勤務できる方
仕事

勤務地

①名古屋市中区三の丸
※地下鉄名城線｢市役所｣駅]5分
②名古屋市千種区吹上
※地下鉄桜通線｢吹上駅｣]5分

交通費規定支給､制服貸与､有給休暇あり
まずはお気軽にお電話下さい｡
面接場所はご相談に応じます｡
【職場情報】
事業 清掃業･ビルメンテナンス業
待遇
応募

現在70歳以上の方が15名在籍中!
自由に選べるシフト!
過酷な現場は一切なし!
パワハラ・モラハラは一切なし!
主にハウスメーカーさんの新築一戸建て
の現場における簡単な車両誘導や歩行者
誘導がメインです。
【募集情報】
時間 8:00〜17:00
※現場によって多少異なります。
勤務地 名古屋市内及び近郊
資格 未経験者歓迎
男女不問、70歳以上OK
待遇 週払い有､直行直帰､送迎有､制服貸与
ガソリン代支給､社会保険完備
【入社祝い金】6万円支給
応募 電話後、面接即決。
履歴書不要。
【職場情報】
事業 警備業
《担当より》
当たり前の事ですが､私たちはウソはつきま
せん。約束は必ず守る会社です。入社してみ
たら話が違ったなどと言う事は絶対にありま
せん!!
仕事

▼勤務地選べます▼

①市役所駅スグ
(中区三の丸)
②吹上駅スグ
(千種区吹上)
名古屋市東区白壁3-12-13 中産連ビル6F

名古屋市熱田区花町5-17
愛知建設コンサルタントビル3F

C0120-35-1687 受付／平日9〜17時

A052-678-3330

株式会社 建光社

株式会社エナジー
028-0881952

担当/吉田
028-0882250

日比野駅より徒歩5分
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01市場工場内(鮮魚保存施設)
軽作業スタッフ

1清掃スタッフ

時給1100円

時給910円＋通勤費規定支給 \

◆男女問わず大募集◆簡単軽作業◆
未経験者さんも安心-社員食堂完備◎
夕方には終わるので家事と両立可能◎
勤務時間相談OK"働きやすい環境♪

◇
◇
◇
◇

仕事 鮮魚の凍結保存に関わる軽作業
【募集情報】
時間 10:00〜16:00､9:00〜15:00等､応相談
※短時間勤務も相談可
休日 日・祝・不特定水曜日
給与 時給1100円 ※皆勤手当有(1万円)
勤務地 名古屋市熱田区川並町2-22
名古屋市中央卸売市場
大東魚類(株)市場冷蔵庫
資格 未経験者､主婦･主夫､フリーター大歓迎
食品製造等､似たようなお仕事の経験が
ある方歓迎
待遇 食事補助有､皆勤手当(1万円)､
交通費規定支給､車･バイク通勤OK､
作業服貸与､各男女ロッカー有､
全社員懇親会･慰安旅行等有
応募 まずはお気軽にお電話ください｡
面接時､履歴書(写真貼)持参ください｡
【職場情報】
事業 水産物卸売業
《ＵＲＬ》
http://www.nagoya-daitoh.co.jp/

通勤便利♪
◇
短時間で無理なく働けます！ ◇
初めての方でも大丈夫!!
◇
65歳位までの男女活躍中！ ◇

【募集情報】
時間 ①月･水･日…7:30〜11:00(実働3.5h)
②月〜金(祝日は休み)※勤務日応相談
…7:30〜11:30(実働4h)
※トイレ清掃がメインです
③月〜金…7:00〜9:00(実働2h)
※週2〜3日勤務も可､応相談
④月･水･金…7:30〜10:00(実働2.5h)
給与 時給910円＋通勤費規定支給
勤務地 ①各線｢名古屋｣駅よりスグ
②名駅ユニモール5番出口すぐの
オフィスビル
③地下鉄｢丸の内｣駅より徒歩3分
④地下鉄｢藤が丘｣駅より徒歩10分
市バス｢明徳池東｣停よりすぐ
資格 未経験者大歓迎､WワークOK
待遇 通勤費規定支給､有給休暇､制服貸与､
年2回ミニボーナスあり ④自転車通勤OK
【職場情報】
事業 ビルメンテナンス
《ＵＲＬ》http://www.bmseiko.jp

名古屋市中村区名駅4-6-23 第3堀内ビル6階
名古屋市熱田区川並町2-22 中央管理棟4F

A052-683-3311

担当/前川・清水

大東魚類株式会社

A052-581-5551
創業64年の安定企業(ISO9001認証取得)

株式会社セイコー
028-0882265

028-0882330

各線｢名古屋｣駅スグ
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愛知県図書館]2分

01商品配送

01古紙回収ドライバー

時給900円＋交通費規定支給(月5万円迄)

時給1000円以上

JR東海グループの安定企業♪
名駅スグ!学歴･年齢不問"
お弁当･飲料･土産･雑貨の配送や
自販機オペレーション等のオシゴト!

やりがいを感じて働きませんか!?
社会貢献をしたいとお考えの方、
是非お越しください！
◎65歳以上のシニアの方大歓迎$◎

①駅構内店舗へのお弁当配送
②駅構内店舗への飲料･土産･雑貨の配送
③駅構内のジュースやアイスクリーム等
の自販機のオペレーション作業
※台車に乗せた商品を運びます｡
【募集情報】
時間 ①4:45〜11:45 ※1日4h〜､週3日〜OK
②8:30〜16:30(休憩有)
③7:45〜17:00(休憩有)
※早朝勤務できる方急募
勤務地 JR名古屋駅構内
資格 性別不問､未経験者歓迎※①18歳以上の方
待遇 交通費規定支給(月5万円迄)､深夜割増有
社会保険完備､早朝･残業等手当有
有給休暇有､育児･介護等休暇有､制服貸与
正社員登用制度有(実績あり)
応募 まずはお気軽に☎ください｡
面接時､履歴書(写貼)持参ください｡
受付/平日9:30〜17:00
【職場情報】
事業 物流業

名古屋市内〜近郊の古紙回収をお願いし
ます。初めは先輩社員と一緒に同行を
しながら、ルートや回収の仕方を学んで
いただきます。
古紙引き取り後は、荷降ろし、製造工程
への運搬も合わせて行っていただきます
【募集情報】
時間 8:00〜17:00 ※休憩有 半日だけでもOK
勤務例）8:00〜12:00 13:00〜17:00
※週3〜4日から勤務OKです
資格 高卒以上 要普通免許
65歳以上のシニアの方大歓迎
大型・フォークリフト免許所持者歓迎
待遇 交通費規定支給
勤務時間数により社会保険完備
応募 履歴書(B貼)郵送ください
書類選考後、連絡いたします

