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万代口より徒歩 5分！

日給 2万円以上の高収入！先輩の 9割は未経
験スタートです。資格取得可能！
【内容】日常生活をアシスタント（介助）する
　　　　スタッフを募集。待機中も給与が発生。
【給与】①日給 2万 580 円　②日給 1万 4,700 円
【資格】無資格・未経験者歓迎
　　　　※ 22：00 ～翌 5：00（夜勤）は 18 歳以上
【時間】① 19：00 ～翌 9：00（実働 8h）
　　 　② 10：00 ～ 18：30（実働 6.5h、待機 2h）
【勤務地】○○市

一般社団法人サンプル新潟センター
〒 000-0000 新潟市○区
TEL.000-0000-0000
受付 平日 10：00 ～ 18：00

万代口より徒歩 5分！車通勤可 !

飲食店は人が大事！だから経験不問！
万代口から徒歩 5分で通勤もラクラク♪
【内容】①オーダー、料理提供、接客、清掃など
　　  　②キッチン業務全般
【給与】正社員／月給 180,000 円～ 210,000 円
　 　　アルバイト／時給 810 円～☆昇給あり
【資格】経験不問※ 22 時以降は 18 歳以上
【時間】①正社員／ 10：00 ～ 23：00（シフト制）
　 　　② 10：00 ～ 18：30（実働 6.5h、待機 2h）
【勤務地】○○市

サンプルランチ
〒 000-0000 新潟市○区
TEL.000-0000-0000
受付 平日 10：00 ～ 18：00

①足場作業員②解体、土木作業員
日払い・週払い相談OK！新支店開設！オープ
ニングスタッフ大募集！
【内容】①足場の組立・解体
　　　 ②建物解体又は土木作業
【給与】①日給 11,000 ～ 14,000 円
　　　 ② 10,000 ～ 13,000 円
　　　 ☆日払・週払い相談OK！
【資格】経験・年齢・学歴不問
【時間】8：00 ～ 17：00 ☆週 1日でもOK！
【勤務地】○○市

サンプル産業株式会社
〒 000-0000 新潟市○区
TEL.000-0000-0000
受付 平日 10：00 ～ 18：00

羽越本線「金塚駅」より徒歩 7分
日給 2万円以上の高収入！先輩の 9割は未経
験スタートです。アルバイトから始め公的資格
取得可能！
【内容】日常生活をアシスタント（介助）する
　　　　スタッフを募集。待機中も給与が発生。
【給与】①日給 2万 580 円　②日給 1万 4,700 円
【資格】無資格・未経験者歓迎
　　　　※ 22：00 ～翌 5：00（夜勤）は 18 歳以上
【時間】① 19：00 ～翌 9：00（実働 8h）
　　 　② 10：00 ～ 18：30（実働 6.5h、待機 2h）
【勤務地】○○市
一般社団法人サンプル新潟センター
〒 000-0000 新潟市○区
TEL.000-0000-0000
受付 平日 10：00 ～ 18：00

勤務地複数！ご相談ください！
「○○先生！」と呼ばれるオシゴト！
得意教科のみの指導でOK！

【内容】小・中・高校生の熟生徒への指導
【給与】1 コマ（90 分）1,500 円～ 2,000 円
【資格】専門・短大・大学生、社会人の方も歓迎
【時間】平日 16：00 ～ 21：00 
　　　 土曜 10：30 ～ 19：25
　　　 ☆時間内 1日 1コマ～OK！週 1日～OK！
【勤務地】新発田市～新潟市全域

個別指導 新潟サンプル塾
〒 000-0000 新潟市○区
TEL.000-0000-0000
受付 平日 10：00 ～ 18：00

テレフォンアポインター   
経験や資格は一切不要！マニュアルがあるの
で安心♪幅広い年代のスタッフが活躍中！

【内容】不動産売買にご興味をお持ちのお客様へ電話に
てご案内をした上で、アポイントを頂くお仕事です。
☆頂いたアポイントには営業スタッフが訪問いたしま
す！
【給与】時給 1,200 円～ 1,700 円※能力による
【資格】経験や年齢は問いません！不動産の知識がなく
　　　 ても、わかりやすいマニュアルがあるので安心
　　　 してスタートできます♪
【時間】9：00 ～ 18：00 の間で 1日 5時間～OK♪
　　　 ※週 3日以上勤務可能な方
　　　※時間・曜日は相談に応じます
【勤務地】○○市
【休日】　日曜・祝日、他応相談
【待遇】交通費実費支給・車通勤可・試用期間 2ヶ月

