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 パ 病院内の日常清掃スタッフ

大和高田市春日町2-1-12

時給840円※試用期間1ヶ月有

ビルメンテ･廃棄物処理･清掃関連
有限会社セレス

 090-1901-1121 担当／小松

▼香芝市関屋北　

女性活躍中女性活躍中

Ｗワークや
早期退職者もＯＫ！
未経験ＯＫ！

「平日～土・日・祝の間で」や
「土・日・祝スポットのみ」
など週3日程度で
働き方ご相談下さい！

残業
無し

 
 
 
内床の清掃、ゴミの回収、浴室清掃等
勤香芝市関屋北の病院
時①8：20～16：50　②8：20～12：00　　　　　

③13：00～16：50※①～③でご相談ください
休希望休制（1ヶ月単位に作成）土曜 ／ 月

2回、日曜／月2回程度の休み有
待昇給、各種社会保険完備（条件による）、

交通費支給（7,500円迄）、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ください

 ア ホールスタッフ

葛城市當麻350-1

平日:時給850円～　土日祝:時給900円～
☆大型連休時（年末年始、GW等）は特別手当有♪

飲食店小売業”ねり天と瓦そば”
味のかけ橋

 0745-48-8410 

▼葛城市　近鉄当麻寺駅から徒歩8分

☆交通費一律200円支給☆
徒歩・自転車の方にも支給します！

高校生
大学生
歓迎

テスト休みも
しっかり対応！

希望シフト制
土・日・祝のみも

OK！

未経験者大歓迎

 
 
 

内店内スタッフ
時（平日)17:00～21:30(土日祝)

10：00～21：30の間で4ｈ～
☆上記時間帯で応相談

待昇給、制服貸与、車・バイク・自転車通
勤可、全面禁煙 ☆バイク貸出します！

応まずはお気軽にお電話下さい。
（担当/中山）

 正 カーコーティング・洗車業務

葛城市林堂195-1

月給19万円～24万円+諸手当、他

キーパープロショップ・出光SS併設店
株式会社ヤスカワ

 0745-69-0188 

▼葛城市　

正社員
募集！

詳しくはHPで カーコーティング　奈良 で  検索

●未経験者大歓迎！！
●要普通自動車免許
　（AT限定可）

年収例：入社5年目▶年収430万円／月収34万円
試用期間3ヶ月有（時給／1,000円）
年収例：入社5年目▶年収430万円／月収34万円
試用期間3ヶ月有（時給／1,000円）

業績好調

●資格支援有！（費用は会社負担）

 
 
 
内お客様の車のコーティング・洗車、ガ

ソリンスタンドの業務等
時 8：00～19：00の間でシフト制 ※実働8時間
休月6～8日（年間休日102日）火曜（祝日

と12月は営業）、GW、夏期、年始休暇
待昇給、賞与、諸手当、各社保完、退職金制

度、定年制度、有給休暇、制服貸与、車通
勤可、交通費全額支給、喫煙所有

応お気軽にお電話いただくか、下記二次
元コードよりWeb応募ください。

 ア  パ ホールスタッフ

葛城市太田136-1

時給900円～+交通費規定支給

飲食業
葛城キッチン

 0745-48-8755 

▼葛城市　道の駅かつらぎより車で5分

土・日・祝勤務できる方募集！
葛城市の洋食屋で
★働きませんか★
ホールスタッフ募集
年明けからの勤務

 
 
 

内配膳、レジなどのホール全般
資年令・男女不問 ☆高校生可
時 10：30～15：00 ☆相談可

☆基本土・日・祝勤務
待交通費規定支給・制服貸与・車・バイク・

自転車通勤可・まかない付き、全面禁煙
応お気軽にお電話下さい

 ア  パ 接客・料理提供・仕上げスタッフ

香芝市尼寺2-345-1

時給900円～

飲食業
ベジタブー

 0745-70-5146 

▼香芝市　

おいしいまかないあり♪

シフトは希望に応じます♬
フリーター・学生さん活躍中！！
シフトは希望に応じます♬
フリーター・学生さん活躍中！！

お店を
　見てみて！！

 
 
 

内接客・料理提供・仕上げなど
給時給900円～

※研修期間50ｈは850円
時 18:00～23：00の間で応相談

☆週2～3日でもOK
待車通勤可、全面禁煙
応お気軽にお電話いただくか、下記二次

元コードよりWeb応募ください

定着率が良い
秘訣は

人間関係の良さ！！
居心地 の いい 職場 で

未経験から
スタートした
先輩が多く
20代～30代が
中心となって
活躍しています

す

定着率が良い
秘訣は

人間関係の良さ！！

① 正 製造 ② 正 事務 ③ 正 経理事務

大和高田市大字大谷126番地2

高卒月給158200円～　（考課有り）
大卒月給182200円～　（考課有り）

各種金属プレス加工・板金加工
株式会社M.T.C

 0745-22-1410 

▼大和高田市　JR五位堂駅から徒歩7分

未経験者歓迎！丁寧に指導します！

 
 
 

内①プレス、板金加工
②PC作業、電話応対 ③経理業務

資 18歳以上
給高卒:月給158200円～

大卒:月給182200円～
※考課有り
※研修期間14日間は時給838円～1000円
※試用期間6カ月有

時 8:00～17:00（休憩：90分）
休土・日・祝※土曜は会社カレンダーによる
待昇給・賞与、社会保険完備、交通費規定

支給、手当（残業・役職・家族）、車・バイ
ク・自転車通勤可、制服貸与、喫煙所有

応お気軽にお電話ください！
ご応募お待ちしております。担当/中西

香芝市
葛城市
大和高田市大和高田市大和高田市

香芝市香芝市
葛城市葛城市
大和高田市大和高田市

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
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食文化のパイオニア