仕事

名古屋市中村区名駅1-1-4
JR名古屋駅北部高架下

仕事

【職場情報】
事業 紙資源リサイクル事業
《ＵＲＬ》
http://www.s-n-t.co.jp/index.html

〒460-0001

名古屋市中区三の丸1-10-28

☎052-462-9435 採用担当

A052-231-5507

ジェイアール東海物流株式会社

株式会社エス・エヌ・テー

028-0882808

担当/篠田
028-0882935

ym
k
yn
y

犬山市
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名古屋市東区大曽根

01大学構内の清掃スタッフ

0交通誘導スタッフ

時給900円

日給9000円〜1万2000円 \

★40〜60代女性活躍中★
★交通費規定支給★
★未経験者歓迎★
★車通勤OK★
仕事

【大学構内の清掃のオシゴト】
カンタンな仕事ですので､
未経験でも安心して働けますよ♪

【募集情報】
時間 8:00〜17:00 (休憩あり)
※週3日〜OK
休日 日曜日
給与 時給900円
勤務地 犬山市内の大学(田県神社前)
最寄駅 田県神社前駅
資格 ◆未経験大歓迎
◆ブランクあり歓迎
◆学歴不問
待遇 ◇交通費規定支給
◇制服貸与
◇車通勤OK
応募 お気軽にAください
【職場情報】
事業 総合ビル管理・建築・不動産・警備

経験･年齢不問の大募集
日給9000円！
さらに寮費3ヶ月無料"
◇◆入社祝金3万円(規定有)◆◇
仕事

一般道路の交通誘導警備

【募集情報】
時間 8:00〜17:00
休憩有､週1日〜OK
給与 日給9000円〜1万2000円
※法定研修4日(30h)／2万6940円
※交通誘導2級の資格所有の場合
1日1000円UP
勤務地 名古屋市内及び近郊
資格 未経験者大歓迎
経験者･有資格者は優遇有
待遇 寮費3ヶ月無料､交通費規定支給､昇給有､
車通勤OK(ガソリンカード支給)､
社会保険完備､制服貸与､
残業手当有､週払い･日払いOK(規定有)
入社祝金有(規定有)
応募 まずはお気軽にTELください｡
※TEL担当／細井
【職場情報】
事業 警備業
タカラスタンダード
白山神社
中央本線

当社
ファミリー
マート
メッツ大曽根

大曽根駅

環状線

名古屋市名東区牧の里2-120-1

名古屋市東区矢田2-13-17

A080-6943-2227 採用担当/菊池

C0120-506-050

マイスター株式会社

株式会社シーマ
028-0883183

名鉄瀬戸線

セブン
イレブン
矢田二丁目

A052-712-2088
028-0883592

引山バスターミナル]6分
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｢丸の内｣駅5番出口]3分
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10クリーンスタッフ

70各種施設の常駐警備業務

時給1125円〜＋各種手当

7月給18万円以上\ 0時給898円〜

60代スタッフさん活躍中!!
資格･年齢･経験の有無は問いません！
あなたの力が必要なんです！

★20代〜73歳まで幅広く活躍中★
未経験者歓迎!!年齢･経験不問!
安定の環境で安心して長く働けます!

マンションのご入居前の清掃。
オフィスなどの清掃やカーペットクリー
ニングなどをチームで分担して行ってい
ただくお仕事です。
【募集情報】
時間 8:00〜17:00 ※休憩有、残業有
※週3日〜OK、出勤日数・曜日応相談
休日 日曜日
資格 学歴･年齢･経験･知識不問
未経験の方歓迎、ブランクありOK
経験者の方も大歓迎
待遇 社会保険完備、残業手当有、昇給有
休日出勤手当有、制服貸与、車通勤可
交通費規定支給、正社員登用有
応募 まずはお気軽にお電話ください。
【職場情報】
事業 総合清掃業
仕事

《社長から》
こんな方にオススメのお仕事です！！
●モクモク仕事をしたい方
●達成感を味わいたい方

商業･工業施設やオフィスビル､
マンション､銀行などでの常駐警備業務
【募集情報】
時間 7◇1ヶ月単位の変形労働時間制
◇所定労働時間:月平均173h
【勤務時間例】◆勤務先により異なる
①8:00〜翌8:00(休憩360分) ②20:00〜
翌5:00(休憩60分) ③17:00〜翌8:00
(休憩240分) ④8:00〜17:00(休憩60分)
⑤6:00〜21:00(休憩60分)
024時間以内で時間応相談 ※週1日〜OK
休日 7週休2日制(年間休日108日)
※勤務地により異なる
給与 7※別途時間外､資格､諸手当有
勤務地 名古屋市内及び近郊 ※直行直帰OK
＜主な勤務地＞ ◆愛知県内に多数
港区･中区･中村区､西三河･尾張､など
※住所地を元に勤務地は相談可
資格 18歳以上(要普通免許)
※未経験者歓迎 ※無資格OK
待遇 社会保険完備､交通費全額支給､
制服貸与､有給休暇･慶弔休暇あり､
退職金制度(正社員勤続5年以上)､
慶弔見舞金制度､社員持株会制度､
財形貯蓄制度､団体保険制度､
◆60歳定年制度(継続雇用は65歳まで)
※条件を満たせば延長の可能性あり
法定研修4日間有(30時間):給与変動なし
応募 まずはお気軽にお電話下さい｡
【職場情報】
事業 警備業
《ＵＲＬ》http://www.3-s.co.jp
仕事

名古屋市名東区神月町1011

〒460-0003 名古屋市中区錦2-4-15
ORE錦2丁目ビル3F

A052-774-6711

A052-218-7238

有限会社クリア装業

株式会社スリーエス 中部事業本部
028-0884539

採用担当まで
028-0883997

JR｢笠寺｣駅よりスグ
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ミッドランドスクエア東側
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80警備スタッフ

01パチンコホール閉店後清掃

日給8000円〜1万円＋資格手当

時給1200円

◆
新 規 O P E N $
◆
◆ オープニングスタッフ募集！ ◆
◆
未経験の方大歓迎♪
◆
◆ う れ し い 週 払 い+ ◆
交通誘導警備､建築現場の保安警備など
｢みんな未経験･ゆとりの教育システムで
安心サポート｣
【募集情報】
時間 8:00〜17:00 ※現場により異なる
◎平日だけ､週末だけでもOK！
給与 日給8000円〜1万円＋資格手当
※法定研修4日間･30h(時給898円)
※資格手当(1万5000円〜2万円/月)
勤務地 名古屋市内および近郊
最寄駅 JR東海道本線｢笠寺｣駅よりスグ
資格 未経験者大歓迎､学歴・職歴不問
18歳以上70代まで歓迎
待遇 社会保険あり､交通費規定支給､昇給あり
資格手当あり､制服貸与､寮あり
週払い(規定あり)､正社員登用制度あり
応募 まずはお気軽にご応募ください。
本社A052-446-7997でも受付けています
担当者直通A090-3305-6264(水野)
【職場情報】
事業 警備業・一般貨物自動車運送事業
仕事

