
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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年間休日132日だからプライベートも充実！
安定性・成長性バツグンの企業で正社員として働きませんか！

内容

資格

給与
時間

休日

①有機EL製造ラインの点検とメンテナンス業務
②パワー半導体製造ラインでメンテナンスと
　機械オペレーター業務

高卒以上、44歳以下（長期勤務によるキャリア形成
のため）、要普通免許（通勤用）　※未経験者歓迎
※電気・機械の経験者は優遇します

月給250,000円～300,000円（諸手当含）
9：00～19：15、21：00～翌7：15
※2交替　※残業有
4勤2休、年末年始、GW、夏期
※年間休日132日

待遇

応募

昇給年1回、賞与年2回、各種社会保険完備、
通勤手当（月額2万円まで）、退職金制度有、
有給休暇、家族・技能・役職・時間外手当、財形貯蓄有

「サクセス見た」と電話連絡の上、履歴書（写貼）を
ご持参下さい。

本社／白山市上柏野町183番地
☎076-274-7472　担当／採用担当

株式会社 テクノドライブ
半導体・電子部品生産設備、検査設備の設計、製作、保守 等

業務はチーム単位で行いますので、未経験の方にも
イチから丁寧な指導がありますので安心です♪
知識・経験は必要ありません！

空
調
完
備
で
快
適
♪

力
仕
事
は
あ
り
ま
せ
ん
！

製造ライン
増設につき
能美市で
正社員
大募集！

製造ライン
増設につき
能美市で
正社員
大募集！

❶㈱JOLED 能美工場内❶㈱JOLED 能美工場内
（能美市岩内町1-47）

❷加賀東芝エレクトロニクス㈱❷加賀東芝エレクトロニクス㈱
（能美市岩内町1-1）

「パナソニック㈱」、「ソニー㈱」の有機ELディス
プレイの開発部門を統合し、設立された企業です。

※勤務地①②から選べます

お仕事相談会開催！  4/19（月）･20（火）
年収340万円可♪入社祝金10万円・規定有

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回～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

内容

時間

給与
待遇
応募

フロント（受付、会計、電話応対 等）、ホール（ルーム
清掃、ドリンク・フード作りや提供 等）
日～木/18：00～翌4：00、  土日祝前/18：00～翌6：00
※長時間勤務できる方大歓迎！ 勤務時間は応相談
時給900円～  ※22：00～翌5：00は25％UP  ※昇給有
制服貸与、従業員割引有、車通勤可
まずはお気軽にお電話下さい。
※履歴書不要

野々市市扇が丘4番8号
☎076-227-8870　担当／細木

カラオケスタジオ飛行船 工大前店

【急募】 フロント・ホール  未経験者歓迎！

内容

時間

給与
待遇
応募

フロント（受付、会計、電話応対 等）、ホール（ルーム
清掃、ドリンク・フード作りや提供 等）
日～木/18：00～翌4：00、  土日祝前/18：00～翌6：00
※勤務時間は応相談　※お盆・年末年始等の長期
休み期間に短期で働ける方も募集中
時給900円～ ※22：00～翌5：00は25%UP  ※昇給有
制服貸与、従業員割引有、車通勤可
まずはお気軽にお電話下さい。　※履歴書不要

金沢市古府1丁目110
☎076-240-0406　担当／細木

カラオケスタジオ飛行船 古府店

【急募】 フロント・ホール  未経験者歓迎！

介護施設 めぐみグループ スタッフ募集！

☎076-255-7220
金沢市黒田1-291

●資格／普通自動車免許（AT限定可）　　●休日／シフト制　　●待遇／社保完､昇給･賞与､交通費支給（当社規定）､退職金制度､など充実の福利厚生

★お気軽にお電話下さい｡ 勤務地での面接も可能です｡ 介護施設
めぐみグループ 担当／大島

http://www.megumikuroda-ishikawa.com 検索検索株式会社恵　金沢

有料老人ホーム有料老人ホーム有料老人ホーム有料老人ホーム めぐみめぐみめぐみめぐみ

夜勤専従 ★ 募集夜勤専従 ★ 募集夜勤専従 ★ 募集夜勤専従 ★ 募集
月187,500～285,000円給与

7：00～16：00､ 8：30～17：30､ 10：00～19：00､ 17：00～翌9：00（夜勤）

介護職員介護職員正社員 初任者研修（ヘルパー2級）、
実務者研修、介護福祉士

● 要資格 ●

夜勤専従も
正社員可!
夜勤専従も
正社員可!

