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① 正 ② ア マイクロバス運転手兼代行運転手

奈良市南永井町132-13

月給25万円～35万円

一般貸切旅客自動車運送事業、自動車運転代行事業
AKI交通株式会社

 0742-95-9678 受付/20時～深夜0時

▼奈良市　

業務の特性上休憩時間も多く、
日々の実働はほぼ2～3時間程度です

 
 
 

内冠婚葬祭等、近隣地域が中心です
資中型自動車2種免許以上所持者
時 8：00～翌2：00の間でシフト制
休月6回～
待各種社会保険完備
厚 2種免許取得費用制度有※規定あり
応まずはお気軽にお電話ください。
Ｕ http://www.akikoutsu.com

① ア  パ ホームヘルパー ② ア  パ 夜間巡回ホームヘルパー

奈良市中山町4丁目535-526

家事援助　1530円～　身体介護　1980円
夜間巡回　13000円～

訪問介護事業､居宅介護支援事業､グループホーム運営､他
まごころ福祉

 0742-48-5990 橋本、勝田

▼奈良市　

運転免許不要

要普通自動車免許

資格／初任者研修（ヘルパー2級）以上

ホーム
ヘルパー
ホーム
ヘルパー

夜間巡回
ホーム
ヘルパー
夜間巡回
ホーム
ヘルパー

【初任者研修、ヘルパー1・2級】1530円
【介護福祉士】1580円

待遇／年1回一時金支給
家事援助 身体介護

【21：30～翌7：30】　1勤務13000円
【21：30～翌9：00】　1勤務16000円

1980円時
給

給
与

待遇／交通費支給、車通勤可（P有）、
　　　年1回一時金支給

土・日・祝は時給100円アップ

これから資格を取る方、
受講中の方へ受講費支援制度有

①

②

 
 
 
職①ホームヘルパー

②夜間巡回ホームヘルパー
内②おむつ交換､安否確認など社用車で

利用者宅を巡回します。
勤①(学園前､西大寺､登美ヶ丘､高の原)

②鶴舞東町(学園前)
時①8:00～18:00　時間応相談

②21：30～翌7：30､21：30～翌9：00
休①週1日～勤務日応相談

②週1､2回勤務出来る方

 ア  パ 学校卒業アルバム製作補助スタッフ

奈良市西木辻町59番地　　　　

時給850円～900円(職種による)
★当社勤務経験者(昨年度多忙期)は時給＋50円UP

学校アルバム企画出版・写真印刷
株式会社平井眞美館

 0742-22-8761 担当/佐藤･灘谷

▼奈良市　JR奈良駅徒歩7分･大森町バス停1分

★時間は応相談
※繁忙期は3時間程度の残業有

http://www.shinbikan.c.jp

2月下旬から3月中旬まで（職種による）2月下旬から3月中旬まで（職種による）
【出勤形態 選択可】
Ⓐ週5日程度出勤し、社会保険加入
Ⓑ月15日で、1日6時間程度の勤務
※出勤形態によっては健康保険及び厚生年金加入

★時間は応相談
※繁忙期は3時間程度の残業有

http://www.shinbikan.c.jp

経験のない方でも
大丈夫です。

50★当社勤務経験者(昨年度多忙期)は時給＋50円UP

 
 
 
内簡単なPC作業(DVD作成や製版)､印刷

補助
勤奈良市西木辻町59番
時 8:15～17:00★時間は応相談

※繁忙期は3ｈ程度の残業有
休日曜･祝日(2/23除く)､年末年始
待交通費支給(上限1日1000円迄)､雇用

保険加入､喫煙所有
応電話連絡の上､履歴書(写真貼付)持参

下さい。電話受付は17:00迄

 ア  パ 調理人

生駒市真弓2丁目4-10

時給1000円～　能力による　
※フレンチ､イタリアン経験者は1500円～(5年以上)

カフェ､レストラン､洋食中心※ハンバーガーやジェラート等
奈良高山ホークヴィレッジ

 0743-79-2770 担当/中城､夏目

▼生駒市　

2021年3月OPEN予定
カフェレストラン ホークヴィレッジ
調理人募集

2021年3月OPEN予定
カフェレストラン ホークヴィレッジ
調理人募集
時給1000円～能力による
       （研修期間2週間有/時給同額）

※フレンチ､イタリアン経験者は
   1500円～(5年以上)
※フレンチ､イタリアン経験者は
   1500円～(5年以上)

Wワーク大歓迎Wワーク大歓迎

昼間の
ランチ時間
の勤務です

【受付】FUKUMITSU corporation【面接地】生駒市真弓2丁目4-10

 
 
 
内仕込み兼調理全般
勤生駒市高山町6050番地1
資調理師免許所持者歓迎
時 9：00～14：00又は8：30～13：30で

相談可
基本土日を含む､週6日勤務出来る方

待社会保険完備､交通費規定支給､
制服貸与､まかない付き､全面禁煙

応まずは､お気軽にお電話下さい。
★勤務開始日も相談応じます。

 ア  パ デイサービス介護職員

生駒市辻町373-1

時給/1010円～1090円(一律処遇改善手当含)

デイサービス､サービス付き高齢者向け住宅､他
デイサービス　さわらび

 0743-71-6002 担当/池田

▼生駒市　東生駒駅から徒歩6分

デイサービス介護職員（パート）

資格取りたての方や
デイサービス未経験・
ブランクのある方も歓迎！ 

資格取りたての方や
デイサービス未経験・
ブランクのある方も歓迎！ 

（株）アイユウ愛友ケアI&YOUI&YOU

資格取りたての方や
デイサービス未経験・
ブランクのある方も歓迎！ 

デイサービス介護職員（パート）

☆駅近通勤便利！
☆パートさんも
　有給休暇を
　取りやすい環境です。

定員10名程度の小規模デイサービスです
（人員体制は介護職員3～5名、看護師1名です）

☆駅近通勤便利！
☆パートさんも
　有給休暇を
　取りやすい環境です。

 
 
 
内デイサービスに付随する介護業務全般

(食事･排泄･入浴･歩行介助等)
資ホームヘルパー2級or初任者研修or

介護福祉士､年令不問
時 9：00～17：00※週2回～時間応相談
待昇給年1回､社会保険完備､制服貸与､

車通勤可､全面禁煙
応まずはお気軽にお電話下さい。
★資格取りたての方やデイサービス

未経験･ブランクのある方も歓迎！

 委 軽四配達ドライバー

奈良市杏町535-5

配達個数による完全出来高制

一般貨物業
配送NETZ

 0742-50-5255 奥田

▼奈良市　

地域は片道10分程度の地域をお任せ♪
ラクラク配達で効率UP☆ミ

感染症対策として＜マスク・除菌ジェル＞等、完備しています！
多く配ると時給換算額も上がりますよ♪

＼希望に応じて収入を調整可能なお仕事です／

学歴・年令・経験不問！
シニア世代の方も多数活躍中！

小荷物が中心で、スムーズにお届けできます。

☆配達個数に応じて別途手当有り
（1個100円位～＋10個単位で単価UP)

