
サービス業

日給／5,000円

大手企業独身寮の清掃業務です

☎0532-26-5201 担当／杉本

豊橋市上野町
字上野91-3K’sサポート株式

会社

パート・アルバイト募集！！

勤務地／西尾市内
　　　※岡崎市内で集合してから移動します。

時間／ 1日4～5時間
　　　（月6～8回程度 ※日程表に準ずる)

資格／普通自動車免許
待遇／交通費規定支給、自動車通勤可、制服貸与

スポーツクラブスタッフ 交

WEBからの受付はこちら▶
株式会社サンスポーツクラブ

時間／①②15：00～19：00 ※勤務時間・曜日は相談に応じます
　　　③10：00～14：30、14：30～19：00
　　　④15：00～18：00 ※曜日は相談に応じます
待遇／有給休暇あり、交通費規定支給、自動車通勤可

①水泳インストラクター (竜城・岡崎)
②体操インストラクター (竜城体操)
③受付事務(竜城・竜城体操)　④清掃(岡崎)

岡崎市柱町下弁当1-3
岡崎市矢作町猫田6-1
岡崎市羽根町大池96

竜城
岡崎
竜城体操

☎0564-53-2105 担当/佐々木
☎0564-31-1718 担当/瀧村
☎0564-54-3926 担当/柴田

ご希望の勤務先にお気軽にお電話ください。
時間・曜日は相談に応じます

①②時給／1,000円～　③④時給／940円～

塾講師 交

WEBからの
受付はこちら▼

岡崎市中島町字中道8-3
岡崎中島校

☎0564-57-5454 担当／平瀬

塾講師募集

時間／①16：40～18：10
　　　②18：20～19：50
　　　③20：00～21：30
休日／日・祝
待遇／交通費支給（規定あり）、車通勤可！

1,800円～

春から大学生のあなたをお待ちしてます！

やる気スイッチでおなじみの塾です★
未経験から先生デビュー♪
1科目、週1日からOK!!

1コマ
90分授業
1コマ
90分授業

小・中・高校生対象
最大2人までの
個別指導!!

事務・配送・管理職など 制

〈受付/月~金 9~18時〉
岡崎市薮田2-8-1
岡崎東支店

担当／酒井

0120-093-596 WEBからの
受付はこちら▶

マネージャー業務パート
アルバイト

仕事
内容

店内業務、定期レンタル、
イベント運営、地区の増客

時給／ 926円～　※昇給あり!
時間／ 9：00～ 15：00
　　　うち1日3~4時間、週2~3日からOK
休日／土・日・祝日、長期休暇あり
資格／要普通自動車免許（AT限定可）
待遇／昇給あり、制服貸与、社用車使用

正社員 ルートセールス・配送清掃・管理職
（スタッフの教育、指導、運営 他）

仕事
内容

ダスキン商品のルートセールス
定期レンタル商品のお届けなど

月給／ 185,000円～
時間／ 8：00～ 20：00（シフト制）
休日／年間休日105日
資格／要普通自動車免許（AT限定可）
待遇／各種手当、社用携帯支給、制服貸与
　　　交通費規定支給、自動車通勤可

清掃・厨房

岡崎市藤川町
王子ヶ入12-44 ☎0564-48-7111

【ご応募】
電話連絡の上、
履歴書持参で
お越しください

お気軽にお問い合わせください！

境内清掃のお仕事

WEBからの
受付はこちら▼

時間／  9：00～15：00
9：00～13：00
11：00～15：00

・境内の清掃　
・掃き掃除や拭き掃除
・御霊泉の清掃の手伝い など

時給／ 　平日　　 950円
土・日・祝　1,200円

待遇／車通勤可、勤務時間により食事支給あり

厨房内でのお仕事

時間／  9：00～15：00

・盛付け、配膳　
・食器洗浄、片付け
・調理場の清掃 など

時給／ 　平日　1,100円
土・日・祝　1,300円

短時間可能!!