◆◇ 名駅スグ$ とても便利♪
◆◇ 週3日〜OK! WワークOK!
◆◇ 難しくないので安心です
◆◇ 未経験の方も大歓迎♪♪

パチンコホールの閉店後に遊技台や
フロア､トイレ等の簡単な清掃をお願い
します。
【募集情報】
時間 月〜土／22:30〜24:00(23:30も可)
日・祝／21:30〜23:00
※週3日〜OK
※勤務曜日･時間はご相談ください。
勤務地 下記住所
ミッドランドスクエア東側50m
※サンロード5番出口スグ
資格 未経験の方大歓迎
ＷワークOK
主婦･主夫､60歳以上の
シルバーさんなどどなたでも大歓迎!
待遇 精勤手当(1万円支給)あり※規定あり
応募 まずはお気軽にお電話ください。
お問い合わせだけでも大歓迎です
【職場情報】
事業 パチンコホール
《ＵＲＬ》http://www.kohaku.co.jp
仕事

名古屋市南区寺部通2-28-1
ニューコーポ第一笠寺706号

名古屋市中村区名駅4-10-22

A052-821-6801又は090-3305-6264

A052-582-3911

株式会社エムケイライン 名古屋南募集センター

KOHAKU 名駅店

028-0883957

◇◆
◇◆
◇◆
◇◆

担当/服部
028-0885167

中区
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地下鉄｢浅間町｣駅]3分

yk
F
ym
y

1クリーンスタッフ

01介護･介護サポート

時給900円〜 \

時給①1000円〜②1100円〜 \

◆
清掃スタッフ募集!!
◆
◆
いろいろな時間帯あり!!
◆
◆ 女性活躍中！ 週3日〜OK! ◆
◆
未経験の方大歓迎+
◆
【募集情報】
時間 ① 7:00〜12:00(5h)
② 9:00〜12:00(3h)
③17:30〜20:00(2.5h)
④17:00〜20:30(3.5h)
休日 ①②③土日祝休み
④日祝休み
給与 ①時給950円
②時給900円
③時給950円
④時給970円
勤務地 伏見・栄駅近くのビル内
資格 中高年〜シニア(60歳以上)の方歓迎
待遇 交通費規定支給､有給休暇有
制服貸与､ミニボーナス年2回(規定有)
応募 まずはお気軽にお電話ください
【職場情報】
事業 総合ビル管理､メンテナンス業
《ＵＲＬ》
http://www.sanseisha1955.co.jp

0-《人生 楽しく 自分らしく》-0
0- 中高年〜シニアの方歓迎♪ -0
0- 働き方はご相談ください+ -0
ご入居者様が1日1日を楽しめるよう､
一緒に外出をしたり､お話したりして
楽しく過ごしていただきます。
【募集情報】
時間 a.7:00〜16:00 b.10:00〜19:00
c.16:00〜翌10:00 ※休憩あり
※お好きな時間で働けます。
午前のみ！午後のみ！夜勤のみ！
土日のみ！短時間もOK！
給与 ①時給1000円〜 ②時給1100円〜
※資格･経験による
勤務地 ①グループホーム円頓寺
〈名古屋市西区新道1-3-12〉
②住宅型有料老人ホーム きくいの森
〈名古屋市西区菊井1-2-18〉
資格 初任者研修修了者など有資格者の方歓迎
ブランクOK､年齢･性別･学歴不問
主婦(夫)〜シニア(60歳以上)の方まで
幅広い年齢層の方歓迎
待遇 交通費規定支給､各種手当､昇給･賞与
車通勤可､深夜割増､資格取得支援あり
【職場情報】
事業 福祉･介護事業など
仕事

名古屋市中村区名駅4-4-10
名古屋クロスコートタワー3F(面接地)

C0120-113-048A052-584-7272 A比護

名古屋市西区新道1-2-5

採用担当まで

創業63周年

A052-583-6111

株式会社三清社

株式会社マザーズ
028-0885644

028-0885714

勤務地により異なる
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千種区

01接客
スマートフォンの簡単な操作案内

01①ドライバー ②清掃スタッフ

時給1000円

時給①950円〜1200円 ②900円

60歳以上活躍中★勤務地選択可☆
【週2日･1日4時間〜】勤務OK!
簡単な接客のお仕事です。
人とお話することが好きな方大歓迎♪
ドコモショップにて､同世代(シニア層)
のお客様にカメラやメールなどの簡単な
スマホの使い方をご案内するお仕事。
普段お使いの知識で充分ご活躍いただけ
ますので､未経験でもご安心ください♪
【募集情報】
時間 10:00〜19:00（1日4時間から応相談）
休日 シフト制（週2日以上）
※曜日・日数は応相談
給与 時給1000円
勤務地 いずれかのdocomoショップ
春日井･小牧･浄心･平針･四軒家
ららぽーと名古屋みなと･刈谷･半田
※上記より選択可
資格 年齢不問、未経験歓迎
待遇 車通勤可､交通費規定支給、
社会保険完備、有給休暇
応募 まずはお気軽にお電話ください。
【職場情報】
事業 携帯電話・スマートフォンの販売
（ドコモショップ8店舗の運営）
仕事

①ご自宅から当施設間のご利用者様の
送迎。送迎ルートはいつも同じなので
すぐに慣れていただけます。
②施設内のお風呂やトイレの清掃。
家事の延長で働くことができます。
【募集情報】
時間 ①7:30〜10:00、15:30〜18:00
②14:30〜17:00 ※①②1日2.5h〜OK
★勤務日数、週1日〜OK。都度ご相談OK
★その他の勤務時間もご相談に応じます
休日 日曜日
給与 ①時給950円〜1200円 ②時給900円
勤務地 地下鉄東山線｢覚王山｣駅､｢本山｣駅､
｢池下｣駅から各駅徒歩5〜15分
資格 未経験者歓迎、①のみ要自動車免許
待遇 交通費規定支給、自転車通勤OK、社会
保険完備、制服貸与、正社員登用制度有
応募 まずはお気軽にお問い合わせください♪
仕事

【職場情報】
事業 デイサービス
《ＵＲＬ》
http://www.rakuto-chikusa.com/
《担当から》
コミュニケーションを大切に、多様な
働き方ができる施設です。職場見学もOK!

名古屋市中区丸の内1-17-19
キリックス丸の内ビル5F

名古屋市千種区田代本通2-1

A052-218-2251 担当/沢田･佐竹･八百谷

A052-757-8851

株式会社コスモテレコム

デイサービスセンター楽人

028-0885864

採用担当
028-0886102
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名古屋市内

勤務地により異なる
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01駐車場スタッフ

71①介護スタッフ②訪問ヘルパー
7③サービス提供責任者1④送迎

時給900円〜1150円 ※深夜割増あり

7①月給19万6600円〜 ※他下記参照

4/22 栄3丁目に新OPEN！
笑顔と挨拶ができればまずはOK！
☆未経験･久々おシゴトの方大歓迎☆
40〜60代 元気なスタッフ活躍中♪

60代からの新規スタート大歓迎!20代
〜70代が活躍中!未経験者も大歓迎!!

