
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900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1,000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

接客・サービス業 交

WEBからの
受付はこちら▼

インテリアコーディネーター
給与 月給22万円以上
正社

時間／ 9：00～ 18：00
休日／水・木（週休2日制）
　　　年末年始・GW・夏期休暇

経験者はさらにステップUPを！
未経験でもやる気と向上心がある方大歓迎!!

岡崎市井田町字稲葉2-1
ウッド・アート・スタジオ

☎0564-73-2377 担当／菊地

あると望ましい資格・スキル
インテリアコーディネター

一・二級建築士免許

株式
会社

資格／普通自動車免許
待遇／昇給年1回、賞与年2回、
　　　業績により特別賞与、
　　　社会保険、交通費支給、
　　　社員旅行あり

調理 交 制

学校給食の調理・洗浄スタッフ
給与 基本給179,600円
資格不問！！フルタイムパートさん募集
【仕事内容】

学校給食の調理・洗浄及び
調理器具の軽微な保守　など

岡崎市岡町字
中御給28番地

岡崎市学校給食協会
☎0564-54-2201担当／杉田

ア・パ

公益財団法人

勤務地／東部給食センター（岡町）
　　　　北部給食センター（東阿知和町）
　　　　西部給食センター（宇頭南町）
時間／①7：45～15：30（給食ありの日）
　　　②8：30～16：15（給食なしの日）
休日／土・日・祝日、夏季休暇、年末年始
待遇／有給休暇あり、社会保険加入、
　　　白衣・靴貸与、交通費規定支給

サービス業 交 2日～ 主

WEBからの
受付はこちら▼

清掃業務・フロント業務
給与 時給960円～1,263円

時間／①  9：00～12：00
　　　②13：00～18：00
　　　③19：00～24：00
待遇／交通費規定支給、社会保険完備、
　　　車通勤OK、フロント手当あり

【仕事内容】
お部屋の清掃、シーツ交換など

幸田町坂崎
乳母ヶ懐7-1南国ホテル

☎0564-62-2541 まずはお気軽に
お問合せ下さい

ア・パ

土日は時給50円UP！！
お子様の手がはなれた方
30～40代の主婦の方
主婦業を活かして働くチャンスです!!

勤務曜日は
相談に応じます！

研修期間あり！初めての方も安心して働けます！

製造 交

給与

ア・パ ①自動車部品の製造・検査②溶接の出来る方（定年後の方OK）
時給940円～（応相談）

勤務地／岡崎市竜泉寺町 または
　　　　岡崎市美合町
時間／ 8：00～17：10
　　　※4ｈ程度で応相談！！
休日／土・日、
　　　大型連休あり
　　　（GW、夏季、年末年始）
待遇／交通費規定支給、
　　　各種保険あり

20～40代のやる気のある方大歓迎！
未経験者もOK！！丁寧に教えます！！

岡崎市竜泉寺町
松本12番地ポリ博工業株式会社

☎0564-54-2133担当／竹内
電話連絡の上、履歴書
持参でお越し下さい。応募

女性が多数活躍
中

の職場です★

製造 交

工場内補助作業
給与 時給1,040円～

時間／ 8：30～ 17：15の間で6時間以上
休日／土・日・GW、お盆、年末年始 長期連休あり
待遇／各種保険完備、賞与・昇給実績あり
　　　通勤手当、自動車通勤OK、有給休暇付与、昼食代補助

50～60代の男性多数活躍中!!
【仕事内容】
大型装置を製造している工場内で
溶接・機械加工・組立の補助作業

丁寧な指導で
初心者でも安心

長期で働ける方
大歓迎です！！

勤務地／岡崎市上六名町

ア・パ
1日6時間以上
働ける方歓迎！！

岡崎市上六名町字宮前1番地

☎0564-
58-2111
担当／畑・田口

株式会社三龍社

技術職 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8,000円～15,000円以上

正社員登用制度有!正社員登用制度有!
学歴・職歴一切不問
【仕事内容】
土木・解体・鳶作業

詳細は
面談にて！

即収入！　　日払可！！

飲食業 2日～制

接客・洗い場　※高校生可!!
給与 時給950円～

岡崎市牧御堂町
字水洗50-1蕎麦や口福

☎0564-52-1515 担当／堀井

ア・パ

時間／

定休日／土曜日の夜、日曜日
待遇／自動車通勤OK、制服貸与

11：00～14：30
18：00～21：00

1日3～3.5ｈなので無理なく働けます

学生～主婦まで
幅広い年代の方が活躍中!!

