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横浜中央エリア

2022年1月16日
（日）第1988号

横浜市神奈川区 各線「横浜駅」より徒歩3分

保土ヶ谷区 相鉄線「天王町駅」徒歩10分

 ①受付スタッフ ②臨床検査技師

  放課後児童補助指導員

  オフィスビルの清掃スタッフ

＜横浜西口眼科にて正社員募集＞
★通勤便利な「横浜駅」
より徒歩3分★

週3日～！子供好きの方必見☆
資格を活かして働けますよ♪

安定・安心の東急グループで
働きませんか！男女活躍中！

【仕事】①受付スタッフ
②臨床検査技師
【資格】①四年制大学卒業以上
②臨床検査技師
【給与】①月給├┘┘│┘┘┘円～
②月給├┬┘│┘┘┘円～
10：20～19：30
（早番）
【時間】
11：00～20：10
（遅番）
★交代制(シフト制)
（シフト制）
、
【休日】週休2日制
年末年始休暇、
有給休暇
社会保険完備、
【待遇】交通費規定内支給、
昼食手当有、
職員割引制度有、
賞与年2回
（昨年度実績4ヶ月分）
、
社宅有
（月15,000円負担）
※規定有
【勤務地】横浜西口眼科
※横浜市神奈川区鶴屋町
2-23-2 TSプラザビル6F
（写真貼付）
を
【応募】履歴書
下記住所までご郵送下さい。
※希望職種を明記の上、
「横浜西口眼科 応募書類在中」
と
記載下さい。

横浜市

【仕事】保育の補助、
子どもとの遊びや見守り
おやつや食事づくりなど
【資格】保育士・社会福祉士・幼稚園・
小・中学校教員免許ある方歓迎
【給与】時給└│┘┤┘円
【時間】13：00～18：00 ☆週3日～
【待遇】交通費規定内支給
（三角公園）裏
【勤務地】宮田町公園
【応募】お気軽にお電話または
イーアイデムにてご応募ください。

清掃スタッフ募集！
早朝2時間だけ
土日祝・年末年始休み
Wワーク・扶養範囲内OK
時給─│├┘┘円
勤務地
「みなとみらい駅」より徒歩┬分

時間

■総合ビル管理業

東京都渋谷区道玄坂1-10-7

6：30～8：30（実働2時間）
6：00～8：00でも可（実働2時間）※応相談

勤務
週5日
（月～金）

五島育英会ビル

┘┃┘┘┐└━┘┐┃┴┘┘

保土ヶ谷区宮田町2-158-19
┘┤┴┐┬┬┴┐┘┃┼┃（採用係）
24時間応募受付中！→

駅近で
通勤便利

採用センター
（受付/9：30～18：00）
https://tokyu-pm-jobs.com/
72080-501

  マンション清掃員

  マンション管理員

＼急募／丁寧に研修するからご心配なく！
【仕事】マンション共用部（周辺、廊下、階段等）の清掃。
※ゴミ出しなし
【給与】時給└│└┴┘円
【時間】9：00～11：00
勤務／火・木・土 ※祝日出勤
制服貸与、
研修有、
【待遇】交通費全額支給、
有給休暇、
労災保険有、
管理員室有
【勤務地】横浜市西区平沼2丁目
【応募】お気軽にお電話下さい。
（受付／平日10：00～17：00）
■マンション・ビル管理・清掃～創業昭和60年～

ユニオン・シティサービス株式会社

■マンション・ビル管理・清掃～創業昭和60年～

横浜市中区桜木町1丁目101番1号
クロスゲート6階
┘┤┴┐┼┃└┐┴┘━└（担当／福島）
https://www.union-cs.co.jp/
★イーアイデムより24h応募OK→

