春日井市

春日井市

ガス管施工事士

地域のライフラインを守るやりがいのある仕事です！
仕事内容／東邦ガスの設備工事
資格／要普通免許
時間／8：00〜17：00
給与／月給２５万円〜（研修３ヶ月）賞与年２回、昇給１回
待遇／２５日以上勤務で+25,000円、資格取得支援、
昼食弁当付、交通費支給、社保完備、他
休日／ 日・祝
応募／お気軽にお電話下さい。

( 有 ) 中日設備

個性を活かせる、
アットホームな会社です！

仕事に必要な
資格も取得支援！
お昼弁当は
会社負担！

0568-33-5077

【担当／採用担当】

手積み・手降ろし無し！！免許さえあればどなたでも大歓迎！！
仕事内容／４ｔトラックで鋼材やステンレス線を運搬。
配送先は大阪・北関東方面中心の中距離エリア
資格／要中型免許、リフト免許、玉掛け免許
時間／3：30〜16：00
（実働8ｈ）※ルートによって異なる
給与／月給30万円〜（賞与制度有り）
※研修期間1ヶ月は日給8,000円（短縮あり）
待遇／各種手当含む
休日／ 完全週休２日制（土日）
・祝
応募／まずはお電話ください。

弦月商運

ドライバー募集中！
幅広い世代
が活濯してます

0568-34-3926

⑴うさぎ家 HANARE 春日井店
0568-31-6733
⑵月兎〜 Getto 〜小牧店
（受付/うさぎ家HANARE春日井店）
http://usagiya-93.com
⑴春日井市味美上ノ町2064-3
http://getto-04.jp
⑵小牧市郷中2-102

春日井市

お洒落な制服
待遇 / 昇給、制服、賄い有
手当（能力・深夜）
、車通勤 OK
資格 / 中卒以上（経験一切不問）

家事との両立 OK
予定に合わせて働けます！

マイカ―ひとつでお店が持てる♪あなたの個性を活かしませんか？
仕事内容／担当エリア制でパンやデザート・お菓子類を
マイカーに乗せて宅配・販売。POPやレイア
ウトなど自分流にアレンジできます。
資格／普通自動車免許、車をお持ちの方
時間／8：45〜17：00 ※販売終了後は直帰
給与／ 平均月収32万円
待遇／月間・年間ボーナス有、慰安旅行有 経験・学歴関係無し
休日／土日祝、GW・夏季・年末年始
応募／お気軽にお問い合わせ下さい 未経験者歓迎

勤務地
応募資格

【担当／採用担当】

西春日井郡豊山町豊場伊勢山225-5

パンが好き
話すのが好き
お店を始めたい人

大募集！！

長期間勤務が可能な方、接客の好きな方歓迎♪
学生可能！（高校生以下不可）

KBOXビル６F

ホール・キッチンスタッフ

0568-31-6639

お好み焼き . 鉄板焼き

きん太 春日井店

【担当／向井】

障がい者施設のスタッフ大募集★
仕事内容／①施設内厨房での調理業務
②知的に障害がある方の作業・生活支援
時間／正：①②8：45〜17：30
（シフト）
／パ：時間内で要相談
給与／①正：月給182,000円〜／パ：時給900円〜
②正：月給195,700円〜／パ：時給920円〜
待遇／資格・住宅・扶養・残業手当有、
交通費支給、
社保完備
休日／週休２日制度
応募／電話連絡後、随時面接。気軽にお電話を！施設見
学いつでもOK♪

社会福祉法人
あいち清光会

春日井市

0568-47-1181

【担当／川崎高子】
http://www.aichi-seikokai.or.jp/

給与

時給870円〜・交通費支給（上限あり）

（有）タニハタ

放課後等デイサービス まぁぶる

待遇

社会保険完備（法定基準による）
契約社員登用制度あり
お電話にてご希望をご連絡の上、写真付き履歴
書を右記までご郵送ください。書類選考の上、
追って試験面接日をご連絡いたします。

パブ

090-8866-9183（24ｈ電話受付）

ラウンジ

店舗：0568-73-7611
【担当／ママ】

アルマッシーモ アマーレ

小牧市常普請3-173 FLEX２F

春日井市

①介護職員

②夜勤専属(介護職員)

送迎ドライバー・栄養士同時募集(時給1,250円〜)
資格／①未経験OK②介護：未経験OK
時間／①交替制勤務【早勤７：００〜１６：００】
【日勤８：３０〜１７：３０】
【遅勤10：00〜１9：00】
【夜勤１６：３０〜翌９：３０】②１６:３０〜翌９：３０
給与／①月給22〜30万(手当含む)②１勤務：介護2万400円
待遇／社保完備、昇給・賞与有、資格手当、時間外手当、交通費支給、制服貸与、
産休・育休制度、介護処遇改善金、退職金制度
無資格
休日／完全週休２日制
未経験OK
応募／まずはお電話ください。

