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目黒・大田西エリア

2022年1月16日
（日）第1899号

大田区北千束 東急線「大岡山駅」徒歩1分

港区

「赤羽橋駅」徒歩10分
港区麻布台 「神谷町駅」

「広尾駅」
徒歩10分

大田区

  駐輪場管理員

  70代が多数在籍・活躍中の清掃スタッフ

駅チカ駐輪場管理業務◆男性活躍中◆自転車通勤OK

1人現場なので、マイペースに働けます。 月曜・火曜の週2日勤務！未経験OK◎

【資格】①18歳以上（22時以降の勤務がある為） 【仕事】
3階建て賃貸マンションの
【給与】①日給：平日／┼│┃┤┘円 休日／┃│┼┼└円
日常清掃、
ゴミ出し
②時給：平日／└│┘┤└円 休日／└│┤┘┼円
【給与】時給└│┬┘┘円
【時間】①18：00～25：00
【時間】7：30～10：30の3時間
②5：00～10：00又は5：00～12：00
★月15日又は16日勤務
（シフト制）
勤務火・水・金・土・第1・3月曜
※祝日勤務有
【休日】日・第2・4月曜・木
【待遇】交通費規定内支給、雇用保険、制服貸与、
年末年始
（12/31～1/3）
管理員室・トイレあり、冷暖房完備、自転車通勤可
【待遇】交通費全額支給、ユニフォーム貸与
【勤務地】大田区北千束3丁目
【勤務地】港区元麻布2-3
★東急線
「大岡山駅」
徒歩1分
【応募】1/17よりお電話ください。面接は現地にて。 【応募】
まずはお気軽にお電話ください。
■ビル総合管理

■総合ビルメンテナンス

南信ビルサービス株式会社

株式会社共栄トラスト

（本社）大田区新蒲田2-16-8
┘┬┐┬━┬┴┐┬┃┬┬ 採用係
https://nanshin.jp

足立区足立1-6-6-2F

┘┬┐┼┃┘┼┐┬┘├┴（採用係）
右記二次元コードから24h応募可能
82630-501

  ラジオ局受付管理業務

東急多摩川線「矢口渡駅」より徒歩7分

 老人ホーム内の日常清掃

幅広い年代の男性スタッフが活躍中★
Wワーク歓迎！効率良く働けます♪

【仕事】鍵の貸し出し、
入構受付など
★難しいお仕事はありません♪
（交通費なし）
【給与】時給└│┘┴┘円
（実働5時間）
【時間】17：00～22：00
★勤務／月・火曜日
・大江戸線「赤羽橋駅」
【勤務地】日比谷線「神谷町駅」
徒歩10分（東京都港区麻布台）
【応募】1月17日以降電話連絡の上、
履歴書
（写真貼付）
をご持参下さい。
■総合ビルメンテナンス

大田区

本文参照

 大田区の幼稚園送迎ドライバー

午前・午後どちらでも大歓迎！4時間勤務。 50代・60代シニア層活躍中！嬉しい土日祝休み◎
未経験者歓迎！シニアスタッフ活躍中！
充実の研修・サポート有で、未経験でも安心スタート！
【仕事】老人ホームの日常清掃
※共用部のみの簡単な清掃
【給与】時給└│┘┤└円～
（能力・経験による）
【時間】8：00～12：00または13：00～17：00
［勤務］
週3日程度(シフト制/応相談)
制服貸与
【待遇】交通費規定内支給、
【勤務地】大田区多摩川
（東急多摩川線「矢口渡駅」より徒歩7分）
【応募】1/179時より電話連絡の上、
履歴書をご持参下さい。

