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名古屋駅すぐ xyyakn
01オフィスビルの清掃スタッフ

①時給930円～②時給1050円～ ※選べます

＼　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 ・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
時間 A.6:30～10:30　B.7:00～11:00 

長時間働きたい､など気軽に相談下さい♪
勤務地 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！
待遇 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
応募 まずはお気軽にお問い合わせください｡
事業 総合ビルメンテナンス業

028-0992220

近鉄ビルサービス株式会社　中部支店
A052-581-4855　採用担当まで
名古屋市中村区名駅4ｰ5ｰ28　桜通豊田ビル7F

伏見駅]3分/丸の内駅]6分 yyyHkn
01①ビジネスホテルの客室清掃 
　　②客室清掃チェッカー

①時給950円～ ②時給1000円～ ＋C規定

男女･経験不問!60代スタッフ活躍中! 
週2日～ＯＫ"駅近くで通勤便利♪
時間 ①10:00～14:30　②10:00～15:00 

※勤務曜日応相談、土日出来る方歓迎♪
給与 試用期間1ヶ月は時給930円
勤務地 西鉄イン名古屋錦　※当社請負先 

●伏見駅]3分 ●丸の内駅]6分
期間 ①2か月の短期もOK ※長期に変更も可
資格 未経験＆主婦･主夫＆ブランク歓迎♪
待遇 交通費規定支給､残業手当あり､制服貸与 

有給休暇あり､扶養勤務OK､社会保険完備
事業 ビルメンテナンス等の業務請負業

028-0989073

日東カストディアル･サービス株式会社　名古屋支店
C0120-02-0721 A052-223-0721
名古屋市中区丸の内1-5-11丸の内ｻﾝﾄｸﾋﾞﾙ2F

各線名古屋駅から徒歩10分 yyyFkn
01駐車場管理スタッフ

時給930円～　

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 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
時間 (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)

資格 未経験の方大歓迎
待遇 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
事業 不動産・管理・仲介

028-0991663

原ビルスカイパーク
A052-561-5602　採用担当まで

名古屋市中村区名駅南1-24-8 原ビル　 
駐車場管理人室



中村区 zyyumn
1有料老人ホームでの調理 
　(食材の温め･盛付けだけ)

時給950円～

ご家庭との両立も応援します！ 
20代～50代のスタッフ活躍中！

仕事 簡単な調理。 
笑顔の絶えない職場です♪

時間 9:00～20:00の間で2～6h勤務 
夕方から入れる方歓迎､時間相談可

休日 週休2日(シフト制)
最寄駅 市バス｢岩塚本通5丁目｣停より徒歩5分
資格 年齢・経験・資格不問､未経験歓迎!
待遇 交通費規定支給､車通勤可､昇給(年1回) 

社会保険完備､有給休暇
事業 介護事業､住宅型有料老人ホーム

028-0993914

住宅型有料老人ホーム 稀楽
A052-412-7118(10:00～18:00)Aあさの
名古屋市中村区岩塚町字上小路77-2

名古屋市 yyyHFn
81タオル＆ウェア・雑貨の 
　　販売スタッフ

8時給1000円 1時給950円

UCHINOタオル&ウェア 4店舗で大募集 
明るく楽しい売場で20～60代活躍中!
時間 9:30～20:15の間でシフト制 

※8週5日 ※1週3日程･扶養内OK  
※実働7.5h 
※早･遅番どちらも可能な方

勤務地 8①松坂屋名古屋店　②三越栄店 
　③JR名古屋髙島屋　1④名鉄本店

待遇 交通費全額支給･残業手当･社会保険完備 
社員割引･制服貸与･報奨制度(年2回) 
有給休暇･インセンティブ制度(年4回)

事業 タオル･ウェア･バス雑貨の販売製造卸

028-0993836

内野株式会社 名古屋支店
A052-953-7571(土日祝除く)　採用担当
名古屋市東区泉1-13-35 CSC HISAYABLG.2F

名古屋駅から徒歩5分 yyyFkn
01ホテルの①共用部清掃スタッフ 
　　　　　　②大浴場清掃スタッフ

時給950円＋交通費全額支給

【交通費全額支給】シニア活躍中！ 
働きやすい♪時短勤務◎

時間 ① 7:00～11:30(実働4.5h) 
②10:00～14:00(実働4h) 
▶週3～4日で相談OK

勤務地 ザ ロイヤルパーク キャンバス 名古屋 
(名古屋市中村区名駅3-23-13)

資格 未経験歓迎 フリーター､主婦･主夫歓迎
待遇 交通費全額支給､制服貸与､有給休暇
応募 まずはお気軽にお問合せ下さい♪
事業 ビルメンテナンス業

028-0994762

栄和建物管理株式会社
C0120-758-112　担当／平井

愛知県名古屋市中村区名駅4-2-28　 
名古屋第二埼玉ビル2Ｆ

名古屋市内 xyydFk
5パンフレット配布スタッフ

一戸あたり10円

40代～60代の女性活躍中$ 
空いた時間を有効活用できます*
業務 パンフレットを各家庭のポストにお届け

します。
時間 9:00～16:00の間の1日2時間程度 

※月10日程度勤務できる方歓迎
収入 一戸あたり10円
勤務地 名古屋市内
待遇 交通費規定支給 

ガソリン代･駐車場代補助金支給
負担金 なし
事業 共済事業･保険代理事業

028-0994433

愛知県共済生活協同組合
A0120-08-5555  平日/9:00～17:00
本部/名古屋市中区古渡町11-33



中川区水里 yymn
1①送迎ドライバー ②清掃スタッフ

時給①950円～ ②930円～

仕事 ①ハイエースでの送迎 ②施設内清掃
時間 ①8:30～10:00/15:30～17:00  

　※8:30～17:00の場合あり(休憩あり） 
②7:00～12:00 ※時間･日数･曜日応相談

休日 週休2日制
給与 時給①950円～ ②930円～
最寄駅 ｢戸田｣駅よりすぐ
資格 ①普通自動車免許 ②資格不要
待遇 社保完備、昇給、C規定支給、車通勤可
応募 まずはお気軽にお電話の上、 

履歴書を下記まで郵送ください
事業 老人保健施設

028-0995612

医療法人幸会　老人保健施設みず里
A052-302-3600
〒454-0963 名古屋市中川区水里1-23

名古屋市 yyyHFk
01管理人及び清掃スタッフ

時給926円～1000円+交通費規定支給有

75歳迄の男女活躍中$ 
年齢は気にしないでご連絡ください$
仕事 建物の設備を点検したり､マンションの共

用部の巡回清掃を行います。
時間 ①8:30～16:30 ②9:00～11:30
休日 週休1日～ ※お気軽にご相談ください$ 

事前に連絡を頂ければ、代わりのスタッ
フが対応しますので、ご安心ください

資格 年齢不問､未経験者歓迎
応募 勤務時間については、面接時に承ります 

お気軽にご応募ください
事業 清掃業･管理人業務

028-0995006

株式会社アソス
A052-365-7855 担当/榊原(ｻｶｷﾊﾞﾗ)
名古屋市中川区太平通1-42(本社)

各線｢名古屋｣駅直結 yyyHkn
8タオル・雑貨ショップスタッフ

時給1000円以上＋交通費全額支給

【創業120年】タオル美術館グループ 
名古屋駅直結！経験者優遇♪

仕事 店内での接客・販売業務をお願いします 
・接客、販売・品出し・ラッピング等

時間 (早) 9:30～18:30 (中)10:30～19:30　 
(遅)11:10～20:10　※全て実働7.6時間 
※月22日勤務のシフト制　※昼･夕休有

休日 月8～9日
勤務地 JR名古屋タカシマヤ9F　タオル美術館
待遇 C全額支給､社保完備､制服貸与､昇給有 

有給休暇､3ヶ月の研修有(給与変わらず)
事業 創業120年/タオル製品及び雑貨の製造

028-0994764

小原株式会社　名古屋支店
A052-209-6415　担当/加藤
名古屋市中区錦1-10-9　BFS伏見ビル4F

伏見駅]8分 xyydkn
01オフィスビルの清掃スタッフ

時給1000円＋交通費全額支給

新築オフィスビルでの清掃スタッフ♪ 
＼平日だけ！4時間勤務！／

時間 7:00～11:00(4時間)
休日 土曜･日曜･祝日
勤務地 伏見駅近くの新築オフィスビル
資格 未経験者歓迎
待遇 交通費全額支給､制服貸与､雇用保険加入 

有給休暇､定年制(70歳まで)
応募 まずはお気軽にご連絡ください｡ 

面接は下記住所にて行います｡
事業 ビルメンテナンス

028-0995577

エス･シー･ビルサービス西日本株式会社 名古屋支店
住友商事グループ
A052-222-3201(受付／月曜～金曜)
名古屋市中区錦2-10-13 SC錦ANNEX 3F



金山駅]1分 yykn
01オフィスビルの清掃スタッフ

時給1000円＋交通費全額支給

金山駅徒歩1分! 
フルタイムの勤務です!

時間 7:30～16:30(8時間)
休日 週休シフト制(月20日出勤)
勤務地 金山駅近くのオフィスビル
資格 未経験者歓迎
待遇 交通費全額支給､制服貸与､社会保険加入 

有給休暇､定年制(70歳まで)
応募 まずはお気軽にご連絡ください｡ 

面接は下記住所にて行います｡
事業 ビルメンテナンス

028-0995659

エス･シー･ビルサービス西日本株式会社 名古屋支店
住友商事グループ
A052-222-3201(受付／月曜～金曜)
名古屋市中区錦2-10-13 SC錦ANNEX 3F

久屋大通駅]5分 xyydkn
01オフィスビルの清掃スタッフ

時給1000円＋交通費全額支給

未経験の方歓迎!
時間 ①A.7:00～9:00 B.10:00～12:00 

②7:00～11:30(4時間)
休日 日曜･祝日
勤務地 久屋大通駅近くのオフィスビル
資格 未経験者歓迎
待遇 交通費全額支給､制服貸与､有給休暇､ 

定年制(70歳まで)､②雇用保険加入
応募 まずはお気軽にご連絡ください｡ 

面接は下記住所にて行います｡
事業 ビルメンテナンス

028-0995656

エス･シー･ビルサービス西日本株式会社 名古屋支店
住友商事グループ
A052-222-3201(受付／月曜～金曜)
名古屋市中区錦2-10-13 SC錦ANNEX 3F

吹上駅]5分､今池駅]10分 zyyukn
1お掃除･買物･洗濯などの 
　生活サポートスタッフ

時給1200円以上(別途資格手当)＋交通費

)50～60代で始めた方が多数活躍中)
年齢不問！定年80歳！未経験可！
時間 8:00～18:00の間で相談可能！ 

＊時間は1日最短30分から可能です 
＊週1日からご相談可能です

休日 日曜定休＋お盆､年末年始など休暇あり
勤務地 事務所に出勤後､利用者様宅へ伺います
資格 ・初任者研修､日常生活支援研修 

・無資格の方もご相談のります
待遇 交通費規定支給､移動手当､決算賞与､ 

社用車利用可､自転車貸出(車免許不要)
事業 高齢者宅へ訪問しての家事援助等

028-0996283

訪問介護サービスセンターエル
A052-745-4118 担当/近藤
名古屋市千種区大久手町5-16-1-2F

笠寺駅]10分 yykn
01物流センターの清掃スタッフ

時給950円＋交通費全額支給

日本ガイシホール北側スグ! 
未経験の方も歓迎♪

時間 8:00～15:30(6.5時間)
休日 日曜･祝日
勤務地 笠寺駅近くの物流センター
資格 未経験者歓迎
待遇 交通費全額支給､制服貸与､社会保険加入 

有給休暇､定年制(70歳まで)
応募 まずはお気軽にご連絡ください｡ 

面接は下記住所にて行います｡
事業 ビルメンテナンス

028-0995660

エス･シー･ビルサービス西日本株式会社 名古屋支店
住友商事グループ
A052-222-3201(受付／月曜～金曜)
名古屋市中区錦2-10-13 SC錦ANNEX 3F



名東区･名古屋市内 xyyekm
80①商業施設の常駐警備 
　　②私服の保安警備

①②時給未経験/980円～ 経験者/1000円～

60代から始めた人も大勢います! 
空調完備で体も安心! 続けられます☆
時間 ①②5:00～24:00 8左記時間内で実働8h 

※0週1日～6日で相談可(休憩有) 
※早番･中番･遅番 どこでも可能

給与 法定研修20h有…時給980円(日勤のみ)
勤務地 ①名東区内商業施設②名古屋市内
資格 18歳以上(警備業法による)男女不問
待遇 ・制服貸与 ・C規定支給　・研修あり 

・車通勤OK ・無料Rあり ・社保完備 
・残業手当 ・装備品貸与 ・深夜割増有

事業 警備業(愛知県公安認定第54001308号)

028-0996576

株式会社リースキン神奈川　
A052-562-3088(9～18時) お問合せ歓迎
名古屋市西区栄生1-35-20 川津ビル4F

当知中学校すぐ東 xyydkm
1冠婚葬祭スタッフ及び営業サポート

時給1200円＋諸手当有 \

未経験者大歓迎"出社日応相談! 
家事と両立できる環境です!

仕事 1日4時間の短時間勤務! 経験･年齢不問
時間 10:00～17:00の間で1日4ｈ～OK(休憩有)
休日 土曜·日曜·祝日、その他相談 

※月18日間勤務
給与 研修期間3ヶ月有時給1000円
最寄駅 名古屋競馬場前駅から徒歩17分
待遇 各種手当､社会保険､車通勤可､制服貸与
事業 冠婚葬祭業(みどり生命取扱店) 

承認番号(2019-11-4395)

028-0996434

株式会社ベルコ名古屋支社 港支部代理店
A052-389-1020　採用担当

名古屋市港区当知1-502-1 
シティホール名港内

日比野駅より徒歩10分 xyydFk
01施設内の清掃

時給1000円＋交通費全額支給

＼午前中の短時間で働こう！／ 
☆女性活躍中！制服貸与♪

仕事 フロアやトイレ等の清掃・ごみ回収等
時間 7:00～10:30（実働3.5h）
休日 土・日・祝
給与 時給1000円＋交通費全額支給
勤務地 名古屋市熱田区熱田西町
応募 まずはお気軽にご連絡ください。 

お電話の際は「DOMO(ドーモ)を見て」 
と言うとスムーズです。

事業 総合ビルメンテナンス

028-0996299

東海美装興業株式会社 名古屋営業所
C0120-11-7685  A052-551-7685

愛知県名古屋市中村区名駅3-22-8 
大東海ビル8階

当知中学校すぐ東 yykm
7営業

月給20万円～＋手当有

未経験者大歓迎" 
家事と両立できる環境です!

仕事 営業 
-女性スタッフ多数活躍中-

時間 9:00～17:00
休日 土曜·日曜·祝日（会社カレンダー）
最寄駅 西名古屋港線(あおなみ線)  

名古屋競馬場前駅から徒歩17分
待遇 各種手当､社会保険､車通勤可､制服貸与
事業 冠婚葬祭業(みどり生命取扱店) 

承認番号(2019-11-4395)

028-0996436

株式会社ベルコ名古屋支社 港支部代理店
A052-389-1020　採用担当

名古屋市港区当知1-502-1 
シティホール名港内



金山駅南口]5分(事務所) yyyqkr
01交通誘導警備 
　7一般･幹部候補

名古屋/日給8500円～1万円 \

日払い･週払い！面談即決！
時間 8:00～17:00 ※01週2日～勤務OK
休日 7週休制
給与 滋　賀/日給7000円～1万円 

名古屋/日給8500円～1万円 
※法定研修3日間(20時間) 
　(滋賀/1万7320円､愛知/1万8520円)

勤務地 ・滋賀県全域 ・名古屋市内
資格 男女･年齢不問 ※18才以上(警備業法)
待遇 現金支給OK､資格取得支援有､制服貸与 

滋賀/寮有・名古屋/交通費規定支給
事業 警備業

028-0996829

株式会社オウミセキュリティ
A052-684-4178 採用担当
名古屋市熱田区金山町1-19-14

南区 yyykns
01介護職(ヘルパー)

時給930円～1000円 ※土日祝時給50円UP

働き易い環境･雰囲気の職場で介護の 
お仕事を始めませんか？

仕事 介護業務全般 ★週1日～勤務OK★
時間 7:00～16:00､8:30～17:30､10:30～19:30 

17:00～翌10:00 
★各休憩有 ★2時間から勤務時間応相談

給与 試用期間3ヶ月(同時給/期間は経験による) 
※土日祝時給50円UP

待遇 車通勤可､交通費規定支給､昇給有､社保完 
有給休暇(法定通り)､育児休暇､介護休暇 
処遇改善加算有､資格手当有､深夜割増有

事業 小規模多機能施設

028-0996602

小規模多機能よびつ木
A052-824-1077
名古屋市南区呼続1-3-8

名古屋駅より]3分 xyydFk
1清掃スタッフ

時給1000円～1130円

名駅近くのビルでの清掃スタッフ 
短時間・長時間どちらも歓迎$

時間 ①7:00～11:00(11:30)　※実働4h 
②7:00～16:00　※実働7.5h 
※週5日勤務で曜日応相談

休日 日祝休み
勤務地 松岡ビル 

(名古屋駅より徒歩3分)
資格 未経験者、主婦・主夫歓迎
待遇 制服貸与、有給休暇
応募 まずはお気軽にお電話ください
事業 清掃・ビルメンテナンス業

028-0997183

星光ビル管理(株)　東海営業第一部
A052-583-0940　採用担当
名古屋市中村区那古野1-38-1　星光桜通ビル

名古屋市港区､春日井 ほか zyyukm
01個別指導塾講師(小･中･高校生)

1授業(90分)1500円～2550円(昇給あり)

60代以上活躍中★ 勤務校選択可☆ 
週1日･1授業(90分)～OK♪(応相談)
仕事 教えていただく教科は得意科目だけでOK! 

