
パート＆アルバイト　　正社員　　派遣社員＆紹介予定派遣　　左記に該当しない形態

「サクセスｃｈ．ＷＥＢ」は、石川県を中心としたお仕事情報を発信しています。

勤務地や職種による検索はもちろん、こだわり検索やフリーワード検索も可能です。

学生の方、フリーターの方、主婦（夫）の方、60歳以上の方、扶養内勤務希望の方、転職

希望の方、派遣で働きたい方、たくさんの求人情報でお仕事探しをお手伝いいたします。

「サクセスｃｈ．ＷＥＢ」は、石川県を中心としたお仕事情報を発信しています。

勤務地や職種による検索はもちろん、こだわり検索やフリーワード検索も可能です。

学生の方、フリーターの方、主婦（夫）の方、60歳以上の方、扶養内勤務希望の方、転職

希望の方、派遣で働きたい方、たくさんの求人情報でお仕事探しをお手伝いいたします。

求人情報満載！応募もかんたん！
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運動不足を解消！ 健康的に働こう♪
初めての方にも親切にお教えします｡

内容

給与

休日
待遇
応募

ごみ回収､ホール清掃､トイレ清掃（女性トイレあり）
※未経験者大歓迎！ 難しい作業はありません！
時給850円～
収入例：週3日勤務で月30,000円以上可能
シフト制
制服貸与､車通勤可能
お気軽にお電話ください｡随時面接いたします｡
受付／月曜～金曜　8：30～随時

金沢市赤土町カ1番31
☎076-267-7300　担当／採用係

中越クリーンサービス株式会社 金沢営業所

●完全分煙でタバコが苦手な方も安心♪
●感染症拡大防止対策も徹底！

4月1日（予定）～勤務スタート！4月1日（予定）～勤務スタート！

13：00～16：00
16：00～19：00
（実働3時間）

金沢市泉本町金沢市泉本町
11：00～15：30
15：30～20：00
（実働4時間・休憩30分）

金沢市福久東金沢市福久東

大型アミューズメント

施設の清掃

大型アミューズメント

施設の清掃

1日3～4時間！ 家事の合間に働けます★1日3～4時間！ 家事の合間に働けます★

または または

障がいをお持ちの方の就労事業所です
福祉未経験の方も研修から始めます！

軽作業の補助､外部作業の同行送迎、簡単な事務作業
時給900円～　※別途､外勤手当・送迎手当あり
9：00～17：00のうち､週20時間以上勤務
シフトはご相談ください　※残業なし
日曜日､祝日、他（当社カレンダーによる）
普通免許（AT可）、年齢･学歴不問！資格所有者優遇
各種保険完備､扶養内勤務OK､マイカー通勤OK
まずはお気軽にお電話下さい｡事前の職場見学可能！

金沢市神田2-2-19
☎076-244-7766　担当／採用係

株式会社ハニービー
就労継続支援A型事業所

内容
給与
時間

休日
資格
待遇
応募

シニア世代
主婦（夫）
活躍中！

利用者さんの送り迎えなど、
送迎が可能な方大歓迎！

事前の職場見学可！事前の職場見学可！

額 新 保
金沢駅東
駅西新町
神  田

泉が丘
急 募

女性スタッフが活躍してくれている職場です！

野々市市稲荷2-154
☎076-246-5630

株式会社 サンレー  野々市営業所
アフロディーテ・紫雲閣グループ

職種①
給与
時間
休日
勤務地

職種②

給与
時間
休日
勤務地

待遇

応募

冠婚葬祭アドバイザー 【パート・アルバイト】
時給950円 + 諸手当
10：00～15：00
土・日・祝中心（月20日程出勤）
野々市市

総合職（冠婚・葬祭・営業・管理部門） 【契約社員】
※各部署へ配属
月給180,000～250,000円
9：00～17：00
会社カレンダー指定
金沢市・野々市市

実績に応じて手当有、交通費支給（上限有）、駐車場有
※2ヶ月間の研修期間有
※①社会保険は応相談、②社会保険あり

勤務開始は5月からでもOK！
まずはお気軽にお電話下さい。 （受付 9：00～17：00）

今春
から
今春
から

大歓迎!!大歓迎!!
新しい職場で働きたい方新しい職場で働きたい方

勤務開始は5月からでもOK!
勤務開始は5月からでもOK!