株式会社 エーワン

■まごころのビル総合管理システム

品川区西五反田7-22-17（TOCビル4F）
┘┬┐┴┤┬┴┐└└━└（採用係）
http://www.a-1net.co.jp
★二次元コードより応募もOK

横浜市西区みなとみらい3-6-4-13F
┘┤┴┐├└┘┐┘┃┴┘（採用係）
http：//www.cleankobo.co.jp

82624-501

大田区

■車両運行管理（従業員4,000名一般社団法人日本自動車運行管理協会）

82593-501

 マンション清掃スタッフ

Wワークにピッタリのお仕事！
勤務は毎週月曜と第3土曜のみ！
今の収入にプラスしませんか！

未経験OK！時給2,000円と高時給！
コロナ対策徹底◎若手活躍中！

70代スタッフ活躍中！
短時間を自分のペースで
お掃除お願いします◎ 未経験OK！

【仕事】マンションの日常清掃業務
【資格】年齢不問 ★未経験者歓迎
【給与】日給┏│┴┘┘円
（実働7.5h、
休憩1.5h）
【時間】8：00～17：00
勤務：毎週月曜、
第3土曜
制服貸与
【待遇】交通費規定内支給、
【勤務地】大田区久が原5丁目のマンション
都営浅草線
「西馬込駅」
より徒歩12分
東急池上線
「池上駅」
より徒歩14分
【応募】まずはお気軽にお電話下さい。

【仕事】病室床・浴室・シャワー室等の
清掃及び除菌作業 ※コロナ病棟です
【給与】時給├│┘┘┘円
※研修1週間前後は時給└│└┘┘円
（休憩1h）
【時間】8：00～17：00
★週3日～OK
制服貸与
【待遇】交通費規定内支給、
【勤務地】大田区東雪谷4-5
【応募】電話連絡又は下記二次元コードより
ご応募の上、面接時に履歴書持参ください。
（電話受付：平日9:00～18:00）

株式会社 武翔総合管理

株式会社 モスコム
＜面接地＞東京都中央区日本橋人形町2-15-15 新扇堂ビル2F
┘└├┘┐└├├┐┤┤┼（採用係）
81490-501

㈱トータル
品川区勝島1-3-7-522

┘┃┘┐┼━━┴┐┏━━┃（採用係）
83112-501

目黒区大岡山 「大岡山駅」徒歩8分、他

 療育施設での日常清掃スタッフ

 日常清掃スタッフ

  麺の梱包・仕分けスタッフ

  マンション共用部分の日常清掃

朝型の人には最適♪平日のみの勤務♪
女性活躍中◎未経験OK◎年齢不問◎

和気あいあいの働きやすい職場です。
！
中高年の方、
未経験者の方も大歓迎！
！

週2・3日程度、朝3時間のカンタンなお仕事♪ ◆人気の一人現場◆未経験可◎シニア活躍中！ 急募！！未経験者歓迎！勤務曜日は応相談◎ 未経験者歓迎！週4日勤務！WワークOK◎ ≪経験不問！≫50代・60代シニア層活躍中！ 午前中、
3hのみの勤務！
コツコツ作業が好きな方大歓迎☆
充実の研修・サポート有で安心スタート◎ ★☆未経験者歓迎♪☆★
【仕事】床の掃き・拭き
（廊下や階段、
手すり） 【仕事】きれいな医療施設内の共用部清掃
【給与】時給└│└┘┘円
未経験者にも丁寧指導◎男女活躍中！
ゴミ拾い、
落ち葉拾い、
ゴミ出し など 【給与】時給└│┼┘┘円
【仕事】患者様を病院まで送迎するお仕事
【給与】時給└│┘┴┘円

【仕事】ゴミ回収、
トイレ清掃、
床の拭き掃き、
外回り掃き清掃
【給与】時給└│└┘┘ 円
【時間】6：30～14：00
勤務／平日の週5日
※週3日も相談ＯＫ
日曜、
【休日】土曜、
祝日、
年末年始
・交通費規定内支給
【待遇】
・制服貸与
【勤務地】大田区東雪谷4-5
【応募】電話連絡又は下記二次元コードより
ご応募の上、面接時に履歴書持参ください。
（電話受付：平日9:00～18:00）

