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弥富市楠 zyyunE
7フォークリフトオペレーター

月給25万円～27万8000円

リーチ･カウンター経験者募集 
【日勤のみ】【残業ほぼナシ】 

マイペースで作業したい方にピッタリ 
経験を活かして安定的に働けます!
仕事 日勤のみ!ロール紙の入出庫･在庫管理を

お願いします｡紙の種類はほぼ変わらない
ので､月日が経つにつれ､確実に仕事が速
くこなせるようになります｡リフトの運転
が出来ればそれほど難しくはありません｡ 
身体を動かすことの好きな方歓迎!

【募集情報】
時間 8:00～17:00(早出の日があります) 

※8:00～12:00(第1･3･5土曜日) 
◎残業は月1～2h程度です。

休日 日曜　第2･第4土曜　GW･夏季･年末年始 
※祝祭日は会社カレンダーによる

資格 年齢・学歴不問　リフトが好きな方
待遇 昇給年1回　賞与年2回　家族手当 

皆勤手当　交通費規定支給 
社会保険完備　退職金制度有 
※経験･技術を考慮し優遇致します。

【職場情報】
事業 倉庫業(1951年創業)
《担当から》 
30～40代が活躍している、少人数で 
アットホームな職場環境です。

028-1164472

株式会社　三信
A0567-68-5141　担当/目黒
弥富市楠1-34

勤務地により異なる yyHk
5軽自動車でのお届けなど

5完全出来高制

学歴・年齢・経験は問いません♪ 
★普通免許(AT限定可)でOK！★

業務 ①②ネット通販の宅配 
③短時間の宅配 
企業や個人宅､工場等多数あります 
・定期便…毎日･毎週固定ルート集配 
・スポット便…急な依頼が多く近場又 
　は長距離まで幅広い仕事があります｡ 
・運行便

【募集情報】
時間 ①8:00～20:00の間 

②7:00～20:00の間(シフト制､平日休可) 
③18:00～21:00 
運行表による(短時間･長時間考慮､休憩有)

給与 案件により異なる ※右記参照
勤務地 名古屋市内及び愛知県内･岐阜県内 

右記参照 ※希望エリア考慮･直行直帰OK
資格 営業ナンバーお持ちの方
負担金 事務処理費用（5000円／月） 

各種保険（1万円／月）
応募 まずはお気軽にお電話下さい。 

メールでの応募OK(info@touri-b.jp)
【職場情報】
事業 軽貨物運送業

028-1146187

株式会社東利物流
A052-228-0123

名古屋市中区新栄2-1-5 
アソルティ新栄6階A号(新栄町駅すぐ)
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新栄郵便局

当社
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半田市岩滑東町 xyem
2納車引取ドライバー

時給1200円　☆日収1万2500円以上可

トラック経験と大型免許活かせます♪ 
週3日で無理なく働ける!! 
長距離回送なし!

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日の勤務 

※残業の場合あり(約2時間/日)
休日 日・祝
給与 時給1200円 

日収例/1万2500円以上可(諸手当含む)
勤務地 いすゞ自動車中部㈱　知多支店 

半田市岩滑東町1-105　☆現地面接
最寄駅 名鉄河和線｢半田口｣駅より徒歩約10分
資格 要大型免許 

■経験者歓迎　■60歳以上の方歓迎
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

028-1159896

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

名古屋市港区 yykn
7機械整備工

月給17万円～24万5000円

大型ポンプを扱う専門会社です! 
未経験の方は丁寧に指導します

仕事 産業用の電動機･ポンプなどの回転機器の
分解・点検・組立・不具合調整などの 
メンテナンスサービス。 
県内大手工場を中心とした各工場での 
現場作業が主となります。

【募集情報】
時間 8:00～17:30 

(休憩90分有)
休日 週休2日制 

お盆・年末年始休暇
給与 月給17万円～24万5000円 

※試用期間3ヶ月有…同条件
資格 高等学校専攻科以上 

機械整備工3年程度の経験ある方歓迎 
中型自動車免許ある方歓迎

待遇 交通費規定支給､昇給有､賞与年2～3回有 
車通勤可(駐車場有)

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

028-1157481

ユタカプラント株式会社
A052-383-7863
名古屋市港区当知2-909
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名古屋市熱田区千代田町 zyyunr
7施工管理(建設技術者)

月給21万円～52万5000円　\

大手スーパーや有名チェーンなど 
取り引き多数！ 

自分が担当した建物が街に増えていく 
達成感が醍醐味！

仕事 建設工事の現場施工管理や見積業務の 
お仕事です。 
主に民間の商業施設や事務所などの現場
施工管理、及びその積算業務を行ってい
ただきます。

【募集情報】
時間 8:00～17:00(休憩あり) 

休日 週休2日制※日･祝、第2･4･5土曜日 
その他会社カレンダーによる 

給与 月給21万円～52万5000円 
月給21万円(固定残業代3万5000円/25時間
分含む)～月給52万5000円(固定残業代17
万5000円/68時間分含む） 
※固定残業代は残業がない場合も支給 
※時間超過分は別途支給 

最寄駅 地下鉄名港線「日比野」駅 徒歩3分
資格 建築施工管理技士2級以上 

普通自動車運転免許 

待遇 社会保険完備 
試用期間6ヶ月あり(同条件) 
交通費規定支給 
昇給あり 
賞与年2回 
退職金制度あり 
確定拠出年金 
再雇用制度あり(上限65歳まで)

【職場情報】
事業 建築・土木総合建設業

028-1158449

生川建設株式会社 名古屋支店
A059-355-2300(三重本社)　担当/伊藤

名古屋支店 
愛知県名古屋市熱田区千代田町18-20

安城市東端町 yymn
7①大型ドライバー 
　②4ｔドライバー

①月給32万円 ②月給25万円

＼従業員を大切にする会社です／ 
新しい職場でチャレンジしませんか！ 
★30代・40代・50代男性活躍中★
仕事 ウレタン(スポンジ)や 

自動車部品等の配送のお仕事です。 
東海三県を中心に、地場配送していただ
きます。リフト免許所持者は優遇！ 
その日のルートによりますが、 
日中の配送がほとんどです。 
(ルートにより前後変動あり) 
土・日・祝日、GW、お盆、年末年始、 
しっかり休めます！可能な限りアナタの
希望にお応えします！

【募集情報】
時間 8:00～17:00(休憩あり) 

※ルートにより前後変動あり
休日 土・日・祝日、GW・お盆・年末年始
給与 ①月給32万円(一律手当含む) 

②月給25万円(一律手当含む)
資格 ①大型免許 ②中型免許以上
待遇 昇給・賞与あり、各種社会保険完備、 

交通費規定支給、制服貸与 
車通勤OK(無料駐車場あり)

応募 まずはお気軽にお電話ください
【職場情報】
事業 ウレタン加工・製造業・運送業

028-1157052

株式会社SANTO
A0566-85-5355(野々山・水谷)
安城市東端町用地91-2(R23和泉IC 西方面)

名古屋市瑞穂区内浜町

7①機械組立②制御盤内の組付け 
　③機械設計④電気設計

①②月給22万円～31万4120円 　③④\

自動熱処理装置、自動機を 
設計から製造まで行っています。 

経験者大歓迎！
仕事 ①搬送等を主体とした自動熱処理装置の 

　製造・納品・組立・修理・溶接作業等 
②電気の配線、装置の機内配線及び 
　制御盤組立作業 
③機械（自動熱処理装置等）の設計及び 
　組立のお仕事です。 
④自動熱処理機の電気設計･制御盤の 
　設計から制作全般をお任せします。

【募集情報】
時間 8:30～17:30(休憩60分) 

★残業ほぼなし(あっても月平均5時間) 

休日 週休二日制(日曜・祝日・その他) 
※会社カレンダーによる 
※土曜日は月に1～2回出勤 

給与 ①②月給22万円～31万4120円 
③④月給22万円～44万5600円 
◆その他皆勤手当1万円あり 

最寄駅 名古屋市営地下鉄名城線/堀田駅 
名鉄名古屋本線/堀田駅 

資格 高校生以上 
要普通自動車免許(AT限定不可) 
業種による経験、知識不問

待遇 試用期間1ヵ月あり､社会保険完備 
交通費規定支給(上限1万円／月) 
車(マイカー)通勤可(無料駐車場あり) 
昇給あり､賞与あり(年間1～6ヵ月分) 
制服無償貸与 ※試用期間中はなし

【職場情報】
事業 熱処理電気炉製造・販売
《ＵＲＬ》http://www.sankyo-japan.co.jp

028-1164464

株式会社 三共
A052-819-5677 採用担当
名古屋市瑞穂区内浜町2-32

三重県鈴鹿市高岡町 zyyukr
7施工管理①電気設備②機械設備

月給18万5000円～42万2000円 \

～転職はココで最後に～ 
1度入社したら長く働ける。 
それは働き方に秘訣あり！

仕事 ①大型施設･変電所･官公庁など､ 
　新築工事やメンテナンス工事に対する 
　電気設備工事の施工管理をお任せ｡ 
②大型施設電気設備、官公庁工事の 
　施工管理をお願いします！ 

【募集情報】
時間 8:00～18:00(休憩120分)残業月平均30h 

※希望次第で残業時間は変更可能！ 
　0時間という方も

休日 完全週休2日制(年間休日112日) 
土･日休み(※祝日は出勤)

給与 ※①②固定残業代21時間分 
　(2万5000円～4万5000円含む) 
　時間外労働の有無に関わらず支給 
　超過分は追加で支給 
※②経験･スキルなどを考慮し 
　　当社規定により決定 
各種手当あり: 
残業(管理職はなし)､通勤､資格､出張､ 
役職､住宅(規定あり)､家族

最寄駅 伊勢鉄道伊勢線｢河原田｣駅 車5分
資格 普通運転免許 

①未経験OK､電気工事士､ 
　電気工事施工管理技士 
②実務経験､管工事施工管理技士､ 
　給水装置主任技術者

待遇 昇給年1回､賞与年2回､各種社保完備､ 
退職金制度(勤続1年以上)､資格取得支援 
制度､社宅(社内規定あり)､転勤は希望制 

【職場情報】
事業 電気設備工事･機械設備工事など

028-1160661

株式会社鈴鹿
A059-369-3301 総務部人事課
〒513-0014 三重県鈴鹿市高岡町654-1(本社)

名古屋市中川区 yyykns
012t車または3t車のドライバー

日給1万円～※経験･能力考慮します!

【 日給1万円 】 
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 2t車または3t車(AT限定可)で 
決められた時間に決められた場所へ 
荷物を運ぶだけの簡単なお仕事です$ 
荷物は野菜や文房具･小荷物になります｡ 
リフト免許をお持ちの方大歓迎！

【募集情報】
時間 8:30～17:30 (休憩あり) 

※月～金でシフト制
休日 土日祝※会社カレンダーによる
給与 日給1万円
資格 要普通免許(AT限定可)
待遇 車通勤可(無料駐車場完備) 

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

028-1162551

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
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名古屋市中村区 yn
7設備管理員(ビル管理)

月給①20万円 ②21万円 \

【正社員募集】【土日祝】【駅チカ】 
設備関係の資格をお持ちの方 
経験を活かして働きませんか？

仕事 ①ビル内での空調設備・電気設備・ 
　給排水設備等の運転管理､点検業務他 
②お一人での勤務になりますので､ 
　自分のペースで黙々と働けます｡

【募集情報】
時間 ①7:30～16:30､10:00～19:00※交代勤務 

②8:30～17:30
休日 土・日・祝
給与 ①月給20万円+責任者手当3万円 

　【月収例】月収23万円 
②月給21万円+資格手当3万円 
　【月収例】月収24万円

勤務地 ①名古屋第二埼玉ビル 
　(名古屋市中村区名駅4-2-28) 
②ベルヴュオフィス名古屋 
　(名古屋市中村区則武1-6-3)

資格 ②第三種電気主任技術者優遇
待遇 交通費全額支給､制服貸与､有給休暇､ 

社保完備､昇給年1回､賞与年2回
応募 まずはお気軽にお電話ください｡

【職場情報】
事業 ビルメンテナンス業

028-1160850

栄和建物管理株式会社
C0120-758-112 Aヤスイ(106)

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

小牧市小牧原 xyem
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♪ 
週3日で無理なく働ける!! 
長距離回送なし!

