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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

 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

 委 運転代行ドライバー

高市郡高取町清水谷384-53

報酬：完全出来高制

運転代行業（奈良県公安委員会認定第64-0175号）
運転代行ハマー

 080-4647-1001 

▼橿原市及び近郊　

２種免許取得支援制度有
※要普通自動車免許

日払い
OK！

週1日～
OK！

副業
OK！

最低
保証給

2種免許 
1種免許 5,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,000円～円～円～円～円～円～円～5,000円～5,000円～

6,0006,0006,0006,0006,000円～円～円～円～円～円～円～円～円～円～6,000円～6,000円～

女性ドライ
バー

も活躍中

 
 
 
職運転代行ドライバー
勤橿原市及び近郊☆出勤場所もご相談く

ださい
資普通自動車免許
給報酬／完全出来高制

2種/売上の28％～
1種/売上の26％～

時時間・日数はお気軽にご相談ください
20：00～の勤務もOK!週1日～勤務OK

応まずはお気軽にお電話下さい

① 正 保育士・幼稚園教諭 ② 正 教務（事務） ③ 正 管理栄養士
月給19.9万円～(奈良市内園)
月給18.9万円～(天理・桜井市園)

幼保連携型認定こども園
学校法人吉住学園 本部

 0743-65-2676 

▼奈良市･天理市･桜井市　

奈良市中山町西3丁目535-200

奈良市あやめ池北3丁目1452-15

0742-43-7002

0742-52-8801

0743-65-2676

0743-63-0666

0744-43-7291

天理市楢町544

桜井市大字箸中994-1

0742-43-0662奈良市学園大和町6-708-15

天理市富堂町232-1

奈良認定こども園　 学園前学園

奈良認定こども園　 あやめ池学園

天理認定こども園　 カレス学園

天理認定こども園　 前栽（せんざい）学園

桜井認定こども園　 三輪学園

奈良認定こども園　 富雄学園

応募▶まずは各園にお電話下さい。履歴書等持参下さい。
　　　面接は随時行います。※採用テストは面接のみです

待遇▶交通費／公共交通機関利用の方は月 2.3 万円迄支給、
　　　駐車場有、【禁煙】

就職お祝い金
10万円支給
就職お祝い金
10万円支給

R3年卒業見込者
または既卒者
R3年卒業見込者
または既卒者

勤務開始日応相談

 
 
 
職①保育士･幼稚園教諭 ②教務（事務）

③管理栄養士
勤奈良市･天理市･桜井市のこども園
資①保育士免許･幼稚園教諭免許

②教務は大学卒 ③管理栄養士
給奈良市内園 月給19.9万円～

天理・桜井市園 月給18.9万円～
※大学卒は別途四大卒手当有9千円/月

時 7：00～19：00(シフト/勤務先による)
休 4週6休(日曜･祝日 ※土曜は隔週)

 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。

「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

複数
その他のエリアその他のエリアその他のエリアその他のエリアその他のエリア
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●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

●日数、曜日、働き方相談に応じます。
●短期・長期・Wワークも可
●週1日～OK！日払い可

①路線バス誘導スタッフ（正）
①工事現場警備スタッフ（正）
②夜間施設警備スタッフ（ア）

①路線バス誘導スタッフ（正）
①工事現場警備スタッフ（正）
②夜間施設警備スタッフ（ア）

＊交通費会社全額負担♬  ＊建設現場、他も相談 
＊有給休暇取得奨励中  　＊制服無償支給　
＊天候に左右されない現場多数あり
＊路線バスの誘導警備が主な業務です。

①24日勤務：26万円以上
②10日勤務：   9万円以上

希望収入に
より選択可

お気軽にお電話下さい。受付／8：00～20：00

年金を受給しながら
働いている方が
活躍中！

※喫煙所有り

給与例▶

① 正 A)路線バス誘導スタッフB)工事現場警備スタッフ ② ア  パ 夜間施設警備スタッフ

奈良市西大寺東町2-1-4桐山ビル2F

①A)日給7300円　B)日給11200円　②日給9300円

警備業
グローバル公共警備有限会社

 0742-34-2399 

▼奈良市・他　

〇長期・短期可！週1日～OK 〇日払い可
〇交通費会社全額負担〇制服無償支給〇有給休暇取得奨励中

 
 
 