【仕事】タワーマンション日常清掃スタッフ
（女子トイレ清掃有）
【給与】時給└│└┘┘円～
【時間】8：00～12：00（実働4時間）
勤務月～土の間で3日程度
【待遇】交通費規定内支給、制服貸与、車通勤可
【勤務地】品川区小山3丁目
☆東急目黒線「武蔵小山」駅より徒歩3分
【応募】1/179：00～
電話受付いたします。
お気軽にお電話下さい。
（採用係）
面接は現地で行います。

【仕事】麺の梱包・仕分け作業 ★簡単軽作業です♪
（機械を使用した難しい作業はありません）
【給与】時給└│┬┘┘円
【時間】7：00～10：00
★勤務/週2日～3日程度（曜日応相談）
【待遇】交通費規定内支給
【応募】お電話または二次元コードより
ご応募ください。★webなら24H応募OK！
面接時、履歴書（写貼）持参ください。
■製麺所（そば・うどん等）

【給与】時給└│└┘┘円～└│├┘┘円（経験・能力による）
【時間】8：00～10：00（実働2h）
勤務／月・水・金・土 ※週2日～応相談
★週4日勤務出来る方歓迎！
【休日】火・木・日・祝日及び年末年始
【待遇】交通費規定内支給
【勤務地】目黒区大岡山1丁目（「大岡山駅」徒歩8分、
「都立大学駅」徒歩10分、
「緑が丘駅」徒歩9分）
【応募】の上、
履歴書
（写真貼付）
を持参
webより24h応募OK★
ください。

┘┬┐┬━━┏┐└┃┃┃（採用係）
79347-501

目黒区

 マンション清掃員

【給与】時給└│├┴┘円
【時間】第2・4月＋水・土／7：30～10：00
株式会社クリーンアシスト
神奈川県横浜市南区通町4-77 浜銀弘明寺ビル５F
金／7：00～9：30
東京都練馬区豊玉北4-11-7 4F
┘└├┘┐┤┤┐┏┬┬┘
勤務週3～4日
┘┬┐┴┏┤┼┐┬┘└┴（採用係）
管理No.130913
【待遇】交通費規定内支給、
83119-501
83054-501
ユニフォーム貸与
「都立大学駅」
徒歩2分
【勤務地】
大田区東嶺町、他 ①東急池上線「久が原駅」徒歩3分、東急多摩川線「鵜の木」徒歩9分、他
（目黒区平町1丁目）
  マンション管理員
採用担当迄お気軽に
【応募】1/179時～、
人生経験が役立つ、活かせるお仕事です！！ 安定・安心の住友不動産グループ
ください。
★
「アイデムを見た」
と
【仕事】受付・共用部清掃・巡回点検など
必ずお伝えください。
未経験OK！
【資格】資格・学歴不問。
■ビル・建物総合管理
制服貸与、
【待遇】交通費全額支給、
株式会社 ビルシステム
┴┘代┼┘代
有給休暇・特別休暇・など、
千代田区神田和泉町2-6今川ビル7F
活躍中！
先輩社員によるOJT研修制度等有、
┘┬┐┬┃┼┬┐┃└┴┴（代表）
24時間WEB応募OK→
住友不動産グループ会社の
81400-501
スポーツジム利用可、
②WワークOK！
社会保険完備
（健保、
厚生年金）
代々木公園駅 本文参照
【応募】まずは、お気軽にご連絡ください。
 ビルの日常清掃
①東急池上線「久が原駅」徒歩3分、求人ID：hkp21043a
お電話は、1/179時より受付スタート
東急多摩川線「鵜の木」徒歩9分
駅チカ
未経験者歓迎!
★web面接可。
土・日の週2日できる方募集！
シニア向け！オンラインお仕事説明会★
大田区東嶺町
社保完備
日時：1/28
【給与】時給└│└┴┘円
時間月／8：00～11：00（休憩なし）
①10：00～ ②14：00～
【時間】8：00～11：00
水・木・金・土・日／8：00～16：00
（所要時間約60分）
※土・日の週2日
（休憩：12：00～13：00、15：00～15：15）
内容：仕事内容や勤務条件の説明、質疑応答など
交通費全額支給
休日火・祝・年末年始（12/31～1/3）※祝日ゴミ回収日の場合は出勤 【待遇】制服貸与、
※お電話にて事前予約をお願いします。
「代々木公園駅」
徒歩1分、
【勤務地】千代田線
月158時間
時給
ほとんどの方がオンライン参加の経験がありませんが
小田急線
「代々木八幡駅」
徒歩4分
勤務の
─│─┘┘円
円 場合
丁寧にご案内いたしますのでご安心ください。
履歴書
（写貼）
を
【応募】電話連絡の上、
ご持参下さい。
②JR山手線・日比谷線 求人ID：hkp20189
面接は随時、
現地にて行います。

