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 ア  パ 事務職

奈良県五條市大澤町1236-1

時給900円※試用期間1ヶ月

経営コンサルタント業
エムエーワイ株式会社

 0747-25-5035 

▼五條市　JR五条駅より車で10分

代表取締役 保田まち子

事務職パートさん募集
勤務時間・曜日相談下さい

●子育てが落ち着いた方歓迎●●子育てが落ち着いた方歓迎●

奈良県内の顧客を中心に
日本生命保険代理店を営み
財務分析・事業計画の
策定などを行っている
平成29年設立の会社です

 
 
 
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 レジ

五條市田園3-1

時給865円～ 高校生時給840円～
※時間帯加給有

JA全農グループの食品スーパーマーケット運営
エーコープハートフル五條

 0747-23-2801 担当／店長

▼五條市　

学生・フリーター大歓迎！
高校生も多数活躍中！

夕方からの
　　短時間♪
夕方からの
　　短時間♪

レジの仕事は初めてという方も
丁寧な研修がありますので安心！

詳しくはコチラ
↓↓

 
 
 

内レジ、お客様対応、他
時 18：00～21：30の間で3～4時間程度
（ご相談に応じます）
休週3日以上の勤務※シフト制相談可
待車・バイク・自転車通勤可、制服貸与、

屋外喫煙スペース有、その他詳細は面
接時にご説明致します！

応先ずはお気軽にお電話下さい。

① ア  パ 紙製カップの成型 ② ア  パ 化粧品等のライン作業

御所市東辻83-23

時給838円～1080円 ※経験・能力による

製造・加工（化粧品製造認定工場）
株式会社タイセイパック

 0745-62-9011 

▼御所市　

パートさん募集パートさん募集
工場内軽作業工場内軽作業

勤務地

オートバックス
新庄店

オークワ
葛城忍海店

●

●
●

●

本社工場
168 葛

城
川

ロジスティクス
センター

ロジスティクス
センター

ラ・ムー
葛城忍海店

シャープ
葛城工場

❶本社工場（御所市東辻29-1）
❷ロジスティクスセンター2F
　（御所市東辻83-23）

 
 
 
内①紙製ケーキカップの成型・検品など

※単純作業のお仕事です
②化粧品など有名メーカーの商品の検品・包

装・梱包の流れ作業※安定したお仕事です
時 9：00～16：00（休憩1時間15分）

※1日5時間以上、週4日以上勤務で応相談
休土曜・日曜・祝日・お盆・年末年始など
待交通費規定支給、各種保険加入、車通勤

可、制服貸与、扶養内勤務歓迎、喫煙所有
応まずはお気軽にお電話ください

 ア  パ ミキサー車運転手

橿原市和田町11-32(勤務地・面接地／御所市茅原30-1)

日給15000円～

運送業
旭運輸有限会社

 右記参照 

▼御所市　

ミキサー車ミキサー車ミキサー車ミキサー車ミキサー車ミキサー車ミキサー車ミキサー車ミキサー車ミキサー車
ヤル気のある方大歓迎

月収例

35万円
0744-27-4861

（吉村）090-1154-0551

運転手募集!!運転手募集!!運転手募集!!運転手募集!!

ブランクOK
男女とも歓迎

長期で安心して働いて頂けます

積みおろし
なし！

 
 
 
内ミキサー車を使った生コンの輸送

※近畿エリア★近距離※積み下ろしなし
資要大型免許、大型トラック経験1年以上
給日給15000円～※経験・能力による

※研修期間1カ月中:日給10000円
※残業代時給2000円

時 8:00～17：00※配送先により異なる
休日曜日・祝日（出勤の場合も有）
待労災保険、残業手当、車通勤可
応電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参ください。

① ア  パ サービスアシスタントスタッフ ② ア  パ 事務スタッフ

大和郡山市小林町西3丁目1-5

時給900円～1000円
（研修期間1週間：-50円）

コーティング・用品取付け・洗車業
カーリフレッシュ ゴウダ

 0743-56-0566 担当／合田

▼橋本市　京奈和自動車道橋本東ICより車5分

★未経験OK★

１.洗車
運転業務はありません

2.内装部品の取付補助等

チェックシートに従って作業するだけ！
車をピカピカにするお仕事

納車前の
新車の・・・

友達同士の
応募もOK！
友達同士

長期
要相談

R3年3月末までの

❷事務スタッフ

❶サービスアシスタントスタッフ

簡単なPC入力・伝票整理

人気の短期
スタッフ募集

 
 