好きだった教科はありませんか？ 
1対1もしくは1対2の個別授業で､担任制 
なので毎回同じ生徒さんを担当します｡

時間 月～土／16:50～21:30 ※時間応相談
給与 1対1授業／1500円～､1対2授業／1800円～
勤務地 南陽(港区)･高蔵寺(春日井市)他 県内5校
資格 年齢不問､講師未経験･経験者ともに歓迎
待遇 車通勤可､有給休暇 他
事業 個別指導学習塾｢スクールIE｣7校の運営

028-0997110

株式会社コスモテレコム(やる気スイッチのスクールIE)
A052-218-2251 担当/沢田･佐竹･八百谷
名古屋市中区丸の内1-17-19　5F（本社）



西区名駅(名古屋駅]5分) yyyFkn
01オフィスビルの清掃スタッフ

時給1000円～1200円

久々にお仕事する方でも安心です！ 
先輩スタッフがイチからお教えします
仕事 ビル周辺のゴミ拾いや廊下の掃除、植栽

の水まき等(雨の日はビル内の掃除のみ)
時間 ①8:30～10:30　②10:00～12:00 

※①②どちらかまたは両方でもOKです 
※月～土曜の中で週3日～OKです

勤務地 名古屋市西区名駅2-22-9
資格 未経験者歓迎　Ｗワーク歓迎　学歴不問
待遇 自転車・バイク通勤OK　交通費全額支給
応募 お気軽にお電話ください！
事業 ビル清掃業務

028-0997426

有限会社佐藤総業
A052-501-7256　採用担当まで
名古屋市西区大野木4-566-1

中川区

01送迎ドライバー

時給1000円～

経験不問!ご都合に合わせてお休み 
の調整いたします+定着率が自慢)
仕事 利用者様の送迎、車両管理 

空いた時間は施設内外の清掃・備品の 
補充等も行っていただきます

時間 7:30～10:00、16:00～17:30 
※週5日勤務できる方大歓迎 
　朝・夕どちらかのみの勤務もOK

待遇 車通勤可(無料駐車場有)、雇用保険有 
交通費規定支給

事業 デイサービス

028-0997379

医療法人開生会 かいせいデイサービス
A052-365-3556 担当/山本
名古屋市中川区月島町1-9

東区・中区・熱田区 xyydFn
01オフィスビルの清掃スタッフ

時給930円+交通費全額支給

仕事 事務室の掃除機がけ､ごみの取りまとめ､ 
共用部分(廊下･階段･トイレ･給湯室等) 
の清掃など

時間 7:20～11:35(休憩15分)
休日 土日祝､年末年始
勤務地 ①NTT矢田ビル【東区】 

　(ナゴヤドーム前矢田駅]10分) 
②NTT金山ビル【中区】(金山駅]5分) 
③NTT栄ビル【中区】(栄駅]5分)

待遇 昇給有､制服･靴貸与､各種保険制度､資格
手当有､年2回ミニボーナス有､有給休暇有

事業 総合ビルマネジメント

028-0997362

NTT西日本グループ テルウェル西日本株式会社
C0120-39-4171(受付/平日9:00～17:30)
中区松原3-2-8 テルウェル新松原ビル3F

千種区､南区､一宮市 yyykEs
8大手ガス会社の料金プランのご案内

月収24万円(時給1000円＋固定手当8万円)

都市ガス利用者の方へ､お得な料金プ
ランのご案内！30～60代活躍中☆
仕事 ･電気料金とのおまとめプランのご案内等 

･リストもあるので安心♪社用車使用可
時間 9:00～17:40（休憩あり）土日祝休み
勤務地 ･千種区(東山線｢星が丘駅｣]5分） 

･南区(JR｢笠寺駅｣]15分)…車通勤OK 
･一宮市(名鉄｢西一宮駅｣]4分)…車通勤OK

資格 要自動車運転免許､未経験歓迎､年齢不問
応募 採用担当／ふじがみまでAください！
事業 労働者派遣事業（派13-010026)

028-0997424

パーソルテンプスタッフ株式会社
C0120-701-307 9時～18時まで

名古屋市中村区名駅4-7-1 
ミッドランドスクエア13F(当社/面接地)



名古屋市内 \ xyyekn
2週3日～勤務OKの清掃スタッフ

時給①1000円　②③1050円

★シフト選択OK★もくもく作業！ 
年齢不問♪未経験歓迎です！

時間 ①9：00～17：00、9：00～15：00 
②7：00～10：00 
③8：00～11：30、13：00～18：00

給与 時給①1000円　②③1050円
勤務地 ①瑞穂区瑞穂町の病院(桜山駅よりすぐ！) 

②北区鶴岡町のスーパー 
③中川区清川町のスーパー

待遇 各種保険完備、制服貸与、 
有給休暇（消化率90％以上！）

事業 一般労働者派遣事業(許可NO:派21-300044)

028-0997965

東商テクノ株式会社　 テクノスタッフサーバー
C0120-46-6208　【履歴書不要】
岐阜県岐阜市長住町1-6 ヒノヨシビル 4F

相生山駅から徒歩5分 yyyFkm
1大学構内共用部の清掃

時給930円～＋交通費規定支給

★入社祝金(規定有)★60代活躍中！ま
だまだ定年後働きたい方も歓迎！
仕事 ほうきやモップを使うだけ！機械操作な

しで、未経験の方も安心♪
時間 8:00～12:00、13:00～16:00 

※シフト選べます ※扶養内勤務OK♪
休日 土日(月1回程度土曜出勤)、夏季、 

年末年始 ※学校カレンダーによる
給与 時給930円～＋交通費規定支給
勤務地 名古屋市天白区久方の大学構内
待遇 有給休暇、制服貸与、昇給有
事業 清掃業

028-0997461

中日コプロ株式会社
A052-733-8133(平日9～18時/土屋)
本社/名古屋市千種区今池南26-4

港区・飛島村 yyykmn
2工場内スタッフ 
①出荷準備 ②簡単な軽作業

時給1200円以上＋交通費規定支給

中高年からスタートを応援します！ 
定年を迎えた方も歓迎！

時間 ①8:00～17:00､18:00～翌3:00 
　※交替制 ※残業1.5h有 
②7:00～16:00(固定) 
　※日勤のみ ※残業1h有

休日 ①日､他 ②土日､他
勤務地 部品メーカー工場 ①港区内 ②飛島村
資格 高卒以上､未経験の方歓迎､年齢不問
待遇 バイク･車通勤可(無料R有)､C規定支給､

社保完､制服貸与､無料健康診断､U有
事業 一般労働者派遣事業(派23-060005)

028-0998986

株式会社イーグルアイ
C0120-18-1378　担当/小森
一宮市三条字道東80-6 オーシマビル2F

港区 yyFk
01清掃スタッフ

①時給1250円～　②時給950円

☆女性活躍中☆勤務曜日応相談☆ 
室内で天候に影響されにくいので安心
仕事 施設のお掃除やトイレ清掃等をお願いし

ます。難しいお仕事ではないので、未経
験の方大歓迎です!!

時間 ①8:00～10:30 ②8:00～17:00(休憩有) 
※①と②含む週5～6日程度 ★シフト制  
※例/①を週2日、②を週3日の計5日など

給与 ①時給1250円～　②時給950円
勤務地 港区の商業施設内
待遇 制服貸与、有給休暇有、各種保険完備
事業 清掃業

028-0998234

積村ビル管理株式会社 クリーンビジネス事業部
A052-411-7752
名古屋市中村区横前町76



｢新瑞橋｣駅～]3分(当社) yyypkr
70交通誘導スタッフ

7日給9200円以上　\

◆20～60代の方が活躍中!!◆ 
正社員は社会保険完備で将来も安心 
未経験者の方も大歓迎です!!

仕事 個人宅の建築による､自宅前の道路の 
交通誘導｡ 
警備のお仕事初めてでも大丈夫です｡

【募集情報】
時間 8:00～17:00 ※1日5～7h､週3日～応相談 

※勤務地､職種により時間が異なります
休日 7週休制
給与 7日給制/日給9200円～1万400円 

0日給8600円～9800円 
※法定研修3日間2万2224円 
※日払､月払のお支払いは相談可(稼働分)

勤務地 名古屋市内及び近郊エリア
資格 18歳以上　未経験者歓迎
待遇 寮完備､残業手当有､直行直帰OK､ 

制服貸与､随時昇給有､社会保険完備､ 
車両持ち込み代月6000円有 
7試用期間2ヶ月

応募 まずはお気軽にお電話を｡ 
分からないところ､何でもお答えします｡

【職場情報】
事業 警備会社

028-0983531

ジャパンガード株式会社
A052-737-7150　担当／馬場
名古屋市瑞穂区姫宮町2-1-2 渡辺ビル1F-B

｢栄｣駅13番出口]5分 xyybkn
01駐車場管理スタッフ

時給①1000～1050円　②950～1225円 \

♦年齢不問・未経験者歓迎♦ 
男女共に活躍できます！

仕事 栄にある自走式パーキング施設での 
駐車場管理のお仕事。

【募集情報】
時間 ①A勤.6:30～12:30(6h勤務) 

　C勤.10:00～19:00(8h勤務/休憩1hあり) 
　B勤.19:00～翌1:00(6h勤務) 
　D勤.1:00～7:00(6h勤務) 
※①②共に週3日～応相談 
※ローテーションで本人の希望考慮

給与 ①平日:時給1000円(試用期間/950円) 
　土日祝:時給1050円(試用期間/970円) 
②平日:時給950円(試用期間/930円) 
　土日祝:時給980円(試用期間/940円) 
※22:00～翌5:00までは深夜割増あり 
※①②ともに試用期間6ヵ月

資格 未経験歓迎！定年退職後の方歓迎！
待遇 交通費全額支給､社保完備､車通勤可､ 

深夜割増あり､有給休暇あり
応募 まずはお気軽にAください｡ 

A後､履歴書(写貼)をご持参ください｡ 
受付時間/9:00～18:00

【職場情報】
事業 駐車場管理

028-0986194

大一栄パーキング Daiichiグループ (株)市原商会
A052-238-1114 A山岸・粕渕(カスブチ)
名古屋市中区栄5-1-10

当社

三越

松坂屋

エンゼル広場

東急ホテル中区役所

広小路通

大
津
通

栄13番出口

ファミリーマート

モス
バーガー



地下鉄｢上小田井｣駅]1分 xyydFk
01クリーニング店の受付スタッフ

時給950円～ ※平日17時～･土日祝+50円

◆シニア(60歳以上)もＯＫ"◆ 
◎駅スグで通勤がとっても便利◎ 
１日３.４時間で時間・曜日応相談♪ 
社員割り引き＆賞与年2回あり!

仕事 個人向けのクリーニング店舗にて､衣類を
お預かり･仕分けし､お渡しするお仕事で
す。簡単に覚えられる作業なので未経験
でも安心。お仕事は丁寧にお教えいたし
ます。慣れてくると少人数でのお仕事な
のでマイペースで取り組めます。

【募集情報】
時間 平日･土曜/8:00～19:00 

日曜･祝日/9:00～18:00 
※シフト制（時間・曜日応相談） 
※1日3～4時間ＯＫ

給与 時給950円～※経験･能力UPに伴い昇給有 
※平日17時以降･土日祝/時給50円UP

資格 主婦･主夫､フリーター､学生歓迎！ 
未経験者歓迎！シニア(60歳以上)もＯＫ

待遇 交通費規定支給､社会保険完備､ 
制服貸与､社員割引あり､有給あり 
賞与年2回あり、扶養勤務OK

応募 電話受付後､履歴書(写貼)をお店まで 
ご持参ください。

【職場情報】
事業 クリーニング業、ビルの総合管理

028-0986497

名鉄クリーニング 本社店
A052-501-5511　担当/梅田
名古屋市西区貴生町312

南区菊住 zyyuFk
01マンション管理人業務

時給1000円　※深夜帯は時給1250円

安心･安定のALSOKグループ+ 
親切･丁寧な指導があるから安心♪ 
働きやすい環境で長期勤務OK！ 
未経験者歓迎♪ ＷワークOK$

仕事 外来者応対､居住者対応､建物巡回などの
管理人業務をお願いします。 

【募集情報】
時間 20:00～翌8:00  

※休憩あり､実働7h
休日 週休シフト制
給与 時給1000円　※深夜帯は時給1250円
勤務地 名古屋市南区菊住
期間 長期勤務できる方歓迎
資格 未経験者歓迎 

ＷワークOK
待遇 交通費規定支給､有給休暇 

社会保険完備､労災保険 
制服貸与､深夜手当あり

応募 まずはお気軽にお電話下さい。 
お問い合わせだけでも大歓迎です。 

【職場情報】
事業 施設･設備の保守､清掃業務

028-0989460

ＡＬＳＯＫビルサービス株式会社　名古屋支社
A052-566-0098 採用担当

名古屋市西区枇杷島2-6-28 
ALSOK愛知警送ビル6F



勤務地により異なる yyyqkr
01①男女警備スタッフ 
　8②解体･土木･設備等スタッフ

①時給1000円～②日給1万～1万2000円\

年齢不問！ 
幅広い世代のスタッフ活躍中★ 

ＷワークOK!!
仕事 ①交通誘導･各種施設内での 

　誘導警備等です｡中高年活躍中！ 
②解体･土木業務等をお願いします｡ 
　ほとんどの方が未経験スタートなので 
　安心して働けます!!

【募集情報】
時間 8:00～17:00 

※①週1～2日からOK 
※①ガッツリ働ける方歓迎  
※現場により異なります

休日 ②週休シフト制(応相談)
給与 ①(未経験者)時給1000円～ 

　※有資格者は優遇､手当支給 
　※法定研修20hは1万8520円(日勤) 
②日給1万～1万2000円 
　※日払い･週払いOK(規定有) 
　※試用期間1ヶ月は日給8500円～9500円

勤務地 名古屋市内及び近郊
資格 未経験者歓迎､フリーター歓迎､ 

長期勤務歓迎､初めて働く方大歓迎､ 
学歴･経験･資格･年齢･前職不問､ 
かけもちOK､ブランクOK 
①18歳以上(警備業法による)

待遇 完全個室寮完備(即入寮可) 
※ワンルーム家具･家電付､各保完備 
日払･週払制度(規定有)､社員登用制度有 
有資格者優遇 ①制服貸与

応募 まずはお電話ください｡WEBは24時間OK！
【職場情報】
事業 警備業､建設業

028-0989477

株式会社アース・サービス
A052-938-9933　採用担当まで

名古屋市北区上飯田通3-7 
ユーハウス上飯田　1FA号室

名古屋・伏見・栄駅 yyyFkn
7オフィスビルのクリーンスタッフ 
　(責任者候補)

月給20万円以上　\

上場企業で長期安定雇用! 
定年後も続けられるお仕事です｡

仕事 きれいなオフィスビルのバキュームや､ 
トイレなどの水回りの清掃など｡

【募集情報】
時間 7:00～16:00(休憩80分) 

※勤務地により異なる
休日 週休制(月8日休み)、有給(初年度10日)
給与 月給20万円以上 

※経験・年齢を考慮の上決定します 
※試用期間3ヶ月間/時給1000円

勤務地 名古屋・伏見・栄駅近くの 
オフィスビル等 
※いずれも駅から徒歩10分以内

資格 未経験者歓迎、学歴不問
待遇 昇給年1回、賞与年2回、社会保険完備、 

交通費支給(上限月5万円迄)、 
資格手当、制服貸与、退職金制度､ 
62歳定年制､介護休暇制度､ 
資格取得補助制度 
★定年後は契約社員等で継続勤務いただ
けます｡

【職場情報】
事業 総合ビルメンテナンス(名証二部上場)

028-0991151

大成株式会社
C0120-758-045　A052-242-3208
名古屋市中区栄3-31-12　



名古屋市内及び近郊 yyypqk
0交通誘導員

日給8500円～1万5200円

【 個室寮完備(冷暖房･TV等あり) 】 
★日払い･週払いOK!(規定有)★ 

20～60代活躍中♪ 
まずはお気軽にお問い合わせ下さい♪
【募集情報】
時間 8:00～17:00 (現場により異なる) 

※出勤日数・時間帯は相談OK 

給与 日給8500円～1万5200円+交通費規定支給 
+各種手当(資格･残業など)支給 
※法定研修(日勤)20h…1万8600円 

勤務地 名古屋市内及び近郊 
※希望地域相談可、直行直帰OK 

資格 年齢18歳以上(警備業法による) 
未経験・学生歓迎 経験者歓迎! 