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日の勤務 

※残業の場合あり(約2時間/日)
休日 日・祝
給与 時給1150円 

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 

小牧市小牧原3-53　☆現地面接
資格 要大型免許 

■経験者歓迎　■60歳以上の方歓迎
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

028-1159897

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

岐阜県瑞穂市 yyykmn
7①道路資材のルート営業 
　②道路資材製造の工場長候補

①月給18万～23万5000円　\

資格取得支援制度あり！ 
費用は全額会社負担 

人間関係良好！全額会社負担で歓迎会 
1分単位での残業時間計算

仕事 ①自社製グレーチングなど 
金属製品の営業をお任せします｡ 
②主に溶接･切断･板金･製缶の作業｡ 
ゆくゆくは工場長になっていただきます｡

【募集情報】
時間 8:00～17:10(休憩70分)　※土曜出勤あり 

※①9:00～18:10の場合もあり
休日 日曜･祝日　※年間休日105日 

有給休暇(入社半年後10日)､有給休暇半日
取得制度､その他 忌引､結婚､産休､育休 

給与 (基本月給+全員支給手当/3000円) 
※試用期間3ヶ月/ 
　月給17万7000円～22万3000円 
②月給30万7000円～33万4000円(基本月給 
　+役職手当6万円+全員支給手当4000円) 
　※試用期間3ヶ月/ 
　月給29万8000円～31万6000円

資格 ①普通自動車免許､業界未経験OK､ 
CADソフトや手書きの製図経験者･ 
8t限定中型免許以上保持の方は優遇 
②以下の経験のある方に向いています 
･鉄製品の製造経験15年以上 
･リーダー職でのマネジメント経験 
･管理業務や企画経験のある方 
･新製品開発や設計(製図)の経験のある方

待遇 社保完備､C規定支給(上限1万円)､ 
昇給(500～3500円)※業績による､ 
車通勤可(無料駐車場あり)､昼食代補助(
月約3500円)※会社指定弁当のみ､資格取
得支援制度､退職金制度(入社1年半後から
積立開始)､歓迎会や慰労親睦会あり

【職場情報】
事業 各種グレーチング設計・製造・販売

028-1161514

日鐡鋼機株式会社
A058-326-4728　担当:説田まで
〒501-0234　岐阜県瑞穂市牛牧1211

岐阜県 yyymrs
01現場作業スタッフ

日給1万8000円～2万円

2020年4月から約2年間のお仕事♪ 
【月収41～46万】【単身寮あり！】 
経験を活かして働きませんか？

仕事 建設現場での重機作業。 
車輌系建設機械の操作をお願いします。 
8人程で協力して作業を進めていきます｡

【募集情報】
時間 8:00～17:00(休憩1h)
休日 4週6休
給与 日給1万8000円～2万円(経験･資格による)
勤務地 【現場】岐阜県東濃地区各所 

 ★現場多数！勤務地ご相談ください
期間 2020年4月から約2年間
資格 建設工事経験･車輛系建設機械の資格をお

持ちの方優遇
待遇 ◆社会保険完備◆社員登用制度有 

◆車通勤ＯＫ 
◆単身寮あり(光熱費は自己負担)､ 
　ご相談ください

応募 《若干名募集!!》 
まずはお気軽にお電話ください。 
面接時、履歴書ご持参ください。

【職場情報】
事業 掘削工事・コンクリート覆工工事

028-1160480

優伸土木株式会社
A052-938-7295または090-3382-5650
愛知県清須市西枇杷島町南大和44

南区塩屋町 xyem
2自動車部品配送ドライバー

時給1100円～

週3日以上の勤務！ 
お持ちの資格活かせます！ 

女性の方・定年退職された方も活躍中
仕事 自動車部品をセンターから工場や 

顧客へのルート配送になります。 
基本的に決まったルートへの配送です。 
大型車ではないから女性の方でも取り回
しラクラク！

【募集情報】
時間 8:30～17:30(休憩あり) 

※週3日以上の勤務OK 
※残業はありません

休日 毎週日曜・祝日と隔週土曜
給与 時給1100円～
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 要普通免許以上 

■経験者歓迎　■60歳以上の方歓迎
待遇 ■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 
■定年制70歳(週4日以上勤務) 
■社会保険加入 ■制服貸与 ■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

028-1159898

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
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名古屋市守山区 zyyuqk
7コンクリート補修スタッフ

日給1万2000円～1万8000円

★週払い可★寮完備(家電一式有)★ 
ガッツリ稼げます!! 

現場作業員･経験者優遇します！ 
★資格取得支援有★

仕事 高速道路や橋・ビル・建物などのコンク
リート部分の補修工事・補強作業など。 
工事は大体4名で行います。 
未経験でもしっかり教えますので安心し
てください! 
一生ものの職を手にいれませんか!

【募集情報】
時間 8:00～17:00 

※現場により変動あり
休日 日曜、他月1回希望日 

GW・夏季・冬季
給与 日給1万2000円～1万8000円 

月収例…33万円 
(日給1万2000円×25日+手当)

資格 学歴・経験不問
待遇 週払い可(規定有)、交通費規定支給 

社会保険完備、退職金制度 
昇給、試用期間なし、奨励・皆勤・出張 
休日・残業・特殊手当有

【職場情報】
事業 各種注入工事業

028-1164175

堀工業株式会社
A052-726-3636　松下まで
名古屋市守山区向台1-2008

東海市･四日市市等 zyyukr
78配管工･機械機器設置･鍛冶工

日給1万円～ \

★未経験者歓迎★ 
18～55歳の方が活躍中!! 

☆★ガッツリ稼げます!!★☆
仕事 配管工として企業や工場の配管工事の設

置､及び保守､点検を行っていただきます 

【募集情報】
時間 8:00～17:00 

休日 週休2日制(基本土日) 

給与 ①経験者……日給1万2000円～1万5000円 
②未経験者…日給1万円～ 
※①②ともに経験･能力等考慮の上決定 
【月収例】 
月収52万円[35歳･2年目] 
･日給1万5000円×出勤25日=37万5000円 
･残業30h=7万円 
･出張手当1日3000円×25日=7万5000円 

勤務地 東海3県(東海市･四日市市など) 

資格 学歴不問､要普通自動車免許 
溶接･ガス･玉掛け資格保有者優遇 

待遇 社会保険完備 
寮完備(単身・家族用､家財道具有) 
昇給･賞与有 
日払い週払い可(会社規定有) 
車通勤可 
装備一式貸与 
資格取得支援制度有 
残業等諸手当有 

【職場情報】
事業 プラント設備工事･保守･メンテナンス

028-1163125

株式会社 八代開発
A052-875-7913

名古屋市中川区草平町1-8-1 
アクティブ草平D号

春日井市月見町 zyyukn
7①現場作業スタッフ  
　②現場管理

①日給1万1000円～ ②月給28万円以上

★40～60代活躍中★ 
有資格者優遇!! 
日給1万3000円～!! 
資格取得支援もアリ◎

仕事 ①建設業務全般 
　現場補助や軽作業などをお願いします 
②現場管理及びスケジュール管理など

【募集情報】
時間 8:00～17:00
休日 日曜､他(会社カレンダーによる) 

・事前申請で希望休可能､年間休日105日
給与 ①日給1万1000円～ 

　※有資格者/日給1万3000円～ 
②月給28万円以上

勤務地 春日井市､名古屋市､愛知県近郊
最寄駅 JR中央本線｢春日井｣駅
資格 未経験者歓迎 

普通免許保持者歓迎 
建設機械などの免許保持者歓迎

待遇 昇給有(頑張りに応じて)､休日手当 
社会保険有､個室寮完備､車通勤OK 
前払い制度(規定有)､資格取得支援制度有

応募 まずはお気軽にAください｡ 
面接時､履歴書(写貼)持参ください｡

【職場情報】
事業 総合建設業

028-1158454

有限会社ティーケーシー
C0120-848-366 ☎090-2137-5026 A岡
春日井市月見町105(本社)

名古屋市中村区 xyyeqk
5ポスティングスタッフ

出来高制・完全歩合制\

未経験でも簡単に覚えられるお仕事！ 
嬉しいプチボーナスあり♪ 

20～60代の幅広い年代の方活躍中！
業務 ＜未経験でもカンタン作業＞ 

チラシをポストへ投函するだけ！
【募集情報】
時間 週0日～OK！ 

シフトは自由＆自己申告！ 
週1日、1日1時間や、 
月1日などのスポットの勤務もOKです。

収入 1枚6～10円 (完全歩合制) 
▽1ヶ月でガッツリ稼ぎたい方… 
　1枚8円×2000部×25日間=40万円 
▽副収入としてＷワークの方… 
　1枚8円×1000部×15日間=12万円 
▽空いてる時間を見つけて働く方… 
　1枚8円×500部×20日間=8万円

勤務地 名古屋市内･市外  
〈面接地/事務所〉中村区十王町6-13

待遇 車・バイク・自転車通勤可 
扶養控除内勤務可

負担金 なし
応募 まずはお気軽に電話下さい｡ 

※受付9時～※履歴書不要です｡
【職場情報】
事業 ポスティング・広告企画制作

028-1164180

東海配布
A052-462-8747　担当/岡本
名古屋市中村区十王町6-13
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名鉄大江駅]16分 yyypkr
70解体作業・付帯業務

日給1万円～1万2000円以上　\

★年齢不問・未経験者ＯＫ!★ 
寮有(風呂･トイレ･TV･エアコン完備) 
短期・日払いもご相談ください

仕事 大手企業との取引があるので、安定的に
仕事があります。※30～40代活躍中!

【募集情報】
時間 8:00～17:00(実働8h)
休日 日曜日
給与 ※解体工事経験3年以上の方は 

　日給1万2000円以上から
勤務地 名古屋市内、愛知県内近郊
期間 長期　※2週間から短期勤務相談OK
資格 通勤できる方・製造現場経験者など歓迎
待遇 社会保険完備　日払いOK(規定有) 

1R個室寮完備(即入寮可) 
　※素泊まり1泊1500円 
　※コンビニ･コインランドリー徒歩1分 
　　飲食店･居酒屋･パチンコ徒歩圏内 
★経験者・普通免許所持者は優遇します

応募 履歴書不要です。まずはお電話下さい。
【職場情報】
事業 解体工事業
《担当から》 
健康的に安定的に長く働ける仕事です。 
初めてでも意欲的な方は大歓迎! 
寮も完備しているので安心してご応募を!

028-1160578

株式会社大建産業
C0120-4646-58
名古屋市南区中割町4-103-2

中川区 yyykmn
9現場管理・業務推進スタッフ

日給1万～1万2000円

警備の奥の深い仕事をしよう！ 
社長をはじめ、笑顔が絶えない 

アットホームな社風で働きやすい！
仕事 現場での警備業務のほか､現場の見回り､ 

取引先への営業､スタッフのスケジュール
管理･配置､事務作業などの幅広い 
業務をお任せします｡ 
◎いろいろな仕事に携われるので業務に 
　飽きることなく取り組めますよ！

【募集情報】
時間 9:00～18:00（実働8ｈ、休憩あり） 

※週5日勤務、シフト制
休日 週休制
給与 日給1万～1万2000円
勤務地 名古屋市中川区山王3-18-1 

◎車通勤OK！
資格 警備経験者歓迎！ 

※高校生不可 
※18歳以上の方(警備業法による)

待遇 制服貸与、会社携帯貸出有、 
研修制度有、資格取得制度有、 
資格手当有、交通費規定支給、 
車通勤OK、冷暖房完備の個室寮有 
社員登用制度有

応募 まずはお気軽にお電話ください。 
応募条件や詳細、質問事項なども 
お気軽にお問合せください。

【職場情報】
事業 警備業
《担当から》 
当社のモットーは『スマイル警備』！ 
常に笑顔を忘れない警備で、依頼者や 
通行人の方たちとの温かなふれあいを 
大事にしています。 
若手からベテランまで、和気あいあいとした 
雰囲気の良い楽しい会社なので、入社したし
たばかりの方もすぐに馴染める環境です！

028-1160662

プライム株式会社
C0120-93-1874　採用担当
愛知県名古屋市中川区山王3-18-1

■■■有資格者は■■■

日給１万円!!
　+資格手当5万円

 
■■■未経験でも■■■

｠｠日給9000円可能!

週5で働けます！
安定的にお仕事あり！
働きたい方大募集！
直行直帰OK！

 
資格支援制度があるので
頑張りたい人は会社が
全力サポートします♪

日払い5000円OK!※規定有

春日井市､愛知･岐阜県内 yyypnr
07交通誘導警備スタッフ

0日給8000～1万3000円 7月給22万5000円

新規立ち上げ！ 
経験者の方はすぐに高収入可能！ 
未経験の方も資格支援制度があるので 

お給与UPを目指せます！
仕事 交通誘導､駐車場誘導などの警備業務

【募集情報】
時間 8:00～17:00(現場による)　※0週1～OK
休日 7週休制
給与 0日給8000～1万3000円 

　≪資格者は日給1万円～+手当5万円≫ 
　※日給については能力により変動有 
7月給22万5000円～ 
※07法定研修20h/1万8520円 
　研修後､試用期間3ヶ月/日給8000円 
　(経験･能力により期間の短縮有)

勤務地 春日井営業所 
愛知県内各所及び、岐阜県内各所 
・直行直帰OK 
・希望の勤務地は相談に応じます。

資格 性別･経験不問､18歳以上(警備業法による)
待遇 寮有､昇給有､車通勤OK 

全行手当(交通費全額支給) 
日払OK(規定有)､資格支援制度 
7社会保険完備

【職場情報】
事業 警備業

028-1160404

株式会社リブラ警備保障 春日井営業所
A0568-97-7149
春日井市下条町3-11-7

王子製紙グラウンド 王子町

下条公園

愛知県立春日井高等特別支援学校

面接地
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｠新規OPEN！
6月♪

 

オープニング
スタッフ大募集！

充実の手当!
 