名古屋の屋内駐車場にて車の誘導･出庫
サポート･料金の精算管理等をお願いし
ます｡お客様の車を誘導して､ボタンを押
すだけなので､複雑な機械操作はありませ
ん◎営業職､自営業､警察官等様々な経験
をされた方々が未経験から活躍中です!!
【募集情報】
時間 (1)7:30〜18:00
(2)18:00〜翌0:30
(3)18:00〜翌3:00 (4)8:00〜15:00
(5)15:00〜22:00 (6)7:00〜10:00
※シフト制 ※(1)〜(5)休憩有
★週3日1日3h〜､相談可､土日のみOK！
勤務地 名古屋市内(23店舗)
資格 要普通免許､シニア応援
待遇 昇給有､C規定支給(月上限15000円)
車通勤OK試用3ヶ月/同条件
定年制70歳､22時以降時給1130円〜
応募 まずは気軽にご連絡ください。
DOMONETからもご応募受付中です！
【職場情報】
事業 立体駐車場の運営・管理
仕事

名古屋市中区栄5-7-14

A052-241-7575

①デイサービスの介護職②訪問ヘルパー
③サービス提供責任者④送迎ドライバー
【募集情報】
時間 ①8:30〜17:30
(1は8:30〜13:00､13:00〜17:00でも可)
②9:00〜18:00（1は1日1hから可)
③9:00〜18:00
④8:00〜9:30、16:30〜18:00
休日 7週休2日(シフト制/③は日曜＋他)
給与 ①7月給19万6600円〜
1時給1000円〜1330円
②7月給19万6600円〜
1時給1200円〜1880円
③7月給24万8000円〜
④1時給900〜1100円
勤務地 (A)名古屋市東区相生町4(①②③④)
(B)名古屋市千種区豊年町8-27(①④)
資格 ①は無資格､未経験OK②初任者研修(ヘル
パー2級)以上③介護福祉士､実務者研修､
看護師のいずれか
待遇 社会保険完備、C規定支給、食事補助(デ
イサービス)、資格取得支援制度
【職場情報】
事業 介護事業
仕事

名古屋市東区相生町4

担当/田中

A052-936-0596 担当/加藤

株式会社ＡtoＺ(エイトゥーゼット)
028-0886052

有限会社 あい介護センター
028-0886129

きんちゃんバス芝井停すぐ
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1病院への付き添い

資格があればOK$医療行為なし
身体の負担なく資格を活かせます｡
仕事

時間
資格
待遇
事業

ご利用者様の病院の付き添いや日常生活
のお手伝いがメインのお仕事です｡
病院までの運転(1BOXカー)や受付､先生と
のお話をお願いします。
8:30〜18:00の間で時間･曜日応相談
★フルタイムもOK(実働8時間)
要普通免許、正看護師or准看護師
社会保険完備､車通勤可､扶養勤務可
福祉施設

弥富市芝井4-10-2

C0120-931-368（本社）
㈱アルバ

介護事業部

有料老人ホームサンライズ弥富
028-0870306
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JR尾張一宮駅東へ]5分

01①交通誘導･案内
②土･日交通誘導･案内
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本文参照

2車の回送業務
③夜間警備

時給1000円\ ※週払いOK

時給1100円以上(大型) ※日払可(規定有)

◆年齢不問!入社祝金1万円有◆
月収20万〜35万円以上可!週払いOK!

入社祝金5万円支給(規定有)$ｼﾆｱ活躍
「まだ青春…ｼｶｯﾘ稼いで遊ぼう」

仕事
時間
給与
勤務地
資格
待遇
事業

駐車場･イベント会場での誘導や案内､工
事現場での警備､一般車両･歩行者の誘導
8:00〜17:00(実働8h､休憩･残業有)
※週1日〜OK!平日･土日のみ勤務OK!
法定研修(4日/30h)給与2万6940円
※資格手当最高6万1600円支給
一宮市･稲沢市･江南市･愛西市及び近郊
18歳以上の方(定年退職後の方歓迎)
残業･深夜割増有､社保完､D有､制服貸与
警備業

一宮市本町3-11-7 長谷川ビル1F

A0586-25-1550

整備工場に入れる､ﾄﾗｯｸ等の引取･納車
8:00〜17:30(前後あり､休憩･残業あり)
日･祝、ほか長期休暇あり
普通免許時給950円〜(中型は1000円〜)
①飛島村木場
②一宮市萩原町
③小牧市春日寺 ※車通勤可
資格 ①普通免許 ②大型免許 ③中型免許
待遇 社保完､現地面接可､C規定､D
★無事故手当(月1万円･時給UP､規定有)
事業 派遣業(派23-020424)
仕事
時間
休日
給与
勤務地

名古屋市中村区本陣通5-130(本社)

採用担当まで

C0120-455-228

東洋警備保障株式会社

採用担当

株式会社 アルバ
028-0870694

028-0872280

尾 張エリ ア

時給1200円以上＋C規定支給
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一宮市両郷町
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弥富駅]15分

10施設清掃スタッフ

1①調理師
②仕込み・調理補助

時給900円

①時給1300円〜 ②時給950円〜

テラスウォーク一宮の清掃！
【週3日】日中or夕方勤務
仕事
時間

勤務地
資格
待遇
事業

ショッピングモールでの清掃業務
40代〜60代のスタッフ活躍中！
①11:00〜16:30(実働5h､休憩30分)
②16:30〜21:00(実働4.5h)
※週3日からOK
テラスウォーク一宮(一宮市両郷町1-2)
未経験者､主婦･主夫歓迎
制服貸与､有給休暇有､研修有
社会保険加入有､マイカー通勤可
清掃・ビルメンテナンス業

名古屋市中村区那古野1-38-1 星光桜通ビル

A052-583-0951

採用担当

午後のみの調理補助のオシゴト！
自分のペースで長く働けます♪
時間

休日
勤務地
資格
待遇
事業

①14:00〜22:30(休憩45分)
②14:00〜19:00 ※1日4時間〜応相談
◎扶養内勤務OK
土･日、GW･夏季･年末年始など長期連休
川崎重工 弥富寮【0489】
①調理師免許 ②未経験者大歓迎
昇給有､食事手当､車通勤可､
制服貸与､有給休暇､深夜割増有
フードサービス業

愛知県弥富市五明町西亀具1132-7

C0120-989-912
三井物産グループ

星光ビル管理(株) 東海営業第二部

採用担当

エームサービスジャパン株式会社

028-0873011

^音貝小学校前]3分
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028-0881749
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瀬戸

1①調理補助
②送迎ドライバー

01商業施設清掃

時給900円〜

時給898円

1ヶ月毎のシフト制で凄く働き易い！
適度な運動に最適！シニア活躍の仕事
仕事
時間

資格
待遇
応募
事業

①厨房での料理の盛付や洗い場等
②デイサービスご利用者様の送迎業務
①9:00〜14:15 15:00〜20:00
週2、3日〜、どちらかのシフトのみOK
②8:30〜10:30 16:00〜17:30
週3、4日、どちらかのシフトのみOK
未経験者歓迎②要普通自動車免許
車通勤OK、交通費規定支給、制服貸与
まずはお気軽にお電話ください。
特別養護老人ホーム・デイサービス等