待遇 日払い･週払いOK(規定あり) 
※入寮者は週払いのみ 
交通費規定支給　社保完備 
資格手当(現場による)　制服貸与 
法定研修＆社内研修あり(手当支給) 
個室寮完備(冷暖房･TV等あり)

【職場情報】
事業 警備業

028-0991252

ダイワ株式会社
A052-485-5411 採用担当
名古屋市中村区烏森町6-36

名古屋市港区昭和町13 yyFn
01仕分けスタッフ

時給1000円

《安心安定の神戸製鋼グループ》 
冷暖房完備・シャワー完備など 
働きやすさがいっぱい！ 

★有給消化率100% ★見学だけでもOK
仕事 ◆モクモク・コツコツ作業◆ 

約80種類の紙やプラスチックなどを 
3つに分別していただきます。 
◎重いものはありませんよ！ 
◎未経験大歓迎! 
◎40～60代男女活躍中！

【募集情報】
時間 8:45～17:00 

※実働7h ※休憩有
休日 完全週休2日制(土日休み)
給与 時給1000円
勤務地 神鋼環境メンテナンス株式会社 

名古屋処理事業所 
(名古屋市港区昭和町13)

資格 65歳定年 ※再雇用制度有
待遇 交通費規定支給、残業手当有、 

制服貸与、マスク支給
応募 まずはお気軽にお電話下さい。

【職場情報】
事業 廃棄物処理施設

028-0991263

神鋼環境メンテナンス株式会社 名古屋処理事業所
A052-611-3121
名古屋市港区昭和町13



名古屋市内及び近郊 xyyekn
0交通誘導スタッフ

日給9000円+交通費規定支給　\

日勤のみ! 未経験歓迎! 
日給9000円！ 

さらに寮費3ヶ月無料" 
60歳以上のシニア活躍中+

仕事 一般道路の交通誘導警備
【募集情報】
時間 8:00～17:00(実働8h) 

※週1日～2日勤務OK! 
※時間･曜日応相談

給与 日給9000円 
※法定研修20h／日給1万8520円 
※自社研修10h／時給926円 
※交通誘導2級の資格をお持ちの方優遇 
※普通免許のある方1日500円の手当あり!

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

028-0991621

株式会社シーマ
C0120-506-050　A052-712-2088
名古屋市東区矢田2-13-17

大曽根駅

タカラスタンダード

当社

メッツ大曽根
セブン
イレブン

矢田二丁目

名鉄瀬戸線

中
央
本
線

白山神社

環状線

ファミリー
マート

星崎一丁目交差点南西スグ yyykmn
01部品配達スタッフ

時給1200円

60歳からスタートするスタッフ多数！ 
1ヵ月で15～20日勤務すればOK! 
時間・曜日等、シフトご相談可能！ 
研修・サポート充実でスタート安心！
仕事 自動車部品を2ｔトラックにて配達するお

仕事。本社から愛知県内を配送コースに
沿って配達をお願いします。既存のお客
様への配達となりますので、仕事に慣れ
れば配達しやすさも大きいです。

【募集情報】
時間 9:00～21:00又は8:30～22:00 

※休憩有、配送コースにより決定 
　月15～20日、週3～5日稼働で応相談

休日 日曜・祝日、ＧＷ・夏季・年末年始
給与 月収例/月23～27万円可能
資格 要自動車中型(旧普通)運転免許
待遇 交通費規定支給､昇給年1回､賞与年2回 

制服貸与､社会保険完備､有給休暇 
年間無事故手当

応募 まずはお気軽にお電話ください。
【職場情報】
事業 新車､中古車､マイカーの搬送
《担当から》20代からシニア(60歳以上)の方
まで安心して始められる業務です。 
《URL》http://www.aichisyaryo.co.jp/

028-0991875

愛知車輌興業株式会社　本社営業所
A052-822-7299　担当/坂神
名古屋市南区星崎1-10



奥町駅より]12分(本社) yyypHk
70①イベント警備･駐車場･交通誘導 
　　②巡回･施設の保安

日給7408円～9264円

◆指導教育責任者有資格者応相談◆ 
週1日～OK$ 

入寮者･通勤者 歓迎$ 
入社祝金10万円支給!!※当社規定有
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有! 
②施設警備･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7408円～9264円 

※法定研修期20hは1万8520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､寮有､交通費規定支給､ 

深夜割増有､資格手当有､ 
資格取得支援制度､制服貸与､ 
社会保険完備 
※各待遇規定有 
7昇給年1回､賞与年2回 
0正社員登用制度有

応募 まずは､お気軽にお電話ください｡ 
履歴書持参でお越しください｡

【職場情報】
事業 警備業
《担当から》60～70代の方多く活躍中です!! 
週1日～OKで、勤務日数自由！ 
寮完備で住まいも安心!!

028-0992239

株式会社エスオージェイ
C0120-932-230　採用担当
本社/一宮市開明字洗心27-1

南区塩屋町 zyum
2納車引取ドライバー

時給1150円　☆日収1万2000円以上可

トラック経験と大型免許活かせます♪ 
負担の少ない週3日～勤務OK

仕事 ■勤務先～顧客間のトラック回送や、 
　修理･点検・車検時の引取・納車｡ 
■引取・納車するトラックの運転です。 
　必ず社用車が一緒に行動し、帰りは 
　トラックまたは社用車で帰社します。 
■遠方への長距離回送は基本なしです。

【募集情報】
時間 8:30～17:30（休憩あり） 

※週3日～勤務OK 
※残業の場合あり(約2時間/日)　 
※月1～2回の日曜・祝日出勤あり

給与 時給1150円
収入 日収例/1万2000円以上可(諸手当含む)
勤務地 いすゞ自動車中部㈱　名古屋支店　 

名古屋市南区塩屋町5-1-3　☆現地面接
最寄駅 JR東海道本線｢笠寺｣駅より徒歩約14分
資格 要大型免許
待遇 ■社会保険完備(週４日以上勤務) 

■半期6ヶ月ごとの無事故報奨金あり 
　(3～6万円支給)※規定あり 
■制服貸与　■定年制70歳　■車通勤可

応募 まずはお電話ください。
【職場情報】
事業 労働者派遣事業　派23-300719

028-0992440

エーエスサポートアンドサービス株式会社
A090-3381-7158 または 052-822-7214
名古屋市南区星崎1-10



名古屋市中村区 xyyeqk
01ポスティングスタッフ

時給950円～1300円

履歴書不要$ 
週1日からOKのお仕事 

20～60代の幅広い年代の方活躍中$
仕事 チラシをポストへ投函するだけ♪ 

リストや地図もあるので安心です。 
ノルマもないから、のびのび働けます$

【募集情報】
時間 7:30～16:00 

※1日3･4時間可､週1日～OK､直帰OK 
　シフト自由･自己申告制

勤務地 現場は名古屋市内･市外 
〈面接地/事務所〉 
中村区稲葉地町4-59 幸友ハイツ102 
※直行直帰可

資格 運転ができる方優遇いたします。
待遇 週払い可･日払い可(規定有) 

車･バイク･自転車通勤可 
扶養控除内勤務可

応募 まずはお気軽に電話下さい｡ 
※受付10時～ 
※履歴書不要です｡

【職場情報】
事業 ポスティング業
《担当から》 
子育て中の主婦(夫)さんや､学生さん､また60
歳以上のシニアの方も大活躍中です$

028-0992894

東海配布
A052-413-2255　担当/桂川
名古屋市中村区稲葉地町4-59 幸友ハイツ102

勤務地により異なる xyyekm
01監視・警備のお仕事

日給8000円～1万1500円

週1日から勤務OK!なので 
無理なく働ける環境です! 

シニア(60歳以上)の方大活躍中!
仕事 高速道路・一般道の交通誘導などをお願

いします。日勤・夜勤選べます。
【募集情報】
時間 日勤…8:00～17:00(1日8h) 

夜勤…21:00～翌6:00(1日8h) 
休憩60分　 ※残業ほぼなし。 
※現場により出退勤時間前後あり 
◆シフト自己申告制 
確実に入れる日を指定していただきます｡ 
◆週1日～勤務OK ◆土日祝のみOK 
◆平日のみOK ◆急なお休みも相談可

給与 日給8000円～1万1500円 ※夜勤割増あり 
交通誘導2級保持者は日給8500円～ 
※日払い・週払い可(規定あり) 
※給与手渡しOK 
新任法定研修有(日勤20h／1万8600円) 
※研修後の試用期間(30日)は日給7500円

勤務地 名古屋市東区白壁3-24-58(本社) 
名古屋市中区､名古屋市中区近郊､ 
及び愛知県全域

期間 3ヶ月以上の長期
資格 18歳以上の方(警備業法による)
待遇 深夜割増あり､研修あり､日･週払い可(現

金支払い・規定あり)､寮完備､昇給あり､
制服無料､各種社会保険完備､ 
資格取得支援(費用全額会社負担)､ 
車・バイク通勤OK(駐車場完備)

応募 【面接地】★土日祝・面接可 
名古屋市東区白壁3-24-58(本社) 
瀬戸線｢尼ヶ坂駅｣]5分､｢清水駅｣]8分

【職場情報】
事業 警備業

028-0993468

株式会社ピースメーカー
A052-932-5454 採用担当
名古屋市東区白壁3-24-58



中川区・南区・海部郡 yyyHFr
7タクシードライバー

月収例33万円以上可　\

地域の方の足として常連のお客様多数 
無線仕事も多く初めての方にピッタリ 
２種運転免許は会社負担で取得可能★
仕事 先輩・同僚と話す機会が多いので質問で

きる環境です♪
【募集情報】
時間 ①7:00～17:00②8:00～18:00(①②休憩有) 

③19:00～翌7:00(休憩120分) 
★短時間勤務も応相談

休日 4勤2休（他相談に応じます）
収入 月収例33万円以上可 

※基本給（月）12万1280円+歩合給 
+諸手当+月間補助　社員平均月収24万円

勤務地 ・中川区八熊通5丁目 
・笠寺駅付近（南区）・海部郡蟹江町

待遇 研修10日、社保完備、 
1R寮あり（冷暖房完備）、制服貸与

【職場情報】
事業 運送業
《先輩から》実は65歳以上の年金を貰いなが
ら働くドライバーが多数です。 
ドライバーは長く働ける安定した職業。 
自分のペース、やり方で働ける環境です。 
安心してお電話ください。

028-0994007

中川タクシー株式会社
A052-363-1212
名古屋市中川区八熊通5-46

勤務地により異なる yyykmn
7施設常駐の警備スタッフ

月給11万～23万円　\

仕事 施設内の巡回警備や受付などのお仕事
【募集情報】
時間 ①9:00～21:00(休憩有) 

　21:00～翌9:00(仮眠休憩有) 
② 8:30～18:30 
　18:30～翌8:30(休憩有､シフト制) 
③18:00～翌9:00(仮眠休憩有) 
　土･日･祝…9:00～翌9:00(仮眠休憩有) 
④3:00～9:00(早朝勤務) 
　★月20～22日勤務､現場カレンダー有 
⑤7:00～15:00､13:00～21:00 
  土曜日…8:00～19:00(隔週勤務) 
　(休憩有) 
⑥17:00～翌8:30､23:00～翌4:30 
　土･日･祝…8:30～翌8:30(仮眠休憩有) 
※①～③⑤⑥シフト制

休日 週休制
給与 ①月給18～20万円 ②月給18～22万円 

③月給19～23万円 ④月給11～13万円 
⑤月給17～20万円 ⑥月給18～21万円 
法定研修3日間(日勤20h)/1万8520円支給

勤務地 ①稲沢市平和町(物流センター) 
②名古屋市緑区鳴海(公共施設) 
③一宮市木曽川町(工場) 
④名古屋市熱田区川並町(卸売市場) 
⑤瀬戸市暁町(工場) 
⑥常滑市桧原(大手工場) 
など、多数勤務地あり

資格 18才以上(警備業法)､学歴不問 
未経験者歓迎､施設警備経験者大歓迎

待遇 社会保険完備､制服貸与 
交通費規定支給 
車・バイク・自転車通勤OK

応募 面接時､履歴書(B貼)をご持参の上､ 
本社(金山)までご来社ください。

【職場情報】
事業 警備業

028-0994447

中日本警備株式会社
A052-322-3291 採用担当
本社/名古屋市中区金山2-1-24 五藤ビル2F



金山総合駅北口徒歩2分 xyydno
01①客室清掃 ②一般清掃

時給930円＋交通費全額支給

～✿金山駅北口徒歩2分！✿～ 
キレイでオシャレなホテルでのお仕事 
終了次第､帰宅OKなのも魅力! 
60代以上シニアも多数活躍中!

仕事 ①ホテル客室のベッドメイクを始め客室
清掃全般。チームで作業､ひと部屋の清掃
業務を分担して行うため負担が少なく安
心して取り組めます。 
②エントランス始め館内清掃全般｡それぞ
れ担当の持ち場を個々で作業します｡ 
一人でコツコツと作業する事がお好きな
方にオススメです｡

【募集情報】
時間 ①9:30～15:00 ②8:00～12:00 

※終了次第帰宅できます 
※週3日からシフトご相談応じます

資格 未経験者、フリーター歓迎 
ブランクある方、Wワーク歓迎

待遇 交通費全額支給、昇給有、制服貸与、 
食事補助、扶養内勤務可

応募 お電話・DOMONETから 
お気軽にご応募ください。

【職場情報】
事業 ホテル 

《ＵＲＬ》http://kanayama-hotel.jp/

028-0994732

名古屋金山ホテル
A052-322-1111　A池岡･平野
名古屋市中区金山4-6-25

長久手古戦場駅より]9分 yyyHkn
01バス誘導スタッフ

時給1000円＋交通費規定支給

☆★☆60歳～65歳活躍中☆★☆ 
交通誘導経験のある方大歓迎" 

複数人体制なので未経験の方も安心♪ 
安定して長期働けます。

仕事 ご乗車するお客様のご案内・誘導をして
いただきます。 
☆お仕事は丁寧にお教えいたします。 
　シンプルなお仕事なので、未経験の方 
　でもすぐになれることができます。 

【募集情報】
時間 変形労働時間制 (月80h以内) 

主な勤務時間/6:30～11:30 
※出勤日数は平均12日 

資格 60代シニア､主婦･主夫､フリーター歓迎 
経験･未経験問わず大歓迎 

待遇 交通費規定支給、車通勤ＯＫ 

応募 まずはお気軽にお問合せください。
【職場情報】
事業 旅客自動車運送業

028-0994782

名鉄バス株式会社　名古屋営業所
A0561-62-7677
愛知県長久手市横道41-309



｢妙音通｣駅]1分(本社) yyykns
01警備スタッフ

日給8000円～1万4760円＋交通費支給

充実した待遇で安定して働けます!! 
短期や週1･2日～でもOK♪ 
入社祝金5万円支給(規定有)

仕事 ①ショッピングセンター､施設の警備等 
②交通誘導､施設警備等 
③イベント会場の駐車場での警備等

【募集情報】
時間 ①9:00～18:00､11:00～20:00 

②21:00～翌6:00 
③24時間内で現場により異なる(実働8h) 
※週1･2日～OK！週5日勤務もOK！ 
★③は週末のみでもOK！

給与 01以下全て日給 
①(平日)8000円～1万2000円 
　(日祝)1万円～1万4000円 
②(平日)1万1200円～1万2760円 
　(日祝)1万3200円～1万4760円 
③(月～土)8625円～　(日祝)1万821円～ 
■法定研修(21時間)…2万1000円支給 
※研修日数は1日の受講時間により変動

勤務地 ①ショッピングセンター、イベント会場 
②名古屋市内に勤務地多数有 
③愛知県内各所 
★事務所に集合後､現場へ向かいます｡

資格 学歴･経験不問！　未経験者歓迎！
待遇 ◆交通費全額支給(面接交通費含) 

◆給与稼働分前払い有 
◆制服貸与◆時間外･深夜･各種手当 
◆教育･検定費用全額会社負担 
◆レクリエーション有◆子育て支援有 
◆正社員登用有(条件を満たした場合) 
★新生活応援により寮完備 
◎ワンルームマンション 
◎エアコン･ＴＶ･洗濯機･布団付

応募 まずはお気軽にお電話ください
【職場情報】
事業 警備業

028-0994875

株式会社城南警備保障
A052-858-4111(面接代表番号)
本社／名古屋市瑞穂区土市町1-46

｢名古屋駅｣より徒歩10分 yyyFkn
01ホテル朝食スタッフ

時給1050円(5～7時)､時給950円(他時間帯)

!1日4～5時間、週4～5日でＯＫ! 
"月20日勤務できる方歓迎" 

「お母さんの朝食」と題した手作り 
健康朝食を準備するお仕事です。
仕事 朝食バイキング用のサラダ、おかず等の

簡単な盛付、パン焼き作業等。 
下準備ができているものを仕上げるので
調理経験がなくても大丈夫です。

【募集情報】
時間 5:00～11:00の間で4～5hでOK 

※週4～5日で出勤曜日応相談
給与 5:00～7:00は時給1050円 

他時間帯は時給950円 
(月収例)1日5h×20日勤務で9万7000円 
　　　　1日5h×16日勤務で7万6000円

資格 未経験歓迎、調理資格不要
待遇 交通費月3万円迄、臨時手当、制服貸与 

有給休暇、研修期間有(給与変動なし)、 
60歳定年後再雇用制度有、 
名古屋駅とホテル間の通勤送迎有り 
(時間帯によります)