配達荷物
多数有
配達荷物
多数有

長期勤務
手当有

週3日～
で相談

長期勤務
手当有

週3日～
で相談

 
 
 

職軽四配達ドライバー
資普通自動車免許
時 8：00～20：00で希望考慮

夕方15時までや15時からスタートOK
休日曜又は月曜､GW､夏期･冬期､他
待車･バイク通勤可､車持込･貸与可
応まずはお気軽にお電話下さい。

不在時は090-8797-2736迄℡下さい。

 正 施設ケアマネージャー

奈良市南肘塚町205-1

月給24.1万円～31.3万円※試用期間3ヶ月

医療法人清和会　介護老人保健施設
サンライフ奈良

 0742-22-1177 

▼奈良市　JR京終駅より徒歩8分

男女・経験不問
未経験者でも丁寧に指導します♪

スタッフ全員がスタッフ全員がスタッフ全員が
優しい心と優しい心優しい心
明るい笑顔を
絶やさない施設です

施設入所者の
ケアプラン作成他、
ケアマネジメント業務
及び介護全般に関する
相談業務。

仕事内容
✦
✦

 
 
 

資年令59歳以下（定年が60歳の為）※省令1号
時 8:30～17:30（休憩1h）
休日曜、他　☆週休2日制
待昇給、賞与年2回、交通費規定支給、各種

社会保険完備、退職金制度（勤続3年以
上）、有給休暇、制服貸与、車通勤可、全
面禁煙

応まずはお気軽にお電話下さい

 ア  パ コンビニスタッフ

奈良市三条桧町635-5

時給/838円～

ファミリーマート奈良三条檜町店
 0742-30-6628 

▼奈良市　近鉄新大宮駅より徒歩15分

早朝勤務･夜勤出来る方大歓迎‼

ファミリーマート
奈良三条檜町店

パート・
アルバイト
募集

 
 
 

内レジ担当･品出し等
勤奈良市三条桧町635-5
給時給838円～
時 6：00～14：00､14：00～22：00､

22：00～翌6：00(夜勤手当有)
★週2日勤務～･1日3時間～OK

待全面禁煙
応まずはお気軽にお電話下さい。

奈良市
生駒市生駒市生駒市
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 ア  パ 交通誘導警備員

奈良市大安寺6-12-1

日給7500円～

警備業
真和警備保障株式会社

 0742-64-0505 

▼奈良市　

日払い･週払い･短期･長期･中高年･
学生さんOK♪ 年令不問! 週2～5日等、勤務日数相談可能です

交通誘導警備員さん
10年、20年続いている方が多く定着率はバツグン♪

通信工事中心の警備で天候に左右されずに、
安定した収入を得ることが可能です★

交通費
全額支給

人と接する事が少ない職場で仕事に集中できます

交通誘導警備員さん

交通費
全額支給

人と接する事が少ない職場で仕事に集中できます

 
 
 

職交通誘導警備員
資年令：18才以上（警備業法第14条)
時 8：00～17：00(休憩有)
待制服貸与､交通費全額支給､喫煙所有
応まずはお気軽にお電話下さい｡

[受付時間]平日8：00～19：00
★研修等もきっちり行いますので、安心

して働いていただけます。

 ア  パ 事務職

奈良市角振町28番地まあぁろービル5階608号

時給900円※試用期間1ヶ月

税理士業・行政書士業
税理士・行政書士　やすだ会計事務所

 0120-867-787 

▼奈良市　近鉄奈良駅より徒歩2分

時間・曜日相談可
子育てが
落ち着いた方 歓迎

 
 
 
内会計ソフト入力、文書作成など
資高卒以上、ワード・エクセル入力（表作

成程度）
時 9：00～17：00の間で5時間程度

※相談可
休土・日・祝、お盆、年末年始

週2日～3日勤務で相談可
待交通費規定支給、有給休暇、労災

車・バイク・自転車通勤可、全面禁煙
応まずはお気軽にお電話ください

 ア  パ 介護認定調査員

奈良市杏町79-4

給与▶調査1件4000円

介護認定調査係
社会福祉法人 奈良市社会福祉協議会

 0742-93-3281 

▼奈良市　

お仕事、子育ての空いている時間で
ちょっとだけでも働くことができますよ♪

奈良市内のお宅・病院・施設さんに
お伺いし、聞取り調査、訪問後の
報告書作成業務を行って頂きます。

★未経験でも安心して働けます♪待遇／有給休暇有

企業連携保育園有※要相談

直行・直帰
OK♪

1日1件だけ
でもOK♪

希望日・時間
指定可

決まった地域
のみも可

期間▶採用日～令和3年３月３１日※更新あり

WワークOK

介護認定調査員介護認定調査員 奈良市内のお宅・病院・施設さんに
お伺いし、聞取り調査、訪問後の
報告書作成業務を行って頂きます。

 
 
 
職介護認定調査員

[採用日～R3年3/31迄※更新有]
内聞取り調査･訪問後の報告書作成業務
勤奈良市内のお宅･病院･施設

希望エリア指定等OK
資介護支援専門員､普通自動車免許

都道府県認定調査員研修修了者
時 8：30～17：15の間での活動

希望日･時間指定等OK
応お気軽にお電話下さい。

 ア フロント・喫茶スタッフ

奈良市奈良阪町2624-1 〒630-8104

時給840円～

ゴルフ練習場･ゴルフスクールの運営
高の原ゴルフセンター

 0742-26-1061 

▼奈良市　奈良阪町北交差点より西ｽｸﾞ

★簡単なお仕事なので、
　未経験でも大丈夫★
★簡単なお仕事なので、
　未経験でも大丈夫★

ならやま大通り沿い、奈良阪町北交差点より西スグ

★20代～40代活躍中！★★20代～40代活躍中！★

 
 
 
内フロント･喫茶ラウンジ全般

(接客･受付等)
勤奈良市奈良阪町2624-1
時 8：45～17：00の間で5h以上

※週2日～で応相談
待交通費支給､制服貸与､お弁当支給､

車･バイク通勤可､喫煙所有
応電話連絡の上､履歴書(写真貼付)をご

持参下さい。
★無料でゴルフ練習が出来ます！

 パ 歯科衛生士

奈良市南京終町1丁目128-1

時給1350円～
　[19：00以降]1450円

歯科･歯科口腔外科
OMP前田歯科

 0742-62-6471 

▼奈良市　ビッグエクストラ大安寺店内

子育て中の方も活躍中♪増員募集！
明るく活気のある医院を目指しています！

週3日～可

午前のみ・午後のみ
通し勤務OK
週3日～可

時間・勤務日応相談時間・勤務日応相談時間・勤務日応相談
午前のみ・午後のみ

通し勤務OK

約13年近く地域の皆様に支持される歯科医院です

週3日～可

~やる気や思いやりを持って働ける方歓迎します~~やる気や思いやりを持って働ける方歓迎します~

時 間
[月・火・木・金]  9：15～13：00/
                   15：00～20：00(18:00迄も可) 
[　土 ・ 日　 ]  9：15～14：30

 
 
 

内歯科衛生士
資ブランクOK・経験者大歓迎
時右記参照
休祝､水､第1･3･5日曜､夏期､年末年始
待交通費(1万円迄/月)支給､車通勤可

昇給有､制服貸与､雇用･労災保険有
全面禁煙

応まずはお気軽にお電話下さい。

 派 医療事務スタッフ

奈良市芝辻町500-1

時給1250円～　※別途交通費支給有

奈良の医療・福祉分野専門の人材紹介・人材派遣等
しごとセンターなら

 0742-33-7677 求人No：OM003-001

▼奈良市　近鉄・JR奈良駅より徒歩約15分

有床病院での医療事務経験者急募！
高時給で経験者を限定して募集します !!

