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横浜中央エリア

2021年4月25日
（日）第1954号

横浜市西区 「平沼橋駅」より徒歩10分

平沼橋駅 「平沼橋駅」より徒歩3分

横浜市中区 本文参照

横浜市南区 本文参照

  清掃スタッフ

 オフィスビル清掃スタッフ

 ビルの清掃スタッフ

 マンション清掃員

1日6h×週4日。空いた時間で働こう♪

社保あり！安心して長く働ける環境です。 ★安心して長く働いて頂ける環境です★ 経験不問！ＷワークOK◎
清掃のお仕事が初めてでも大丈夫♪
★未経験者大歓迎！ ★女性活躍中
【仕事】ビルの共用部の清掃
【仕事】オフィスビル内の清掃
しっかりサポート致します！
【給与】時給└│└┘┘円
（トイレ清掃有）

【給与】時給└│┘┬┘円
【給与】時給└│┘├┘円
【時間】7：30～16：00
（実働7h）
【時間】7：00～11：00（実働4時間）
☆勤務/月～金曜
（日数応相談）
【休日】月8日程度
（シフト制）
【待遇】社会保険有、交通費当社規定支給、 【休日】土・日・祝日
【待遇】交通費規定内支給、
制服貸与、会社業績により賞与有、
制服貸与、
有給休暇
控室・個人用ロッカー完備
【勤務地】横浜市西区
【勤務地】横浜市西区西平沼町6丁目
【応募】4/2610：00よりお電話下さい。
（現地面接）
【応募】お気軽にお電話下さい。
■総合ビルメンテナンス

株式会社 清光社
横浜市中区山下町1 シルクセンター4F

┘┤┴┐┼┃└┐├└┼┼
┘└├┘┐├└┼┐┼┘├（担当/タカハシ）

横浜市西区 横浜駅西口徒歩5分

  惣菜調理・販売

 公共施設の日常清掃

 オフィスビル内清掃
（トイレ有）

★嬉しい選べる時間帯★

♪嬉しい土・日・祝休みの館内清掃のお仕事♪
60～70代のスタッフ活躍中！お好きな勤務地をお選び下さい♪
①フルタイム ②朝4時間
簡単作業ですので、未経験の方も安心スタート！
③夜4時間 ④日・祝のみ ★選べます！
【仕事】オフィスビルの清掃(トイレ清掃有)
安定した働き易い現場で、久しぶりの求人です◎ 【給与】①②③時給└│┘├┘円 ④時給└│└┘┘円 【給与】時給└│┘└├円

■ビル・建物総合管理
■ビル総合管理

第一相美株式会社

株式会社ヨコソー

44840-501

横浜市中区 本文参照

本文参照

勤務は週2日～、
未経験スタートOK！
【給与】時給└│├┘┘円
【資格】不問！※未経験者大歓迎！
【時間】7：30～14：30
（休憩1h）
【給与】時給└│┘└├円～
【時間】8：00～9：30
（1.5h）
勤務月・火・木・金
（週4日） 【時間】① 7：00～11：00 ② 8：00～12：00
【待遇】交通費規定内支給、
［勤務］
月～土
③13：00～17：00 ④16：00～19：00
★7：00～19：00の間で4h程度
【待遇】制服貸与、
交通費全額支給
ユニフォーム貸与
※週2日～、
曜日・日数・時間帯応相談
【勤務地】市営地下鉄「伊勢佐木長者町駅」 【勤務地】
「伊勢佐木長者町駅」徒歩7分、
制服貸与、
【待遇】交通費規定支給、
徒歩10分
「阪東橋駅」徒歩8分
従業員割引制度
【応募】4/269：00～
（横浜市南区永楽町1丁目）
履歴書
（写真貼付）
を
【応募】電話連絡後、
まずはお気軽にお電話ください。 【応募】4/269時～お気軽にください
お持ちください。

