
企業名企業名企業名企業名

((((事業所事業所事業所事業所))))

正社員

アルバイト

業種業種業種業種

職種職種職種職種

香芝市・葛城市

出展

なし

勤務地勤務地勤務地勤務地

株式会社イベント21

求人求人求人求人

形態形態形態形態

香芝：営業部、

WEBマーケティン

グ部

葛城：施工部

成長

できる

挑戦

できる

多様性

地域

密着

香芝市に本社を構え、全国展開して香芝市に本社を構え、全国展開して香芝市に本社を構え、全国展開して香芝市に本社を構え、全国展開して

いる設立いる設立いる設立いる設立32323232年目のイベント会社で年目のイベント会社で年目のイベント会社で年目のイベント会社で

す。す。す。す。

全体の男女比もほぼ全体の男女比もほぼ全体の男女比もほぼ全体の男女比もほぼ1111：：：：1111で、女性で、女性で、女性で、女性

役職者も多く活躍中。奈良県から表役職者も多く活躍中。奈良県から表役職者も多く活躍中。奈良県から表役職者も多く活躍中。奈良県から表

彰いただいたり、その他女性活躍に彰いただいたり、その他女性活躍に彰いただいたり、その他女性活躍に彰いただいたり、その他女性活躍に

関関関関すすすするるるる認認認認定定定定もももも多多多多数数数数いいいいたたたただだだだいいいいてててていいいいまままますすすす。。。。

奈良本社は昨年奈良本社は昨年奈良本社は昨年奈良本社は昨年11111111月に新しくなっ月に新しくなっ月に新しくなっ月に新しくなっ

たばかりです！ぜひ一度あそびに来たばかりです！ぜひ一度あそびに来たばかりです！ぜひ一度あそびに来たばかりです！ぜひ一度あそびに来

てください♪一緒に働きましょう！てください♪一緒に働きましょう！てください♪一緒に働きましょう！てください♪一緒に働きましょう！

【【【【正社員正社員正社員正社員】】】】

勤務地：香芝市または葛城市（職種による）勤務地：香芝市または葛城市（職種による）勤務地：香芝市または葛城市（職種による）勤務地：香芝市または葛城市（職種による）

仕事：仕事：仕事：仕事：

・営業部：レンタル商品の見積作成・手配、イベント会場設営・撤去等・営業部：レンタル商品の見積作成・手配、イベント会場設営・撤去等・営業部：レンタル商品の見積作成・手配、イベント会場設営・撤去等・営業部：レンタル商品の見積作成・手配、イベント会場設営・撤去等

・・・・WEBWEBWEBWEBマーケティング部：自社マーケティング部：自社マーケティング部：自社マーケティング部：自社HPHPHPHP作成・運営等作成・運営等作成・運営等作成・運営等

・施工部：イベント会場設営・撤去、商品メンテナンス、配達等・施工部：イベント会場設営・撤去、商品メンテナンス、配達等・施工部：イベント会場設営・撤去、商品メンテナンス、配達等・施工部：イベント会場設営・撤去、商品メンテナンス、配達等

給与：月給給与：月給給与：月給給与：月給22222222万～万～万～万～

時間：時間：時間：時間：8888：：：：45454545～～～～17171717：：：：45454545（内、休憩時間（内、休憩時間（内、休憩時間（内、休憩時間75757575分）分）分）分）※※※※シフト制シフト制シフト制シフト制

応募先：奈良本社採用担当（電話番号：応募先：奈良本社採用担当（電話番号：応募先：奈良本社採用担当（電話番号：応募先：奈良本社採用担当（電話番号：0745074507450745----77777777----6882688268826882））））

※※※※一部、アルバイト募集あり一部、アルバイト募集あり一部、アルバイト募集あり一部、アルバイト募集あり

企業ＰＲや、応募女性への一言企業ＰＲや、応募女性への一言企業ＰＲや、応募女性への一言企業ＰＲや、応募女性への一言勤務条件（勤務地・仕事・給与・時間・待遇・応募先）勤務条件（勤務地・仕事・給与・時間・待遇・応募先）勤務条件（勤務地・仕事・給与・時間・待遇・応募先）勤務条件（勤務地・仕事・給与・時間・待遇・応募先）

読み取ってね！読み取ってね！読み取ってね！読み取ってね！



企業名企業名企業名企業名

((((事業所事業所事業所事業所))))