しごとセンターなら
民営職業紹介業（29-ユ-300051）、労働者派遣事業（派29-300102）、他

勤務地▶奈良市内の一般病院
　　　　　（近鉄「奈良駅」より徒歩約15分）

http://www.j-alliance.co.jp

職員送迎バス
有り

学校行事等も
柔軟に対応可
受付業務は
基本なし

 
 
 
内外来及び病棟での医療事務業務　
勤奈良市内の一般病院　　　　

近鉄・JR「奈良駅」から徒歩約15分
資医療事務（レセプト）経験者　※資格の

有無は不問　※ブランクは3年以内迄
時 8：45～17：00（土曜は～12：30）
休月9日（日曜、祝日、他希望休日考慮有）
待制服貸与、交通費支給、各種社会保険完

備　※全面禁煙
応先ずはお気軽にお電話ください。

 パ 病院厨房内での洗い場スタッフ

奈良市二条大路南1-2-33レナ新大宮ビル403号

時給920円～

ビルメンテナンス、セキュリティサービス、ホテルサービス
日東カストディアル・サービス株式会社　奈良支店

 0742-35-7823 

▼奈良市　

仕事内容は
①病院食の食器下洗い
②食洗機へのセット
③片付け　
などの簡単作業です

60歳以上の方も
多数活躍中です！
60歳以上の方も
多数活躍中です！
60歳以上の方も
多数活躍中です！

勤務開始日は相談に応じます。

週3～4日の
勤務で

シフト相談制

 
 
 
内①病院食の食器下洗い②食洗機への

セット③片付け などの簡単作業です
勤済生会奈良病院

(奈良市八条4丁目643)
給時給920円～
時 8:00～15:00(実働6ｈ､休憩1ｈ)
休週3～4日の勤務でシフト相談制
待制服貸与､交通費支給(規定有)､

全面禁煙
応まずはお気軽にお電話下さい。

 正 設置・配送業務スタッフ

天理市勾田町59番地

月給19万円～23万円 ※経験・能力による

リースキン・建物総合管理・アクアクララ水宅配
アルプス株式会社

 0120-032-390 

▼天理市　近鉄・JR天理駅から車で約5分

人
柄
重
視

人
柄
重
視

人とのふれあいが
好きな方
歓迎♬

7Lボトル・12Lボトル宅配7Lボトル・12Lボトル宅配7Lボトル・12Lボトル宅配

男
性
活
躍
中

 
 
 
内ウォーターサーバーの設置及びボトル

配送業務
資普通自動車免許（AT限定可）
時 8：30～17：30
休日、祝、土（会社カレンダーによる）、

ＧＷ、夏期、年末年始
待交通費規定支給、車通勤可、昇給年1回、

賞与年2回、有給休暇
応まずはお気軽にお電話ください
（担当／採用係）
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仕事は安定していて、
毎年業績を伸ばしています。
仕事は安定していて、
毎年業績を伸ばしています。
当社は官公庁が道路や公共施設を建設する時に必要
となる土地を取得するために、その土地に在る、住宅や
店舗、工場の構造や間取り等を調査している会社です。　

見積書･契約書･請求書等の作成､データー
整理等､事務業務が中心です。その他､たまに
書類等取引先にお届けして頂きます。 

総務・営業事務総務・営業事務
業務拡大に付きスタッフ募集
総務・営業事務 正社員

20代～40代
の方が
活躍中！

20代～40代
の方が
活躍中！

★試用期間3ヶ月有(給与同額)

★営業業務はありません

 正 総務・営業事務

奈良市法蓮町163番地の1新大宮愛正寺ビル3F

月給16万円～17万円

不動産鑑定、補償コンサルタント､一級建築士事務所､他
株式会社倉田総合鑑定

 0742-30-5520 

▼奈良市　近鉄奈良線｢新大宮駅｣徒歩8分

 
 
 
職総務・営業事務
内右記参照
勤奈良本社（下記参照）
資簡単なエクセル･ワード操作出来る方､

普通自動車免許(AT限定可)
給経験・能力考慮の上優遇
時 9:00～18:00(実働8h)
休完全週休2日制(土･日･祝･他)､

年末年始※年間休日122日
待社会保険完備､交通費支給(上限有)､

車通勤可､昇給有､賞与有､喫煙所有
応お気軽にお電話下さい。

①介護職員

交通費支給、社会保険完備、全面禁煙
介護福祉士手当/月5000円･2週8ｈまでは2500円

②登録型ヘルパー
③非常勤ヘルパー
②登録型ヘルパー
③非常勤ヘルパー

★初任者研修
　以上資格要

★初任者研修以上
　無資格者応相談

Ⓐ老人保健施設やくしの里（奈良市高畑町）
Ⓑデイサービスセンターせいび（奈良市西木辻町）

Ⓒ岡谷会ホームヘルプステーション（奈良市西木辻町）
Ⓓ岡谷会ホームヘルプステーション郡山（大和郡山市新町）

共通待遇

★無資格の方はご相談さい
　資格取得支援します
★「介護初任者研修年3回・
　実務者研修年2回」を開催

★無資格の方はご相談さい
　資格取得支援します
★「介護初任者研修年3回・
　実務者研修年2回」を開催

応募先▶岡谷会事務局0742-23-2501(道盛）

応募先▶ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｽﾃｰｼｮﾝ0742-20-5757(重永・山口）

勤
務
地

勤
務
地

車通勤可

 パ 介護職員･登録型ヘルパー･非常勤ヘルパー

奈良市西木辻町200　　　　

時給①900円～②1208円～③1000円～

おかたに病院･診療所6カ所･在宅センター･ケアプランセンター･訪問看護ステーション･デイサービス､他
医療法人　岡谷会

 右記参照 

▼奈良市･大和郡山市　

 
 