■相鉄グループ/ビルメンテナンス業

株式会社 ビルシステム
千代田区神田和泉町2-6
今川ビル7F

横浜市中区海岸通3-12 ミナトイセビル7階
（JR・市営地下鉄「関内駅」徒歩10分）
┘┤┴┐├└├┐└┼┘┘（採用係）

横浜市西区南幸2-1-22 相鉄ムービル5F
┘┤┴┐┬└┏┐┃┏┴┴（採用担当者）
http://www.sobi-staff.co.jp

横浜市

46540-501

24時間WEB応募OK→
45684-501

■ビル総合管理

■ビル総合管理

■総合ビル管理

有限会社 メンテナンスタクト

千代田装備株式会社

協栄美装株式会社

横浜市西区北幸1-4-1
横浜天理ビル地下2F

〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町3-35-8
横浜西口ビル4F〈ジョイナス南12出口徒歩3分〉
┘┤┴┐┬└├┐┼┴└┬（採用係）

横浜市旭区中希望が丘107-33
（相鉄線
「希望ヶ丘」
駅徒歩3分）
┘┤┴┐┬┼├┐┼┏┘┬（担当：今利）
47139-501

 マンションの清掃スタッフ

  管制業務スタッフ

 清掃スタッフ

  送迎ドライバー

 マンション通勤管理員

 マンション①②清掃員③管理代行員

★急募★未経験者歓迎！
午前中4時間のみのお仕事♪

経験よりもやる気を重視♪
勤務開始日相談に応じます！

★オフィスビルでの清掃スタッフ★
安定して長くお仕事できます。

50～60代前半のスタッフが活躍中！未経験者大歓迎！

★未経験者大歓迎☆サポートします★
★様々な年代の方が活躍中です★

★未経験者大歓迎☆サポートします★
★様々な年代の方が活躍中です★

【仕事】マンション居住者受付・建物巡回・
電球交換等※①のみ契約社員
【給与】① 月給└┼┼│━┘┘円
②④時給└│┘└├円
③ 時給└│├┴┘円
（休憩1h）
【時間】①月～金／8：30～17：30
②月／13：00～17：00
火木金土／13：00～16：00
③日月／8：30～17：00
（休憩1h）
火／8：30～12：00
④火木土／9：00～12：00
【待遇】交費全給、制服貸与、有給休暇、観劇会有
【勤務地】①西区高島／横浜駅徒歩5分
②西区西戸部町／日の出町駅徒歩15分
③西区宮ヶ谷／三ッ沢上町駅徒歩14分
④西区西戸部町／日の出町駅徒歩10分
【応募】履歴書
（写貼）
を担当
（①今井②原田
③土屋④鈴木と明記）
まで郵送。
履歴書到着10日以内に書類選考。
面接日を連絡。
履歴書不返却

【仕事】①②マンション共用部の清掃業務
③常勤のマンション管理員不在時に
代行して行う業務
【給与】①②時給└│└┘┘円③時給└│┘└├円
【時間】①木金 ／8：00～12：00
土日 ／8：00～11：00
②火木土／9：00～12：00
③月～土のうち週5日
／9：00～12：00
制服貸与、
【待遇】交費全給、
有給休暇、
観劇会有
【勤務地】①西区宮ヶ谷／
三ッ沢上町駅徒歩14分
②西区平沼／
平沼橋駅徒歩3分
③横浜支店管轄エリア
（写貼）
を担当
（①土屋
【応募】履歴書
②原田③芥川と明記）
まで郵送。
履歴書到着10日以内に書類選考。
面接日を連絡。
履歴書不返却

■ビル管理・警備保障の総合プランナー

株式会社 ビルコー
〒221-0021 横浜市神奈川区子安通3-307
┘━┘┐┴┘└┼┐┏└┼━（採用係）
┘┤┴┐┤┴└┐├├┘━（本社）
47211-501

横浜市

 マンション①②通勤管理員③④清掃員
★未経験者大歓迎☆サポートします★
★様々な年代の方が活躍中です★

日本ハウズイング㈱
〒220-0004 横浜市西区北幸2-15-10 オーク横浜ビルディング5階
 ┘┤┴┐┤└├┐┬┃┘┘ 横浜支店／各担当
46561-504