寮あり!
前払いOK！

 

経験･年齢不問♪

弥富市･豊田市･名古屋市 yyytkr
701警備スタッフ

7月給25万円～　01日給9000円～　\

◆       6月♪ 新規OPEN+       ◆ 
◆    オープニングスタッフ$    ◆ 
◆  新たなスタート応援します！  ◆ 
◆     まだまだ増員大募集$     ◆
仕事 交通誘導や施設内の警備業務 

直行直帰OKです 
7アルバイト･パートさんの管理業務や 
　内勤業務もお願いします

【募集情報】
時間 ①8:00～17:00(休憩1h) 

②16:00～翌1:00(休憩1h) 
③24:00～翌9:00(休憩1h) 
7交代シフト制 
　現場により異なる 
01週1日～OK！ 
　　勤務時間は固定でも交代でもOK！ 
　　働き方はご相談ください

休日 7週休シフト制（月8日） 
　他､会社カレンダーによる

給与 試用期間1～3ヶ月(日給8000円) 
法定研修有(昼20時間/2万円)

勤務地 弥富市･豊田市･名古屋市 
※勤務地選べます(応相談)

資格 未経験者歓迎 
有資格者歓迎

待遇 社会保険完備､有給休暇 
交通費規定支給､制服貸与 
資格取得制度有､前払い有､ 
車通勤可､直行直帰可､寮有 
夜勤･残業手当 
各種手当有 
(資格･運転･車両･隊長･紹介･追尾) 
7昇給･賞与有､退職金制度有

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

028-1159303

株式会社エイテックガード
A052-737-2345 B090-4082-4000(直通)
名古屋市守山区瀬古1-532-3

大口町・瀬戸市・小牧市 yyypqk
24①②工場内スタッフ

時給1200円～1250円(深夜割増有)　\

寮費無料キャンペーン中♪ 
毎日､日払いあります!! 
スタッフ急募！

仕事 ①組立・プレス・塗装 
②紙コップ製造 
　(A.集積 B.オペレーター) 

【募集情報】
時間 ①8:30～17:35　 

②7:00～15:45､13:35～22:20､ 
　22:15～翌7:00(3交替) 
※全て休憩有 

休日 ①土日祝(工場カレンダーに準ずる) 
②土日他会社カレンダー 

給与 ①時給1200円 月収20万円以上可  
②A.時給1200円～ 
　B.時給1250円～ 

勤務地 ①大口町･瀬戸市 
②小牧市内 

待遇 日払･週払OK(当社規定)､昇給､ 
諸手当支給､社会保険完備､車通勤可､ 
単身者向けワンルームマンション 
社宅完備､ 
社宅から勤務地まで無料送迎(規定有)､ 
実務経験者は優遇 

応募 まずはお気軽に下記までご連絡下さい 
※面接場所等､ご相談下さい

【職場情報】
事業 一般労働者派遣業(派23-020379) 

有料職業紹介事業(23-ユ-300224)

028-1161672

都築工業株式会社　小牧営業所
C0120-75-7247(受付時間9～18時)
愛知県小牧市二重堀上池197-1

入社祝い金！
 

日払いOK！
週払いOK！

 
こちらもご覧ください

↓↓↓↓↓↓

名古屋市内･市外 yyypkn
01交通誘導スタッフ

日給8000～1万3000円 ※月収例20～35万円

★☆   入 社 祝 い 金 支給"  ☆★ 
★☆    日払い・週払いOK"    ☆★ 
★☆    未経験の方大歓迎"    ☆★ 
★☆19～82歳までの男女活躍中"☆★
仕事 年間を通して安定のお仕事あります 

イベント会場やスーパー等の駐車場で　
の警備や交通誘導です

【募集情報】
時間 8:00～17:00 

※現場により異なる 
◎週1日～OK 
　フルタイム勤務OK

給与 日給8000～1万3000円 
※月収例20万～35万円可能 
法定研修(4日間･日勤20h)は1万8520円 
◆有資格者 ＋1500円/1日

勤務地 名古屋市内・市外など多数あり
資格 未経験者大歓迎 

18歳以上の方 
学生･フリーター･社会人･ 
主夫(婦)･定年後の方､大歓迎

待遇 社会保険完備､制服貸与 
交通費全額支給 
日払い・週払いOK(規定あり) 
資格手当あり 
資格取得支援制度あり 
車通勤可､直行直帰可 
研修期間あり 
正社員登用制度あり 
入社祝い金5万円支給(規定あり)

応募 まずはお気軽にお電話ください。 
お問い合わせだけでも大歓迎です。 

【職場情報】
事業 施設・交通・雑踏警備事業
《ＵＲＬ》https://dsk-nagoya.com/

028-1162452

ＤＳＫ名古屋株式会社
C0120-417-700　採用担当まで

名古屋市中村区豊国通2-7 
サンパーク木村203
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｠新事業所
｠OPEN!!
<小牧市>
<熱田区>

複数名の大募集！
 

未経験OK！
 

異業種からの
転職もOK!

◎月給25万円以上
 

◎資格取得
　支援制度あり

小牧市・熱田区 yyytkm
7①2tドライバー  
　②物流運営スタッフ

①A.月給29万円 B.月給25万円 ②\

◆　　  新 事 業 所 OPEN!!　　　◆ 
◆    複数名の大 量 募 集！！   ◆ 
◆  異業種からの転職者大歓迎♪  ◆ 
◆     AT限定の方もOKです$     ◆
仕事 ①名古屋市内への冷凍･冷蔵食品の 

　ルート配送(2t冷凍車使用)をお願い 
　します。 
　1日5～6件の配送なので､無理なくで 
　きます｡ 
②配車業務･運行管理･車両管理･労務 
　管理などをお願いします。 
　未経験の方もしっかりサポート致し 
　ますので安心です♪

【募集情報】
時間 ①7:30～18:00のうち実働8h 

②9:00～18:00(休憩90分) 
　※残業月平均15時間程度あり

休日 ①A.水･祝 　B.水･日(週休2日制) 
②週休シフト制

給与 ①A.月給29万円 B.月給25万円 
②月給28万円～35万円

勤務地 ①小牧市大字本庄1247-2 
　スターゼン(株)内 
②名古屋市熱田区

資格 未経験の方､異業種からの転職の方歓迎 
①準中型免許(AT限定可) 
②中型免許(AT限定可)

待遇 各種社会保険完備､賞与年2回､ 
車･バイク通勤可､資格取得支援制度あり 
②退職金制度あり

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。 
DOMONETで24時間Web応募OK!

【職場情報】
事業 運送業(大阪･兵庫 4営業所)
《担当から》①は2t車なので運転もラクラク 
　　　　　　 準中型免許でOK!! AT限定可！

028-1158786

三光運輸株式会社
A072-777-3028 (平日9:00～16:00)
兵庫県伊丹市鴻池1-11-22

名古屋市内および近郊 zxyuep
70交通誘導スタッフ

下記参照

週1日から勤務ＯＫ! 
保有資格で給与アップ" 

☆20～70代の方々が活躍中です☆
仕事 個人宅の建築物など建物前の道路の交通

誘導を行って頂きます。 
※現場や状況によりお昼前に終わること 
　もありますが、日給は全額保証です★ 
※未経験の方も丁寧にご指導致します。 
※最初2日は法定研修のため2日連続での 
　勤務をお願いします。

【募集情報】
時間 8:00～17:00（1日5～7h） 

※0週1日～OK!(最大月16日迄の勤務) 
　　1ヶ月ごとのシフト制･日程応相談

休日 7週休制または4週4休以上 
　※週休2日や土日休みも相談OK

給与 7月給制／月給19万7800～22万3600円 
　※月収24万3816～27万5600円可能 
　　(固定月給＋残業代含む) 
　日給制／日給9200～1万400円 
0日給8600～9800円 
〈共通〉 
　法定研修20h(3日間)：2万2224円

勤務地 名古屋市内および近郊エリア
資格 18歳以上(警備業法による) 

未経験者歓迎(755歳以下) 
例外事由3号のイ

待遇 随時昇給有　社会保険完備 
直行直帰OK　残業手当有　資格手当有 
車両持ち込み代(6000円／月)支給 
※寮あり 
　(1人１部屋アパート寮・冷暖房完備) 
※日払い・月払い応相談 
7試用期間2カ月

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

028-1157446

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

今年の夏から
新しいWORK!

 

未経験スタートで
月収17万円以上可

 

お仕事は
簡単な機械操作

土日休みの
完全週休2日制!!

 

冷暖房完備で
快適な職場です!

 

特別な資格は必要ナシ!
安心してご応募くださいね

岡崎市 yyymno
01自動車部品の組付･加工

時給1100円～ ※残業手当(25％アップ)有

◇◆厚待遇･高時給◆◇ 
▲20～40代の男女スタッフ活躍中▲ 
簡単な軽作業のおシゴトです" 

冬暖かくて夏涼しい快適な職場です♪
仕事 ライン作業になります 

【募集情報】
時間 昼勤/8:30～17:15 

夜勤/20:30～翌5:30 
※休憩有 
※昼夜2交代勤務 

休日 完全週休2日制(土日) 
夏季･冬季･GW休暇 

給与 ※深夜割増あり 
※試用期間3ヶ月時給1050円 

勤務地 岡崎市橋目町北山1 
(マルヤス工業岡崎工場内) 

最寄駅 愛知環状鉄道/北野桝塚駅 

待遇 食事手当支給､制服貸与､ 
交通費規定支給､車･バイク通勤可 
正社員登用制度(規定有)､社会保険完備 

【職場情報】
事業 自動車部品の製造 

《担当から》 
未経験から始めたスタッフが 
多数活躍されてます。 
安心してご応募くださいね。 

028-1161752

株式会社マスティック　日名工場
A0564-26-5810　担当／杉本
岡崎市大門1-2-5(マルヤス物流内)
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警備スタッフ
 

・日払いOK!
　　(規定あり)
 

・即勤務OK!
・20～60代
　活躍中!
 

・週2～3日から
　勤務OK！

名古屋市内 yyypkm
01警備スタッフ

日給8200円～1万1000円★日払い･週払いOK

<即勤務OK>未経験スタート大歓迎! 
充実の研修があるので安心です!! 
日払い･週払いOKで安定生活へ♪ 

直行直帰･車通勤OKで毎日ラクラク◎
仕事 各工事現場の交通誘導をお願いします。 

最初はベテランスタッフがついて 
お教えしますので未経験の方も安心です! 

【募集情報】
時間 8:30～17:30 ※現場により夜勤あり 

★週2､3日～勤務OK ※休憩あり 

給与 日給8200円～1万1000円 
※法定研修20h/1万8520円 
※試用期間2か月/給与変動なし 
※夜勤勤務の場合は深夜割増あり 

勤務地 名古屋市内 多数あり 

最寄駅 地下鉄｢上社｣駅から]15分 

資格 ※18歳以上の方(警備業法による) 
★検定保持者歓迎いたします 

待遇 制服貸与 
日払い･週払いOK(規定あり) 
直行直帰OK 
車･バイク通勤OK 
昇給あり 

【職場情報】
事業 警備業 

《担当から》20～60代のスタッフ活躍中!! 
優しい仲間たちばかりで､長く続けやすい♬ 
公共性が高く､人から感謝されるお仕事です｡ 
色々な人と関わることができます!

028-1162241

株式会社トゥビィ
A052-709-7727 [月～金/10:00～19:00]
名古屋市名東区亀の井3-178

岡崎市･安城市･西尾市など yyymnr
01交通誘導警備員

日給8000円以上

★20～60代の男女が活躍中！ 
★未経験から始められた方 
　多数活躍中です!!!  
★最短翌日から勤務OK！

仕事 工事現場の警備スタッフ 
・会社集合後、各現場への送迎あり 
・直行直帰OK 
・安城市､刈谷市､豊橋市､豊田市､知立市 
　からも通いやすい距離です。

【募集情報】
時間 8:00～17:00(現場により変動) 

※週2､3日～OK 

給与 法定研修あり(30h/時給950円) 

勤務地 岡崎市、安城市、西尾市､など 

資格 未経験者大歓迎(18歳以上) 

待遇 車通勤OK、交通費規定支給、昇給あり、 
残業手当、休日手当、制服貸与、 
日払い・週払いOK(研修初日から可能)、 
自社個室寮完備(生活備品完備､ 
月2万5000円～※光熱費込) 

応募 まずはお気軽にお電話下さい。 
面接は下記住所または出張面接致します 
★出張面接致します！ 
三河エリアならどこへでも伺います! 
岡崎市･安城市･刈谷市･豊田市･知立市･み
よし市･西尾市･碧南市･高浜市･ 
蒲郡市･豊川市･豊橋市･新城市･田原市･額
田郡･北設楽郡…など 
まずはご相談下さい！ 

【職場情報】
事業 警備業

028-1156348

有限会社ビルド
C0120-70-2424 担当:藤本
岡崎市八帖北町20-16
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港区 yyykmn
75ガス器具修理・施工スタッフ

7月給18万～25万円 5完全出来高制 \

リンナイの修理･設置委託会社 
安定性抜群! 幅広い年代が活躍中 
直す・設置するを正社員で覚えて 
ゆくゆくは委託への転換もOK!

