▼ご自宅

配達エリア※要相談

在 加工、
梱包、検品の内職

報酬：完全出来高制

天理市
磯城郡
北葛城郡

業務増産の為、内職拡大
＝長く続けられる方大歓迎＝

内 プラスチック製品の加工、梱包、検品、袋詰め等

☆アパート等の場合、1階のみ！
☆グループ作業大歓迎 ☆室内ペット不可
時 時間・日数ご相談ください
応 まずはお気軽にお電話ください。
（平日）13：00～ ★時間厳守★
連 090-5040-0888 山本
090-3277-7678 ヤスダ
組立・包装・梱包

株式会社センリュー
上記参照

大和郡山市小泉町267-4（JR大和小泉駅付近）

▼奈良市･天理市･桜井市

① 正 ④ パ 保育士・幼稚園教諭 ② 正 教務（事務）③ 正 管理栄養士
月給24.1万円～（大卒▶月給25万円～）
④（パ）時給1100円※別途手当（15000円/月）
職 ①④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 ①④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
時 7：00～19：00(シフト/勤務先による)
※サービス残業無し④(パ)時間・日数相談
休 ①②③4週6休(日曜･祝日※土曜は隔週)
★ 就職お祝い金10万円支給※正社員のみ
(業者を通さない場合)
幼保連携型認定こども園

学校法人吉住学園 本部
0743-65-2676

天理認定こども園 前栽（せんざい）学園
0743-63-0666
天理市富堂町232-1
天理認定こども園 カレス学園
天理市楢町544
0743-65-2676
桜井認定こども園 三輪学園
桜井市大字箸中994-1
0744-43-7291
奈良認定こども園 学園前学園
奈良市中山町西3丁目535-200
0742-43-7002
奈良認定こども園 あやめ池学園
0742-52-8801
奈良市あやめ池北3丁目1452-15
奈良認定こども園 富雄学園
奈良市学園大和町6-708-15
0742-43-0662

□■□■□積極採用中□■□■□

10,000円～

業 務 多 忙 に つき

スタッフ

大募集

日払い可

総合解体工事業

短期もOK WワークもOK
週1日～、働きたい時働ける！

▼奈良市 近鉄奈良駅から車で10分

配送スタッフ 正

★フォークリフト・
ユニック資格所持者 歓迎!!
②荷物の簡単な積み降ろし、配送助手、 ★一から親切に指導します!
近隣の固定得意先への簡単な配送など
ア
資 ①中型自動車一種免許
（旧普通自動車免許）
パ
②普通自動車免許（AT限定不可）
★時間・勤務日応相談
時 8：00～17：00
（②は早出有り）
★交通費支給
休 ①日、
祝、隔週土、夏期・冬期、GW
昭和54年、創業以来お客様の
（年間休日約120日）
信頼を築いてきました。
②週2日勤務～・1日4、5時間程度で相談 これからもお客様の満足を
応 電話連絡の上、履歴書（写真貼付）ご持参ください 第一に考え、一緒に働きませんか？
内 ①奈良県を中心に木材、
建材の配達

軽作業スタッフ

木材卸売、建材一般材・住宅機器販売、
他

14

小畑木材
0742-27-6681

奈良市般若寺町234-6

待遇／
[共 通]車・バイク通勤可（P完備）、分煙
[正のみ]昇給有、賞与年2回、社会保険完備

◆不在時は携帯に
お願いします。

未経験者大
歓迎！

① 正 配送スタッフ ② ア パ 軽作業スタッフ
①月給19.7万円～22万円（研修期間3ヶ月/18.7万円）
②時給1200円～＋交通費支給

内 隔勤タクシードライバー

エリア/主に天理市を中心に桜井市等周辺

資 普通自動車二種免許
（AT可)

★未経験者歓迎！
★65才以上の方も正社員として採用可！
時 7：30～翌0：30(休憩3h)
休 隔日、
日曜 ★月に12～14日の勤務
待 各種手当有、
車通勤可、社会保険完備、
定年制（70才迄可）、制服貸与、
社員旅行有、禁煙
研修期間3ヶ月有(月労働時間173h
基準/同額)
応 電話連絡の上、
履歴書（写真貼付）持参
下さい。
★ 2～3ヶ月後の出社もOK！(応相談)
一般乗用タクシー

天理タクシー株式会社
0743-65-4450

天理市石上町507-1

LINE

毎週月曜に
最新求人情報
「人材ニュース」
が
届きます
派 製造スタッフ

★ 経験者大歓迎
未経験・ブランクある方もOK

北葛城郡広陵町南郷852-1

仕事量も安定しており安心して続けて頂ける
職場です！積極採用中！日曜日は休めます！

▼磯城郡田原本町

内 解体作業の補助業務※現場は近畿一円
資 普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
時 8：00～17：00
待 車通勤可、
喫煙所有
応 まずはお気軽にお電話下さい

山本組 株式会社
0745-54-5515

正 タクシードライバー

月給15万円～≪月給例15万円～25万円≫
別途売上に応じて歩合給加算有（1万円～15万円）

友だち募集中

応募▶業者を通さず、本人が直接各園にお電話下さい。
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、
【全面禁煙】 勤務開始日応相談

日給

天理市・磯城郡・北葛城郡

日給1万円～

下の2次元コードを読み込んで
人材ニュースのお知らせや
日々の様子をチェック!

業者を通さず、本人が直接各園にお電話下さい。

▼北葛城郡広陵町
ア 現場作業員

Instagram
はじめました

▼天理市

090-6673-2316

時給1200円～＋交通費

長期◎月収20万円以上
正社員登用実績多数

内【期間】
長期

木材の投入・選別・カット加工・検品
※20代～50代の男性が活躍中
勤 磯城郡田原本町
資 未経験OK
時 8：30～17：30
（休憩1時間）
☆残業は一切ありません
休 土曜、
日曜、祝日、GW、夏期、年末年始
※土曜は会社カレンダーにより出勤有
（月2回程度）
待 交通費
（規定）支給、各種社会保険完備、
車通勤可、制服（安全靴・手袋）貸与、分
煙、正社員登用有
☆事前に工場見学があります
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

人材派遣・職業紹介

アビリティセンター
0744-25-6900

橿原市中曽司町351番地の2

未経験の方も

大歓迎

住宅地につき
☆100％残業ナシ☆
身体に無理なく
プライベート時間も
しっかり取れます
20代～50代
男性活躍中

仕事量が
安定してますので
長期で働けます