2
2

（受付／クリーン事業部）
ホームページhttp：//meikousha.net/
46694-501

47695-501

中区、
他

  配車事務スタッフ

■建物総合管理
（東証2部上場企業）

日本ハウズイング㈱

日本ハウズイング㈱

〒220-0004 横浜市西区北幸2-15-10 オーク横浜ビルディング5階
 ┘┤┴┐┤└├┐┬┃┘┘ 横浜支店／各担当

〒220-0004 横浜市西区北幸2-15-10 オーク横浜ビルディング5階
 ┘┤┴┐┤└├┐┬┃┘┘ 横浜支店／各担当

46561-501

46561-503

47572-501

横浜市緑区 本文参照

①元町・中華街駅2分 ②東戸塚駅12分 ③東門前駅3分 ④新川崎駅4分 ⑤花月総持寺駅4分

  未経験ОＫの清掃スタッフ

  介護スタッフ

☆ENEOS受注・配車センター☆
☆★未経験者 親切指導で安心です★☆
夜間事務スタッフ（1勤務あたり1万7,000円～） 【仕事】マンション共用部清掃

入社後、
1～2ヶ月の研修があるので
約70％が未経験・無資格でチャレンジ☆

【仕事】配車事務スタッフ(電話対応、端末操作等) 【給与】時給└│┘└├円以上
水/8：00～15：00
【時間】①月、
【資格】高卒以上
金/8：00～16：00
【給与】時給└│└┘┘円～ 深夜時間帯└│┬━┴円～
第5日曜/8：00～12：00
※1勤務あたり└━│┘┘┘円～
②月、
火、
第1・3・5水、
木、
金、
土
【時間】18：00～翌朝8：00
★週3日～のシフト制
3日～ご相談下さい！
※週2、
9：00～12：00
【休日】2勤務1休、年末年始、有給休暇、慶弔など
③月～土で週3日～シフト制
【待遇】賞与年2、社会保険完備、交通費規定支給、保養所有
★土曜日できる方
【勤務地】JR桜木町駅徒歩3分
8：00～12：00
横浜市中区桜木町1-1-8 日石横浜ビル
④月、
土/8：00～14：00
【応募】お電話またはWEB、ホームページから
水、
金/8：00～12：00
ご応募下さい。詳細は面接時に説明いたします。
⑤月、
火、
水、
金、
土/8：30～12：30
労災保険加入、
【待遇】交通費全額支給、
有給休暇、
制服貸与
【勤務地】①中区山下町80
②戸塚区平戸町582
③川崎区大師河原1
④幸区新川崎3
⑤鶴見区鶴見1
水曜日迄
【応募】履歴書を｢採用担当｣宛、
■ＥＮＥＯＳ、コスモ石油の物流専属会社
に送付。
選考後連絡。
石油製品の輸送・油槽管理・受注配車
★二次元コードからの応募OK♪
平沢運輸株式会社
川崎市幸区堀川町580
ソリッドスクエア東館10階
┘┤┤┐├┘└┐┃┏└┤ 担当/本社総務部
http://www.hits-net.co.jp

■建物総合管理
（東証2部上場企業）

【仕事】患者様の身の回りのサポート業務
（正）月給├━├│┘┘┘円～┬└┬│├┏┘円
【給与】
（パ）時給└│└┴┘円～└│┤┘┘円
※給与幅は経験等による
【時間】
（正）7：00～15：00 11：00～19：00
17：00～翌9：00 ／3交代
※夜勤なしも可能
※研修期間9：00～17：00出勤有
（パ）週3日以上（土・日・祝休み）
9：00～12：00／15：00／17：00
※働き方選べます
☆10：00スタートご相談下さい
【休日】
（正）4週8休（シフト制）、夏季休暇、慶弔休暇ほか
【待遇】交通費規定内支給、車通勤、有給休暇、制服貸与、
早番時のタクシー代支給（中山駅より）、土日祝託児所
【応募】まずは、
お気軽にお電話下さい。
☆二次元コードより24h応募OK！
〈個別見学会〉
まずは話を聞いてみたいという方
専門性を身につけ安定したキャリアを築きたい方
…こんな方が参加されています！
※お電話でご予約下さい！別日でも調整可能です
日程合わない方ご相談下さい