パート

業種業種業種業種

職種職種職種職種

香芝市勤務地勤務地勤務地勤務地

社会福祉法人 以和貴会

求人求人求人求人

形態形態形態形態

福祉（知的障がい）

支援員

車通勤可

勤続表彰

制度

未経験

歓迎

以和貴会では、知的障がいのある児以和貴会では、知的障がいのある児以和貴会では、知的障がいのある児以和貴会では、知的障がいのある児

童～成人までを対象にトータル的な童～成人までを対象にトータル的な童～成人までを対象にトータル的な童～成人までを対象にトータル的な

福福福福祉祉祉祉ササササーーーービビビビススススのののの提提提提供供供供をををを行行行行っっっってててていいいいまままますすすす。。。。

20202020～～～～60606060代の幅広い女性が活躍する代の幅広い女性が活躍する代の幅広い女性が活躍する代の幅広い女性が活躍する

職場です！育休を取得された方・子職場です！育休を取得された方・子職場です！育休を取得された方・子職場です！育休を取得された方・子

育て中の方・ダブルワークで働かれ育て中の方・ダブルワークで働かれ育て中の方・ダブルワークで働かれ育て中の方・ダブルワークで働かれ

ている方など・・・働き方も色々。ている方など・・・働き方も色々。ている方など・・・働き方も色々。ている方など・・・働き方も色々。

まずはお話を聞きに来て下さいまずはお話を聞きに来て下さいまずはお話を聞きに来て下さいまずはお話を聞きに来て下さい‼‼‼‼

★募集職種が複数ありますのでご相談下さい！★募集職種が複数ありますのでご相談下さい！★募集職種が複数ありますのでご相談下さい！★募集職種が複数ありますのでご相談下さい！

【【【【入所施設での①支援入所施設での①支援入所施設での①支援入所施設での①支援 ②清掃②清掃②清掃②清掃 ③厨房での皿洗い（朝）③厨房での皿洗い（朝）③厨房での皿洗い（朝）③厨房での皿洗い（朝）】】】】

勤務地：香芝市尼寺勤務地：香芝市尼寺勤務地：香芝市尼寺勤務地：香芝市尼寺616616616616番地番地番地番地

給与：時給給与：時給給与：時給給与：時給950950950950～～～～1050105010501050円円円円

※※※※職種により資格手当等の手当てがつく場合があります。職種により資格手当等の手当てがつく場合があります。職種により資格手当等の手当てがつく場合があります。職種により資格手当等の手当てがつく場合があります。

時間：①時間：①時間：①時間：①9999～～～～15151515時ほか時ほか時ほか時ほか ②②②②9999～～～～15151515時時時時 ③③③③7777時時時時30303030分～分～分～分～9999時時時時

待遇：通勤手当（上限あり）、資格取得補助制度待遇：通勤手当（上限あり）、資格取得補助制度待遇：通勤手当（上限あり）、資格取得補助制度待遇：通勤手当（上限あり）、資格取得補助制度 他他他他

応募：応募：応募：応募：TEL0745TEL0745TEL0745TEL0745----51515151----5115511551155115（採用担当（採用担当（採用担当（採用担当////中山・西原中山・西原中山・西原中山・西原 迄）迄）迄）迄）

企業ＰＲや、応募女性への一言企業ＰＲや、応募女性への一言企業ＰＲや、応募女性への一言企業ＰＲや、応募女性への一言勤務条件（勤務地・仕事・給与・時間・待遇・応募先）勤務条件（勤務地・仕事・給与・時間・待遇・応募先）勤務条件（勤務地・仕事・給与・時間・待遇・応募先）勤務条件（勤務地・仕事・給与・時間・待遇・応募先）

読み取ってね！読み取ってね！読み取ってね！読み取ってね！
出展

なし



企業名企業名企業名企業名

((((事業所事業所事業所事業所))))