サービス業 交 制
セルフガソリンスタンドでの監視・接客業務

給与 時給930円～

勤務地・時間／
　①六ッ美SS・牧内SS　5：30～ 14：00、14：00～ 22：30
　②美合SS・葵SS・長瀬SS・幸田SS
　　6：00～ 14：30、14：00～ 22：30、22：00～翌6：30
　③額田SS　5：30～ 13：45、13：15～ 21：30
休日／シフト制（週2日以上）
待遇／交通費規定支給、制服貸与

70歳定年制 女性・未経験でもOK
週3～ 4日、土日、夜勤できる方 大歓迎！！
危険物乙4資格をお持ちの方優先！！

岡崎市下和田町
字神宮司46-1

株式会社JAあいちエネルギー

☎0564-51-9393 受付／月～金8：30～17：30

詳細は面談にてご説明致します！ 
まずはお気軽にお電話下さい！

同時
募集

灯油配達員
時給1,030円～

ア・パ

JAあいち三河六ッ美配送センター

※深夜割増別途支給

支援スタッフ 交

WEBからの
受付はこちら▼

株式会社Passo a Passo
岡崎市本町通1丁目17

☎0564-
64-2793
担当／中根、鈴木

支援スタッフ
(パート・アルバイト)

時給／950円～
【仕事内容】
・カリキュラムの運用
・グループワークへの参加
・ご利用者様の支援や面談
時間／ 9：30～ 15：15
　　　（休憩1時間）
勤務／月～木 週4日

【仕事内容】
・軽作業のサポート
・月に数回、
 市内への配送と送迎
時間／ 9：30～ 15：30
　　　（休憩1時間）
勤務／週4日 ※月曜必須

資格／普通自動車運転免許
待遇／各種保険完備、交通費規定支給
　　　自動車通勤可（無料駐車場あり）

資格
不要 !

未経験
OK!!

サービス業

給与

ア・パ

時給／950円～
簡単な調理・接客業務

岡崎市羽根町鰻池112-3さん太
☎0564-
57-9966

WEBからの
受付はこちら▼

時間／

　　　　※うち3~5時間（休憩なし）
定休日／月曜日（祝日の場合は火曜日）
　　　　火～木の夜営業
待遇／昇給あり、自動車通勤可
　　　土・日のみまかないあり！！

【姉妹店】鉄板やきカレーも募集中！！
お気軽にお問い合わせください

週1日～OKです★

とろ～り卵のオムライス

10：00~15：30
17：00~22：00

清掃 4h主 2日～

平日のみのお仕事
40、50代
活躍中！！

給与 1回あたり平均 3,000円程度

岡崎市東阿知和町前田79番地
愛知東部防犯センター

担当／織田

☎0564-22-2960
090-7618-8051

エントランス・階段
駐車場・ゴミ捨て場など賃貸マンション

アパート
Wワーク
OK！！
ムリなく
働ける時

間

の共用部分の定期清掃

時間／午前9：00～　1日3、4時間程度
　　　週2日～出勤可能！！
休日／土・日・祝日　資格／普通自動車免許

朝食スタッフ 交

時給／930円～

岡崎市伝馬通
2丁目22番地岡崎サンホテル

☎0564-22-0228

★簡単な調理
★洗い物
★食材発注　など

◎年齢不問!!未経験の方大歓迎!!◎
朝食コーナー

時間／ 5：00～
　　　　　　　　10：00
　　　※週4日～OK！！
待遇／交通費支給、自動車通勤可

女性活躍中

オープン前清掃 4h 主

岡崎市中岡崎町9-6

☎0564-
22-4689
【受付：12：00頃～】

募集
①清掃スタッフ
②洗い場スタッフ
①清掃スタッフ
②洗い場スタッフ

時　給／930円
時　間／①12：00～15：00頃
　　　　②18：00～21：00頃
　　　　※週2、3日程度～OK、シフト制
定休日／火曜日
年　齢／ 18歳以上

未経験・シニアの方も大歓迎！！
短時間勤務なので続けやすい

◎詳細は面談にて◎お気軽にお問合せ下さい !!

