










電話応募のように、先方の忙しい時間を気にしたりすすることなく、気になった
その時に、応募ボタンをタップして必要な項目を入力・送信するだけでOK！

の ボタンなら24時間、いつでも応募完了！Web 応募する
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本文参照 yyyHkr
7上下水道の配管工事

日給1万2000円～1万8000円以上　

仕事 上下水道の配管工事をお願いします｡ 
★名古屋市から委託されている公共工事
がほとんどなので安定した仕事量♪

【募集情報】
時間 8:00～17:00 

★残業は月15時間位 

休日 日曜日、祝日、隔週土曜日 

資格 旧普通免許(8ｔ限定可) 
★管工事施工管理技士､配管技能士などの
所持者は特に大歓迎！ 

待遇 個室寮完備(エアコン完備･生活備品付) 
朝･昼･夜の3食ご飯付 
昇給年1回､賞与年2回 
社会保険完備､交通費規定支給､親睦会 
希望者には… 
クラブ活動 
　(テニス･野球･マラソン･釣りなど) 
★自動車免許取得支援(規定あり) 
★資格取得支援(当社全額負担)

応募 まずはお気軽にお電話下さい。 
12/28～1/5は年末年始休暇です。

【職場情報】
事業 上下水道工事・土木工事事業

028-1014616

山城土木株式会社
A0120-792-221
名古屋市緑区浦里3-39

鳴海処理場

天
白
川

山城土木

ファミリー

県道36号線

県道
222号線

なるぱーく

三王山

浦里
二丁目南

三皿最中

マート

株式会社

　【　年収例　】

年収350万円(経験1年)
年収450万円(経験6年)
※月平均40時間の時間外手当を含む
 
【　ここがポイント！　】　

★入社祝い金3万円
継続意思を確認後3か月後に支給

★経験･転職回数不問
充実の研修制度でしっかりサポート

★残業代全額支給！
頑張ったら頑張った分だけ稼げます
 

名駅･栄･小牧･東海市他 zyyukn
7施設内の常駐警備スタッフ 

月給16万1400円～19万1280円(年齢給)

東証一部上場ALSOKのグループ会社 
施設警備だから雨でも安心♪

仕事 受付業務や館内巡回、 
モニターによる監視等。 
【配属先の施設の一例】 
・主要駅周辺のオフィスビル 
・商業施設 ・大手製造業の工場 
・総合病院 ・金融機関　など

【募集情報】
時間 1ヶ月単位の変形労働時間制 平均173h 

【シフト例】 
　日勤／ 9:00～18:00(休憩1h) 
　夜勤／18:00～翌9:00(休憩3h)

休日 週休2日制 ※シフト制
給与 月給16万1400円～19万1280円(年齢給) 

※法定研修20h有(研修時の給与も同額) 
【入社時月収例】★残業代は100％支給 
 ・月収23万400円(月給＋諸手当) 
　(50才 残業代30時間を含む)

勤務地 名古屋市内(名駅･栄･大江等)､小牧市､ 
豊山町､東海市､豊田市､岡崎市､その他 
勤務先は、お住まいの場所から30分から 
1時間程度の通勤エリアで考慮します。 
★転居を伴う転勤はありません！

資格 未経験歓迎､年齢･資格不問 
既卒･第二新卒歓迎

待遇 昇給年1回､賞与年2回､ 
時間外手当(100％支給)､家族手当､ 
住宅手当､社会保険完備､ 
交通費規定支給､社員寮有(遠方の方のみ)

【職場情報】
事業 常駐警備、綜合管理、警備輸送業務 

《担当から》18歳～65歳まで 
幅広い年代のスタッフが活躍中の職場です!

028-1012652

ALSOK愛知株式会社
東証一部上場ALSOK100％出資のグループ会社
A052-589-3025 採用部:花井･古川･川瀬

本社：愛知県名古屋市西区枇杷島2-6-28 
(ALSOK愛知警送ビル7階)
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★ JR東海提携企業 ★
創業50年以上黒字継続中

 
■普通運転免許(AT限定)でOK■
　車の運転が中心のシゴトです
日々多くの方が利用する新幹線。
その東海道新幹線を陰から支え、
やりがいを持って働けます。
また65歳までの再雇用制度、
大手ならではの待遇や休暇制度
で安定して腰を据えて働ける、
環境を整えています。
 
　詳しい仕事内容や待遇は…
＼DOMOnetをご覧ください／

名古屋市中村区 yyyDkn
7沿線パトロール 
　(名古屋地区または豊橋地区)

月給17万5000円～24万円(一律諸手当込)

【未経験歓迎】20～60代活躍中。 
充実の研修・資格制度でスキルＵＰ！
仕事 東海道新幹線の沿線パトロール 

(AT車使用)｡二人一組で業務を行います｡
車内で過ごす時間が長いため、車の運転
が好きな方にオススメの仕事です。

【募集情報】
時間 ＜1ヶ月単位の変形労働時間制 

（昼夜二交替制）平均173h＞ 
【始終業時刻例】 
・8:00～19:25(休憩1h） 
・8:00～20:20(休憩1h) 
・19:00～翌8:25(休憩2h) 
・19:00～翌9:20(休憩2h)

休日 シフト制(月8休)
給与 月給17万5000円～24万円(一律諸手当込) 

※定期昇給有､賞与年2回､資格手当有 
※法定研修20h有(給与変動なし)

資格 18歳以上(警備業法の規程による) 
◆65歳までの再雇用制度完備 
◆未経験者歓迎､10代から60代まで､ 
幅広い年代層の社員が活躍しています｡

待遇 社保完備(健康･雇用･労災･厚生年金) 
交通費規定支給　定期昇給年1回 
賞与年2回　各種手当(階級､役職､家族､資
格､運転等)　慶弔見舞金制度(結婚､出産､
弔慰､傷病等)  
制服貸与(保証金等なし)  
資格取得奨励制度(受験費用全額会社負担
取得後は資格手当を毎月支給) 
退職金制度　社員持ち株制度

応募 【面接会場】全日警 名古屋支社 
名古屋市中村区名駅1-1-4 
JRセントラルタワーズ19階

【職場情報】
事業 各種セキュリティサービス業務 

(施設警備､機械警備､鉄道保安警備など)

028-1005026

株式会社 全日警 名古屋支社
A052-533-0110
愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4

勝川･春日井駅から車5分 yyypkr
70現場作業スタッフ 
　　(家屋解体･内装解体､他)

日給1万～1万3000円 ※別途手当有

｢家から通勤｣でも｢入寮｣でもOK! 
生活用品付きの寮完備!即入寮OK! 
◆週3･4日勤務でも入寮可能" 

履歴書不要!身一つでスグに働けます
【募集情報】
時間 8:00～17:00(現場による)※0週1日～OK
休日 7週休2日制(応相談)
給与 ◆月収30万円可能"※前職考慮 

　(日給1万2000円×25日勤務＋諸手当) 
※試用期間1週間～1ヶ月は日給1万円

勤務地 愛知･岐阜･三重の各現場
資格 年齢･経験不問  

※経験者歓迎(試用期間の大幅短縮有)
待遇 昇給有､日･週払いOK(規定有) 

手当(残業･深夜･赴任)､社会保険完備 
寮完備(生活用品付き/即入寮OK)､社登有
入寮希望の方は交通費実費支給

応募 まずはお気軽にA下さい｡出張面接も可 
※面接時､履歴書不要!作業着なしでOK

【職場情報】
事業 総合建設業
《ＵＲＬ》http://www.yu-kisangyou.co.jp/ 
《担当から》 
未経験者も歓迎!まずは見習いからでOK! 
若手からシニアまで幅広く活躍中です｡ 
出戻りや同業からの転職､Wワークも大歓迎"

028-1015570

有限会社 勇基産業
C0120-868-244 採用担当まで
春日井市中切町26

当社

松河戸町北 庄内川
名二環

中切町3

中切町2
松河戸インター西

なかぎりワークス

R302

サトウパイプ

日給1万円以上!
★寮完備★

エアコン・ガスコンロ・冷蔵庫付"
入寮にかかる費用は全額会社負担"
さらに､寮費1ヶ月分無料"
※規定有
※空き部屋が埋まり次第終了

＼うれしいメリットたくさん♪／
 

《平均月収》

23～25万円(一律手当含む)
★月収30万円以上も可!

 
●日払い・週払いOK
●春までの短期OK
●プチボーナス年2回支給
●資格取得支援制度有

｢久居IC｣より車で5分 yyypkr
018高速道路の 
　　　保全作業・維持管理業務

日給1万円以上 ※日払い・週払いOK(規定有)

＜20～60代まで幅広い年代が活躍中＞ 
公共事業のお仕事なので安定勤務! 
チームで作業するので未経験でも安心 
フリーターさん大歓迎!学生さんもOK

【募集情報】
時間 8:00～17:00(休憩有) 

※現場によって早出・残業有 
※日により集合時間は異なります 
★週3日～OK! 
★Ｗワーク・かけもちOK!

休日 基本土日祝(現場によって出勤有)
給与 日給1万円以上 

★平均月収23～25万円(一律手当含む) 
★月収30万円以上も可

勤務地 伊勢・紀勢自動車道(三重県津市・亀山 
市・松阪市・伊勢市など) 
※会社に集合してから現場へ向かいます

期間 まずは春までの短期でスタートしてみて 
自分に合えば長期へ変更もOK!

資格 学歴・年齢・経験不問 
★未経験・ブランク・経験者歓迎! 
★有資格者、中型･大型免許ある方大歓迎

待遇 社会保険完備､昇給有､寸志有(8･12月)､ 
交通費規定支給､車通勤可､制服貸与､ 
日払い･週払いOK(規定有)､ 
寮完備(車で5～6分)､紹介制度有(規定有)､ 
各種手当､研修期間有､社員登用有､ 
資格取得支援制度有 
※高所･大型･玉掛け･クレーンなど

応募 まずはお気軽にお電話下さい｡ 
★職場見学OK!(見学後に面接もOK)

【職場情報】
事業 高速道路の保全業務全般
《担当から》 
学歴･年齢･経験等は一切不問! 
元飲食店員など異業種からの転職者も大歓迎 
チーム作業なので助け合いながら働けます

028-1015577

有限会社ワイズプランニング
A059-255-8581(平日9:00～19:00)
三重県津市戸木町7043番地
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勤務地により異なる yyypkr
019①男女交通誘導員 
　　　②男女警備員

①日給1万円～ ②日給8000円～1万円 \

◆日払い･週払い･寮完備!!◆ 
残業代別途支給!手当色々で稼げる♪
仕事 男女警備スタッフのお仕事｡即日入寮可! 

未経験スタートの方多数なので､安心!!
【募集情報】
時間 8:00～17:00(実働8h) ※01週2日～OK 

※研修は8:30～17:00の間で実施 
※現場によって異なる

休日 9週休2日制
給与 ①日給1万円～ ②日給8000円～1万円 

※法定研修3日間(20h)/時給926円 
　(即払い可･規定有)

勤務地 ①所在地参照 
②豊田営業所/豊田市司町2-9-1

資格 ①交通誘導検定所持者歓迎(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 交通費規定支給､社会保険有､ 
週払い･日払い可(規定有)､寮完備 
①資格者手当/月1万5000円有 
01正社員登用制度有

応募 ☆面接は勤務地にて行います｡
【職場情報】
事業 警備業
《担当から》学歴･年齢問わず大募集です!!

028-1009002

株式会社 愛知警備保障
C0120-850-110
愛知県瀬戸市東長根町101-1(瀬戸本社)

国道363

①瀬戸本社

ハローワーク
瀬戸

愛知
環状線

愛知
環状線

DCM
カーマ21

②豊田
オフィス新上

挙母

三河線

豊田司
郵便局

クリナップ
豊田

国道419

長根
ふれあい
センター

①中村区 ②大垣市 yyykns
①81新幹線クリーンスタッフ 
②1鉄道クリーンスタッフ

①8日給7600円1時給980円 ②時給960円

☆列車の清掃スタッフ☆ 
 JR東海グループで長期安定勤務◎ 
接客なしのモクモク勤務!!