研修制度もばっちり!研修制度もばっちり!

内容
勤務地
時間
給与
休日
待遇
応募

①企業での受付・事務 ②一般事務
①白山市 ②白山市
①8：10～17：05 ②8：30～17：30
①時給1,100円 ②時給1,150～1,200円
土・日・祝、GW・お盆・年末年始など長期休暇有
各種社会保険、交通費支給、制服貸与、有給休暇
電話連絡の上、ご来社下さい。  https://254510.mobi

野々市市横宮町12-13  ワイズビル2F
　0120-25-4510

株式会社ワイズ   開発センター
労働者派遣事業　派17-300004

事務系のお仕事特集！新着求人続々入荷
中♪お気軽にお問い合わせください！

内容

時間
休日
待遇
相談会

応募

①機器部品の組立・検査（金沢市北陽台）時給1,032円
②コツコツ検査（金沢市古府）  時給950円
①9：00～17：00　②8：00～16：30
土・日・祝、GW・お盆・年末年始など長期休暇有
各種社会保険、交通費支給、制服貸与、有給休暇
4/7・14・21・28（4月は毎週水曜） 13:00～16:00
サンライフ津幡2F  研修室にて
電話連絡の上、ご来社下さい。  https://254510.mobi

金沢市駅西新町3-1-10  ニュースビル2F
　0120-00-4510　

株式会社ワイズ   金沢営業所
労働者派遣事業　派17-300004

軽作業のお仕事特集！
お気軽に相談会へお越しください♪

【派遣】  長期安定・正社員登用あり!!
出張面接します。寮希望の方も遠慮なく！

時給

時間

休日
待遇
応募

〒921-8005 金沢市間明町2丁目10番地  かいてきビル5F
　0120-398-411

ヒューマンウィーズ 21 株式会社
労働者派遣事業 派17-300124　有料職業紹介事業 17-ユ-300113

①1,100～1,300円（経験者1,500円～）　②1,200～
1,300円　※①②22：00～翌5：00まで25%アップ
①8：00～17：00（実働8h）  ※勤務先により夜勤あり
②8：00～17：00、20：00～翌5：00（実働8h、残業あり）
※勤務先によっては、夜勤との2交代制勤務あり
土・日・祝（会社カレンダー） 
各種保険完備、交通費支給
サクセスを見たとお気軽にお電話下さい。

①MC・NCフライスオペレータ、NC旋盤
　オペレータ、レーザー加工オペレータ ほか
①MC・NCフライスオペレータ、NC旋盤
　オペレータ、レーザー加工オペレータ ほか

②機械部品の塗装前工程作業
　（マスキング・洗浄補助作業）
②機械部品の塗装前工程作業
　（マスキング・洗浄補助作業）

金沢市・白山市・能美市・小松市

白山市・能美市・小松市

ものづくりに興味ある方、技術を身に
つけて正社員を目指しませんか。
当社（機械加工マシニングセンタ1級
技能士）が親切丁寧にサポートします。
勤務先並び経験等により時給の変動あり。

男性活躍中。 きれいで働きやすい職場です。

未経験者OK！ 稼ぎたい方、勤務時間等は面談時に応相談!

内容

勤務

時間
給与
待遇
応募

手作業で書類の内容を確認して、封筒へ封入・封緘。
内容・手順は事前に説明致します。経験・年齢不問
4月8日（木）～13日（火）／4月30日（金）～5月10日（月）
※土・日・祝を除くそれぞれ4日間
①9：00～17：25  ②9：00～15：40  ※勤務時間応相談
時給840円
交通費支給、車通勤可、服装自由
まずはお気軽にお電話ください。派遣登録も受付中。