 
職①介護職員 ②登録型ヘルパー

③非常勤ヘルパー
内①通所サービス又は入所療養での介護

業務。食事介助･送迎介助ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ･
入浴介助･移乗介助､等

②③お宅へ訪問し家事支援･身体支援､等
勤右記参照
給①時給900円～1300円（初任者研修以上）

※給食手当200円/日
★経験評価/3年950円～･5年1000円～

②派遣手当1時間/1208円～1688円
※日曜/早朝/夜手当1件1000円

③時給1000円～1300円
時①8：30～16：30 
休週1日勤務～､短時間応相談
応まずはお電話下さい。

ピアノ修理・配送
専門会社がオープンします。
オープニングスタッフ増員募集

12/21（月）12/21（月）

修理・配送
スタッフ

ピアノ配送・修理・再生の「プロ」として一緒に頑張りませんか！ピアノ配送・修理・再生の「プロ」として一緒に頑張りませんか！

・真面目に取り組める方
・笑顔で対応できる方
・将来を見据えた
　働き方がしたい方

特に知識や経験は必要ありません。未経験者大歓迎
イチから親切・丁寧にお教えします。移動時間が1日の内
多く、実作業時間は3時間程度です。

早出・残業・販売・階段・窓作業
リメイク（修理や調整）
運転手・休日出勤
家族（配偶者・子ども）

24才・勤務3年・配偶者有
未経験スタート月収例

待遇

／充実の各種手当＼

250,000円
昇給・賞与有、社会保険完備、退職金制度有
交通費支給、車通勤相談可、定年制(60才)

 正 ピアノ修理・配送スタッフ

奈良市杉ヶ町14番地 西田第一ビル203号

17.5万円～（一律手当含む）
　＋他別途手当

ピアノ専業奈良株式会社
 0742-27-0333 

▼奈良市・木津川市　

12/21よりオープン！
オープニングスタッフ募集

 
 
 

内ピアノの配送や修理をお願いします。
楽器屋さんや一般の方からの
ご依頼が中心です。

勤木津倉庫[京都府木津川市木津八色83-1]
事務所[下記住所]

資普通自動車免許(AT限定可)所持者歓迎
時 8：30～17：00（内休憩60分含む）

★近畿圏を中心とした近畿一円
休月6日（隔週月曜日・毎週火曜日）・他

※会社カレンダーによる
応まずはお気軽にお電話下さい。
★エアコン･家電･キッチン等を配送して

いた方､ などの異業種転職者もOK
事ピアノ･電子ピアノ運送･修理･附属品販売､等

全日本ピアノ輸送連合会会員

②メディカルプラザ薬師西の京検診センターの清掃

③病院内の運営管理 ④病院内の設備営繕

①介護付き有料老人ホーム簡単な日常清掃

作業用マスク使い捨て手袋支給
勤務開始日応相談

時給900円～（別途早朝手当有）

月給25～29万円（別途皆勤手当1万円有）
※試用期間2～3ヵ月有（月給２0～22万円＋皆勤手当）

時給890円～

昇給・賞与有※前年実績4.0～4.2ヶ月
（パートは寸志）、社会保険完備、交通費支給、
車通勤可（P完備）※規定有、駐車場自己負担有
[正のみ]退職金制度

1人作業で、自分のペースで作業出来ます
●幅広い年代の方も活躍中！●近鉄郡山駅より徒歩5分　

景気に左右されにくいお仕事です
●スタッフの指導や現場の見回り★未経験者可
※関連サービス施設の応援有

●普通自動車免許所持者歓迎（AT限定可）
40代～70代 活躍中のお仕事、簡単な機械操作有

①②
未経験者歓迎

待 

遇

① ア  パ 有料老人ホームの日常清掃 ② ア  パ 検診センターの清掃業務 ③ 正 病院内の運営管理 ④ 正 病院内の設備営繕

奈良市七条町100番地4

①時給890円～　②時給900円～
③④月給25～29万円[試用期間2～3ヵ月]月給20～22万円

病院内のレストラン､売店､清掃等
有限会社スマイルプラザ21

 0742-35-2328 担当/酒井

▼複数　

 
 
 
内①介護付老人ホームの日常清掃

②検診センターの清掃･雑務
③病院内の清掃･スタッフの管理
④病院内の設備営繕

勤①大和郡山市柳町1丁目 
②③④奈良市七条町

資②普通自動車免許所持者歓迎
③④普通自動車免許(AT限定可)

※管理や管理職の経験者歓迎
時①8：30～12：30 週3～5日の勤務　

※シフト制
②6：00～17：00 週3日以上､1日4時

間～相談※シフト制
③④8：00～18：00の間で実働8h

休③④週休2日制､他(年休日109日)
応まずはお気軽にお電話下さい。
★勤務開始日応相談　【全面禁煙】

受講生募集
▼奈良市　近鉄「富雄駅」より徒歩2分

総合介護事業：株式会社けいはんなヘルパーステーション（養成講座）

奈良市富雄元町２丁目3-31 富喜和第２ビル4F
お気軽にお電話下さい。

高齢者・障がい者
介護資格取得講座 

「大切な人にやさしい介護」
資格で学び自分を活かす。

※要受講料

けいはんな介護講座

同行援護従業者
養成研修

視覚障がい者の外出支援に必須の資格です。

≪通信制≫ 

介護職員
初任者研修
介護職員
初任者研修

会場：富雄駅前新教室（近鉄富雄駅徒歩2分）

1月23日（土）開講（土曜クラス）

1月14日（木）開講（月・木短期コース）
※通学 1/14～3/11
【9：00～17：00】

【9：00～17：00】
※通学 1/23～4/24

週2回

週1回

≪通信制≫ 
【9：00～17：00】

介護福祉士
実務者研修

週1回

【1/31・2/7・2/14】 ≪研修3日間≫ 

同行援護従業者
養成研修  1月31日（日）開講（日曜クラス）

0742-53-8110
や さ し く - こうざへ

0120-8349-53
けいはんな  介護講座 検索

受講生
募集!

※通学 3/14・3/21・3/28・4/4
                         ・4/11・4/18・4/22・4/29

1月31日（日）開講（日・木クラス）

※通学 3/10・3/17・3/24・3/31
                           ・4/ 7・4/14・4/21・4/28

2月3日（水）開講（水曜クラス）

教育訓練給付金
（一般教育訓練）

対象講座

 紹 デイサービス看護師

奈良市芝辻町500-1

時給1380円～1550円

奈良の看護師さん専門の人材紹介・人材派遣、等
しごとセンターなら

 0742-33-7677 求人No：NM002-002

▼奈良市　「神殿」バス停から徒歩約3分

子育て中の方でもOK！平日午前中心のみもOK！
扶養範囲内のお仕事で時間希望も柔軟に対応可能！

 
 
 

内 25人未満のデイサービスでのお仕事。
バイタル測定、入浴後の処置、服薬の管
理等の看護業務。状況によりトイレ誘
導等もお願いしますが、介護業務等が
必須業務ではありません。

勤奈良市 神殿付近
資正看護師、准看護師
時 9：00～17：00内で相談

例：9：00～14：00、10：00～15：00等
休週2日以上の勤務で曜日、回数相談可
待車通勤可、交通費支給、制服貸与　※全

面禁煙
応お電話にてお問い合わせください
★人材紹介（29-ユ-300051）

人材派遣（派29-300102）

スタッフ募集 !スタッフ募集 !介 護

正社員やパートでの就職活動の一環
として派遣を活用してみませんか？
正社員やパートでの就職活動の一環
として派遣を活用してみませんか？

派遣期間の時給単価
介護福祉士 1,250円～ 実務者研修 1,200円～
初任者研修 1,150円～ 無資格者 1,100円～

☆交通費別途支給致します！

☆☆☆派遣実績（直接雇用転換のパターン）☆☆☆

介護福祉士所持者  →  派遣期間 3 ヶ月  →  正社員

初任者研修所持者→派遣期間 6 ヶ月→直接雇用パート

無資格未経験→ 派遣期間 6 ヶ月
初任者研修講座 3 ヶ月 →正社員

① 紹 ② 派 介護職

奈良市芝辻町500-1

①月給190000円～250000円
②右記参照

奈良の介護職さん専門職業紹介・人材派遣、他
しごとセンターなら

 0742-33-7677 求人No：CC066-001

▼奈良市　

 
 