【募集情報】
時間 ①818:35～翌3:05(実働7h30m) 

　　22:20～翌8:35(実働7h30m) 
　※両方共に勤務可能な方 
　1A.9:55～14:00(実働3h35m) 
　 　 13:50～18:40(実働4h20m) 
　　B.9:55～18:40(実働7h45m) 
　※A.は両方共に勤務可能な方 
　※A.B.共に月12日以上で応相談 
②A.8:35～17:20(実働7h30m) 
　B.17:30～翌2:15(実働7h30m) 
　※月20日程度で応相談

休日 8週休2日制(月9日程度)
給与 ①8日給7600円 

　 平均実績給与 約22万円(月額) 
　　＝(日給7600円×22日出勤) 
　　＋各種手当 約5万円 
①1時給980円 
②時給960円

待遇 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､ 
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､ 
各種手当､深夜割増有 
契約社員は年2回ボーナス､65歳定年制 
①JR「名古屋」駅から無料送迎バス有 

応募 A受付／平日9:00～17:00
【職場情報】
事業 清掃サービス業

028-1014669

セントラルメンテナンス株式会社
A①052-411-2407 ②0584-78-9456

①名古屋市中村区橋下町5-31 
②大垣市南一色町榊520
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名鉄鳴海駅から]10分 yyypor
7土木・解体工・手元作業員

7日給1万500円～※普免所持者は1000円UP

“地図に残る”やりがいのある仕事。 
20～60代活躍中"経験優遇/未経験OK 
)働きやすい環境が整ってます) 
寮完備/Wi-Fi無料/冷暖房TV付/食事有
仕事 土木工事現場での作業をする仕事です

【募集情報】
時間 8:00～17:00(現場による)
休日 当社カレンダーによる(週1休は保証)
給与 日給1万500円～ 

※普免所持者/日給1万1500円～
勤務地 愛知県内一円
最寄駅 名鉄「鳴海駅」より徒歩10分
資格 普通自動車免許(AT限定可) 

土木経験者さん歓迎！未経験者さんもOK
待遇 個室寮完備(冷暖房・TV付、Wi-Fi無料) 

社員食堂・大浴場あり、作業着貸与 
皆勤賞・資格・通勤手当あり、車通勤OK 
昇給あり、日払い・週払いあり 
社会保険完備、資格取得支援制度あり 
賞与制度あり、退職金制度あり

応募 ※面接随時　まずはお電話ください
【職場情報】
事業 建設業、警備業
《担当から》 
わからないことは遠慮せず聞いてください！ 
一緒に働く仲間が丁寧に教えます。

028-1014668

株式会社メイセイアドバンス
C0120-0999-33　A中塩
名古屋市緑区六田1-215

｢妙音通｣駅]1分(本社) yyykns
7警備スタッフ

7月給17万3000円以上＋交通費支給

仕事 ①ショッピングセンター警備 
　イベント､施設警備､等 
②交通誘導､施設警備､等 
③お祭り､その他イベント会場の 
　駐車場での警備

【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)

休日 週休2日制
給与 月給17万3000円以上＋交通費支給
勤務地 ①各ショッピングセンター(ナフコ･ 

　カーマ等)､各イベント会場 
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 18歳以上(警備業法のため) 
学歴･経験不問！　未経験者歓迎！

待遇 ◆入社祝金5万円支給(規定有) 
◆通勤･現場への交通費全額支給 
◆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(幼稚園･保育園送迎代行) 
◆育児休暇･介護休暇有 
◆面接交通費規定支給　◆社会保険完備 
◆賞与･昇給(業績による)､退職金制度 
★新生活応援によりワンルーム寮完備

応募 名古屋市(本社)または日進赤池の 
ご都合の良い方で受付･面接OK！ 
■本社(名古屋市瑞穂区土市町1-46) 
■日進赤池営業所(日進市赤池1-3001 
　　　第25号オーシャンプラザ408号)

【職場情報】
事業 警備業
《ＵＲＬ》http://www.jonan-kb.com/

028-1017406

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

名鉄「柴田駅」より]4分 zyyukr
7造園・草刈・土木作業スタッフ

日給1万円～※別途手当有※資格・経験考慮

簡単な作業からスタートできるから 
未経験＆土木女子＆20代～60代活躍中 
【創業100年以上の安定企業"】 

個室寮完備+風呂/冷暖房/TV/WiFi有
仕事 造園･草刈､土木作業､鳶､施工管理業務

【募集情報】
時間 8:00～17:00(現場による)
休日 日曜日、夏季、年末年始など
給与 日給1万円～ ※固定残業代4万4000円/月 

(40時間) ※超過分は別途支給します
勤務地 愛知県を中心とした東海3県
最寄駅 名鉄「柴田駅」
資格 学歴・経験・性別不問!未経験大歓迎"
待遇 ■個室寮完備(すぐ生活が始められる" 

　TV/風呂/冷暖房/Wi-Fi/寝具あり) 
■昇給あり、経験・資格優遇、社保完備 
■日払い・週払いあり

応募 お気軽にお電話ください
【職場情報】
事業 造園・一般建築・鳶・土木・木材卸売業
《担当から》 
長く働いてもらえるよう、居心地や待遇は工
夫してます。寮は即入居OK"その日から生活
できるように準備しました。近所には、飲み
屋や色々と娯楽施設があるので、みんな仕事
の後はスッキリ!リフレッシュしてますよ2

028-1014890

丸幸木材株式会社
A052-619-6670　A採用担当
名古屋市南区元柴田東町3-32

吹上駅から徒歩11分 yyyFkm
7清掃スタッフ

月給15万2000円～（一律手当含む）+残業代

30～60代女性活躍中！ 
子育ての落ち着いた主婦（夫）歓迎！ 
未経験からスタートでもOK！ 

ブランクのある方でもご安心下さい
仕事 色々な現場に出向いて清掃作業をして 

いただきます！(直行直帰OK) 
1日多くて2件程度です★

【募集情報】
時間 8:00～17:00（残業/月平均20～30時間） 

※休憩有 
※週1～2日で6：00～7：00出勤有 
★早出・残業手当100％支給

休日 土・日・祝（カレンダー有） 
★GW・夏季・年末年始 
※休日出勤有

給与 月給15万2000円～(一律手当含む)+残業代 
【月収/20万円以上可】

資格 要普通自動車免許（AT可）
待遇 社保完備、昇給有、賞与年2回、制服貸与 

有給休暇、車通勤可（社用車貸与） 
交通費全額支給、高速使用OK（規定有） 
試用期間3ヶ月（同条件）

応募 まずは電話にてお気軽に 
ご連絡ください。(担当：土屋・甲村)

【職場情報】
事業 清掃業

028-1015132

中日コプロ株式会社
A052-733-8133(平日9～18時)
本社/名古屋市千種区今池南26-4
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東山線｢本陣｣駅]15分 yyyknr
7セキュリティスタッフ

月給23万円

☆★ 急募!! ★☆ 
セコムの代理店として30年の実績 
安心･安定だから長く働ける 
やりがいのある仕事を!!

仕事 セコム協力会社として､マンション･アパ
ート､個人宅､銀行､企業向けのセキュリテ
ィシステムの設置･取付･メンテナンス

【募集情報】
時間 8:30～18:00(休憩あり) 

※残業あり　※現場により変動あり
休日 月6日(日曜日含む)､GW･夏季･年末年始
資格 要普通自動車運転免許(AT限定可)､ 

電気工事士･工事担当責任者の免許をお持
ちの方大歓迎　※電気系を勉強された方
で､今はその資格･経験を活かしていない
方も歓迎です｡

待遇 昇給あり(随時)､賞与あり､社保完備､その
他保険制度あり､有給休暇､C規定支給､車
通勤可(R完備)､制服貸与､寮あり､試用期
間3ヶ月､福利厚生あり

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/

028-1017405

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)

名駅～栄駅より]約10分 yyyFkn
7施設警備(セキュリティスタッフ)

月給18～20万円　※手当別途支給　\

＼入社祝金3万円支給(規定有)／ 
50代·正社員スタートOK" 

定年後も続けられるお仕事です。
仕事 オフィスビル内に常駐し、施設内の巡回

やモニター監視､入退館の管理など 
※日勤､夜勤､宿直のローテーション

【募集情報】
時間 A.9:00～翌9:00　B.9:00～18:30 

※休憩有(Aは仮眠･休憩時間含め8H 
         実働16H) 
◆月の就業日数12日程度 
◆勤務地により時間が多少異なる場合有 
◆変形労働時間制（月平均173H） 
◆22:00～翌5:00は深夜割増あり

休日 4週8休､年間休日105日､有給(初年度10日)
給与 ※試用期間(現場研修期間) 時給930円 

　法定研修(20時間)あり 
※資格保有･経験考慮

勤務地 名古屋市内 
(名古屋駅～栄駅から徒歩10分圏内)

待遇 昇給·賞与あり､社会保険完備､制服貸与 
交通費規定支給､資格手当､残業手当

応募 まずはお気軽にAください｡ 
(受付：平日9:00～17:00)

【職場情報】
事業 総合ビルメンテナンス(名証二部上場)

028-1016690

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

＼応募者全員とお会いします／
 

60歳以上の
シニアも歓迎！

 
困ったこと･分からないこと
なんでも相談に乗ります◎

▼未経験大歓迎！
▼寮完備！
　即日入寮可！
▼入社祝金あり！
▼正社員で働きたい方
　歓迎！

今池駅より]2分/面接地 yyyqkm
701交通誘導

日給8500円～

☆☆…シニアスタッフ活躍中…☆☆ 
引っ越しの手伝いもしてくれる 
優しいスタッフがあなたを 
お待ちしています！

仕事 駐車場警備やイベント警備、 
交通誘導警備などのお仕事。

【募集情報】
時間  8:00～17:00､10:00～19:00 

(休憩60分、実働8h) 
※現場により開始・終了時間異なる 
※直行直帰OK(車通勤OK) 
※01時間応相談、週2日～OK 
※01平日のみ・土日祝のみOK

休日 74週4休
給与 日給8500円～ 

※法定研修期間(20h)…時給926円
勤務地 名古屋市内及び近郊
資格 18歳以上 

未経験者大歓迎
待遇 ◆昇給あり ◆車通勤可 

◆週払い可(規定あり) 
◆無料制服貸与 
◆交通費別途実費支給 
　(車通勤者は当社規定あり)､ 
◆資格手当あり(検定者免許) 
◆今池に1Rの寮完備(即日入寮可) 
◆車通勤手当あり(交通費とは別支給) 
◆入社祝金あり 
　(勤務75日後に3万円支給/規定) 
◆携帯貸し出しあり(規定による) 
◆引っ越し手伝いあり 
◆01正社員登用制度あり

応募 まずはお気軽にお電話下さい。 
A後、履歴書(B貼)持参下さい。

【職場情報】
事業 警備業

028-1014608

アジア警備保障株式会社
A052-733-6151(受付…9:00～18:00)

名古屋市千種区内山3-11-17 
みのかめビル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未経験：時給980円～ \

◎20代～60代まで幅広く活躍中！◎ 
50代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☆ 
[週1～][シフト自己申告][時間選択OK]
仕事 ・施設に出入りする業者の出入管理 

・施設内を巡回するお仕事 
・事前＆先輩が付いての現場研修有

【募集情報】
時間 5:00～24:00 

8上記時間内で実働8h 
0週1日～6日で相談可(休憩有) 
＊希望シフトを聞いて組むスタイルです 
＊早番･中番･遅番 どこでも可能

給与 ①②経験者：時給1000円～  
※法定研修20h有…時給980円(日勤のみ)

勤務地 ①名東区内の商業施設 
②名古屋市内

資格 18歳以上(警備業法による) 
男女不問(60歳からも歓迎)

待遇 ・制服貸与・交通費規定支給・車通勤OK
・無料駐車場有・社保完備・残業手当 
・装備品貸与・深夜割増有・社員登用有

応募 まずはご応募の上､面接にお越しください 
DOMONETからのWEB応募は24H受付中！

【職場情報】
事業 警備業(愛知県公安認定第54001308号)