応募 お問い合わせのみも歓迎です。 
仕事説明・面接会随時受付中です。

【職場情報】
事業 エコノミーホテルの運営
《ＵＲＬ》http://www.toyoko-inn.com

028-0994929

東横INN 名古屋名駅南
A052-583-1045
名古屋市中村区名駅南2-3-30



勤務地により異なる yyykmn
01イベント案内スタッフ 
　　(ティアメイト)

時給1050円～1500円＋充実の手当

☆入社祝い金5万円有り☆ 
未経験者大歓迎$残業はありません！ 
◆シニアの男女が活躍中です◆

仕事 ｢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 緑区､名東区､北区､熱田区､南区､東区､ 
天白区､中村区､中川区､千種区､西区､ 
瑞穂区､昭和区､守山区､港区､昭和区等､ 
名古屋市に勤務地多数あります！ 
※お住まい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(消化率ほぼ100％)､ 
入社祝い金5万円支給(別途社内規定有) 

応募 まずはお気軽にお電話ください
【職場情報】
事業 葬儀･法要

028-0995650

株式会社ティア
C0120-549-402　採用担当迄
名古屋市北区黒川本通3-33-1 THRC 2F

地下鉄｢星ヶ丘｣駅直結 xxyefF
01社員食堂のお手伝いさん 
　　(盛り付け､洗い物等)

時給930円～1230円　\

勤務開始日応相談♪ 
あなたの経験生かしませんか？ 
週1日～空いた日にちでOK 

70歳定年です｡
仕事 社員食堂内でのお仕事です｡

【募集情報】
時間 8:30～17:30 

※週1日～OK､土日祝のみOK 
※土日祝働ける方歓迎 
※時間応相談

資格 未経験者歓迎･中高年歓迎 
フリーター･主婦･主夫歓迎

待遇 昇給有､社会保険完備、1分勤怠制度 
交通費規定支給(上限2万円/月)

応募 まずはお気軽にAください｡ 
不在時はA070-6968-4985　加藤まで 
※面接時､履歴書不要です｡

【職場情報】
事業 飲食店
《先輩から》ワークバランスを大切に！ 
お昼まで､夕方まで､週1日～でワガママOK！ 
履歴書不要でお気軽にお越し下さい｡ 
《ＵＲＬ》 
http://www.royal-contract-service.co.jp

028-0996292

星ヶ丘三越　社員食堂
ロイヤルコントラクトサービス
A052-783-3364　担当迄

名古屋市千種区星が丘元町14-14 
星ヶ丘三越内8F



勤務地により異なる xyyekn
01①③商業施設内の警備業務 
　　　②搬入口駐車場の警備業務

01日給8400円～  \

50代､60代シニア大活躍中！ 
週1日からシフト応相談! ＷワークOK 

直行直帰OK! 車通勤OK!
仕事 ①③商業施設内警備全般、カート整理等 

②商業施設､商品搬入口付近の駐車場警備
【募集情報】
時間 ①7:00～21:00 時間内で実働8h 

　※1日1h程度残業の場合有 
②8:00～17:00(休憩有) 
　月～土、週2日から 
③10:00～19:00 ※土日祝日のみ 
　※週1日からシフト応相談(休憩有)

給与 法定研修3日間(20h)日給8400円
勤務地 ①②カインズ名古屋みなと店 

③カインズ稲沢ハーモニーランド店
資格 学歴不問、未経験者歓迎
待遇 昇給有､社会保険完備、車通勤OK 

交通費規定支給､制服貸与 
資格手当有、時間外手当

応募 お気軽にお電話ください。 
現地面接OKです。 

【職場情報】
事業 ビルメンテナンス事業

028-0996308

株式会社イズミテクノ名古屋営業所
C0120-773-722 又は ☎052-626-5530
〒457-0841 名古屋市南区豊田1-37-5

勤務地により異なる yyykns
810警備業務

時給950円～

◆   生涯現役生活を豊かに♪    ◆ 
◇60歳以上･定年シニアの方活躍中◇ 
◆  業績好調につき増員募集$   ◆ 
◇    年齢･経験･学歴不問♪     ◇
仕事 8列車見張り業務 

10ＡＴＭ工事監視業務 
10セキュリティ関連業務

【募集情報】
時間 9:00～17:00の間 

※現場により変則時間勤務の場合あり
給与 ※法定研修20時間（給与変動なし)
勤務地 名古屋市及び近郊
資格 年齢不問(18歳以上)､要普通運転免許 

未経験者大歓迎
待遇 社会保険完備､有給休暇､昇給あり 

交通費規定支給､制服貸与 
福利厚生あり(ベネフィットステーション
導入)､試用期間あり 
8正社員登用制度あり

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 警備業 SECURITY(安全･安心･安定)の総合

メーカー
《ＵＲＬ》http://marusho-cl.com/

028-0996432

株式会社マルショウ　
A052-462-1451　採用担当まで
名古屋市中村区東宿町1-28(本社)



金山駅]3分(面接地) yyypmr
70交通誘導スタッフ

日給8000円～1万円（本文参照）

◆20代～70代男女活躍中◆ 
年齢・経験不問$ 

1ヶ月20日以上の勤務で 
別途1万円のミニボーナス支給

【募集情報】
時間 8:00～17:00(実働8h) 

※0週2～3日勤務でもOK 

休日 週休制 

給与 日給8000円～1万円 
※法定研修有(日勤20時間)／1万8520円 

勤務地 名古屋市内(中川区､港区､中村区)･ 
あま市内・清須市 
※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！！

028-0996707

大宣警備保障株式会社
A052-321-2055　採用担当まで
名古屋市中区金山1-11-10 金山ハイホーム3F

中村区橋下町 xyybms
81新幹線クリーンスタッフ

8日給7600円　1時給980円　＋各種手当

◇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・時給を20円アップ"
仕事 お客様のいない新幹線車庫での車両清掃

です｡1人1両を担当し､1両を40分かけて床
のお掃除から座席頭部用カバーの取替え､
棚の上の忘れ物チェックなどを行います｡

【募集情報】
時間 8①18:35～翌3:05(実働7時間30分) 

　②22:20～翌8:35(実働7時間30分) 
　※①②両方共に勤務可能な方 
1③A.9:55～14:00(実働3時間35分) 
　　B.13:50～18:40(実働4時間20分) 
　④9:55～18:40(実働7時間45分) 
　※③はA.B.両方共に勤務可能な方 
　※③④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 JR「名古屋」駅から無料送迎バス有､ 

車通勤可､交通費規定支給､制服貸与､ 
更衣室完備､正社員登用制度有､ 
研修制度有､各種手当､深夜割増有 
有給休暇有(6ヶ月後から発生)､ 
育児・介護休暇有､社会保険完備､ 
契約社員は年2回ボーナス､65歳定年制

【職場情報】
事業 清掃サービス業

028-0996713

セントラルメンテナンス株式会社　新幹線名古屋事業所
A052-411-2407
名古屋市中村区橋下町5-31



名古屋市内16ヶ所 xyyeFn
01ホームヘルパー

時給1200円～1240円(実働制) \

自分らしく働けるお仕事! 
研修!環境!スタッフ!どれも充実!! 
名古屋市内16区内でご希望OK! 

シフトの融通がききやすいのも魅力
【募集情報】
時間 8:00～20:00の間で好きな時間 

★週1日～OK
給与 時給1200～1240円（実働制） 

※経験加算540日以上（時給+10～40円） 
※介護福祉士　資格手当+20円 
その他各種手当あります。 
土日祝・夜間等(18時～)25%加算

勤務地 市内16区のうち就業を希望する区
期間 定めなし
資格 介護職員初任者研修修了以上(旧ヘルパー

2級､実務者研修､(准)看護師､ 
介護福祉士等）

待遇 社会保険加入(週20時間以上勤務する方)
有給休暇(消化率90％以上)､ 
Wワーク･扶養内勤務OK 
年1回市内高級ホテルにて慰労会を開催 
定年70歳､賞与年2回､交通費規定支給

応募 【面接】随時実施(日時は別途調整) 
【応募】下記までお問い合わせください

システム 当事業所に登録していただき、 
仕事が発生した際にご連絡いたします。

【職場情報】
事業 介護保険事業 

《ＵＲＬ》 
http://care-net.biz/23/zaitakunet/ 
※DOMONETにお仕事内容詳細あります！

028-0997182

社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会 在宅福祉部
A052-731-9758　採用担当まで
名古屋市昭和区阿由知通3-19昭和区役所7階

勤務地により異なる zyun
01駐車場スタッフ

①時給1050円～ ②時給1000円～ \

60代大活躍中! 
ボタンを押すだけの操作なので 
体に負担なし!楽しく働けます!

仕事 ①名古屋駅直結の｢モード学園スパイラル
タワーズ駐車場｣にて接客をお任せします｡ 
②ウインク愛知の地下駐車場でのご案内 
平面と機械式の2種類がありますが､機械式
のものは､操作も行います｡

【募集情報】
時間 ①17:15～23:15(実働6時間) 

　※月15日程度の勤務 
②A. 8:00～16:00(休憩1時間) 
　B.11:00～19:00(休憩1時間) 
　C.14:30～22:30(休憩1時間) 
　※上記交代制 ※月15日勤務 
　★お休みの希望は柔軟に対応します!

給与 ①時給1050円～ 
②時給1000円～ 
※①②ともに+交通費規定支給

勤務地 ①モード学園スパイラルタワーズ駐車場 
　(名古屋市中村区名駅4-27) 
②愛知県産業労働センター駐車場 
　(名古屋市中村区名駅4-38 
　 ウインク愛知) 
　ユニモール⑤番出口より徒歩2分

待遇 制服貸与 
交通費規定支給 
各種保険 
休憩場所･ロッカー有 
私服面接 
22時以降は時給25％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 駐車場管理

028-0997746

名鉄協商パーキングサービス株式会社
A052-728-1112 A肥田・成田まで
名古屋市中村区名駅南3-3-6(本社)



中村区 xyydkn
01クリーンスタッフ

時給980円～1100円 \

早朝・午前・午後などバラエティ 
豊かな時間帯のお仕事募集! 

短時間なので時間を有効活用できます 
★40～60代活躍中!★

【募集情報】
時間 ① 6:30～ 8:30(2H) 

② 7:00～10:30(3.5H) 
③ 7:00～12:00(5H) 
④15:30～19:30(4H) 
⑤17:45～20:45(3H)

休日 土・日・祝
給与 ①時給1100円 

②～⑤時給980円
勤務地 名古屋駅近くのビル内
待遇 有給休暇有 

制服貸与 
交通費規定支給 
ミニボーナスあり(規定有)

応募 まずはお気軽にお電話くださいね♪ 

【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

028-0997777

株式会社三清社
創業64周年
C0120-113-048 A052-584-7272A比護

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)

港区 yyyFkn
01①送迎 ②介護補助

時給930円～

週2日～､午前のみ･午後のみなど 
時間の融通利きます♪ 

★施設見学からという方も大歓迎!★ 
働きやすい時間ご相談ください!!
仕事 ①送迎…ご利用者様の送迎業務を 

　　　　お願いします。 
②介護補助…介護職員の補助業務を 
　　　　　　お願いします。 
どちらも難しい作業はありません♪

【募集情報】
時間 ①A. 8:00～10:30、15:00～17:30  

　B. 8:30～17:30 
②A. 9:00～12:00 
　B.10:00～13:00 
　C.13:00～15:00 
※①②ともに週2日～

給与 時給930円～
最寄駅 地下鉄｢築地口｣駅より徒歩7分
資格 未経験者歓迎 

①普通自動車免許
待遇 交通費規定支給､車通勤可
応募 まずはお気軽にご連絡ください。

【職場情報】
事業 介護老人保健施設
《ＵＲＬ》 
https://tri.kyoenkai.or.jp/

028-0997897

医療法人杏園会 介護老人保健施設 トリトン
A052-652-0022 採用担当まで
名古屋市港区西倉町1-14



愛知県図書館]2分 xyyekn
01古紙回収ドライバー兼場内作業

時給1000円以上

新聞や段ボールのルート回収と 
場内作業で一緒に汗かきませんか？ 
◎65歳以上のシニアの方大歓迎$◎
仕事 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(写貼)郵送ください 
書類選考後、連絡いたします 

【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

028-0997920

株式会社エス・エヌ・テー
A052-231-5507　担当/篠田
〒460-0001　名古屋市中区三の丸1-10-28 



勤務地により異なる yyyqkr
01①交通誘導･案内 ②夜間警備 
　　③土日交通誘導・案内

時給1000円 \

女性･フリーター･シニア(60歳以上) 
多数活躍中!!丁寧な研修で安心です!
時間 8:00～17:00(現場による)
給与 ※法定研修(3日/20h)1万8520円 

★毎週木曜日に4万8000円以上もらえる 
　週払い制

勤務地 一宮市･稲沢市･江南市･愛西市･岐阜市､他
資格 18歳以上(警備業法による) 

定年退職者も可
待遇 制服貸与､社会保険完備､寮完備､ 

有資格者手当(最大6万1600円)支給
事業 警備業

028-0984720

東洋警備保障株式会社
A0586-25-1550
一宮市本町3-11-7 長谷川ビル1F

一宮市・稲沢市・春日井市 yyyknE
70交通誘導・案内スタッフ

日給7500～1万3000円＋C規定支給　\

仕事に誇りが持てる職場環境です！ 
雨天中止なし・安定収入で働けます！
時間 基本8:00～17:00(休憩有) 

★固定配置先(固定出勤･固定休日) 
★0週2日～､1日3h､土日祝のみ勤務OK

休日 週休2日制※自己申告で自由に休めます
給与 ※法定研修20h/1万8750円＋C規定支給 

※08h未満の勤務の場合/時給937円
資格 18歳以上､経験･資格･学歴･年齢一切不問
待遇 各種社会保険､警備保険､制服無料貸与､ 

研修費､残業代･資格手当支給､昇給随時
事業 警備業

028-0990089

株式会社アートス
A0586-46-2998(担当/採用係まで)
一宮市花池2-26-25

一宮市・岐阜県内 yyykmn
7交通誘導警備員

月給22万円～25万円＋各種手当 \

月給制でしっかりお給料支給!! 
直行直帰OKの働きやすい職場です！
時間 8:00～17:00　※休憩有
休日 週休2日制(シフト制)
給与 法定研修20h/時給926円(3日間事業所にて)
勤務地 一宮市・岐阜県内　※直行直帰OK
資格 普通自動車免許(AT限定可)､18歳以上
待遇 交通費全額支給､車通勤OK(車両手当 

500円/日､ガソリン代15円/1km)､社保完 
資格手当有､保守手当有､資格取得制度有

事業 警備業

028-0990128

株式会社アロハ警備保障 一宮駅前支部
A0586-55-1783 採用担当

一宮市本町4-17-10 
明治産業本社マンション703号室



勤務地により異なる yykm
01セルフガソリンスタンドスタッフ

時給1100円～(2か月間特別)※下記参照

仕事 給油監視及び簡単な接客｡洗車整備なし
時間 A.6:30～12:30 (開店業務有) 

B.12:30～18:30 
C.18:30～翌0:30(閉店業務有)

給与 3か月以降は時給926円～1000円､U有
勤務地 当社請負先(希望勤務地ご相談ください) 

①名古屋市西区上橋町35-1 
②春日井市朝宮町2-17-5

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

028-0991038

株式会社ヒュートムスタッフィング
C0120-730-820 Aモウリ
名古屋市中区金山1-2-4 IDエリアビル3F

勤務地いろいろ yykm
01セルフガソリンスタンドスタッフ

時給1100円～(2か月間特別)※下記参照

仕事 給油監視及び簡単接客。洗車整備はなし
時間 A.6:30～12:30 (開店業務有) 

B.12:30～18:30 
C.18:30～翌0:30(閉店業務有)

給与 3か月以降は時給926円～1000円
勤務地 当社請負先(希望勤務地ご相談下さい) 