 
内デイサービス・有料老人ホーム内での

食事介助、入浴介助、排泄介助、レクリ
エーション、送迎の添乗等の介護業務

勤奈良市北部
資初任者研修修了者以上の方歓迎
給①基本給150000円+各種手当

【手当内訳】処遇改善手当15000円
～、委員会手当5000円、入浴手当
7000円、資格手当14000円～

②右記参照
時 8：30～17：30
休週休2日制（年間107日）
待各種社保完備、車通勤可、交通費支給、

全面禁煙
★職業紹介（般29－ユ300051）

人材派遣（派29-300102）
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カウンターでの受付・大浴場・脱衣所の清掃

時給》880円～☆土日祝930円
　　  ★6：00～9：00の間は1,000円～ ★22時以降は時給1,100円～

◆1日3h～・週2日～や早朝のみ・ラストのみも大募集

0742-40-1126 0742-30-1126奈良店奈良市八条5-351-1奈良市押熊町2147-1押熊店
共通待遇▶交通費規定支給、制服貸与、車通勤可★研修期間1～3ヶ月は時給-30円

ゆらら亭で軽食の調理補助
調理経験無しでも安心サポート
◆1日3h～週2日～応相談

勤務地／押熊店・奈良店

勤務地／押熊店・奈良店

勤務地／押熊店・奈良店

時給》1,100円～　資格》中型自動車免許 勤務地／奈良店

ポンプを使ってゆららの湯の源泉をタンクローリー車で各取引先に
運搬・受け渡しをするお仕事です♬ゆららの湯 奈良店 から60分圏内の短距離ばかりです。
★帰社後、車の清掃をお願いします。
　※受け渡し方法・勤務時間については取引先により異なります。　

未経験OK！ 幅広い年代の方が活躍中！

①4tトラック「温泉」 配送ドライバー【ア・パ】 ③キッチン補助スタッフ【ア・パ】

②フロント・浴室清掃スタッフ【ア・パ】

月給》26万円～（研修期間3ヶ月有／月給23万円～）

④店舗管理スタッフ【正社員】

応募受付・面接地応募受付・面接地

★1日2～5時間程度で勤務日は応相談 時給》880円～☆土日祝930円
　　★22時以降は時給1,100円～

設備管理、浴室清掃、アルバイト管理、受付対応 等
男性スタッフ多数活躍中♪男性スタッフ多数活躍中♪

体制強化の為スタッフ増員大量募集！！

無料入浴特典でリフレッシュして帰宅できます♪

体制強化の為スタッフ増員大量募集！！

無料入浴特典でリフレッシュして帰宅できます♪

① ア  パ 4tトラック「温泉」配送ドライバー ② ア  パ フロント･浴室清掃スタッフ ③ ア  パ キッチン補助スタッフ ④ 正 店舗管理スタッフ

右記参照

①時給1100円～・②③880円～土日祝は+50円
④月給26万円～（試用期間3ヶ月24万円～）

天然湧出温泉
ゆららの湯 奈良店・押熊店

 右記参照 

▼奈良市　

 
 
 
職①4tトラック「温泉」配送ドライバー

②フロント･浴室清掃スタッフ
③キッチン補助スタッフ
④店舗管理スタッフ

勤①ゆららの湯 奈良店
②③④ゆららの湯 奈良店・押熊店

時①10：00～16：00
②6：00～24：30
③7：00～23：00
④6：00～16：00・16：00～25：00

21：00～翌7：00[各9h勤務(内1h休憩)]
イベントにより時間の変動有
変形労働時間制

勤務日数・時間については右記参照
休①②③シフト制 ④月6日
応希望勤務地までお電話下さい。

《待遇》社会保険完備、交通費規定支給、制服貸与、
　　　車通勤可、無事故報奨金有、最低保証制度有

異業種からの転職者や大型初心者でも大歓迎します!異業種からの転職者や大型初心者でも大歓迎します!

「安心・安全最優先」を掲げています

時間の規制が少なく、走り方もドライバーさんに
任せた運行ができるのがメリットです。
20代～60代のドライバーさんが活躍中です♪

アクセス：[奈良から車で40分・大和郡山から車で30分]

走り方に対する減額はありません。万が一の場合の免責負担はありません

1人1車制1人1車制

固定勤務や休み重視や稼ぎたいなど相談OK固定勤務や休み重視や稼ぎたいなど相談OK

❶地場・長距離ドライバー
月給》35万円～47万円

❷定期便ドライバー（奈良～大阪南部）
月給》20万円～25万円急募 1名

◎病気入院時、自己負担分を50万円までカバー◎病気入院時、自己負担分を50万円までカバー

① 正 地場・長距離ドライバー ② 正 定期便ドライバー

奈良市針町461番1号

①35万円～47万円・②20万円～25万円
※給与幅は荷物・距離により異なる

貨物自動車運送事業、他
株式会社ナミット

 0120-86-7310 

▼奈良市・大和郡山市　

年間を通じて安定した仕事量
安定収入も実現でき働きやすい職場です

 
 
 

職①地場・長距離ドライバー
②定期便ドライバー【1日1～2回】

内工場・倉庫等の拠点間輸送等
②日勤のみ

勤②大和郡山営業所
【大和郡山市白土町78-1】

資大型自動車免許
※フォークリフト免許所持者優遇

時 1日24時間でシフト制
※変形労働時間制★仮眠有
[1日実働8～12h・休憩1日1h以上]

休①月6日（会社カレンダーによる）
②土・日・祝、正月、GW、お盆・休暇有

応まずはお気軽にお電話下さい。
★奈良三笠運輸グループ

●京都営業所（京都府久世郡久御山町森村東360-1）
●奈良南営業所（大和高田市勝目11-1）
●奈良北営業所（奈良市八条町464番地3）

勤
務
地

年間休日
110日以上

大手ブランドを扱っている安定性と関西トップクラスの実績！

新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！新しいキャリアスタートを応援します！

お仕事の
様子は
コチラ ▼

地元密着型

 正 工務・配送スタッフ

奈良市八条町464番地3

22万円～27万円※試用期間6ヶ月有（給与同額）
☆給与幅は経験・年齢による

アルミサッシ、住宅建材、住宅機器等の卸売業
カネマル株式会社

 0742-30-2556 （営利目的のお電話はお断りします）

▼奈良市・大和高田市・京都府　

若手社員活躍中
未経験スタート大歓迎！

 
 
 

