春日井市

春日井市

接客

主婦も働きやすく人気の仕事！

女性のみの職場でのびのび楽しく働こう☆
勤務地／春日井高蔵寺店、アピタ高蔵寺店、ピアゴ篠木店、勝川店
仕事内容／お客様とお話しながら、体操の補助や健康の
アドバイスを行います。
お客様の前でお手本を
見せたり、
１日中動き続ける事はありません。
資格／運動がニガテな方でもOK！年齢制限なし！
時間／平日：9：30〜19：30、土：9：30〜17：30の間で応相談
給与／9：30〜15：00/時給1,000円〜、15：30〜17：30/時給1,100円〜
待遇／制服貸与、車通勤OK
休日／ 定休日：日・祝、その他応相談
女性専用フィットネス施設

カーブス

春日井市鳥居松町4-122

春日井市

0568-83-5530

PRスタッフ(キャッチ・チラシ配り等)
高給のためお早めに応募ください♪

勤務地／春日井市内
時間／９：３０〜１５：３０、
１日３時間〜応相談
給与／時給1,200円〜
待遇／交通費支給・制服貸与
休日／応相談

同時
募集

家庭・育児との
両立も可能◎

【担当／採用担当】

王子不動産ビルB1F

タクシードライバー、

未経験者歓迎！年齢・性別不問

近鉄東美タクシー
株式会社
春日井市白山町5-16-11

0568-51-3550

【担当／相川（アイカワ）】

仕事内容／誰でもできる簡単な検品・商品組み立て・出荷など
内職さんも大募集です
（室内ペット飼育者不可）
時間／9：00〜17:00の間で相談に応じます
給与／時給900円〜(昇給有り)（2ヵ月間試用期間有り）
待遇／制服貸与・駐車場有
30代・40代女性
休日／土・日・祝
活躍中！！
応募／お気軽にお電話下さい
☆色んな商品があるのであきないですよ♪
家事、子育ての合間に仕事をしませんか？

フレックス契約社員

時 7：00〜17：00のうち6h
（実働5h30m）
■

勤務日数

月間13〜18日間

給 時給871円+無事故手当7,000円 売上2〜5％
■
（AT限定可）
（養成制度あり）
資 普通運転免許3年以上
■
待 ◎社員登用制度あり
■
他 詳しくは会社説明会にてご説明いたします！
■

日程は左記の通りです。

未経験でもしっかりサポート！
家庭との両立もバッチリ
ライフスタイルに合わせて業務できます

春日井市

①介護スタッフ②厨房スタッフ

家事・育児と両立が出来る働きやすい職場です♪
資格／無資格・未経験ＯＫ！
時間／①(1)7:00〜15:00、
(2)9:00〜17:00、
(3)11:00
〜19:00の間で1日3h、
週2〜ＯＫ(4)夜勤19:00
〜翌9:00は週1回のみもOK！
②6:45〜18:00の間で応相談
給与／①時給1,400円(※6ヶ月限定、７ヶ月目以 時給1,400円
降は時給１，０００円〜)②時給９００円〜 (※6ヶ月限定)
待遇／社保完備、賞与有、交通費支給、車通勤可
賞与有り！
試用期間有

0568‐29‐6639

0568-86-4012

MKF

【担当／野中】
http://herden.jp/

【担当／瀧川・木下】
春日井市東野町西3‐17‐1

春日井市金ケ口町3011-154

春日井市

定時制乗務員

仕事内容／タクシードライバー※研修期間有
資格／普通運転免許3年以上（AT限定可）
（養成制度有）
時間／[社]2車3人制（日勤・隔勤のシフト制）
［ア］1日8h30m（休憩1h10m）月間17日勤務
給与／[社]当社規定 [ア]歩合
待遇／賞与年2回、交通費支給、制服貸与、退職金制度
休日／[社]１カ月変形制、有給、慶弔休暇
応募／会社説明会開催 ※履歴書不要
日程 毎週水曜日 13：00〜 要予約 毎週日曜日 10：00〜 要予約

検品・仕分け

ファッション雑貨・アクセサリーの製作・卸販売

春日井

ホール・キッチンスタッフ

主婦も長く勤められる綺麗な職場です♪

お洒落な創作料理店で働きませんか？

仕事内容／出荷準備作業、
ファッション雑貨・アクセサリー
の製作・卸販売
時間／9：00〜17：00の間で応相談※週4日6〜7hなど
給与／時給875円（研修期間3ヶ月有）
待遇／昇給有、
雇用保険、
車通勤可、
駐車場有、
通勤手当有
休日／土、日、祝日、年末年始、GW、
お盆
応募／お電話でお問い合わせください。

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1,050円（ランチ900円）
金土休日前夜/時給30〜50円ＵＰ
※研修100ｈ時給-100円
待遇／車通勤OK・賄い有・制服貸与・昇給有
休日／社/週休2日制、アパ/シフト制

☆細かい作業あり、明るい方募集♪
☆時間にゆとりの出てきた主婦の方も大歓迎！

春日井市大留町1-8-13

オーショー

央象

株式会社

0568-51-8169

【担当／石戸谷(いしとや)】
http://oshiyo.co.jp/

うさぎ家HANARE春日井店
春日井市味美上ノ町2064-3

0568-76-9122

【受付／月兎小牧店】
http://usagiya-93.com

春日井市

パン製造販売スタッフ

初心者・主婦・学生、フリーター大歓迎！

春日井・その他の求人情報

仕事内容／パンの製造販売
時間／①8時(9時)~13時
②12時~17時
③17時~21時15分
上記を基本として､応相談
（朝7時からの早朝も歓迎!!）
給与／時給900円
パン好きな人、
待遇／車通勤OK、制服貸与、
一緒に楽しく
交通費支給
働きましょう！
休日／応相談