028-1019188

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

リースキン神奈川
 

マットじゃないよ！

　警備だよ！

地下鉄｢本陣｣駅]15分 yyykns
78列車見張員

7月給17万円～20万円 他\

急募!!列車の接近や通過を見張る仕事
生涯現役生活を豊かに 

★60歳以上定年シニアの方歓迎！
仕事 列車見張り業務

【募集情報】
時間 8:00～17:00(休憩60分) 

22:00～翌6:00(休憩60分) 
※現場により変動有 
※8週4～5日で応相談

休日 7月6日 8週休制､応相談 共通:年末年始
給与 8昼勤／日給8000円～1万3000円 

　夜勤／日給1万円～1万5000円 
78※試用期間3ヶ月(給与同じ) 
　　※法定研修有(20時間/1万8520円) 
　　　日勤帯に行います

資格 18歳以上(警備業法による)､ 
要普通運転免許､未経験者大歓迎

待遇 昇給有(随時)､賞与有､社会保険完備､ 
その他保険制度有､有給休暇､交通費規定
支給､制服貸与､寮有､試用期間3ヶ月､ 
福利厚生有(ベネフィットステーション 
導入) 8正社員登用有

【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/

028-1017414

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)

清掃作業員･責任者募集
 
『社長・社員の人柄』
と『確かな技術』で、
安定した仕事量を
いただいています。
 

～こんな方にオススメ～
●誇れる仕事をしたい
●正社員雇用で生活を
　安定させたい
●定年まで腰を据えて
　働きたい

名古屋市西区

7清掃①作業員②責任者

①月給22万円　②月給35万円

★残業少なめ！安定収入★ 
☆マイカー通勤OK☆福利厚生充実☆ 
★未経験でも安心して働けます★
仕事 最初は現場の清掃から始めます｡ 

どんな現場や作業があるかなど､基本的な
内容を覚えてください｡ 
▼仕事に慣れてきたら…▼ 
作業のこと､お客様のこと､スタッフのこ
となどが分かってきたら､いよいよ責任者
を目指していただけると嬉しいです｡ 
だいたい3年くらいで現場責任者を目指し
ていっていただきたいです｡ 
責任者になると､報告書などの書類作成､
お客様対応､スタッフ管理などをお任せし
ます｡

【募集情報】
時間 8:00～17:00(実働8h) 

※現場により異なる場合あり 
※深夜になる場合は、深夜割増あり 
※残業時間/月平均15時間

休日 月6～8日(シフト制) 
ＧＷ･お盆･年末年始

給与 ①月給22万円以上 
②月給35万円以上 
※経験･年齢は考慮します。

最寄駅 庄内緑地公園駅から車で7分
資格 ◇未経験者歓迎　　◇学歴不問
待遇 ◆賞与年2回　　 　◆昇給年1回 

◆交通費規定支給　◆車通勤OK 
◆社用車あり　　　◆制服貸与 
◆社会保険完備　  ◆退職金制度あり 
◆責任者手当    ◆住宅手当(規定あり) 
◆昼食手当    ◆資格取得支援制度あり 
◆研修あり

応募 まずはお気軽にお電話ください
【職場情報】
事業 ビル清掃業務

028-1017308

有限会社佐藤総業
052-501-7256
名古屋市西区大野木4-566-1
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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！日払い･週払いOK！ 
ワンルームタイプの個人部屋完備!! 

ＷワークOK!! 即勤務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

028-1017874

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

名鉄中京競馬場前駅]16分 zyyuHk
7型枠大工/作業スタッフ

日給9000円～1万3000円(経験・能力を考慮)

未経験から“重宝される職人”へ" 
＼20代～70代まで活躍中"／ 

自分が作ったものがずっと残る仕事 
)寮の用意もできます"何でも相談)
仕事 鉄筋コンクリートの建造物などの骨組み

を作る大工。それに付随する作業全般。
【募集情報】
時間 8:00～17:00(休憩1h)※現場による
休日 日曜日､第2･4土曜､GW､夏季､年末年始
給与 日給9000円～[未経験者] 

日給1万3000円～[経験者] 
※経験・能力は考慮します

勤務地 愛知・岐阜・三重
最寄駅 名鉄「中京競馬場前」駅 徒歩16分
資格 資格・経験者歓迎！未経験でもOK!!
待遇 社会保険完備、昇給有、手当有 

資格支援制度有、前払い制度有(稼動分)
直行直帰OK、現場までの送迎OK、寮応談 
交通費支給(当社規定あり)、車通勤OK

応募 まずはお気軽にお電話ください
【職場情報】
事業 建設業
《担当から》 
繊細で高い技術が必要な型枠大工は、まさに
職人。将来独立を目指す方も大歓迎" 
$住環境も用意可能"気軽にご相談下さい$

028-1014677

株式会社萬建設(よろずけんせつ)
A052-624-3362　A伊藤
名古屋市緑区姥子山5-929

◆◇JR東海提携企業◇◆
【　創業50年以上黒字継続中！　】

 

☆天候に左右されません
JRセントラルタワー・JRゲートタワー
の中での勤務になります

★充実の待遇・休暇制度
大手企業ならではの好待遇！

☆65歳までの再雇用制度
20～60代まで幅広く活躍中！
長く、安心して働ける環境です

 
詳しい仕事内容・待遇については…
＼DOMOnetをご覧ください♪／

名古屋市中村区 yyyDkn
7施設警備スタッフ

月給17万5000円～24万円(一律諸手当込)

仕事 ★定位置で監視を行う立哨業務　 
★落し物受付　 
★施設内の巡回 
★防災センターでのモニターによる監視 
★不審者・不審物の確認 
★来訪者の入退館管理や荷物の搬出入の
チェック　等

【募集情報】
時間 ＜1ヶ月単位の変形労働時間制 

  平均173h＞ 
【始終業時刻例】 
・9:00～19:00(休憩1h) 
・夜勤…19:00～翌9:00(休憩2h) 
・昼夜勤…9:00～翌9:00(休憩2h､仮眠4h)

休日 シフト制(月8休)
給与 月給17万5000円～24万円(一律諸手当込) 

※定期昇給有､賞与年2回､資格手当有 
※法定研修20h有(給与変動なし)

資格 18歳以上(警備業法の規程による) 
◆65歳までの再雇用制度完備 
◆未経験者歓迎､20代から60代まで､ 
幅広い年代層の社員が活躍しています｡

待遇 社保完備(健康･雇用･労災･厚生年金) 
交通費規定支給　定期昇給年1回 
賞与年2回　各種手当(階級､役職､家族､資
格､運転等)　慶弔見舞金制度(結婚､出産､
弔慰､傷病等)  
制服貸与(保証金等なし)  
資格取得奨励制度(受験費用全額会社負担
取得後は資格手当を毎月支給) 
退職金制度　社員持ち株制度

応募 【面接会場】全日警 名古屋支社 
名古屋市中村区名駅1-1-4 
JRセントラルタワーズ19階

【職場情報】
事業 各種セキュリティサービス業務 

(施設警備､機械警備､鉄道保安警備など)

028-1002300

株式会社 全日警 名古屋支社
A052-533-0110
愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4

あおなみ線｢荒子｣駅]10分 yyykns
801現場管理に携わる業務全般

月給16万3000円～※経験･能力考慮します!

普通免許があればOK☆未経験歓迎！ 
残業なし！正社員登用あり！ 

30～50歳くらい迄の男女活躍中！ 
)長期･即日勤務開始OKです)

仕事 慣れるまでは、配送･清掃･マンション管
理に関わる現場での実務をお任せします 
ゆくゆくは現場管理者としてご活躍頂け
る様フォロー致します!!

【募集情報】
時間 8:00～17:00､13:00～22:00 

※シフトはお気軽にご相談ください 
※短時間勤務(01)も同時募集中

休日 シフト制(週休2日以上) 
※お休みは好きな曜日をお選び頂けます
$

給与 8月給16万3000円＋各種手当あり 
01時給1000円～

資格 要普通免許(AT限定可)
待遇 車通勤可､交通費別途支給(会社規定)､ 

各種手当あり(会社規定)､社会保険完備､ 
正社員登用制度あり､制服あり

応募 まずはお気軽にお問い合わせください! 
〈受付時間〉平日9:00～18:00

【職場情報】
事業 倉庫内作業･内職･清掃
《ＵＲＬ》http://asos.co.jp/

028-1016239

株式会社アソス
A052-365-7855　採用担当
名古屋市中川区太平通1-42

名古屋市内 yn
7設備管理スタッフ

月給17万500円～20万500円 +各種手当

☆賞与有！嬉しい週休2日制！☆ 
残業月20時間以内！資格取得者歓迎♪ 
創業56年の歴史ある、安心して 
働けるビル管理会社です"

仕事 建物の設備管理をお願いします。 
主に時間通りに建物を巡回・点検作業。 
※資格を取得することで、業務範囲を 
　広げてステップアップも図れます。

【募集情報】
時間 変形労働時間制(週平均実働40時間) 

(日勤)9：00～18：00 
(昼夜勤)9：00～翌9：00　※各休憩有

休日 週休２日制(シフト制)
給与 月給17万500円～20万500円　
勤務地 名古屋市内
資格 電工・ボイラ・危険物・ 

冷凍機等の資格取得者歓迎！
待遇 社会保険完備、交通費規定支給、 

賞与有(年2回)、制服貸与、有給休暇有、 
残業手当全額支給、他各手当支給

応募 まずはお気軽にお電話ください。
【職場情報】
事業 ビル管理
《ＵＲＬ》http://www.saycogroup.co.jp/

028-1015837

星光ビル管理株式会社 東海営業第一部
A052-583-0940　担当/金森

〒450-0001 名古屋市中村区 
那古野1-38-1 星光桜通ビル2F

高卒以上★要普通免許
訪問は1日に1店舗程度
で直帰も可能なので
プライベートも重視
してお仕事できます！

～1日のスケジュール～
営業所出社（朝礼・ミーティング）

↓
パソコンでの事務処理（基本操作でOK）

↓
社用車にて担当現場へ移動
（指導や清掃のお手伝い）

｢イオン南陽店｣近く yyyDkm
7現場管理スタッフ

月給20万～28万円

無資格・未経験でも丁寧に 
お教えいたしますので安心です★ 
土日祝休みでプライベート充実+

【募集情報】
時間 8:30～17:30(休憩1h) 

※早朝･日中･夜間の現場が有 
　【早朝現場を担当の場合】 
　週1～2回/5:30～14:30勤務（休憩有） 
　【夜間現場を担当の場合】 
　週1回程度/ 
　13:00～17:00､22:00～翌1:00 
 (手当支給･休憩有･次の日は午後出勤) 
※日勤のみの勤務も応相談

休日 土日祝､GW､夏季､年末年始 
※月に1度土曜出勤有

待遇 昇年1回､賞年2回､社保完備､ 
交費規定支給､車通勤OK、 
試用期間3ヶ月有(処遇変更なし)、 
役職手当 
※主任(約3年):5000円/月 
　係長(約5年):10万円/月 
　所長(約6年):11万円/月

応募 まずは電話にてお気軽にご連絡ください｡ 
(受付/9:00～17:30)

【職場情報】
事業 リースキン・ビルメンテナンス

028-1007245

中越クリーンサービス株式会社
A052-309-4166（採用担当）
【名古屋営業所】名古屋市港区春田野2-210

遊技場・官公庁・
オフィスビル･ホテル等

取引先の清掃現場の
スタッフのシフト管理･
清掃指導等の管理業務
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名古屋市中村区名駅南 yyyknE
7紙製品メーカーでの 
　配送・製品管理

月給18万円～23万円 \

★＝業界トップクラスシェア＝★ 
創業80年以上の紙製品メーカー 
【AT限定OK】未経験歓迎！ 
＞＞詳しくはJOBで検索！＜＜

【募集情報】
時間 8:45～17:25(土曜出社/8:45～15:30)
休日 週休2日制(土日祝) 

※夏季8日､年末年始9日､有休･慶弔休暇 
※年間休日119日(2019年) 
※年10日程度土曜出社有

給与 月給18万5000円～23万円 
※皆勤手当1万円/月　※昇給あり

勤務地 名古屋市中村区名駅南4-10-18
資格 未経験歓迎　要普通免許(ＡＴ限定可) 