1日の勤務は3時間程度！！

サービス業 交

WEBからの受付はこちら▶
岡崎市日名北町4-46
アピタ岡崎北店1F
☎0564-
73-5551

～買取専門店～
査定・買取 接客スタッフ

正社員 月給／23万円～ ※経験考慮します
時間／10：00～20：00　うち休憩1時間
　　　変形労働時間制（1か月シフト制）
休日／月に8～最大11日
待遇／社会保険完備、役職手当、有給休暇
　　　交通費規定支給あり、自動車通勤可

未経験から始められる!!

「人と話すことが好き!」
「ブランド品に興味がある!」
志望動機はたったそれだけでもOKです

障がいがある方限定！！

工賃▶150円／1時間（当社規定による）
時間▶10：00～15：00（休憩60分）
　　　★1日1時間からでもOK★
休日▶土日、その他連休あり
　　　（祝日は作業日です）

障がいがある方限定
作業所でのおしごと

岡崎市本町通1丁目17☎0564-73-1577 担当／鈴木

就労継続支援B型事業所
創造空間Passo a Passo

椅子に座っての軽作業 製品の組み付け
PCでのデータ入力はじめます！

●まずはご相談ください●

昼食無料 送迎要相談

若干名
募集

人材の採用に苦労している店舗・企業様に、解決策のご提案です。

33か月最強求人パックか月最強求人パック
求人
 革命

受 付 時 間  9 : 0 0 - 1 7 : 0 0（ 土 日 祝 休 ）　受 付 時 間  9 : 0 0 - 1 7 : 0 0（ 土 日 祝 休 ）　
0120-37-3093 24時間受付

専用連絡
フォーム

×
運営会社：株式会社プラスイー　444-2137  愛知県岡崎市薮田1-6-14

地元に強い求人情報

3つまとめて3か月ずっと掲載！

地元に強い求人情報地元に強い求人情報

岡崎市内に特化した
若年層～主婦に
人気の求人サイト

新聞折込+ポスティングで
岡崎市内配布数
最大級の集合広告

CMで人気！
スマホ世代に絶大な
人気の求人検索媒体

++ ++WEB掲載WEB掲載
折込＆
ポスティング
折込＆
ポスティング インディードインディード掲載掲載

インディード 158,000円
（税抜）

204,000円

通常料金
46,000円オトク

友だち数 人突破！！

掲載希望の企業様へ
おかざき求人どっとこむは、
岡崎市密着型の
求人情報サイトです。

indeedとの連携で、閲覧率UP!

その他、求人広告Tomorrowとセットになった、お得なパックもございます！

※2020年2月19日現在400 3491日

1日

たったの
（税別）

円

20,000 （税別）

円 1,000 （税別）

円BOOSTBOOST

2か月パック

掲載料金

1日あたり
約333円の
お得なプラン

LINE友だち数、
アクセス数、
急上昇中！

444-2137 愛知県岡崎市薮田1-6-14ご希望のお客様は
担当までお気軽に
お問い合わせください。

受付時間 9:00～17:00（土日祝除く）HPはこちら運営：株式会社プラスイー

0564-64-3420



医療福祉・介護系 医療福祉・介護系 交

WEBからの
受付はこちら▶

※研修期間3ヶ月(給与・待遇同様)
休日／ 4週8休
　　　夏季3日、冬季4日 休暇あり
待遇／昇給年1回、賞与年2回
　　　車通勤可、無料駐車場有
　　　交通費規定支給あり
★美合駅～施設間の無料自転車あり★

