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 正 クリーンスタッフ・看護補助

高市郡高取町与楽1160番地

月給150000円～
※試用期間3ヶ月有（同条件）

医療法人中川会
飛鳥病院

 0744-52-3888 （採用担当／大山）

▼高取町　近鉄「橿原神宮前」駅より送迎バス有

50代～60代も
積極採用！

●賞与（基本給平均）3.5ヶ月／年
●昇給年1回
※63歳以上は賞与・昇給の対象外になります

（令和元年度実績） 

残業なし
車通勤も可
残業なし
車通勤も可

 
 
 
内病院（飛鳥病院）内での清掃業務（床はき、拭き

掃除、トイレ清掃等）、配膳手伝い、洗濯業務
等、看護補助は上記に加え看護師の補助業務

時 8：50～17：00（詳細は応相談）
休月8日（シフト制）

※有給休暇制度（法定どおり付与）
待各種社会保険完備、家族手当・住宅手当・精

皆勤等各種手当、退職金制度、制服貸与、車
通勤可、交通費支給（上限有）、全面禁煙

応お電話でお気軽にお問い合わせ下さい

 パ 設計事務所の事務スタッフ

橿原市醍醐町521-2

時給900円～1200円　※経験能力による

一級建築士事務所（建築・土木設計）
株式会社華麗工房

 0744-24-5852 

▼橿原市　

女性活躍中♥フルタイムでも扶養内でもOK！

◎諸官庁への申請書類の届出補助

意欲のある方お電話下さい！
保育園と併設の設計事務所です

◎諸官庁への申請書類の届出補助

◎ワード・エクセルを使用し、
　役所へ許可申請の文書作成

◎CAD使える方はAT21を
　使用し、図面作成

★夢を現実に…
　　形にして届けたい

 
 
 
内文書作成・図面作成・他補助業務
資普通自動車免許 ※CAD使える方優遇
時 9：00～18：00の間で3～4時間より応相談

※勤務日数応相談
休土、日、祝、夏期休暇、年末年始
待昇給、寸志、交通費支給、各種社会保険

完備（時間による）、車通勤可、全面禁煙
交 JR「畝傍駅」より徒歩10分

近鉄「大和八木駅」より徒歩15分
応まずはお気軽にお電話下さい。

 正 医療事務・受付

橿原市久米町600-3

月給160000円～
※試用期間3ヶ月有（同条件）

医療経理・事務代行 他（飛鳥病院グループ）
株式会社白橿エンタープライズ

 0744-52-3888 （飛鳥病院：採用担当／大山）

▼高取町　近鉄橿原神宮前駅から約8分

車通勤OK！時間により送迎バス有
飛鳥病院勤務地

まずはお気軽にお電話下さい

賞与年2回
元年度実績
3.5ヶ月

医療事務・受付
女性活躍中♥正職員

高市郡高取町
与楽1160

 
 
 
内飛鳥病院における医療事務、受付 他
資職務経験不問、高卒以上、PCの簡単な

操作（ワード・エクセル）
時 8：50～17：00
休月8日（シフト制）、夏期休暇（2日）、年

末年始（3日）
待昇給、交通費規定支給、各種社会保険完

備、退職金制度（63才定年で勤続3年以
上）、全面禁煙

 ア  パ コンビニスタッフ

橿原市葛本町734-1

時給①900円～　②③850円～　④1065円～

コンビニエンスストア
ローソン橿原葛本町店

 0744-29-3963 

▼橿原市　R105「葛本町東」交差点付近

スタッフが働きやすいお店を目指しています

◎シフト柔軟に対応します
◎経験・男女・年齢不問！
◎研修制度有

学生・フリーター
歓迎!歓迎! 高校生可
土・日・祝、早朝
勤務できる方歓迎！
学校や家庭の予定・
ご都合考慮します！

 
 
 