※研修期間
3ヶ月程度

WEBからの
受付はこちら▼

シフト制で週2～ 4日勤務
昼のみ・夜のみ・土のみでもOK!!

サービス業 主 交

給与

ア・パ 清掃パートさん

時給900円～
60、70代活躍中！！
快適な環境の高齢施設
での日常清掃です

碧南市大浜上町1-6

中日カンキョウサービス
☎0566-48-1477 担当／大橋

+ 交通費全額支給

株式
会社

ご希望の
日数で勤務
OK!!

勤務地／

岡崎市大樹寺
現地面接
いたします

時間／①8：00～12：30
　　　②8：00～16：30
勤務／週3～4日勤務

サービス業 4h

WEBからの
受付はこちら▼

フロント・フロアスタッフ
給与 時給900円～ + 能力給

時間／平　日 8：30～24：30
　　　土日祝 7：30～24：30
　　　※時間、曜日は応相談！！
待遇／車通勤可、
　　　ボウリング投げ放題（家族の方は半額）

岡崎市洞町字的場16-1（ピアゴ様向かい）

☎0564-
23-1131

担当／安田

ア・パ

週1日～/1日3ｈ～OK！！
主婦・学生さん活躍中☆

【仕事内容】
ボウリング場の受付、精算業務を中心に
お客様のご案内や清掃等のお仕事です。

飲食・サービス業 主 交

冨田病院内のカフェスタッフ
給与 時給900円～

岡崎市本宿町字南中町32

冨田病院 カフェ木南舎（もくなんしゃ）
☎0564-48-2431 担当／マセギ、トミタ

ア・パ

午前のみ・午後のみOK！！
週2～3回
勤務できる方
大募集！！

冨田病院HP http://www.tomitahospital.jp

時間／【平日】
　　　①  8：30～13：00
　　　②13：00～17：30
　　　【土曜】
　　　③  8：00～12：30
　　　④12：30～16：30
　　　※上記時間でシフト制です
待遇／昇給あり、交通費規定支給、車通勤可、社会保険制度あり
雰囲気抜群の職場です！お気軽にお電話ください

北欧風のオシャレなカフェでのお仕事
接客が好きな方お待ちしています

スポーツインストラクター・トレーナー 交

ア・パ
完全歩合制

女性パーソナルトレーナー募集！！

時間／
優遇資格／

待遇／

【電話受付】

平日9：00～18：00

6：00～24：00の間でお好きな時間に働けます。
　・ヨガインストラクターの資格をお持ちの方
　・フィットネスクラブで指導者として経験のある方
　・理学療法士または管理栄養士の方
　・パーソナルトレーナーの養成スクールを卒業された方
交通費支給、研修制度あり

給与／ 時給1，100円～1，500円

月収30万円以上可能

☎0564-
64-3418岡崎市羽根町字池下48-1

ごらくHANE1-B

OKAZAKI MINAMI

【JR岡崎駅東口より徒歩5分】4月にOPENしたパーソナルトレーニングジム

WEB受付はこちら▼

研修制度があるため未経験者でも
パーソナルトレーナーとして
デビューするチャンス！

調理補助 交 接客 交4h学 主 2日～ 制
大募集！学生・主婦・シニア・副業 大歓迎！

週1～、1日2h～でも可！
20時間の研修を受けていただきますので、
未経験でも大歓迎！もちろん研修期間中も時給は発生します！

早朝はレジとお掃除の簡単なお仕事！60～70代の方も活躍中！
早朝

高時給！！

新東名NEOPASA岡崎店
☎0564-45-3178
岡崎市宮石町10-4（新東名高速道路岡崎SA内）

岡崎稲熊町店 岡崎錦町店
岡崎市稲熊町字1-5 岡崎市錦町5-12

①6:00～10:00 1,080円～
②18:00～22:00 1,100円～

①6:00～10:00 980円～
②18:00～22:00 980円～

Web申し込み
はこちら▼▼

Web申し込み
はこちら▼▼

☎0564-22-3526

お盆などの
繁忙期は、時給最大

300円UP！
交通費支給！（NEOPASA岡崎店のみ）

初めての方でも、
先輩が丁寧に教えます！

明るい笑顔と大きな声で
接客できれば大丈夫！

3店舗同時募集!!3店舗同時募集!!

サービス業 制

勤務地／岡崎市近郊域
　　　　の巡回
勤務日／月～金
　　　　※週3日～相談可
時間／ 9：00～ 15：00
　　　※時間調整可
時給／ 1,000円～
役職手当あり!!