フォークリフト運転技能講習受講済 
の方歓迎

待遇 昇給有､賞与年2回、C規定支給　 
各種手当有､社保完備、制服貸与ほか。 
★試用期間6ヶ月(期間中の待遇･条件は変
更なし)

応募 Aまたは､JOB(DOMONET)からの応募、 
もしくは下記住所へ履歴書･職務経歴書 
をお送りください｡

【職場情報】
事業 各種封筒･名刺など紙製品の製造･販売

028-1015076

ハート株式会社 採用窓口
A06-6942-8172　採用担当：岩城
〒540-0019　大阪市中央区和泉町2-1-13

名東区(高針)南区(星崎) yyykmn
81名古屋高速の料金所スタッフ

8月給16万7500円～　1日給1万6415円～

＼年齢不問☆定年制度もありません／ 
65才未満であれば始められます◎ 
最高79才の方活躍中！勤務先は選択OK
仕事 お客様から料金の承り､ETCの監視業務な

ど。冷暖房完備で2名体制です◎2週間程
の研修もあるので未経験でも安心です！

【募集情報】
時間 9:00～翌10:00(休憩あり)(仮眠あり) 

8月10勤務…月平均160h変形労働時間制 
1月 7勤務…月平均112h変形労働時間制 
・シフト(雇用形態)は選べます◎

資格 ◇未経験歓迎！年齢不問！定年制度なし 
◇シニア歓迎(60歳以上の方も大歓迎)

待遇 ◎交通費規定支給(上限月2万7000円) 
◎昇給あり　　 ◎労災保険　 
◎繁忙期手当　 ◎契約社員登用(1） 
◎車通勤OK(①) ◎無料駐車場完備(①)

応募 TEL後､履歴書(B貼)郵送ください。 
面接日程を調整いたします。 
▼高針事務所　A052-753-3172　A鈴木 
〒465-0073名古屋市名東区高針原1-101-1 
▼星崎事務所　A052-746-3107 A永山　 
〒457-0074名古屋市南区本地通6-1-1

【職場情報】
事業 高速道路料金所運営

028-1013683

ＮＤＫ株式会社　高針･星崎事務所
①A052-753-3172 ②A052-746-3107

①高針事務所／名古屋市名東区高針原1-101-1 
②星崎事務所／名古屋市南区本地通6-1-1 

国産自動車メーカー全ての
金型･治工具製作を行う
安定した企業で働こう♪

 

◆年間休日120日
◆残業時間10時間

 

経験者の方
優遇します◎

名古屋市北区 zyyumn
7工作機械オペレーター

月給18万円～30万円

＼売上拡大に伴いオペレータ－増員／
年間休日120日･転勤ナシで 
安定して働ける♪ 

経験者の方優遇します"
仕事 全ての国産自動車メーカー向けの 

金型製作と治工具の製作､ 
それに付随する作業をお願いします｡ 
(旋盤マニシングセンターの操作､ 
 放電加工機､バンドソウ､検査業務等) 

【募集情報】
時間 8:30～17:30(休憩1h) 

※残業月平均10h 

休日 土日祝休み 
※年間休日120日 
　(年末年始休暇･夏季休暇) 

最寄駅 市バス｢新川中橋｣バス停 下車徒歩2分 

資格 経験者の方歓迎 
高卒以上の方 
59歳以下の方(例外事由1号) 

待遇 交通費規定支給､社会保険完備､ 
制服支給､休憩室あり､空調完備､ 
車通勤可(無料駐車場あり) 
昇給あり､賞与あり､有給休暇あり 

応募 まずはお気軽にご連絡ください｡ 

【職場情報】
事業 特殊鋼切断販売､金型･型部品･治工具の 

製造販売

028-1017777

南海鋼材株式会社
A052-901-4371
名古屋市北区玄馬町222

丸の内駅8番出口よりスグ yyynrs
9①交通誘導 ②駐車場警備 スタッフ

②日給9500円～1万2000円+C規定支給\

＼　日払い・週払いOK　／ 
空港･ショッピングモール･高速道路 
など…年末年始も現場多数!

【募集情報】
時間 8:30～翌6:00(実働8h) 

※週2日～時間相談OK
給与 ①日給9000～1万2000円+C規定支給 

★月収25万円可能!! 
  (日給9000円×23日＋残業・他手当) 
★法定研修:3日間／20h有 
  (期間中の給与 計2万4000円) 
※1ヶ月の勤務が21日未満の場合は 
　日給8800円

勤務地 名古屋市内(勤務地の相談OK!) 
★近郊の公共工事､イベント会場･空港､他 
★公共機関でも通える現場ばかりです

期間 1ヶ月の短期～長期までOK
資格 18歳以上(警備業法による)､未経験大歓迎
待遇 社保完備､昇給有､制服貸与､C規定支給､

社員登用有､資格取得制度､日払い･週払い
OK(規定有)､ワンルーム寮完備(即入居OK､
家電～冷暖房まで完備)､入社祝金10万円
有(交通2級有資格者)

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

028-1016318

株式会社アメリカンセキュリティー
A052-204-1688　担当／榊原
名古屋市中区丸の内1-4-29　愛協ビル3Ｆ

中川区 yyykmn
7消防設備のメンテナンススタッフ

月給20万円～35万円 \

手に職つけたいという方歓迎" 
業界未経験の方でも資格取得 

できます"学歴不問)残業ほぼなし! 
年明けの応募･面接･勤務もOK!

仕事 屋内消火栓・スプリンクラー・自動火災
報知設備等の消防設備の点検・メンテナ
ンス。作業は1日1～2件程度です 
必要な資格は入社後の取得でOK!

【募集情報】
時間 7:30～17:30(実働8h) ※残業月10h内
休日 月4日以上(水曜日・他)  

※会社カレンダーによる 
GW・夏季・年末年始(12/28～1/5)

給与 月給20～35万円(経験･年齢を考慮し決定) 
＋各種手当(精勤･通勤･資格･住宅等)

資格 要普通自動車免許(AT限定可) 
学歴不問、未経験者歓迎

待遇 社会保険完備、昇給年1回、賞与年2回  
交通費規定支給、資格取得支援制度有 
退職金制度有、車通勤可

応募 まずはお気軽にお電話ください 
※年末年始(12/28～1/5)は休業期間と 
　なります

【職場情報】
事業 消防設備関連保守メンテナンス

028-1018851

旭洋テック株式会社
A052-413-4155 採用担当
名古屋市中川区川前町66

正社員大募集!!
 
①施工管理技術者
②重機オペレーター
③カッター・コア職人
④ハツリ職人
⑤大型ダンプオペレーター

昭和30年に創業の

株式会社
森部組ハツリ

で一緒に
働きませんか？

熱田区千年 yykn
7施工管理技術者、重機オペレーター 
　カッター・コア職人 \

月給30万円以上

構造物取り毀(こわ)しの 
技術者集団であなたも 
働きませんか？ 

未経験からでもOKです!
仕事 毀(こわ)しの技術を習得できます。 

①施工管理技術者 
②重機オペレーター 
③カッター・コア職人 
④ハツリ職人 
⑤大型ダンプオペレーター 
★若干名募集　★経験者優遇 
★これから施工管理技術者を 
　目指す若手未経験者歓迎

【募集情報】
時間 8:00～17:00 

※1年単位の変形労働時間制 
　(1週間の平均労働時間38時間) 

休日 基本隔週週休2日、祝日 
※1年単位変形労働時間制 
　(森部組カレンダーによる) 

給与 月給30万円以上 

待遇 社会保険加入 
通勤手当規定支給 

応募 まずはお気軽にお電話ください。 
お電話の際は「DOMO(ドーモ)を見て」 
と言うとスムーズです。 
(担当／総務部 稲吉) 

【職場情報】
事業 土木工事業
《ＵＲＬ》 
http://www.moribegumi-hatsuri.com

028-1009855

株式会社 森部組ハツリ
A052-661-0309
愛知県名古屋市熱田区千年1-8-53
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中村区・中区・千種区 yykn
7常駐セキュリティスタッフ(総合職)

月給18万8500円～20万5500円＋別途手当

0入社祝金8万円支給(規定有)0
仕事 ご契約先のオフィスビル・商業施設など 

の施設警備業務です。 
各施設を安心・安全・快適に利用出来る
環境を提供するお仕事です。

【募集情報】
時間 週40h変形労働時間制 

※1ヶ月単位 ※シフト制勤務　　
休日 公休月6日～10日、有給休暇、 

慶弔・介護・育児休暇有
給与 月給18万8500円～20万5500円＋超過勤務

手当 
月収例22万9630円～24万9690円(30h超勤
込み) 
※入社時法定研修有（研修中同一賃金)

勤務地 中村区(名古屋駅前)・中区・千種区
資格 高卒以上、39歳までの方 

(長期勤続によりキャリア形成を図る為） 
★未経験者歓迎!! 
★警備員指教責1号、 
　施設警備業務1級・2級所持者優遇

待遇 C全額支給、社保完備、D年1、H年2、 
各種手当有(超勤・家族・住宅等)、 
資格取得制度、退職金、制服貸与

【職場情報】
事業 警備業

028-1018270

セコムジャスティック株式会社 中部本部
A052-957-1220
名古屋市東区主税町2-9セコム名古屋ビル4階

JR「南大高」駅]12分 zyyukm
7金型製造スタッフ

月給20万4000円～20万9400円　\

安全性が高い設備完備の製造スタッフ 
平均年齢は36歳！ほぼ100％が転職者 
果敢に取り組めるチャンス多数の会社
仕事 金型製造スタッフ 

①切断・旋盤 
　大きな鋼材をお客様の要望に合わせた 
　サイズに切断、削ったり等 
②鋼材の入出荷 
　仕入れた鋼材を倉庫に保管、加工、 
　数量確認、荷造り・出荷等

【募集情報】
時間 8:30～17:30（休憩有）※残業月平均15h
休日 完全週休2日制(土日祝日)年間休日121日 

GW、年末年始、夏季、有給、慶弔休暇有
給与 月給20万4000円～20万9400円 

残業、職務、家族、住宅、役職 
資格、夜勤手当等

資格 未経験者歓迎、要普通自動車運転免許
待遇 社会保険完備、昇給年1回 

賞与年2回、交通費全額支給、財形貯蓄 
退職金制度、社員旅行、食堂有 
社内行事、クラブ活動、社宅有

応募 まずはお気軽にご連絡ください。
【職場情報】
事業 特殊鋼の専門商社

028-1016204

株式会社 山一ハガネ
A052-624-2555　採用担当迄
名古屋市緑区大根山2-146

入社祝金7万円支給！
 

座り警備がメイン
<立ち時間が少ない♪>

 

年間休日121日！
 

入社時有給休暇3日支給！
（半年後に10日支給）

勤務地により異なる yyykmn
8座っての警備がメインの 
　施設警備スタッフ

①月給17万5000円以上  ②月給19万円以上

◎東証一部上場企業ALSOKグループ◎ 
◎ 座っての警備がメインです+  ◎ 
◎   入 社 祝 金 7万円支給$   ◎
仕事 常駐警備のお仕事です。 

通用門にて社員証の確認､来訪者の受付､
案内などの業務がメインとなります。 
座って警備をするお仕事がメインになり
ますので､ミドル･シニアの方でも無理な
く働くことができます。

【募集情報】
時間 ①日勤 8:00～20:00(休憩あり) 

　夜勤 20:00～翌8:00(休憩あり) 
　日勤4回→2日休み→夜勤4回→2日休み 
　のローテーション勤務です 
②24時間勤務 
　9:30～翌9:30/月平均10回勤務 
　変形労働時間制/月標準156～157h 
　実働16h(休憩･仮眠あり)

給与 法定研修(昼32時間/4日間)有 
研修時給与4日間で2万9632円

最寄駅 ①名鉄常滑線｢大江｣駅-車10分･ 
　　　　　　　　  　｢大同町｣駅-車8分 
②JR｢熱田｣駅･各線｢金山｣駅-バスで10分

資格 未経験者大歓迎 
中高年･シニア(60歳以上)の方も歓迎 
異業種･異職種からの転職歓迎 
②のみ要普通運転免許(AT限定可)