仕事 リンナイのガス機器の設置施工、 
修理メンテナンス業務をお願いします。

業務 5同上 
※入社後、57と働き方の変更も可能 

【募集情報】
時間 79:00～17:00(現場により異なる) 

5業務により異なる(直行直帰可能)
休日 7週休シフト制
給与 7経験者…月給25万円～可能 

研修期間(3ヶ月)は0として雇用 
9:00～17:00 時給1000円

資格 学歴不問、未経験者大歓迎 
要普通自動車免許

待遇 交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、
昇給有、社用車有、資格取得制度有 
※資格取得者・経験者優遇

負担金 5なし 

【職場情報】
事業 ガス器具修理・施工 

現場調査・点検業務

028-1160816

ＲＴＳ中部株式会社
A052-302-1737 担当/深野
名古屋市港区知多2-2217

東海市高横須賀町 yyyHkE
7①現場監督　②安全担当　③作業員

日給1万円～1万8000円 \

仕事 ①現場作業の工程管理 
②各現場の安全点検安全書類作成 
③建設、整備工事など 

【募集情報】
時間 8:00～17:00 

※休憩90分 

休日 基本は日曜日 
※事前申告があれば他の日もOK 

給与 日給1万円～1万8000円 
※経験・資格・年齢により考慮 

勤務地 日本製鉄㈱名古屋製鉄所内 

資格 経験・資格不問 

待遇 社会保険完備､賞与あり 

応募 お気軽にお電話ください。 
お問合せのみも大歓迎です。 
DOMONETからは24h応募頂けます。 
詳しくは､当社ホームページや 
DOMONETをご覧ください◎ 

【職場情報】
事業 重量物・精密機器据付・仮設足場掛払い 

各種製缶・各種溶接・各種配管工事 
鉄骨組立て・解体工事 

《ＵＲＬ》 
https://inomatakougyo.co.jp/ 
《担当から》 
あなたのヤル気をサポートします。 
未経験でも大丈夫､誰でも最初は初心者です｡

028-1165281

株式会社猪俣工業
A052-604-5130　担当/猪俣
東海市高横須賀町北猫狭間53-1

豊田市保見町 yyyFkm
01軽自動車での軽い荷物の宅配

日給1万円以上

☆事業拡大につき10名大募集☆ 
★20～60代の幅広い年代の方活躍中★ 
慣れてきたら日給1万8000円以上可♪ 

未経験者大募集！
仕事 軽自動車で軽い荷物の宅配のオシゴト 

軽い荷物が多いので主婦からシニアの方
も活躍しています♪ 
自動車運転免許があれば働けますので、
未経験の方大歓迎です！

【募集情報】
時間 8:00～18:00（実働7時間）※休憩あり 

※希望勤務日・希望時間考慮します♪ 
　週5日～勤務OK

給与 日給1万円以上 
※試用期間1か月、給与変動なし 

資格 ◇要自動車免許(AT可) 
◇未経験者大歓迎 

待遇 ◆制服貸与 
◆車通勤OK (無料社用車貸出有) 

応募 お電話にてお気軽にご応募ください
【職場情報】
事業 宅配業

028-1163971

ＶＦＣＭ株式会社
A050-7770-3706
愛知県豊田市保見町塚原17

尾張旭市庄南町 yyyFkm
01①事務所内軽作業スタッフ 
　　②事務スタッフ ③配送スタッフ

①②時給930～1100円 ③時給1300～1500円

長くても15時までだからお迎えや 
家事の時間も確保できます！

仕事 ①ユニフォームを畳んだり､ 
　袋詰めをします｡ 
②基本的なPC作業やデータ入力など｡ 
③ユニフォームの配送｡ 

【募集情報】
時間 ①②月～金/9:00～15:00(休憩有) 

　③月～金/8:00～16:00(休憩有) 
※②土曜日月1回勤務(9:00～12:00) 
　　可能な方優遇します｡

休日 ①②土・日・祝　 
　③土・日

資格 ①ミシンの好きな方歓迎 
②基本PC操作(Excel、Wordが使える方) 
　経験者の方歓迎 
③2t車乗れる方優遇

待遇 交通費規定支給､制服貸与 
マイカー通勤OK(無料R有) 
試用期間有(1ヶ月)

応募 まずはお気軽にお電話ください｡ 
面接時､履歴書(写貼)持参ください｡ 

【職場情報】
事業 ユニフォーム業

028-1157682

株式会社トゥデイ
A052-775-8463
尾張旭市庄南町3-10-7
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豊田市司町 yyypkr
01男女警備員

日給8000円～1万円 \

7月から心機一転して働きませんか？ 
寮あり・日払い・週払いOKで 

安定的にずーっと働ける環境です！
仕事 男女警備スタッフのお仕事｡ 

即日入寮できます｡ほとんどの方が 
未経験スタートなので､安心ですよ!! 

【募集情報】
時間 8:00～17:00(実働8h) ※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

給与 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 豊田オフィス(営業所)/豊田市司町2-9-1
資格 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
応募 まずはお気軽にAください｡ 

☆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!!

028-1160849

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)

地下鉄「藤が丘駅」]17分 zyyuks
洗車・車のコーティングのお手伝い

時給1050円～1300円

【週2･1日3h～レギュラーもOK"】 
学生･フリーター･主婦(夫)･Wワーク 
あなたの都合にあわせて働けます" 
未経験大歓迎"正社員登用あり

仕事 洗車やコーティング作業の補助など、簡
単なことからお任せします。未経験でも
OK！丁寧に、コツコツ作業するのが好き
な方にオススメのお仕事です。

【募集情報】
時間 シフト制　[例]10:00～18:00の内 

10:00～13:00／13:00～16:00(実働3h) 
10:00～16:00(実働6h) 
10:00～18:00(実働7h/休憩1h)など

休日 月曜定休 ※当社カレンダーによる
給与 時給1050円～1300円 

※経験/作業内容/時間帯などによる
資格 学歴性別不問、未経験者歓迎 

学生/フリーター/主婦(夫)/WワークOK
待遇 昇給有、制服貸与、社会保険完備 

交通費規定支給、マイカー通勤OK 
正社員登用制度あり、独立支援制度あり 
普通免許優遇、髪型/髪色自由、ヒゲOK

応募 お気軽にお電話ください
【職場情報】
事業 カーコーティングをはじめ、車の内装・

外装に伴う業務

028-1160836

有限会社ニシムラ　A西村
0561-61-6666
愛知県長久手市井堀102-1

名古屋･豊田市内､東海3県 yyyknr
70交通誘導･駐車場警備

日給7440円～1万2350円※C全額　\

1R寮､全175室でサポートします｡ 
自動車運転免許がなくても大丈夫!! 
面接時履歴書不要＆現地出張面接可!!
仕事 車両･自転車･歩行者案内誘導 

駐車場案内誘導
【募集情報】
時間 8:00～17:00　21:00～翌6:00 

※0週1日～勤務可
休日 7シフト制による週休2日制
給与 ※法定研修20hは1万8600円(日勤)
勤務地 名古屋市内(公共交通機関で通勤可能) 

豊田市内(集合場所からの送迎有) 
上記等､東海3県

資格 学歴不問､満18歳以上(警備業法による)､
未経験者歓迎

待遇 社保加入(健康･厚生･雇用)､生活サポート
給与前払制度(稼働分)､オール電化1R寮完
備､H年2回､C全額支給､U有､資格手当有

応募 〈金山募集センター〉 
名古屋市中区正木4-8-8-208 
〈名古屋事務所〉 
名古屋市天白区塩釜口1-838

【職場情報】
事業 総合警備業
《ＵＲＬ》http://nisso-h.jp

028-1153145

日綜警備株式会社
A0568-90-7700(本社)　採用担当迄

本社／春日井市東野新町2-6-10 
　　　日綜東野ビル

金山総合駅

金山

センター
募集

大
津
通

ドコモショップファミリー
マート

(国道19号)
伏見通

金山南ビル
(旧ボストン美術館)

名東区 xyyfkm
80大手商業施設の常駐警備

未経験/時給980円～経験者/時給1000円～ 

＼空調完備で体にやさしい☆／ 
施設警備で3名同時の大募集！ 

週5日しっかりも､週3日少しも大歓迎 
定年前後で始めた仲間も大勢います♪
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あり

【募集情報】
時間 早番／5:00～14:00 遅番／15:00～24:00  

＊週3日～6日で相談OK(いずれも休憩有) 
＊早番だけ､遅番だけなど選択も可能 
＊希望シフトを聞いて組むスタイルです

給与 ＊法定研修20h有(時給980円(日勤のみ))
勤務地 ◇施設／名古屋市名東区の商業施設内 

◇目印／東山線｢上社駅｣より車7分 
◇目印／名鉄瀬戸線｢喜多山駅｣より車8分 
★守山区・千種区からもアクセス便利

資格 18歳以上(警備業法による) 
未経験歓迎･年齢不問(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Rあり ◇社保完備 
◇残業手当 ◇装備品貸与 ◇深夜割増有

応募 まずはご応募の上､面接にお越し下さい｡ 
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)

028-1165693

(株) リースキン神奈川　ＬＫＫセキュリティ
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

蟹江町・豊川市・各務原市 yyykmn
7①施工スタッフ　②営業職

月給22万8163円～39万7000円　\

無資格・未経験OK！不況に強い仕事！ 
頑張りがしっかり評価されます!!
仕事 ①仮設・足場・建方スタッフ 

②既存顧客への営業
【募集情報】
時間 8:00～17:30(実働8h､残業月平均30h程度)
休日 週休2日制　※月9日(日曜、交代制)
給与 月給22万8163円～39万7000円 

※固定残業代(60h分､6万9483円～ 
　12万1000円)含む、超過分別途支給

勤務地 中部営業所/海部郡蟹江町西之森4-27 
豊川営業所/豊川市大崎町小林149-8 
岐阜営業所/各務原市蘇原六軒町4-11-27

資格 要普通免許
待遇 交通費規定支給､夏季·冬季·GW休暇､ 

有給休暇､車通勤可､無料駐車場あり､ 
試用期間4ヶ月(給与変動なし)､ 
昇給年1回､賞与年2回､各種手当(役職､ 
残業､住宅､家族)､退職金制度､ 
制服貸与､社員旅行､社宅制度､ 
レクリエーション､産休·育休制度有

応募 ご希望の営業所へご応募ください。 
詳細は下記QRコードより弊社ホーム 
ページをご覧ください！

【職場情報】
事業 建設用仮設設備のレンタル施工

028-1156077

株式会社山正
A0567-96-6999　採用担当まで
愛知県海部郡蟹江町西之森4-27
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名古屋市中区 yykn
1マンション共用部クリーンスタッフ

時給950円～ ※土･日･祝日 時給1000円～

新築マンションの清掃 
追加メンバー募集！男女共に歓迎!! 
平日のみ･土日のみ等シフトご相談OK 
地下鉄･バス共に通勤便利で働き易い
仕事 マンション共用部の清掃業務。 

掃除機掛け、拭き・掃き掃除など。男女
共に安心して始められる業務内容です。

【募集情報】
時間 9:00～16:00(休憩有) 

週2、3日からシフト柔軟に応相談 
平日だけ、土日だけOK!

給与 時給950円～ ※土･日･祝日 時給1000円～
勤務地 名古屋市中区栄三丁目の新築マンション
最寄駅 ｢大須観音｣駅･｢矢場町｣駅 

★名古屋市営バス｢若宮｣停スグ 
★名鉄バス｢矢場町｣停徒歩3分

資格 経験者・未経験者共に歓迎 
年齢・男女不問

待遇 交通費規定支給、扶養内勤務ご相談OK！ 
現地面接OK!、制服貸与

応募 まずはお気軽にお問い合わせください。 
ご応募・ご質問どちらも歓迎です。 
基本は採用係携帯までご連絡ください。

【職場情報】
事業 清掃業

028-1165425

株式会社　松大商事
A080-4223-7223又はA052-613-7223
名古屋市緑区境松1-201

名古屋市東区葵 yyypkm
0交通誘導スタッフ

日給8600円～1万1400円 + 交通費規定支給

20～60代スタッフ活躍中 
定着率も抜群の職場です◎ 

WワークOK！
仕事 工事現場での交通誘導中心。 

安定した仕事量が自慢の職場です♪
【募集情報】
時間 8:00～17:00､8:30～17:30(実働8h) 
休日 日･祝　※休み応相談
給与 日給8600円～1万1400円 

※スタートは8600円から、昇給あり！ 
※法定研修20h/2万2230円支給

勤務地 名古屋市内及び近郊(社用車勤務可)
資格 18才以上(警備業法による)､経験不問 

※有資格者は日給9300円以上
待遇 C規定､日払･週払OK(規定有)､昇給有､制

服貸与､社用車有､社会保険完備､資格取得
全額支援､半日出勤でも日給8600円保障 
精勤手当支給(7800円/月26日出勤) 
ガソリン代･コインパーキング代支給