①尾張旭市狩宿4-43-1 
②尾張旭市東栄町3-1-8

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

028-0990427

株式会社ヒュートムスタッフィング
C0120-730-820 Aモウリ
名古屋市中区金山1-2-4 IDエリアビル3F

稲沢駅より]15分 yyytFk
10ショッピングモールのカート回収

時給960円

MEGAドン・キホーテUNY稲沢東店 
朝・昼・夕方選べるオシゴト♪

仕事 12月10日オープンの新店にて 
使用済みのカート回収をお願いします

時間 ① 8:30～13:00(休憩30分) 
②13:00～17:30(休憩30分) 
③17:00～21:30(休憩30分) 
※週3～4日で応相談

勤務地 稲沢市長野7-1-2
待遇 制服貸与､有給休暇有､研修有､社保加入有
応募 受付/平日 9:30～18:00
事業 清掃・ビルメンテナンス業

028-0993941

星光ビル管理(株)　東海営業第二部
A052-583-0951　採用担当
名古屋市中村区那古野1-38-1　星光桜通ビル

稲沢駅より]15分 yyytFk
10ショッピングモールの 
　　清掃スタッフ

時給1000円

MEGAドン・キホーテUNY稲沢東店 
新規オープン店での清掃スタッフ急募
仕事 12月10日オープンの新店にて、 

清掃業務 ※シフト選択制
時間 ① 7:00～10:00 

②10:00～17:00(休憩1h) 
③17:00～21:00 
※週3～4日で応相談

勤務地 稲沢市長野7-1-2
待遇 制服貸与､有給休暇有､研修有､社保加入有
応募 受付/平日 9:30～18:00
事業 清掃・ビルメンテナンス業

028-0993942

星光ビル管理(株)　東海営業第二部
A052-583-0951　採用担当
名古屋市中村区那古野1-38-1　星光桜通ビル



愛知県内 yyyHFk
01管理人及び清掃スタッフ

時給926円～1100円+交通費規定支給※U有

75歳迄の男女活躍中$ 
年齢は気にしないでご連絡ください$
仕事 建物の設備を点検したり､マンションの共

用部の巡回清掃を行います。
時間 ① 7:00～15:30 ②9:00～12:00 

③21:30～23:30
休日 週休1日～ ※お気軽にご相談ください$ 

事前に連絡を頂ければ、代わりのスタッ
フが対応しますので、ご安心ください

資格 年齢不問､未経験者歓迎
応募 勤務時間については、面接時に承ります
事業 清掃業･管理人業務

028-0994922

株式会社アソス
A052-365-7855 担当/榊原(ｻｶｷﾊﾞﾗ)
名古屋市中川区太平通1-42(本社)

尾張地区 xyydFk
5パンフレット配布スタッフ

一戸あたり10円

40代～60代の女性活躍中$ 
空いた時間を有効活用できます*
業務 パンフレットを各家庭のポストにお届け

します。
時間 9:00～16:00の間の1日2時間程度 

※月10日程度勤務できる方歓迎
収入 一戸あたり10円
勤務地 尾張地区
待遇 交通費規定支給 

ガソリン代･駐車場代補助金支給
負担金 なし
事業 共済事業･保険代理事業

028-0994534

愛知県共済生活協同組合
A0120-08-5555  平日/9:00～17:00
本部/名古屋市中区古渡町11-33

勤務地により異なる yyykmn
1パーキングエリアの清掃スタッフ

時給950円+交通費規定支給

週2日～勤務OK！50･60代女性活躍中！
時間 (A)通常期/①6:00～10：00 

　　　　　②6:00～11：00  
交通混雑期/6：00～15：00(内休憩1ｈ含) 
(B)8:30～17：30（内休憩1h含）

勤務地 (A)尾張一宮PA 
上り/一宮市丹陽町 下り/一宮市千秋町 
(B)川島PA　上り/各務原市川島笠田町

待遇 車通勤OK、雇い止め規定あり 
★土日祝100円・交通混雑期250円/時UP！

事業 高速道路の維持修繕業務

028-0995492

中日本ロード･メンテナンス中部株式会社
(A)A058-322-5610 (B)A058-322-5175

A羽島事業所/羽島市上中町長間字中井町1773 
B岐阜事業所/各務原市大野町1-151

アピタ長久手店近く yyykmn
01食料品①仕分け作業②配送

時給950円～+交通費規定支給

50代・60代でもできるお仕事★ 
午前中のみのお仕事でお小遣い稼ぎ♪
仕事 ①倉庫内にて食料品の仕分け等 

②決まった所へのルート配送(1日3件程度)
時間 7：00～11：00
休日 日・祝、水曜日（シフト制） 
資格 ②要普通免許（AT限定OK）
待遇 車通勤可、試用期間2ヵ月（同時給）、 

交通費規定支給
応募 お気軽にお電話ください。 

受付／午前中（12：00迄）
事業 給食用食品

028-0996589

有限会社 平川給食
A0561-62-5634
愛知県長久手市戸田谷1009



近鉄富吉駅]5分 yyykmn
1近鉄電車の車内清掃(車庫内)

①時給950円以上 ②時給1000円以上 \

20代から60代男女スタッフ活躍中" 
)車内作業なので悪天候でも安心)
仕事 ゴミ回収､モップ掛け､トイレ清掃等
時間 ①8:40～15:40　②17:30～翌0:30 

※週3～5日程度(休日はローテーション) 
(土、日、祝日も仕事があります。)

給与 22:00以降／時給1250円以上
資格 前職経験は不問、未経験者大歓迎
待遇 保険有､制服･準社員登用 

退職金(規定)､交通費規定支給
応募 お気軽にお電話下さい(土日除く)
事業 近鉄電車の車内清掃

028-0997391

近鉄車両エンジニアリング株式会社
A0567-94-1155 A080-4935-5041
海部郡蟹江町富吉3-303

春日井､名古屋市港区 ほか zyyukm
01個別指導塾講師(小･中･高校生)

1授業(90分)1500円～2550円(昇給あり)

60代以上活躍中★ 勤務校選択可☆ 
週1日･1授業(90分)～OK♪(応相談)
仕事 教えていただく教科は得意科目だけでOK! 

好きだった教科はありませんか？ 
1対1もしくは1対2の個別授業で､担任制 
なので毎回同じ生徒さんを担当します｡

時間 月～土／16:50～21:30 ※時間応相談
給与 1対1授業／1500円～､1対2授業／1800円～
勤務地 高蔵寺(春日井市)･南陽(港区)他 県内5校
資格 年齢不問､講師未経験･経験者ともに歓迎
待遇 車通勤可､有給休暇 他
事業 個別指導学習塾｢スクールIE｣7校の運営

028-0997111

株式会社コスモテレコム(やる気スイッチのスクールIE)
A052-218-2251 担当/沢田･佐竹･八百谷
名古屋市中区丸の内1-17-19　5F（本社）

春日井市松本町1200 yyyFmn
1調理補助スタッフ

時給960円

お子様やご家庭に合わせて働けます！
仕事 盛り付け・配膳等
時間 月～金/①9:30～14:30②10:30～14:30 

　　　（ローテーション制） 
★週3日程度の勤務

休日 土日、他 年末年始、GW、夏季等連休有
給与 時給960円
勤務地 春日井市松本町1200の大学内食堂
待遇 交通費規定支給、まかない有 

制服貸与、車通勤可
事業 フードサービス事業

028-0997717

公誠綜合サービス株式会社　名古屋営業所
A052-746-9822

名古屋市中区丸の内3-19-4 
ロサンゼルスビル8F

名鉄｢尾張瀬戸｣駅隣接 yyyFkn
01商業施設内の清掃

時給926円

定年された方歓迎! 直行直帰の 
お仕事です! 週3日からOKです♪
仕事 商業施設､店舗の共用部の簡単な 

清掃をお願い致します｡
時間 ①8:00～12:00 ②13:00～17:00 

(各休憩30分有) 
※①②通しでできる方積極採用中

勤務地 尾張瀬戸駅近くの商業施設
資格 未経験歓迎、年齢不問
待遇 制服(ポロシャツ)支給、交通費規定支給
応募 お問合せのみも歓迎です。
事業 ビルメンテナンス業

028-0997876

ライマン
A080-4966-4214　A採用担当
岐阜県美濃市乙狩320-1（本社）



新大草橋西交差点すぐ yk
7大型ダンプ・ドライバー

日給1万2000円～（未経験は日給1万円～）

☆和気合い合いとした職場です☆ 
♪30～60代の幅広い方が活躍中です♪ 
未経験者歓迎！社長から先輩まで､ 
親切･丁寧に仕事をお教えいたします!

【募集情報】
時間 8:00～17:00 

休日 週休制(会社カレンダーによる) 
年末年始、夏季 

給与 日給1万2000円～ 
(未経験は日給1万円～) 
※経験や能力を考慮します 

勤務地 小牧市大草中254 

資格 要大型免許、年齢不問 

待遇 社会保険完備、昇給有、残業手当有、 
特別手当有(業績好調時)、制服貸与 

応募 まずはお気軽にお電話ください 

【職場情報】
事業 運送業

028-0990129

有限会社愛春建材
A0568-82-5616 A土屋
春日井市大手町2-204-1

瀬戸市西山町 yymn
1①調理・調理補助②栄養士

①時給930円　②時給1100～1200円　\

未経験者歓迎！年齢不問！
時間 ①朝/5：30～10：00 

　昼/9：00～15：00(休憩有） 
　夕/14：30～19：30 
②8：30～17：00の間で5～6ｈ程度 
※土日祝含む週3～5日勤務

給与 ①9時まで時給980円 
◎土日祝は時給50円UP

勤務地 特養ウィローふたば 
瀬戸市西山町1-46-18 ※現地面接

待遇 見習い期間有(同条件）、即日勤務可
事業 契約企業の食堂委託給食業

028-0998190

株式会社エフケーサービス
A0561-21-4118(担当/酒井)
岐阜県岐阜市北一色2-2-12

北名古屋市・清須市 yyyFkm
01クリーンスタッフ

時給980～1000円

未経験大歓迎!男女ともに活躍中!
時間 ① 7:00～12:00（実働5.0h） 

　 8:30～12:00（実働3.5h） 
　13:00～16:00（実働3.0h） 
※週3～5日シフト(月1回程度日曜有） 
②7:00～11:30（実働4.5h）※週5日

給与 時給980～1000円
勤務地 ①済衆館病院様内 

(北名古屋市鹿田西村前111) 
②はるひ呼吸器病院様内(清須市) 
(北名古屋市近く※ドン・キホーテ隣)

事業 創業56年 安心して働けるビル管理会社

028-0998268

星光ビル管理株式会社 東海営業第一部
☎052-583-0940(平日9：30～18:00)
名古屋市中村区那古野1-38-1星光桜通ビル



「味美駅」より車で11分 yyyHFk
1クリーンスタッフ

時給930円以上+交通費規定支給

★★安心・安定の名鉄グループ★★ 
車通勤ＯＫで通勤も便利♪ 
【年齢・経験・学歴不問】 

60代のシニアスタッフも活躍中!
仕事 空港ターミナルビルでのお仕事｡フロア 

や階段､トイレ等の清掃をお願いします｡ 
未経験でも親切丁寧にお教えいたします 
ので､安心してお仕事をすることができ 
ます｡普段の家事と同じ感覚でお仕事で 
きるので､スグに慣れていただけますよ｡ 
お仕事ブランクがある方も歓迎です｡

【募集情報】
時間 ①8:00～16:00　②8:00～19:00 

※休憩有 (シフト制)
休日 4週6休制(他、休日有)
資格 未経験者･既婚者･フリーター大歓迎 

シニア(60代)も歓迎"
待遇 制服貸与､車通勤可､社会保険完備
応募 お気軽にお電話ください。※現地面接

【職場情報】
事業 クリーニング業、ビルの総合管理
《会社から》 
安心の名鉄グループ企業です。 
待遇面も充実。働きやすさ抜群です｡ 
長く安定して働くことができますよ。

028-0990539

株式会社名鉄クリーニング
A052-501-5511　担当/梅田(本社)

県営名古屋空港のターミナルビル 
(西春日井郡豊山町豊場林)

春日井市美濃町 zyum
2納車引取ドライバー

時給1150円　☆日収1万2000円以上可

トラック経験と大型免許活かせます♪ 
負担の少ない週3日～勤務OK

仕事 ■勤務先～顧客間のトラック回送や、 
　修理･点検・車検時の引取・納車｡ 
■引取・納車するトラックの運転です。 
　必ず社用車が一緒に行動し、帰りは 
　トラックまたは社用車で帰社します。 
■遠方への長距離回送は基本なしです。

【募集情報】
時間 8:30～17:30（休憩あり） 

※週3日～勤務OK 
※残業の場合あり(約2時間/日)　 
※月1～2回の日曜・祝日出勤あり

給与 時給1150円
収入 日収例/1万2000円以上可(諸手当含む)
勤務地 いすゞ自動車中部㈱　春日井支店　 

春日井市美濃町3-21　☆現地にて面接
最寄駅 名鉄「味美」駅から徒歩約10分
資格 要大型免許
待遇 ■社会保険完備(週４日以上勤務) 

■半期6ヶ月ごとの無事故報奨金あり 
　(3～6万円支給)※規定あり 
■制服貸与　■定年制70歳　■車通勤可

応募 まずはお電話ください。
【職場情報】
事業 労働者派遣事業　派23-300719

028-0992495

エーエスサポートアンドサービス株式会社
A080-3675-2211 または 052-822-7214
名古屋市南区星崎1-10



｢尾張一宮駅｣送迎バス25分 xyyeFk
01食品製造

時給930円～960円 \

＼週3日～､1日5時間～勤務OK／ 
長期で勤務できる方大歓迎! 
車通勤OK!送迎バスも有! 
未経験の方も大歓迎です♪

仕事 弁当､惣菜､チルド弁当､軽食､おにぎり等
の製造｡セブンイレブン向けの食品の製造
で、お弁当や惣菜類を作るお仕事です♪
空調が効いていてキレイな工場

【募集情報】
時間 ①9:00～14:00 ②23:00～翌5:00 

週3日～、1日5時間勤務 ※深夜割増有 
他の時間帯もあります。応相談可

給与 日祝手当有(50円/1時間)
期間 3ヶ月※契約更新の可能性もあり(条件有)
資格 未経験歓迎､学歴不問､主婦(夫)歓迎
待遇 交通費規定支給､社員食堂有､制服貸与､ 

24h冷暖房完備､休憩室･喫煙室･売店有､ 
誕生日プレゼント(条件有)､社会保険完備 
有給休暇有､送迎バス有(｢尾張一宮｣駅･ 
｢江南｣駅より無料送迎バス有) 
車･バイク･自転車通勤OK(無料駐車場有)､
子育て支援金(小学生未満児童1人につき 
5000円/月､病児保育支援金/月 上限5000
円/1回(3回迄)､深夜割増有

【職場情報】
事業 食品製造

028-0993449

フジフーズ株式会社 名古屋工場
A0586-53-1155 Aイワタ・ハタオ
一宮市瀬部字川原山1-1

一宮市萩原町 zyum
2納車引取ドライバー

時給1150円　☆日収1万2000円以上可

トラック経験と大型免許活かせます♪ 
負担の少ない週3日～勤務OK！

仕事 ■勤務先～顧客間のトラック回送や、 
　修理･点検・車検時の引取・納車｡ 
■引取・納車するトラックの運転です。 
　必ず社用車が一緒に行動し、帰りは 
　トラックまたは社用車で帰社します。 
■遠方への長距離回送は基本なしです。

【募集情報】
時間 8:30～17:30（休憩あり） 

※週3日～勤務OK 
※残業の場合あり(約2時間/日)　 
※月1～2回の日曜・祝日出勤あり

給与 時給1150円
収入 日収例/1万2000円以上可(諸手当含む)
勤務地 いすゞ自動車中部㈱　一宮支店　 

一宮市萩原町高木字西川田1 
※国道155号添い　　☆現地面接

資格 要大型免許
待遇 ■社会保険完備(週４日以上勤務) 

■半期6ヶ月ごとの無事故報奨金あり 
　(3～6万円支給)※規定あり 
■制服貸与　■定年制70歳　■車通勤可

応募 まずはお電話ください。
【職場情報】
事業 労働者派遣事業　派23-300719

028-0992499

エーエスサポートアンドサービス株式会社
A080-3617-2681 または 052-822-7214
名古屋市南区星崎1-10



尾張瀬戸駅徒歩1分 yyyFkm
71タクシードライバー

7月給14万6000円～+その他手当･歩合\

完全無線配車なので、未経験者でも 
安定して稼ぐ事ができるんです！ 
車内･外にドライブレコーダーが 
付いているのでもしもの時も安心!
仕事 100％無線車(流し無)､ナビ付き･ナビ配車

にてお客様を目的地まで送迎。 
シニア(60歳以上)も女性も活躍中！

【募集情報】
時間 710:00～翌1:00の間で実動8時間 

　ローテーション制 
17:00～24:00の間で応相談

休日 完全週休2日(会社カレンダーによる) 
※年間休日120日　※家庭事情考慮します

給与 7給与例(昨年実績) 
　20日勤務：月収25万円～47万円 
　　　　　　※月給+その他手当･歩合 
1時給1100円～　※深夜割増有

資格 7普通自動車免許3年以上 
1普通自動車免許二種

待遇 7社保完備､賞与有､退職金有､各種資格手
当有 
車通勤可､女性専用車両完備､女性専用ト
イレ完備､二種養成制度有

応募 詳しくはホームページをご確認ください
【職場情報】
事業 旅客運送業(イトー急行グループ)

028-0993805

マルセタクシー 瀬戸自動車運送株式会社
A0561-82-2191
瀬戸市山脇町18

名鉄瀬戸線 水野駅～]7分 yyyFkm
01「meiji」乳製品の配達スタッフ

時給930円以上　◎交通費規定支給

)* 平日週2日・1日5時間程度 *) 
扶養控除内OK！50～60代の方活躍中！ 
今いる方も全員未経験スタート！ 
適度な運動にもなるので健康にも◎
仕事 乳製品を瀬戸近辺のお客様の保冷ボック

スで運んで頂きます。配達に慣れるまで
親切に引継ぎしますよ☆ 
今いる方は全員未経験者です♪ 
1本約150g程度で軽く、配達は車だからシ
ニア(60歳以上)さんも無理なく運動しな
がら働けますよ！ 
みんな気さくで雰囲気良し☆昼間のスキ
マ時間に稼ぎたい方にピッタリ♪