岡崎市竜泉寺町
字黒土55ヴィラ葵

☎0564-57-8383 担当／斉藤

介護老人
保健施設

介護職員 看護職員
月給21.8万円～
　　（夜勤5日含む）

7：00～16：00
10：00～19：00
16：00～翌9：30

時間／

資格／初任者研修以上
　　　（介護福祉士優遇）

月給23.7万円～
　　（夜勤4日含む）

9：00～18：00
16：00～翌9：30

時間／

資格／准看以上

緑ヶ丘

美合西
ほたる橋南

美合新町北

下北野尻

女子校前

ミニストップさん
●

●JA桑谷

ミニストップさん
●

ファミリーマート
●

★

26

326
327

竜泉寺町民会館
●

美合駅

ドライバー

WEBからの
受付はこちら▼

給与 月給332,500円～
　　357,500円以上!!

時間／ 6：00～応相談
休日／土・日、年末年始、夏季等
資格／要普通免許、リフト免許
待遇／各種保険完備、自動車
         通勤可、各種手当あり
男女・年齢・学歴不問！！経験者優遇！！

岡崎市小呂町
字4丁目1-2オネスティ

☎0564-25-3293

自動車部品等の運搬、積み降ろしのお仕事です

(株)
一般貨物自動車運送業

土日も受付します

4ｔドライバー募集！！
ルート営業 交

異業種からの転職大歓迎！！
商品知識については丁寧に教えます。

WEBからの受付はこちら▶
岡崎市富永町
棚池30-1オルック株式会社

☎0564-32-1134

月給／22万円～35万円
※経験考慮します
※試用期間1～3か月

時間／ 8：30～17：30※残業月20時間程度
　休日／土・日、GW、お盆、年末年始 休暇あり
　　資格／要普通自動車運転免許
　　　待遇／昇給年1回、賞与年2回、各種保険完備
　　　　　　家族手当あり、有給あり、退職金制度あり
　　　　　　自動車通勤可、交通費規定支給

【仕事内容】
現在取引のある県内の顧客との
打合せやプラン提案など
※飛び込み営業はありません！！

アルミサッシ卸販売

正社員

医療福祉・介護系 主

岡崎市井ノ口町
河原西33☎0564-64-3343

WEBからの
受付はこちら▼

げんき障がい福祉サービス

①登録ヘルパーさん ～パート～

時間／ 6：00～22：00 ※応相談、週1日~OK
資格／ホームヘルパー2級、介護福祉士
　　　初任者研修修了者以上、普通自動車運転免許
待遇／各種手当あり、自動車通勤可、マスク支給あり

②各施設での支援員

時間／ 8：30～19：00 ※パートさんは応相談、週2日~OK
休日／日曜日 ※土・祝日働ける方歓迎！！
資格／普通自動車運転免許 他
待遇／自動車通勤可、マスク支給あり

時給／　　　　　1,400円～1,700円
1,600円～1,900円

家事生活
身体介護

～正社員～
～パート～

時給／　　　　　19万円～25.5万円
950円～1,100円

正社員
パート

事務員・ドライバー 交

募
集正社員さん

岡崎市中伊西町
字早稲田8サカック株式会社

☎0564-85-2171 担当／榊原

時給／1,200円～1,300円
※試用期間1か月時給1,200円

時間／ 8：00～17：00
休日／土・日、GW、お盆、年末年始
　　　（会社カレンダーによる）
待遇／各種保険完備、残業手当、賞与あり、有給あり
　　　子供手当（規定あり）、退職金制度あり
　　　自動車通勤可、交通費規定支給

経理事務 パソコンを使用した販売管理
電話対応や伝票管理 等

経理事務経験者
簿記有資格者　優遇します！！

WEBからの
▼受付はこちら▼

プラスチック加工・製造会社

月給／216,000円～224,640円
※試用期間1か月程度　時給/1,250円

時間／①早朝便 　4：30～13：30頃
　　　②朝　便 　7：00～16：00頃
　　　③午後便  14：00～23：00頃
　　　※定時8時間、残業あり
　　　※勤務時間は相談ください！
休日／土・日、GW、お盆、年末年始（会社カレンダーによる）
資格／フォークリフト免許、中型自動車免許
待遇／各種保険完備、残業手当、子供手当（規定あり）
　　　賞与あり、有給あり、退職金制度あり
　　　自動車通勤可、交通費規定支給、制服貸与