内 2tトラックを運転して、アルミサッシ
の配送や工場内での組立・取付作業等
≪配送エリアは奈良、大阪、京都方面です≫

資普通自動車免許（AT限定不可）
時 8：20～17：30※残業有（月平均30時間）
休日・祝、他（第2・4土曜日、月1日公休）、

年末年始、夏期休暇
※月1日公休はプライベートに応じて
自由に決めていただけます

待昇給有、賞与年2回（昨年実績2ヶ月）、
各種社会保険完備、車通勤可、交通費実
費支給（月15,450円迄）、制服貸与、有
給休暇、定年60歳迄、喫煙所あり

応まずはお気軽にお電話ください

パソコン・スマホからアクセスください

人材ニュース
折込・フリーペーパー
連動求人サイト

奈良で仕事探すなら

パート・アルバイト・正社員・派遣に
内職・在宅ワークまで掲載中

弊社の宣言書は
こちらから
ご覧になれます➡

当メディアは、
求人情報提供
ガイドライン
適合メディアで
あることを自らの
責任において
宣言します
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福祉のオンライン企業合同説明会のお知らせ
▼複 数　

令和2年度 奈良労働局委託事業「奈良県一体的実施事業」

① 正 介護職 ② パ 夜勤専従介護職 ③ パ デイケア介護職 ④ 正 病棟看護師

奈良市八条5丁目437-8 〒630-8145

月給17.62万円～･1勤務20000円～
時給1100円～･月給21万円～･1勤務25000円～

[診療科目]内科･外科･リハビリテーション科
医療法人宝山会 奈良小南病院

 0742-30-6668 

▼奈良市　

 
 
 
職①介護職 ②夜勤専従介護職

③デイケア介護職 ④病棟看護師
内①②③老険施設での介護業務

④病院での看護業務
勤①②③老人介護保険施設「桜の里」

④奈良小南病院
資①②③介護職員初任者研修終了者以上

④正･准看護師資格
給①月給/介護福祉士18.94万円～

月給/初任者研修17.62万円～
別途▶夜勤1回
[病院8000円・桜の里7000円]

②1勤務/20000円～
③時給/1100円～
④月給/21万円～29.4万円(2交替制)

別途夜勤手当▶1回/11000円～
※平均月4回　
夜勤専従も可▶1勤務/25000円～

時①④日勤9:00～17:00(休憩1h)
　夜勤16:30～翌9:30(2交替制)

②16:30～翌9:30
③9:00～17:00(応相談)

休月10日以上(平均12日)､各種休暇
※パートさんは勤務日応相談

待交通費支給､社会保険完備、車通勤可
(P完備)、制服貸与､食事支給､【正】賞与
年2回退職金制度､定年制度【全面禁煙】

厚②看護師1名･介護職3名体制♪
応まずは電話連絡の上､面接･見学の希望

日･時間をお伝え下さい｡面接時は履歴
書(写真貼付)をご持参下さい｡

★特定技能実習生も活躍中♪

ガス機器・住宅設備機器・リフォームなどの工事業務
1日約2～3件程回ります
☆難しそうと思われがちな仕事ですが研修があるので安心！！

ガス機器・住宅設備機器・リフォームなどの工事業務
1日約2～3件程回ります
☆難しそうと思われがちな仕事ですが研修があるので安心！！

お取引のあるお客様への「無料ガス機器診断」などの点検
ガス機器やリフォーム提案など
※生駒郡・北葛城郡エリアを社用車で回ります

お取引のあるお客様への「無料ガス機器診断」などの点検
ガス機器やリフォーム提案など
※生駒郡・北葛城郡エリアを社用車で回ります

①施工スタッフ

②営 業

Web応募は
コチラ▼

PR動画は
コチラ▼

年令45才以下（省令3号のイ）
職務経験不問

人柄・人物
重視の採用
人柄・人物
重視の採用

20代～40代活躍中活気があり
社員同士も仲の良い職場です
20代～40代活躍中活気があり
社員同士も仲の良い職場です

意欲的で前向きに
頑張ってくれる方歓迎
意欲的で前向きに
頑張ってくれる方歓迎

✦✦✦✦創業100年創業100年 地域密着安定企業地域密着安定企業

年令・経験により33万円以上のスタート有

努力した分自分に返ってくる！！
インセンティブや決算賞与でしっかり評価

努力した分自分に返ってくる！！
インセンティブや決算賞与でしっかり評価

もちろん未経験OKもちろん未経験OK

① 正 施工スタッフ ② 正 営業

生駒郡斑鳩町興留2-3-11 〒636-0123

月給208000円～335000円

大阪ガスサービスショップ兼内管工事会社・住宅設備機器・ガス機器及びLPガスの小売
株式会社森下ガスセンター

 0745-74-1212 （応募専用ダイヤル）

▼生駒市・斑鳩町　

 
 
 
職①施工スタッフ ②営業
勤ご希望に合わせてお選び頂けます

◎阪奈ガスセンター（生駒市谷田町875-5）
◎森下ガスセンター（生駒郡斑鳩町興留2-3-11）

給月給▶208000円～335000円
※年齢・経験により335000円～
　スタートも有

時 8：30～17：30
休隔週週休2日制、日曜・祝日、夏期・年末

年始、有給休暇10日（6ヶ月経過後）、
年間休日101日

待賞与年2回（実績により決算賞与有）、昇
給有、交通費（月2万円迄）、各種社会保
険完備、退職金共済、退職金制度、車通
勤可、喫煙所有

応Web応募又はお気軽にお電話下さ
い！担当／富山

LINE
友だち募集中

毎週月曜に最新求人情報
「人材ニュース」が届きます

弊社の宣言書はこちらからご覧になれます➡

当メディアは、
求人情報提供ガイドライン適合メディア
であることを自らの責任に
おいて宣言します

パソコン・スマホから
アクセスください

人材ニュース
折込・フリーペーパー
連動求人サイト
奈良で仕事探すなら

パート・アルバイト・正社員・派遣に
内職・在宅ワークまで掲載中
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① 派 グループホームでの夜勤介護スタッフ ② 派 サービス付き高齢者住宅での夜勤介護 ③ 紹 特別養護老人ホームでの介護スタッフ　

奈良市芝辻町500-1

①時給1100円～1250円（22時～翌5時までは1438円以上）
②月給185000円～

奈良の介護職さん専門の人材派遣・人材紹介等
しごとセンターなら

 0742-33-7677 

▼平群町・生駒市・奈良市　

介護の資格を詳しく知りたいなぁ…

お仕事の理解を深める事…お仕事の理解を深める事…
実はそれが安心・安定のお仕事探しの近道です。 急がば廻れ!!
実はそれが安心・安定のお仕事探しの近道です。実はそれが安心・安定のお仕事探しの近道です。実はそれが安心・安定のお仕事探しの近道です。

0742-33-76770742-33-7677
☆先ずはお電話にてお問い合せいただくか直接相談会へお越し下さい。☆先ずはお電話にてお問い合せいただくか直接相談会へお越し下さい。

しごとセンターならしごとセンターなら
奈良の医療職・介護職専門 就職・転職・復職サポート奈良の医療職・介護職専門 就職・転職・復職サポート

奈良市芝辻町500-1 
http://www.j-alliance.co.jp

介 護 職 し ご と
セ ン タ ー な ら

しごとセンターなら
の活動の状況は

フェイスブックで
確認できます！

しごとセンターなら
の活動の状況は

フェイスブックで
確認できます！

平日9：00～受付

しごとセンターなら 

お一人1時間程度の

完全個別相談です!