待遇 社会保険完備､交通費規定支給 
有給休暇(入社時･3日､半年後･10日支給)､
制服貸与､車･バイク･自転車通勤可 
業績連動賞与あり(年1回､2年目以降) 
時間外･深夜勤務手当あり(25%割増) 
休日出勤手当あり(35%割増) 
正社員登用制度あり　◎年間休日121日

【職場情報】
事業 警備・施設管理業

028-1013731

ALSOK双栄株式会社　東海支店　名古屋営業所
A052-652-5200　採用担当
名古屋市熱田区南一番町1-10

≪交通誘導員募集≫
◎週4･5日勤務
　できる方大歓迎"
◎残業･夜勤で
　更に高収入も可"
現場多数"年間を通して
安定した業務量あり"

＼経験者･有資格者は高待遇(要普免)／

日給11,000円～"

月収27万円以上可能"
◆給与は月3回払い!
◆未経験者も歓迎!
◎アクセス良好!面接も便利♪
一度お問い合わせください"

地下鉄｢神宮西｣駅より]2分 yyyHkr
018交通誘導警備員

日給1万1000円～1万5000円

◆20～60代の方活躍中"◆ 
経験者･有資格者は日給1万1000円以上 
未経験OK"給与は月3回払い" 

お問い合せも歓迎♪気軽にお電話を"
仕事 ガス工事現場での交通誘導のお仕事。 

◆20～60代のスタッフが活躍中!
【募集情報】
時間 8:00～17:00(多少前後あり) 

※時間･曜日･日数等は応相談
休日 週休制
給与 日給1万1000円 

※警備業経験者又は有資格者(要普免) 
◆日勤で月収27万円以上可能 
※未経験者は日給9000円～ 
※法定研修(20時間)は1万8520円 

勤務地 名古屋市内及び近郊 ※直行直帰OK
資格 要普通運転免許 ※経験者大歓迎
待遇 制服貸与､社会保険あり､寮あり､社登あり 

給与月3回払い(10日･20日･30日)
応募 まずはお気軽にお電話ください｡

【職場情報】
事業 総合警備業
《担当から》事務所は､地下鉄神宮西駅より 
徒歩2分｡名鉄神宮前駅･JR熱田駅からも 
徒歩10分の便利な立地です｡

028-1015571

神宮ガード株式会社
A052-683-0372 採用担当(応募専用)
名古屋市熱田区森後町3-22ファミール森後6C

当社
(ファミール森後)

〒

R19

熱田神宮

グランデ神宮前
中駒ビル

熱田区役所

大
津
通

熱
田
駅

名鉄神宮前駅

神宮西駅
1番出口

旗屋町

至金山
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犬山駅から]12分 yyytkm
7オープニングの交通誘導警備員

月給22万円～25万円 \

現場への直行直帰､車通勤OK！ 
アロハスピリッツ(開かれた心･温かな
心)を大切に社員とお客様に接します｡ 
女性スタッフ活躍中!未経験OK!

仕事 交通誘導警備･駐車場警備･イベント警備｡
歩行者の方への声掛けや､ 
工事車両の誘導を行っていただきます｡ 
※配属現場により多少内容が異なります｡

【募集情報】
時間 8:00～17:00　※休憩有
休日 週休2日制(シフト制)※希望により応相談
給与 ※法定研修20h(+社内研修8h)/ 

　時給926円(4日間事業所にて)
勤務地 犬山市･美濃加茂市･岐阜市周辺
資格 未経験大歓迎､年齢不問､普通自動車免許 

※18歳以上(警備業法による)
待遇 社保完備､C全額支給､有給休暇､資格手当 

資格取得制度､車通勤OK､車両手当､ 
車保険・保守手当(自車使用の方3000円／
月)､現場直行直帰OK､社員寮有(春日井)

【職場情報】
事業 警備業 

《担当から》 
10月に開設! 新規スタッフ募集です! 
一緒に会社を盛りあげていきましょう!

028-1016319

株式会社アロハ警備保障　犬山駅前支部
A0568-97-2273　採用担当
犬山市松本町4-126　パールヒルズ303号室

先輩スタッフが
サポートするので
未経験の方も

安心して働けます！
正社員登用実績多数！

①大口町 ②③小牧市 yyykmn
8リサイクル施設の運転・管理

月給18万円～25万円 ★昇給・賞与有 \

《東証一部上場グループ企業》 
安心・安定で働きやすい！ 

◎平日のみの勤務 ◎ほぼ残業なし 
土日休みなのでプライベートも充実！
仕事 リサイクル施設の運転・管理や 

保守・点検などがメイン！ 
※リサイクル品などの仕分け設備や 
　機械のメンテナンスなどもあります 
★初心者大歓迎!!

【募集情報】
時間 ①③8:15～17:15(休憩有) 

②8:30～17:30(休憩有)
休日 土日※事業所カレンダーによる 

年末年始、有給休暇
給与 月収例/月収20万円以上可能 

※月給18万円～25万円(一律手当含む)
勤務地 ①江南丹羽環境美化センター 

　(丹羽郡大口町河北1-131) 
②小牧事業所 
　(小牧市大字野口2881-9) 
③エコハウス小牧事業所 
　(小牧市大字大草5786-83 プラザ3F)

資格 フォークリフト免許をお持ちの方は優遇
待遇 昇給年1回・賞与年2回(昨年度実績有)、 

車通勤OK、制服貸与、社会保険完備、 
休日出勤手当、資格手当(規定有)、 
食事補助/1日300円、正社員登用実績有、 
交通費規定支給(月額上限5万円迄)、 
試用期間3～6か月/同条件 
★ステップアップ希望者には 
　資格取得支援有

応募 まずはお気軽にお電話ください 
★職場見学も随時対応！

【職場情報】
事業 リサイクル施設の維持管理
《ＵＲＬ》http://www.kyokuto.com/kse/

028-1009429

極東サービスエンジニアリング株式会社
A0798-30-2027(採用担当まで)
愛知県小牧市大字東田中字松本1375

名鉄小牧線味鋺駅徒歩10分 zyyuks
70塗装工(塗装前準備・塗装・検査
梱包)

7月給19万1000円(大卒)※他下記参照

未経験でも技術をイチから身につけれ
るようバックアップ致します！次世代
技術の機械も用いながら、新しいモノ
作りにも挑戦できる環境です！

仕事 塗装品の簡単な前準備（拭き、磨き、ネ
ジはめ、テープ貼）や本塗装、塗装後の
製品検査・梱包のお仕事です。段階的に
各種業務を経験していきましょう。人材
を「育てる」環境です。

【募集情報】
時間 78:20～17:00(実働7.5H) 

0上記時間内で時間・曜日応相談
休日 7月7日以上 ※会社カレンダーによる
給与 7月給19万1000円～(大卒) 

  月給18万1500円～(高卒) 
0時給930円～

資格 未経験歓迎
待遇 車通勤可、C規定支給、社保完、昼食(弁

当)支給/会社負担、7昇給有、賞与有　
0正社員登用有

応募 お問合せのみも歓迎です。勤務開始の希
望時期相談に応じます。

【職場情報】
事業 金属表面処理塗装一般
＜社長より＞経験や知識がなくてもコツコツ
地道に仕事と向き合える方を歓迎します！

028-1018240

有限会社春日井金属塗装所　勝川工場
A0568-83-2248(本社受付)
春日井市御幸町2-4-25

小牧市下小針中島 yyyHmn
8①一般事務 ②機械部品検査

8時給1100～1200円

〈直接雇用なので安心･安定〉 
創業100年を超える老舗 

バネ製造設備のメーカーです 
新卒～60代の方まで幅広く活躍中$
仕事 ①伝票情報の入力などの入力業務が 

　中心のお仕事です。女性活躍中$ 
②生産設備で用いられる金属加工部品の 
　検査のお仕事です。 
　イスに座りながらの作業なので、 
　身体への負担も少なく働けます)

【募集情報】
時間 8:00～17:00 (休憩有) 

※①短時間勤務もご相談ください
休日 完全週休2日制(土日) 

GW、夏季、年末年始休暇
給与 時給1100～1200円
勤務地 愛知県小牧市下小針中島1-200
資格 学歴不問 フリーター歓迎  

①PC(Word･Excel)基本操作程度 
②経験者優遇(ノギス･マイクロメーター 
　等使用します｡)

待遇 社会保険完備、昇給有 
交通費規定支給、車･バイク通勤OK 

応募 お問い合わせのみも大歓迎です$
【職場情報】
事業 バネ等の部品製造設備の開発･製造･販売

028-1017602

株式会社モリタアンドカンパニー
A0568-77-1241　担当/杉浦
愛知県小牧市下小針中島1-200

愛知学院大学
日進キャンパス
でのお仕事！
学生さんたちの笑顔にかこまれ
ながら楽しくお仕事しませんか？

未経験の方も大歓迎♪

充実の高待遇で
なが～く働けます！
◎皆勤・住宅・家族手当あり
◎社会保険完備
◎賞与年2回支給
◎育休取得実績あり
◎交通費実費支給(上限なし)
◎車通勤OK(無料駐車場あり)

日進市岩崎町阿良池12 yyykmn
7大学内清掃スタッフ 
　(将来の責任者候補)

月収例20万8000円～22万6000円 \

＼待遇・手当充実で安心スタート！／ 
未経験OK♪ 学歴・資格不問♪ 

年2回賞与あり♪
仕事 大学内の清掃業務をお願いします 

※事務処理有(簡単なパソコン操作)
【募集情報】
時間 ①8:00～17:00 

②7:00～16:00 
※各休憩1h

休日 日曜、隔週土曜(年間休日111日)
給与 月収例20万8000円～22万6000円 

※基本給18万3000円 
　～19万1000円/月 
　＋職務手当1万円～1万5000円 
　＋職能手当1万5000円～2万円 
【別途下記手当支給】 
◎時間外手当 
◎皆勤手当(5000円/月) 
◎住宅手当 
　(単身6000円/月 世帯主1万円/月) 
◎家族手当 
　(配偶者5000円/月 子2500円/月)

勤務地 愛知学院大学 日進キャンパス 
(日進市岩崎町阿良池12)

待遇 社会保険完備 
賞与年2回(前年度実績計4ヶ月分) 
企業年金(税制適格年金) 
退職金制度(勤続3年以上) 
育休(取得実績有) 
制服無償貸与 
交通費実費支給 
車通勤可(無料駐車場有) 
※定年60歳(再雇用有/65歳まで)

応募 まずは電話にてお気軽に 
ご連絡ください(担当/採用係)

【職場情報】
事業 清掃業

028-1015637

中日コプロ株式会社
A052-733-8133(平日9～18時)
本社/名古屋市千種区今池南26-4
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名鉄バス｢祐福寺｣停]5分 yyykmn
7塗装工

月給18～20万円以上　\

2020年度4月1日スタート新卒大募集！ 
自動車部品の塗装を事業とする企業 
品質の良さを誇りとし技術・知識を 
じっくり丁寧に教えていくので安心！
仕事 自動車部品､照明器具等の金属､アルミ製

品の塗装。前処理から梱包までをすべて
自社で行う品質重視の会社です。

【募集情報】
時間 8:00～17:00(休憩80分) 

※残業 月平均15時間程度
休日 週休2日制(隔週) ※日､隔週土曜日休み 

GW、夏季休暇、年末年始
給与 大卒初任給　月給20万円～ 

専門・短大卒初任給　月給19万円～ 
高校卒 月給18万円～

資格 大卒・短大・専門卒歓迎、未経験者歓迎
待遇 社会保険完備､交通費規定支給 

車通勤可(無料駐車場有)､昇給年1回 
退職金制度有､制服貸与､塗装研修有

応募 まずはお気軽にご応募くださいませ。 
※高卒(新卒)　応募は学校から又は 
職業安定所から名古屋東公共職業安定所 
求人番号23010-621699　A052-774-1115

【職場情報】
事業 金属製品の塗装
《ＵＲＬ》http://www.ishikawa-kogyo.biz

028-1017368

石川工業株式会社
A0561-39-0530　採用担当
愛知郡東郷町春木西前128-2

名鉄「味岡」駅近く yyykmn
7空調設備機器の 
保守・ 修理・更新工事業務

月給30～40万円

未経験からの転職実績も多数有！ 
知識と技術を身につけて 
永く安定して働けます☆ 

チャレンジしたい方におススメ♪
仕事 空調設備機器の 

保守・ 修理・更新工事のお仕事
【募集情報】
時間 8:00～18:00(休憩有) ※残業有
給与 月給30～40万円 

※能力・経験による
勤務地 有限会社 リアシュリングサービス 

(小牧市小松寺1-435)
最寄駅 名鉄「味岡」駅近く
資格 45才未満(経験不問) 

※要普通免許
待遇 社会保険完備、制服貸与、 

交通費規定支給、 
昇給・賞与有、車通勤可

応募 まずは電話にてお気軽にご連絡の上、 
履歴書（写貼）持参でご来社下さい。 
お電話の際は「DOMO(ドーモ)を見て」と
言うとスムーズです。 
（担当／木村）

【職場情報】
事業 空調設備機器の保守･修理･更新工事業務

028-1005555

有限会社 リアシュリングサービス
A0568-74-0277 外出時B090-1472-7675
小牧市小松寺1-435

工場構内作業職

大募集!!
 