金沢市無量寺2丁目46番地
☎076-293-5201　担当／業務課  松本

株式会社 ICC データプラス

大人気!! 封入・封緘作業☆短期12名大募集!
未経験・学生・主婦（夫）・フリーター大歓迎

内容

勤務地
時間
給与
待遇
応募

オフィスビルのトイレ・洗面所・湯沸等水回り清掃、
廊下・階段・執務室内の床清掃など
金沢市玉川町　金融機関本店ビル
月～金（平日のみ）／8：30～11：00
時給880円
交通費規定支給、車通勤可、制服貸与
履歴書不要。初心者歓迎！
まずはお気軽にお電話下さい。

本社／〒921-8025 金沢市増泉3丁目12番29号
☎076-243-5250　担当／採用係

日本海ビルサービス株式会社
ビル・オフィス・ショップの快適環境創造企業

日常清掃  短時間パートさん  急募！
主婦の方が活躍中　Wワークにも♪

内容
資格
給与
時間
休日
待遇
応募

食事や着替え等のお手伝いや介護を行って頂きます。
未経験者歓迎！ 資格不問（資格あれば尚良し）
時給1,015円～
①②8：30～17：30（②早番・遅番有  相談可）
シフト制・週休2日制（①日曜・その他1日）
通勤費別途支給、各種保険完備、退職金制度（規定有）
お気軽にお問い合わせください。

野々市市扇が丘27-7
　0120-086-539

株式会社パレネ
労働者派遣事業（派17-300009）、有料職業紹介事業（17-ユ-300012）

【デイサービス介護スタッフ】 
①金沢市伏見台  ②金沢市西泉

製造業 未経験の方も大歓迎！！
あなたに最適なお仕事をご提案します。

P R
勤務地

時間

休日
待遇
応募
　

その他工場内軽作業多数あり！お問い合わせ下さい
①金沢市・白山市・能美市・小松市・加賀市 ②かほく市
③④⑤白山市   ※①②男性活躍中、③④⑤女性活躍中
①⑤8：00～17：00　②20：40～翌5：15
③8：00～16：45　　④8：30～17：00
土・日・祝（会社カレンダー）
各種社会保険完備、残業・深夜手当（25%UP）
貴方のお電話お待ちしています。現地面接も受付中 !

本社／金沢市金石東1丁目4番1号（金沢西警察署向）
　0120-76-7890

株式会社 イスズ
創業42年の信頼と実績　　派17-010078　17-ユ-010058

イスズ  派遣ホームページでお仕事検索ホームページでお仕事検索

★正社員登用制度有 ★昇給制度有
★交通費全額支給
★正社員登用制度有 ★昇給制度有
★交通費全額支給

半自動溶接半自動溶接 1,600～1,750円+ 交交

※勤務地による 高
収
入
職
種

時給1
基盤の検査
　（夜勤専属）
基盤の検査
　（夜勤専属） 1,200～1,500円+ 交交

※深夜割増含む時給2

小物部品の仕上げ小物部品の仕上げ 1,100円+ 交交 女
性
に
人
気
の

軽
作
業
特
集

時給

1,050円+ 交交

時給

1,050円+ 交交

時給

3
4
5
電子部品の組立電子部品の組立

材料の仕分け材料の仕分け

内容
時間

資格
時給
手当
勤務地
応募

ホームヘルパー業務。 週2～5日。
①パートタイムヘルパー／9:00～14:30、13:00～17:30
（4.5時間勤務）  ②登録ヘルパー／働ける時間でOK
初任者研修修了者（ヘルパー2級）、介護福祉士、看護師
①1,210円程②身体介護1,720円～、生活援助1,320円～
①②日曜：1件500円　　チーフ手当：時給15％UP
野々市市・金沢市南部・白山市（野々市近郊） 
お気軽にお電話下さい。「デー・アイそよ風」で検索。

野々市市白山町1-39
☎076-218-7666　担当／中源（なかげん）

ヘルパーステーション そよ風
株式会社 デー・アイ

パートタイムヘルパーさん募集!! Wワーク
可。登録ヘルパーさんも同時に募集します

①デイサービス相談員
②高齢者住宅ハウスクルー（訪問介護含）

内容

資格
時間
休日

応募

①施設内での取りまとめ役、関係者・ご家族との連絡
対応など。　②高齢者・障がい者向け賃貸住宅の維持
管理・訪問介護など。※人に寄り添える優しい方求む
①介護福祉士 ②初任者研修以上
①8：15～17：15 ②8：00～17：00、9：00～18：00
①日曜+週1日（シフトによる）
②シフトによる完全週休2日制
お電話の上、履歴書持参でご来社ください。