株式会社サンプル不動産
〒 000-0000 新潟市○区
TEL.000-0000-0000
受付 平日 10：00 ～ 18：00

コンビニの店舗スタッフ  |  市内 3店舗同時募集！マイカー通勤可♪

コンビニの店舗スタッフ。接客スキルも身に
つき、やりがいも充分なお仕事です！

【内容】店内のレジ、商品陳列、整理、店内外の清掃及
　　　 び商品は中業務を担当
【給与】月給 170,000 円～ 180,000 円
　　　（職責手当 10,000 円含む）
【資格】高校卒業以上、経験不問・未経験者歓迎、要普
　　　 通自動車免許、18 歳以上（省令 2号）
【時間】6：00 ～ 15：00 ／ 14：00 ～ 23：00
　　　23：00 ～ 8：00 の 3シフトをローテーション昼
　　　間 3日、夜間 2日の週 5勤務
【勤務地】新潟○○店、新潟○団地店・新潟○○○店
【休日】　週休 2日シフト制、年間休日 105 日
【待遇】各種社会保険完備・制服貸与・交通費実費支給（月
3,500 円まで）・試用期間 3ヶ月あり（同条件）

サンプルマート（代表：新潟○○店）
〒 000-0000 新潟市○区
TEL.000-0000-0000
受付 平日 10：00 ～ 18：00

日払い・週払い相談OK！

ガソリンスタンドスタッフ大募集！

日払い・週払い相談OK！
新支店開設！オープニングスタッフ大募集！

夜勤手当 1回 8,000 円で好待遇を実現！評価制度で頑張りを評価します♪
正社員登用有！無資格・未経験者の方からの応募も大歓迎！
☆人が好きな方！高齢者と接するのが好きな方も大歓迎です！

ガソリンスタンドスタッフ大募集！ 1日 5h、週 3日～相談OKです♪ご都合の良い時間でご相談
ください。学生さん～フリーターさんまで活躍中☆高時給のお仕事です！

しっかり稼ぎたい方にもおすすめです！車の知識や経験は不要！
男女共に活躍できる職場です！

【内容】建設現場での各作業をしていただきます。
　　　   ①足場の組立・解体②建物解体又は土木作業
【給与】①日給 11,000 ～ 14,000 円
                ② 10,000 ～ 13,000 円☆日払・週払い相談OK！
【資格】経験・年齢・学歴不問☆未経験者 歓迎
               長期勤務希望者 大歓迎☆フリーター歓迎！
               W ワークOK！短期OK！
【時間】8：00 ～ 17：00 ☆週 1日でもOK！日数相談
OK！☆残業はほぼありません！
【勤務地】各現場
【休日】　日曜・他、応相談
【待遇】各種社会保険完備・能力や資格に応じて随時昇給

サンプル産業株式会社
〒 000-0000 新潟市○区
TEL.000-0000-0000
受付 平日 10：00 ～ 18：00

【内容】   ガソリンスタンドでの接客・給油・販売

【給与】   時給 950 円～（高校生 900 円）
　　　   ※ 22 時以降は時給 1,188 円～
【資格】◆未経験者大歓迎

　　　 ◆ 22 時以降の勤務は 18 歳以上

               ◆車の知識がない方もOK

【時間】24 時間の中で応相談『シフト例』

               ① 10：00 ～ 15：00 ② 12：00 ～ 18：00

               ③ 8：00 ～ 18：00 ④ 22：00 ～翌 8：00

               ⑤ 20：00 ～翌 8：00

               ☆シフト時間の一例です。

               ご希望の時間で 1日 5時間～相談可

               ☆時間問わず、フルタイムで働けるという

               方は大歓迎です。

【休日】　シフト制（応相談）

【待遇】  交通費支給・車通勤OK!・昇給あり

               制服貸与・社員登用制度あり 株式会社サンプルエネルギー 新潟スタンド
〒 000-0000 新潟市○区
TEL.000-0000-0000
受付 平日 10：00 ～ 18：00