共立ビルサービス株式会社

マンション管理員

月収例

「恵比寿駅」徒歩7分
渋谷区広尾

┘┬┐┴┏┏┘┐┴┃├┤
（受付/人事採用課アイデム係）
イーアイデムから24時間応募OK！！

時間月・火・木・金・土/7：30～11：30（休憩なし）
休日水・日・祝・年末年始（12/31～1/3）
月収例

新宿区西新宿7-22-12 泉ホシイチビル

社保完備

時給─│├┘┘円

─┘┬│├┘┘円（

）

月86時間
時給
勤務の ─│├┘┘円
場合

■ビルメンテナンス業

2

（ワゴン車での送迎）
【資格】要普通1種免許
【給与】月給├├┃│└└├円＋交通費規定支給＋手当有
【時間】
（月～金）7：30～17：00（土）7：30～16：00
※実働7.5～8.5h ※月24日程度の勤務
【休日】日曜、
祝日、
年末年始
【待遇】社会保険完備、車通勤可、条件により
69歳まで雇用延長有（70歳以降も再雇用有）
【勤務地】大田区西蒲田の病院
（採用No.A1292）
【応募】まずはお気軽にお電話ください。

（実働3h）
【時間】8：00～11：00
※月・火・木・土
☆第4週のみ（月・木・金・土）
【待遇】交通費規定内支給、
ユニフォーム貸与
「学芸大学駅」
【勤務地】東急東横線
徒歩5分
（目黒区中央町2丁目）
【応募】1/179時～
お気軽にください。
※現地面接/要履歴書
（写貼）

■ビル総合管理

■車両運行管理（従業員4,000名一般社団法人日本自動車運行管理協会）

南信ビルサービス株式会社

株式会社 ジャパン・リリーフ関東

■ビル・建物総合管理

大田区新蒲田2-16-8

東京第二支店／〒108-0023
東京都港区芝浦4-9-25 芝浦スクエアビル12F
┘└├┘┐┴├┏┐━┃┤（採用課）
応募者専用窓口（平日10：00～17：00受付）

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）

┘┬┐┬━┬┴┐┬┃┬┬ 採用係
https://nanshin.jp
★二次元コードからも応募OK！
81626-501

82633-501

株式会社 ビルシステム

81468-508

81393-501

大田区東六郷 「六郷土手駅」徒歩6分

田園調布駅、綱島駅 共に駅から徒歩1～2分

大田区南馬込 「大森駅」よりバス

  マンション清掃員

 英語講師

 清掃スタッフ

 医療事務・診療補助

勤務は週3日&16時迄！未経験者歓迎♪
清掃のお仕事してみませんか？

未経験・久しぶりのお仕事復帰もしっかりサポート♪
勤務日数相談OK♪週2日～で無理なく活躍できますよ

※ゴミ出し有（祝日含む）
【給与】時給└│└┘┘円
【時間】8：00～12：00
勤務／月・火・木・金・土
※祝日はゴミ出しある日のみ出勤
制服貸与、
研修有、
【待遇】交通費全額支給、
有給休暇、
労災保険有、
管理員室有
【勤務地】大田区東六郷3丁目
【応募】まずはお気軽にお電話下さい。
（受付／平日10：00～17：00）