河北郡内灘町大根布1-31-8
☎076-286-3740　担当／亀田

株式会社ふなや「内灘の風」

通勤手当あり！育児休業取得実績あり！
他、社会保険完備、有給休暇

①月196,000～252,000円
②月193,000～203,000円
※①②共に諸手当含む

①デイサービスセンター
②コミュニティーハウス

勤務地

手厚い待遇

給与

大手企業の社員食堂 パート募集！

富山県富山市上野345番地 http://www.greenhouse.co.jp

ジー・エイチ・ホスピタリティフードサービス中部株式会社
〈グリーンハウスグループ〉 ☎076-461-6512

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　富山県富山市上野345番地　　　　　　シフト制

交通費支給､車通勤可能（無料駐車場あり）､食事補助あり､制服貸与､有給休暇、社保あり　　　　　お気軽にお電話ください｡待遇 応募

勤務地 休日

1日4時間～、週3日～勤務OK
（例）18：00～22：00／23：00～翌5：45／7：30～16：00など

勤務

❶調理師❶調理師 調理業務全般

❷栄養士❷栄養士 調理､献立作成､発注､事務など

❸調理補助❸調理補助 盛付・配膳など ※資格不問

時給850円～
※22：00～翌5：00／時給1,063円～

給与

時給1,000円～
※22：00～翌5：00／時給1,250円～

給与

採用担当担当

未経験の方も
安心してご応募ください｡
幅広い年代の方活躍中！

未経験の方も
安心してご応募ください｡
幅広い年代の方活躍中！

❶❷❶❷

❸❸

【介護サポートプログラム】　5月スタート！  働きながら学ぶ、介護職の研修。
お問合せ・ご応募は下記フリーダイヤル  または  LINEまで。　締切：令和3年4月26日

（フリーダイヤル：平日9～18時受付）（フリーダイヤル：平日9～18時受付）

派17-300131
17-ユ-300126

金沢市高尾台1-84
http://www.suncare-life.com/ hcm/0120-00-47480120-00-4748 LINEは24時間エントリー可能！LINEは24時間エントリー可能！

雇用▶派遣社員　　職場▶石川県内の提携施設（見学可）　　時間▶勤務先による（相談可）　　休日▶シフト制・週2日～（相談可）
給与▶時給900円～（経験による）　　待遇▶交通費支給（規定有）、社会保険完備・労災、昇給有、制服貸与、年次有給休暇有、特別手当（規定有）、正社員化制度

HCM事業部SUNCARE HOLDINGS株式会社

● 5月から働ける方
● 週3～5日働ける方
● 1日5.5時間（週22時間）以上働ける方
● できれば、月に数回土日どちらか働ける方
● 他希望がある方、ご相談下さい

介護職員
初任者研修
介護職員
初任者研修
金沢市西泉教室金沢市西泉教室

● 派遣先は40施設以上！
  サンケアグループでも働けます！ 

金沢市・野々市市・白山市
津幡町・内灘町

…など

● 未経験からの挑戦
● 転職・復職、学び直し
● キャリアアップ

● 研修時間に給料がついていて驚いた
● 受講料無料で参加できてうれしい
● 学んだ内容を即実践できて自信がついた
● 少人数研修なので理解しやすかった
● 受講生どうしの人脈ができた
● 異業種からの転職後
  3年で国家資格がとれた
● 不向きと感じてリタイヤした
　→罰則はありません！

国の
助成金を
活用して
います

　令和3年 　
5/10㊊ ～7/8㊍
【平日週2日】 9：30～16：30

　令和3年 　
5/10㊊ ～7/8㊍
【平日週2日】 9：30～16：30

応募資格は？応募資格は？

…など

● 仕事経験はあるけれど、資格がない
● ヘルパー2級を取ったけど、仕事経験がない
● 仕事復帰したいけど、ブランクが…
● 介護の仕事に興味があるけど、できるか不安
● 介護の仕事で夢を叶えたい