4tドライバー 岡崎市内・近隣市への定期便
自社製品をお客様へ納品

☆まずはお気軽にお問い合わせください☆

50、60代
 

活躍中！！

医療福祉・介護系

募集
デイサービス水仙

担当者直通

080-6952-9081

送迎ドライバー

時　間／    8：15～   9：45
　　　　16：15～17：45
定休日／日曜日、年末年始（12/30～1/3）
資　格／要普通自動車運転免許

デイサービス椿苑
【幸田町坂崎稲熊野6-10】

【幸田町大草直道60番地】

時給／1,000円～

通しで働ける方歓迎！！
どちらかでも相談可

週4日以上勤務
できる方大歓迎
週4日以上勤務
できる方大歓迎

60代活躍中！！年齢不問！！

ドライバー

近距離輸送定期便ドライバー

給与 ①4ｔ 月給22万円～33万円以上
正社

資格／①要中型免許
　　　②要大型免許
　　　※当社規定研修あり
　　　要リフト免許（入社後取得可）
待遇／リフト免許取得補助制度あり、試用期間あり、
　　　各種保険完備、各種手当あり、制服貸与、車通勤可

岡崎市洞町宮ノ腰27-1
（岡崎I.Cより車で5分）

ホーリン有限会社
☎0564-28-0004

※時間・給与は業務内容により異なります。
※運行によっては、上記以上の収入の方もみえます!!

未経験者歓迎 !!

制

②大型 月給28万円～38万円以上

お気軽にお問合せ
ください

近距離の定期便なので
ドライバー未経験者でも安心◎

医療福祉・介護系

岡崎市中岡崎町11-1
みつい調剤薬局

☎0564-24-3215
【受付時間】9：00～19：00

事務員さん

常勤

平日 9：00～19：00
土曜 9：00～13：00

営業
時間

募 集

病院（医療事務・保育士） 交

WEBからの
受付はこちら▶

詳細はお気軽にお問い合わせください！！

岡崎市稲熊町
2-86

岡崎メイツ腎・睡眠クリニック
☎0564-23-8511 担当

ヒロセ

内科(睡眠障害)・腎臓内科・透析内科

院内託児所の保育士さん<パート>

1～9歳が対象。基本的に1~15人程の子どもを
保育士1~4人で対応しますが、人数は変動します。

時間／9：00～15：00＜時間・日数はご相談ください！＞
待遇／各種保険完備、有給あり、車通勤可、交通費規定支給

時給／1,000円～ 土・祝1,150円～

医療事務さん<正社員>

透析室クラーク業務、医療事務
総務事務、電話対応 など

時給／1,000円～1,390円
時間／9：00～16：15　　休日／日曜日 他 ※月22日勤務
待遇／各種保険完備、賞与あり、各種手当あり、有給あり
　　　退職金（勤続3年以上）、車通勤可、交通費規定支給

医療福祉・介護系 交

岡崎市庄司田
3丁目9-9岸本歯科

☎0564-53-6181

制

時間／【午前】9：00～12：00　【午後】14：00～18：00
　　　※残業は月に1～3時間程度
休日／木・日・祝、GW、お盆、年末年始連休あり
待遇／【正社員】昇給年1、賞与年2、各種保険完備
　　　【共　通】各種保険完備、有給あり、精勤手当
　　　自動車通勤可、交通費規定支給、制服貸与

正社員
資格／無資格・未経験OK

時給／1,500円歯科衛生士
（午前のみ）

パート

歯科助手

資格／歯科衛生士

WEBからの
受付はこちら▼

アットホームで居心地◎実務未経験でもOK!