お一人1時間程度の

完全個別相談です!

9:30～
 11:30

9:30～
 11:30

9:30～
 11:30

13:30～
 16：00

15日(火)
17日(木)
22日(火)
23日(水)

奈良市北部会館 市民文化ホール
3F 会議室1
奈良県コンベンションセンター
1F 会議室103
奈良市西部生涯スポーツセンター
2F 会議室月

12
奈良市右京一丁目1番地の4
※近鉄「高の原駅」より徒歩約5分、1時間無料Ｐ有
奈良市三条大路１丁目１－６９１番１
※近鉄「新大宮駅」より西へ徒歩約10分、奈良市役所、
　奈良ロイヤルホテルさん近くP有
奈良市中町4860番地
※第2阪奈中町インタースグ、イオンタウン富雄南店北隣無料Ｐ有

しごとセンターなら 1F 面談室
奈良市芝辻町500-1（㈱ジェイ・アライアンス内）
※近鉄「新大宮駅」より西へ徒歩約７分、奈良市役所、
   奈良ロイヤルホテルさん近く

12

9:30～
 11:30

9:30～
 11:30

9:30～
 11:30

9:30～
 11:30

7日(木)
13日(水)
14日(木)
20日(水)

奈良県コンベンションセンター
1F 会議室103
生駒市北コミュニティーセンター
ISTA はばたき 2F セミナー室204

月
1

9:30～
 11:3026日(火) 奈良市北部会館 市民文化ホール

3F 会議室1
奈良市右京一丁目1番地の4
※近鉄「高の原駅」より徒歩約5分、1時間無料Ｐ有

9:30～
 11:3027日(水) やまと郡山城ホール 2F 会議室A 大和郡山市北郡山町211-3

※近鉄「郡山駅」より北へ徒歩約7分、2時間無料P有

奈良市三条大路１丁目１－６９１番１
※近鉄「新大宮駅」より西へ徒歩約10分、奈良市役所、
　奈良ロイヤルホテルさん近くP有
生駒市上町1543番地
※近鉄奈良線「富雄駅」より北へ車で約10分、
　富雄川沿い、無料P有

奈良市西部生涯スポーツセンター
2F 会議室

奈良市中町4860番地
※第2阪奈中町インタースグ、イオンタウン富雄南店北隣無料Ｐ有

生駒市たけまるホール 1F 研修室2
生駒市北新町9番28号
※近鉄「生駒駅」より徒歩1分、生駒駅北側ロータリー横、
　無料P有（台数制限有）

しごとセンターなら 1F 面談室
奈良市芝辻町500-1（㈱ジェイ・アライアンス内）
※近鉄「新大宮駅」より西へ徒歩約７分、奈良市役所、
   奈良ロイヤルホテルさん近く

13:30～
 16：0022日(金)

2020年12月

2021年1月

1

実はそれが安心・安定のお仕事探しの近道です。実はそれが安心・安定のお仕事探しの近道です。 急がば廻れ!!
実はそれが安心・安定のお仕事探しの近道です。実はそれが安心・安定のお仕事探しの近道です。

介護のおしごと

介護の資格を

お一人1時間程度のお一人1時間程度のお一人1時間程度のお一人1時間程度の

完全個別相談です!完全個別相談です!完全個別相談です!完全個別相談です!

介護ののおしごと
就職・転職・相談会

個人情報の管理・取り扱いには細心の注意を
払っております。万が一当社スタッフの対応に
不信な点がございましたら苦情相談窓口も
設置させて頂いております。
苦情処理窓口 ☎0742-33-4510 

転職を検討しているけど、どのように進めたらいいのかな…

介護のお仕事って

私にもできるかな？

※待ち時間軽減のため
ご予約をお勧め致します！

派遣登録後の会社からの対応や担当者からの対応に
お困りではございませんか？

介護のおしごと
就職・転職・相談会

しごとセンターなら では国家資格者のキャリアコンサルタントや社会保険労務士が在籍しています。

飛び込み相談も対応可！飛び込み相談も対応可！

個人情報の管理・取り扱いには細心の注意を
払っております。万が一当社スタッフの対応に
不信な点がございましたら苦情相談窓口も
設置させて頂いております。

派遣登録後の会社からの対応や担当者からの対応に
お困りではございませんか？

☆無理な勧誘は致しません!
☆面談・面接には必ず担当者が同席します！
☆お仕事ご紹介後、
　手厚いアフターフォローあり！！　

 
 
 
職①②夜勤介護職 ③介護職
内①グループホームでの夜勤業務。

朝食は温め等簡単な作業のみ！
②サービス付き高齢者住宅での夜間の

排泄介助・見守り、等
③特別養護老人ホームでの入浴介助・

食事介助・排泄介助等（全50床のユ
ニット型特養です）

勤①平群町東山駅付近★車通勤可
②生駒市（生駒駅付近）
③奈良市北東部

資初任者研修修了者以上
給①②時給/初任者研修1150円

　　 介護福祉士1250円
★交通費別途支給あり！
※22時以降深夜割増時給25％UP、
更に8時間超の場合時給50％UP

③月給185000～※一律夜勤手当
4500円/回・月5回分含む（超過分
は別途）

時①16：00～翌9：00
②ⓐ22：00～翌7：00

ⓑ16：00～翌10：00
③7：00～16：00・9：00～18：00・

12：00～21：00・17：00～翌9：30
休①週2日～勤務OK

②ⓐは週4日～勤務OK
ⓑは週2日～勤務OK

③週休2日制（年間108日）
待①②雇用保険加入、車通勤可、全面禁煙

③賞与有（前年度実績4ヶ月）、昇給有、
各種社保完備、車通勤可、駐車場完
備、全面禁煙

応先ずはお電話にてお問合せ下さい。
★職業紹介（般29-ユ-300051）

人材派遣（派29-300102）
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奈
良
市
・
生
駒
市

① 正 ② ア  パ 正看護師 ③ 正 ④ ア  パ 介護スタッフ ⑤ 正 ⑥ ア  パ 理学・作業療法士・言語聴覚士 ⑦ ア  パ 保育士 ⑧ ア  パ 子育て支援員 ⑨ ア  パ 清掃スタッフ ⑩ ア  パ 送迎ドライバー

天理市中之庄町470

①月給25.8万円～、②時給1500円～
③月給21.8万円～、他右記参照

奈良東病院グループ
医療法人 健和会

 0743-65-1771 (松石･柿本)