働くママ達の
サポートマネージャー

(男女)

◀メールはこちら
24時間優先受付!!

勤務地／岡崎市稲熊町
　　　　（介護ホーム）
勤務日／火・木・土
時間／ 9：00～ 12：00
　　　※時間調整可
日給／ 3,500円

きれいなホームの
日常清掃（男女）

履歴書不要!!働き方イロイロ履歴書不要!!働き方イロイロ

　インスタ
　やってます▶
メッセージから
お気軽にどうぞ!!

岡崎市堂前町2-3-8
☎0120-238-834（総合受付）

勤務地／岡崎市堂前町
　　　　（本部勤務）
勤務日／月～金
　　　　※週1日3h～可
　　　　土・日
　　　　※片方だけ可
時給／ 1,000円～
技術手当あり!!

家庭エアコン清掃
等の補助係(男女)

勤務地／岡崎市真伝町
　　　　（小児科病院）
勤務日／毎週土曜日
時間／ 7：00～ 9：00
　　　※時間調整可
日給／ 4,000円

朝活
おそうじ係
（男女）

ダスキン岡崎堂前

接客 4h交

Web申し込みはこちら▶

岡崎市材木町1-23
コメルスビル2F

ate
（アテ） ☎0564-25-0717
ワインと食事

時給1,000円～

時間／ 18：00～24：00
　　　上記の間で4、5時間 ※シフト制
　　　時間、曜日はご相談ください！！
定休日／火曜日　　待遇／交通費支給

未経験・WワークOK!!
・ 週1、2日
・ 平日のみ
・ 週末のみ

働き方イロイロ
あります！！

※研修期間（100時間）中は時給900円

受付時間
16：00～24：00

イタリアやワイン・料理に興味がある！
接客業に興味がある！ だけでもOK♪

【仕事内容】
料理のオーダーや提供と簡単な調理補助

掲載希望のお客様へ

Tomorrowは、1枠

32，000円（税別）

岡崎市・幸田町全域
145，350世帯へ配布！

求人広告

0120-37-3093

事務 交

不動産会社での事務作業
給与 時給1,000円～

時間／ 9：00～ 18：00
　　　うち週3日、5時間程度からOK！！
　　　土・日・祝に出勤できる方大歓迎！！
休日／水・木、夏季休暇、年末年始休暇
待遇／車通勤可、交通費規定支給、
　　　昇給あり（年1回）、各種保険完備

基本的なPC操作が出来ればOK！！
【仕事内容】

インターネット上へ物件のデータ入力、
電話対応など、事務所内での仕事です

岡崎市薮田
1丁目6-14プラス不動産

☎0564-64-3421 担当／鈴木

ア・パ

優しくイチから教えます☆

主

岡崎市

幸田町
岡崎市と幸田町の全域、そして
豊田市の一部に、新聞折込と
ポスティングで配布されます。

Tomorrowの掲載料金は、原稿制作費、
印刷費、折込費、全て込みで 1枠
32,000円（税別）からご掲載いただけます。

掲載希望のお客様は、まずは一度お電話ください。 ホームページからも
お問い合わせを受付中！
詳しくはこちら▶

岡崎市に特化した
求人情報サイト

岡崎市の求人に
特化していて、
地元で仕事が探しやすい！

LINE@に登録すれば、
新着求人がLINEで届く！

でおかざき求人どっとこむ 検索

職種ごとに検索できるから、
やりたい仕事が見つかる！

@oka9 友だち追加を



医療福祉系 主

デイサービス介護職員正社

(有)青山福祉サービス
☎0564-27-8836 担当／青山

ア・パ

介護福祉士実務者研修、無料受講制度あり！

リハビリ
デイサービス デイサービスエール みのがわ

岡崎市鉢地町字中野2番地1
☆「本宿」駅より徒歩約12分！

岡崎市美合町字生田240
☆「美合」駅より徒歩約2分！

詳しくは
お電話ください！

パートは週1日～、半日～勤務可能！！
年齢不問・未経験の方も大歓迎です！！
詳細は面談にて。まずはお電話を！

人柄重視の社風です★

医療福祉系 交 制

時給1,300円～

正社

時間／ 8：45～18：30
　　　（休憩100分含む）
休日／木・日・祝日
　　　（完全週休2日制）
待遇／交通費規定支給、車通勤可
　　　厚生年金・各種保険完備、
　　　産休・育休あり、制服貸与