※処遇改善手当､資格手当､夜勤手当含

（金沢市高尾台 2-242）

アットホームな施設で一緒に働きませんかアットホームな施設で一緒に働きませんか

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

★当社携帯サイトにもお仕事情報満載です!!

■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）

待遇▶交通費別途支給、各種社会保険・労災完備、残業・休出・深夜手当
支給、正社員登用制度あり、 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
来社下さい。 ★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。 

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

1

時給1,100円時給1,100円

業務内容■取引先への電話・メール案内やデータ入力など
勤務地■金沢市 期間■長期
時間■9：30～18：00　 休日■土・日・祝

☆人気求人！ 20～50代 男女活躍中！

未経験OK★電話＆メール対応未経験OK★電話＆メール対応

2

時給1,200円時給1,200円

業務内容■部品持ち運びやキズの修正作業など
勤務地■金沢市・能美市 ☆選べます　期間■長期
時間■8：30～17：30　 休日■隔週土曜、日曜

未経験OK◎ 10～40代 男性活躍中！

未経験歓迎♪工場で部品加工未経験歓迎♪工場で部品加工 5

時給950円～1,000円時給950円～1,000円

業務内容■日用品のピッキングなど軽作業のお仕事
勤務地■白山市　期間■長期　時間■①9：00～22：00
の間で4～8Ｈ　②15：00～23：00の間で3Ｈ以上
休日■①週休2～3日 ②週休3～4日

未経験OK◎ 人気求人!10～50代 男女活躍中！

倉庫内で軽作業倉庫内で軽作業

4

時給1,100円時給1,100円

業務内容■パーツの隙間に樹脂を埋めていく作業
勤務地■白山市 期間■長期
時間■8：10～17：00　 休日■土・日、他

未経験OK◎ 20～40代 男女活躍中！

工場でコーキング作業工場でコーキング作業

3

時給1,120円時給1,120円

業務内容■部品の取り外し作業や梱包など
勤務地■金沢市 期間■長期
時間■8：20～17：00　 休日■土・日、会社カレンダー

未経験OK◎ 20～40代 女性活躍中！

部品の検査・梱包作業部品の検査・梱包作業

【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

ち

ょっ
と私、

痩せたんないけ？

ち

ょっ
と私、

痩せたんないけ？

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
朝の2時間!

森本駅より
車で10分

急
募
! !

内容
時間

資格
時給
手当
勤務地
応募

訪問介護業務・産後ヘルパー業務。 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

5月18日スタート（応募締切4月28日）
就職･転職支援金 最大5万円支給！

内容
勤務地

勤務
給与

待遇
応募

携帯電話に関するお問い合わせの電話受付応対
ドコモインフォメーションセンター
（金沢市大手町12-8 ドコモ金沢大手町ビル2F）
交代制（8:45～17:15／11:45～20:15）　 休日／4週8休
時給1,350円～（月収220,000円以上も可能）
研修期間（8:45～17:15 土日祝休）時給1,150～1,250円
社保完､交通費支給､有給休暇､定期健診､休憩室･売店
お電話でも受付中｡登録会は月～金曜に随時実施。

〒920-0853  金沢市本町2丁目20番20号 
　0120-555-102

テンプスタッフフォーラム株式会社 金沢オフィス
労働大臣許可番号　派15-010007　15-ユ-010020

パソコン入力できる方歓迎！
今春卒業の方も大歓迎！
パソコン入力できる方歓迎！
今春卒業の方も大歓迎！

★お友達と一緒の参加もＯＫ♪
　
★服装自由･ネイルもＯＫ！　
★社員雇用希望の方には社員登用枠あり！

興味がある方は職場見学会にご参加下さい。
実際の雰囲気を見てからご応募いただけます。
興味がある方は職場見学会にご参加下さい。
実際の雰囲気を見てからご応募いただけます。