どんな人が参加してるの？どんな人が参加してるの？

どこで働くの？どこで働くの？

参加者の目的は？参加者の目的は？

修了者の
ホンネってどうなの？
修了者の
ホンネってどうなの？



[サクセスch.（チャンネル）] Vol.1469／2021.3.31 ● 毎週水曜日発行【150,000部】　無料配布（金沢市、野々市市、内灘町、津幡町、白山市・松任地区） 株式会社セ・ビアン　〒920-0027 金沢市駅西新町3丁目9番33号  TEL076-232-7800

エリア●金沢市・野々市市・白山市・内灘町・津幡町　150,000部　 毎週水曜 無料配布
発  行●株式会社セ・ビアン　TEL.076-232-7800

でもたくさんの求人情報を掲載中！ サクセスチャンネル 検索
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●体調が悪い時（熱がある、咳が出るなど）には企業訪問しないようお願いします。

●なるべく公共交通機関の移動を避け、自家用車や自転車、徒歩での移動をお願いします。

●マスクを着用していきましょう。

●企業ごとに出入りに関するルールがある場合は、それに従ってください。

●消毒液が設置してある企業では必ず手指の消毒をしてから入室してください。

●面接後、2 週間以内に感染が判明した場合は採用の合否に関わらず

　速やかに訪問企業へ連絡をしてください。

●体調が悪い時（熱がある、咳が出るなど）には企業訪問しないようお願いします。

●なるべく公共交通機関の移動を避け、自家用車や自転車、徒歩での移動をお願いします。

●マスクを着用していきましょう。

●企業ごとに出入りに関するルールがある場合は、それに従ってください。

●消毒液が設置してある企業では必ず手指の消毒をしてから入室してください。

●面接後、2 週間以内に感染が判明した場合は採用の合否に関わらず

　速やかに訪問企業へ連絡をしてください。

新型コロナウイルス対策に伴う企業訪問時のお願い

学研教室の先生募集（小学生・幼児対象）　 週2日から短時間でOK！

0120-889-100学研教室  金沢事務局
読む力・考える力―――伸びる学力 野々市市本町5丁目18-8（野々市フォルテ近く）

説明会のご予約は、下記電話番号または、上記QRコードから！ お問い合わせ、資料請求もお待ちしております。

職種
資格
時間
休日
給与
待遇
応募

看板製作、鉄骨加工（加工製作、取り付け）
普通自動車免許、溶接できる方　※溶接免許不要
8：00～17：00
日・祝、年末年始、夏季
月給28万円
各種社保完備、交通費実費支給（マイカー通勤可）
まずはお気軽にお電話下さい。

金沢市森戸2丁目176番地
☎076-240-4040

株式会社 工房・アド
木工と鉄骨・アルミ・アクリ造形

あなたの経験、活かせます！

メビウスでは多数のお仕事を用意しています。
溶接・ＣＡＤ・フォークリフト等の経験を活かしたお仕事もご相談ください。

月～金 ● 9:00～18:00　土 ● 9:00～16:00受付人材派遣業（派17-010058）　有料職業紹介事業（17-ユ-010039）
当社は個人情報保護法に基づき、個人情報の適切な保護・管理を行っております。

0120-96-8092
http://www.mebi.jp

待遇▶各種社会保険・労災完備、残業・休出・深夜手当支給、正社員登用制度有、給与週払いＯＫ!　★派遣未経験の方大歓迎!　★お友達同士の
ご応募大歓迎!　★Wワーク大歓迎! ★再登録希望の方大歓迎!　★職場見学もあるので安心です!　★幅広い年代のスタッフが活躍中です!
★他社でご登録中の方、現在お勤め中の方からのご応募も大歓迎です。　　応募▶電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でお気軽にご来社ください。
★応募の秘密厳守します。 ★随時登録受付中！  ★登録場所駐車場完備！  ★登録のみでもOKです。 

■本社 金沢市示野中町1丁目15番地（桜田町交差点カド）　■野々市営業所 野々市市三納2丁目119番地　■白山営業所 白山市三幸町15番地（ケーズデンキフェアモール松任店さん裏）

★当社携帯サイトにもお仕事情報満載です!!