【仕事】グループ（最大6人位）又は個別（1対1）で
学校英語・実用英語・英会話・文法をご指導頂きます
【資格】英検準1級又はTOEIC800又は
TOEFL iBT80以上をお持ちで大学卒業以上の方
※研修も受けられます
【給与】時給└│┤┘┘円～┬│└┘┘円（能力による）
【時間】週1日も可、10：00～21：30の間で1コマ90分から応相談
【待遇】交通費全額支給、昇給・賞与有、社会保険完備
【勤務地】大田区、
横浜市港北区
【応募】受付は綱島本部校となります、お気軽にお電話下さい。

目黒区

「武蔵小山駅」
徒歩8分

【仕事】簡単な入力作業、患者様受付・会計、

【給与】時給└│┘┤└円
電話応対、医療器具の消毒、診療介助等
【時間】8：00～16：00
（休憩60分）
【資格】未経験者歓迎
※週3日のシフト制勤務
【給与】時給└│└┴┘円～ ★昇給有
【時間】午前/8:45～12:00 午後/14:15～18:00
【休日】水曜日
☆週2～4日程度できる方
【待遇】交通費（1万円迄/月）支給、制服貸与
☆午後の時間、土曜日できる方歓迎
【勤務地】大田区南馬込3丁目
＜休診日＞日曜日・祝日・土曜日午後
【応募】1/17より電話連絡の上、
【待遇】交通費全額支給
履歴書（写真貼付）持参下さい。 【勤務地】東急目黒線「武蔵小山駅」より徒歩8分
【応募】電話連絡の上、履歴書（写真貼付）を持参ください。
受付：平日9：00～17：00

■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

英語塾 ㈱秋谷光子アカデミィ

■総合ビルメンテナンス

■耳鼻咽喉科・小児耳鼻咽喉科

東京第二支店／〒108-0023
東京都港区芝浦4-9-25 芝浦スクエアビル12F
┘└├┘┐┴├┏┐━┃┤（採用課）
応募者専用窓口（平日10：00～17：00受付）

東京都新宿区西新宿7-7-25
ワコーレ新宿第二ビル
┘┬┐┴┬┬├┐┏┬┼└ 担当：田屋
★イーアイデムより24h応募OK→

田園調布校 大田区田園調布3-24-2
本部校 横浜市港北区綱島西2-1-7 2F
┘┤┴┐┴┤┤┐┼━┴┼（秋谷）
http：//akitani-academy.jp

㈱アイハラ

むさしこやま耳鼻咽喉科

大田区大森北1-37-4
スカイビル302号室

目黒区目黒本町6-1-2 友愛ビル3F
┘┏┘┐└┤┬┴┐┬┤┤━（山田）
★二次元コードより24h応募受付中！

81468-507

目黒区

80363-501

港区芝

各線「目黒駅」より徒歩10分

┘┬┐┼┤┘┤┐└┤└┤（担当／佐藤）
79022-501

80826-501

  オフィスビルの日常清掃
（女子トイレ清掃有）

  お惣菜の調理加工・陳列スタッフ

ウレシイ土日祝はお休み♪
平日の午前中でお仕事！
午後は自分の時間やWワークに！

＼時給1,350円～！／
早朝短時間でサクッと働けます★

朝・昼・夕、
時間帯いろいろ！
短時間でささっと働けます♪

【仕事】施設での日常清掃業務全般
※女子トイレ清掃あり
【資格】年齢不問 ★未経験者歓迎
【給与】時給└│├┴┘円
（実働4h）
【時間】7：00～11：30
日曜、
祝日
【休日】土曜、
制服貸与
【待遇】交通費規定内支給、
【勤務地】目黒区目黒1丁目の施設
各線
「目黒駅」
より徒歩10分
【応募】まずはお気軽にお電話下さい。