■大和ハウスグループ/マンション清掃会社

■内科・精神科・リハビリテーション科

大和ライフウィズ株式会社

医療法人社団 元気会 横浜病院

〒107-0052 港区赤坂5-1-31 第6セイコービル3F

〒226-0013 横浜市緑区寺山町729
┘┤┴┐┏┬┬┐└┘└└（担当：採用係）

┘└├┘┐┬┘┐├━┘━┘┬┐┴┴┤┏┐━└┼├
46315-501

地元のお仕事が見つかる求人サイト！
！

46398-503

https://www.e-aidem.com/ イーアイデム

で
間
時
マ
キ
ス

！10～15時
チャレンジ！

介護職
個別見学会
14：00
～15：00
11：00
6 ～12：00

4/30
5/

月給

■建物総合管理（東証2部上場企業）

┘┤┴┐┬┬┴┐└┘┘└
（通所・在宅支援課 町田）
※受付月曜9時より
※右記二次元コードより24h応募OK

日程

【仕事】①②マンション居住者受付・建物巡回・
電球交換等
③④マンション共用部の清掃
【給与】①②③④時給└│┘└├円
【時間】①月火水金土／8：00～11：00
②月火木金 ／8：00～10：00
③月火水金土／9：00～12：00
木／8：30～16：00
（休憩1h）
④月火金土／8：30～12：00
木／8：00～11：30
【待遇】交費全給、制服貸与、有給休暇、観劇会有
【勤務地】①中区石川町／石川町駅徒歩6分
②南区共進町／吉野町駅徒歩6分
③南区平楽 ／坂東橋駅徒歩15分
②南区中里 ／弘明寺駅徒歩7分
（写貼）
を担当
（①佐治②岡崎
【応募】履歴書
③喜舎場④北村と明記）
まで郵送。
履歴書到着10日以内に書類選考。
面接日を連絡。
履歴書不返却

横浜市保土ケ谷区仏向町1600-2

┘└├┘┐┘┤┴┐├┤├
┘┤┴┐├┤├┐┏└━└

横浜市中区 本文参照

本文参照

たっちほどがや

横浜市南区南吉田町1-13-2（明光社ビル）

〒220-0004
横浜市西区北幸2-8-4
横浜西口KNビル4階
┘┤┴┐┤└┘┐┘━├┘（担当／採用係）
☆二次元コードより24h応募OK！

本文参照

■社会福祉法人 十愛療育会

株式会社明光社

新日本警備保障株式会社

本文参照

46700-501

47797-501

├━．
├万円～
46525-501

  調理スタッフ
資格・経験不問！介護・福祉に興味がある方歓迎！

誰かの笑顔のために、がんばるお仕事です

【時間】正／6：00～14：45、8：30～17：15、10：15～19：00
※シフト制（各休憩60分）
パ／①8：30～17：15
②8：45～15：30もしくは8：45～13：00
※シフト制、週3日～で応相談
※ご希望にあわせて時間や曜日の調整可
【休日】正／月9回
（交替制）
※年間休日107日
【待遇】交通費規定内支給、有給休暇、車通勤可（無料駐車場完備）
正／昇給有、賞与年2回、社会保険完備、退職金制度、
早朝手当有、資格手当有、
試用期間3ヶ月（同条件）、60歳定年制
【応募】二次元コードよりエントリー又は、お気軽にお電話ください。