▼奈良市・天理市・他　

健和会・大和清寿会・ライフエール
3本柱の複合サービス

奈
良
東
病
院
グ
ル
ー
プ

奈
良
東
病
院
グ
ル
ー
プ

最高入社支度金50万円
企業主導型保育園有
奈良駅・天理駅より無料送迎バス有

①月給▶25.8万円～31.3万円
　　　　　※経験・能力・勤務地による※一律職務等諸手当含む

②時給▶1,500円～1,600円
①月給▶25.8万円～31.3万円
　　　　　※経験・能力・勤務地による※一律職務等諸手当含む

②時給▶1,500円～1,600円

③月給▶21.8万円～26.8万円
　　　　　※経験・能力・勤務地による※一律職務等諸手当含む

④時給▶1,100円～1,180円
③月給▶21.8万円～26.8万円
　　　　　※経験・能力・勤務地による※一律職務等諸手当含む

④時給▶1,100円～1,180円

⑤月給▶22.6万円～28万円
　　　　　※経験・能力による※一律職務等諸手当含む

⑥時給▶1,500円～2,000円
⑤月給▶22.6万円～28万円
　　　　　※経験・能力による※一律職務等諸手当含む

⑥時給▶1,500円～2,000円
奈良東病院グループ
「企業主導型保育園」

たけのこ保育園での保育業務

奈良東病院グループ
「企業主導型保育園」

たけのこ保育園での保育業務

時給▶838円～

時給▶1,000円～

全

41
事業所

20代～70代まで活躍中♪

午前中だけ・午後だけの
働き方も相談可
60才以上もOK

1日2.5時間程度の勤務のみ
60才以上もOK

年令不問・未経験でもOK！
60歳以上の方でも応募可！
正社員登用も有

【時間】
① 9：00～17：00※実働7h(休憩60分)
  16：30～翌9：30(休憩180分)
② 9：00～17：00※実働7h(休憩60分)

【時間】
③ 9：00～17：00(休憩60分)
　16：30～翌9：30(休憩180分)
　 6：30～21：30の間で早出・遅出有
④ 9：00～17：00(休憩60分)

【時間】
9：00～17：00(休憩60分)

【時間】8：30～16：30 ・ 9：00～17：00【時間】8：30～16：30 ・ 9：00～17：00

【時間】（朝）8：00～10：00 ・ （夕）16：00～18：00【時間】（朝）8：00～10：00 ・ （夕）16：00～18：00

【時間】15：30～18：00

時給▶860円～

【時間】15：30～18：00

たけのこ保育園たけのこ保育園

時給▶1,000円～時給▶1,000円～

時給▶838円～

時給▶1,000円～

時給▶860円～

働き方/就業場所/入社時期など
　　選べます
働き方/就業場所/入社時期など
　　選べます

自社にて「コロナ抗原定量検査」が出来る体制を
整えています。全施設「抗菌コーティング」済み
自社にて「コロナ抗原定量検査」が出来る体制を
整えています。全施設「抗菌コーティング」済み

正看護師（①正社員・②パート）正看護師（①正社員・②パート）

介護職員（③正社員・④パート）介護職員（③正社員・④パート）

理学・作業療法士・言語聴覚士（⑤正社員・⑥パート）理学・作業療法士・言語聴覚士（⑤正社員・⑥パート）

保育士（⑦パート）

子育て支援員（⑧パート）

保育士（⑦パート）

子育て支援員（⑧パート）

清掃スタッフ（⑨パート）清掃スタッフ（⑨パート）

送迎ドライバー（⑩パート）送迎ドライバー（⑩パート）

●子育て世代が多く、職員同士の理解がある
●家庭と仕事の両立の為の協力体制があり、温かい
●メリハリのある実働7時間！
●働き方や就労場所の選択肢が多い
●職員の生活環境や希望に応じた柔軟なフォロー体制
●アットホームな雰囲気の病院を中核に、
　　同じカラーの施設群と常に連携をとりチームプレーを重んじています。

当グループが目指すところは....患者様は元より職員にも

「奈良県一面倒見の良いグループ」
当グループが目指すところは....患者様は元より職員にも

「奈良県一面倒見の良いグループ」

すべては患者様・利用者様に安全で安心頂き、笑顔である為に・・・
　　　　　　　　　　　　　　　そして・・・勤続5年以上の方にはハワイ旅行へ♪
すべては患者様・利用者様に安全で安心頂き、笑顔である為に・・・
　　　　　　　　　　　　　　　そして・・・勤続5年以上の方にはハワイ旅行へ♪

●子育て世代が多く、職員同士の理解がある
●家庭と仕事の両立の為の協力体制があり、温かい
●メリハリのある実働7時間！
●働き方や就労場所の選択肢が多い
●職員の生活環境や希望に応じた柔軟なフォロー体制
●アットホームな雰囲気の病院を中核に、
　　同じカラーの施設群と常に連携をとりチームプレーを重んじています。

 
 
 

職①②正看護師
③④介護スタッフ
⑤⑥理学・作業療法士・言語聴覚士
⑦保育士
⑧子育て支援員
⑨清掃スタッフ
⑩送迎ドライバー

 
勤①②③④⑤⑥グループ内の

いずれかの施設
奈良市(12)、天理市(11)、香芝市(2)
木津川市(2)、生駒市、橿原市
広陵町、京田辺市(各1)
他サービス別途有
事業所多数の為、勤務地については
希望考慮致します。
◆病院　◆老健　◆特養
◆グループホーム　◆ケアハウス
◆介護付有料老人ホーム
◆訪問看護･訪問介護
◆デイサービス　◆保育園 等

⑦⑧たけのこ保育園
　奈良市田中町605-1

⑨デイサービスひまわり奈良
　奈良市左京4丁目6－1

⑩デイサービスいずみ
　京都府木津川市相楽城下100-1

 
資⑧子育て支援員講習修了者
時右記参照

※パートは勤務日数･勤務時間応相談
 
休週休2日制(シフト制)、年間休日数110日

年次有給休暇､慶弔休暇､
育児・介護休暇有（100％取得）

 
待社会保険加入、交通費全額支給(上限5万円迄/月)

施設群には無料駐車場有､
車通勤OK､公共機関での通勤もOK!
奈良駅・天理駅より無料送迎バス有
食事補助有(施設群)
※300円迄で利用出来る社員食堂有(4ヵ所)
パートさんは賞与(寸志)年2回有
入社支度金最高50万円有※職種別に規定有

【正社員のみ】
昇給有､賞与年2回(昨年実績平均3.8ヶ月)
勤続年数3年以上の職員は退職金制度あり
慶弔金※規定による
(結婚祝･出産祝･お見舞い･弔慰)

 
厚各種研修制度有

◆新人研修　◆ステップアップ研修
◆フォローアップ研修
◆階層別研修　◆講義研修
◆実務者研修受講可
　※他にも年間を通じて研修や勉強会開催
　他職種連携も図れます。
◆5年連続勤務者のハワイ旅行あり!※規定有
　永年勤続者には医師会より表彰有
　新規資格取得者には表彰式と粗品有
◆24時間企業主導型保育園有（すぐそば）
　（待機無で利用可）
　0歳～5歳児迄定員110名
◆労働衛生により健康診断あり(無料）
◆インフルエンザ予防接種は
　ワンコインで受けられます
　外国人､留学生､EPAや技能実習生
　などの受入れや教育も行っています
　施設対抗野球大会有(年2回)
　【全面禁煙】【試用期間3ヶ月有/条件同様】

 
応まずはお気軽にお電話下さい。