内販売・陳列・検品・清掃等
時①6：00～9：00　②9：00～18：00

③18：00～22：00　④22：00～翌6：00
日時応相談！ 週2日～OK

待昇給、制服貸与、車通勤可、喫煙所有
応まずはお気軽にお電話下さい

 正 電気工事士・見習い

橿原市豊田町214-1 

月給20万円～（経験・能力による）
※試用期間3ヶ月　日給7000円～

電気設備工事全般
森田電工

 090-7345-4053 

▼橿原市　

経験者採用・給与面優遇
経験が半年程度でもOK！！

最初は手元の手伝いや清掃等から
徐々に覚えていけば大丈夫！！

最初の一歩を踏み出せない方
ぜひ当社に来てください！
最初の一歩を踏み出せない方
ぜひ当社に来てください！

工事士デビュー
    大歓迎!!

工事士デビュー
    大歓迎!!

経験や資格
不問！

経験や資格
不問！

 
 
 

内新築集合住宅・戸建の配線工事・ルー
ムエアコンの設置工事など　

資普通自動車免許（ＡＴ限定可） 
時 8：00～17：00※現場により異なる
休日曜・GW・夏期・年末年始　他希望休
待雇用・労災保険、資格取得支援有、交通

費規定支給、車通勤可
応まずはお気軽にお電話下さい

「毎日の
生活が便利になった！」
 　と利用者様から
 喜んで頂きやりがいを
　　　感じられる
　　　仕事です！

営業スタッフ1日のスケジュール例

▼出社
▼ミーティング
　1日のスケジュール確認
▼介護施設を訪問
　ご利用者様の日常生活での
　ニーズや問題点等のお話を
　ケアマネジャーさんから伺う
▼お昼休憩
▼既存の利用者様の
　アフターフォローなど
▼帰社 書類の整理、翌日の準備など
▼就業時間終了 お疲れ様でした！

営業スタッフ1日のスケジュール例

「毎日の

チームワーク

初めは先輩と同行
しながらなので安心！

未経験OK未経験OK未経験OK 週休2日制週休2日制

生活が便利になった！」

抜群

① 正 営業スタッフ ② パ 点検・納品スタッフ

橿原市葛本町73-1 セフィーロ101

①月給20万円～＋歩合給
②時給840円～ 

介護福祉用具レンタル・販売・住宅改修
ハート・ケア・ひろはし

 0120-39-1684 

▼橿原市・下市町　

先輩・後輩も関係なく
みんなでフォローし合ってます！

 
 
 

内①介護福祉用具の営業（正）
ノルマなし・賞与有
介護施設やケアマネジャーさんに介
護福祉用具のレンタルや販売など、
利用者様の生活環境の向上を目指し
た提案を行います

②点検納品スタッフ（パ）正社員登用有
利用者様宅への定期訪問
商品のメンテナンス・納品サポート
をして頂きます

勤橿原市葛本町73-1 セフィーロ101
吉野郡下市町新住51-1
※勤務地はいずれか相談の上

資普通自動車免許（AT限定可）
給①頑張れば歩合できちんと評価します

※①②試用期間3ヶ月有
時①9：00～18：00

②9：00～18：00（応相談）
休土曜、日曜、祝日、年末年始7日程度、夏

期休暇4日程度、GW
待昇給、交通費支給（会社規定による）、各

種社会保険完備（パートは応相談）、車
通勤可、全面禁煙

応まずはお気軽にお電話下さい
Web応募は下記二次元コードよりご
応募下さい
★お年寄りに対して“心のこもったお手
伝い”のできる会社を目指しています
★長く活躍できるアットホームな職場
の雰囲気が自慢です

橿原市
桜井市
高市郡

橿原市橿原市
桜井市桜井市
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就労継続支援
B型事業所
就労継続支援
B型事業所

小規模施設で
スタッフも利用者さんも

のびのび
働いています♪

あなたの

経験を求めて
います！

平日
10：00
～15：00で
働きやすい♪

平日
10：00
～15：00で
働きやすい♪

 派 サービス管理責任者

橿原市中曽司町351番地の2

時給1600円～＋交通費規定支給

人材派遣・職業紹介
アビリティセンター

 0744-25-6900 

▼橿原市　近鉄真菅駅から徒歩10分

 
 