【募集情報】
時間 7:30～14:00の間で5時間程度 

早く配達が終われば終了してもOK♪ 
◆週2日～OK！ 
【火・金で入れる方大歓迎】

給与 時給930円以上 
【月収例】下記月収稼ぐ方もいます｡ 
月収6万円(月9回出勤/時給換算1463円)

資格 要普通自動車免許　未経験OK！
待遇 ◆車通勤OK　◆制服貸与 

◆交通費規定支給　◆有給休暇あり
【職場情報】
事業 明治の宅配サービス

028-0994075

東尾張みるく屋さん
C0120-23-3698
愛知県瀬戸市北浦町4-47



勤務地により異なる yyymns
1①介護 ②夜間介護

時給950円～1150円 \

★60歳以上のシニア活躍中!!★
仕事 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 ① 7:00～19:00の間の4時間以上 

②16:00～翌10:00(休憩120分) 
※週3～4日程度(曜日応相談) 
※変形労働時間制(週40時間以内) 

給与 ◆初任者／時給950円 
◆介護福祉士／時給1000円 
・日曜日勤務は終日時給150円UP 
・早番手当(5～9時)…時給150円UP　 
・遅番手当(18～22時)…時給150円UP 
・深夜割増有 ※該当する時間帯に支給 

資格 初任者研修修了以上、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 

デイサービスセンター

028-0996079

ゴールドエイジ江森・岩倉
A052-308-3066 採用(山田･八木)まで

ゴールドエイジ江森 : 江南市江森町上44 
ゴールドエイジ岩倉 : 岩倉市野寄町一町田7

勤務地により異なる yyykmn
01イベント案内スタッフ 
　　(ティアメイト)

時給1050円～1500円＋充実の手当

☆入社祝い金5万円有り☆ 
未経験者大歓迎$残業はありません！ 
◆シニアの男女が活躍中です◆

仕事 ｢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 津島:津島市大和町1-48-2 
西枇杷島:清須市西枇杷島町大黒26 
小牧中央:小牧市中央2-3 
春日井:春日井市鳥居松町4-180 
稲沢:稲沢市小沢4-19-7 
等､尾張エリアに勤務地多数あります！ 
※お住まい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(消化率ほぼ100％)､ 
入社祝い金5万円支給(別途社内規定有) 

応募 まずはお気軽にお電話ください
【職場情報】
事業 葬儀･法要

028-0995662

株式会社ティア
C0120-549-402　採用担当迄
名古屋市北区黒川本通3-33-1 THRC 2F



愛知県豊明市 yyykmn
01無資格からOKのリフトスタッフ

時給930円～　\

未経験の方･無資格の方大歓迎！ 
軽作業もあるのでご安心を♪ 

リフト免許も取得できる制度あり◎ 
免許お持ちの方は時給1000円!!

仕事 倉庫内でフォークリフト(リーチリフト)
を用いて、出来上がった紙製品を運んで
頂きます。 
重量物もないので女性も活躍中です！！

【募集情報】
時間 ①8:00～15:00(16:00も有) 

　★週2～3日勤務 
②13:00～17:00 
　★週5日勤務

休日 土・日、長期休暇あり 
※祝日は出勤

給与 時給930円～ 
(リフト免許ありの場合時給1000円)

勤務地 愛知県豊明市栄町大脇7
資格 リフト免許有資格者歓迎 

※免許のない方は入社後に取得可能
待遇 社会保険完備 

車通勤可、制服貸与 
リフト免許取得制度有（会社負担） 
交通費規定支給

【職場情報】
事業 倉庫業

028-0996089

高末株式会社　大府物流代行豊明分割
A070-6463-0681　A加藤
大府市吉田町東端35-24

名古屋学院大学近く xxyecm
01運行管理補助スタッフ

時給1000円～1100円

週3日～OK！時短勤務OK！未経験OK！ 
60歳以上の方がバリバリ活躍中！
仕事 お願いするお仕事は 

・ドライバーの出勤時の点呼確認 
・アルコールチェック 
・ドライバーの健康管理 
・日報の管理や清掃 
など、ドライバーさんのサポートです。

【募集情報】
時間 ■月曜日～金曜日 

　19:00～翌8:00(内6h程度) 
■土曜日　13:00～20:00　休憩有 
■日曜日・祝日　8:30～16:00　休憩有 
※週3日～OK　シフト制 
※時短の勤務もご相談ください♪

給与 時給1000円～1100円　※深夜割増有
資格 未経験OK、WワークOK、車通勤可 

主婦(夫)さん歓迎、60歳以上の方歓迎
待遇 交通費全額支給、社会保険完備、定期健

康診断、持株制度、いいね制度、残業・
通勤・家族・運行、車通勤可、休憩室・
シャワールーム完備、寮完備、社員旅行
や忘年会・新年会有

【職場情報】
事業 特別積合せ貨物・一般貨物自動車運送事

業／貨物運送取扱事業／倉庫業　等

028-0996905

株式会社イトー急行　東濃営業所
A0561-86-7771
瀬戸市広之田町248



瀬戸市井山町 yyyFmn
0キッチンスタッフ

時給950円

50代～70代活躍中！週1日～OK! 
ご自宅で料理経験があれば活躍可能! 

孫へのおもちゃやお年玉も 
これで一安心！

仕事 ご利用者様と施設スタッフのお食事の準
備をお任せ致します。 
人によって調理法を変えないので負担も
少なく働くことが出来ます。

【募集情報】
時間 a 13:00～17:30 　b 15:00～17:30 

　上記時間帯のどちらか勤務出来る方 
　週1日～OK　シフト制 

給与 時給926～950円 
※土日祝は時給+100円 

最寄駅 名鉄瀬戸線「尾張瀬戸」駅から車で11分 
JR「高蔵寺」駅から車で20分

資格 シニア(60歳以上)歓迎 
主婦・主夫歓迎、無資格・未経験OK 

待遇 車通勤可、C規定支給　有給有 
社内研修有、資格手当有、制服貸与

【職場情報】
事業 介護施設

028-0998442

養護老人ホーム たんぽぽ陶寿荘
社会福祉法人たんぽぽ福祉会
A0561-41-0149
愛知県瀬戸市井山町22

名鉄バス「下島」停]5分 xyyekm
01①入浴介助 介護スタッフ 
　　②早朝介護パート

①時給1215円～　②時給1465円～

多くのシニアが活躍中！ 
チームで働くので楽しみながら 
仕事が出来る明るい職場環境です。
仕事 ①主に入浴介助をお任せします。 

　5人のチームで行いますので力仕事は 
　1人ではしないので安心して下さい。 
②ご利用者様の日常生活をサポートして 
　頂きます。

【募集情報】
時間 ①13:00～17:30　②6:00～10:00 

※週2日～3日程度勤務 
※就業時間・勤務日数応相談

給与 ①介護福祉士/時給1315円～ 
　無資格/時給1215円～ 
②6:00～8:00/時給1465円～ 
　8:00～10:00/時給1215円～ 
※一律処遇改善手当含む

最寄駅 リニモ「長久手古戦場」駅 
名鉄バス「星ヶ丘」五色園行き「下島」
停留所より徒歩5分

資格 無資格OK、経験不問
待遇 C規定支給、車通勤可(無料駐車場有) 

各種保険有、昇給有、制服貸与、 
60歳定年制・再雇用有(65歳迄)

【職場情報】
事業 介護老人保健施設

028-0997023

医療法人生寿会 日進老人保健施設
A0561-72-4172
日進市北新町二段場920-10



岡崎ICから車で30分 yyyFkm
1①卵の検品計量･清掃スタッフ 
　②鶏糞処理作業(肥料製造)

時給①930円～②980円～＋交通費全額支給

大人気の軽作業スタッフ◎ 
車通勤OK！週3日～勤務OK！

時間 8:00～17:00　※休憩90分 
★週3日～勤務OK ★①は土日勤務可能な
方大歓迎　★勤務日･時間など応相談

給与 ※試用期間6か月有(給与の変動なし)
勤務地 額田農場：岡崎市保久町字須之山1-1
資格 ②フォークリフト実務経験者歓迎
待遇 社会保険完備､賞与年2回､食事手当有､ 

昇給有､時間外手当有､有給休暇有､ 
車通勤OK､無料駐車場完備

事業 農業

028-0988822

サンエッグファーム株式会社
A0568ｰ79ｰ0503　A國松･村上･森
愛知県小牧市大字大草5447ｰ6

勤務地により異なる yykm
01セルフガソリンスタンドスタッフ

時給1100円～(2か月間特別)※下記参照

仕事 給油監視及び簡単接客業務｡洗車整備なし
時間 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

給与 3か月以降は時給926円～1000円
勤務地 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

028-0990988

株式会社ヒュートムスタッフィング
C0120-730-820 A①アサノ②スズキ
名古屋市中区金山1-2-4 IDエリアビル3F

半田市花園町 zyyuFk
①01登録ヘルパー 
②7サービス提供責任者　\

①時給1400～1690円(実働制)※U有　\

60歳以上の方も多数活躍中!
仕事 ①01登録ヘルパー 

②7サービス提供責任者(要資格) 
③7ケアマネージャー(要資格)

時間 ①24時間の間で空いた時間･自由な時･ 
　お好きな時間でOK!週1日～勤務OK! 
②③8:00～18:00の間(実働8h)

休日 7週休2日制
給与 ②③7月給20万円以上
システム ①登録後､仕事が発生した際に､ 

　当社と正式な雇用契約となります。
事業 デイサービス･ホームヘルパー

028-0992392

有限会社 ふるさと
A0569-26-4469(担当/ハマナカ)
半田市花園町1-17-8



豊田市沢田町 xxyedk
1生活支援サポーター

時給930円以上

あなたの経験を活かして 
新たな仕事にチャレンジしませんか?
仕事 食事の配膳・テーブルや個室の清掃等､ 

身の回りのサポートをお願いします｡ 
基本的に入居者の身体に接しません。

時間 7:00～21:00の間で勤務可能な時間 
(1日4h程度)､週3回以上､平日のみ

資格 年齢不問､未経験大歓迎
応募 まずはお気軽にお電話ください。 

受付時間:平日9:00～18:00
事業 社会福祉法人 昭徳会 

ユニット型特別養護老人ホーム

028-0993318

小原安立（おばらあんりゅう）
A0565-66-0012　A山内･谷田
豊田市沢田町座内22(旧小原村)

刈谷市 yyyFkn
01老人ホーム内で弁当の配膳

時給950円＋交通費全額支給

未経験OK！主婦(夫)大歓迎！ 
WワークOK！中高年の方活躍中♪

仕事 ご飯やお味噌汁を茶碗に盛ったり､食後の
食器などを軽く手洗いし､食洗機で洗浄す
るお仕事です｡利用者様との関わりなし｡

時間 ①6:45～8:30　②16:15～18:00 
◎シフト応相談！◎週2･3日～OK!!!

勤務地 住宅型有料老人ホームセンジュ刈谷 
(刈谷市半城土町芦池裏165-1／面接地)

待遇 福利厚生､研修制度､交通費全額支給 
車通勤OK､扶養内勤務OK､制服与付あり

事業 高年齢者専門宅配弁当

028-0993212

株式会社英秀プランニング　業務委託事業部
A080-6970-2997　担当:中村
愛知県岡崎市中田町3-7

田原市谷熊町 zxyudn
01和風ファミレスの 
　　ホール･キッチン

時給926円～1000円

◎家事の合間に　◎お小遣い稼ぎに 
◎1日3時間や週2日～の勤務OK
時間 11:00～21:30 

◎勤務時間、曜日などご相談ください！
給与 時給926円～1000円
待遇 制服貸与､交通費規定支給､食事補助あり､

経験者優遇
応募 まずはお気軽にお電話ください。 

仕事内容など丁寧にご説明させて 
いただきます。

事業 和風ファミリーレストラン

028-0993450

いろは茶屋
A0531-22-2248　採用担当まで
田原市谷熊町高田39-3

三河・知多地区 xyydFk
5パンフレット配布スタッフ

一戸あたり10円

40代～60代の女性活躍中$ 
空いた時間を有効活用できます*
業務 パンフレットを各家庭のポストにお届け

します。
時間 9:00～16:00の間の1日2時間程度 

※月10日程度勤務できる方歓迎
収入 一戸あたり10円
勤務地 三河知多地区
待遇 交通費規定支給 

ガソリン代･駐車場代補助金支給
負担金 なし
事業 共済事業･保険代理事業

028-0994532

愛知県共済生活協同組合
A0120-08-5555  平日/9:00～17:00
本部/名古屋市中区古渡町11-33



大府市柊山町 yyFk
01清掃スタッフ

①②時給930円 ③時給950円

★60歳以上の男女活躍中★
仕事 ショッピングセンター内の通路・階段・

トイレ等の清掃、ゴミ回収処理
時間 ① 7:00～10:00(実働3.0時間) 

② 9:30～15:30(実働5.5時間) 
③15:00～20:00(実働5.0時間) 
※出勤日数応相談

給与 ①②時給930円 ③時給950円
勤務地 大府市柊山町の 

大型ショッピングセンター
待遇 制服貸与、試用期間3ヶ月有
事業 総合ビルメンテナンス

028-0995369

株式会社中央ビルサービス
A0586-43-5054(担当/河村)
一宮市北浦町23-2

勤務地により異なる yyyGHF
01JAグループのセルフスタンド 
　　ガソリンスタッフ

時給930円～+交通費規定支給※深夜割増有

時間 5：30～22：30の間で1日4～5時間 
（応相談）★週2～3日勤務でもOK

勤務地 ①Jセルフ幡豆SS(西尾市西幡豆町菰田
105-1)　②Jセルフ上矢田SS(西尾市上矢
田町北野56-2)　③Jセルフ一色SS(西尾市
一色町対米九郎左47-1)　④Jセルフ横須
賀SS(西尾市吉良町小牧梶見堂27-1)

待遇 研修制度有、制服貸与、昇給（年1回） 
車通勤可（無料駐車場有）

応募 面接時に待遇等のご説明をします｡まずは
お気軽にお電話下さい｡(担当/大須賀)

事業 ガソリンスタンドの運営

028-0995351

株式会社JAあいちエネルギー
A0563-72-1553（一色西部SS）
（本社）安城市今本町東向山6-1

大府市北崎町 xxyabm
01点呼スタッフ

時給1000円★22:00～翌5:00は時給1250円

ドライバーの点呼スタッフ 
)勤務日数・時間はご相談応じます)
仕事 深夜・早朝ドライバーの対面点呼、 

連絡事項の伝達などをお願いします。 
★運行管理補助者講習費用は当社負担！
（入社後に受講していただきます） 
★運行管理者資格お持ちの方大歓迎！

時間 22：00～翌7：00（休憩あり） 
※勤務日数及び時間応相談

給与 時給1000円 ※22:00～翌5:00時給1250円
待遇 各種保険完備、車通勤OK
事業 倉庫業/一般貨物自動車運送業

028-0995698

株式会社 奥堀
A0562-43-8770
大府市北崎町島原53-1

岡崎市羽根東町 yyyFkm
2病棟看護助手

時給1000～1100円

岡崎駅から徒歩10分！扶養内OK♪ 
未経験から安心して働ける職場★
仕事 患者さんの身の回りのお世話、看護師さ

んのお手伝い、環境整備など
時間 ・ 9:00～12:30(実働3.5ｈ) 

・14:30～18:30(実働4.0ｈ) 
・ 9:00～18:30(実働7.5ｈ)

休日 完全土日祝
給与 時給1000～1100円
勤務地 岡崎市羽根東町の総合病院
待遇 制服貸与、車通勤可、前払い可(規定有)
事業 労働者派遣事業/派13-300487

028-0996157

株式会社ルフト･メディカルケア　三河オフィス
C0120-960-817　A0566-91-9216
安城市三河安城町1-11-1　BESTビル4Ｆ



東海市富木島町 yymn
7介護スタッフ

月収21万7000円～　\

まずは履歴書なしで施設見学やお話 
だけでもOK!無資格OKの介護正社員
仕事 お食事の準備やお掃除、生活援助等
時間 ① 7:00～16:00 ② 9:00～ 18:00 

③13:00～22:00 ④22:00～翌7:00 
※休憩有　※シフト制

休日 週休2日､夏季･冬季･有給(年間休日112日)
給与 月収21万7000円～　★その他手当有 

※夜勤6回(5000円/回)・早番5回・遅番5
回の場合(基本給/月17万円～+諸手当)

事業 総合福祉施設運営(グループホーム/特養)

028-0996859

 ザ ストーリー東海
社会福祉法人千寿会
A052-601-8800
愛知県東海市富木島町新藤塚30

豊田市

7①建築や土木の施工管理 
　②一般作業スタッフ

①月給33万円～ ②月給25万円～\

仕事 道路･河川整備など､豊田市をはじめとし
た地域のライフラインに関わる工事から
住宅等の外構工事､宅地造成工事､住宅･事
務所や工場等の新築工事もお任せします

時間 8:00～17:00(休憩あり)
休日 日曜、ほか応相談(長期休暇あり)
給与 ①月給33万円～ ②月給25万円～ 

前職を考慮します
資格 ①土木/建築施工管理技士資格
待遇 ◆昇給年1回◆賞与年2回◆車通勤OK 

◆交通費規定支給◆社会保険/寮完備
事業 総合建築土木一般､宅地建物取引業

028-0996500

天野建設工業株式会社
A0565-27-6633
豊田市大林町8-23-1

刈谷､碧南､岡崎､豊田､大府 zyyukm
01個別指導塾講師(小･中･高校生)

1授業(90分)1500円～2550円(昇給あり)

60代以上活躍中★ 勤務校選択可☆ 
週1日･1授業(90分)～OK♪(応相談)
仕事 教えていただく教科は得意科目だけでOK! 