サン太陽ショートステイ春日井
春日井市八田町8-13-3

0568-56-6033
しもとめ じん の

【担当／下斗米・神野】
http://www.santaiyou.com/

080-4423-2426
【担当／吉田】

春日井市

タクシードライバー

未経験者歓迎！年齢・性別不問

仕事内容／焼鳥・鳥惣菜の販売・調理
時間／9：00〜21：30※日時は応相談
給与／時給:平日860円、
土日祝960円、
17：00〜1,060円
（高校生:平日845円、土日祝900円、17：00〜1,000円)
待遇／交通費規定支給、
研修有、
車通勤OK、
従業員割引有
休日／シフト制
アピタ名古屋北店
応募／気軽にお問い合わせ下さい

〒485-0831 小牧市東1-41

仕事内容／カウンター内での接客、カラオケしながら
お酒を作ったりするお仕事です。
資格／未経験大歓迎！経験者は優遇あり♪20才以上。
時間／20：00〜翌1：00
給与／1,800円〜
（※研修期間もあるので初心者でも安心！）
待遇／昇給有・自力出社可（交通費支給）
・送迎OK！
（お酒も飲めます）
休日／日・祝祭日
30 〜 40 代
応募／24ｈ電話受付
女性活躍中！
いつでも気軽にお電話ください♪

0568-41-8581

週２日〜OK！未経験者大歓迎！

☎0568（75）4177

送迎有だから安心！主婦・学生大歓迎♪♪

資格／①保育士or児童福祉施設経験者
（2年以上）
②無資格未経験
時間／平日10：00〜18：00
休日8：30〜18：00※短時間OK、
応相談
給与／①950円〜1回/月手当有②900円〜1回/月手当有
待遇／交通費支給、
マイカ通勤OK
休日／日、月 （他応相談）
応募／お気軽にお問い合わせください。

接客スタッフ

お問い合わせは

カウンターレディ

子ども達と楽しい時間を一緒に過ごしましょう

仕事内容／タクシードライバー ※研修期間あり
資格／普通運転免許3年以上（AT限定可）
〈養成制度あり〉
時間／当社規定による
給与／当社規定による
待遇／賞与年2回、交通費支給、制服貸与、退職金制度
休日／1ヵ月変形制、有給、慶弔休暇
応募／●会社説明会開催 ※履歴書不要
会社説明会
日程 毎週水曜日 13：00〜 要予約
毎週日曜日 10：00〜 要予約 開催！

近鉄東美タクシー
株式会社

（受付/名古屋支店）
【担当／採用担当】
西春日井郡豊山町豊場林先1-8エアポートウォーク名古屋１F

１日４ｈ〜週３以上
17：00〜・土曜日勤務できる方歓迎

小牧市

児童デイスタッフ

春日井市出川町7-5-2

春日井市如意申町6-17-10

090-7684-4604

不在時：090-3156-9556
【担当／ママ♡】

①調理師②生活支援員

小牧市大山岩次208-3

勤務時間 9：30〜21：00の間で応相談（シフト制）

応募方法

VOGUE

ヴォ―グ

0120-517-885

080-1612-3857

ピアーレ音楽センター
（小牧市古雅1-1 ピアーレ内）

スナック

アピタ大口店も募集中
（高校生不可）

【担当／長屋】
http://fukuwasoto.co.jp/honeybakery/

音楽教室の受付業務やレッスン準備
レッスンに来られる生徒様への問い合わせ
対応や、
「 楽器を習ってみたい」というお客
様へ、レッスンのご案内

週１日〜 OK！

小牧市

【担当／店長】

仕事内容／ホール・キッチン
資格／未経験者歓迎！高校生も可
時間／17:00〜２４：００の間で応相談
給与／時給930円〜（高校生は880円〜）
（土・日・祝は50円アップ）
待遇／制服一部支給、まかない有
休日／シフト制
応募／お気軽にお問い合わせください★

豊山町

仕事内容／カウンターでお酒を作ったり楽しくお喋りするお仕事です♪
資格／未経験OK♪20〜40歳位までの女性活躍中！
時間／20：30〜で応相談♪
時給／1,300円〜1,800円＋歩合（昇給有）
※未経験者、経験者研修期間有 ※日払いOK（応相談）
待遇／昇給随時有り！
アットホームで
休日／日・祝祭日
安心して働けます！
応募／お気軽にお電話ください♪