愛知郡東郷町大字春木字下鏡田446-1104

A0561-38-1033

担当/加藤

幅広い年代のスタッフ活躍中！
掃除が苦手な人も心配無用！
仕事

商業施設､店舗の共用部の清掃を
お願い致します｡

時間

8:00〜12:00/13:00〜17:00/
17:00〜21:30（瀬戸市)
尾張瀬戸駅近くの商業施設
未経験歓迎、年齢不問
制服(ポロシャツ)支給、交通費規定支給
お問合せのみも歓迎です。
ビルメンテナンス業

勤務地
資格
待遇
応募
事業

岐阜県美濃市乙狩320-1（本社）

A080-4966-4214

社会福祉法人 東郷福祉会 イースト･ヴィレッジ
028-0879024

2F食堂

A採用担当

ライマン
028-0873276
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犬山市

勤務地により異なる

1登録ヘルパー

月給4万5000〜6万5000円※配布部数による

時給1200円〜 \

■■年齢不問､履歴書不要■■
1日2h以内の勤務！Wワーク歓迎！
｢朝刊新聞｣の配達のお仕事｡
3:30〜5:15 ※週2〜3日勤務OK！
※6:00までに配達が終われば調整OK
(例/4:00〜5:30)
資格 年齢不問､未経験歓迎､WワークOK
シニア(60歳以上)歓迎
待遇 車通勤可､中日年金積立制度有､バイク･
自転車貸出(みんな初めはバイクが不安
ですが､2､3日あれば乗れちゃいますよ!)
事業 新聞販売店
仕事
時間

資格や経験よりも人柄重視です"
仕事
時間
給与
勤務地
資格
待遇
システム
事業

シェアハウスや自宅での介護業務
食事･入浴･排泄介助などの介護業務
7:30〜22:00内で週1日〜､1日1.5h〜
※処遇改善手当200円〜
名古屋市西区・北区・中村区、
清須市、豊山町、北名古屋市
介護職員初任者研修
通勤･入浴手当･他各種手当有､
有給休暇有､昇給有
採用後､登録しお仕事をしていただきます｡
障害福祉サービス

犬山市鳥屋越48-1

名古屋市西区南堀越2-3-1

A0568-67-0641 採用担当まで

A 052-523-8202

中日新聞

森山新聞店

サポートハウスとものや
028-0882103

①小牧市②清須市 \
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028-0882927

日進市
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70①倉庫内の検品･仕分け ②リフト

1①介護補助スタッフ
②調理スタッフ(湯煎するのみ)

7日給1万円以上 0時給1250〜1560円

①時給1020円 ※日･祝時給100円UP ②\

＼経験や学歴不問！資格なしOK☆／
50〜60代､中高年で始めた仲間が多数!
時間

休日
勤務地
待遇
応募
事業

24h内で時間応相談
7①14:00〜23:00等 ②9:00〜18:00等
0上記時間内で1日4h〜､曜日応相談
7週1日＋他あり（希望相談OK)
①小牧市(ホテルグランディア小牧前)
②清須市(下之郷交差点近く)当社請負先
交通費規定支給､車通勤OK､制服貸与､
リーダー手当､7社保完備､健康診断有
お気軽にBください！(9:00〜18:00)
業務請負業

★60歳以上の方歓迎★☆見学OK♪☆
50・70代､子育て中ママも活躍中
仕事

時間

休日
給与
待遇
事業

①入居者さんへのお茶出し､
配膳･下膳等お願いします。
②調理済みの食材を温めるお仕事です｡
①7:00〜9:00
※7:30〜スタート･10時迄等､日数応相談
②16:00〜20:00(土曜日のみ勤務)
①週休2日制★週2日〜OK
②時給900円 ※18〜20時100円UP
昇給､寸志､交通費規定支給
通所介護事業､訪問介護事業､老人ホーム

清須市春日中沼8-4

日進市岩崎町岩根146-4

A052-401-2708/090-9906-7778(日比野)

A0561-74-0301

株式会社

住宅型有料老人ホーム さくら

中部成和
028-0883038

028-0884535

尾 張エリ ア

01新聞配達スタッフ
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瀬戸市

｢清水ヶ根南｣信号スグ
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71ヘルパー

01清掃スタッフ

7月給20万円〜 1①時給1000円 ②1100円

1勤務/1800円〜 ◎入社祝金あり

｢夢浪漫｣利用者の夢を叶えるお手伝い
経験者歓迎!!

*
4 月 O P E N $
*
* オープニングスタッフ大募集！ *
入社祝金あります+
*
*
* きれいな店内で働きませんか？ *

7変形労働時間制(月標準160時間)夜勤有
1①7:00〜20:00で応相談(週1日〜OK)
※7〜16時､11〜20時の勤務は時給100円UP
②7:00〜9:00(実働2h)
休日 7週休2日
待遇 交通費規定支給､車通勤可､制服貸与､
昇給有(半年後にベースアップ)､
資格取得補助､社内研修制度､食事補助
7賞与､社会保険完備､退職金､有給休暇
事業 介護事業
時間

瀬戸市見付町59

A0561-84-2532

株式会社フォーリーフ
028-0884557
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日進市

1調理補助
時給900〜1000円

複数名大募集!!
★40〜60代活躍中!★
仕事
時間
勤務地

資格
待遇
事業

パチンコ店の開店前清掃をお願いします
簡単なお仕事ですので初めての方でも
安心して始めることができますよ。
友達と一緒もOK！ 月5万円位稼げます！
【募集情報】
時間 7:00〜8:30頃(90分程度)
※月25日シフト制
給与 1勤務/1800円〜
※研修1ヶ月間は1勤務/1700円
勤務地 プレイランドキャッスル東郷店
〈愛知郡東郷町大字春木字
清水ヶ根4102-11〉
資格 未経験歓迎
待遇 入社祝金3万円支給(規定あり)
皆勤手当あり
応募 まずはお気軽にご応募ください。
現地面接致します。
【職場情報】
事業 総合クリーニング業
《ＵＲＬ》http://www.hyper-pro.co.jp
《担当から》中高年〜シニア(60歳以上)の
男女が多数活躍中です。
仕事

調理補助募集、盛付・洗浄など
5:30〜13:30､10:30〜16:30､
13:30〜19:30 時間等応相談
日進老人保健施設
日進市北新町二段場920-10
★名鉄バス｢下島｣停より徒歩5分
未経験の方歓迎
賞与有､有給休暇有､食事補助有､制服貸与
総合給食委託事業