詳しくは
動画で
チェック

職場見学会予約･お仕事エントリー･登録予約は
スマホ･ＷＥＢからが便利★24時間受付中

充実の研修で
安心のスタート♪
充実の研修で
安心のスタート♪

職種
内容

報酬
勤務
応募

自宅教室の先生（アシスタントも同時募集）
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。
生徒数・教科数による
週2日～OK！  夕方の3～4時間！
特別な資格は不要です。 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。

野々市市本町5丁目18-8  （野々市フォルテ近く）
　0120-889-100

学研教室  金沢事務局
読む力・考える力―――伸びる学力

仕事も家庭も両立しながら
あなたらしく活躍できます！

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？

子ども好きな方！ 特別な資格は不要！

説明会のご予約はコチラ↓↓説明会のご予約はコチラ↓↓

4月20日㈫ 10：00～16：00
4月28日㈬ 10：00～15：00
4月20日㈫ 10：00～16：00
4月28日㈬ 10：00～15：00

ご希望の
時間帯を

お選び下さい

ご希望の
時間帯を

お選び下さい

業務拡大のため、新規スタッフ急募！
スタートはみんな同じ！近日スタート☆

勤務地

内容

休日
待遇
応募

金沢市福久東の大型アミューズメント施設の清掃
※感染症拡大防止対策が徹底されている現場です
ごみ回収､ホール清掃､トイレ清掃（女性トイレあり）
※運動不足解消に！ 健康的に働けます
シフト制
制服貸与､車通勤可能、店内完全分煙
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

●実働4時間・休憩30分
●時間は応相談

11：00～15：30
時給850円11

15：30～20：00
時給880円22

未経験者大歓迎!

収入例●週3日で月40,000円以上可能収入例●週3日で月40,000円以上可能

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

内容
月給
時間
休日
資格
待遇

応募

①建設機械の運搬 ②建設機械の燃料の配達
①235,000～275,000円 ②200,000～240,000円
①7：30～17：30 ②8：00～17：00
日･祝･隔週土曜、GW・お盆・年末年始
中型自動車免許
各種社会保険有、交通費支給、制服貸与
試用期間3ヶ月有、別途手当有
まずはお気軽にお電話ください。

金沢市沖町ロ5-1
  090-2370-3023　担当／宮本

有限会社  宮元重機運輸

①６tユニック ②２tローリー ドライバー
充実の資格取得サポート！ 未経験歓迎！

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
備考
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男女活躍中　②③④女性活躍中
①A.白山市　B.かほく市　  ②能美市　  ③④白山市
①A.8：30～17：00　B.8：40～17：15
②④8：00～17：00　③8：00～16：45
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

1,050円

時給 交交
④材料の仕分け④材料の仕分け

+

1,100円

時給 交交③③ 小物部品の
仕上げ
小物部品の
仕上げ

+

正社員
登用制度有
正社員
登用制度有

昇給
制度有
昇給
制度有

交通費
全額支給
交通費
全額支給

1,100円

時給 交交②② 塗装前処理塗装前処理 +

女性に人気
の軽作業

 B1,050～

1,200円+ 交交

交交

作業内容による

電子部品の
組立
（6名大募集）

電子部品の
組立
（6名大募集）

①①
時給時給 +

空調完備、送迎バス有

A1,050円

月２５８,０００円～ ＋ 賞与年２回
夜勤介護スタッフ（正社員）

月１１回程度の勤務で生活スタイルも安定！ 夜勤が初めて
 の方にも徹底サポート！
 ブランクのある方も大歓迎です！おやすみなさい♪

あんやとね♪
●同時募集（パート・アルバイト）

Wワークの方も活躍中！
週１回の勤務でもＯＫ！
勤務日相談可能です。

1回勤務 23,600円

寿（ことほ）ぐ心で

月２５８,０００円～
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※石川県最低賃金は、パート、臨時工、アルバイトを含め、県内の
　全ての労働者に適用される地域別最低賃金です。
※日給制の賃金の場合は、日給額を1日の所定労働時間で割って、
　時間額に換算して最低賃金と比較してください。
※業種によっては、これより高い産業別最低賃金が適用されるの
　でご注意ください。 詳細は、石川労働局賃金室（076）265-4425、
　又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。