正社員

アルバイト

業種業種業種業種

職種職種職種職種

田原本町勤務地勤務地勤務地勤務地

株式会社ハンナ 田原本営業所

求人求人求人求人

形態形態形態形態

乗務員

車通勤

可

短時間

勤務可

普通免

許で可

有給・

賞与有

ハンナでは女性ドライバーが多数在ハンナでは女性ドライバーが多数在ハンナでは女性ドライバーが多数在ハンナでは女性ドライバーが多数在

籍しており、子育てしながら働く籍しており、子育てしながら働く籍しており、子育てしながら働く籍しており、子育てしながら働く

パートのママさんもいます♪パートのママさんもいます♪パートのママさんもいます♪パートのママさんもいます♪

ワークライフバランスを重要視してワークライフバランスを重要視してワークライフバランスを重要視してワークライフバランスを重要視して

いる企業なので、ひとりひとりにいる企業なので、ひとりひとりにいる企業なので、ひとりひとりにいる企業なので、ひとりひとりに

合った働き方を提供いたします！合った働き方を提供いたします！合った働き方を提供いたします！合った働き方を提供いたします！

勤務地：奈良県磯城郡田原本町鍵勤務地：奈良県磯城郡田原本町鍵勤務地：奈良県磯城郡田原本町鍵勤務地：奈良県磯城郡田原本町鍵54545454番地番地番地番地

仕事内容：普通免許で乗れる車で仕事内容：普通免許で乗れる車で仕事内容：普通免許で乗れる車で仕事内容：普通免許で乗れる車で日日日日用用用用品品品品のののの配送配送配送配送をしていただきをしていただきをしていただきをしていただき

ます。ます。ます。ます。

給与：給与：給与：給与：正正正正社社社社員員員員→→→→22222222～～～～27272727万万万万円円円円

アアアアルバイトルバイトルバイトルバイト→→→→900900900900円以上円以上円以上円以上

勤務時間：勤務時間：勤務時間：勤務時間：4444：：：：00000000～～～～15151515：：：：00000000（（（（正正正正社社社社員員員員））））毎週日曜日毎週日曜日毎週日曜日毎週日曜日お休お休お休お休みみみみ

8888：：：：30303030～～～～15151515：：：：30303030（（（（アアアアルバイト）ルバイト）ルバイト）ルバイト）週週週週3333日日日日～勤務～勤務～勤務～勤務可能可能可能可能

待遇：待遇：待遇：待遇：有有有有給・給・給・給・賞賞賞賞与あり（与あり（与あり（与あり（正正正正社社社社員員員員に限る）に限る）に限る）に限る）

応募先：応募先：応募先：応募先：公式公式公式公式HPHPHPHPの応募フの応募フの応募フの応募フォォォォーーーームムムム・・・・電電電電話話話話受付受付受付受付（（（（0742074207420742----63636363----

8888777788887777））））

企業ＰＲや、応募女性への一言企業ＰＲや、応募女性への一言企業ＰＲや、応募女性への一言企業ＰＲや、応募女性への一言勤務条件（勤務地・仕事・給与・時間・待遇・応募先）勤務条件（勤務地・仕事・給与・時間・待遇・応募先）勤務条件（勤務地・仕事・給与・時間・待遇・応募先）勤務条件（勤務地・仕事・給与・時間・待遇・応募先）

読み取ってね！読み取ってね！読み取ってね！読み取ってね！
出展

なし



企業名企業名企業名企業名

((((事業所事業所事業所事業所))))

正社員

業種業種業種業種

職種職種職種職種

田原本町勤務地勤務地勤務地勤務地

株式会社ハンナ 田原本営業所

求人求人求人求人

形態形態形態形態

整備士

車通勤

可

短時間

勤務可

普通免

許で可

有給・

賞与有

過去過去過去過去には女性には女性には女性には女性整備士整備士整備士整備士も働いていましも働いていましも働いていましも働いていまし

た♪た♪た♪た♪

ワークライフバランスを重要視してワークライフバランスを重要視してワークライフバランスを重要視してワークライフバランスを重要視して

いる企業なので、ひとりひとりにいる企業なので、ひとりひとりにいる企業なので、ひとりひとりにいる企業なので、ひとりひとりに

合った働き方を提供いたします！合った働き方を提供いたします！合った働き方を提供いたします！合った働き方を提供いたします！

勤務地：奈良県磯城郡田原本町鍵勤務地：奈良県磯城郡田原本町鍵勤務地：奈良県磯城郡田原本町鍵勤務地：奈良県磯城郡田原本町鍵54545454番地番地番地番地

仕事内容：タイ仕事内容：タイ仕事内容：タイ仕事内容：タイヤ交換ヤ交換ヤ交換ヤ交換・・・・オオオオイルイルイルイル交換交換交換交換を行っていただきます。を行っていただきます。を行っていただきます。を行っていただきます。

給与：給与：給与：給与：正正正正社社社社員員員員→→→→19191919～～～～35353535万万万万円円円円

勤務時間：勤務時間：勤務時間：勤務時間：9999：：：：00000000～～～～11118888：：：：00000000（（（（正正正正社社社社員員員員））））週週週週休休休休2222日日日日制制制制