春日井市四ツ家町字四ツ家214-1

A090-9229-3206A0568-34-4194

名古屋市中村区本陣通5-235

採用担当まで

社会福祉法人薫徳会

C0120-818-379

セントラルキッチンかすがい

株式会社ハイパー

028-0884935

028-0879692

｢国府宮｣駅より]7分

xm
e
yn
y

各線｢一宮｣駅より徒歩8分

yk
F
yn
y

①1生活相談員
②71介護スタッフ

時給1190円〜1300円

①時給1000〜1200円 ②下記参照

ブランク有の方も歓迎!
主婦さん多数活躍中!中高年・シニア
も無理なく働ける職場です)
家庭のご都合等考慮いたします+

* 無資格･未経験の方も大歓迎+ *

利用者様の健康管理・バイタルチェック
等の看護業務
母体が病院なので、フォロー体制も
バッチリ！
ブランクがあっても安心して働ける
環境です
勤務開始日はお気軽にご相談ください
【募集情報】
時間 9:00〜16:00 ※週3日〜、1日4h〜OK
※月に数回土曜・祝日出社の場合有
給与 時給1190円〜1300円
最寄駅 名鉄名古屋本線｢国府宮｣駅より徒歩7分
車での通勤もOK(無料P完備)
待遇 社会保険完備、制服支給､
交通費規定支給(徒歩･自転車の方も)､
車通勤可(無料駐車場有)
応募 お問い合わせだけでも構いません
まずはお気軽にお電話ください
【職場情報】
事業 通所介護
仕事

定員10名の小規模なデイサービス♪
利用者様2〜3人に対し､1名のスタッフを
配置することで一人ひとりにしっかり向
き合う事ができます！
【募集情報】
時間 ①19:00〜17:00の間で1日4h〜OK
②78:00〜17:00
18:00〜18:00の間で1日4h〜OK
※1週2日〜OK､勤務時間･曜日は応相談
休日 ②7週休シフト制
給与 ①1時給1000〜1200円
②7月給18万円〜 1時給900〜1100円
最寄駅 名鉄本線｢名鉄一宮｣駅より徒歩8分
資格 要普通運転免許
①社会福祉士､介護福祉士､保育士､
社会福祉主事任用のいずれか
②初任者研修修了者(旧ヘルパー2級)
無資格の方も歓迎
未経験OK､年齢･学歴不問
経験者･有資格者歓迎､シニア(60歳以上)
の方歓迎
待遇 社会保険完備､有給休暇､交通費規定支給
昇給有､処遇改善手当､車･バイク通勤可
【職場情報】
事業 介護事業
仕事

稲沢市高御堂1-5-32 (NTT稲沢ビル1階)

一宮市昭和1-1-10

A0587-23-0388 A採用担当

A080-9735-1986

医療法人回精会 国府宮デイサービスセンター

デイサービス 樹楽 一宮 (運営法人/合同会社 幸寿)

028-0881737

担当者直通/松永
028-0882354

尾 張エリ ア

01看護師・准看護師スタッフ

勤務地により異なる
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岩倉・稲沢

01清掃スタッフ

1①介護 ②夜間介護

時給900円以上

時給950円以上

!名古屋･西春営業所同時募集!
無理のない業務分担により、年配の方
でも無理なく長く活躍できます!
急なお休みも最大限対応しています！
仕事

簡単な清掃業務です。女性スタッフ活躍
中！2人チームか1人での作業なので自分
のペースで働けます｡体力的にきつい仕事
もありませんのでご安心下さい｡

【募集情報】
時間 ①6:30〜9:30(名古屋市中区栄)
②7:30〜11:00(北名古屋市中之郷)
※週1日からOK、希望曜日、時間お気軽に
ご相談下さい。
(シフトは1ヶ月毎の希望申告制)
※土日勤務可能な方歓迎
勤務地

①名古屋営業所/名古屋市中区栄1-3-3
②西春営業所/北名古屋市中之郷池田6-1

資格

学歴､年齢､資格一切不問､
未経験大歓迎､
定年退職された方歓迎

待遇

交通費規定支給、有給休暇有
健康診断年1回(会社負担)、
制服貸与、
勤続奨励金有
(入社6か月5000円、入社1年後5000円）
②のみ車・自転車通勤可
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☆60代以上のシニア活躍中☆
デイサービスの介護､入居者様の生活支
援､その他お手伝いなどをお願いします｡
【募集情報】
時間 ①7:00〜19:00の間の4時間以上
②●16:00〜翌10:00(②のみ夜間あり)
※週3〜4日程度(曜日応相談)全て休憩有
休日 週休2日シフト制(年間休日115日)
給与 時給950円以上 ※②深夜割増有
◆初任者／時給950円
◆介護福祉士／時給1000円
以下の時間帯は時給150円UP!
・早番手当（7〜9時）
・遅番手当（18〜19時）・日曜日終日
勤務地 【ゴールドエイジ岩倉】
岩倉市野寄町一町田7
【ゴールドエイジ奥田】
稲沢市奥田白山町113-1
資格 介護職員初任者研修（旧ヘルパー2級）以
上、学歴・年齢不問
待遇 ◆交通費全額支給 ◆社会保険完備
◆車通勤OK ◆研修制度 ◆制服貸与
応募 まずはお気軽にご連絡ください
詳しくはHPで!▶https://goldage.co.jp/
【職場情報】
事業 サービス付き高齢者向け住宅
仕事

【職場情報】
事業 清掃管理、設備管理、印刷工場支援

名古屋市中区栄1-3-3
名古屋市中村区名駅3-11-22

A052-221-8030 A大久保

IT名駅ビル1F

朝日新聞グループ

A052-308-3066 担当：八木まで

朝日建物管理株式会社 名古屋営業所

ゴールドエイジ株式会社

028-0882583

028-0883163

瀬戸市･豊田市
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01①男女交通誘導員
②男女警備員

◆日払い･週払い･寮完備!!◆
勤務地は選べます!!
残業代別途支給で手当も
色々あって稼げますよ♪
男女警備スタッフのお仕事｡
即日入寮できます｡ほとんどの方が
未経験スタートなので､安心ですよ!!
【募集情報】
時間 8:00〜17:00(実働8h)
※研修は8:30〜17:00の間で実施
※現場によって異なる
給与 ①日給1万円〜 ②日給8000円〜1万円
※法定研修4日間(30h)/時給898円
(即払い可)
勤務地 瀬戸本社/瀬戸市東長根町101-1
豊田オフィス(営業所)/豊田市司町2-9-1
資格 ①交通誘導1級･2級資格者歓迎
(資格者手当有)
②業務経験者歓迎
警備員指導教育責任者2号および1号
所持者歓迎
待遇 社会保険有､週払い･日払い可､社員寮有､
残業代別途支給､遠方手当有､
①資格者手当/月1万5000円有
【職場情報】
事業 警備業
仕事