 
職サービス管理責任者
内利用者さんの個別支援計画作成、業務

サポート、見守りなど
▽1日10名程の利用者さんをスタッフ
5人で支援しています

勤橿原市
資サービス管理責任者

実務経験のある方
☆経験を活かしたい中高齢の方も歓迎

時平日10：00～15：00 （休憩60分）
☆9：00スタートなど時間帯の相談OK

休土曜、日曜、祝日
待各種社会保険完備（加入は勤務条件に

よる）、車通勤可、交通費規定支給、喫煙
所有

応電話連絡の上、スタッフ登録の予約を
行ってください。
登録後、会社や仕事内容の詳細をお伝
えします

【登録・面談場所】
人材ニュース株式会社
橿原市中曽司町351番地の2
近鉄真菅駅より徒歩15分

（中和幹線沿いのため、お車でのご来社
をお勧めしています）

★スタッフ登録随時受付中
労働者派遣事業　派29-300108　
民営職業紹介業　29-ユ-020014

素麺づくりの素麺づくりの

試用期間（2～6ヶ月間）は、
派遣スタッフとして
お仕事していただきます。

紹介予定派遣

奈良が誇る

なりませんか♪
プロにプロに

★モクモクと
　作業できる方歓迎
★長期安定
　腰を据えて働きたい方を
　求めています

 紹派 製麺スタッフ

橿原市中曽司町351番地の2

時給1200円～＋交通費規定支給

人材派遣・職業紹介
アビリティセンター

 0744-25-6900 

▼桜井市　

 
 
 
職製麺スタッフ
内製麺作業、商品箱詰、生産管理など

▽簡単な補助業務からスタート
▽過剰な力仕事はありませんが、体力
は必要です

勤桜井市
資資格・経験不問☆未経験スタート応援

昨年も20代の未経験の方をご紹介し
ました

給【正社員登用後】19万～24.9万円＋交
通費（別途役職手当）

時 8：00～17：00（休憩75分）
休土曜、日曜、祝日、夏期、年末年始（会社

カレンダーによる）
待各種社会保険完備（加入は勤務条件に

よる）、昇給、賞与、車通勤可、交通費規
定支給、制服貸与、喫煙所有

応電話連絡の上、スタッフ登録の予約を
行ってください。
登録後、会社や仕事内容の詳細をお伝
えします

【登録・面談場所】
人材ニュース株式会社
橿原市中曽司町351番地の2
近鉄真菅駅より徒歩15分

（中和幹線沿いのため、お車でのご来社
をお勧めしています）

★スタッフ登録随時受付中
労働者派遣事業　派29-300108　
民営職業紹介業　29-ユ-020014

① 正 保育士 ② パ 非常勤保育士 ③ パ 保育補助

宇陀市榛原下井足1538-1

①月給20万円～　②時給950円～
③時給900円～

社会福祉法人 はなぶさ福祉会
しらゆり保育園

 0745-82-6300 

▼宇陀市　近鉄榛原駅から徒歩5分

休日／日曜、祝日、GW、年末年始、夏期休暇（交替制）
　　　※パートは勤務日応相談
待遇／昇給年1回、賞与年3回、職務手当（規定による）、交通費支給、
　　　各種社会保険完備（時間による）、車通勤可、禁煙

さらにゆとりをもって保育する為の増員募集ですさらにゆとりをもって保育する為の増員募集です

子供たちの自尊感情を高められるよう子供たちの自尊感情を高められるよう

ほめる事を大切に
しています
ほめる事を大切に
しています

即日勤務OK
経験者歓迎
即日勤務OK
経験者歓迎
即日勤務OK
経験者歓迎
即日勤務OK
経験者歓迎

 
 