介護職 |8 施設にてパート社員大募集！

【内容】歩行・入浴・食事介助

【給与】時給 930 円～ 1,030 円
            　☆介護福祉士手当 40 円／時給☆夜勤手当 8,000 円／ 1回
                ＜収入例：週 5日、8時間勤務の場合＝ 152,000 円！＞
【資格】18 歳以上（深夜勤務がある為）☆無資格・未経験者歓迎

　　 　☆要普通自動車免許（AT限定可）

【時間】≪デイサービス≫ 7：30 ～ 18：00 内でシフト制

　　　  ≪グループホーム≫ 7：30 ～ 19：00 内でシフト制

 　　　≪（看護・小規模）多機能ホーム≫ 7：30 ～ 19：00 内

　　　 でシフト制（早・遅番）

　　　 ☆ 1日実働 8h内、週 2日以上で応相談☆グループホーム、

　　　（看護・小規模）多機能ホームでの勤務の場合、希望により

　　　夜勤シフトも可能です。（夜勤／ 16：30 ～ 9：30）

【勤務地】新潟○○店、新潟○団地店・新潟○○○店

【休日】　応相談（土日祝含めたシフト制）

【待遇】各種保険有（就労時間による）、昇給あり、車通勤可、

　　　 正社員登用有 サンプル産業株式会社
〒 000-0000 新潟市○区
TEL.000-0000-0000
受付 平日 10：00 ～ 18：00

イタリアン ホールスタッフ福祉スタッフ
JR「越後石山駅」より車で約 3分

小・中・高 個別指導塾講師

 安心・安全を守るお仕事です
20 代～ 60 代まで幅広く活躍中！
長期勤務できる方大歓迎！

【内容】日土木工事現場や駐車場での交通誘導
【給与】  日給 7,500 円～ 10,000 円
               （経験・能力による）
【資格】経験不問※法令により 18 歳以上
　　　 ☆研修期間／ 10 日～ 2週間程度
【時間】8：00 ～ 17：00（実働 8時間）
【勤務地】新潟市内、他下越エリア

サンプル警備 株式会社
〒 000-0000 新潟市○区
TEL.000-0000-0000
受付 平日 10：00 ～ 18：00

交通誘導警備員

 眼鏡販売スタッフ

業界未経験の方も大歓迎！フルタイム勤務のオ
シゴト！売上登録や視力測定（コンピューター
での測定）もお任せします。

【内容】店内での接客販売や商品管理などのお仕事
【給与】時給 850 円～
【資格】未経験者歓迎※学生不可
【時間】10：00 ～ 19：00 ☆フルタイム勤務
【勤務地】新潟市内、他下越エリア

サンプルメガネ店
〒 000-0000 新潟市○区
TEL.000-0000-0000
受付 平日 10：00 ～ 18：00

新潟駅南口より車で 10分、笹出線沿い！  病院内パン工房スタッフ
患者様や病院関係者の方達に喜ばれています！
未経験・ブランクある方も歓迎！

【内容】病院内パン工房にてパン製造、品出しなど
【給与】 時給 820 円＋交通費規定支給
【資格】未経験・ブランクある方も歓迎！
【時間】平日／ 6：30 ～ 11：00 のうち 4H～
【勤務地】新潟○○病院内パン工房

フードサービスサンプル 株式会社
〒 000-0000 新潟市○区
TEL.000-0000-0000
受付 平日 10：00 ～ 18：00

新潟駅から 10分 ! 

急募

☆日払・週払い相談OK！

新潟求人情報「にいけい JOB」Web からは求人・
企業情報の詳細もご覧になれます。Web応募可！

job.niikei.jp

スマホから仕事探し

にいがた求人情報
正社員・アルバイト・パート・派遣など求人情報が満載です！

job.niikei.jp