愛知県瀬戸市東長根町101-6

C0120-850-110

株式会社 愛知警備保障
028-0884958

尾 張エリ ア

①日給1万円〜 ②日給8000円〜1万円 \

刈谷駅から徒歩10分
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01介護スタッフ

三 河・知 多 エ リ ア

時給950円〜1000円

☆新体制スタート☆複数名採用予定+
短時間OK!中高齢の方も元気に活躍中
①7:30〜17:00 ②11:00〜20:30
※週1日〜､1日3h〜応相談
◆午前だけ･午後だけ､お昼前後だけ､
平日だけ､週末だけでも大歓迎!
資格 無資格･未経験者歓迎 ※年齢不問
待遇 社会保険あり(加入条件あり)､
昇給あり､賞与あり､退職金制度､
通勤手当(日額上限1000円)､
車通勤可(駐車場有)､資格取得支援あり
事業 グループホーム
時間

刈谷市神明町4-723-2

A090-2574-3961 担当直通携帯まで

グループホーム 長寿の郷
028-0880234
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岡崎市

勤務地により異なる
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1看護助手
(病院内での清掃·ベッドメイク等)

01セルフガソリンスタンドスタッフ

時給1200円 \

時給1100円〜(2か月間特別)※下記参照

簡単お仕事◎無資格·未経験大歓迎
時間
休日
給与
勤務地
待遇

事業

7:00〜16:00､10:00〜19:00
実働8時間(休憩60分)
週休2日交代制
※研修期間2ヶ月／時給1100円
岡崎市民病院
(愛知県岡崎市高隆寺町字五所合3-1)
交通費規定支給 制服貸与
業績に応じて一時金支給(年2回)
育児·介護·看護休暇有 有給制度
保育手当有(上限4000円／月)
病院用寝具､設備の販売､リース業

岐阜市若宮町9-16(本社)

C0120-922-576

中高年からのスタート応援します！
定年された方も歓迎！
給油監視及び簡単な接客業務(未経験可)
6:30〜12:00､18:00〜23:30※開閉業務有
3か月以降は時給900円〜1000円
当社請負先(希望勤務地ご相談ください)
①豊田市緑ヶ丘4-53
②岡崎市欠町三田田北通2-1
資格 乙種第四類(乙4)危険物免状保有者
待遇 冷暖房完備、車･バイク通勤可
社員登用有、深夜割増有、制服貸与
事業 業務請負・人材アウトソーシング事業
仕事
時間
給与
勤務地

名古屋市中区金山1-2-4 IDエリアビル3F

採用担当

C0120-730-820 Aアサノ

株式会社トーカイ

株式会社ヒュートムスタッフィング
028-0881704

028-0882780

上郷サービスエリア付近
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勤務地により異なる

018地域相談スタッフ

時給1000円＋C規定支給

時給1200円〜1350円＋各種手当

出勤日数相談OK！身体に負担なく
あなたのペースでお小遣い稼ぎ$
仕事
時間

待遇
応募
事業

①お料理の温めや簡単な調理など
②安全運転での利用者さんの送り迎え
①9:30〜15:30
★曜日は相談に応じます！
②8:00〜10:00／16:00〜18:00
★朝・夕方・両方などは相談OK！
社会保険完備､車通勤可､扶養勤務可
まずはお気軽にA下さい。
福祉施設

豊田市大成町3-94

C0120-931-368（本社）
㈱アルバ

介護事業部

デイサービスサライ豊田南
028-0882546
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岡崎市

1看護助手
(病院内での清掃·ベッドメイク等)
時給1010円 \

40〜70代男女活躍中!!
主婦(夫)の方大歓迎 短期でも長期でもOK
在宅のお客様を中心に｢ティアの会｣の
ご案内をして頂きます｡人生経験を活かし
てお客様との信頼関係を築いてください
【募集情報】
時間 10:00〜16:30
※上記のシフト制､休憩1h
※月21日勤務(シフト自由)
※時間･曜日相談OK
勤務地 お好きな勤務地選べます
A.西尾市近郊 B.碧南市近郊
C.幸田町近郊
資格 ★定年退職された方も大歓迎!
★主婦･主夫の方大歓迎!
★営業未経験の方も研修制度が整って
いるので安心して始められます｡
待遇 通勤手当規定支給､会員獲得手当､他
※試用期間3ヶ月(条件変動なし)
研修制度あり!
※契約更新制(2ヶ月毎)
※実績に応じて時給UP!!
応募 まずはお気軽にお問い合わせください｡
【職場情報】
事業 葬祭事業
仕事

深夜勤務なしの交代制です♪
時間
給与
勤務地
待遇

応募
事業

7:00〜16:00､10:00〜19:00
実働8時間(休憩60分)
※研修期間2ヶ月／時給960円
岡崎市立愛知病院／
岡崎市欠町粟宿18
交通費規定支給 制服貸与
業績に応じて一時金支給(年2回)
育児·介護·看護休暇有 有給制度
保育手当有(上限4000円／月)
※面接は現地で行います｡
病院用寝具､設備の販売､リース業

岐阜市若宮町9-16(本社)

C0120-922-576

採用担当

A.西尾市住吉町5-5 B.碧南市植出町4-24
C.額田郡幸田町横落長根125-1

A0562-55-6700

株式会社トーカイ

平日/9時〜18時

A.TEAR西尾 B.TEAR碧南 C.TEAR幸田
028-0881722

028-0867633

三 河・知 多 エ リ ア

1①調理スタッフ
1②送迎スタッフ
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本文参照
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岡崎市

三 河・知 多 エ リ ア

01駐車場での警備

01清掃スタッフ

日給8400円以上+各手当別途支給

1勤務/1700円〜

【土日又はどちらかだけ働く】
丁寧な研修ありで初心者も安心
社会貢献しながら･仲間作り･収入Get
現在は60〜80代のが8割です｡

◇
◇
2 0 名の大 量 募 集$
◇
未経験の方大歓迎+
◇
◇ 中高年〜シニア層まで歓迎♪ ◇
◇ 短時間でしっかり稼ごう！ ◇

店舗駐車場出入り口にて
歩行者の安全確保などのお仕事｡
★常時3名での対応です｡トイレも配置場
所から近くスムーズにいけるので安心｡
【募集情報】
時間 11:00〜20:00(休憩あり)
★お昼ご飯休憩以外にも随時休憩も取れ
るので身体の負担なく勤務可能です。
仕事

給与

法定研修(4日･日勤帯)は2万6940円

勤務地

MEGAドン・キホーテUNY豊田元町店
(名鉄三河線土橋駅より車2分､]6分)
★名鉄知立駅より電車で17分！

資格

18才以上の方

※未経験歓迎

直行直帰OK､車通勤可
★装備品制服は全て無料で新品貸与
【職場情報】
事業 警備業
待遇

パチンコ店の開店前清掃をお願いします
簡単なお仕事ですので初めての方でも
安心して始めることができますよ。
友達と一緒もOK！ 月4万円位稼げます！
【募集情報】
時間 7:00〜8:30頃(90分程度)
※月25日シフト制
給与 1勤務/1700円〜
※研修1ヶ月間は1勤務/1600円
勤務地 ZENT岡崎インター店
〈岡崎市大平町字堤上1〉
ZENT上地店
〈岡崎市上地4-14-1〉
資格 未経験歓迎
待遇 皆勤手当あり
応募 まずはお気軽にご応募ください。
現地面接致します。
【職場情報】
事業 総合クリーニング業
《Ｕ Ｒ Ｌ》http://www.hyper-pro.co.jp
《担当から》中高年〜シニア(60歳以上)の男
女が多数活躍中です。
仕事