待遇：待遇：待遇：待遇：有有有有給・給・給・給・賞賞賞賞与あり（与あり（与あり（与あり（正正正正社社社社員員員員に限る）に限る）に限る）に限る）

応募先：応募先：応募先：応募先：公式公式公式公式HPHPHPHPの応募フの応募フの応募フの応募フォォォォーーーームムムム・・・・電電電電話話話話受付受付受付受付（（（（0742074207420742----63636363----

8888777788887777））））

企業ＰＲや、応募女性への一言企業ＰＲや、応募女性への一言企業ＰＲや、応募女性への一言企業ＰＲや、応募女性への一言勤務条件（勤務地・仕事・給与・時間・待遇・応募先）勤務条件（勤務地・仕事・給与・時間・待遇・応募先）勤務条件（勤務地・仕事・給与・時間・待遇・応募先）勤務条件（勤務地・仕事・給与・時間・待遇・応募先）

読み取ってね！読み取ってね！読み取ってね！読み取ってね！
出展

なし



企業名企業名企業名企業名

((((事業所事業所事業所事業所))))

パート

アルバイト

業種業種業種業種

職種職種職種職種

奈良市勤務地勤務地勤務地勤務地

株式会社ワールド・ヘリテイジ

(ホテルアジール・奈良)

求人求人求人求人

形態形態形態形態

①ホテルフロント

スタッフ

②レストランスタッ

フ

女性

活躍中

駅チカ

和気あ

いあい

自転車

通勤可

女性の女性の女性の女性の経営経営経営経営者で、女性の者で、女性の者で、女性の者で、女性の管理管理管理管理職も多職も多職も多職も多

く、女性が働きやすい職場をく、女性が働きやすい職場をく、女性が働きやすい職場をく、女性が働きやすい職場を

目目目目指指指指しています！しています！しています！しています！

JRJRJRJR奈良奈良奈良奈良駅駅駅駅とととと近鉄近鉄近鉄近鉄奈良奈良奈良奈良駅駅駅駅のののの両両両両方から方から方から方から

徒歩徒歩徒歩徒歩5555分分分分ぐぐぐぐらいでらいでらいでらいで駅近駅近駅近駅近！！！！！！！！

①ホテルのフロント業務①ホテルのフロント業務①ホテルのフロント業務①ホテルのフロント業務 ・フロント接客、チェックイン、チェックアウ・フロント接客、チェックイン、チェックアウ・フロント接客、チェックイン、チェックアウ・フロント接客、チェックイン、チェックアウ

ト業務ト業務ト業務ト業務 ・電話予約応対・電話予約応対・電話予約応対・電話予約応対 ・その付帯業務・その付帯業務・その付帯業務・その付帯業務

シフト例：シフト例：シフト例：シフト例：7777時～時～時～時～13131313時、時、時、時、9999時～時～時～時～15151515時、時、時、時、15151515時～時～時～時～22222222時時時時 (※(※(※(※ご相談可ご相談可ご相談可ご相談可))))

時給：時給：時給：時給：950950950950円～円～円～円～1200120012001200円円円円

②ホテルレストラン業務、料理出し、片付け（洗い場）、セッティング②ホテルレストラン業務、料理出し、片付け（洗い場）、セッティング②ホテルレストラン業務、料理出し、片付け（洗い場）、セッティング②ホテルレストラン業務、料理出し、片付け（洗い場）、セッティング

シフト例：夕食対応シフト例：夕食対応シフト例：夕食対応シフト例：夕食対応17171717時～時～時～時～22222222時時時時 朝食対応朝食対応朝食対応朝食対応6666時～時～時～時～10101010時（時（時（時（※※※※ご相談可）ご相談可）ご相談可）ご相談可）

時給：時給：時給：時給：900900900900円～円～円～円～1200120012001200円円円円

応募先：応募先：応募先：応募先：ホテルアジール・奈良ホテルアジール・奈良ホテルアジール・奈良ホテルアジール・奈良 TELTELTELTEL：：：：0742074207420742----22222222----2577257725772577担当：イバ担当：イバ担当：イバ担当：イバ