石川県の最低賃金額

時 間 額　　　833円

●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

笑顔で働ける！ホテル朝食スタッフ募集
ワークスタイル等色々ご相談下さい☆

P R
勤務

待遇

応募

金沢駅近くなので通勤に便利ですよ！
5：30～9：30（残業の場合あり）
※土日祝だけでも歓迎 !  Wワーク・主婦（夫）も歓迎 !
　土日祝休みのシフトも可能です！ご相談下さい！
交通費支給（上限有）、社保完備、昇給有、制服貸与、
従業員宿泊割引有！ インセンティブ支給有！
まずはお気軽にお電話下さい。
面接時に履歴書（写真添付）をご持参下さい。

〒920-0856  金沢市昭和町13-23
☎076-224-1045　担当／湯浅

東横INN  金沢駅東口

内容

勤務地
給与
時間
休日
待遇
応募

食事・着替え・入浴のお手伝い、レクリエーション、
送迎等の業務。業務内容についてはご相談可。
金沢市伏見台　　※資格不問（資格あれば尚良し） 
時給1,015円～
8：30～17：30（休憩60分）
日曜、他（週休2日制）
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】元気な
利用者さんが多い、アットホームな職場♪ 

【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）

★LINEは24時間エントリー可能！★LINEは24時間エントリー可能！

SUNCARE HOLDINGS株式会社
HCM事業部 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

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

L
I
N
E
で

 

質
問
O
K
！

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

◆ 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！

介護職員初任者研修金沢市
西泉教室

修了者のホンネってどうなの？

◆ 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　　…など

どんな人が参加してるの？
◆ 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

応募資格は？

◆ 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

どこで働くの？

◆ 未経験からの挑戦　　◆ キャリアアップ
◆ 転職・復職、学び直し　…など

参加者の目的は？

国の
助成金を
活用して
います

軽作業未経験の方もまずはお気軽に！

勤務地
勤務

休日
待遇

応募

白山市（①②陽羽里駅から徒歩5分、③海側）
①②8：00～17：00／時給1,100円
③8：30～17：30／時給1,000円 または
　8：30～15：00／時給950円
土・日・祝、他
社会保険完備、車通勤可能、交通費支給、
日払い・週払い可、提携託児所利用相談可
その他のお仕事もご相談可能！ お問合せ下さい。

白山市知気寺町に74番地4号（大阪屋ショップ鶴来店となり）
　0120-293-140

株式会社シフト
労働者派遣事業（派17-300113）   業務請負業  有料職業紹介事業（17-ユ-300096）

③のみ紹介予定派遣

メーカーでの

①組立
②ピッキング
③小物の仕分け・検品

①組立
②ピッキング
③小物の仕分け・検品

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

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！

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！

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!

勤務

待遇
応募

勤務日数応相談　時給860円～（経験者・資格者優遇）
【介護スタッフ】日常生活のサポート
①6：55～15：55  ②8：30～17：30  ③10：05～19：05
【夜勤スタッフ】夜間のサポート
19：00～翌7：00（実働8h）※夜勤手当1回2,500円支給
交通費規定支給、各種手当別途支給
まずはお気軽にお問い合わせください。
事前の施設見学も歓迎します！

河北郡津幡町字川尻ツ101番地
☎076-289-0712　担当／採用係

グループホームつつじ

週1日からOK！ 50～60代女性活躍中
福祉の仕事に興味のある方･未経験歓迎

好きな時間にできるから家事とも両立OK
体を動かすことが好きな方必見!!