株式会社
食文化のパイオニア食文化のパイオニア

正
社
員

パ
ー
ト

未経験・新卒・第2新卒
の方歓迎！
20代～40代の方
活躍中
扶養内で働きたい方も
相談OK！！
曜日・時間はお気軽に
ご相談下さい

スタート

正社員▶賞与、残業手当、家族手当　パート▶寸志
（共通）昇給、交通費規定支給、各種社会保険完備（パートは時間による）、社員旅行有、車通勤可、喫煙所有

正社員

正社員

資材部員 食品製造
スタッフ

★食品関連企業に
　勤めていた方
　採用・給与面優遇

★未経験OK！丁寧に指導します
★主に立ち仕事での
　ライン作業です

冷凍食品の原材料の
管理業務（規格設定
・調達・受入・出納）
包装資材の発注業務など

パート
日勤男女

活躍中

パート
夕勤

仕込み
スタッフ

★主婦層・子育て中の方活躍中
★学校行事などの
　お休みは対応♪

キャベツのカット
前処理など
※包丁を使っての
　作業です

冷凍食品の
製造・検査・包装のお仕事
（ギョーザや
ミートボールなど）

待遇

① 正 資材部員 ② 正 ③ パ 食品製造スタッフ ④ パ 仕込みスタッフ

大和高田市東三倉堂町18-17

①②月給22万円～30万円　
③時給1000円～ ④時給900円～

冷凍食品の製造・販売
株式会社サンオーク

 0745-23-1234 

▼大和高田市　

 
 
 
給①②月給22万円～30万円 ※試用期間

最大2ヶ月中：時給1000円～
③時給1000円～ 

※22：00以降深夜割増
④時給900円～

時①8：30～17：15
②ⓐ8：30～17：15 ⓑ15：00～23：45

※多少残業有 
※ⓑ勤務できる方採用面優遇

③17：00～24：00
④ⓐ9：00～15：00 ⓑ8：00～15：00 

※ⓑ勤務できる方採用面優遇
休日曜、祝日、土曜（月2回程度）、GW、夏

期、年末年始
応電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参

下さい

保育園拡張のため

福利厚生充実♬
●車通勤可（職員用有料駐車場完備）
●制服支給　●交通費支給
●各種社会保険完備（時間による） 
●産休後の復帰
●産休・育休・病休制度有（一部給与有）
●健康診断受診制度
●インフルエンザ予防接種費用 
●チャレンジシートの評価システム
●結婚・出産祝い金　●病気見舞い金
●退職金制度（正職員）  ●全面禁煙

●車通勤可（職員用有料駐車場完備）
●制服支給　●交通費支給
●各種社会保険完備（時間による） 
●産休後の復帰
●産休・育休・病休制度有（一部給与有）
●健康診断受診制度
●インフルエンザ予防接種費用 
●チャレンジシートの評価システム
●結婚・出産祝い金　●病気見舞い金
●退職金制度（正職員）  ●全面禁煙

保
育
士
さ
ん
大
募
集

産休や育児、家族の介護などの事情も
助け合っているので安心
だから、長く続けられる職場です！
ぜひ一度見学にお越しください！

① 正 ② パ 保育士 ③ パ 事務員

（本園）橿原市醍醐町502-1（分園）橿原市醍醐町521-2

①月給19万円～ ②時給1000円～ ③時給900円～
※①②経験能力により考慮、昇給・賞与・職務手当有

奈良県知事認可 児童福祉施設
にこにこパーク保育園

 0744-24-5846 

▼橿原市　近鉄「大和八木駅」より徒歩15分

保育士間のチームワーク抜群！

 
 
 

職①保育士（正職員） ②保育士（パート）
③事務員（パート）

資①②保育士免許
③パソコンの基本操作できる方

時①7：30～18：30（19：00）
※実働8時間

②上記時間内で時間・勤務日はお気軽
にご相談ください

③Ⓐ8：00～12：00Ⓑ14：00～18：00
休土曜、日曜、祝日（※土曜は月1～2回出

勤）、有給休暇、GW、夏期休暇、年末年
始

応まずはお気軽にお電話下さい
★子どもの自主性・自発性を育み、

ドキドキ・ワクワ楽しい保育です♪

 パ ①調剤事務＆一般②薬剤師

北葛城郡広陵町馬見北2丁目3-18

①時給850円～※18時以降 時給900円～
②時給2000円～

薬局・調剤業務・漢方及び一般薬相談・販売
鈴木薬局

 0745-55-5512 

▼北葛城郡広陵町　

勤務時間・日数はご相談下さい♪

受付・レジ・患者様対応・レセプト業務の
パソコンインプット（簡易な作業です）

本　店／北葛城郡広陵町馬見北2丁目3-18
箸尾店／北葛城郡広陵町的場152-1

月・水・金の18時～20時に入れる方は採用面で優遇

管理薬剤師の方は給与面優遇

調剤業務、薬歴管理、服薬指導など

①調剤事務
　＆一般

②薬剤師

伝票整理・データ入力及び管理

地域に根ざし患者様に
信頼をいただける薬局を
目指しています

 
 
 

時①⒜8:30～16:30⒝16:30～20:00
②9:00～20:00※①②共に4ｈ～ＯＫ

休日曜・祝日・火曜14時以降・土曜13時
以降・箸尾店は木曜定休

待雇用・労災保険、制服貸与、車通勤可、
無料駐車場有、全面禁煙

応まずはお気軽にお電話下さい

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

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

12月27日（日）です
次号予告はフリーペーパー