王子製紙春日井工場で
製造ラインや、原料輸送で
半世紀以上の実績を誇る

会社です。

休みは月8～9日のため､
無理なく働く事が出来ます。
待遇も充実しています｡

 
■各種手当有!
■賞与年2回！
■単身寮完備!

<<会社見学大歓迎>>

春日井市 yyykmr
7工場構内作業職

月給17万円～19万3900円

王子製紙グループ企業につき経営安定 
正社員大募集!! 未経験者大歓迎！ 
正社員として頑張る気持ちを 
全力で応援します！

仕事 工場構内で､フォークリフトなどを使って
リサイクルペーパーの原料となる古紙の
ハンドリング､製紙原料である木材チップ
のハンドリング､資材運搬作業等､様々な
作業をお願いします｡

【募集情報】
時間 ① 7:45～17:15　② 7:00～ 16:30 

③14:00～23:30　④22:00～翌7:30 
上記のいずれかで交替勤務有 
※夜勤有無の職場選択可 
※休憩90分 ※早出、残業の場合有

休日 週休制 
※年間休日108日(シフト制による勤務)

給与 基本月給17万円～19万3900円 
＋各種手当 
◎30歳、既婚者、残業30時間の場合 
　月収25万円程度

勤務地 春日井市王子町1 王子製紙春日井工場内
資格 要普通自動車免許 

※フォークリフト資格取得者歓迎
待遇 賞与年2回､社会保険完備､退職金制度､ 

交通費規程支給､車通勤可､制服貸与､ 
家族・住宅手当・技能手当等有､ 
単身寮完備､再雇用制度有(定年60歳）

応募 <<会社見学大歓迎>> 
まずはお気軽にお電話ください。 

【職場情報】
事業 一般貨物自動車運送事業・業務請負業・

緑化事業・ 引越関係事業・ 産業廃棄物
収集運搬業・自動車整備事業 

《ＵＲＬ》http://www.kikkou.co.jp

028-1018771

亀甲通運株式会社
A0568-81-3326 担当/事務部 松浦
〒486-0923 春日井市下条町1005

北名古屋市法成寺道久 yyypqr
8現場作業員

【運転免許あり】日給1万2000円以上 \

入社祝金10万円支給！！（規定あり） 
今なら寮費1ヶ月間無料！！

仕事 土工・多能工・溶接工・ 
重機オペ・クリーニング工 
★18歳～55歳位迄の社員が活躍中！ 
★受け持った現場がない時には休みが 
　取りやすいので趣味の時間がとれます 
★優しい先輩が教えてくれるので安心♪ 
★ゼネコンの1次下請けなので安定収入

【募集情報】
時間 8:00～17:00 ※休憩あり 

(現場により異なる)
休日 日曜､GW･お盆･年末年始他(応相談)
給与 【運転免許あり】日給1万2000円以上 

★月収例43万7600円※月26日勤務の場合 
【運転免許なし】日給1万1000円以上 
★月収例36万910円※月26日勤務の場合

最寄駅 名鉄犬山線「西春」駅近く
資格 資格保持者優遇　★未経験可
待遇 社会保険完備､精勤手当あり 

職長手当等各種手当あり 
車通勤可､研修期間あり 
★入社祝金10万円支給(規定あり) 
★友達紹介制度あり(規定あり) 
★日払い･週払いあり(規定あり) 
★個室寮完備(生活備品付※1ヶ月間無料) 
★資格取得支援制度あり! 
　資格費用会社負担

応募 まずはお気軽にお電話ください。 
メールでの応募も可！！ 
※面接時の「交通費」当社負担 
《E-mail》hayashi_kyujin@h-y-s.co.jp

【職場情報】
事業 建築工事・クリーニング・ 

清掃の各種サービス
ゼネコンの一次下請け会社 
《ＵＲＬ》https://h-y-s.com/

028-1013288

株式会社ハヤシ
C0120-130-801(採用担当)
北名古屋市法成寺道久66

春日井市・小牧市・中村区 yykm
7現場管理社員

月給20万円～25万円以上

安定した業界♪正社員大募集!! 
未経験からOK!丁寧にお教えします!! 
40・50代で新しく始めたい方にも 

オススメのオシゴト!
仕事 清掃現場の巡回・管理業務 

★勤務開始日応相談! 
　面接時にお気軽にお伝えください 
★直行直帰可

【募集情報】
時間 8:00～17:00、13:00～20:00 

(現場による) ※休憩あり
休日 週休2日(基本土・日)、他連休有
給与 月給20万円～25万円以上 

★能力や頑張りで 
　勿論それ以上も可能です

勤務地 春日井市・小牧市・名古屋市中村区名駅
資格 要普通自動車免許
待遇 社会保険完備、昇給有 

車通勤可、諸手当有、制服有
応募 まずは電話にてお気軽にご連絡下さい。 

お電話の際は「DOMO(ドーモ)を見て」 
と言うとスムーズです。(採用担当まで) 
(受付/平日9:00～17:00)

【職場情報】
事業 総合ビルメンテナンス

028-1007628

有限会社シンテック
A0568-83-3610
春日井市若草通5-134

海部郡飛島村 yyymnr
7木材のプレーナー加工・仕上げ・　
軽作業他、付随業務

月給24万～42万円 ※経験・能力による

業界経験者大歓迎"単身寮あり☆ 
木材加工について知識のある方、 
興味のある方歓迎します！

仕事 弊社木材センターで木材のプレーナー 
加工・仕上げ・軽作業をお任せします。

【募集情報】
時間 8:00～17:30 ※休憩有
休日 日曜・祝日、隔週土曜、お盆・年末年始

（会社カレンダー有）
給与 月給24万～42万円 

※大工・木材加工経験者優遇
最寄駅 ・『近鉄蟹江』駅より飛島バスで15分 

・飛島バス『松之郷』停より徒歩8分程度
資格 普通免許(AT可)大工･木材加工経験者優遇
待遇 社保完備、交通費規定支給、昇給有 

賞与有、退職金制度有、制服貸与 
車通勤可★無料駐車場あり ※試用期間有 
※定年63歳(定年延長・更新制度有)

応募 履歴書（写貼）を下記本社迄ご郵送下さ
い。面接日を追って連絡致します。

【職場情報】
事業 木造、重量鉄骨造、RC造の住宅工事 

などの設計・施工 
社寺建築・古民家・文化財改修など

《ＵＲＬ》https://www.watanabekomu.co.jp

028-1018268

株式会社渡邊工務店
創業明治40年
A0567-52-1056　担当/内山
〒490-1437 海部郡飛島村元起5-43

愛知郡東郷町 yyyHkE
7CADオペレーター

月給22万円～60万円 　\

＜需要増による正社員増員募集＞ 
自動車部品の金型設計 

大手メーカーを顧客に持つ当社で 
技術力を磨いてください！

仕事 CAD設計ソフトを使い、金型を設計します
。ラジエーターグリルやドアなど、自動
車部品のもとになる金型を扱います。 
★日本語言語のソフトを使用しており、
扱いやすくなっています。 
★経験に応じた工程からお任せしていき
ます。 
★社外研修なども利用し、ステップアッ
プしていただけます。

【募集情報】
時間 8：30～17：30（休憩あり）
休日 土・日曜（月1回土曜出勤あり） 

※年間休日105日
給与 月給22万円～60万円 

※経験・能力考慮のうえ決定します。
待遇 社会保険完備、昇給年1回、賞与年2回、 

通勤手当、家族手当、車通勤OK、 
社外研修有、試用期間3ヶ月有

応募 まずはお電話ください。
【職場情報】
事業 プラスチック金型製造

028-1012546

天海工業有限会社
A0561-38-5460（担当/稲田）

愛知郡東郷町大字春木字小坂53 
(東郷町工業団地内)
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｢尾張一宮駅｣送迎バス25分 yyykmn
7①食品製造　②工場の設備管理

①月給21万～25万円 ②月給23万～28万円

＼セブンイレブンのパートナー企業／ 
食品製造業で長く働ける◎ 
車通勤OK＆無料送迎バスあり♪

仕事 ①スタッフの管理がメインの製造業務｡ 
進捗管理や作業の指示をお願いします｡ 
②工場設備の管理業務｡工場での機械保全
の経験をお持ちの方歓迎です！業者を手
配する連絡調整業務もお願いします｡

【募集情報】
時間 ①日勤/8:00～20:00 ※シフト制(実働8h) 

　夜勤/20:00～翌5:00 
　※日勤もしくは夜勤のどちらか 
②日勤/8:00～17:00 夜勤/20:00～翌5:00 
　※休憩1h　※シフト制 
　※1週間/月程度夜勤あり 
　※時間外勤務あり(月平均20h)

休日 週休2日制(月9日休み)※年間休日117日
給与 ①②ともに経験･能力を考慮します｡
資格 未経験者歓迎､高卒以上
待遇 C規定支給､制服貸与､社保完備､H年2回 

休憩室･喫煙室･売店･社員食堂有 
車通勤OK(無料R有)､24h冷暖房完備 
無料送迎バス(｢尾張一宮｣駅･｢江南｣駅) 
各種手当有(深夜､休日勤務､時間外､扶養)

【職場情報】
事業 食品製造

028-1015433

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

名古屋空港より徒歩2分 yyykmr
7①現場スタッフ②現場管理スタッフ

①②月給28万円～

賞与年3回！土日休み！ 
資格支援制度有で若手活躍中の職場！ 
単身向け、ファミリー向けの社宅有！ 
プライベート使用OKの営業車貸与有！
仕事 ①改修工事現場での塗装・防水作業 

②改修工事現場での管理業務
【募集情報】
時間 ①②8:00～17:00(実働8h)
休日 土曜､日曜､夏季､年末年始､GW休暇､慶弔 

※社内スケジュールによる
給与 ①②月給28万円～ 

　　※試用期間3ヶ月は月給23万円
資格 要普通免許、学歴不問、未経験者大歓迎
待遇 賞与年3回、退職金制度、各種保険完備 

月1回程度親睦会有、年1回社員旅行有 
報奨金有、資格支援サポート有、社宅有 
研修制度有、営業車貸与(プライベート使
用可)

【職場情報】
事業 建築塗装工事/防水工事/建築工事全般
《社長から》 
皆様の公私の充実を考えて福利厚生はどこよ
りも充実している自信があります。 
貸与車も社名が入っていなくてプライベート
で使いやすいし、社宅も単身世帯用とファミ
リー世帯用に準備があります。

028-1010798

ワタナベケント株式会社
A0568-28-4838
愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字若宮53