好きだった教科はありませんか？ 
1対1もしくは1対2の個別授業で､担任制 
なので毎回同じ生徒さんを担当します｡

時間 月～土／16:50～21:30 ※時間応相談
給与 1対1授業／1500円～､1対2授業／1800円～
勤務地 刈谷・大府・碧南・岡崎北・若林 ほか
資格 年齢不問､講師未経験･経験者ともに歓迎
待遇 車通勤可､有給休暇 他
事業 個別指導学習塾｢スクールIE｣7校の運営

028-0997112

株式会社コスモテレコム(やる気スイッチのスクールIE)
A052-218-2251 担当/沢田･佐竹･八百谷
名古屋市中区丸の内1-17-19　5F（本社）

下記参照 xyyeFn
01有料老人ホーム内の 
　　     訪問看護師(正看・准看)

時給1600円以上　※C規定 

看護資格があれば年齢不問" 
介護の仕事がしたい方も大歓迎+
仕事 日々の健康管理や医師の指示のもと必要

な処置をお願いします。ブランクOK！
時間 9:00～18:00の間(1日3h程度の短時間OK) 

★週2日～平日･土日など相談OK！
勤務地 住宅型有料老人ホームサンライズ 

（当社運営／豊田市内・2施設) 
･泉公園(泉2丁目交差点すぐ) 
･上豊田(豊田医療センターすぐ)

事業 福祉施設

028-0997125

訪問看護ステーションサライ泉公園
㈱アルバ　介護事業部
C0120-931-368
豊田市泉町1-5-1



本文参照 yyFk
01警備業務

日給9500円～(昇給あり)､日払い可(規定)

近所で働きたい、年金の足し…etc 
未経験の60代以上の方多数在籍"
仕事 ・一般道路(片側通行での誘導) 

・建設現場の歩行者･工事車両の誘導
時間 8:00～17:00(休憩あり)
給与 シニア(70才～)､未経験は日給9000円～
勤務地 刈谷・大府・東海・日進市の三河方面 

★車通勤･送迎など可､直行直帰
資格 18才以上の方
待遇 社保完､法定研修(3日･20h)2万円､面接交

通費支給､制服線等は全部新品！
事業 警備業

028-0997240

株式会社アシスト
A052-875-7607
名古屋市緑区篭山3-406(出張面接可)

知多市新知字西屋敷 yyyHkm
01野菜の収穫・選別・出荷等

時給950円～

愛知の伝統野菜を一緒に育てませんか 
学生～シニア（60代）幅広く活躍中!
仕事 WワークOK！1日見学OK！
時間 8：00～17：00（2～3時間OK） 

★シフトによる勤務 
★週1日～勤務OK！

給与 時給950円～ 
（研修期間2ヶ月/時給927円～）

勤務地 愛知県知多市新知字西屋敷11
待遇 昇給有 

車・自転車通勤OK
事業 農産物生産販売

028-0997190

株式会社こんどうファーム
B090-8474-8776（担当/近藤）
愛知県知多市新知字西屋敷11

豊田市若林東町 yyyFkm
01スーパーの清掃スタッフ

時給930円～1100円

★50～60代活躍中★　週1日～OK！ 
久々にお仕事する方でも安心です！
仕事 カンタンな掃き･拭き掃除が中心です！ 

先輩スタッフがイチからお教えします！
時間 ①7:30～10:00　②7:00～ 9:00 

③7:30～11:30　※週1日～OK、シフトL
勤務地 【メグリア若園店内】 

豊田市若林東町上外根78-3
資格 未経験者歓迎　Ｗワーク歓迎　学歴不問
待遇 マイカー通勤OK　扶養控除内勤務OK
応募 お気軽にお電話ください！
事業 ビル清掃業務

028-0997427

有限会社佐藤総業
A052-501-7256　採用担当まで
名古屋市西区大野木4-566-1

豊田市西山町 xyyeFm
2病棟看護助手

時給1050～1100円

扶養内勤務OK！週2～3日の勤務!! 
仕事 看護師のお手伝い、 

患者様の身の回りのお世話、 
環境整備、備品管理等

時間 ①8:30～12:00 
②8:30～15:00(休憩有) 
③8:30～17:00(休憩有)

休日 日曜、祝日
給与 時給1050～1100円
勤務地 豊田市西山町の病院
待遇 制服貸与、車通勤可、試用期間有
事業 労働者派遣事業/派13-300487

028-0997222

株式会社ルフト･メディカルケア　三河オフィス
C0120-960-817　A0566-91-9216
安城市三河安城町1-11-1　BESTビル4Ｆ



知多半島全域・西三河全域 yykn
01交通誘導警備員

日給8500円以上 ※本文参照

事前研修有!未経験OK!20～60代活躍中
時間 8:00～17:00(休憩60分) 

★週2～3日・月20日以上勤務もOK!
給与 一般………日給8500円以上 

検定資格…日給9500円以上 
※法定研修20時間/時給926円

勤務地 知多半島全域・西三河全域 
※詳細は面談にて

待遇 日払いOK(規定有)、交通費全額支給、 
各種保険、諸手当有、制服貸与

事業 交通誘導警備・雑踏警備

028-0997614

半田日本連合警備株式会社
日本連合警備グループ
A0569-23-7611
愛知県半田市出口町1-97(名鉄住吉町駅西側)

刈谷市住吉町 xyybFn
01病院内の警備

本文参照

時間 日勤／9:00～18:00(実働8h) 
夜勤／①16:30～翌7:30(実働12h) 
　　　②18:00～翌9:00(実働12h) 
　　　③20:30～翌9:00(実働9.5h）

給与 日勤／日給8000円～ 
夜勤／①日給1万3875円 ②日給1万4125円
～1万4250円 ③日給1万875円 
(それぞれ深夜・残業割増含む) 
※事前法定研修有/日勤帯20h(1万8520円)

勤務地 刈谷市住吉町の病院　★現地面接可能★
資格 18歳以上(警備業法による)
事業 警備業

028-0997467

株式会社アルファ 瑞穂事業所
C0120-758-155(採用担当迄)
名古屋市瑞穂区初日町2-19

幸田町 xyydkn
1①設備の清掃・給油など 
　②事務所の清掃・弁当準備

①時給970円 ②時給940円

ゆとりの短時間☆60代の方大活躍中！
時間 ①8:00～12:00、13:00～17:00 

②8:00～12:00 
※各実働4時間 ※時間応相談

休日 カレンダー制 
※原則土・日休みの週休2日制

給与 ①時給970円 ②時給940円
勤務地 ①②幸田工場(下記住所) 

①須美工場(額田郡幸田町須美東山30)
待遇 雇用・労災保険、作業服貸与、 

交通費規定支給、車通勤OK
事業 自動車用歯車部品製造

028-0997845

中村精機株式会社
A0564-56-3511 A業務部/金澤
(本社)額田郡幸田町六栗上八反田1

岡崎市真伝町魂場40-5 yyyFkm
01カンタン軽作業

時給930円～

60歳以上の方も大歓迎！未経験OK!！ 
女性活躍中のアットホームな空間♪
仕事 クッションにかる～い綿を 

詰めたり、完成品の袋詰め作業
時間 9:00～17:00の間で時間応相談   

※6時間を超える場合は休憩有 
※週1日～・1日3時間～勤務OK!

給与 時給930円～
勤務地 森商会(岡崎市真伝町魂場40-5) 

★桜木ゴルフクラブの隣
待遇 昇給有、車通勤OK(無料駐車場有)
事業 クッション・枕・座布団製造

028-0997941

森商会
A080-1618-5068(応募専用)A小林
岡崎市真伝町魂場40-5



新安城駅から徒歩10分 xyydkm
018病院での食器洗浄・下膳作業

時給950円+交通費規定支給

★扶養内勤務OK! ★WワークOK! 
20～60代の女性活躍中!

仕事 患者さんとの接触なし♪カンタン作業 
週3日～勤務OK！未経験歓迎!! 
自動洗浄機を使用します♪

時間 18：00～21：30(実働3.5h)★シフト制
給与 月収例3万9900円 

(時給950円×実働3.5h×月12日)
最寄駅 新安城駅から徒歩10分
待遇 各種保険完備、制服貸与、 

有給休暇有(消化率90%以上！)
事業 派遣業(許可NO:派21-300044)、請負業

028-0998550

東商テクノ株式会社　 テクノスタッフサーバー
C0120-46-6208
岐阜県岐阜市長住町1-6 ヒノヨシビル 4F

勤務地により異なる yykm
01給油監視及び簡単な接客業務 
　　(洗車整備なし)

時給926円以上(深夜割増有)

時間 ①A.22:00～翌2:00 B. 2:00～6:00 
②A. 7:00～16:00  B.15:00～24:00 
　C.23:00～翌8:00 (②各休憩1h) 
③A. 6:30～16:00  (開店業務有･休憩有) 
　B.14:00～翌0:30 (閉店業務有･休憩有)

勤務地 当社請負先(希望勤務地ご相談ください) 
①豊橋市神野新田町字口ノ割80 
②豊川市国府町桜田115 
③豊川市一宮町豊71

資格 乙種第四類(乙4)危険物免状保有者
待遇 空調有､制服貸与､車バイク通勤可他
事業 業務請負・人材アウトソーシング事業

028-0998191

株式会社ヒュートムスタッフィング
C0120-730-820 Aアサノ
名古屋市中区金山1-2-4 IDエリアビル3F

「猿投」駅より車で18分 yyyFkn
1製品のラベル貼付及び軽作業

時給930円＋交通費全額支給

*シルバー(60歳以上)の方歓迎* 
男性の方が活躍中の職場◎ 

平日の5時間を有効活用できます♪
仕事 製品のラベル貼付作業や 

簡単な作業をお願いします｡ 
難しいことがないので未経験の方でも 
安心して働き始めることができます｡

【募集情報】
時間 9:00～15:45(昼休憩有) 

※時間･曜日応相談
休日 土日休み(会社カレンダーに準ずる) 

GW･夏季･年末年始長期休暇有(8日程度)
給与 時給930円
資格 未経験の方､久しぶりに働く方歓迎
待遇 交通費全額支給､車通勤OK(駐車場完備) 

制服貸与有
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 金属加工油剤等の製造･販売 

《担当より》 
豊田市内や瀬戸市､日進市､名古屋北東部から 
車で30分圏内です｡豊田市や瀬戸市から 
通勤しているスタッフが多いですが 
多治見市･土岐市から通うスタッフもいます｡

028-0986742

スギムラ化学工業株式会社　藤岡工場
A0565-76-0505 担当/久保田
豊田市藤岡飯野町大川ヶ原1160-109



愛知県豊田市、刈谷市 yyyHnr
017運行管理者(貨物)

01時給950円～ 7月給22万円～

経験者大歓迎" 
安心･安定のトヨタ輸送グループ♪ 
男女共に活躍中の職場です｡

仕事 運行管理の補助
【募集情報】
時間 24hのうち､運行スケジュールによる 

実働8h　※法定時間による(残業あり) 
01週3日～OK、1日3～6hからOK

休日 週休2日(土･日or日･月) 
※年間休日122日 ※休日･臨時出勤あり 
※GW休暇､夏季休暇､年末年始休暇 
※長期休暇制度あり 
　(トヨタカレンダーに準ずる)

給与 01時給950円～ 
7月給22万円～ 
※別途通勤補助

勤務地 愛知県豊田市、刈谷市
資格 運行管理者資格(貨物)
待遇 社宅あり(規定あり)※家具家電付き 

各種社保完備､家族手当､制服貸与､ 
退職金制度､通勤補助(当社規定による) 
住宅補助制度､赴任補助制度

応募 お気軽にご連絡ください｡ 
受付時間(月～金曜日)9:00～17:00

【職場情報】
事業 運送業

028-0990376

トヨタ輸送中部株式会社
C0120-10-6711　担当/山本
愛知県豊田市堤町六本松6

本文参照 yyykmn
1タクシー運転手

時給926円～＋歩合給＋各種手当

)男女パートさん活躍中！) 
最初は同乗研修があるので未経験も 
安心スタート♪流し営業もナシ！ 
50～60代の男女が幅広く活躍中！

【募集情報】
時間 6:00～15:00、7:00～16:00、 

　15:00～24:00など相談OK！ 
　※1日5ｈ～、週4日～勤務OK！

給与 時給926円～＋歩合給＋各種手当
勤務地 【三河営業所】 

安城市二本木町長根67-32 
…三河安城駅より徒歩7分

期間 2020年1月からの勤務もOK！
資格 学歴不問！男女活躍中！ 

※2種免許がない方も当社で養成します。 
※63歳以上可(2種免許所持者)

待遇 ■社会保険完備 
■交通費規定支給 
■車通勤OK 
■各種手当 
　(優良手当･時間外手当･深夜手当) 
■インフルエンザ予防接種費用補助

応募 まずは、お気軽にご応募ください｡
【職場情報】
事業 旅客自動車運送事業、訪問介護事業、 

豊田自動織機グループ

028-0988943

大興タクシー株式会社
A0566-21-3419　採用担当
愛知県刈谷市神田町1-57

男女タクシー運転手募集
＊1日5ｈ～、週4日～OK！
＊始業・終業時間の相談可！
＊家庭の時間も大切にできる！
2種免許がない方は当社で養成！
63歳以上の方歓迎(要2種免許)



知多市内及び知多市近郊 yyykns
01①公園などの緑地維持・管理　 
　　②オフィスビルなどの清掃

①時給1000円～　②時給950円～

週2～3日の勤務OK、 
週5日がっつりもOK！ 

)ご希望の働き方ご相談ください) 
未経験でも丁寧に教えます◎

仕事 ①ゴミ回収や草刈などの簡単な作業 
②オフィスビルなどのフロアの掃除機・
モップ掛けやトイレ清掃など

【募集情報】
時間 ①8：00～17：00 

②7：30～11：30、7：30～15：30、 
　7：30～16：30　(現場による) 
※休憩あり

給与 ①時給1000円～　 
②時給950円～ 
※研修期間7日間は時給926円 
※経験者は優遇いたします

勤務地 知多市内や知多市近郊の契約現場
資格 普通自動車免許（AT可） 

未経験の方OK
待遇 社保完備、交通費規定支給 

制服貸与、マイカー通勤OK 
正社員登用あり

応募 まずはお電話ください。
【職場情報】
事業 土木工事業/清掃業

028-0995091

株式会社日誠
A0562-33-0104（担当/大岩）
知多市八幡小根14-29

豊橋市清須町 zxyuem
2納車引取ドライバー

時給1150円　☆日収1万2000円以上可

トラック経験と大型免許活かせます♪ 
負担の少ない週3日勤務！ 

半期ごとの無事故報奨金あり◎
仕事 ■勤務先～顧客間のトラック回送や、 

　修理･点検・車検時の引取・納車｡ 
■引取・納車するトラックの運転です。 
　必ず社用車が一緒に行動し、帰りは 
　トラックまたは社用車で帰社します。 
■遠方への長距離回送は基本なしです。

【募集情報】
時間 9：00～18：00（休憩あり） 

※週3日勤務 
※残業の場合あり(約2時間/日)　 
※月1～2回の日曜・祝日出勤あり

給与 時給1150円
収入 日収例/1万2000円以上可(諸手当含む)
勤務地 いすゞ自動車中部㈱　豊橋支店　 

豊橋市清須町字堂西20-1　☆現地面接 
※国道23号小坂井バイパス近く

資格 要大型免許
待遇 ■半期6ヶ月ごとの無事故報奨金あり 

　(3万円支給)※規定あり 
■制服貸与　■定年制70歳　■車通勤可

応募 まずはお電話ください。
【職場情報】
事業 労働者派遣事業　派23-300719

028-0992500

エーエスサポートアンドサービス株式会社
A080-3283-5005 または 052-822-7214
名古屋市南区星崎1-10



豊田市竜神町 yyykmn
01オークション会場での車の移動＆ 
　　車の車番チェック

時給950円

高級車やスポーツカーなど 
いろんな車を運転できます!! 
60歳以上のシニア活躍中♪ 

未経験者大歓迎♪
仕事 オークション会場で出品される車の移動

や車の車番をチェックするお仕事です。 
特別な運転技術は不要。シッカリ指導す
るので未経験の方も安心してくださいね 
平日休みを利用してのＷワークの方や 
自分のペースで働きたいシニアの方など
も活躍されています。

【募集情報】
時間 8:00～17:00(延長の場合あり) 

※週2日～5日勤務 
※金・土・日できる方歓迎 
※1ヶ月毎のシフト制　※休憩あり

休日 水曜日
給与 時給950円
勤務地 豊田市竜神町のオークション会場
資格 要普通免許(AT限定の方は応相談)
待遇 交通費規定支給(1日400円) 