 
職①サービスアシスタントスタッフ

②事務スタッフ
勤【勤務地及び面接場所】

和歌山県橋本市紀ノ光台2-1-1 ※大和郡
山市から乗り合いも可能ですのでご相談下さい

時 9：30～18：30 ☆週3日～OK
休定休日／日曜
待交通費規定支給、制服貸与、車通勤可、喫煙所有
応まずはお電話又は右記二次元コードよ

りweb応募下さい

 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

 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

御所市
五條市
御所市御所市
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機械オペレーター

★未経験の当社
　女性スタッフも活躍中
★整理された
　キレイな環境です♫
★じっくりと
工場見学できます

大手

プレカットプレカットプレカットプレカットプレカットプレカットプレカットプレカットプレカットプレカットプレカットプレカットプレカットプレカットプレカットプレカットプレカットプレカットプレカットプレカットプレカット
工 場工 場工 場工 場工 場工 場工 場工 場工 場

プレカット
工 場

住宅木材
メーカーの

 派 機械オペレーター

橿原市中曽司町351番地の2

時給1300円～＋交通費

人材派遣・職業紹介
アビリティセンター

 0744-25-6900 

▼五條市　京奈和自動車道 五條北ICすぐ

長期のお仕事で安定収入◎
月収例200000～240000円＋交通費

 
 
 

職機械オペレーター
内製造ラインでのオペレーター業務・検

査と簡単な加工をお願いします
勤五條市（テクノパーク内）
資経験・資格不問
時 8：00～17：00 （休憩75分）
休隔週土曜、日曜、祝日、ＧＷ、お盆、年末

年始≪年間休日100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

見守り中心見守り中心

日勤専属日勤専属

生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員生活支援員
障がい者支援施設障がい者支援施設

無資格のスタッフも
多数活躍中

曜日固定や勤務日数は
相談OK

1勤務で
10,000円◎

 派 生活支援員

橿原市中曽司町351番地の2

時給1250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 

▼五條市　

 
 
 
職生活支援員
内お食事・入浴のサポート、受診時の付

き添い、行事やレクリエーションのお
手伝いなど

勤五條市住川町（テクノパーク内）
資資格・年齢不問
時 8：30～17：30（休憩60分）
休◎週3～5日の希望日数で相談OK
待各種社会保険完備（加入は勤務条件に

よる）、車通勤可、無料駐車場完備、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

短期の
スーパーレジスーパーレジスーパーレジスーパーレジスーパーレジスーパーレジスーパーレジスーパーレジスーパーレジスーパーレジスーパーレジスーパーレジ
スタッフ募集！スタッフ募集！スタッフ募集！スタッフ募集！
スーパーレジ
スタッフ募集！
スーパーレジ
スタッフ募集！
安全対策も対応！
マスク・手袋貸与◎

学生さんか
ら

Wワークの
方まで

幅広く活躍
中

 派 短期レジスタッフ

橿原市中曽司町351番地の2

時給1300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 

▼五條市　

 
 
 
職レジスタッフ
【勤務期間】
①即日～12月末まで
②即日～2021年3月頃まで

内食品スーパーでのレジ・精算業務
▽商品券・ポイントカード・クレジッ
トカードの取扱いなど
▽お客さま対応

勤五條市田園
京奈和道「五條インター」から車で5分

資レジ経験お持ちの方
（スーパー以外でもOK）
時 17：30～21：30（実働4時間）
休シフト制　☆休日は相談に応じます
待雇用・労災保険、車通勤可、交通費規定

支給、制服貸与（ポロシャツ＆エプロ
ン）、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

早朝
専属 介護
スタッフ

週3日でも
大変助かります

朝早い分夕方
たっぷり時間が
とれますよ♥

 派 早朝専属 介護スタッフ

橿原市中曽司町351-2(中和幹線沿い)

時給1250円～+交通費支給

人材派遣・職業紹介
アビリティセンター

 0744-25-6900 

▼御所市　御所駅から車で15分

ブランクのある方も大歓迎
慣れるまでのサポート体制◎

 
 
 

内☆入居者の方への食事・入浴介助
☆日常のコミュニケーション　
※入浴は当番制で日曜日はありません

資初任者研修以上
時①7:00～16:00 ②7:30～16:30

※時間帯の選択ＯＫ
休シフト制
待各種社会保険完備、車通勤可、交通費規

定支給、喫煙所有
応まずはお気軽にお電話ください。

≪登録・面談について≫
下記住所までお越しください。
☆車での来社ＯＫ 無料駐車場有 
☆電車の場合は近鉄真菅駅徒歩15分

 
 
★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
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2020年創業
私たちと一緒に会社を