七宝郵便局すぐ南 zyyumE
7①薄板鈑金加工･溶接 
　②配送･軽作業

月給17万円～24万円

◆ 創業1952年！60年以上の実績$ ◆ 
複数の大手電機メーカーと 
取引があるため安心･安定$ 

◆ もの作りに興味がある方歓迎♪ ◆
仕事 ◇鉄･ステンレスの薄板(1～6㎜)の加工 

◇溶接機を使用しての加工や折り曲げの 
　ブレーキ加工､パンチ･レーザー加工 
◇基本個人作業なので自分のペースで 
　集中して作業ができます。

【募集情報】
時間 8:30～17:15(休憩55分) 
休日 日･祝 

第2･第4土曜日(会社カレンダーによる) 
年末年始

資格 未経験歓迎 
鈑金加工･溶接の経験ある方歓迎

待遇 雇用･労災･健康･厚生(各種保険) 
交通費規定支給､車通勤可(無料R有) 
賞与年2回､昇給年1回､制服支給 
皆勤手当あり､家族手当あり

応募 まずはお気軽にお電話ください。 
現場見学もOKです｡

【職場情報】
事業 電動機部品､回転機部品の製造､ 

工作機械カバー､プレス加工､ 
レーザー加工､溶接､鈑金

028-1013759

合資会社名上鈑金工業所
A052-442-0363
あま市七宝町下田堂中607

海部郡蟹江町又は津島市 yyyFkm
017ガス・水道メーターの 
加工補助・検査スタッフ

時給926円～

40～50歳から正社員スタートできる！ 
家庭を大事にしてほしいから 
学校行事・病児対応します！！

仕事 ガス・水道メーターの加工補助・検査 
加工機械に部品をセットしたり 
スイッチボタンを押すなど。また 
加工補助や出来上がった製品の 
チェックなどをお願いします。

【募集情報】
時間 8:00～17:00 

※01は時間・曜日応相談
休日 土・日（会社カレンダーによる）
給与 時給926円～ 

※017ともに時給 
7月収例14.8万円～ 
 （時給926円×8h×月20日）

待遇 車通勤可、交通費規定支給、 
高卒以上 
7は賞与有　01は正社員登用有

応募 まずは電話にて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｡

【職場情報】
事業 金属切削加工

028-1009919

愛知技研工業株式会社
A0567-96-6061　担当／西川・中村
海部郡蟹江町西之森5-51

養老ドリームパーク内 yykn
7保全員・運転員

月給20万～25万円(当社規定による)

自治体から長期包括運営業務を受託 
★電気系資格保有者優遇★
仕事 養老町、海津市、関ケ原町の家庭ごみの 

焼却処理（ガス化溶融施設）
【募集情報】
時間 保全員／8：30～17：30　※休憩有 

運転員／昼勤 8：30～ 20：30 
　　　　夜勤20：30～翌8：30※各休憩有

休日 保全員／週休2日制　運転員／週休制 
★年休120日(別途年次有給休暇有)

勤務地 養老郡養老町有尾730 
養老ドリームパーク内

資格 高卒以上（経験不問）
待遇 賞与年2回、交通費規定支給(距離による) 

奨励資格取得費用は会社負担 
残業・深夜勤務・食事手当あり

応募 下記連絡先まで履歴書・職務経歴書を 
ご郵送もしくはメール下さい。 
面接場所・日時等は追ってご連絡 
致します。 
エスエヌ環境テクノロジー株式会社 
管理部総務G 小西 
【E-mail】konishi_t@sn-t.co.jp

【職場情報】
事業 自治体ごみ処理施設の保守点検及び維持

管理

028-1015087

日立造船グループ エスエヌ環境テクノロジー株式会社
A06-4804-5503
〒554-0012大阪府大阪市此花区西九条5-3-28

JR「穂積」駅から車で5分 yykn
7ヘーベルハウス外壁版等の 
　製品検査・加工機運転他

月給：(初任)固定給19万2000円～+各手当

☆AsahiKASEIグループの正社員☆ 
安定したお仕事しませんか！ 
更なる業務拡大につき募集+ 
◆資格・経験不問です◆

仕事 ◎ヘーベルハウス外壁版等の 
　製品検査・加工機運転他 
◎資格・経験不問！未経験の方も安心！

【募集情報】
時間 ①7：30～15：45 ②15：45～24：00 

※2交代　※実働各7.5時間
休日 年間105日 

（日曜、年末年始、GW、 
　その他会社カレンダーによる）

給与 月給：(初任)固定給19万2000円～ 
　　　+各手当

勤務地 瑞穂市別府2142-1 
（旭化成建材(株)穂積工場内）

資格 18歳～35歳位まで（長期雇用によるキャ
リア形成）

待遇 通勤・住宅・家族手当（規程あり）、 
昇給年1回、賞与年2回、社会保険完備、
制服貸与、退職金制度（中退共加入）、
財形制度他

応募 まずは電話にてお気軽にご連絡ください｡
【職場情報】
事業 ヘーベルの検査及びデザイン加工業

028-1009399

穂積加工株式会社
A058-326-4927　（担当／梅田・須川）
瑞穂市別府2142-1

岐阜県内各所 zxyufs
701 交通誘導警備

7日給8900円　　01日給8400円　\

早く終わっても1日分の日給保障◎ 
週1日からでも勤務OK・直行直帰OK 

資格・性別・経験不問！ 
40代～70代スタッフが多数活躍中
仕事 工事現場､駐車場､地域のイベント等で､車

両や歩行者の誘導･案内をお願いします｡
【募集情報】
時間 8:00～17:00(実働8h) 

★早く終わる日もあります
休日 7月8日以上
給与 7　日給8900円　★月収19万円以上可！ 

01日給8400円 
※研修10日間時給851円(法定研修4日間＋
実地研修6日間)（短縮・延長有)

勤務地 多治見市、土岐市、瑞浪市、恵那市、 
中津川市等（勤務地選択OK）

資格 要普通免許 
※18歳以上(警備業法による)

待遇 社会保険完備、交通費全額支給、 
賞与年2回、資格手当有、制服貸与、 
車通勤可、有給休暇、直行直帰OK 
研修有(営業所にて4日間法定教育受講後
、現場にて実地研修を行います)

応募 まずはお電話ください
【職場情報】
事業 警備業

028-1017069

有限会社愛岐東和警備
A0572-23-8383（担当/小野田）
多治見市上野町5-38-1



20

岐阜羽島(笠松駅～車4分) zyyuFE
7お弁当やお惣菜の盛り付け

月給20万円～25万円（昇給あり･経験考慮)

＼地元･岐南町が本社の会社です)／ 
段取り上手が活きるお仕事です！ 
男女ともに幅広い年代が活躍中です◎ 
土日休み！始める齢も問いません♪
仕事 お弁当や仕出し料理､お惣菜(デリカ)の 

製造販売を事業としている会社です。 
・自社の笠松工場での勤務。 
・その日のお弁当の計画を把握。 
・A弁当50個､B弁当100個など。 
・その数が納品時間までに仕上がるよう 
　現場に入りながら段取って頂きます。 

【募集情報】
時間 8:00～20:00(実働8hのシフト制)※要相談
休日 週休2日(シフト制)※希望出せます
資格 ・年齢不問！経験不問！学歴不問！ 

・ブランクがある方も大歓迎です！
待遇 社会保険完備、有給休暇、車通勤OK、 

交通費規定支給、無料駐車場完備
応募 ◇採用担当宛てにお気軽にA下さい！ 

◇WEB応募／DOMONETより24時間受付中!
【職場情報】
事業 お弁当､仕出し､お惣菜の製造･販売 

《担当から》盛付と言っても定量をはかって
ササッと盛るのみ。未経験でも大歓迎です◎

028-1018653

株式会社ながもり　笠松工場
A058-218-2130 (月～土/8～17時)
岐阜県羽島郡笠松町円城寺高島680-1

賞与年2回
各種手当あり
資格取得支援
完全フォロー

安心して働ける環境づくりにも
力を入れています！

加茂郡富加町 yyykmE
7ゴム生地の製造

月給17万円～25万円　※別途手当あり

社員の大半が未経験からの中途採用！ 
年齢関係なく、様々な方の応募を 

お待ちしております。 
見学も随時大歓迎◎

仕事 工業用ゴム製品の元となる材料をつくる
仕事です。 
4つの生産ラインで製造を行います。 
指定された配合での製造はもとより、用
途に合わせて自社で配合設計を行い、試
作から検査までを一貫して手掛け、製品
に仕上げています。 
★最初は原料の計量など、簡単な作業 
　からお願いします。 
★先輩社員がつき、いちから丁寧に教え 
　ます。ゆっくりステップアップして頂 
　ければ大丈夫です。 
★粉じん作業等、必要な資格取得をしっ 
　かりバックアップ。 
★気さくなスタッフが多く、アットホー 
　ムな雰囲気があります。中途入社の社 
　員が多いので、新しく入った方が馴染 
　みやすい職場です。

【募集情報】
時間 8：30～17：00（実働7.5h） ※残業あり
休日 日曜、第二土曜、その他会社カレンダー

による
給与 月給17万円～25万円　※別途手当あり 

★月収35万円も可（諸手当含む）
待遇 社会保険完備、昇給年1回、賞与年2回 

業務災害保険（電話サービス含む） 
各種手当（皆勤手当、技能手当、扶養手
当、通勤手当、休日出勤手当、時間外勤
務手当等） 
制服貸与、車通勤OK

応募 まずはお電話ください。
【職場情報】
事業 ゴム生地製造販売

028-1013672

有限会社太成ゴム工業
A0574-54-3992（担当 /入江）
岐阜県加茂郡富加町加治田字黒ヶ谷2115

豊橋市牛川通 yyykmn
7①施工管理技士 ②保全業務

①月給28万～30万円+技能手当 ※\

増員に伴い正社員急募！！ 
休日が多いのでプライベートも 

両立してゆったりと働きたい…そんな
アナタのご応募待ってます！

仕事 ①豊橋市内の工場敷地内で受注した 
　工事の施工管理、安全管理 
　★同じ場所での勤務なので 
　　出張もありません！ 
 
②工場内の生産ライン設備の整備保全 
　★未経験の方にも丁寧指導で安心♪ 
　★フォークリフト免許所持者歓迎 
　　（資格取得支援制度有） 

【募集情報】
時間 8：00～17：00(休憩1h) 

※①残業月平均20h
休日 土・日・祝(企業カレンダーによる) 

※年間休日115日程度
給与 ①月給28万円～30万円 

　＋技能手当3万円/月 
　※月収31万円以上可 
　※年収500万円以上可 
②月給19万8000円～22万3000円 
　+技能手当5000円/月

資格 普通自動車免許(AT可) 
※①2級施工管理技士以上 
※②44歳以下の方(省令3号のイ)

待遇 交通費規定支給、社会保険完備、 
制服貸与(初回のみ)、昇給年1回、 
賞与年2回、車通勤可(駐車場有) 
 
◎年次有給休暇取得率100％ 
◎試用期間2ヶ月有(同条件)

【職場情報】
事業 運送業・土木建築工事業
《ＵＲＬ》https://www.kk-tnk.com/

028-1006938

株式会社タナカ 豊橋営業所
A0532-61-8314（総務：岩丸）
愛知県豊橋市牛川通4-1-2

知多市南浜町 yn
7出光興産(株)愛知製油所に入港する 
　①船舶の荷役監視 ②船舶綱取り

月収例25万～30万円　\

未経験歓迎の正社員募集! 
海を見ながら働く仕事に 
チャレンジしませんか♪ 

☆入社祝金等支給有(規定有)☆
仕事 ①海務課/ライフラインを支える仕事です 

入港するタンカーの誘導､受入準備､作業
確認､積込んだ油のサンプル採取､品質確
認など｡船上及び陸上綱取放業務もあり｡ 
②船舶課/船と岸をつなぐ仕事です 
小型作業船を操船し､タンカー船の係船ロ
ープを岸壁ピットに掛け､船を接岸させる
仕事です｡１日5隻～10隻を担当します｡

【募集情報】
時間 7：30～16：30(休憩有) 

※①大型外航船入港時は2交代制 
　　(月2～3回程度)7：30～16：30/ 
　　19：30～翌7：30(休憩有)