1 電子部品のセット作業電子部品のセット作業

時給1,250円～時給1,250円～

電気検査や部品を機械に
セット＆取り出し作業
勤務地■白山市 期間■長期
時間■8：00～20：10／20：00～翌8：10 ※交代制
休日■4勤3休 or 5勤2休　※日曜休み

2 倉庫内で軽作業倉庫内で軽作業

時給950～1,000円時給950～1,000円

人気求人！
日用品のピッキングなど軽作業
勤務地■白山市　　　期間■長期
時間■Ⓐ9：00～22：00の間で4～8Ｈ  ※週4日～
　　  Ⓑ15：00～23：00の間で3Ｈ以上※週3日～

未経験OK◎ 10～50代 男女活躍中！

未経験OK◎ 20～40代 男女活躍中！

3 簡単見回り＆画面検査簡単見回り＆画面検査

工場内で見回り・PC画面チェック
勤務地■白山市 期間■長期
時間■21：00～翌6：00
休日■土・日・祝

4トラックの荷台づくりトラックの荷台づくり

時給1,300円時給1,300円

時給1,300円時給1,300円

大量募集中！
工場内で部品の塗装・組立など
勤務地■白山市 期間■長期
時間■8：10～17：10 休日■土・日・祝

未経験OK◎ 20～40代 男女活躍中！

未経験OK◎ 20～50代 男性活躍中！

来社時には写真付の履歴書、
身分証明書をご持参ください
来社時には写真付の履歴書、
身分証明書をご持参ください

免許取得サポート制度あり！ 見学だけでもOKなのでお気軽に♪

白山市平松町158-1
  080-4122-4713　担当／曽我

石川トナミ運輸株式会社

①内容
時間
休日

②内容

時間
休日

仕事内容

資格

勤務地
待遇

応募

【正社員】 1日平均12店舗ほど
12:30～21:30（残業有）
月8日～9日 ※日曜休み多いです（特に冬季）

【契約社員・パート】 石川県・富山県へ1日5件
決まったコースの配送
12:30～21:30（多少前後あり）
応相談　※日祝含め週3日勤務～相談OK

3tトラックで石川県・富山県内のコンビニ店舗へ
ジュースやお菓子、ラーメンなどの常温品を納品
します。荷台床が動くトラックを導入しており、常に
目の前に荷物があるので、積込・荷卸がラクラク！
チームワーク抜群で先輩スタッフが的確に
アドバイスしますので安心！

要中型自動車免許（H19.6以前に取得の方は要普免）
※お持ちでない方はサポート制度あり
野々市市二日市町505（8号沿い）
制服貸与、車通勤可、試用期間（3ヶ月）あり
※①のみ各種社会保険完備、交通費支給
まずはお気軽にお電話ください！
見学だけでもOK！休日面接も対応しております。

職種
資格
時間
給与

休日
待遇
応募

①現場管理　②配管工
高卒以上　※経験者優遇
8：00～17：30
①月額22万円～40万円
②月額20万円～40万円
日、祝日、その他会社カレンダー
社保完、賞与、制服貸与、交通費（定額支給）
お気軽にお電話の上、履歴書持参下さい。

〒920-0209 金沢市東蚊爪町1-76-4
☎076-237-0460　担当／業務課

株式会社  山森工業

【急募】 正社員募集！
あなたの経験活かしませんか！

【ヘルパー募集】 希望の時間で働ける！
週1日～OKなのでプライベートも充実！

給与

勤務地
時間
資格
手当
応募

身体介護／①1時間1,800円  ②30分1,000円
生活支援／①1時間1,400円  ②45分1,100円
※手当含む　※日曜日勤務は時給35％UP
金沢市・野々市市・白山市・内灘町
8：00～18：00の間で、1件～OK
初任者研修（旧ヘルパー2級）、実務者研修、介護福祉士
交通手当／1件300円　　介護福祉士手当／1件50円
まずはお気軽にお電話下さい。