調理スタッフ
─━┏│┘┘┘円
├┘━│┴┼┘円

月給

正

～

（経験・能力による）※一律早朝手当込

仕事内容

保土ケ谷区仏向町 本文参照

給与

「日本大通り駅」徒歩4分
横浜市中区 「関内駅」徒歩7分、

■神奈川県公安委員会認定

横浜市

横浜市保土ヶ谷区 本文参照

横浜市西区 本文参照

■ビル清掃・管理

横浜市

┘┤┴┐┬└┏┐┬┃┘└（担当/木村）
46626-501

横浜市西区 各線「横浜駅」徒歩14分

【仕事】きれいな分譲マンションの 【仕事】警備現場との電話連絡受付対応、
記録事務など
清掃作業
【給与】時給└│├┴┘円
【資格】18歳以上
（深夜勤務の為）
【時間】8：00～12：00
（4h）
【給与】①日給└└│┏┘┘円
勤務／月～金
（週5日）
②日給┃│└┘┘円
【待遇】交通費規定内支給、
制服貸与 【時間】①17：30～翌8：30
※毎日仮眠有
【勤務地】横浜市西区北軽井沢
（各線
「横浜駅」
徒歩14分）
②8：30～17：30
【応募】電話連絡の上、履歴書（写真貼付）
※土・日・祝、年末年始
持参下さい。
勤務／①②で月10回程度
受付4/269：00～
（土日等に①②連続勤務の場合有）
【待遇】交通費規定内支給
※面接は現地近くにて。
【勤務地】横浜市西区北幸の本社内
★「横浜駅」西口より徒歩10分
【応募】下記本社まで電話連絡後、
履歴書（写貼）を郵送下さい。
4月26日より受付致します。

【時間】8：00～11：00（3H）
☆勤務／①月～土（日・祝日はお休み）
②月～金（土・日・祝日はお休み）
【待遇】交通費規定内支給、
作業衣貸与
【勤務地】①横浜市西区北幸
（
「横浜駅」
西口徒歩5分）
②横浜市保土ヶ谷区神戸町
（
「天王町駅」徒歩8分）
【応募】4/26よりお気軽にお問い合わせ下さい。
履歴書郵送も受付いたします。

㈱東京プライス 永田店

46279-501

【仕事】ご利用者宅もしくは学校～施設間の送迎業務
☆介護職員が同乗するので安心です！！
【仕事】清掃スタッフ
☆普通免許で運転可能な福祉車両（バン）を使用
（女子トイレ清掃有）
【資格】要普通免許
【資格】資格不問
【給与】時給└│└┘┘円～
【給与】時給└│┘└├円
【時間】①8：15～10：15 ②15：00～17：00
（3時間）
【時間】7：00～10：00
※①②両方できる方歓迎
勤務／週3～4日
☆勤務：週2～3日
（相談可）
土
（隔週）
【休日】日・祝、
【待遇】交通費規定内支給、ユニフォーム貸与 【休日】土・日・祝日、特別・育児・介護休暇有（規定有）
【待遇】交通費支給（月55,000円迄）、
【勤務地】横浜市中区北仲通2-17
車通勤可（駐車場代月2,000円上限・日割有）、
★
「関内駅」
徒歩7分、
横浜市勤労者福祉共済加入・超過勤務手当・
「日本大通り駅」
徒歩4分
有給休暇・社会保険有（規定有）
履歴書
（写真付）
を
【応募】電話連絡の上、
【応募】
電話連絡の上、履歴書（写真貼付）ご持参下さい。
持参下さい。
（土・日・祝日は除く）

【時間】① 7：00～16：00
（土7：00～14：30）
② 7：00～11：00
③17：00～21：00
（土15：00～19：00）
④日・祝のみの7：00～11：00
【休日】①②③は日曜・祝日
衣服貸与、
【待遇】交通費全額支給、
定年延長制度有、
①社保完備
「横浜駅」
西口より徒歩5分
【勤務地】
【応募】お気軽に電話連絡の上、
履歴書持参ください。