無資格・未経験OK！
歯科スタッフ募集★

岡崎市井ノ口新町12-19 ☎0564-21-3456

N

248

卍大樹寺

至豊田

北分署

G.S
● ★
ヤマナカ

●アルテ
名鉄バス
岩津百々

至1号線
39

百々西町南

藪田一丁目

①受付・助手
②歯科衛生士

こんどう歯科医院

月給18万円～

ア・パ
正社 月給22万円～

キレイな院内で一緒に働きましょう♪

医療福祉系 交

デイサービスでの介護スタッフ
給与 月給25万円～
正社

有給取得率高め！アットホームな職場です☆

幸田町坂崎
稲熊野6-10デイサービス水仙

080-6952-9081担当者
直通

☎0564-
62-6007

※介護福祉士または
　看護師の場合

時給／1,000円～時間・勤務日数 応相談！！
週2日～OK！！

時間／ 8：30～17：30（休憩1時間）
休日／完全週休2日制
　　　（日曜日+その他の曜日）
　　　年末年始（12/30～1/3）
　　　※シフト制ですが希望は応じます！！
待遇／賞与（年2回）、各種保険完備、
　　　有給休暇あり、車通勤可能、交通費規定支給

（研修期間3ヶ月、月給22万円）

未経験
OK!!

同時募集！！パートさん同時募集！！パートさん

医療福祉系 交 制

WEBからの
受付はこちら▼

医療事務、受付
給与 月給19万円～
正社

時間／

休日／水（午後）、土（午後）、日、祝日
　　　※お盆・年末年始 休暇あり
待遇／各種保険完備、賞与年2回、
　　　自動車通勤OK、交通費規定支給、
　　　有給あり、制服貸与

明るくクリーンな職場で
一緒に働きませんか？

岡崎市滝町
字外浦12-7

☎0564-46-1332
田井整形外科
クリニック

電話連絡後、履歴書を送付して下さい｡

※有資格者優遇します

8：30～12：30
15：15～19：00

内職 その他

大手自動車
メーカーの仕事なので安定して働けます!

夜間点呼員パート
アルバイト

時給 1,000円～ ※夜間割増
時間／ 23：00～翌8：00
待遇／社会保険完備、その他諸手当あり

【仕事内容】
事務所内にてドライバーの出発、帰着時に運行管理補助者
として点呼を行っていただきます。簡単なPC入力あり。

運行管理者（貨物）の資格をお持ちの方大歓迎!!運行管理者（貨物）の資格をお持ちの方大歓迎!!

管理スタッフ正社員

月給 20万円～
時間／ 8：30～17：30
待遇／社会保険完備、昇給・賞与年1回、
　　　交通費規定支給、制服貸与、その他諸手当あり

【仕事内容】
PC入力作業（Word、Excel）、運行管理、配車業務

休日／隔週土曜、日曜、GW、夏期、年末年始
資格／要普通自動車免許共通

岡崎市合歓木町字渡嶋12-1 ☎0564-43-6311菱自運輸株式会社 岡崎営業所 担当
渡辺

医療福祉系 医療福祉系

扶養内での勤務・週2日～歓迎！！

幸田町坂崎
西長根25-72

三河クリニック
☎0564-63-2480

看護師のお手伝い
給与 時給1,000円
ア・パ

月・水・金　8：00～ 15：00
火・木・土　8：30～ 15：30

時間／

内科・泌尿器科・腎臓内科・人工透析内科・皮膚科

南公園から車で4分！

待遇／交通費実費支給、車通勤可、
　　　制服貸与、試用期間あり、
　　　祝日・特別手当あり

日数・時間は
ご相談ください

交 2日～ 制

WEBからの
受付はこちら▼

資格
不要
資格
不要

【同時募集】
外来パート看護師
（正看・准看）
時間／
月・水・木・金
8：30～12：00
土(月1、2回)
8：30～13：00

詳細等お気軽にお問い合わせください

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◎

ドライバー

WEBからの
受付はこちら▼

4ｔドライバー
給与 月給321,250円～

　　343,750円以上!!

正社

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

その他

就
職ゼ

ミナ
ールPasso a Passo障がいがある方専門の

就職支援を利用してみませんか？

『就職ゼミナール
 Passo a Passo』

ってどんなところなの！？

岡崎市指定 就労移行支援事業所

コミュニケーションスキルが身につく!Point 1
自分にピッタリの仕事が見つかる!Point 2
気になった企業で職場体験ができる!Point 3

詳しくは
こちら！！

障がい者専用求人
多数ご用意しております

どんなサポートを受けられるの??