 
職①保育士 ②非常勤保育士 ③保育補助
資①②保育士免許

②☆土曜日勤務可能な方
③資格ない方でもOK！
②③夕方から入れる方歓迎

時①7：00（7：30）～20：00（19：30）
※実働8時間

②7：00～19：30の間で4～6時間
③8：00～19：30の間で4～6時間

応お気軽にお電話にてお問い合せ下さい

 ア  パ セキュリティスタッフ

橿原市小房町8-30

日給7500円～10000円

警備業
タツキ警備保障株式会社

 0744-29-0800 

▼奈良県内各地　

勤務
日数
応相談

※雇用前研修3日有（20時間・研修費16,760円支給）
※時間は勤務先により異なります（残業あり）

しっかり稼げます!!

安定して仕事が
あるので短期でも
安定して仕事が
あるので短期でも

週払いOK！週払いOK！

30,000円
支 

給

入社祝い金 ※規定有

短期も
長期も
OK！

 
 
 
職セキュリティスタッフ
勤奈良県内各地多数有
資年令18才以上
時①8:00～17:00　②10:00～19:00　

③21:00～翌5:00
＊勤務先により異なります　＊残業有

待交通費当社規定支給、各種社会保険完備、
車通勤可、週払い制度、手当（夜間・残業）

応お気軽にお電話いただくか下記二次元
コードよりWeb応募下さい

 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 年末年始の出店販売スタッフ

吉野郡大淀町新野580-6

日給12000円～20000円(能力により異なる)
★頑張り次第で日給アップ！！

出店での販売業
山尚実業

 右記参照 

▼橿原市・桜井市・奈良市・生駒市・他　

高校生から幅広い年代の方大歓迎！

焼きそば焼きそば焼きそば

（山本）090-7876-8407
（鈴木）090-5242-1607

初めてでも安心！！

男女不問
友達同士でもOK

日給12,000円～20,000円

応募
連絡先

出店販売スタッフ出店販売スタッフ
年末年始の短期バイト年末年始の短期バイト

 
 
 

職年末年始の出店販売スタッフ
期間：12/31～1/3（～1/5）、1/9、
1/10、1/11☆そのあとも随時受付中

勤橿原神宮（橿原市）、大神神社（桜井市）、
春日大社（奈良市）、宝山寺（生駒市）等

時 8:00頃～21:00頃※日にちによって変動有
応お気軽にお電話又は下記の2次元コー

ドよりWEB応募ください。
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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♪

 正 大型ドライバー

（本社）五條市住川町1308

月給29万円～47万円

一般貨物自動車運送業
株式会社ベストライン

 0747-23-5085 

▼橿原市　京奈和自動車道橿原北ICより1分

大募集ドライバー大募集

橿原支店
ケーズデンキ
橿原北店

至大和郡山市
飯高町南

小槻町

橿原北IC
24

第二駐車場

詳しくはHPで！

株式会社 ベストライン

0747-23-5085
★いつでもお気軽にお問い合わせください★いつでもお気軽にお問い合わせください

研修制度も充実中★
未経験者も大活躍しています！
研修制度

橿原支店

20代～60代まで幅広く活躍中！

ベストラインは
こんな人を
採用しています

月収と休日日数の実績
 ～昨年平均～

平均月収：34万円
平均休日：8日／月

10t地場乗務員 Mさん
平均運行
250㎞/日

平均月収：46万円
平均休日：10日／月

10t長距離乗務員 Sさん
平均運行
550㎞/日

平均月収：38万円
平均休日：10日／月

10tフリー乗務員 Kさん
平均運行
457㎞/日

平均月収：36万円
平均休日：9日／月

10t中距離乗務員 Nさん
平均運行
300㎞/日

●挨拶がしっかりできる人
●夢を持っている人
●成長したいと心から思っている人
●人と話すのが好きな人
●協調性を持っている人
●心から笑いあえる人 ●素直な人

大手メーカー様の輸送が多数!!
仕事が安定しています！安定しています！安定しています！

ユーチュ
ーバーも

活躍中！！

 
 