本文参照

■お惣菜・お弁当販売

横浜市南区永田北2-1-30
┘┤┴┐━└┴┐┴├├┏（採用係）
★二次元コードから24h応募OK！

┘┬┐┬┃┼┬┐┃└┴┴（採用係）

【仕事】公共施設の日常清掃(館内の掃き拭きがメイン）
【給与】時給└│┘┴┘円
（実働4h)
【時間】7：30～11：30
【休日】土曜・日曜・祝日
制服貸与、
【待遇】交通費規定内支給、
自転車・バイク通勤OK
【勤務地】横浜市中区山下町246
「石川町駅」徒歩9分。バス「吉浜橋」徒歩2分
【応募】4/26より電話連絡の上、履歴書（写真貼付）
持参下さい。☆二次元コードより24h応募OK！

横浜市

 清掃スタッフ

パ 時給─│┘─├円～（経験による）
利用者170名への食事、調理業務全般

（大量調理で最大250食の提供をします）
※献立作成や食材の発注は行いません

社会福祉法人清光会
特別養護老人ホームさわやか苑

24時間応募OK！
！

横浜市保土ヶ谷区上菅田町1723-1
┘┤┴┐┬┃└┐┬┴┼━（採用係）

詳細は二次元コードより
応募フォームへ簡単アクセス☆
45390-501

横須賀市夏島町 京浜急行線「追浜駅」よりバス10分

 トレーラー乗務員
「大型車の運転は久しぶり」という方もご安心を！
牽引免許がない方には資格取得支援制度をご用意！
丁寧な研修を行うので、自信をつけてからデビュー！
★ドライバーとしてのスキルUPができる職場です♪

大型・大型牽引免許を
もっと活かせる職場!!

【仕事】日産車・スバル車の新車及び
一般中古車を中心とした運送業務。
安全運転を心掛け、お客様の大切な商品を
目的地まで送り届けていきましょう。
活動エリア・・・首都圏・北関東・甲信越・北陸
【資格】要大型自動車免許
要大型牽引免許をお持ちの方歓迎！
お持ちでない方も、資格取得支援制度が
あるのでご安心下さい！
通勤手段確保できる方
（マイカー通勤OKです）
★男性・女性問わず大歓迎！！
★近距離乗務員歓迎！！
【給与】月収┬┘┘│┘┘┘円～┤┴┘│┘┘┘円
（経験・能力・年齢による）
※
［月給］
固定給━┤│┘┘┘円＋
稼働奨励金
（歩合）
※最低賃金は保障いたします。
（当社シフトによる）
【時間】実働8時間
GW、
隔週土曜、
夏季、
年末年始
【休日】日曜、
【待遇】交通費支給（当社規定による）、
作業服貸与、賞与年2回、社会保険完備、
車通勤OK、退職金制度あり
【勤務地】≪追浜営業所≫
神奈川県横須賀市夏島町2-9
「日産自動車追浜工場」
内
履歴書
（写真貼付）
【応募】電話連絡の上、
を持参下さい。
※二次元コードより
24時間WEB応募受付中！

性別・経験不問、
ブランクOK
★車通勤
OKです！

イチからスキルを身に付けて活躍できる

うちの会社はココに自信アリ★
大型自動車免許があればOK！！

大型牽引免許取得支援制度有！
頑張りをしっかり評価します！

賞与年2回
日曜＋隔週土曜の休みに加えて
季節毎の長期休暇あり！

充実の研修制度◎
座学研修からスタートし、先輩との同乗
研修ではマンツーマンでレクチャーします！

■各車種・新車・中古車の陸送

富士陸運株式会社
神奈川県横須賀市夏島町2-9
「日産自動車追浜工場」
内
┘┤┼┐┃┼┴┐┼┏┏┘ 採用係

異業種からの転職も歓迎します♪入社日はご相談ください。
43877-501

求人情報の内容が事実と異なる場合は0120-388-871までお問い合わせください。
受付／月曜～金曜・10時～17時（祝日除く）※正確な聞き取りのため、録音させていただきますことをご了承ください。