応募 お気軽にAください｡ 
A後､履歴書(B貼)持参ください｡

【職場情報】
事業 警備業

028-1156000

有限会社大平警備保障
A052-932-7223　採用担当迄

名古屋市東区葵2-11-22 
アバンテージ葵ビル4F

◆仕事は納品メイン！◆
 

商品を納品することが
お仕事になりますが、

取引先の方とお話しすることも
あるため、営業や販売などの人と
接するお仕事の経験がある方は
経験を活かせると思います。

◆研修は？◆
 

運転免許証は中型以上で
お願いします。

3ヶ月程度は先輩スタッフが同行。
お客様との対応や納品ルートなど
を丁寧に教えていきますよ。｠

あま市 yyykmn
7ルート納品ドライバー

月給25万5000円 \

お客様に信頼されてお陰様で業績安定 
今回は増員募集です!  
もっとお休みがとれる 
働きやすい会社へ！

仕事 プラスチックグローブ、液体の洗剤、 
大人用の紙おむつなどの介護用品を 
納品するお仕事です。 
件数は1日15件～20件程度。 
重さ10～15キロほど。 
荷物は手積みですが、運搬は台車なので 
スムーズに運んでいただけると思います｡ 
ルートは担当制。

【募集情報】
時間 8:30～17:30(実働8時間)
休日 完全週休2日制(土･日)､有給休暇 

※会社カレンダーによる(年間休日110日) 
　産前産後休暇､育児休暇も整っています

給与 月給25万5000円 
※別途手当支給 
　能力手当、期末手当、扶養手当、 
　車両管理手当、資格手当

資格 要中型免許、未経験者歓迎 
40歳以下の方 
(若年層の長期キャリア形成を図るため)

待遇 車通勤可、交通費規定支給(月5万迄) 
昇給年1回、賞与年2回有、社会保険完備 
資格取得支援制度、保養所施設 
社員旅行、退職金制度、制服貸与 
※試用期間3ヶ月有(同条件)

【職場情報】
事業 特別管理産業廃棄物、産業廃棄物の収集

運搬及び介護福祉用品販売､ 
それに付帯する業務全般

《ＵＲＬ》http://www.ik-kondo.co.jp/

028-1162451

株式会社近藤
A052-441-3345 A溝口・奥田
愛知県あま市中萱津道場6

岐阜市領下 zyyukm
7メンテナンススタッフ

月給18万円～20万円

創業35年！取引先は全国の大手工場で
経営は安定しています。モノ作りが好
きな方歓迎！資格や経験はなくてOK！

30代のスタッフ活躍中！
仕事 ボイラーやタービンなどのバルブの分解

清掃、洗浄、点検、修理、塗装。簡単な
業務ですが、ライン作業ではないので自
分のペースででき、飽きがないお仕事で
す。2tトラックや社用車でのバルブ運搬
もお願いします。意欲のある方は幹部候
補の道も用意しております。

【募集情報】
時間 8:30～17:30
休日 土日祝
給与 月給18万円～20万円　※能力による
資格 40歳迄(長期勤続によるキャリア形成のた

め)、未経験歓迎、 
要普免許(AT限定可)

待遇 C規定支給､社保完､車通勤可､制服貸与､
試用期間3か月有(給与変動なし)､定年後
再雇用制度有、賞与有､出張手当有

応募 TEL後履歴書持参(写貼)下さい。 
職場見学も歓迎です。

【職場情報】
事業 産業用バルブのメンテナンス・修理

028-1162214

Kサービス株式会社
A058-247-3995　A小夏
岐阜市領下1723-3(キンカ株式会社内)

瀬戸市山脇町 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\

シニア･女性ドライバー活躍中! 
全車ドラレコ付(車内･車外) 

未経験でも安心して働く事ができます
仕事 100％無線車(流し無)､ナビ付き･ナビ配車 

定期便やルート配送をお任せします。 
お試し入社ありで働きやすい環境か 
確認してから入社できます！

【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〈20日勤務〉 
　月収25万円～47万円(昨年実績) 
1時給1100円～

資格 7要普通免許3年以上 
1要二種免許

待遇 残業手当有､無事故手当有､深夜割増有 
社保完備､賞与有､退職金有､車通勤可 
各種資格手当有､二種養成制度有 
女性専用車両完備､女性専用トイレ完備

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)
《ＵＲＬ》http://marusetaxi.com/

028-1148993

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

◆倉庫内作業◆
 
･男性活躍中!シンプル作業なので
｠未経験でも大丈夫!!
 
･車通勤可★交通費も支給!!
 

◇暑さ対策促進中◇
◇シンプル×カンタン×倉庫作業◇
頑張った方には寸志あり♪

◆トラックドライバー◆
 
･業務量が安定しているので
｠安心して長～く働ける◎
 
･キャリアアップも可能！
｠資格取得支援制度あり
 
･残業ほぼなし･土日休み♪
｠プライベートも充実★

蟹江町(蟹江ICから車で4分) yyykmn
①01倉庫内　②74tドライバー 
③01一般事務

①時給950円以上②月給23万～30万円 \

仕事 ①ドライバーが回収した産業廃棄物の仕
分け。その後､指定の場所へ台車を使って
運んでいただきます。 
②4tトラックを運転して､産業廃棄物の収
集･運搬をお任せ！回収した廃棄物を､指
定された場所に運んでいただきます。 
③PC入力作業､受付､応対など事務業務

【募集情報】
時間 ①③9:00～16:00  

★平日のみの勤務です ★残業ほぼなし! 
フルタイムでも､夕方前に仕事を終えられ
ます。土日もお休み!ご家庭の時間､ 
お仕事後はあなたの時間です♪ 
②8:00～17:30(休憩あり) 
★残業ほぼなし! 
日中のみ＆シフトは固定！夜はプライベ
ート､家族の時間を大切にできます◎

休日 ②日曜､第2･4土曜､GW､夏季､年末年始
給与 ①時給950円以上②月給23万円～30万円 

③時給930円 
※②研修期間3ヶ月/時給1000円～

最寄駅 JR関西本線｢永和｣駅､｢蟹江｣駅
資格 未経験者歓迎 

①③年齢･資格不問､フリーターさん歓迎 
②普通自動車免許 
中型免許やリフト免許ある方歓迎

待遇 交通費規定支給､車通勤可 
寸志あり※パート･社員問わず実績あり! 
②社会保険完備､昇給・賞与あり(業績に
よる)､健康診断あり(会社負担)､資格取得
支援あり(規定あり) 
①③休憩所あり､昇給あり､試用期間あり

応募 まずはお気軽にお電話ください
【職場情報】
事業 産業廃棄物収集運搬業・処分業

028-1155397

株式会社オクムラ
A0567-95-1153　採用担当
海部郡蟹江町西之森4-7



21

名古屋市熱田区横田 zxyuem
70警備スタッフ 
　　(①交通 ②駐車場 ③施設)

日給8500～1万円以上 \

日払いＯＫ!寮完備!70代の方活躍中! 
沢山お仕事があるので安定度抜群! 
慰安旅行や忘年会を毎年行っている 
アットホームな会社です！

仕事 ①交通誘導　②駐車場警備　③施設警備 

【募集情報】
時間 ①8:30～17:30 0週1日～応相談 

②土日祝の11:00～20:00 
③日勤/日祝8:30～17:15  
　夜勤/17:15～翌8:30(休憩有) 
　0週2日～OK(水日土等)

休日 7週1～2日※希望曜日相談に応じます
給与 日給8500～1万円以上 

※法定研修(3日間/20h･日中)1万8520円
勤務地 ①名古屋市及び近郊　②熱田区 駐車場 

③日進市 施設
資格 未経験者大歓迎､経験者大歓迎
待遇 経験者･普免所持者優遇､昇給･能力給有､ 

日払いOK(当社規定有)､制服貸与､ 
車通勤OK､研修期間1ヶ月有､寮完備､ 
レクリエーション多数(旅行･BBQ等)

応募 TEL後､履歴書(写真貼)持参下さい
【職場情報】
事業 警備業

028-1163797

株式会社 大廣(ダイコウ)
信頼と信用のダイコウ
A052-681-0340
名古屋市熱田区横田2-1-22

名古屋市名東区 zxyuam
01牛乳の配達スタッフ

時給1000円～

60代～70代の方が活躍中のお仕事！ 
ご自身のペースで働けるので 

体に無理なく働けるので大人気！
仕事 牛乳配達のお仕事です。 

集金業務もお願い致します。 
午前中のみなので午後からは孫との時間
や趣味の時間を満喫できます。

【募集情報】
時間 5:00～10:00 

①月・水・金　②火・木・土 
 ※両方勤務もOK 

給与 時給1000円～ 

資格 未経験者歓迎・学歴不問 
普通自動車免許(AT限定可) 

待遇 社員割引有、社用車有(車持込歓迎) 
早朝割増有、交通費規定支給 
車通勤可能 

応募 電話連絡の上、履歴書を持参ください。 

【職場情報】
事業 配達業

028-1163905

明治東名宅配センター
株式会社明治冷食
C0120-069-388A052-704-0693 木下宛
愛知県名古屋市名東区小井堀町1105

地域の安全を守る

交通誘導のお仕事
 

 
･安定の業種◎景気に左右
されないので長く働ける!

･60歳以上歓迎♪
｠資格保持者は手当あり!
 
･シフトは週1日～OK★
｠自分のペースで働ける!
 
･うれしい交通費支給!!

小牧市内及び近郊 yyykmn
01交通誘導スタッフ

日給8000円～1万円　\

＼大量採用中／ 
応募者全員と面接します！ 
★嬉しい資格手当あり★ 

未経験者･経験者どちらも大歓迎♪
仕事 交通誘導のお仕事をお任せします。 

1つの現場につき、ほぼ2人で担当してい
ただきます。スタッフ同士コミュニケー
ションをとりながら､和気あいあいと仲良
く業務にあたっていますよ♪

【募集情報】
時間 8:30～17:30 

※現場によって変動あり(午前中で終わる
ことも稀にあります) 
※雨天時は業務が中止になる場合があり
ます 
※残業ほぼなし 
◆週1日～､月1日～OK　◆WワークOK 
◆勤務日数はご相談ください

給与 日給8000円～1万円以上 
※資格をお持ちの方は優遇します 
※残業手当･資格手当あり(交通誘導2級､
警備員指導教育責任者) 
※法定研修20Hあり(時給930円)

最寄駅 名鉄小牧線｢味岡｣駅､｢小牧原｣駅
資格 18歳以上(警備業法による)､未経験者･経

験者歓迎､無資格OK､主婦･主夫歓迎､ブラ
ンクOK､学歴不問､大学生歓迎､年齢不問 
60歳以上のシニアの方歓迎､友達と応募
OK､髪型･髪色自由､ピアス･ネイル･ひげOK

待遇 交通費規定支給､車(マイカー)･バイク･自
転車通勤OK､労災保険､制服貸与､直行直帰
OK(現場による)､扶養内勤務OK､正社員登
用制度あり

【職場情報】
事業 警備業

028-1156404

株式会社ビッグウェーブ
A0568-77-4644　採用係
愛知県小牧市岩崎5-359

名古屋市瑞穂区 yyykno
8ルート配送・集荷スタッフ

日給9000円～

月収にして27万円以上可能！ 
～ 正社員登用の可能性有！～ 

20～40代から転職のスタッフも多数！ 
残業が無しの配送・集荷業務！

仕事 当社特約店への集荷・配送業務から始め
て頂きます。常時、2～3名にてハイエー
スにて移動します。活動エリアは尾張西
部、名古屋市北部となります。

【募集情報】
時間 8:00～16:30※休憩有、残業無し
休日 週休制、月6日以上 

※1ヶ月毎、休日希望日ご相談可能
最寄駅 地下鉄｢瑞穂運動場西駅｣]3分
資格 未経験者歓迎 

要普通自動車免許(AT可)
待遇 社会保険完備､C規定支給､各種手当有､ 

制服貸与､昼食補助有､正社員登用制度有
応募 お気軽にお電話にてご連絡ください。

【職場情報】
事業 雑貨・卸売業
《担当から》今回、定年を迎える社員がおり 
世代交替を踏まえての増員募集です。20～40
代の男性も大勢活躍中！10年以上勤続のスタ
ッフも多数。定着率が非常に良い職場です。
現在のスタッフの殆どが契約社員から､正社
員として活躍しています。

028-1163815

協立産業株式会社
A052-918-2011　採用係迄
名古屋市瑞穂区内方町1-6-2

羽島郡岐南町(面接地) yyykns
8列車見張りスタッフ

有資格者／時給1165円　※一律手当含む

★6･7月入社の方限定★ 
入社祝金5万円支給(規定有) 
資格取得費用全額会社負担$ 
有資格者優遇します◎

仕事 鉄道関連の工事現場で､ 
作業員に列車の接近等を知らせるお仕事｡

【募集情報】
時間 ８:00～17:00(休憩あり) 

※現場により異なる　※シフトは応相談
給与 時給1165円(※一律手当含む） 

※「列車見張員」無資格者/時給920円～ 
※研修最長3ヵ月(短縮有) 
  (法定研修20～30h含む)/時給900円～

勤務地 主に岐阜市･羽島市･各務原市の各現場 
※直行･直帰OK

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 交通費規定支給､昇給有､賞与年2回 
社会保険完備､正社員登用制度有 
資格取得費用全額会社負担､各資格手当 
制服・装備品新品貸与､残業手当

【職場情報】
事業 警備業
《担当から》鉄道好きの方からの 
 問い合わせ･入社も多数あり♪ 
 ※出張面接します※

028-1153969

株式会社安全警備
A058-249-5050　採用担当まで
岐阜県羽島郡岐南町平成3-166

★増員募集!!★
安定した需要のある業界
自分のペースでできる

 

未経験者も大歓迎!!
手に職をつけられる
お仕事です!