名古屋市中区橘1-7-7 祖父江ビル3F

名古屋市中村区本陣通5-235

A052-339-1068

C0120-818-379

Aあびこ

株式会社 互光(ごこう)名古屋支社
028-0877141

採用担当まで

株式会社ハイパー
028-0879693
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岡崎市・豊田市
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安城駅から南スグ

①0178介護②0介護(夜勤専従)
③1介護支援専門員④0178看護

時給①1100円 ②1000円〜 ③900円〜

78月給22万円〜※夜勤月6回含む \

60〜70歳が活躍中！
まずはお気軽にお問い合わせ下さい｡

OPENして1年のキレイな施設です!
未経験の方も活躍されています!
ぜひ職場見学にお越しになりませんか
☆★入社祝金有★☆

【募集情報】
時間 ①6:00〜15:00､16:00〜0:00
②8:00〜17:00(早出・残業有)
③8:00〜17:00、20:00〜翌5:00
※勤務地により異なる
※他勤務シフトは要相談
※①③ともに昼勤･夜勤週交代制です｡
休日 土･日･GW･お盆･年末年始長期連休有
※年間休日113日 ※会社カレンダー有
勤務地 岡崎市東大友町､上三ツ木町･
豊田市畝部西町､高岡町※勤務地相談可
※②は岡崎市東大友町の勤務となります
資格 ①中型免許･フォークリフト免許
②中型免許(普通免許8t限定でもOK)
③フォークリフト免許
待遇 ◆各種社会保険完備 ◆定期健康診断
◆マイカー通勤可 ◆無料R有
◆通勤手当 ◆制服貸与
◆GW･夏季･年末年始･有給休暇
◆家族も使えるレジャー宿泊補助
応募 まずはお気軽にお電話ください
【職場情報】
事業 道路貨物運送業

岡崎市東大友町字土下35

C0120-073-900

【募集情報】
時間 ① 7:00〜16:00､ 8:30〜17:30､
10:00〜19:00､12:00〜21:00､
16:00〜翌9:00､21:00〜翌7:00
を中心としたシフト制
②16:00〜翌9:00､21:00〜翌7:00
③8:30〜17:30 ※時間相談OK!
④8:30〜17:30 ※時間相談OK!
※いずれも休憩有
休日 週休制 ※月9日
給与 1時給900〜1800円
0日給1万円〜2万円以上
78月給22万円〜26万円
(夜勤月6回含む)
※夜勤専従職員(介護経験者等)は
2万5000円/回支給
資格 ①018未経験者歓迎
7介護福祉士､実務者研修
②介護職経験者 ③有資格者
④正･准看護師
待遇 昇給有､社会保険完備､車通勤可､
自己研修休暇制度､制服貸与､
交通費規定支給､資格取得祝金制度､
深夜割増有､正社員登用有､入社祝金有､
7賞与有､退職金制度有
応募 お気軽にお電話ください｡
TEL後､履歴書(B貼)持参下さい｡
お問合せのみも大歓迎です｡
DOMONETからは24h応募頂けます｡
【職場情報】
事業 介護施設の運営･介護付き有料老人ホーム

安城市末広町9-27

担当/労務人事課

岡崎通運株式会社

A0566-93-5575

採用担当/飯嶋

すえひろ翔裕館
028-0881908

028-0882516

三 河・知 多 エ リ ア

8①4tドライバー②2t､3tドライバー
③倉庫内作業スタッフ

勤務地により異なる
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知多市・半田市
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三 河・知 多 エ リ ア

781検品・点検スタッフ

01交通誘導スタッフ

\

日給9000円〜1万円(2級資格者) \

★最短3日で入社・入寮可能★

6月末からの大型工事に伴う交通誘導
のお仕事！新規スタッフ20名募集！
希望により正社員登用有ります！

≪自動車部品の検品のオシゴト≫
自動車に使われるプラスチック製で
小さめの部品なので軽いものばかり♪
それ以外の部品の品質検査をお願い
することもあります。
【募集情報】
時間 786:30〜翌5:00の中で1日実働8時間
【昼夜勤務例】
8:00〜17:00／20:00〜翌5:00※休憩60分
【連続2直勤務例】
6:30〜15:15／16:15〜翌1:00※休憩60分
就業地により勤務時間が異なります。
16:30〜15:15、8:00〜17:00、
16:15〜翌1:00、22:00〜翌5:00
※パートは週3日〜勤務OK
休日 78週休2日制(原則、土日休み)
※工場カレンダーによる
※長期休暇有(GW・夏季・年末年始)
給与 7月給21万8000円以上
8時給1200円以上 1時給1250円以上
★22時以降翌5時まで…時給1562円以上
勤務地 豊田市､安城市､刈谷市､碧南市､
知立市…他多数あり
資格 未経験者歓迎､経験者歓迎､フリーター歓
迎､第二新卒歓迎､U・Iターンの方歓迎
待遇 各種手当(職能/交替勤務/皆勤/残業/深夜
)､C支給(規定あり)､赴任手当全額支給
Dあり､有給あり､制服貸与
研修制度あり7Hあり､寮あり(生活備品
付きの1R寮)81R寮あり※寮費補助として
3万3000円/月支給(規定あり)
【職場情報】
事業 人材派遣業(派)40-300912
有料職業紹介事業40-ユ-120008
業務請負業
《ＵＲＬ》http://technosmile-kyujin.com/
仕事

大型工事に伴う知多から半田方面にかけ
ての一般道路の交通誘導警備のお仕事。
工事の進捗により、現場が移動します。
仕事の流れはイチから取得できます。年
齢経験不問。男女活躍中です！
【募集情報】
時間 ①8:00〜17:00 ②20:00〜翌5:00
※休憩有、直行直帰OK、週2〜3日もOK
※現場により3Hの残業あり
給与 日給9000円〜1万円(2級資格者)
①で3H残業の場合日給1万3219円
(2級資格者は1万4688円)
②で3H残業の場合日給1万4907円
(2級資格者は1万6563円)
※法定研修30hは時給898円
資格 18歳以上、未経験者歓迎
交通誘導2級有資格者歓迎
待遇 交通費規定支給、車通勤可、制服貸与
資格手当有(交通誘導2級資格者は別途
1日1000円支給)、社保完、正社員登用有
応募 お問い合わせのみも歓迎です。
【職場情報】
事業 警備業
仕事

愛知県豊田市寿町7-95-1

松阪市内五曲町22

C0120-499-300(受付:平日9:30〜18:00)

A0598-22-1515(本社受付)

株式会社テクノスマイル東海事業所

三重警備保障株式会社

028-0882989

028-0886146