職種

募集地区
資格
時間

給与
応募

情報誌、チラシ等を戸別配布（固定、フリー地区契約）
チラシの折り込み作業もあり。
金沢市、野々市市、津幡町、内灘町
高卒以上の元気で明るい方
毎週火～木曜日（週1回）の、朝から夕方で自由
※別途、臨時特別配布あり、応相談
月額1～3万円以上 ※共済保険にも加入しています。
お電話にてお問い合わせ下さい。（月～金／9～17時）

〒920-0061 金沢市問屋町1丁目32番地
☎076-237-1717

株式会社ヰセキ関西中部 ミッド事業部

都合のよい時間に働けますよ♪都合のよい時間に働けますよ♪

男
女
活
躍
中
！

男
女
活
躍
中
！

ポスティング
スタッフ
募集！！

ポスティング
スタッフ
募集！！

プランナースタッフ募集

職種

資格
給与
勤務
待遇
応募

クライアントのプロモーション活動全般の
プランニング（マス4媒体、SP、イベント、Web等）から
プレゼンテーション、広告制作
35歳位迄（長期勤続によるキャリア形成を図るため）
月給20万～28万円
9：00～18：00　休日／土・日・祝、夏季、年末年始、他
昇1、賞2、各社保完備、交通費支給、社用車貸与
電話連絡の上、履歴書郵送下さい。

〒920-0027  金沢市駅西新町3丁目9番33号
☎076-232-7800　

株式会社  セ・ビアン
総合広告会社

勤務地
内容
勤務
給与
待遇
応募

七尾市和倉町　※移動手当2,000円
施設内清掃業務
8：00～16：30（実働約5時間）　※シフト制
時給1,000円
交通費支給、制服貸与、車通勤可
男女ともに活躍中。清掃経験者はシニアでも歓迎！
まずはお気軽にお電話下さい｡

金沢市間明町2-24-1
☎076-291-1110

サンワ株式会社

【急募！】 シフト制。 勤務日数等応相談
金沢本社集合⇄現地  完全送迎制。

勤務地
内容
勤務
給与
待遇
応募

野々市市御経塚
館内清掃業務
8：00～9：45（実働約1.5時間）
日給1,500円
制服貸与、車通勤可
女性が多数活躍中。
まずはお気軽にお電話下さい｡

金沢市間明町2-24-1
☎076-291-1110

サンワ株式会社

【急募！】 火・金曜の週2日勤務。　作業が
終わり次第終了！勤務時間多少前後あり

内容

時間
休日
時給
待遇

応募

申請書の受付、資料作成、電話応対、書類整理など。
経理事務や簿記2級以上の知識のある方歓迎。
10：00～15：00（実働4時間）
土・日・祝、年末年始
1,150円+交通費 ※片道2km超別途支給（日額上限無）
社保完備（勤務日数による）、有給、定期健診、
慶弔制度、無料駐車場完備、電力福利厚生完備
働き方はあなた次第！まずはご希望をご相談下さい。

金沢市下本多町6-11 金沢電気ビル4階
　0120-045-069　担当／採用係　

北電産業株式会社　石川支店
北陸電力グループ　　　　　　　　派16-010014　16-ユ-010030

【かほく・津幡・内灘方面】  5月開始！
官公庁の一般事務／扶養内・週3～4日

（7：00まで）

未経験
OK!

7：00以降

働き方は人それぞれ♪ お気軽に相談してくださいネ★

1,000円～1,000円～早朝時給早朝時給
時給900円～時給900円～

朝食スタッフ

金沢地方検察庁舎内の清掃スタッフ
２名募集！同時スタートで安心です♪

内容

時間
給与
休日
待遇
応募

建物内の日常清掃
掃除機･モップ掛け､ごみ回収､水拭きなど
※女性用トイレ清掃あり
8：30～12：00（休憩なし）　※残業はありません。
時給850～900円
土･日･祝日､年末年始､他
交通費規定支給､制服貸与､労災保険
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

金沢地方検察庁（金沢市大手町6番15号）
※兼六園下バス停より徒歩3分勤務地

土日祝休みで働きやすい時間帯です｡分かりやすく
丁寧にお教えしますので、お気軽にご応募ください。

未経験者大歓迎！未経験者大歓迎！

バス停が
近くて便利♡
バス停が
近くて便利♡

子供が学校に
行ってる
合間に♪

子供が学校に
行ってる
合間に♪