【資格】年齢・経験不問
【給与】時給└│┬┴┘円～
【時間】6：00～10：30
【休日】日、
祝日
【待遇】交通費全額支給、社会保険完備
制服貸与、各種手当あり
【応募】まずはお気軽に
お電話ください。
■セキュリティ＆ビルメンテナンス

株式会社ユニテックス

┘┬┐┬┬━┤┐┃┃┼└

＜面接地＞東京都中央区日本橋人形町2-15-15 新扇堂ビル2F
┘└├┘┐└├├┐┤┤┼（採用係）

株式会社 モスコム
81965-501

https://www.e-aidem.com/ イーアイデム

81878-501

受付東京都中央区日本橋
3丁目5-12 ニュー八重洲ビル7F
┘┬┐┬├┬└┐┤┃┃┃（採用係）

79030-501

雪が谷大塚駅 「雪が谷大塚駅」徒歩1分

「三田駅」
徒歩5分

  清掃スタッフ

■ビルメンテナンス

地元のお仕事が見つかる求人サイト！
！

 マンション清掃員

株式会社 ジャパン・リリーフ関東

東京都渋谷区本町1丁目7番5号
初台村上ビル2F
担当／採用係

「学芸大学駅」
徒歩5分

■車両運行管理（従業員4,000名一般社団法人日本自動車運行管理協会）

高栄サービス株式会社

80913-505

2

【時間】月水木／8：00～11：00
火／8：00～9：00
★週4日勤務 ※祝日勤務有
【待遇】交通費規定内支給、
制服貸与
【勤務地】大田区東雪谷2丁目
★東急池上線「石川台駅」徒歩4分
【応募】1/17よりお電話下さい。
面接は現地にて行います。

未経験歓迎！丁寧にお教えします

カンタン清掃ワークで

有意義な1日 を
はじめませんか！
幅広い年代の
女性スタッフ活躍中
時給

└│┬┴┘円～
勤務地

住友不動産建物サービス株式会社

）

【仕事】患者様を病院まで送迎するお仕事
（ワゴン車での送迎）
【資格】要普通1種免許
【給与】月給└┏├│┃┘┘円＋交通費規定支給＋手当有
【時間】
（月～金）8：00～13：00、15：00～18：00
※実働8h ※月20日程度の勤務
【休日】土日祝、
年末年始
【待遇】社会保険完備、車通勤可、条件により
69歳まで雇用延長有（70歳以降も再雇用有）
【勤務地】大田区西蒲田の病院
（採用No.A1293）
【応募】まずはお気軽にお電話ください。

目黒区

本文参照

 大田区の病院送迎ドライバー

50代・60代シニア層活躍中！未経験の方も安心の研修有！ 中高年活躍中の清掃ワーク！
英語塾スタッフ、未経験の方も歓迎。
「ありがとう」が嬉しい送迎ドライバーのお仕事。
【仕事】マンション共用部（周辺、廊下、階段等）の清掃。 駅から徒歩1～2分の美しい環境で働いていただけます。

■ビル総合管理

■マンション・ビル管理

本文参照

 大田区の病院送迎ドライバー

入社3ヶ月経過後に
入社祝い金1万円支給！
（規定有）

─━┬│┃┘┘ （

80797-501

大田区

「都立大学駅」
徒歩2分

（実働3.5h）
【時間】7:00～10：30
※週に数日、
曜日応相談
※土曜と平日1日勤務は必須
制服貸与
【待遇】交通費規定内支給、
「大岡山駅」
徒歩8分、
【勤務地】
「都立大学駅」
徒歩11分
（目黒区南2丁目）
【応募】電話連絡の上、履歴書（写貼）持参下さい。
受付1/179：00～
※面接は現地近くで行います。