◆この仕事のポイント◆
 

 
・1人でモクモクと作業できる
 
・自分のペースで仕事を
　進められる
 
・休憩時間など好きなタイミングで
　取れる

名古屋市東区豊前町 zyyukm
7建設現場作業員

月給25万円～35万円

【未経験でも成長できる】 
手に職をつけたいなら当社へ！ 
1人ひとりに合ったお仕事を 

お任せします
仕事 現場は愛知・岐阜を中心に、三重を含む

東海3県です。 
片付けや仕分け、清掃などの簡単な作業
から、コンクリートの穴空けや金具の取
り付けなどの業務をお任せします。

【募集情報】
時間 8:00～17:00(休憩有) 

休日 日曜日､他 
年末年始､GW､お盆休み 
年間休日105日 

給与 月給25万円～35万円 
★皆勤手当1万円 

最寄駅 地下鉄桜通線｢車道｣駅より徒歩10分 

資格 普通自動車免許必須(AT限定可) 
学歴･経験･年齢不問 

待遇 車通勤可(無料駐車場有)､ 
制服貸与(無償)､ 
雇用保険･労災保険･健康保険､ 
厚生年金加入 

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 建設業
《担当から》 
｢好きな時にお休みが取得できる｣ようにする
ための増員です。社員を大切にし､プライベ
ートが充実できるように働き方改革に取り組
んでいます!!

028-1165426

有限会社ミスズダイヤモンド
A052-930-7267 採用担当まで
名古屋市東区豊前町2-78 ヤマダ殖産ビル1F
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名古屋市中村区沖田町 yykn
7自動車ガラスの張替え・補修

月給20万円～　\

未経験から手に職つけられます！ 
車好きな方にピッタリ★ 
異業種からの転職者も 
多数活躍しています！

仕事 ディーラーやモータースなどから 
依頼を受け、自動車ガラスの 
張り替え・補修作業を行います。

【募集情報】
時間 8:45～17:45(実働8時間、休憩60分)
休日 週休2日制(日曜＋他2～3日) 

※月によって異なる 
祝日､年末年始休暇､夏季休暇､有給休暇 
★年間休日･有給取得含め110日以上 
　(昨年実績)

給与 月給20万円～＋各種手当 
(年齢・能力を考慮)

資格 未経験者歓迎､高卒以上､ 
要普通自動車免許 
★自動車整備士資格お持ちの方歓迎 
　入社後､会社負担で資格の取得も可能◎

待遇 社会保険完備､交通費規定支給､賞与年2回 
昇給年1回､制服貸与､保養所 
資格取得補助(全額会社負担) 
報奨金制度､退職金制度(会社規定あり)

【職場情報】
事業 新車・一般車のガラス販売・施工　他

028-1155635

株式会社タカノ
A052-482-0366　採用担当
名古屋市中村区沖田町377

名古屋市中村区名駅 yyyFkn
1名駅周辺のビルでの日常清掃

時給1130円 \

◇モード学園スパイラルタワーズ◇ 
名古屋駅直結でアクセス◎ 

日中の清掃で最大時給1130円♪ 
午前のみの短時間勤務!

仕事 名古屋駅スグのビル清掃 
少し朝は早いですが駅チカでアクセスも
良いので勤務しやすいです。 
30代～60代の女性活躍中。 

【募集情報】
時間 7:30～11:00(実働3.5h)　※週5日
休日 日曜･祝日　※春夏冬に長期休暇有
給与 時給1130円／交通費無 

時給1000円／交通費有
勤務地 モード学園スパイラルタワーズ 

(名古屋駅直結※徒歩3分)
資格 未経験者歓迎､主婦･主夫歓迎
待遇 制服貸与､有給休暇､研修有
応募 まずはお気軽にお電話ください 

勤務開始日もご相談ください 

【職場情報】
事業 清掃･ビルメンテナンス業

028-1164185

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

◇地理が不安でもOK◇
社用車にはナビが
搭載されているため
安心して働けます!

名古屋市､刈谷市 yyykms
8アクアクララのルート配送スタッフ

日給9100円　\

☆異業種出身者多数☆ 
★土日休みでプライベートも充実★ 
☆未経験者大歓迎"社員登用有☆ 
★面接時は履歴書不要です★

仕事 注文先のご家庭やオフィスへボトルを配
送、空ボトル回収等をするお仕事です♪ 
※ノルマはありません。 
☆入社後は先輩の運転で同行し、仕事の
流れを覚えられるので安心です♪

【募集情報】
時間 8:30～17:00､9:00～17:30(実働7.5時間) 

※残業月平均10時間程度
休日 土日(年末年始､有給休暇あり) 

※月1回土曜出勤(振替休日あり) 
※土曜出勤は割増あり

給与 日給9100円 
※試用期間2ヶ月は時給1200円 
【月収例】 
20万200円(日給9100円×月労働日数22日
の場合)

勤務地 ・名古屋市北区北久手町252 
・刈谷市一ッ木町8-10-5

資格 ◆要普通免許(ＡＴ可) 
◆学歴不問　◆未経験者歓迎

待遇 車通勤可※車通勤時は駐車代個人負担/月
2000円､研修あり､昇給･賞与あり(寸志程
度)､社会保険完備､制服貸与､交通費規定
支給､新規顧客獲得インセンティブあり､
保育手当あり､残業手当あり､社員登用あ
り､福利厚生倶楽部(飲食・レジャーなど
各種割引サービス)

応募 まずはお気軽にAください 

【職場情報】
事業 水の宅配サービス

028-1162263

アクアクララ中部　㈱トーカイ
A058-392-1281　担当／丸山まで
岐阜県羽島市江吉良町江中4-2

勤務地により異なる yyyFkn
01オフィスビル･地下鉄駅構内の 
　　クリーンスタッフ

時給960～1300円　\

クリーンスタッフ募集$(社保完備) 
シニア(60歳以上)･主婦(夫)応援! 
未経験者歓迎!40～60代女性活躍中!!
仕事 バキューム掛け、床清掃(掃き拭き)、 

ゴミ回収、トイレ清掃
【募集情報】
時間 ① 8:45～17:00　 ※週5日シフト 

② 7:30～15:30   ※週5日シフト 
③23:30～翌6:00  ※週5日シフト 
④ 6:30～ 8:30   ※月～木 
⑤ 6:00～ 9:00   ※月～金 
⑥ 6:30～14:30   ※月～金

給与 ①②時給960円　③時給1300円 
④⑤⑥時給1000円 
※⑥62歳以上の方は9～17時は時給930円

勤務地 ①丸の内駅構内or高畑駅構内 
②③地下鉄各駅 
④⑤伏見駅]5分のオフィスビル 
⑥東別院駅]5分のオフィスビル

資格 未経験者歓迎、学歴不問
待遇 交通費規定支給(上限月5万円) 

社会保険完備、ロッカー有､有給休暇
応募 受付:平日(9:00～17:30)面接は当社にて

【職場情報】
事業 総合ビルメンテナンス(名証二部上場)

028-1162425

大成株式会社
C0120-758-045　A052-242-3222

名古屋市中区栄3-31-12(本社) 
｢矢場町｣駅④出口すぐ

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 yyykmn
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

028-1157413

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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JR東海グループで
安心･安定のお仕事♬
勤務継続により昇給有
半年後：7600円
1年後：7700円
3年後：7800円

以降も日給UPします♪

岐阜県大垣市 yyykns
8鉄道クリーンスタッフ

日給7500円　\

◆電車車両の清掃スタッフ◆ 
幅広い年代の男女が活躍中！ 
接客なし、モクモク作業！ 
◇夜勤できる方歓迎◇

仕事 JR線車両清掃(JR東海道線を中心とした列
車の車内・車外清掃) 

【募集情報】
時間 [日勤] 

8:35～17:20(実働7h30m) 
[夜勤] 
17:30～翌2:15(実働7h30m) 

休日 月8～9日 

給与 日給7500円 
※勤続半年､1年､3年､6年､10年後 
　日給100円ずつUP 

勤務地 岐阜県大垣市南一色町榊520 
JR東海大垣車両区構内

最寄駅 養老鉄道養老線「室」駅 徒歩約6分
資格 未経験者歓迎、フリーター歓迎、 

主婦・主夫歓迎
待遇 賞与年2回 

社会保険完備 
社員登用制度あり 
制服貸与､研修制度あり 
交通費支給(規定内) 
22時～翌5時は深夜割増有 
介護・育児休暇制度あり 
有給休暇あり(6ヶ月以降) 
更衣室完備 

応募 面接の際は履歴書(B貼)持参ください｡
【職場情報】
事業 清掃サービス業

028-1159332

セントラルメンテナンス株式会社　大垣事業所
A0584-78-9456 採用担当

岐阜県大垣市南一色町榊520 
JR東海大垣車両区構内

★20～50代幅広く活躍中!
★社内イベント多数♪
オフの時間は
メンバーとフランクに!
働きながら､自然と
体が鍛えられます！
先輩がサポートします

名古屋市中村区名駅 zyyukn
1レインウェア･合羽メーカーの 
　倉庫内出荷作業スタッフ

時給1000円

◎倉庫内での商品の出入荷作業◎ 
仕事も楽しめる職場が一番♪ 
飲み会や遠足等、イベント多数♪ 
＼20～50代スタッフ活躍中‼／

仕事 ･荷物の積み下ろし､20kg程を台車運搬 
･倉庫内で部品･商品整理 
･来客時は対応もお願いします

【募集情報】
時間 9:00～17:30 

※昼休憩と小休憩あり 
　(夏場は1hに1回小休憩あり) 
★週5日(月～金)の勤務 
フルタイムが難しい場合は、月・金に 
出勤可能ならば、他は別途相談可 
★繁忙期は秋冬から2～3月

給与 時給1000円
最寄駅 各線｢名古屋｣駅から徒歩15分
資格 未経験者歓迎、資格不問 

倉庫内作業経験者大歓迎！ 
長期勤務できるかた優遇 
普通免許あり優遇

待遇 社会保険完備 
交通費規定支給(上限3万円/月) 
★社内イベント･遠足あり

【職場情報】
事業 合羽、防水エプロン 製造・加工・販売

028-1160667

船橋株式会社
A052-571-6346／採用担当
名古屋市中村区名駅5-23-8

老舗レインウェアメーカー
スタッフ同士の仲が良く
仕事でいい汗をかいた後
飲みに行くスタッフも♪

安心の職場環境で
長期で働けます!!

 
幅広い年代の
男女多数活躍中!

 
シフト面接時に応相談

未経験でも安心
シンプルでカンタンな
作業からスタートOK

 
安定した収入が
見込める仕事です

あま市 zyyukn
01お弁当の製造補助スタッフ

時給926円～

生産増に伴いお弁当の 
製造補助スタッフ大募集!! 

安定した環境で働きたい方にピッタリ 
幅広い年代の方が活躍中です！

仕事 コンビニなどのお弁当の盛付・調理・ 
炊飯・仕分け・箱洗い・清掃など 
★初心者でも安心!  
★カンタンな作業です！ 

【募集情報】
時間 日勤 9:00～18:00 

夜勤20:00～翌5:00 
※休憩有 
※面接時に勤務日数･時間等 
　シフト応相談 

給与 時給926円～ 
※22時～翌5時までは深夜割増有 

資格 高卒以上 
未経験者歓迎 
長期勤務歓迎 

待遇 交通費規定支給 
社会保険完備 
制服貸与 
車通勤OK 
深夜割増有 

応募 まずはお気軽にお電話ください。 
電話連絡後､履歴書をご持参の上、 
ご来社ください。 

【職場情報】
事業 弁当・惣菜を製造配送

028-1157940

株式会社日本デリカフレッシュ名古屋工場
フジパングループ
A052-444-3210
あま市下萱津新替998

難しくないので
初めての方でも
安心して働けます♪

 

働きやすい環境で
長期勤務もOKです！

愛知郡東郷町 yyyFkn
81入金機・両替機のエラー対応

時給1000円＋交通費規定支給

☆  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！☆ 
☆    未経験の方も大歓迎♪    ☆
仕事 入金機・両替機に詰まりなど機械の 

不具合等が発生した際に対応をお願い 
します｡ 
待機時間も比較的多く､難しくないので 
未経験の方でも安心してできますよ♪ 

【募集情報】
時間 8:30～17:30 

※実働8h､休憩1h 
8週4～5日勤務OK! 
1週2～3日勤務OK!