勤①奈良市、他 ②斑鳩町
資年令：18歳以上（警備法第14条）
給①A)日給7300円　B)日給11200円 

研修期間3日間有、親切に指導します
②日給9300円 　研修期間3日間有、

親切に指導します
時①A)8:00～17:00 B)6:50～20:00

②16：00～翌9：00
休①月6～8日※相談可、土日も可

②週2日程度の勤務
厚①社会保険完備、交通費全額支給、

資格手当、現場手当、責任者手当
②交通費全額支給

交近鉄西大寺駅より徒歩1分
★★建設現場、他も相談★現場多数有

 派 農機具の組立

本社/大阪市北区曽根崎新地 2-2-16-4F

時給1400円～1750円

派遣事業（派27-300523） 業務請負業
パーソルパナソニックファクトリーパートナーズ（株）

 0120-498-314 

▼大阪府堺市堺区・西区　

☆ウレシイ特典がイッパイ☆
大阪府堺市で新生活スタート！

 
 
 

職農機具の組立
勤①大阪府堺市堺区

②大阪府堺市西区
資学歴・経験不問、未経験歓迎
時①8：00～16：30

②8：00～16：30
　／20：00～翌4：30（2交替）

休土日（工場カレンダー有）
待充実の厚待遇で応援（右記参照）
応まずはお気軽にお電話ください。

★来場不要のWEB動画選考実施中
右記二次元コードからアクセス！
https://job.persol-
factorypartners.co.jp/

 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

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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株式会社株式会社株式会社エムズパワーエムズパワーエムズパワーエムズパワーエムズパワーエムズパワーエムズパワーエムズパワーエムズパワーエムズパワーエムズパワーエムズパワーエムズパワーエムズパワーエムズパワーエムズパワーエムズパワーエムズパワーエムズパワーエムズパワーエムズパワーエムズパワーエムズパワーエムズパワーエムズパワーエムズパワーエムズパワーエムズパワーエムズパワーエムズパワーエムズパワーエムズパワーエムズパワーエムズパワーエムズパワーエムズパワーエムズパワーエムズパワーエムズパワーエムズパワーエムズパワーエムズパワーエムズパワーエムズパワーエムズパワーエムズパワーエムズパワーエムズパワーエムズパワーエムズパワーエムズパワーエムズパワーエムズパワーエムズパワーエムズパワー株式会社エムズパワー

未経験
歓迎 !!

日給例 13,000円～17,000円以上13,000円～17,000円以上1日2現場の場合

日払い
OK!!
（応相談）

Wワーク
OK!

短期も
OK！

2～8名でのチーム作業なので
未経験でも大丈夫！初めは簡単なお手伝いから。

2現場行った場合は×2

当社は　
御所実業ラグビー部を
応援しています！！　　

希望シフト制!!
未経験から簡単スタート!!

希望シフト制!!
未経験から簡単スタート!!
複雑な作業はナシ!
すぐに体が覚えて慣れますよ!
複雑な作業はナシ!
すぐに体が覚えて慣れますよ!

奈良本社（橿原）も募集中!
オープニングスタッフ大募集!!オープニングスタッフ大募集!!オープニングスタッフ大募集!!
王寺出張所

詳しくは
HPへ▶

動画は
コチラ▶

正社員・アルバイト

【E-mail】info@ms-power.ne.jp
http://www.ms-power.ne.jp 

【E-mail】info@ms-power.ne.jp【E-mail】info@ms-power.ne.jp【E-mail】info@ms-power.ne.jp
http://www.ms-power.ne.jp http://www.ms-power.ne.jp http://www.ms-power.ne.jp 

☎0744-24-4988
（橿原）

☎0745-44-9415
（王寺）

① 正 ② ア 資材搬入スタッフ

橿原市新賀町162-2

4時間（1現場）6500円～8500円
※研修期間1ヶ月有

建設業・業務請負業
株式会社エムズパワー

 右記参照 

▼橿原市・王寺町　

2,3時間で終わっても
4時間分の給与保証!!

 
 
 

職資材搬入スタッフ
内建設現場内で主に内装資材・家具など

を運ぶお仕事です（2ｔトラックの配送
業務も有）
☆どこに何を運ぶか決まっているので
安心♪最初は先輩スタッフが付きっき
りで集合→場所の案内→仕事内容を全
面バックアップ