横浜市中区桜木町1丁目101番1号
クロスゲート6階
┘┤┴┐┼┃└┐┴┘━└（担当／金子）
★イーアイデムより24h応募OK→

ユニオン・シティサービス株式会社

80252-501

  ①ドライバー
（パート）②介護福祉士（正社員、
パート）

 ①②マンション管理員（清掃あり） ③～⑪マンション清掃員

南区へ移転に伴い新規スタッフ募集！！
WワークOK！ブランク・未経験者大歓迎♪

未経験から即戦力まで！
安心のサポート体制あります！！

現地面接実施中！！未経験OK！！

横浜市中区桜木町1丁目101番1号
クロスゲート6階
┘┤┴┐┼┃└┐┴┘━└（担当／山本）
★イーアイデムより24h応募OK→

ユニオン・シティサービス株式会社

80212-501

80236-501

3

「井土ヶ谷駅」
徒歩12分

4

─│┘┴┘円

─│┘┤┘円

中区吉浜町
2

「石川町駅」
徒歩3分
時給

─│┘┤┘円

「星川駅」徒歩5分

9

5

「三ツ沢上町駅」
徒歩5分

─│┘┴┘円
西区浜松町

南区日枝町

保土ケ谷区川辺町
6

「平沼橋駅」
徒歩4分

─│┘┴┘円

時給

─│┘┤┘円

保土ケ谷区峰沢町

西区平沼1丁目

7

「吉野町駅」徒歩5分

8

─│┘┤┘円

「西横浜駅」徒歩7分

─│┘┤┘円

南区六ツ川1丁目

南区南太田3丁目

南区永楽町1丁目

「弘明寺駅」徒歩10分

10 「井土ヶ谷駅」徒歩7分 11

「伊勢佐木長者町駅」徒歩7分、
「関内駅」徒歩10分

─│┘┤┘円

─│┘┤┘円

時給

横浜市中区尾上町4-57 横浜尾上町ビルディング9F
┘┤┴┐├├├┐┏┤┴┴（採用係）

1

「井土ヶ谷駅」
徒歩4分

南区永田北1丁目

時給

株式会社 ビルシステム

南区永田東
1丁目

時給

■ビル・建物総合管理

マンション
マンション
（清掃あり）
管理員
清掃員

時給

平日9～17時、
土曜9～12時

勤務
時間

■マンション・ビル管理・清掃～創業昭和60年～

横浜市中区桜木町1丁目101番1号
クロスゲート6階
┘┤┴┐┼┃└┐┴┘━└（担当／金子）
https://www.union-cs.co.jp/
★イーアイデムより24h応募OK→

時給

┘└├┘┐┴┤┐└┬└└ 採用担当

ユニオン・シティサービス株式会社

時給

横浜市磯子区滝頭1-2-1

【時間】①月・火・金・土（週4日）
8：00～12：00（4h）
②月・木・金・土（週4日）
8：00～10：00（2h）
③月～金＋第1・3・5土曜（週5～6日）
9：00～12：00（3h）
④月・火・金・土（週4日）
7：30～10：00（2.5h）
⑤月・火・木（週3日）9：00～11：00（2h）
⑥月～土 ローテーション
8：30～15：30（6h）
⑦月・水・土 7：00～8：00（1h）
パート
ドライバー
火 7：00～8：30（1.5h）勤務週4日
⑧月・火・水・金・土（週5日）
給与 時給─│┘┤┘ 円
8：00～10：00（2h）
15：45～17：30
勤務 8：30～10：30、
⑨金のみ（週1日）
時間 勤務週3日以上
13：00～16：00（3h）
⑩月～土（週6日）
正社員、パート
介護福祉士
8：30～11：30（3h）
⑪月・火・金・土（週4日）
［正社員］月給─┏┘│┘┘┘円～
8：00～12：00（4h）
給与［パート］
時給─│─┴┘円
【待遇】交通費規定内支給、ユニフォーム貸与
【応募】1/17 9時～お気軽にください。
※入所の場合、当直手当有り
※現地面接／要履歴書
（写貼）

日勤：8：30～17：30
パー
トは
早出：7：00～16：00
ご相
遅出：12：00～21：00 くだ 談
さい
当直：16：30～翌9：30

◆急募◆アクティブに働こう◎
【仕事】マンション共用部の点検、受付業務、
居住者対応、清掃。※ゴミ出し有（祝日含む）
【給与】時給└│└┴┘円
【時間】月・水／9：00～12：00
火・木・金／8：00～11：00
※祝日出勤
制服貸与、
研修有、
【待遇】交通費全額支給、
有給休暇、
労災保険有、
管理員室有
【勤務地】横浜市南区浦舟町2丁目
【応募】お気軽にお電話下さい。
（受付／平日10：00～17：00）

本文参照

時給

介護老人保健施設コスモス

■マンション・ビル管理・清掃～創業昭和60年～

時給

土・日勤務できる方歓迎！未経験可◎
朝or夕方で勤務時間が選べます♪

【仕事】①通所リハビリテーション
サービスの送迎
②入所または通所での介護業務
【資格】①普通免許（AT限定可）
②介護福祉士
※無資格・ヘルパー2級（初任者研修）以上
の方も募集中です。
【休日】①ご相談ください②4週8休
◆賞与年2回（条件有）
【待遇】◆昇給有
◆継続勤務特別報奨金（条件有）
◆社会保険完備（条件有）
◆通勤費（条件有）･住宅手当（条件有）
◆時間外手当 ◆医療援助制度有
【応募】まずはお気軽にお電話ください。
下記宛に、履歴書（写貼）、資格証（写）を
ご郵送ください
※下記二次元コードより24時間応募受付中！
［書類郵送先］
（住所）〒243-0433 海老名市河原口1519
社会医療法人
ジャパンメディカルアライアンス
業務部 総務管理課 採用担当