休日 8週休シフト制
給与 時給1000円＋交通費規定支給
勤務地 愛知郡東郷町
期間 長期勤務できる方歓迎
資格 未経験の方､大歓迎
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､昇給･賞与あり

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。 
WEBからは24h受付中です。

【職場情報】
事業 施設･設備の保守､清掃業務 

《担当から》 
働き方はあなたのライフスタイルに合わせて
お選びください。 
｢しっかり働きたい｣方は週4～5日勤務で♪ 
｢趣味や家庭を優先させたい｣｢無理なくほど
ほどに働きたい｣方は週2～3日勤務で♪ 
まずは何でもご相談してくださいね。

028-1159106

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

名古屋市西区枇杷島2-6-28 
ALSOK愛知警送ビル6F
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業績好調につき
増員募集‼
セコムを取り扱って
30年‼

未経験大歓迎♪

名古屋市中村区 yyyknr
①7セコムの設置･取付･メンテナンス 
②78列車見張業務 

①7月給23万円～②7月給17～20万円\

◆◇ セコムを取り扱って30年$ ◇◆ 
◆◇ 業績好調につき増員募集$ ◇◆ 
◆◇　 年齢･経験･学歴不問♪ 　◇◆ 
◆◇ 楽しい仲間が待ってます！ ◇◆
仕事 ①セコムセキュリティシステムの 

　設置･取付･メンテナンス業務 
②列車の接近や通過を見張る仕事

【募集情報】
時間 ①8:30～18:00(休憩あり) 

②8:00～17:00(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 ①月6日(日曜日含む) 
　GW･夏季･年末年始 
②7月6日 
　8週休制､応相談 共通:年末年始

給与 ①7月給23万円～ 
②7月給17～20万円 
　8昼勤/日給8000～1万3000円 
　　夜勤/日給1万円～1万5000円 
◆①②試用期間3ヶ月(給与同じ) 
　　法定研修有(日勤20時間/1万8520円)

最寄駅 地下鉄｢本陣｣･｢中村公園｣駅より]15分
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 
①7電気工事士をお持ちの方歓迎

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､寮あり 
7賞与あり､車通勤可(駐車場完備) 
8正社員登用制度あり

【職場情報】
事業 電気工事業･警備業 SECURITY(安全･安心･

安定)の総合メーカー
《ＵＲＬ》http://marusho-cl.com/

028-1155280

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)

増員！ 大量募集！
 

入社祝金7万円支給!(8のみ)
 

主に30～60代が
活躍中

 

年間休日121日！

名古屋市熱田区･港区 yyykns
81施設警備スタッフ

8時給1050円　1時給1000円　\

*  増員$ New Staff大量募集$  * 
*  入社祝金7万円支給$(8のみ) * 
*東証一部上場企業ALSOKグループ * 
*    充実の休日♪＆高待遇♪    *
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。 
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 24時間勤務 

★変形労働時間制/月標準162～163h 
　9:30～翌9:30/月平均10回勤務 
◆実働16h(休憩･仮眠あり) 
※1週1日から要相談

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 
※南一番町のみ/時給81000円1950円

勤務地 ■名古屋市熱田区川並町2-12 
■名古屋市熱田区南一番町1-10 
■名古屋市港区野跡5-4-16 
■名古屋市港区大江町6-7 
■名古屋市港区昭和町14-1

資格 未経験者大歓迎 
異業種･異職種からの転職歓迎 
要普通運転免許(AT限定可)

待遇 社会保険完備(1規定有)､交通費規定支給 
有給休暇(8入社時･3日､半年後･10日支給) 
制服貸与､休日出勤手当あり(35%割増) 
時間外･深夜勤務手当あり(25%割増) 
業績連動賞与あり(年1回※2年目から) 
正社員登用制度あり　 
入社祝金7万円支給(契約社員のみ) 
◎年間休日121日

応募 まずはお気軽にお電話ください。
【職場情報】
事業 警備・施設管理業

028-1158992

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

春日井市明知町 yyyFkn
01①軽作業②畜産品加工·パック詰め
　　③水産品のパック詰め

時給930円～945円\

食品センターでのお仕事です！ 
週に2日～OK！曜日応相談！

仕事 ①軽作業(開梱作業・コンテナ抜き取り・ 
　仕分け) 
②畜産品のミンチ加工・パック詰め 
③水産品のパック詰め

【募集情報】
時間 ①②8:00～17:00　③16:00～22:00 

※週2日～OK　土日のみ可
給与 時給930円～945円 

※月間の土日祝出勤日数により時給アッ
プ(最大945円)。平日のみは時給930円 
1～3日は時給935円にアップ 
4～6日は時給940円にアップ 
シフトおまかせは時給945円にアップ

資格 未経験歓迎、年齢不問、学生･主婦(夫) 
歓迎、高校生は22時まで

待遇 C規定支給、休憩室有、制服貸与、車通
勤OK、Wワーク(掛け持ち)OK。 
地域により送迎有(高蔵寺駅､勝川方面等
とセンター間を結ぶ) 
※詳しい時間帯はお問合せ下さい

応募 お問合せのみも歓迎です
【職場情報】
事業 総合物流業

028-1158254

グリーンゼネラルサービス株式会社
C0120-451-391(日・祝除く8～18時)

春日井市明知町字頓明1514-88 
オークワセンター内

知多市内や知多市近郊 yyykns
01公園などの緑地維持・管理

時給1000円～1500円

週2日から勤務OK!週5日勤務もOK! 
)ご希望の働き方ご相談ください) 

60歳以上のシニアの方活躍中! 
◎未経験でも丁寧に教えます◎

仕事 【ゴミ回収や草刈などの簡単な作業】 
利用者がいつでも気持ちよく過ごせる 
環境づくりをお願いします。 
原則2人で作業にあたります。 
軽作業が中心で、屋外で適度に 
体を動かせるので、健康維持にも 
ピッタリのお仕事ですよ｡

【募集情報】
時間 8:00～17:00（休憩あり）※シフト制 

★勤務日数応相談 
★週2～3日勤務OK

給与 時給1000円～1500円 
※研修期間7日間は時給926円

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・無資格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

028-1159497

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

一宮市・本町 yyyqks
01駐車場･イベント会場･工事現場の 
　　交通誘導･案内スタッフ

時給1000円 \

時給1000円！月収20万円以上も可能? 
旅行好きには嬉しい特典や 
入社祝い金もあり★

【募集情報】
時間 8:00～17:00 ※現場による 

(実働8h､休憩･残業有) 
※週1日～OK 
※休憩は体調に合わせて小まめに 
　とります

給与 時給1000円 
◎法定研修(3日/20h)給与1万8520円 
※有資格者は資格手当別途支給!!

資格 18歳以上の方(警備業法による) 
60歳以上のシニアの方歓迎！ 
未経験の方大歓迎

待遇 制服貸与､残業手当有､随時昇給有 
社員登用制度有､社会保険完備､寮完備 
全国リゾート施設有(エクシブ) 
資格取得費用全額会社負担 
週払いOK(規定有)､資格手当/月最大6万
1600円､入社祝い金3万円有(規定有)

応募 まずはお電話にて面接予約の上､履歴書 
(写真貼)をご持参ください。

【職場情報】
事業 警備業

028-1145309

東洋警備保障株式会社
A0586-25-1550　採用係
一宮市本町3-11-7 長谷川ビル1F
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名古屋市千種区 zxyueF
0日常の清掃スタッフ

時給1000円＋交通費規定支給

火曜・金曜のみ勤務（週2日） 
病院内事務エリアの清掃 

40代･50代の女性スタッフ活躍中$
仕事 ご家庭で行っている家事の延長線上の 

お掃除になります。 
特別な機械の使用はありませんので、 
カンタンにお仕事を覚えて頂けます！

【募集情報】
時間 8:00～15:00 (休憩あり)
休日 月・水・木・土日祝 

※お盆、年末年始の長期休暇あり
給与 時給1000円＋交通費規定支給 

<収入例> 
月収4万8000円～5万4000円 
※月8～9回の勤務×1日6時間の場合

勤務地 千種区星ヶ丘元町の病院内
最寄駅 地下鉄「星ヶ丘」駅徒歩5分
資格 未経験者歓迎
待遇 交通費規定支給､制服貸与
応募 現地面接も行います。 

まずはお気軽にお問い合わせください。
【職場情報】
事業 清掃業

028-1165194

株式会社名神総合サービス
A052-400-2788　担当/菅沼(すがぬま)
愛知県清須市助七1-179

名古屋市 yyyqkn
01交通誘導員

日給8500円～1万3000円+交通費規定支給

予定より早く終わっても 
“日給保証”で収入安定!! 
短期･直行直帰OK! 

勤務日数相談にのります♪
仕事 警備のお仕事が初めての方でも安心して

ください♪とても簡単な仕事です!! 
【お仕事内容】 
★コーンを並べる 
★車を止める 
★人や車輌の誘導 他

【募集情報】
時間 8:30～16:00(休憩1h) 

8:30～17:30(休憩1h) 
※現場により勤務時間が異なります。 
※週1日､1日6.5h以上 
 ご都合に合わせて働けます

休日 日曜･祝日定休
給与 日給8500円～1万3000円+交通費規定支給 

※法定研修(日勤20h)…時給930円
勤務地 名古屋市内
最寄駅 地下鉄桜通線｢吹上｣駅
資格 制服貸与､車･バイク通勤OK､週払いOK 

交通費規定支給､残業手当あり 
扶養内勤務可能、正社員登用あり

【職場情報】
事業 交通誘導警備業務､雑踏警備業務､他

028-1162492

株式会社ABCセキュリティー
A052-784-4803
名古屋市昭和区曙町3-4-5 ABCビル

一宮市 yyykmn
01食品工場スタッフ

①～④:時給950～1250円　※右記参照

＼働きやすさ自慢／ 
会社説明会も行っています‼

仕事 右記参照(フルは休憩有)
勤務地 イニシオフーズ株式会社 名古屋工場 

一宮市明地字南茱之木25-1
期間 最低5日以上の勤務　※右記参照
資格 主婦(夫)さん大歓迎！未経験OK！
待遇 ②③④C全額､車･バイク･自転車通勤可 

社会保険完備､制服貸与､皆勤手当有､ 
正社員登用有､扶養内勤務可､深夜割増有 
各線一宮駅より送迎バスあり(約15分)

事業 食品製造･販売(日清製粉グループ)

028-1156622

イニシオフーズ株式会社 名古屋工場
A0586-82-0861　採用担当
愛知県一宮市明地字南茱之木25-1

＼未経験者大歓迎／
現場は駅チカで便利◎
 

■日払い･週払いOK
　(規定有)

■現金支給OK
■定着率バツグン！
≪ 面談即決！≫

↓[好条件]滋賀県も同時募集↓
 

寮あり!風呂･エアコンつき!
採用当日から入寮OK!

 

所持金ゼロでも応援!
条件は相談してください♪

滋賀県全域･名古屋市内 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 \

今の環境を変えたい方大歓迎 
)60～70代活躍中)直行･直帰OK！ 

現場は駅チカで便利！ 
日払い･週払い！面談即決！

【募集情報】
時間 8:00～17:00(ほぼこの時間で終了です) 

※01週1日～勤務OK 
　　　自分のペースで働けます 

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（本社/滋賀県愛知郡) 
・名古屋市内の建築現場がほとんど 

資格 男女･年齢不問　※18才以上(警備業法) 
未経験､60歳以上の方大歓迎 

待遇 日払い･週払いOK(規定有)､現金支給OK 
資格取得支援有､社員登用有､制服貸与 
滋　賀/寮有(寮から車に乗って現場へ) 
　　 　※研修初日より日払い相談可 
名古屋/交通費規定支給 
　　　 現場直行･直帰もOK！ 

【職場情報】
事業 警備業

028-1160274

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 
アイアンビル金山703号
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40～60代の
女性活躍中！

 

清掃のオシゴト

7:00～11:00
5:00～9:00

 

選べる勤務時間♪

名古屋市千種区 xyyeFk
901ビル・マンション清掃スタッフ

時給1200円　\

40～60代女性活躍中！！ 
午前のみの勤務でプライベート充実♪ 

長く続けやすい環境です！ 
未経験者歓迎・年齢不問♪

仕事 ビル･マンションのふき掃除や掃き掃除､ 
トイレ掃除をお願いします。 
未経験でもできる簡単な日常清掃のお仕
事です｡1日平均3.5時間で終わりますが､ 
4時間分の給料がでますよ♪ 

【募集情報】
時間 7:00～11:00 

5:00～ 9:00 
※01は週3日～勤務OK 
※上記の時間帯で希望時間を考慮 

休日 9週休2日シフト制(日・祝休み) 

給与 時給1200円 
(試用期間1カ月は時給1000円) 

最寄駅 千種駅より]3分 

資格 ◇未経験者歓迎 
◇ブランクＯＫ 
◇主婦(夫)歓迎 

待遇 ◆制服貸与 
◆年2回ミニボーナス有 
◆Ｗワーク歓迎 

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

028-1162290

豊栄管理株式会社
A052-733-1244　採用担当まで
名古屋市千種区内山3-26-2

豊田市 yyykmn
7①自動車の塗装スタッフ  
　②自動車の溶接スタッフ

①月給20～25万円　②月給23～28万円

★手に職をつけて働きませんか★ 
☆未経験の方も大歓迎☆ 

★ちょっとうれしい日月やすみ★ 
☆長期休暇・有給休暇あり☆

仕事 お客様のご要望に合わせた 
①自動車・トラックの塗装 
②自動車二次架装、主にトラックの架装

【募集情報】
時間 8:50～17:20(休憩有)
休日 日・月曜日(会社カレンダーに準ずる)
給与 ①【未経験者】月給20万円以上 

　【経 験 者】月給25万円以上 
②【未経験者】月給23万円以上 
　【経 験 者】月給28万円以上

勤務地 愛知県豊田市宝町津花130 
[(株)ATビジネスグッドラック内]

資格 ◆未経験者歓迎　◆経験者優遇
待遇 ◇制服貸与　　　◇車通勤可 

◇有給休暇あり　◇社会保険完備 
◇各種手当あり(資格・家族等)