勤（奈良本社）
橿原市新賀町162-2

（王寺出張所）
北葛城郡王寺町王寺2-7-20　
王寺アルファビル102号
アクセス▶JR・近鉄王寺駅　徒歩2分

給 4時間（1現場）6500円～8500円
※研修期間1ヶ月
1現場／6000円+交通費全額支給

時 8：00～18：00の間で　
1勤務／実働4時間程度

（現場により異なる）
休日・祝、他　

※アルバイトは時間・曜日・日数をお
気軽にご相談ください。

待各種社会保険完備（時間による）、手当
（残業・遠方・運転）、交通費全額支給、
随時昇給、喫煙所有

応まずはお気軽にお電話下さい
（掲載終了後も随時受付中）

①②③④⑤ 派 ⑥ 契 大手メーカーのモノづくりWORK

滋賀営業所／草津市野路1-16-1-1階

①時給1200円 ②③④⑤⑥本文参照
+交通費全額支給

派遣事業（派27-300523） 業務請負業
パーソルパナソニックファクトリーパートナーズ（株）

 0120-498-314 

▼三重県伊賀市　

学歴不問！未経験から高収入☆
 三重県で新生活始めよう！

 
 
 

職①計測器の製造
②フォークリフト作業（要免許）
③異形押出成型品の製造・検査
④化粧品類の原料ピッキング・調合
⑤電子部品の製造・検査・梱包
⑥電気器具の製造・組立・検査・梱包

時①8：00～17：00（日勤）
②④8：30～17：30（日勤）
③8：30～17：30／16：30～翌1：30

23：30～翌8：30（3交替）
※日勤専属もOK（8：30～17：30）

⑤8：45～17：55 ／ 20：45～翌5：55
（2交替）

⑥20：00～翌4：20（夜勤）
※2交替・日勤もOK

休①②④土日 ③5勤2休
⑤4勤2休（工場カレンダー有）
⑥5勤2休（工場カレンダー有）

応まずはお気軽にお電話ください。
【履歴書不要の説明会開催】※要予約
■名張商工会議所
　（名張市南町822-2）
　12/15（火）・17（木）13：00～16：00
■伊賀文化会館
　（伊賀市西明寺3240-2）
　12/22（火）・25（金）13：00～16：00

【来場不要のWEB動画選考も実施中】
■右記二次元コードからアクセス！
https://job.persol-
factorypartners.co.jp/
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 紹 薬剤師

奈良市芝辻町500-1

下記参照

奈良の薬剤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 

▼複数　

しごとセンターなら
薬 剤 師 し ご と
セ ン タ ー な ら

奈良の薬剤師専門 就職・転職・復職サポート

しごとセンターなら 検索

民営職業紹介業（29-ユ-300051）、労働者派遣事業（派29-300102）、他 奈良市芝辻町500-1 　
☎0742-33-7677

履歴書不要！！情報収集のみOK！

奈良県内各地で
完全無料の就職・転職相談会を
　　　　　　　開催しております！ 

履歴書不要！！履歴書不要！！履歴書不要！！履歴書不要！！情報収集のみOK！情報収集のみOK！情報収集のみOK！情報収集のみOK！情報収集のみOK！情報収集のみOK！

☆相談会は当日飛び込み参加もOKですが、ご予約の方を優先にご案内して
   います。 待ち時間が軽減できますので、お気軽にお電話の上、ご予約下さい。

[ご注意] 
開催当日は備品・面談間隔等の対策を講じており、衛生面は
充分に配慮させて頂いております。
また、お手数ではございますが、マスクの着用にてのご来場に
ご協力をお願い致します。

※新型コロナウィルスの影響により、薬剤師さんの募集
　状況も様変わりをしてきております。 合せて調剤事務
　さんのピッキング業務や在宅業務の拡大などによる
　様々な機械化の影響も色濃く出ています。 募集条件
　だけにとどまらず、多方面からご案内させて頂きます。
　

奈良県内各地で奈良県内各地で奈良県内各地で奈良県内各地で奈良県内各地で奈良県内各地で

就職・転職・復職
　成功のお手伝い!!

奈良県内各地で
完全無料の就職・転職相談会を
　　　　　　　開催しております！ 

就職・転職・復職
　成功のお手伝い!!

　　　　　　　開催しております　　　　　　　開催しております　　　　　　　開催しております　　　　　　　開催しております　　　　　　　開催しております　　　　　　　開催しております　　　　　　　開催しております　　　　　　　開催しております　　　　　　　開催しております　　　　　　　開催しております　　　　　　　開催しております　　　　　　　開催しております　　　　　　　開催しております　　　　　　　開催しております　　　　　　　開催しております　　　　　　　開催しております　　　　　　　開催しております　　　　　　　開催しております　　　　　　　開催しております　　　　　　　開催しております　　　　　　　開催しております　　　　　　　開催しております　　　　　　　開催しております　　　　　　　開催しております　　　　　　　開催しております　　　　　　　開催しております　　　　　　　開催しております　　　　　　　開催しております　　　　　　　開催しております　　　　　　　開催しております　　　　　　　開催しております　　　　　　　開催しております　　　　　　　開催しております　　　　　　　開催しております　　　　　　　開催しております　　　　　　　開催しております　　　　　　　開催しております　　　　　　　開催しております　　　　　　　開催しております　　　　　　　開催しております　　　　　　　開催しております　　　　　　　開催しております　　　　　　　開催しております　　　　　　　開催しております　　　　　　　開催しております　　　　　　　開催しております　　　　　　　開催しております　　　　　　　開催しております　　　　　　　開催しております　　　　　　　開催しております　　　　　　　開催しております　　　　　　　開催しております　　　　　　　開催しております　　　　　　　開催しております　　　　　　　開催しております　　　　　　　開催しております　　　　　　　開催しております