小牧市中央1-198

０５６８-３３-５８６２

高山店

音楽教室の受付スタッフ アルバイト 募集♪
募集♪
職種

0568-39-0033

ホール・キッチンスタッフ

きん太で楽しく働きませんか？！

パンの宅配・販売スタッフ

小牧市北外山2278-1

仕事内容／パチンコ設備の新築・改装・新台入替等
資格／普通自動車免許
時間／9：00〜18：00（残業有）※日によっては夜勤有
給与／月給約30万円以上(時間外手当含む）
待遇／交通費支給、制服有、社保完備
休日／土・日・祝（会社カレンダーによる）
応募／興味のある方はお気軽にお電話を
もしくは履歴書を送付下さい
未経験大歓迎

株式会社アクシス

カウンターレディ

カラオケ&お喋り好きな明るい方募集♪

やる気があれば大丈夫！

春日井市高山町３-１０-１０

仕事内容／ホール・キッチン
時間／社/9：30〜24：00
（交代制、残業有）
ア・パ/10：00〜15：00、17：30〜24：00
※週１日〜、
1日3・4ｈ〜OK、
2週間ごとの自己申告制
給与／社/月給25万〜45万※研修期間1ヶ月〜6ヶ月有（給与同額）
ア・パ/時給：1,000円〜
（22時以降1,250円〜）
【ランチは時給⑴880円〜⑵900円〜】
金・土・休日前夜/時給30円〜50円UP（研修有）
休日／ 社/週休2日制、ア・パ/シフト制

ハニーベーカリー愛知小牧営業所

小牧市

作業スタッフ

仕事内容／ホール・キッチン
資格／未経験者歓迎！高校生、フリーターも可
時間／平日：１７：３０〜翌０：３０
（土日祝：１６：３０〜翌０：３０）
の間で応相談
給与／時給850円〜（土・日・祝は50円アップ）
待遇／制服支給、まかない有、車通勤可
休日／シフト制
応募／お気軽にお問い合わせください‼

圓家

ホール・キッチンスタッフ

手作りパンの宅配・販売

【担当／太田】
http://www.integral2014.com

長崎ちゃんぽん・特製焼きめし

【担当／草間】

未経験者も大歓迎！！お洒落な創作料理店で働きませんか？

小牧市

080-3061-8300

豊山町

優しいスタッフと一緒に楽しく働きませんか？

春日井市追進町3-14

春日井・小牧

株式会社インテグラル

春日井市

４ｔドライバー
（中距離ルート配送）

有限会社

仕事内容／東海三県、主に愛知県内を中心に住宅・店舗・
工場などの電気・空調設備の施工業務。
資格／普通自動車免許
時間／8：00〜17：00
給与／基本給（月額平均）/未経験者18万円〜、経験者23万円〜
※別途、定期的に支払われる手当有り
待遇／社保完備、車通勤OK、資格手当有
休日／週休2日、GW・夏季・年末年始（年間休日105日）
未経験者歓迎
応募／お気軽にお電話下さい

春日井市上条町3-68-1

春日井市西本町3-232

春日井市

電気工事士

0568-51-3350

【担当／相川（アイカワ）】

春日井市白山町5-16-11

春日井市

①組立②ピッキング

“医療現場に貢献している”そんなやりがいを感じられるお仕事です
仕事内容／①手作業での製品組立て②医療部材のピッキング
空調完備のキレイな職場です。
資格／未経験者大歓迎♪充実な研修有、しっかり研修があるので初心者でも安心。
時間／9：00〜17：30
給与／ 時：1,000円
待遇／制服、靴貸与、車通勤可、昇給有、
社会保険（試用期間後加入可）、交通費支給あり
休日／土、日、祝、その他（会社カレンダーによる）
応募／まずはお気軽にお電話ください♪

メドライン・ジャパン
合同会社

春日井市神屋町字引沢１番地35

050-8881-2175
【担当／アスカベ】

働くママさん大歓迎！
働くママさん大歓迎！

子育てと両立できるお仕事です
子育てと両立できるお仕事です

小牧市

内職

簡単作業で好きな分だけ好きな時間に出来る♪
仕事内容／レンタルDVD関係の簡単な軽作業（①ケース清掃②新作ケース加工）
資格／車引き取りが可能な方
時間／【納品・引取可能時間】
①週４回〜（月〜土）10：00〜10：30
②週３回（月・水・金）又は週２回（火・木）10：50〜13：30
※取引時間帯予約制
応募／説明会を実施していますので、 小さなお子様がいる方から
まずはお問い合わせ下さい。 80 代の方まで幅広く
活躍しています！！
協力会社も募集中！！
株式会社
ゲオビジネスサポート

0568-31-1311

小牧市掛割町58（スシローさんすぐ隣）

【担当／採用担当】