【仕事】マンション共用部（周辺、廊下、階段等）の清掃。
※ゴミ出し有（祝日含む）
【給与】時給└│└┴┘円
【時間】9：00～12：00
勤務／月・火・木・金 ※祝日出勤
制服貸与、
研修有、
【待遇】交通費全額支給、
有給休暇、
労災保険有、
管理員室有
【勤務地】横浜市南区中村町5丁目
【応募】お気軽にお電話下さい。
（受付／平日10：00～17：00）

80205-501

  電報を中心とした配達

介護老人保健施設
コスモス

午前中の運動に！清掃ワーク始めませんか？

安定の月給制！管理員さん募集
【仕事】マンション共用部の点検、受付業務、居住者対応等
管理業務、清掃。※ごみ出しなし
【給与】月給└━└│┘┘┘円
【時間】8：00～16：00
勤務／第2・4・5月・火～土 ※祝日は休み
※マンション内のトラブル発生時多少残業有
【待遇】交通費全額支給、
制服貸与、
研修有、
有給休暇、
社保完備、
管理員室有
【勤務地】横浜市南区中村町5丁目
【応募】お気軽にお電話下さい。
（受付／平日10：00～17：00）

─│┘┤┘円

77873-501

横浜市内

81419-501

横浜市南区 ブルーライン「吉野町駅」から徒歩3分

本文参照

 横浜市就職サポートセンター インターンシッププログラム

 店内巡回スタッフ

夜間の仕事をお探しの方、
注目！
未経験から活躍できる
店内巡回のお仕事
【仕事】店内巡回スタッフ
【給与】時給└│┼┘┘円
【時間】20：00～翌1：30
（休憩30分）
【待遇】交通費
1日1,000円まで支給、
週払いOK、
直行直帰OK
【応募】電話連絡の上、
履歴書
（写真貼付）
を
ご持参ください。
＜面接地＞
下記本社住所にて行います。
◆二次元コードより
当社サイトへアクセス！
24h応募もOK！
■総合警備 東京都公安委員会認定30002490号

㈱エス・ピー・エヌシステム
（本社）江戸川区東葛西6-1-17
第6カネ長ビル5F
（東京メトロ東西線「葛西駅」より徒歩2分）
┘└├┘┐━━━┐┃━└（採用係）
http://www.spnsystem.com/