薬剤師さん対象
2020年12月 2021年1月
15日（火）
17日（木）
22日（火）
23日（水）

7日（木）
13日（水）
14日（木）
20日（水）
22日（金）
26日（火）
27日（水）

就職・転職相談会薬剤師さん対象

9:30～11:30

9:30～11:30

9:30～11:30

13:30～16：00

9:30～11:30

9:30～11:30

9:30～11:30

9:30～11:30

9:30～11:30

9:30～11:30

13:30～16：00

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

奈良市右京一丁目1番地の4

奈良市三条大路１丁目１－６９１番１
奈良県コンベンションセンター
1F 会議室103 奈良市三条大路１丁目１－６９１番１

しごとセンターなら 1F 面談室
奈良市中町4860番地

奈良市芝辻町500-1（㈱ジェイ・アライアンス内）

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）

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

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
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

生駒市上町1543番地

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

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

 
 
 
職①②④⑦⑧⑨⑩調剤薬局 ③⑤⑥病院
内①正社員：内科・整形を中心に応需。

18時閉店が魅力です。
②正社員：内科を中心に1日60枚程度。

基本的に薬剤師2名体制です。
③正社員：200床弱の病院です。常勤5

名在籍。管理者経験者も大歓迎！
④正社員：広域と在宅を主に、1日60枚

程度。
⑤正社員：250床規模の急性期病院で

す。常勤薬剤師12名、パート薬剤師2
名在籍。糖尿病・腎機能等専門チー
ムも多数あり。　

⑥パート：外来対応は一切なし。常勤薬
剤師2名在籍。

⑦パート：内科中心に応需。扶養の範囲
内での勤務でOKです。子育て中の
方にお勧めの募集です。

⑧パート：内科中心に1日40枚程度。常
勤薬剤師との2名体制。扶養範囲内
でOK。ブランク復帰もOKです。

⑨パート：内科を中心に1日60枚程度。
オープン間もない新しい店舗。子育
て中の方、多数活躍中の店舗です。扶
養範囲内での勤務です。

⑩フルタイムパート：内科・整形中心
で施設在宅もあります。

勤①生駒市南部付近　FM056-002
②大和郡山市南部　近鉄「筒井駅」から

東へ車で約10分　FM061-001
③宇治市　奈良市内からでも電車で

45分　FM053-001
④学園前南部　学園前駅から南へ車で

約5分　FM049-001
⑤奈良市　南部　FM049-001
⑥上牧町　FM035-002
⑦橿原市東部　JR「香久山駅」から車

で5分　FM012-005
⑧天理市　天理駅から徒歩8分　

FM012-006　
⑨香芝市　香芝市役所付近　

FM012-004
⑩生駒市南部　FM056-004

給①年俸480万円～ ②年俸600万円～
③年俸500万円～※経験考慮
④年俸500万円～ ⑤年俸410万円～
⑥時給2500円～
⑦⑧⑨時給2000円～
⑩時給1900円～

時①④9：00～18：00
②9：00～20：00でシフト制
③8：30～17：00 ⑤8：30～17：15
⑥⑩9：00～17：00
⑦⑧9：00～13：00
⑨9：00～13：00頃

休①日曜、祝日他　※月8～9日
②週休2日（日、他、祝）
③月9～10日（日、他）※年間110日
④日曜、祝日 ⑤4週7休
⑥勤務：平日週2，3日で応相談
⑦勤務：平日週2，3日
⑧勤務：平日週2，3日程度
⑨勤務：週2，3日程度で応相談
⑩勤務：週3日以上で応相談

応上記以外にも多数募集情報あります。
まずはお気軽にお電話にてお問合せ頂
くか、右記相談会にご来場下さい。飛び
込み参加でもOKですが、ご予約を頂
ければ待ち時間の短縮ができます。
※ご都合が合わない方は別日程での対
応も可能ですのでお問合せ下さい。

★人材紹介（29-ユ-300051）
人材派遣（派29-300102）