創り上げていきましょう！

試用期間経過後 特別休暇毎月3日付与試用期間経過後 特別休暇毎月3日付与

0747-24-5607
090-7110-0208

当社独自の働き方改革でプライベート
も充実！

当社独自の働き方改革でプライベート
も充実！

年令不問

ブランクOK！

uba@mp-m.dancf.netメールでのご応募も
お待ちしております

 正 土木工事施工管理・現場監督

五條市田園4丁目49-5

月給35万円以上（試用期間3ヶ月有）
※経験・能力、希望額を伺い決定します

総合建設業
株式会社トライアブル

 右記参照 

▼五條市　

自分で給与を決めませんか？

 
 
 

内河川堤防、橋梁、道路などの土木構造物
の施工管理。（工事の請負）

資施工管理経験1年以上、普通自動車免許
（AT可）
時 8：00～18：00　☆120分休憩あり

※現場により多少前後あり
休土・日・他（業務によりまれに出勤もあ

ります）年末年始、GW、お盆 ※年間休
日114日（特別休暇を除き）

待昇給年1回、賞与年2回、交通費規定支給、
資格手当、残業・役職・職務・通信・休日
手当、各種社会保険完備、退職金制度、有
給休暇、制服貸与、車通勤可、資格取得支
援制度有（全額会社負担）、喫煙所有

応まずはお気軽にお電話ください。

★ブランクの
　ある方も大歓迎
★週3～5日の
　フル勤務まで歓迎
平日のみ・土日メインなど
働きたい日数で希望考慮します！
Wワーカーも多数在籍中です♪

午後
専属 介護
スタッフ

午前にゆっくり
時間を使いたい方へ♫

 派 午後専属 介護スタッフ

橿原市中曽司町351-2(中和幹線沿い)

1250円～+交通費支給

人材派遣・職業紹介
アビリティセンター

 0744-25-6900 

▼御所市　御所駅から車で15分

希望の曜日・日数で！
働きたい条件をご相談ください♪

 
 
 

内☆入居者の方への食事・入浴介助
☆日常のコミュニケーション　
※入浴は当番制で日曜日はありません

資初任者研修以上
時①13:00～22:00 ②14:00～23:00

※①②時間帯の選択ＯＫ
休シフト制
待各種社会保険完備、車通勤可、交通費規

定支給、喫煙所有
応まずはお気軽にお電話ください。

≪登録・面談について≫
下記住所までお越しください。
☆車での来社ＯＫ 無料駐車場有 
☆電車の場合は近鉄真菅駅徒歩15分

 
 
★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

希望
シフトで

出勤時間は
柔軟に対応！

❷❷

年令・男女不問！

❶❶ いちごの収穫・苗管理など
≪ハウス内の立ち仕事≫
いちごの収穫・苗管理など
≪ハウス内の立ち仕事≫

●60才以上の方も現役で活躍中！●60才以上の方も現役で活躍中！

扶養内OK

いちごのパック詰め等
≪室内の座り仕事≫
いちごのパック詰め等
≪室内の座り仕事≫

●お子さまの行事や急病はお休みＯＫ
●20代～40代の女性活躍中♪
●お子さまの行事や急病はお休みＯＫ
●20代～40代の女性活躍中♪

★即日～5月末まで
★長期雇用もＯＫ短期

① ア  パ 収穫・苗管理 ② ア  パ いちごのパック詰め等

五條市岡町1531

時給850円～1200円
土日祝手当（1日1000円）有

いちご製造販売
すぎざきふぁーむ

 090-7111-7732 

▼五條市　

土日祝出勤可能な方優遇！

 
 
 

職①収穫・苗管理
②いちごのパック詰め等

 
時①7：00～15：00

②9：00～15：00
※季節により時間前後有

 
休週3日～5日でご相談下さい
 
待昇給、車・バイク・自転車通勤可、喫煙

所有
 
応まずはお気軽にお電話ください

 委 運転代行ドライバー

御所市冨田

報酬：出来高制

運転代行（奈良公安委員会認定第64-0192号）
運転代行フラワー＋

 080-5323-0964 

▼橿原市・御所市　

2種免許お持ちでない方もOK☆
2種自動車免許取得制度有！

最低
保証給有

初めてでも安心！
2人1組の勤務

ウレシイ♪

［2種］26万円以上！
［1種］23万円以上！

[月収]フル出勤時
［2種］6,300円
［1種］5,200円

※当社規定有

即日スタート
OK！

＋◎歩合給　◎別途手当

Wワークもフルも歓迎！！
日払いOK！！

 
 
 

職運転代行ドライバー
時 19:00～翌2:30 ※時間・曜日応相談
休シフト制

◎フル勤務から週１日までOK！
待代行保険・傷害保険完備
応お気軽にお電話頂くか、下記2次元コー

ドよりWEB応募ください
（電話受付14:00～19:30頃まで）

 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。

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。

弊社の宣言書はこちらからご覧になれます➡

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