横浜市中区桜木町1丁目101番1号
クロスゲート6階
┘┤┴┐┼┃└┐┴┘━└（担当／福島）
★イーアイデムより24h応募OK→
80241-501

地元のお仕事が見つかる求人サイト！
！

69968-501

https://www.e-aidem.com/ イーアイデム

週┬～┤日
└│┼┘┘円 応 相 談

仕事内容

勤務

時給

2

 マンション管理員

横浜市

ユニオン・シティサービス株式会社

76356-501

2

南区浦舟町 「阪東橋駅」徒歩5分

  マンション清掃員

80418-502

■マンション・ビル管理・清掃～創業昭和60年～

横浜市神奈川区片倉1-16-10
ウサミメディカルファインビル2F
┘┤┴┐┤┏└┐┃━━┘（採用係）

南区中村町 「吉野町駅」徒歩15分

磯子区滝頭 本文参照

【仕事】施設共用部の日常清掃（トイレ清掃あり）
【資格】未経験者歓迎！
【給与】時給└│┘┴┘円～
【時間】①8：00～12：00 ②16：00～20：00
※週2～3日以上で応相談
80198-501
※土日勤務出来る方歓迎
制服貸与
【待遇】交通費規定内支給、
神奈川区片倉 「片倉町駅」より徒歩4分
【勤務地】みなとみらい線「日本大通り駅」徒歩7分
 診療補助
JR「関内駅」徒歩15分（横浜市中区）
資格・経験不問！親切・丁寧にサポートします。 【応募】まずはお気軽にご連絡下さい。
【仕事】診療補助
（3名体制）
受付1/17以降9：00～16：00
【給与】①午後勤務／時給└│└┘┘円～（研修期間1ヶ月：同時給）
■総合ビルメンテナンス
★18：30以降／時給└│┬┘┘円～
株式会社いすゞ
★18：30以前に診療が終了しても4時間分は支給します 横浜市神奈川区大口仲町39-6
②午前勤務／時給└│┘┼┘円～（研修期間1ヶ月：同時給）
┘┏┘┐├┤━┬┐├┘┴├（採用担当者）
☆二次元コードより24h応募OK！
【時間】①14:30～18:30 勤務／火・木・金の週3日
80353-501
※繁忙期のみ残業有り（金曜は残業無し）
②9:00～12:30
西区平沼 「平沼橋駅」徒歩1分
勤務／月・火・木・金・土のうち週2～3日
 マンション管理員
★土曜日働ける方歓迎！
＼急募！資格・経験不問の管理員／
【休日】
［休診日］
水・日・祝、
夏季、
年末年始
制服貸与、
【待遇】交通費全額支給、
【仕事】マンション共用部の点検、受付業務、
昇給年1回、
賞与年1回
居住者対応、清掃。※ゴミ出し有（祝日含む）
【応募】お電話又は二次元コードよりご応募ください。 【給与】月給└━└│┘┘┘円
面接日等の日程を相談の上、決定します。
【時間】9：00～17：00
面接の際に履歴書（写貼）をご持参下さい。
勤務／月・火・木・金・土、
第1・3・5水
※祝日はゴミ出しのある日のみ出勤
制服貸与、
研修有、
【待遇】交通費全額支給、
有給休暇、
社保完備、
管理員室有
【勤務地】横浜市西区平沼2丁目
【応募】お気軽にお電話下さい。
（受付／平日10：00～17：00）

片倉町みみ・はな・のどクリニック

南区中村町 「吉野町駅」徒歩15分

横浜市南区 「蒔田駅」より徒歩4分

横浜市中区桜木町1丁目101番1号
クロスゲート6階
┘┤┴┐┼┃└┐┴┘━└（担当／佐々木）
https://www.union-cs.co.jp/
★イーアイデムより24h応募OK→

■耳鼻咽喉科

西区平沼 「平沼橋駅」徒歩1分

時給

ユニオン・シティサービス株式会社

【仕事】オフィス内掃除機掛け、
ゴミ回収など
【給与】時給└│├┘┘円
【休日】土日祝・年末年始
【待遇】交通費全額支給、有給休暇、
制服貸与、賞与有（規程による）
【応募】お気軽に電話の上、
履歴書
（写貼）
持参下さい。

オフィスビル

東急プロパティマネジメント㈱/b0306

峯学童クラブ

【仕事】結婚式や企業、個人宅などへの電報のお届け業務
★最初は先輩が丁寧にお教えします！
岡田眼科
【資格】要普通免許
（AT可）
※社用車有
（軽）
（受付）〒234-0054 横浜市港南区港南台5-6-37 【給与】
時給└│┘┤┘円～
┘┤┴┐┃┬├┐┘┃┘┃（人事採用係）
【時間】9：00～18：00の間で3～4h程度
73451-501
※勤務時間応相談 ※状況により残業あり
☆週3日～、土日勤務多少あり
西区宮ヶ谷 「横浜駅」バス5分
【休日】シフト制、
有給休暇あり
  マンション清掃員
制服貸与、
残業手当
【待遇】交通費規定支給、
午前中短時間だけ◎家事も仕事もゆとりが大事！ 【応募】お電話またはイーアイデムにてご応募ください。
【仕事】マンション共用部（周辺、廊下、階段等）の清掃。 ■NTTの電報配達
【給与】時給└│└┴┘円
(株)かもめ・リンク 横浜中央配達所
【時間】8：00～10：00
横浜市南区花之木町3-54
勤務／月・木・金 ※祝日は出勤
NTT横浜南ビル
制服貸与、
【待遇】交通費全額支給、
┘┤┴┐┬└┴┐┴┬┼━採用係
※詳細はイーアイデムより⇒
研修有、
有給休暇、
労災保険有
76839-501
【勤務地】横浜市西区宮ヶ谷
（
「横浜駅」
バス5分）
横浜市中区 「日本大通り駅」徒歩7分、他
【応募】お気軽にお電話下さい。
  清掃スタッフ
（受付／平日10：00～17：00）
■マンション・ビル管理・清掃～創業昭和60年～

「みなとみらい駅」
より徒歩3分

スーパー店内巡回
お客様対応
（電話、
ご来店）
※ビジネススーツ
着用しての勤務
（各自でご用意下さい）

資格

50代～60代、
定年退職された方・
年金受給者の方、
多数活躍中

18才以上（★資格・経験不問）
★定年制度なし！
※20代～70代の方まで幅広く活躍中！
特に50代以降のミドルシニア世代が
多く活躍している職場です。
勤務地

直行直帰O
K！
週払いOK！

神奈川県横浜市
南区のスーパー
ブルーライン吉野町駅から徒歩3分
81097-501

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。