休日 月6～7日 
※当社勤務表による(年間休日108日) 
その他休日(夏季休暇､有給､慶弔休暇等)

給与 月収例25万～30万円 
①月給(固定給)19万～24万円＋各手当 
　時間外平均6万円/月 
　各手当/資格手当(危険物乙2・4、 
　高圧ガス)、職務手当、扶養手当 
②月給(固定給)19万円＋各種手当 
　時間外平均6万円/月

勤務地 知多営業所/出光興産㈱愛知製油所内 
知多市南浜町11 ※面接は知多営業所にて

待遇 資格取得支援制度有(入社後取得可能)、
各種社会保険完備、退職金制度、 
各種手当、交通費月2万5千円迄支給、 
昇給年1回、賞与年2回

応募 まずはお気軽にお電話下さい。
【職場情報】
事業 船舶代理店業務等

028-1007536

知多港運株式会社
A0562-55-3711(A①林･小林 ②林･鬼頭)
本社/名古屋市港区名港1-8-9 丸二ビル3階
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刈谷市一里山町 zyyukm
7道路舗装工事作業員

日給1万円＋各種手当

経験不問！異業種からの転職者も 
多数活躍中です◎

仕事 西三河を中心とした地域で、道路の 
アスファルト舗装をメインに行います。 
その他、パトロールなどのお仕事も有。 
それぞれの向き不向きを見て、業務を 
お任せしていきます。 
入社後まずは先輩の補助からスタート。 
適性を見ながら、できる作業から行って 
頂きます。 
★ムリな残業や夜勤などがないので、 
　生活リズムも安定◎ 
★イチから学びたい方、手に職をつけた 
　い方大歓迎！

【募集情報】
時間 8：00～17：20（休憩あり）
休日 週休2日制（土・日）
給与 日給1万円＋各種手当
最寄駅 名鉄「知立」駅より車で5分
資格 普通自動車免許
待遇 社会保険完備、作業服貸与、車通勤OK
応募 まずはお電話ください。 

受付時間/月～金の9：00～17：00 
　　　　 (12：00～13：00を除く)

【職場情報】
事業 総合建設業

028-1005619

株式会社近藤組
A0566-36-1812（担当/杉内）
刈谷市一里山町伐払123

岡崎市羽根町 yyykmn
7段ボールの製造スタッフ

月給18万円～

ものづくりに興味のある方大歓迎！！ 
未経験でも大丈夫です♪ 

女性も多数活躍中の職場です！ 
勤務は年内からでも年明けからでもOK
仕事 段ボール箱の製造を行って頂きます。 

各種専用の機械を操作し、 
段ボールの裁断・印刷・組立をします。 
受注生産になるため、常に仕様や 
作業内容が異なります。 
営業とタッグを組み、試作など 
開発にも取り組んで頂きます。

【募集情報】
時間 8:00～17:00(休憩有)
休日 土・日(月1回出勤有) 

※当社カレンダーによる
給与 月給18万円～
勤務地 伸興荷材株式会社 

(愛知県岡崎市羽根町字鰻池120-1)
待遇 交通費規定支給、社会保険完備、 

昇給年1回、賞与年2回、 
車通勤可、食事補助有

応募 まずはお気軽にお電話下さい
【職場情報】
事業 段ボール製造・梱包資材・ 

各種機器・物流機器

028-1018348

伸興荷材株式会社
A0564-51-3774
愛知県岡崎市羽根町字鰻池120-1

入社祝金
10万円

支給（規定有）

研修制度が
あるので

未経験の方でも安心！
あなたも
チャレンジ★

刈谷市高須町 yyyHkn
9老人福祉施設での 
　警備スタッフ

時給950円～ ※深夜割増有

室内警備だから寒さも関係なく 
働けます♪ミドル・シニア活躍中★ 

研修制度があるので 
未経験の方でも安心！

仕事 施設内の出入りの管理・巡回業務など
【募集情報】
時間 1ヶ月単位の変形労働時間制(月平均110H) 

18:00～翌9:00 
※実働10h/仮眠あり ※シフト制

給与 時給950円～+交通費全額支給 
※深夜割増有 
※法定研修3日間(20時間)有 
　1万8520円

勤務地 刈谷市高須町 
★現地面接もOK

待遇 昇給有、制服貸与、 
社会保険完備、 
交通費全額支給 
※勤務・休日等その他詳細は面談にて

応募 まずは電話にて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｡ 
不明なことだけでもOKです

【職場情報】
事業 警備業

028-1018648

東海警備保障株式会社 グローバルゲートオフィス
A052-589-1282

名古屋市中村区平池町4-60-12 
グローバルゲート23F

東海市東海町 yyykmr
7清掃・保守スタッフ

月収例19万5300円～\

未経験【正社員】募集！ 
★年齢・資格不問★ 

東海市東海町大手企業でのお仕事！ 
50代・60代の男性多数活躍中！

仕事 清掃及び工場内での 
簡単な保守作業をお願いします。 
◎難しいお仕事ではないので、 
　未経験から安心してスタート可能！ 
◎わきあいあいとした職場です♪

【募集情報】
時間 8：15～17：00 

※実働7時間45分(休憩60分)
休日 週休2日（基本土・日） 

※社内カレンダーに準ずる
給与 月収例19万5300円～ 

※日給9000円～×月21.7日の場合 
※別途、交替勤務の割増手当有

勤務地 東海市東海町の大手企業
待遇 寮応相談、社会保険、 

制服及び必要保護具支給、車通勤OK 

応募 まずはお気軽にお電話下さい。 
面接を行います。(担当/清水) 

【職場情報】
事業 土木建築業・各種請負事業

028-1013793

株式会社大樹
A0562-85-2650
東海営業所/東海市養父町義神43

岡崎市(北岡崎駅～車7分） zyyumn
7生麺･生パスタの製造補助

月給19万～21万円（賞与年2回）

＼おかげさまで創業32年の製麺企業／ 
お客様からのお客様紹介で事業拡大中 
16:30終わり◎生活も大切にできます 
より詳しくはDOMONETをご覧下さい♪
仕事 本社となりの自社工場での勤務です。 

材料投入､麺の加工､機械操作､包装など。
【募集情報】
時間 7:30～16:30(休憩あり) 残業ほぼなし
休日 週休2日(水曜･日曜)＋年末年始休暇 

※第3水曜のみ研修･社内清掃のため出勤
資格 ・高卒以上､未経験歓迎､経験･年齢不問
待遇 昇給年1回､賞与年2回､社会保険完備､ 

交通費規定支給､制服貸与､配偶者手当 
家族手当､10年勤続表彰､車通勤OK､ 
無料R､勉強会､社員旅行､忘年会あり

応募 ・まずはご応募の上､面接にお越し下さい 
・DOMONETからは24時間応募受付中◎

【職場情報】
事業 製麺(ラーメン･パスタ)の製造･自家配達 

《会社から》今後､名古屋方面への営業所出
店も計画しており､増員採用しています。 
飲食店､ホテル､中華料理店様を中心にお取引
も拡大中｡1番の自慢は人のよさ。社長と社員
の距離が近いあたたかい社風です。 
20代～50代まで男女ともに活躍しています◎

028-1018894

株式会社時麺（ときめん）
A0564-32-3665 採用担当／栗山
岡崎市橋目町字勘介屋敷89-1(本社工場)
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＼安定企業!!／
入社祝金
10万円支給!
※6ヶ月在籍後支給

まずはお気軽に工場まで
見学にお越しください☆

半田市 yyyDkm
8①航空機部品の加工・組立 
　②航空機製造検査

時給1240円～

《あなたの夢を飛行機にのせよう！》 
未経験・第二新卒・長期できる方歓迎 
20代～30代の方が活躍しています！
仕事 (1)穴開け作業、シーリング作業、 

　 リベット打ち作業 
(2)製品の工程検査、完成検査 
☆SUBARU100%出資の航空機組立・ 
　加工メーカーでの直接雇用!! 
☆社員登用制度あり!! 
　契約社員から社員登用で 
　活躍している社員多数!! 
☆入社日応相談

【募集情報】
時間 8:00～17:00 

夜勤有/19:00～翌4:00 ※休憩あり
休日 完全週休2日制(土日) 

※当社カレンダーによる(年間122日) 
有給休暇、慶弔等の特別休暇、 
GW・夏季連休・年末年始連休

給与 時給1240円～ 
(深夜・残業・休日割増有) 
★年収例430万円～580万円

勤務地 A.本社(半田市上浜町102) 
B.事業所(半田市潮干町1-27)

最寄駅 A.JR「乙川」駅より徒歩5分 
B.JR「亀崎」駅より徒歩15分

待遇 社会保険完備、作業服購入補助 
交通費規定支給、車通勤OK、家族手当 
食事補助(社内食堂利用時のみ) 
昇給年１回(勤務評価により査定) 
賞与年２回(夏・冬勤務評価により査定)

応募 電話連絡後、履歴書持参の上 
ご来社いただきます。 
まずはお電話下さい。

【職場情報】
事業 航空宇宙部品の製造
《ＵＲＬ》http://www.yusoki.co.jp/

028-1009807

輸送機工業株式会社
A0569-21-3311
半田市上浜町102

20代～40代の方
大活躍中！
正社員登用実績多数！

★平日のみの勤務
★ほぼ残業なし"

安城市赤松町乙菊18 yyykmn
8リサイクル施設の運転・管理

月給18万円～25万円 ★昇給・賞与有 \

先輩スタッフがサポートするので 
未経験の方も安心して働けます！ 

働きやすさ抜群♪ 
土日休みなのでプライベートも充実！
仕事 リサイクル施設の運転・管理や 

保守・点検などがメイン！ 
※リサイクル品などの仕分け設備や 
　機械のメンテナンスなどもあります 
★初心者大歓迎!!

【募集情報】
時間 8:30～17:30(休憩有)
休日 土日※事業所カレンダーによる 

年末年始、有給休暇
給与 月収例/月収20万円以上可能 

※月給18万円～25万円(一律手当含む)
勤務地 安城市赤松町乙菊18 

安城市リサイクルプラザ内
最寄駅 「堀内公園」駅から車で4分
資格 フォークリフト免許をお持ちの方は優遇
待遇 昇給年1回・賞与年2回(昨年度実績有)、 

車通勤OK、制服貸与、社会保険完備、 
休日出勤手当、資格手当(規定有)、 
食事補助/1日300円、正社員登用実績有、 
交通費規定支給(月額上限5万円迄)、 
試用期間3～6か月/同条件 
★ステップアップ希望者には 
　資格取得支援有　

応募 まずはお気軽にお電話ください 
★職場見学も随時対応！

【職場情報】
事業 リサイクル施設の維持管理
《ＵＲＬ》http://www.kyokuto.com/kse/

028-1009522

極東サービスエンジニアリング株式会社
A0798-30-2027(採用担当まで)

愛知県安城市赤松町乙菊18 
安城市リサイクルプラザ内

勤務地により異なる yyykmn
7施設常駐の警備スタッフ

月給17万～24万円　\

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 ①8:00～翌8:00(仮眠休憩有) 

　※隔日勤務地休み有 
②8:30～18:30､18:30～翌8:30(休憩有) 
③17:00～翌8:30､23:00～翌4:30 
　土･日･祝8:30～翌8:30(仮眠休憩有) 
④ 9:00～21:00(休憩有) 
　21:00～翌9:00(仮眠休憩有) 
⑤7:00～15:00､13:00～21:00 
　土曜日7:00～19:00(隔週勤務) 
※各休憩有

休日 週休制
給与 ①月給21～24万円 

②月給18～22万円 
③月給18～21万円 
④月給18～20万円 
⑤月給17～20万円 
法定研修3日間(日勤20h)/1万8520円支給

勤務地 ①名古屋市南区加福町(工場) 
②名古屋市緑区鳴海(公共施設) 
③常滑市桧原(大手工場)※車通勤可 
④稲沢市平和町(物流センター) 
　※車通勤可 
⑤瀬戸市山の田(工場)※車通勤可 
など、多数勤務地あり

最寄駅 ①大江駅近く 
②徳重駅近く

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

028-1018561

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
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