企業ＰＲや、応募女性への一言企業ＰＲや、応募女性への一言企業ＰＲや、応募女性への一言企業ＰＲや、応募女性への一言勤務条件（勤務地・仕事・給与・時間・待遇・応募先）勤務条件（勤務地・仕事・給与・時間・待遇・応募先）勤務条件（勤務地・仕事・給与・時間・待遇・応募先）勤務条件（勤務地・仕事・給与・時間・待遇・応募先）

読み取ってね！読み取ってね！読み取ってね！読み取ってね！
出展

なし



企業名企業名企業名企業名

((((事業所事業所事業所事業所))))

パート

アルバイト

業種業種業種業種

職種職種職種職種

奈良市勤務地勤務地勤務地勤務地

株式会社ワールド・ヘリテイジ

(ホテルアジール・奈良アネックス)

求人求人求人求人

形態形態形態形態

①ホテルフロント

スタッフ

②レストランスタッ

フ

女性

活躍中

丁寧な

指導

和気あ

いあい

自動車

通勤可

女性の女性の女性の女性の経営経営経営経営者で、者で、者で、者で、

女性が働きやすい職場を女性が働きやすい職場を女性が働きやすい職場を女性が働きやすい職場を

目目目目指指指指しています！しています！しています！しています！

自動自動自動自動車通勤車通勤車通勤車通勤可能可能可能可能でお子でお子でお子でお子様様様様のののの送迎送迎送迎送迎の間の間の間の間

にも勤務にも勤務にも勤務にも勤務可能可能可能可能！！！！！！！！

①ホテルのフロント業務①ホテルのフロント業務①ホテルのフロント業務①ホテルのフロント業務 ・フロント接客、チェックイン、チェックアウ・フロント接客、チェックイン、チェックアウ・フロント接客、チェックイン、チェックアウ・フロント接客、チェックイン、チェックアウ

ト業務ト業務ト業務ト業務 ・電話予約応対・電話予約応対・電話予約応対・電話予約応対 ・その付帯業務・その付帯業務・その付帯業務・その付帯業務

シフト例：シフト例：シフト例：シフト例：9999時～時～時～時～18181818時、時、時、時、13131313時～時～時～時～22222222時時時時 (※(※(※(※ご相談可ご相談可ご相談可ご相談可))))

時給：時給：時給：時給：950950950950円～円～円～円～1,2001,2001,2001,200円円円円

②ホテルレストラン業務、料理出し、セッティング②ホテルレストラン業務、料理出し、セッティング②ホテルレストラン業務、料理出し、セッティング②ホテルレストラン業務、料理出し、セッティング

シフト例：朝食対応シフト例：朝食対応シフト例：朝食対応シフト例：朝食対応6666時～時～時～時～10101010時時時時 昼食対応昼食対応昼食対応昼食対応10101010時～時～時～時～15151515時時時時

夕食対応夕食対応夕食対応夕食対応17171717時～時～時～時～22222222時（時（時（時（※※※※勤務時間ご相談可）勤務時間ご相談可）勤務時間ご相談可）勤務時間ご相談可）

時給：時給：時給：時給：950950950950円～円～円～円～1,2001,2001,2001,200円円円円

応募先：応募先：応募先：応募先：ホテルアジール・奈良アネックスホテルアジール・奈良アネックスホテルアジール・奈良アネックスホテルアジール・奈良アネックス TELTELTELTEL：：：：0742074207420742----32323232----2577(2577(2577(2577(坂坂坂坂

本本本本))))

企業ＰＲや、応募女性への一言企業ＰＲや、応募女性への一言企業ＰＲや、応募女性への一言企業ＰＲや、応募女性への一言勤務条件（勤務地・仕事・給与・時間・待遇・応募先）勤務条件（勤務地・仕事・給与・時間・待遇・応募先）勤務条件（勤務地・仕事・給与・時間・待遇・応募先）勤務条件（勤務地・仕事・給与・時間・待遇・応募先）

読み取ってね！読み取ってね！読み取ってね！読み取ってね！
出展

なし



企業名企業名企業名企業名

((((事業所事業所事業所事業所))))

正社員

業種業種業種業種

職種職種職種職種

奈良市勤務地勤務地勤務地勤務地

株式会社ワールド・ヘリテイジ

(ホテルアジール・奈良アネックス)