 
内大型貨物の輸送

※パレット有り・バラ有り
☆見習い制度が充実！
☆未経験でも安心！

勤（橿原支店）橿原市飯高町88-1
資大型自動車免許

※未経験OK ※経験者優遇
給月給（地　場）29万円～34万円

　　（中距離）29万円～39万円
　　（長距離）39万円～47万円

時 8：00～17：00※1ヶ月変形労働制
休月6日～10日・夏期休暇・冬期休暇
待昇給、交通費支給、各種社会保険完備、

有給休暇、制服貸与、スマートフォン貸
与、車通勤可

応電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参
下さい。
Webでのご応募は下記二次元コード
まで。★面接は本社にて行います。

 
★ベストラインはこんな会社です！

－乗務員様へ－
「こんな事気になりませんか？」
●1人1台のあなただけの専用車両と
なります。
●車両は日野ハイルーフ、いすゞギガ、
三菱ふそう。
●全車両に自動ブレーキ軽減システム
導入！これにて追突事故はゼロ。
●車両の整備は当社の専門整備士が行
います。
－ご家族様へ－

「こんな事で困ったことはありませんか？」
ご家族の方が読んで下さいね！
●万一、商品破損・車両事故など起き
た場合、乗務員様からの給料天引きは
一切致しません。
●万一、事故が起きた場合、任意保険など
の免責代は乗務員様から頂きません。
●未経験の方も弊社の乗務員がしっか
りサポートします。
●運転に自信の無い方も全車両にカー
ナビ・バックカメラがついています。
●1ヶ月間無事故無災害であれば自宅
にお米が届きます。
●有給休暇制度にてプライベートも充
実しています。

フリーペーパー 求人情報誌

隔週日曜日発行
（季節により変更になる場合がございます）
主な設置場所／スーパー・ショッピングセンター、
近鉄主要駅、コンビニ等  皆様の身近なお店に設置しています！！

設置店舗700ヵ所以上
ますます拡大中‼好評発行中 !!
☆お近くの設置店にてお取り下さい。

奈良市・生駒市・木津川市・相楽郡精華町地区

●コンビニ（ローソン・ファミリーマート等）　●大学・短大・専門学校
●すかいらーくグループ（ガスト・バーミヤン等）　●その他書店・量販店等

県内
全域
※上記中、契約店舗のみの設置しております。全ての店舗ではありませんのでご了承ください。

●中村屋 各店 ●大起水産回転寿司 奈良店 ●啓林堂書店 ●近鉄西大寺駅 ●近商ストア 各店 
●宮脇書店 生駒北店 ●開放倉庫 山城店 ●ローソン 各店 ●プライスカット 各店 
●ファミリーマート 奈良大森町店 ●ビッグナラ 各店 ●トライアル 宝来店・東九条店
●ファミリーマート 奈良西大寺本町店 ●ファミリーマート 近鉄あやめ池駅前店 
●デイリーヤマザキ 奈良神殿店・近鉄奈良駅前店・北之庄西町店
●デイリーカナートイズミヤ 新大宮店 ●デイリーカナートイズミヤ 学園前店 
●ディアーズコープ いこま ●ステーキガスト・ガスト 各店 
●スーパーセンターオークワ・オークワ 各店 ●ザ・ビッグエクストラ 大安寺店 
●コメダ珈琲 奈良二条大路店 ●コメダ珈琲 奈良中町店 ●ココス 各店 
●コープ 各店 ●ケーズデンキ 本店 ●パケット 各店 
●イオン 奈良登美ヶ丘ショッピングセンター ●イオン 奈良店 ●ハッスル2
●イオン 高の原ショッピングセンター ●アピタ 精華台店 ●KOHYO 東生駒店 
●KOHYO JR奈良店 ●KOHYO 奈良新大宮店 ●GEO 奈良四条大路店 ●GEO 押熊店
●いそかわ押熊店・あやめ池店・尼ヶ辻店・新生駒店・生駒イトーピア店 他