金沢市新保本2丁目552番地1
☎076-259-1184　担当／若林

訪問介護事業所  ふくらすずめ

内容内容

直行直帰
OK

Wワーク
OK

未経験
歓迎

食事、排せつ、入浴
など

身体介護

買い物、調理、掃除
など

生活支援

昨年2月新設の事業所で、成長しあえる職場です。

P R
職種
勤務地
時間
給与
休日
待遇
応募

【整形外科】明るく清潔な職場で感染対策もばっちり!
医療事務（受付・レセプト作成）
金沢市山の上町　※20～40代の女性活躍中
月火水金/8:30～17:30（昼休憩1h）木土/8:30～12:30
月額150,000～190,000円
木曜と土曜の午後､日曜､祝日
社保完､車通勤可能､交通費支給､昇給･賞与あり
お気軽に電話連絡の上、履歴書持参でご来院下さい。

金沢市山の上町5-5-1
☎076-252-2113　担当／採用係

山の上クリニック
医療法人社団成山会

医療事務募集中！！

☆トヨタ自動車100%出資会社   ☆クルマ好き・未経験者 大歓迎！

内容

資格

給与
時間
休日

オークション開催、出品の準備など
①車両搬出入受付業務　②簡単なPC入力作業
③車の構内移動（色んな車に乗れます）
④車両外装の拭き上げ
高卒以上、経験不問、要準中型免許以上（2017年3月
以前に免許取得の場合は普通免許でOK）、簡単なPC
操作できる方、自動車業界関係勤務経験のある方や
知識のある方は大歓迎！ もちろん未経験者もOK！
時給1,010円+交通費別途支給
9：00～17：00　※多少残業あり
日曜、他応相談（ローテーション制・週5日勤務）、
夏季休暇・年末年始・GWなどの長期休暇あり、
有給休暇（半日から使えます）

待遇

応募

交通費規定支給、各種社会保険完備、昇給あり、
自家用車購入割引あり、特別休暇（結婚・慶弔、他）、
車通勤可（ガソリン代支給／規定あり）、有給休暇、
年3回ミニボーナスあり（業績による）、他

電話またはサクセスch.WEBからご連絡ください。
応募時に面接日時を決めさせて頂きます。
※当日履歴書（写貼）持参ください。

〒920-0211  金沢市湊2丁目99番地
☎076-238-3711　担当／ナラ・ニワ

株式会社トヨタユーゼック  TAA中部会場 北陸ヤード
U-Carオークション

http://www.toyota-usec.co.jp

お仕事を通して全メーカーの
様々な車種に出逢えます♪
自動車の知識が
なくてもOK！

週5日勤務

日曜休み
長期休暇あり

【清掃スタッフ】  未経験者大歓迎！
少し体を動かして健康的に働きませんか

内容

備考
給与
待遇
応募

建物内の清掃作業
※簡単な作業ですので､若い方からご年配の方まで
　幅広い年代の方が活躍しています。
年齢・性別不問！ 扶養内勤務も可能です。
①時給1,000円～  ②③④時給835円～ ※経験者優遇
交通費支給､車通勤可､作業服､勤務により社保加入
面接時は履歴書不要です｡
採用後にご持参ください｡

金沢市泉が丘2-9-3
☎076-242-1281　担当／山根

アサヒ株式会社  ビルサービス部

4 建物内

時間●6：30～10：30
　週3日勤務～応相談
休日●土曜・日曜・祝日

金沢市西念金沢市西念
駅西合同庁舎前
バス停近く

3 介護施設

時間●13：00～17：00
　　　週2～3日勤務
休日●日曜・祝日、他

2 医療施設

時間●7：00～11：30
休日●シフト制

金沢市藤江
交差点近く

1

時間●7：00～9：00
休日●週休2日（シフト制）

時給●1,000円～

内灘町

森本駅より
車で10分

急募!!