ジモジョブ
平成29年10月から最低賃金改定

0568-84-5121

ベーカーシェフ春日井店

【担当／楠本】

春日井市篠木町8-2788 フィール春日井店内

春日井市

軽度障がい者施設スタッフ

年配の方も楽しく働けます♪
仕事内容／お掃除、簡易的な料理、談話等のお世話。
資格／未経験者大歓迎
時間／①6:00〜9:00②9:00〜16:00(土日のみ)
③16:00〜22:00④16:00〜翌9:00
給与／①②③時給871円〜④１回14,000円〜
待遇／交通費支給、社保完備、資格手当、パートから正
社員登用制有、掛け持ち・副業可
休日／シフト制
応募／お気軽にお電話ください。

J＆Jふれあいホーム／２号館

0568-37-4505

【担当／井上】
http://jjf-home.com
春日井市春日井上ノ町割畑105-2／（2号館）如意申町7-8-13

春日井市

着物のお手入れ・パソコン事務

キレイな職場！主婦の方未経験でもOK！
仕事内容／着物のお手入れ・管理・写真データ入力
女性だけの職場で安心して働けます。
資格／裁縫の好きな方 ・簡単なパソコン操作ができる方
※未経験者OK。丁寧に指導するので安心！
時間／9:30〜15:00平日週3日以上勤務可能な方
２週間前シフト制
給与／時給900円〜
子育てママも
休日／土日祝
応募／まずはお気軽にお電話下さい！ 長く続けられます！
和装レンタル・ヘアメイク

0568-27-9438

【担当／中島】
はなよめ工房 http://www.hanayome-c.net

春日井市勝川町8-9-13

春日井市

介護職員

未経験者歓迎！一緒に楽しく働きませんか
時間／ ①8：30〜17：00 ②9：00〜17：30
③10：30〜19：00 ④17：00〜10：00（実働7.5h/日）
給与／［正社］230,000円（夜勤手当5回含・処遇改善手当含）
［常勤パート］時給1,100円（夜勤手当支給・処遇改善手当含）
［夜勤専門］1回20,500円（処遇改善手当含）
休日／ 月９日
（シフト制）☆有給休暇、産休、育児休暇
待遇／ 社保完備・交通費一部支給・資格手当・試用期間3ヶ月有
資格／［正社］介護福祉士 ［契社・パ］無資格、未経験可
応募／ 勤務開始は応相談。まずはお気軽にお電話ください。

0568-51-0040

グループホーム百々春日井

【担当／高野】

春日井市木附町字宮後1300-66

春日井市

学校給食のお仕事

初めてでも安心な職場です！学校給食に携わるお仕事です♪
仕事内容／給食用米飯の炊飯・洗浄・清掃
時間／①13：30〜17：00 ②6：30〜12：00
※当社カレンダーによる(月２０日前後)
給与／ 時給920円〜 昇給制度あり
※早朝手当有:時給+100円〜(〜９:００)
休日／土・日・祝、学校の春・夏・冬休み
(学校献立に準じてパンの日はお休み)
応募／まずはお気軽にお電話を♪

カスガイパン㈱
米飯工場

春日井市春日井上ノ町割畑６９

春日井市

学校が休みの日はお休みなので
お子様のいる方に最適な職場です
調理はしません。丁寧に指導します♪

幅広い年代の
男女活躍中!!
未経験者歓迎

0568-31-2545

(受付→月〜金9:30〜16:00)
【担当／採用係】

車通勤可能
春日井市

エリアキャスト

雰囲気がよく、安心して働けますよ♪

高速道路パーキングエリアでの清掃業務
仕事内容／ 中央道、内津垰PAの駐車場・
トイレ等の清掃
資格／ 不問
時間／ 6：00〜12：00、
16：00〜20：00（時間応相談）
給与／ ①時給1,000円〜(8：00〜17：00)
②時給1,250円〜(6：00〜8：00、17：00〜20：00)
待遇／ 賞与年3回
（夏、
冬、
期末）
、制服貸与、
交通費支給、
駐車場完備、
有給休暇有 ※高速料金支給
休日／ シフト制により変動あり
応募／ 電話連絡の上、履歴書を郵送してください。

仕事内容／介護サービス計画の策定および相談業務・要
介護認定の申請代行、給付管理業務
資格／介護支援専門員（主任ケアマネジャー歓迎、主任介
護支援専門員・研修終了の方もOK）
時間／8：30〜17：30
給与／月給 26〜30万円
待遇／社保完備・退職金制制度・制服貸与・試用期間２カ月有、交通費支給・車通勤可
パートさんも
休日／土日祝・年末年始
同時募集！
応募／まずはお気軽にお電話ください。 詳細は面談にて

男 性

スタッフも

活躍中！

0572-23-7030

中日本ロード・メンテナンス東海㈱
岐阜県多治見市光ヶ丘5-9-29

【担当／深津】

http://www.c-nexco-rmt.jp/

ケアマネージャー

更衣室・休憩室も完備しています

有限会社ナイスサポート
春日井市鳥居松町4-71

0568-89-3378

【担当／採用担当】
http://nice-sp.jp/