求人求人求人求人

形態形態形態形態

①ホテルフロントス

タッフ

②宿泊予約スタッフ

女性

活躍中

丁寧な

指導

和気あ

いあい

自動車

通勤可

女性の女性の女性の女性の経営経営経営経営者で、者で、者で、者で、

女性が働きやすい職場を女性が働きやすい職場を女性が働きやすい職場を女性が働きやすい職場を

目目目目指指指指しています！しています！しています！しています！

自動自動自動自動車通勤車通勤車通勤車通勤可可可可

①ホテルのフロント業務①ホテルのフロント業務①ホテルのフロント業務①ホテルのフロント業務 ・フロント接客、チェックイン、チェックアウ・フロント接客、チェックイン、チェックアウ・フロント接客、チェックイン、チェックアウ・フロント接客、チェックイン、チェックアウ

ト業務ト業務ト業務ト業務 ・電話予約応対・電話予約応対・電話予約応対・電話予約応対 ・その付帯業務・その付帯業務・その付帯業務・その付帯業務

シフト例：シフト例：シフト例：シフト例：9999時～時～時～時～18181818時、時、時、時、13131313時～時～時～時～22222222時時時時 (※(※(※(※ご相談可ご相談可ご相談可ご相談可))))

月給月給月給月給18181818万円～万円～万円～万円～30303030万円（経験による）万円（経験による）万円（経験による）万円（経験による）

②ホテルの予約業務・パソコン入力業務・電話予約応対・その他宿泊に②ホテルの予約業務・パソコン入力業務・電話予約応対・その他宿泊に②ホテルの予約業務・パソコン入力業務・電話予約応対・その他宿泊に②ホテルの予約業務・パソコン入力業務・電話予約応対・その他宿泊に

関わる業務関わる業務関わる業務関わる業務

シフト例：シフト例：シフト例：シフト例：9999時～時～時～時～18181818時、時、時、時、13131313時～時～時～時～22222222時時時時(※(※(※(※ご相談可ご相談可ご相談可ご相談可))))

月給月給月給月給18181818万円～万円～万円～万円～30303030万円（経験による）万円（経験による）万円（経験による）万円（経験による）

応募先：応募先：応募先：応募先：ホテルアジール・奈良アネックスホテルアジール・奈良アネックスホテルアジール・奈良アネックスホテルアジール・奈良アネックス TELTELTELTEL：：：：0742074207420742----32323232----2577257725772577((((坂坂坂坂

本本本本))))

企業ＰＲや、応募女性への一言企業ＰＲや、応募女性への一言企業ＰＲや、応募女性への一言企業ＰＲや、応募女性への一言勤務条件（勤務地・仕事・給与・時間・待遇・応募先）勤務条件（勤務地・仕事・給与・時間・待遇・応募先）勤務条件（勤務地・仕事・給与・時間・待遇・応募先）勤務条件（勤務地・仕事・給与・時間・待遇・応募先）

読み取ってね！読み取ってね！読み取ってね！読み取ってね！
出展

なし



企業名企業名企業名企業名

((((事業所事業所事業所事業所))))

企業イメージ・写真

パート

アルバイト

業種業種業種業種

職種職種職種職種

企業ＰＲや、応募女性への一言企業ＰＲや、応募女性への一言企業ＰＲや、応募女性への一言企業ＰＲや、応募女性への一言勤務条件（勤務地・仕事・給与・時間・待遇・応募先）勤務条件（勤務地・仕事・給与・時間・待遇・応募先）勤務条件（勤務地・仕事・給与・時間・待遇・応募先）勤務条件（勤務地・仕事・給与・時間・待遇・応募先）

奈良市勤務地勤務地勤務地勤務地

株式会社ワールド・ヘリテイジ

(なら和み館)

求人求人求人求人

形態形態形態形態

①物販スタッフ

②レストランスタッフ

③弁当スタッフ

勤務地：奈良市勤務地：奈良市勤務地：奈良市勤務地：奈良市

仕事：仕事：仕事：仕事： ①①①①商品商品商品商品のののの陳列，レジ陳列，レジ陳列，レジ陳列，レジ業務業務業務業務，，，，在在在在庫管理，ディ庫管理，ディ庫管理，ディ庫管理，ディススススプレプレプレプレイイイイ

②②②②レレレレストラン・ストラン・ストラン・ストラン・カカカカフフフフェェェェでのでのでのでのホホホホールサービス業務ールサービス業務ールサービス業務ールサービス業務

③③③③弁弁弁弁当の仕分当の仕分当の仕分当の仕分け，販売，配達け，販売，配達け，販売，配達け，販売，配達等等等等

給与：時給：給与：時給：給与：時給：給与：時給：900900900900円～円～円～円～1111,,,,200200200200円円円円

時間：時間：時間：時間：シシシシフト制フト制フト制フト制 ①①①①9999::::30303030～～～～14141414::::30303030，，，，12121212::::30303030～～～～17171717::::30303030