月給／18.5万円～
※短大・専門学校卒の場合

正社員
資格／歯科衛生士
歯科衛生士 月給／22万円～24万円

※経験考慮いたします

医療福祉・介護系 主

介護職員募集

(有)青山福祉サービス☎0564-27-8836担当・青山
訪問同時募集 サービス提供責任者

登録ヘルパー正 パ

要
運転免許

パートは週1日～、
半日～の勤務からOK！！
年齢・経験は不問！！
未経験の方大歓迎☆
詳細は面談にて、まずは気軽にお問い合わせください！

岡崎市美合町字生田240
☆「美合」駅より徒歩約2分！☆

岡崎市鉢地町字中野2番地1
☆「本宿」駅より徒歩約12分！☆

ヘルパーステーションみのがわでは訪問職員も募集中！！

人柄重視の社風です★

パート 正社員

医療福祉・介護系 4h 交主

時給／950円～　※研修期間有
時間／平日（①～③のシフト制）
　　　①  7：45 ～   9：15
　　　②10：45～13：15
　　　③15：00～16：15
休日／土・日
資格／普通自動車運転免許（AT限定可）
待遇／交通費規定支給、資格手当あり

幸田町大字相見字縄手下3

鈴木接骨院のディサービス幸田
☎0564-83-7393

送迎ドライバー募集
パートさん大募集!!週3日～でもOK☆
歩行訓練特化型リハビリディサービスの送迎です。
リハビリディなので、比較的元気な利用者様が多いです。
人と接することが好きな方はぜひチャレンジしてみてください。

未経験者歓迎します！！ 寮

時間／ 8：00～ 17：00  休日／日曜日、他
待遇／各種手当あり、各種保険完備、
　　　社用車貸与、送迎・社員寮応相談

☎0564-65-8125    080-3614-7488 担当/岡田
【東営業所】岡崎市小呂町2丁目18番地（岡崎インター北へ3分）

建設企業 有限会社ツヅキ工業

給与 日給7,500円～13,000円以上

働き方は自由です!!働き方は自由です!!
学歴・職歴一切不問

【仕事内容】

解体・土木・鳶・軽作業など

詳細は
面談にて！

即収入！　　日払可！！

受付スタッフ 主 交

岡崎市福岡町北裏11-6

☎0564-
64-0483

詳しくはHPをご覧ください↑↑
kurinoki-okazaki.com

勤務／午前・午後・土曜日勤務可能な方　※週2日程度OK

時給／ 930円～
待遇／有給あり、
　　　交通費支給

くりの木接骨院
担当／吉岡

診療時間 月　火　水　木　金　土　日
8：30～12：00●

●
●
●
●
●
●
●
● ◎

◎8：30～12：30
× ×
×

●15：00～20：00

仕事内容／受付事務 資格不要！
シフト制による勤務です（　　　　）

●ドミー若松店

●
南公園

岡
崎

東
海
道
本
線

上地小口

248

26★

483

応募
まずはお気軽にお電話ください

医療福祉・介護系 交 制

岡崎市に特化した
求人情報サイト

でおかざき求人どっとこむ 検索

LINE に登録すれば、
新着求人をいち早くお届け！

職種ごとに検索できるから、
やりたい仕事が見つかる！

岡崎市の求人に特化していて、
地元で仕事が探しやすい！

@oka9で検索 !!
※“＠”をつけ忘れずに

または

【求人広告トゥモロー 運営会社のご紹介】

求人広告

ミーティング風景▶

◀岡崎オフィス 2階 作業スタジオ

は、

株式会社プラスイーが

運営しています。

中小企業様の

集客サイト・採用サイト
の制作も行っております。

採用のための企業ブランディング、
採用のためのホームぺージ制作。
お気軽にお問い合わせください。

【主な事業内容】
WEBサイト制作・チラシ＆パンフレット制作、
名刺制作・中小企業ブランディング

      0120-
930-556岡崎市薮田1丁目6番地14

岡崎オフィス 1階 応接室▶