〒221-0021 横浜市神奈川区子安通3-307
┘━┘┐┴┘└┼┐┃┼━┃(採用係)
┘┤┴┐┤┴└┐├├┘━（本社）

渋谷区道玄坂1-12-1
渋谷マークシティW22階
┘┬┐┼┤┴┘┐━┃├┘（採用係）

「石川台駅」
徒歩4分

  マンション清掃員

株式会社 ビルコー

㈱オーバーウェルミング

品川区小山台1-32-19

 医療施設内の共用部清掃

■建物総合管理

■総合ビルメンテナンス事業

麺の富田屋
（有限会社 田口製麺所）

「大岡山駅」徒歩8分、
「都立大学駅」徒歩11分

大田区

81667-501

不動前駅 「不動前駅」徒歩7分

東急池上線「洗足池駅」徒歩10分

大田区

■総合建物管理

東京都練馬区豊玉北4-11-7
武翔本社ビル
┘┬┐┴┏┤┼┐┬┘└└（採用係）

81935-501

【仕事】日常清掃（廊下清掃や窓拭き、ゴミ出し
などをお願いいたします）
【給与】時給└│└┴┘円
※研修期間
（3日程度）
同条件
（実働2.5h）
【時間】8：00～10：30
☆火・木・金・土の週4日勤務
【待遇】交通費規定内支給
「鵜の木駅」より徒歩6分
【勤務地】
【応募】お気軽にご連絡の上、面接いたします。
（履歴書不要）
web応募も24h受付中です！

品川区小山 武蔵小山駅徒歩3分

大田区

目黒区

「鵜の木駅」より徒歩6分

 病院での日常清掃スタッフ

■ビルメンテナンス

東京第二支店／〒108-0023
東京都港区芝浦4-9-25 芝浦スクエアビル12F
┘└├┘┐┴├┏┐━┃┤（採用課）
応募者専用窓口（平日10：00～17：00受付）

大田区

  清掃スタッフ

株式会社 ジャパン・リリーフ関東

㈱クリーン工房 横浜支店

83033-501

【仕事】園児を幼稚園まで送迎するお仕事
【資格】要大型1種免許（マイクロバスでの送迎）
【給与】月給└├┤│┤┘┘円＋交通費規定支給＋手当有
【時間】
（月～金）7：30～10：00、14：00～16：00
※実働4.5h
【休日】土日祝、春夏冬休み、年末年始、指定日
【待遇】社会保険完備、条件により
69歳まで雇用延長有（70歳以降も再雇用有）
【勤務地】大田区中央の幼稚園
（採用№A1290）
【応募】まずはお気軽にお電話ください。

大田区東雪谷 東急池上線「洗足池駅」徒歩10分

「西馬込駅」より徒歩12分

【給与】時給└│┘┤└円
【時間】①8：00～12：00 ②13：00～17：00
③17：00～21：00
★勤務/週3日～OK！
★曜日・時間応相談！
【待遇】交通費規定内支給、
制服貸与、
従業員割引あり
【応募】1/179時より受付します。
お気軽にお電話下さい。
（現地面接）
■お惣菜の製造・販売

東京都港区芝 三田駅から
徒歩5分
5丁目
83056-501

株式会社 コロッケの唄

駅前スーパーでのお仕事！
駅チカ
週3日～OK
従業員
割引あり
加工済製品の揚げ作業

仕 事 パック詰め、野菜のカット等
簡単な調理加工のお仕事です。

スーパーオオゼキ 雪谷店
勤務地
（大田区南雪谷2-12-1）

東京都中野区上鷺宮3-14-6
┘┬┐┬┏━┘┐┴┼└└（採用係）
二次元コードから24h応募OK！
81913-503

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。