②②②②9999::::30303030～～～～21212121::::00000000の間のの間のの間のの間の5555 時間時間時間時間程程程程度度度度

③③③③8:8:8:8:30303030～～～～14141414::::00000000までのまでのまでのまでの4444～～～～5555時間時間時間時間程程程程度度度度))))

待遇：待遇：待遇：待遇：交交交交通通通通費費費費月月月月3333万万万万円迄支給円迄支給円迄支給円迄支給，，，，バイクバイクバイクバイク････自転自転自転自転車通勤車通勤車通勤車通勤可，昇可，昇可，昇可，昇給給給給有有有有

応募先：なら和応募先：なら和応募先：なら和応募先：なら和み館み館み館み館 TEL0742TEL0742TEL0742TEL0742----21212121----7530753075307530 担当：担当：担当：担当：ヤヤヤヤママママヂヂヂヂ

世界遺産にほど近い立地で、奈良の

土産物屋として『和』と『奈良』に

こだわった”なら和み館”。土産物

約2000品目の品揃えのほか、団体

レストランでは約300名程ご利用で

きる広い会場もなら和み館の自慢の

ひとつです。

20代～50代のスタッフ活躍中です!!

接客が好きな方、笑顔が素敵な方

お待ちしています!!

読み取ってね！読み取ってね！読み取ってね！読み取ってね！
女性

活躍中

和気

あいあい

未経験者

歓迎

Wワーク

OK

出展

なし



企業名企業名企業名企業名

((((事業所事業所事業所事業所))))

パート

アルバイト

業種業種業種業種

職種職種職種職種

奈良市勤務地勤務地勤務地勤務地

株式会社ワールド・ヘリテイジ

(Lunch&Cafe鹿珈(ロカ))

求人求人求人求人

形態形態形態形態

①ホールスタッフ

②キッチンスタッフ

女性

活躍中

未経験者

歓迎

丁寧な

指導

奈良公園バスターミナルに奈良公園バスターミナルに奈良公園バスターミナルに奈良公園バスターミナルに2022202220222022年年年年4444月月月月

にオープンしたにオープンしたにオープンしたにオープンした『『『『ロロロローーーーカカカカルルルルででででロロロローーーーカカカカーーーーボボボボ

ななななLaunch&cafeLaunch&cafeLaunch&cafeLaunch&cafe鹿珈鹿珈鹿珈鹿珈((((ロカロカロカロカ))))』』』』。。。。奈奈奈奈良良良良のののの地地地地

域域域域食食食食材材材材をををを生生生生かかかかししししたたたた健健健健康康康康的的的的なななな食食食食材材材材をををを提提提提供供供供しししし

ていますていますていますています。。。。地地地地域域域域のののの食食食食材材材材をををを楽楽楽楽ししししむむむむだだだだけけけけででででなななな

くくくく、、、、奈奈奈奈良良良良をををを始始始始ままままりりりりのののの地地地地ととととすすすするるるる古古古古くくくくかかかかららららのののの

食文化食文化食文化食文化、、、、現現現現代代代代のののの生生生生産産産産者者者者ささささんんんんのののの思思思思いいいいをををを知知知知っっっっ

てもらうことことでてもらうことことでてもらうことことでてもらうことことで、、、、奈奈奈奈良良良良でででで持持持持続続続続ししししててててきききき

たたたた『『『『食の物語食の物語食の物語食の物語』』』』をををを伝伝伝伝ええええたたたたいいいいととととススススタタタタッッッッフフフフ一一一一

丸となって頑張っています丸となって頑張っています丸となって頑張っています丸となって頑張っています。。。。

勤務地：奈良市勤務地：奈良市勤務地：奈良市勤務地：奈良市

仕事：①仕事：①仕事：①仕事：①接客接客接客接客・・・・配膳配膳配膳配膳・・・・レジレジレジレジなどなどなどなど

②②②②調理調理調理調理補助補助補助補助．．．．洗い洗い洗い洗い物物物物などなどなどなど

給与：時給給与：時給給与：時給給与：時給900900900900円～円～円～円～1111,,,,200200200200円円円円((((随随随随時時時時昇昇昇昇給給給給有有有有※※※※経験経験経験経験････能力能力能力能力によるによるによるによる))))