応募 まずはお気軽にお電話ください 
事務所不在の為､携帯電話へ 
ご連絡ください

【職場情報】
事業 自動車塗装業

028-1164431

国金塗装株式会社
A090-4255-5101

愛知県豊田市宝町津花130 
(株)ATビジネスグッドラック内

名古屋市中川区 xyydFm
01清掃スタッフ

01時給1000円＋交通費規定支給

シニア(60歳以上)さん大活躍$ 
新規の現場、欠員対応を 

お願いします！
仕事 施設・マンション・病院など、 

床･水回り･トイレの清掃をお願いします｡
【募集情報】
時間 8:00～17:00(休憩あり)時間応相談 

給与 時給1000円＋交通費規定支給 

資格 フリーター歓迎 主婦・主夫歓迎  
長期歓迎 未経験者可 経験者歓迎 

待遇 交通費規定支給 
制服あり  
車通勤･自転車通勤ＯＫ  
車両手当1万円(規定あり) 
※ガソリン代も規定支給あり 

応募 お問い合わせのみもOKです 
お気軽にご連絡ください。 

【職場情報】
事業 清掃業

028-1162643

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(本社)

①②東海市　③長久手市 xyydkn
2清掃スタッフ

時給1100円＋交通費規定支給

40代～60代女性活躍中！WワークOK！ 
多くのシニア(60歳以上)活躍中！ 
拭き・掃き掃除がメインなので 
体に負担なく働けます！

仕事 ①某企業の社員寮内の清掃 
②工場の事務所棟の清掃 
③スーパー店内の日常清掃 
※すべてトイレ含む

【募集情報】
時間 ①9:00～12:30 ※30～60分残業可能性有 

②6:00～10:00 
③7:00～17:00(実働8H) 
　※週1日のみの勤務です

休日 ①水・日　 
②土・日 
③月～日の内6日間

給与 時給1100円
勤務地 ①東海市横須賀町(尾張横須賀駅]5分) 

②東海市荒尾町(聚楽園駅]1分) 
③愛知県長久手市内(藤ヶ丘駅]15分)

資格 学歴・経験不問
待遇 制服貸与、交通費規定支給 

①③車通勤可(無料駐車場有)
【職場情報】
事業 一般労働者派遣事業(派23-302033) 

有料職業紹介事業(23-ユ-301576)

028-1163816

株式会社コ・ラボ
A052-253-5076 採用担当 鈴木宛
名古屋市中区錦2-8-15　GS第3伏見ビル2階
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東海市名和町 yyykns
01オフィスビルの清掃

時給950円～1200円

＼年齢・資格不問／ 
家事の延長で出来るお仕事です 
☆60歳以上のシニアの方歓迎☆

仕事 オフィスビル内で掃除機･モップ掛けや 
トイレ清掃などをお願いします｡ 
難しい作業はなく､拭く･掃くといった 
日常的な清掃が中心です｡ 
1人現場ですが､初めは必ず先輩が 
一緒に付きますので､ご安心くださいね｡

【募集情報】
時間 8:30～16:30（休憩あり）※シフト制 

★勤務日数応相談 
★週2～3日勤務OK

休日 原則　土日祝休み
給与 時給950円～1200円 

※研修期間7日間は時給926円
勤務地 東海市名和町
資格 普通自動車免許（AT可） 

未経験・無資格OK 
車で現場に移動できる方

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

028-1159521

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

多治見市市之倉町 xyydmn
1デイサービス運転手

時給950円

定年後の時間を有意義に使いたい方 
年金はもらっているけど 
まだまだ働きたい方 

ご応募お待ちしております$
仕事 朝夕の時間帯においてご自宅から施設の

送迎及び乗り降りのサポート 
車両の清掃業務 
★使用車両は小型車･軽自動車です 

【募集情報】
時間 8:30～9:30､16:00～17:30 

※どちらも勤務可能な方 
※週1日～週5日でご相談ください 

給与 時給950円 

最寄駅 市之倉ハイランド バス停から徒歩5分 

資格 主婦･主夫歓迎､未経験歓迎 

待遇 交通費規定支給､無料駐車場完備 

応募 お気軽にお問い合わせください 

【職場情報】
事業 老人介護福祉施設

028-1160237

株式会社 総合福祉ひまわり
A0572-28-3113 担当/山田
岐阜県多治見市市之倉町13-83-353

名古屋市中区金山(面接地) xyyekm
70交通誘導スタッフ

日給8000円～1万円（本文参照）

◆20代～60代男女活躍中◆ 
年齢・経験不問$ 

応募された方、全員面接いたします！ 
人を大切にする警備会社です

【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､昭和区､名東区、 
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！！

028-1161692

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

稲沢市西町 zyyumn
01①食品仕分け ②リフト

01①時給950円 ②時給1200円～\

＼東証一部上場企業／ 
トランコムグループの募集 

学歴・経験不問 
扶養内勤務・Ｗワーク・ブランクOK
仕事 ①チルド庫内でのピッキングや梱包作業 

②リフトでの商品の整理や仕分け作業 
※取扱商材はチルド商品牛乳や豆腐、 
　フルーツ、お総菜などです。

【募集情報】
時間 ①17:00～22:00、18:00～22:00  

　19:00～ 0:00   
　※週2日＆1日4h～OK 
② 9:00～18:00　   
　※週2日～OK、時短勤務もOK

給与 ①時給950円 ②時給1200円～ 
※土日祝は時給＋50円

最寄駅 国府宮駅から車で10分
資格 土日祝いずれかに勤務できる方 

②要リフト免許
待遇 社会保険完備(法定)、車･バイク通勤可 

社員登用制度有、昇給、制服貸与
応募 面接から採用決定まで最短1日" 

まずはお気軽にお電話ください*
【職場情報】
事業 総合物流業

028-1165463

トランコムEX中日本(株) 稲沢ロジスティクスセンター
A0587-34-6003/採用担当(受付9～18時)
稲沢市西町3-15-40



28

【お総菜の調理スタッフ】
 

★未経験者大歓迎!★
★学歴不問★

★20～40代が活躍中★
 

安定して長くお仕事が
続けられます!!

【衛生チェック】
 

シニア世代(60歳以上)
の方が3名活躍中の
職場です♪

 
まずはお気軽に

お問い合わせくださいね♪

一宮市 xyybkn
01①お総菜の調理スタッフ 
　　②衛生チェックスタッフ

時給930円～ \

★未経験OK､年齢･資格不問★ 
20代～40代が活躍中!! 

扶養控除内勤務もご相談ください
仕事 ①弁当､惣菜､チルド弁当､軽食､おにぎり

等の具材を調理して頂きます｡ 
基本的な切る･焼く･煮るができればOKで
す! 
②コンビニ向けのお弁当を作る工場にて 
スタッフ入場時の制服チェック･ローラー
での埃取り･体温測定などの衛生チェック
や備品の確認･補充､清掃をお願いします｡

【募集情報】
時間 ①20:00～翌5:00 

②21:00～翌6:00 
※深夜割増有 ※休憩有 
★週4日～勤務OKです

給与 時給930円～ 
深夜(22:00以降)時給1163円～ 
★日祝手当有(50円/1時間)

期間 当初3ヶ月で契約更新(条件あり)
資格 未経験歓迎､学歴不問 

フリーター・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､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

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 食品製造

028-1163814

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

名古屋市内及び周辺地域 yyyFkn
1①②清掃スタッフ 
0③清掃応援スタッフ

時給935円＋通勤費規定支給

◇　 働き方＆勤務地いろいろ♪ 　◇ 
◇　短時間で無理なく働けます！　◇ 
◇　　初めての方でも大丈夫!!　　◇ 
◇　　　 60～70代も活躍中！　 　◇
【募集情報】
時間 ①月～水/7:00～9:00(実働2h) 

　※勤務日･時間等はご相談ください 
②月･水･金/17:30～18:30(実働1h) 
　※週1～3日､曜日はご相談ください 
③7:30～12:00の間で時間･曜日応相談 
　(応援の必要な現場のみ勤務) 

休日 ①木･金･土･日･祝 
②火･木･土･日･祝 
　(会社カレンダーによる) 

給与 時給935円 

勤務地 右記参照 

資格 未経験者大歓迎､WワークOK 

待遇 通勤費規定支給(③は勤務地による) 
有給休暇(③を除く) 
制服貸与 
年2回ミニボーナス有(③を除く) 
③応援手当有(1現場300円/回) 

応募 まずはお気軽にお電話ください。 
お問い合わせは各担当まで。 
お問い合わせだけでも大歓迎です。 

【職場情報】
事業 ビルメンテナンス
《ＵＲＬ》http://www.bmseiko.jp

028-1162866

株式会社セイコー
創業66年の安定企業
A052-581-5551
名古屋市中村区名駅4-6-23 第3堀内ビル6階

2020年7月中旬(予定)
稲沢市福島町の

新社屋へ移転
 

空調･冷暖房完備!
快適な現場です

◎定着率良好の当社◎
 

パート複数名募集!
フルタイム勤務OK!

 
安定した環境で
働けるのがメリット！

あま市 yyykmn
1①簡単な組付作業　②溶接ロボオペ 
7③出荷係スタッフ　④2tドライバー

時給①②970円～ 月給③21万5000円～\

自動車部品メーカー各社と取引のある
安定・成長企業!年間休日118日 
　うれしい週休2日制(土・日)！

仕事 ①座って行う簡単な組付作業 
②部品と部品を機械操作で溶接します 
　※マニュアル有、簡単な作業です 
③部品の受け入れ及び納品作業 
④自動車部品のルート配送

【募集情報】
時間 8:30～17:40(休憩有) 

※①②時間応相談 

休日 週休2日制（土・日） 
年末年始､GW､夏期､有給休暇　 
※年間休日118日 

給与 ①②時給970円～ 
③月給21万5000円～＋残業代別途支給 
④月給22万5000円～＋残業代別途支給 
※③④年齢･経験能力等､考慮の上決定

資格 ①②未経験者歓迎 
③高卒以上 ※要普通自動車免許 
　要フォークリフト免許 

待遇 交通費規定支給､車通勤可､作業服貸与 
7昇給年1回､賞与年2回､有給休暇制度有､ 
社会保険完備､退職金､資格取得補助有､ 
各種手当(家族･住宅)､ 
試用期間3ヶ月(同待遇) 
試用期間3ヶ月後､どんどんプラス査定 

応募 まずはお気軽にお問合せ下さい。 
電話連絡の上、履歴書(写真貼付)を 
ご郵送下さい。

【職場情報】
事業 プレス加工・製造販売
《ＵＲＬ》http://www.sania.co.jp/

028-1158637

サニア工業　株式会社
A052-441-5418　採用担当迄
あま市七宝町遠島上江越1530
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平日の午前3時間のお仕事！
週2日～OK！

 
空いている時間を有効活用！

 
家事の延長でできる
お仕事のため、

女性が多数活躍中です！

★車通勤OK(駐車場有)
 
★直行直帰OK
 
★簡単な清掃業務で年齢問わず
　活躍できます
 
★制服(ポロシャツ)支給で
　服装には困りません

瀬戸市坊金町 zyyuFk
01オフィスビルの清掃

時給950円～

!定年退職された方歓迎! 
40代～60代の女性スタッフ活躍中！ 
簡単作業なのでご安心下さい！ 

週2日からOKです！
仕事 オフィスビルの共用通路、食堂、トイレ

の清掃をお願い致します。 
2人での作業なので安心です。わからない
ことはすぐに聞ける環境なので、不安な
くお仕事できます。 
家庭で使えるお掃除のコツも覚えられま
す！ 

【募集情報】
時間 9:00～12:00（月～金) 

※週2日からOK 
※出勤曜日の希望をご相談下さい 

給与 時給950円～ 

勤務地 瀬戸市坊金町のオフィスビル 

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 
車通勤OK(駐車場有) 

応募 お問合せのみも歓迎です 

【職場情報】
事業 ビルメンテナンス業 

《担当から》ご自宅から直行直帰のお仕事で
す。人物重視の採用のため、応募された方全
員と面接致します。出勤曜日の希望はお気軽
にご相談下さい。

028-1164927

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

中村区橋下町 yyykns
8新幹線クリーンスタッフ

日給7600円＋各種手当

☆列車の清掃スタッフ☆ 
 JR東海グループで長期安定のお仕事 
新幹線クリーンスタッフ募集!!

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 ①18:30～翌3:00(実働7h30m) 

②22:20～翌8:35(実働7h30m) 
※①②両方共に勤務可能な方 

休日 月8～9日 

給与 日給7600円+各種手当 
月収例)21万円以上(22日勤務の場合) 
　　　 日給×22日+各種手当約5万円 

勤務地 名古屋市中村区橋下町5-31 
JR東海 名古屋車両所構内 
※名古屋駅より送迎バス15分 

資格 未経験者大歓迎 

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､ 
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､ 
年2回ボーナス､65歳定年制 

応募 A受付／平日9:00～17:00
【職場情報】
事業 清掃サービス業

028-1159152

セントラルメンテナンス(株) 新幹線名古屋事業所
A052-411-2407　採用担当

名古屋市中村区橋下町5-31 
JR東海名古屋車両所構内