お仕事相談会＆施設見学会開催！
4月5日（月）･6日（火）　※日程調整可能

P R

資格
勤務

待遇
応募

ブランクのある方も夜勤が未経験の方も丁寧に指導
します! 相談会＆見学会へお気軽にお越しください｡
18歳以上､学歴不問､介護福祉士
17：00～翌9：00
正社員／月11回程度の勤務
パート･アルバイト／週1日～勤務OK！
社保あり､交通費支給､車通勤可能
お気軽にお電話またはＨＰよりご応募ください｡

金沢市三ツ屋町口18-1
☎076-298-7585　担当／坂田

ことほぎ  ショートステイ
株式会社アスティ  介護事業部

ホームページは｢ことほぎ　金沢」で検索

夜勤専従介護職夜勤専従介護職

１ヶ月11回程度の勤務
賞与年2回あります♪

月給
258,000円～

正社員正社員
週１日～勤務ＯＫ！
Ｗワークの方も活躍中♪

1回勤務
23,600円

パート･
アルバイト
パート･
アルバイト

ホテル・オフィスビル清掃スタッフ募集 !
30～50歳代活躍中！  Wワーク可能！

勤務地

資格
時間

待遇
応募

ホテルマイステイズプレミア金沢（金沢駅西）
ホテルマイステイズ金沢キャッスル（金沢駅東）
※どちらも金沢駅より徒歩10分以内です｡
未経験者大歓迎！扶養内OK！60～70歳代も歓迎！
①9：00～15：00 ②11：00～15：00 ③10：00～13：00
④15：00～18：30　※週2日～OK！時間･日数相談可
交通費規定支給､制服貸与　※車通勤不可
まずはお気軽にお電話ください｡

野々市市堀内3丁目40番地
☎076-248-6601㈹　担当／採用係

武田商事株式会社
施設の清掃・管理業務、衛生用品レンタル業務

土・日・祝のみの
Wワークにも最適！

1 2

3 4

1,000円
950円

900円900円

時給

時給

時給 時給

エントランス等
パブリック
スペースの清掃

エントランス等
パブリック
スペースの清掃

客室清掃後の
確認業務
客室清掃後の
確認業務

客室清掃客室清掃客室清掃客室清掃

オフィスの
清掃
オフィスの
清掃
オフィスの
清掃
オフィスの
清掃

チェッカーチェッカーチェッカーチェッカー

掃除機
がけ、ゴミ回収のみ

掃除機
がけ、ゴミ回収のみ

ベッドメイク、他ベッドメイク、他

内容

給与
勤務
定休日
待遇
応募
その他

やきとりの仕込み作業 等
（簡単な仕込み作業で接客はありません）
時給900円～　※能力に応じて昇給あり
11：30～16：00　※勤務日応相談
木曜日
交通費定額支給､マイカー通勤可､研修期間有
電話連絡の上､履歴書持参でご来店下さい｡
夜のアルバイトも同時募集！ 問い合わせ下さい。

金沢市八日市出町63-2
☎076-249-6300

炭火やきとり 豚太郎

パートさん募集!!  働きやすい時間帯☆
未経験者歓迎!!

❶正社員

❷契約社員・パート

冬季は
日曜休み
たくさん!※残業代含む

月給
万
円万

～28 32
勤務日数相談OK 時給1,300円～

コンビニルート配送
スタッフ大募集!!

積込・荷卸
ラクラク♪

学研教室の先生をはじめませんか？学研教室の先生をはじめませんか？

説明会のご予約はコチラ→説明会のご予約はコチラ→

アシスタントも同時募集アシスタントも同時募集

●自宅教室の先生
●アシスタント

子ども好きな方！ 特別な資格は不要！

職種職種
幼児から小学生までの算数・国語・
英語のプリント採点や学習指導から
教室運営までお任せします。

内容内容

生徒数・教科数による報酬報酬
週2日～OK！
夕方の3～4時間！勤務勤務

お仕事説明会！お仕事説明会！予
約
制

予
約
制

個別説明会も行っています。
お気軽にお問合せください。
個別説明会も行っています。
お気軽にお問合せください。

お近くのカフェでお近くのカフェで
4/5㈪  10：00～15：004/5㈪  10：00～15：00

オンライン説明会オンライン説明会
4/8㈭  10：00～15：004/8㈭  10：00～15：00

お子様が
一緒でも
OK！