時間：時間：時間：時間：シシシシフト制フト制フト制フト制 10101010時～時～時～時～11118888時の間で時の間で時の間で時の間で3333時間時間時間時間程程程程度度度度

週週週週2222日日日日～応相談～応相談～応相談～応相談

待遇：待遇：待遇：待遇：交交交交通通通通費費費費月月月月3333万万万万円迄支給円迄支給円迄支給円迄支給，，，，WWWWワークワークワークワークOKOKOKOK

応募先：なら和応募先：なら和応募先：なら和応募先：なら和み館み館み館み館 TEL0742TEL0742TEL0742TEL0742----21212121----7530753075307530 担当：担当：担当：担当：ヤヤヤヤママママヂヂヂヂ

企業ＰＲや、応募女性への一言企業ＰＲや、応募女性への一言企業ＰＲや、応募女性への一言企業ＰＲや、応募女性への一言勤務条件（勤務地・仕事・給与・時間・待遇・応募先）勤務条件（勤務地・仕事・給与・時間・待遇・応募先）勤務条件（勤務地・仕事・給与・時間・待遇・応募先）勤務条件（勤務地・仕事・給与・時間・待遇・応募先）

読み取ってね！読み取ってね！読み取ってね！読み取ってね！
扶養範囲

内OK

出展

なし



企業名企業名企業名企業名

((((事業所事業所事業所事業所))))

業種業種業種業種

職種職種職種職種

勤務地勤務地勤務地勤務地

求人求人求人求人

形態形態形態形態

企業ＰＲや、応募女性への一言企業ＰＲや、応募女性への一言企業ＰＲや、応募女性への一言企業ＰＲや、応募女性への一言勤務条件（勤務地・仕事・給与・時間・待遇・応募先）勤務条件（勤務地・仕事・給与・時間・待遇・応募先）勤務条件（勤務地・仕事・給与・時間・待遇・応募先）勤務条件（勤務地・仕事・給与・時間・待遇・応募先）

読み取ってね！読み取ってね！読み取ってね！読み取ってね！
生駒郡 安堵町

株式会社ワールド・ヘリテイジ

(うぶすなの郷TOMIMOTO)

自由

シフト

女性

活躍中

未経験

者歓迎

車

通勤可

パート

アルバイト

料飲スタッフ

勤務地：勤務地：勤務地：勤務地：生駒生駒生駒生駒郡郡郡郡安堵安堵安堵安堵町町町町

仕事：仕事：仕事：仕事：ホテホテホテホテルルルルレレレレストラン業務ストラン業務ストラン業務ストラン業務

（（（（料理出料理出料理出料理出し、し、し、し、片付け片付け片付け片付け（洗い場）、（洗い場）、（洗い場）、（洗い場）、セッティセッティセッティセッティンンンンググググ））））

時給：時給：時給：時給：900900900900～～～～1111,,,,000000000000円円円円

時間：時間：時間：時間：シシシシフト制フト制フト制フト制 ①ラン①ラン①ラン①ランチチチチ対応対応対応対応▶▶▶▶10101010::::00000000～～～～16161616::::00000000

②②②②ディディディディナー対応ナー対応ナー対応ナー対応▶▶▶▶17171717::::00000000～～～～21212121::::00000000

応募先：う応募先：う応募先：う応募先：うぶぶぶぶすなのすなのすなのすなの郷郷郷郷TTTTOMIMOOMIMOOMIMOOMIMOTTTTOOOO

TELTELTELTEL：：：：0743074307430743----56565656----3333888855555555 担当：担当：担当：担当：チェチェチェチェ

近近近近代代代代陶芸陶芸陶芸陶芸のののの巨匠巨匠巨匠巨匠のののの生家生家生家生家ををををリノリノリノリノベーベーベーベー

ショショショションした全ンした全ンした全ンした全2222部屋部屋部屋部屋の人の人の人の人気ホテ気ホテ気ホテ気ホテルルルル!!!!

一一一一見敷居見敷居見敷居見敷居がががが高高高高そうにそうにそうにそうに見見見見えますが、えますが、えますが、えますが、

気気気気さくなスタさくなスタさくなスタさくなスタッッッッフばかりでフばかりでフばかりでフばかりで

居心居心居心居心地バ地バ地バ地バツグツグツグツグンンンン

◎楽◎楽◎楽◎楽しい職場ですしい職場ですしい職場ですしい職場です!!!!!!!!

出展

なし