車通勤OK、無料駐車場完備
応募 まずはお気軽にお電話ください 

【職場情報】
事業 中古車の移動業務

028-0995633

三河シーピーエム株式会社
A0565-21-4114
豊田市上郷町3-8

JR「東刈谷」駅]13分 xyydkn
01PC操作ナシの電話案内スタッフ

時給1000円＋能力給

30～60代 主婦さん活躍中♪ 
1日4h･お昼までのおシゴト 
なので無理なく勤務OK! 
急なお休み･早退にも対応◎

仕事 事前に用意した資料を元に､お布団の 
お手入れ(打ち直し等)についての簡単な 
ご案内をお願いします｡PCは使いません！
マニュアルがあるので未経験の方でも安
心して働けますよ｡

【募集情報】
時間 9:00～13:00(1時間毎に10分休憩有) 

※時給は4時間分発生 ※週4日～勤務OK
休日 日曜･祝日 

GW･夏季(8連休)､年末年始(15連休)
資格 経験不問､未経験者歓迎､長期勤務歓迎
待遇 交通費規定支給､能力給有､服装自由 

バイク･自転車通勤OK､扶養控除内考慮 
研修制度有(同待遇) 
マイカー通勤OK(R完備)

応募 まずはお気軽に☎ください｡ 
職場見学OKです！※履歴書不要 
※入社日応相談

【職場情報】
事業 寝具のリフォーム及びクリーニング

028-0995491

株式会社ワタヤ　安城支店
C0120-694-555 採用担当
安城市緑町1-25-1　TOCOビル 5F



勤務地により異なる yyymns
7①介護スタッフ 
1②介護スタッフ　③厨房スタッフ

\

仕事 ①②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 
③盛付け、野菜のカット等調理補助業務

【募集情報】
時間 ① 7:00～16:00、9:00～18:00 

  10:00～19:00(休憩あり) 
② 7:00～19:00の間の4時間以上 
※週3～4日程度(曜日応相談) 
③6:00～15:00､10:00～19:00(休憩あり) 
※週2～勤務OK(曜日応相談)

休日 ①週休2日シフト制(年間115日)
給与 ①月給17万9000円～28万1800円 

②◆初任者／時給950円 
　◆介護福祉士／時給1000円 
③時給930円以上 
②③日曜日勤務は終日時給150円UP 
・早番手当(5～9時)…時給150円UP　 
・遅番手当(18～22時)…時給150円UP

資格 初任者研修修了以上、学歴・年齢不問
待遇 ◆①賞与年2回有　◆各種手当あり　 

◆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
【職場情報】
事業 サービス付き高齢者向け住宅

028-0996016

ゴールドエイジ西尾
A052-308-3066 採用(山田･八木)まで
愛知県西尾市丁田町流24

勤務地により異なる yyykmn
01イベント案内スタッフ 
　　(ティアメイト)

時給1050円～1500円＋充実の手当

☆入社祝い金5万円有り☆ 
未経験者大歓迎$残業はありません！ 
◆シニアの男女が活躍中です◆

仕事 ｢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 矢作:岡崎市舳越町神道17-2 
岡崎中央:岡崎市島町17-1 
岡崎南:岡崎市羽根北町5-6-1 
岡崎北:岡崎市薮田1-1-1 
等､三河エリアに勤務地多数あります！ 
※お住まい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(消化率ほぼ100％)､ 
入社祝い金5万円支給(別途社内規定有) 

応募 まずはお気軽にお電話ください
【職場情報】
事業 葬儀･法要

028-0995664

株式会社ティア
C0120-549-402　採用担当迄
名古屋市北区黒川本通3-33-1 THRC 2F



勤務地により異なる yyyqkn
70駐車場誘導警備

日給8200円～1万1348円 \

月収25万円以上も可能!! 
マイカー通勤OK(無料R有) 
年末年始も仕事有･収入安定!!

仕事 駐車場での誘導警備 
◎車両や歩行者が安全に通行できる様に 
　誘導を行うお仕事です。 
◎複数名勤務(①4名～13名②4名～5名) 
　なので未経験の方でも安心です。 
◎③は主にカート回収のお仕事ですので 
　難しい誘導等はありません。 

【募集情報】
時間 8:00～22:00内で実働8h(①残業1～2H有) 

※勤務先・勤務曜日により変動有
休日 7週休制
給与 平日／日給8200円～1万1048円 

土日祝／日給8500円～1万1348円 
※法定研修／日勤(20h)1万8520円支給

勤務地 ①豊田市三軒町(大手家電店) 
　◎交通誘導資格者優遇!! 
　　入社祝い金10万円支給(規定有) 
②安城市日の出町(大手スーパー) 
③岡崎市上和田町(大手スーパー)

資格 18歳以上(業法による) 資格・経験不問
待遇 週払いOK､社会保険完備､交通費規定支給､

資格者手当(5000円/月、500円/日)､残業
手当(規定)､入居住宅手配可､夏冬一時金 
マイカー通勤OK(無料駐車場有) 
諸手当(精勤･土日祝･年末年始･車両持込
手当)､友達紹介制度､検定資格取得支援 
※いずれも規定有 
制服・装備品無償貸与(交換も無償)

応募 土日祝の面接OK!お問合わせもお気軽に! 

【職場情報】
事業 警備業

028-0996854

創警管財株式会社
C0120-120-132　採用担当係

名古屋市東区矢田1-3-33 
名古屋大曽根第一生命ビル2F

豊田ICより車で5分 yyyFkn
01清掃スタッフ

時給950円～1100円＋交通費規定支給

☆平日のみのオシゴト☆ 
★大型連休は全て休み★ 
☆働きやすい時間です☆ 
★60歳以上のシニア活躍中★

仕事 工場内の清掃のオシゴトです。 
主にトイレの清掃を行って頂きます。 
決まったエリアを掃除するだけなので 
自分のペースで仕事ができます♪

【募集情報】
時間 ①9:00～14:00(実働5時間/休憩なし) 

②9:00～15:00(実働5時間/休憩1時間) 
③8:45～17:15(実働7.5時間/休憩1時間) 
※お好きなお時間で勤務可能です♪ 
※平日週5日の勤務です。土日休み。 
※上記以外でも､9:00～17:00の間で 
　応相談可

休日 完全週休2日制(土日休み) 
※ＧＷ、夏季休暇、年末年始休暇あり

給与 時給950円～1100円＋交通費規定支給
勤務地 トヨタ自動車株式会社 元町工場 

(愛知県豊田市元町１)
資格 ◆未経験者歓迎　◆主婦(夫)歓迎
待遇 ◇交通費規定支給　
応募 まずはお気軽にお電話ください。

【職場情報】
事業 総合設備工業企業

028-0996435

株式会社陣内工業所
A0565-36-6611　担当/木下まで
愛知県豊田市御幸町6-28



勤務地により異なる yyyFkn
01建物内のカンタン日常清掃作業

時給930円

未経験でも大歓迎!  
先輩が優しく指導してくれるので 
安心して働ける職場です

【募集情報】
時間 ①10:00～13:00 

　月・木 勤務（大型連休有り） 
②8:00～12:00 
　月～金 勤務（大型連休有り） 
③8:00～12:00 
　月～土(ローテーションにて週休2日) 
④8:00～12:30 
　月～金 勤務（大型連休有り）

給与 時給930円
勤務地 ①豊田市美山町 

 (美山小学校 前) 
②豊田市福受町 
　(ジョイフル 豊田福受町店すぐ) 
③岡崎市仁木町 
　(市営住宅仁木荘 横) 
④みよし市根浦町 
　(東名みよしICより車で3分)

待遇 有給休暇､交通費規定支給､制服貸与
【職場情報】
事業 総合メンテナンス業
《ＵＲＬ》http://www.tems-chunichi.jp/

028-0998808

テムズ中日株式会社
A0565-28-7551
豊田市山之手10-23-9



各務原市川崎町 yyyHkn
8オフィスビルの日常清掃スタッフ

月給15万2950円+交通費規定支給

資格・年齢不問！未経験でもOK★
仕事 日常清掃及び社員寮の清掃 

（トイレ・通路・建物・その他の清掃）
時間 8：00～17：00（休憩120分）
休日 日祝他（月2回程度土曜休み） 

※会社カレンダーによる
待遇 車通勤可、社会保険完備、昇給有、 

試用期間1ヶ月有
応募 まずは電話にてお気軽に 

ご連絡ください。(採用担当迄)
事業 〈ISO9001取得〉ビル建物総合管理

028-0995310

ハヤックス株式会社
C0120-66-0354 A058-247-0354

岐阜市市ノ坪町4-19 
【11/25新社屋へ移転】岐阜市長森細畑427-4

岐南町/安八町 yykm
7鮮魚コーナーでの販売・加工・陳列

月給20～35万円

経験者・未経験者共に転職希望歓迎！
仕事 スーパー内の鮮魚コーナーでのお仕事
時間 7:00～17:00(休憩有) ※残業有
休日 月7日のシフト制
給与 月給20～35万円　※経験・能力による
勤務地 ①ｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰﾄﾗｲｱﾙ岐南八剣店 

②ｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰﾄﾗｲｱﾙ安八店
待遇 制服貸与、車通勤可(無料駐車場有)、 

社会保険完備、研修期間有
応募 各店舗迄お電話下さい[受付]10時～17時
事業 鮮魚の加工・販売など

028-0995416

有限会社アラキ鮮魚
①A058-214-3677 ②A0584-71-7102

①岐阜県羽島郡岐南町八剣北7-143 
②岐阜県安八郡安八町大明神187-1

瑞浪ICから車で10分 xyyekm
1卵の検品・計量作業スタッフ

時給870円～＋交通費全額支給

大人気の軽作業！嬉しい社割あり！ 
車通勤OK！週3日～OK！シニア応援◎
時間 8:00～17:00　※休憩90分 

★週3日～勤務OK　★土日勤務可能な方 
　大歓迎　★勤務日･時間などは応相談

給与 ※試用期間6か月有(給与の変動なし)
勤務地 瑞浪第2農場：岐阜県瑞浪市日吉町2855
資格 未経験の方・主婦・主夫の方大歓迎
待遇 社会保険完備､賞与年2回､食事手当有､ 

昇給有､時間外手当有､有給休暇有､ 
車通勤OK､無料駐車場完備､社割有

事業 農業

028-0988851

サンエッグファーム株式会社
A0568ｰ79ｰ0503　A國松･村上･森
愛知県小牧市大字大草5447ｰ6



茜部新所 yyykmn
1(A)介護職員 (B)入浴介助職員

時給(A)1050～1150円 (B)1100円

シニア世代（60代）活躍中! 
資格不問★未経験者歓迎！

時間 (A)7:00～19:30の中でシフト制 
   ①フルタイム／実働8時間 
　 ②パートタイム／実働5時間 
(B)13:00～18:00の中で実働4～5h

給与 時給(A)1050～1150円 (B)1100円
待遇 (A)給与経験加算有　①社保完備 

共通／車通勤可、交通費規定支給
応募 まずはお気軽にお電話ください。
事業 整形外科、リハビリテーション科、 

リウマチ科

028-0997708

城南病院
A058-273-8000
岐阜市茜部新所1-21

岐阜市・岐南町・各務原市 yyykmn
2短時間勤務OKの介護ケアスタッフ

時給1050円～+交通費規定支給

無料の事前研修で安心★ 
未経験からはじめたスタッフ多数♪
仕事 起床･就寝･食事のお手伝いや簡単な介助
時間 7：00～10：00、17：00～20：00 

★上記以外でも1日3～5時間で応相談 
★シフト制 　※勤務日数応相談

勤務地 ①岐阜市（長森中学校より北へ車5分） 
②岐南町（岐南インターよりすぐ） 
③各務原市（イオン各務原より車5分）

待遇 社保完備、有給休暇(消化率90％以上！)
事業 一般労働者派遣事業(許可NO:派21-300044)

028-0997977

東商テクノ株式会社 テクノスタッフサーバー
C0120-46-6208　【履歴書不要】
岐阜県岐阜市長住町1-6 ヒノヨシビル 4F

坂祝町 xyyekm
01お客様ご購入商品の宅配

時給950円～ \

時間 11:30～17:00(休憩有)★月～金平日のみ 
★週2日からOK(シフト制・曜日応相談)

給与 ※研修期間有(35h程度)…時給880円
勤務地 スーパーセンターオークワ坂祝店 

(加茂郡坂祝町黒岩1516-1)
資格 普通自動車免許
待遇 早出の場合有(別途手当有)､車通勤可､ 

専用社用車有､車両持込OK 
(要営業ナンバー、別途手当有)

応募 A090-9945-0990 A諸戸 
A080-4306-1415 A山本

事業 宅配業

028-0997170

株式会社ラムセス
上記参照
名古屋市瑞穂区陽明町2-12-14

コストコより車で南へ5分 xyydno
2学校給食の配送スタッフ

時給1000円～+交通費規定支給

給食を積んで出発→学校へお届け！ 
昼食は子供達と同じ「給食」でます♪
仕事 給食の積込み・配送・洗車・食器洗浄等
時間 10:45～14:45（休憩1ｈ）
休日 土日祝、学校の夏・冬・春休み期間中
勤務地 羽島市下中町
資格 旧普通免許・中型免許・準中型免許の 

いずれかをお持ちの方（AT限定不可） 
※2ｔトラックを運転して頂きます。

待遇 各種保険完備、制服貸与、 
有給休暇（消化率90％以上！）

事業 一般労働者派遣事業(許可NO:派21-300044)

028-0997418

東商テクノ株式会社　 テクノスタッフサーバー
C0120-46-6208　【履歴書不要】
岐阜県岐阜市長住町1-6 ヒノヨシビル 4F



美濃市・可児市 yyyFkn
710ガソリンスタンドスタッフ

7月給23万円～30万円　※10本文参照

美濃市極楽寺店､可児店!! 
年齢不問!男女問わず!従業員大募集!! 
未経験でも丁寧な指導で安心!! 
あなたも一緒に働きませんか！

仕事 ガソリンスタンドスタッフ
【募集情報】
時間 7:00～22:00の間で相談応じます 

シフトによる
休日 平均月6～8日　※シフトによる
給与 7月給23万円～30万円 

　※経験者優遇､応相談 
10時給900円～＋インセンティブ 
　　＝時給1000円～1200円

勤務地 ◆美濃市極楽寺店 
　岐阜県美濃市極楽寺331-1 
◆可児店 
　岐阜県可児市今渡2032-1

資格 未経験者歓迎
待遇 制服貸与､交通費ガソリン支給 

7社会保険
応募 ご質問等､お気軽にお電話ください。

【職場情報】
事業 ガソリンスタンド業
《担当から》現在総勢50名が働いています! 
明るく楽しい職場で､あなたも一緒に働きま
せんか？女性スタッフ活躍中です！

028-0992208

丸喜石油株式会社
A0575-33-4133　担当／服部
岐阜県美濃市極楽寺331-1

①垂井町②岐阜市③笠松町 yyyHkn
2病院での 
盛付・配膳・下膳・食器洗浄

時給1000円+交通費規定支給

週3日～勤務OK！年齢・性別不問★ 
60代活躍中♪シフト選択OK！

仕事 調理業務はありません！未経験歓迎！
時間 ①4：30～14：00、10：00～19：00 

②6：30～12：30、14：30～20：30 
　5：15～14：15、9：30～18：30 
③6：30～12：30　※すべて休憩有

勤務地 ①垂井町（南宮大社より西へ車で5分） 
②岐阜市（長森駅から北へ車で6分） 
③笠松町（西笠松駅より車で4分）

待遇 各種保険完備、制服貸与、有給休暇有
事業 一般労働者派遣事業(許可NO:派21-300044)

028-0998146

東商テクノ株式会社　テクノスタッフサーバー
C0120-46-6208　【履歴書不要】
岐阜県岐阜市長住町1-6 ヒノヨシビル 4F



勤務地により異なる yyykrs
8①工事現場での交通誘導スタッフ 
　②スーパー駐車場での誘導スタッフ

時給920円～1165円＋出勤手当　\

★11月･12月限定★ 
入社祝金5万円支給(規定有)$ 
出勤すれば手当あり！ 

※※出張面接いたします※※
仕事 車や歩行者を安全に誘導するお仕事 

①工事現場　②スーパー駐車場 
★比較的覚えることは少ないので､ 
　覚えたらカンタンにできるお仕事です

【募集情報】
時間 ①8:00～17:00　②10:00～19:00 

(現場により異なる)※週3日程度の勤務OK
給与 時給920円～1165円＋出勤手当(400円/日) 

※研修期間 最長3ヶ月…時給900円～ 
　(短縮有/法定研修20h含む)

勤務地 岐阜県内の各現場
資格 18歳以上(警備業法による) 

未経験者歓迎、経験者優遇
待遇 昇給有､賞与年2回､寮有､社会保険完備､ 

各資格手当､資格取得支援､残業手当､ 
正社員登用有､社用車使用可､ 
直行直帰OK､制服･装備品新品貸与

【職場情報】
事業 総合警備保障業務
《担当から》 
週末や年末年始だけの出勤OK!Ｗワーク歓迎! 
勤務地･出勤日もご相談ください★

028-0994600

株式会社安全警備
A058-249-5050　担当/山田･永田まで
岐阜県羽島郡岐南町平成3-166
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