利用相談会開催中!!
就職ゼミナールPasso a Passo

岡崎市柱4-2-9　アクティブ72　1-C

☎0564-83-5551担当：加藤

岡崎駅前スクール

お気軽に
お問い合わせください

JR岡崎駅徒歩7分!!

【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▶

フロントマン・事務

Web申し込み
はこちら▼

☎0564-74-7773

時間／ 8：45～17：45（休憩60分）
休日／＜正社員＞日曜日以外に月2回本人の希望日
　　　GW、お盆、年末年始に連休あり
待遇／＜正社員＞昇給あり、賞与年2回、各種社会保険
資格／＜正社員＞要普通自動車運転免許（AT限定不可）

①フロントマン ②事務員

担当／鈴木

正社

給与 月給18万円～ 時給950円～

時間／ 8：45～17：45（休憩60分）
　　　うち1日3時間以上、週3日以上の勤務でOK！！
　　　※時間・曜日は応相談!!
資格／要普通自動車運転免許（AT限定可）
　　　簡単なPC操作が出来る方

リペアガレージ株式会社

【仕事内容】
①お客様対応、整備士への指示（整備日時の調整）
　部品の発注などの手配など
②事務的な作業と営業の補助作業がメインです。
　簡単なPCの入力作業や、書類や部品のお届け
　納車引取りなど
　※重いものを持ったり、危険な作業はありません。

納車引取り（簡単な事務・営業補助）
給与 時給950円～
ア・パ

ア・パ

正社 ア・パ

※試用期間は時給898円

岡崎市滝町山籠135-8

ドライバー 交 制

給与

雑貨・定期便4ｔドライバー

月給25万円～35万円（一律手当含む）

時間／取引先勤務形態による
休日／土（隔週）・日・祝
資格／中型免許
待遇／賞与年2回、制服貸与、
　　　社会保険完備、車通勤可、
　　　交通費規定支給、残業手当あり

リフト免許・中型運転免許
取得支援あり！！
※当社規定による

岡崎市大和町字中切12-5

葵ロジスティクス
☎0564-32-5671

入社1年目 未経験スタート23歳の月収例
月給25万円+残業手当＝月収30万円!!

正社

株式会社 三河営業所

大歓迎！

未経験者異業種からの転職者

ドライバー 交

大型・けん引ドライバー
給与 月給30万円～
正社

勤務地／豊田（営）：豊田市堤町寺池89-1
時間／ 8：00～ 17：00
（夜勤）19：00～ 4：00
休日／土日、長期（トヨタカレンダー）、
　　　隔週土曜昼勤あり
資格／大型orけん引免許
待遇／昇給・賞与有、
　　　各種社保完備、交通費支給

未経験者歓迎！！女性ドライバーも活躍中！
【仕事内容】

工場などの出荷地から、指定された場所への
輸送業務（近距離輸送中心）

※けん引ドライバーは
　昼夜交代制

未経験者歓迎！研修期間あり！

幸田町大字芦谷
字要善13番地夏目運輸（株）

☎0564-62-1371 担当／鈴木

ドライバー 交制

大手自動車メーカ
ーの仕事なので

安定して働けます!!

運転が好き！得意
！

な方集まれ★
運転が好き！得意

！
な方集まれ★

大型トレーラー・キャリアカー

ドライバー正社員

月給 35万円～45万円  ※試用期間3ヶ月あり
休日／隔週土曜・日曜、GW、夏期、年末年始
時間／ 8：00～17：00 他　資格／要けん引免許
待遇／社会保険完備、昇給・賞与年1回、
　　　交通費規定支給、制服貸与、その他諸手当あり

【仕事内容】 トレーラー・キャリアカーで自動車の輸送業務

菱自運輸株式会社 岡崎営業所
岡崎市合歓木町字渡嶋12-1

☎0564-43-6311担当
渡辺

モータープール内の

車両移動パート
アルバイト

時給 1,100円～
休日／隔週土曜・日曜、GW、夏期、年末年始
時間／ 7：45～16：45、20：00～翌5：00　シフト制
資格／要普通自動車免許（AT限定不可）
待遇／社会保険完備、交通費規定支給、制服貸与、その他諸手当あり

【仕事内容】 自動車工場（岡崎市内）で生産された自動車を所定の場所へ移動

東海3県エ
リアでの

輸送業務な
ので

毎日自宅へ
帰れます!!
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