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友だち登録してね!毎週更新中

■学習塾

経 急給下記参照
ア玉城町／個別指導員

週1～6日 PM15：00～21：30の間で1時間～OK!（希望の時間帯）

＊指導時間外の仕事は、時給計算により給与支給しています。

☆40代・50代の指導経験者も歓迎！☆
初めての方からサポート・応援します!【研修期間有】

①小学生コース ②中学生コース ③高校生コース
＊指導経験者優遇/社会人・学校講師・学生も多数活躍中!

1,200円～2,000円

個別指導 〈英語または算数・数学〉

平均時給

やる気と能力次第で給与大幅アップ!

少人数
個別指導専門学 鈴

［応募］まずは、お気軽に
　　　お電話下さい。◎携帯可0120-005-395

（県道37号線サガミから車で2分、伊勢市駅から10分） 

玉城校

個別指導講師小・中学生
高校生対象 数名

※各種手当有
（詳細面談時に）
◎交通費支給

■三重交通グループ 

急時（平日）875円～900円 （土・日・祝）900円～920円
パ伊勢市吹上／ホテル客室整備・清掃

［休日］基本週休2日制（曜日・日数も選べます!）
［待遇］交通費規定支給（お車利用の方は駐車場代補助有）、
　　　有給休暇有、制服貸与

共
通

［応募］2/17（月）より電話受付け致します。まずはお気軽にお電話下さい。

平日9時～17時
担当/山本0120-928-551

三交コミュニティ株式会社
津市丸之内9-18（津丸の内ビル4F）

（平　　日）875円～900円 
（土・日・祝）900円～920円
時
給

勤務日数・曜日等相談可
ホテル客室整備・清掃
①伊勢シティホテル（伊勢市吹上1-11-31）
②伊勢シティホテルアネックス（伊勢市吹上2-5-11）

［時　間］①9：00～15：00の間で5h程度
　　　　②9：30～14：30の間で4.5h

仕事内容

勤務地

土日祝のみ
でも可

未経験者
歓迎

W時平日950円　土日祝1,000円
アパ伊勢市宇治中之切／スイーツの販売・接客

■有限会社みょうこうえん直営

☎0596-28-3963
伊勢市宇治中之切48

土曜日のみ、日曜日のみ、
平日のみ 勤務日時選べます!

［時間］11：00～17：00
　　　 ※勤務時間相談に乗ります。
［時給］平日950円　土日祝1,000円
［待遇］各種社会保険完備・
　　　扶養範囲内の勤務応相談
　　　交通費規定支給・通勤用駐車場完備

追加
募集

販売・接客
内宮おはらい町通り

内容

場所
20代～
50代の
女性活躍中

［応募］まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

■一般廃棄物の収集運搬業

経月［正］25万円～ 時［パ］900円
パ正松阪市上川町／収集運搬

☎0598-61-1877（担当／中村）

松阪市上川町
2739-10有限会社 ダストパン

［応募］まずはお気軽にお電話ください

年齢65歳
まで

（定年のため）運転手募集
25万円～

《職種》廃棄物の収集運搬

［時間］4：30～14：30
［休日］土・日のいずれか
※その他詳細は面談時にお話し致します

月給 研修期間
あり

パート作業員同時募集（助手・場内作業）時給900円

■清掃業

急時 890円～
パ度会郡玉城町／クリーンスタッフ

☎0598-28-7310
〒515-0041 松阪市上川町2711-1

株式会社 アスビル

［時 間］①8：30～（5時間～6時間） ②9：00～（5時間～6時間）
［勤務日］月曜～金曜（会社カレンダーによる）
［待 遇］交通費別途支給（規定あり）、制服貸与、社保有
［応 募］まずはお気軽にお電話下さい!面接は現地にて行います。

玉城町の工場内

急募！！

工場内クリーン
スタッフ募集！女性

活躍中♪ 勤務地

日常清掃職 種

時 給

パート

890円～

■スポーツクラブ

経 急時 1,000円
アパ伊勢市川端町／バス運転手

伊勢市川端町203-2
ベスパスイミングスクール伊勢

スタッフ募集!!スタッフ募集!!

☎0596-25-9911（採用担当まで）
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

ベスパスイミングスクール伊勢ベスパスイミングスクール伊勢

1,000円
［職　種］バス運転手
［仕事内容］お子様を乗せる送迎バスのお仕事です
［資　格］要中型免許（29人乗り） ［勤務日］月曜～金曜
［時　間］14：00～20：00頃

パート アルバイト

入社祝金

※入社1ヶ月後に支給
1万円支給
時 給

■老人福祉・介護事業

給下記参照
パ正度会郡玉城町／介護職員

経

☎0596-58-1197度会郡玉城町宮古字
細谷2331番地1

ショートステイ「柿の葉」

介護職員募集!!

［応募］まずはお気軽にお電話ください。
　　　職場見学もOKです！※事前にご連絡ください。

［時間］相談可（シフト制）　［休日］シフト制 
［待遇］各種社会保険（勤務時間に応ずる）、
　　　賞与年2回、交通費規定支給、車通勤可

［勤務地］ショートステイ「柿の葉」

【正】［月給］170,000円～240,000円
【パ】［時給］900円～1,000円

経験・資格は
不問です！

給
与

［職　種］介護職員（正職員・パート）

度会郡
玉城町（ ）

■プレゼントホテル

急時 880円～
パア伊勢市村松町・度会郡玉城町／ルームメイク

〈内容〉ルームメイク☆簡単なお仕事なのですぐ覚えられますヨ♪
［時給］880円～ 休憩中も時給がつきます!
［時間］9：00～17：00・17：00～24：00
　　　★土日できる方歓迎 ★勤務時間 柔軟に対応します

☎0596-58-4671
［応募］まずはお気軽にお電話ください。

伊勢店受付

勤
務
地 チュ チュ

B○プレゼントホテルChu☆Chu 度会郡玉城町長更772

2店舗同時募集パート・アルバイト

ホテル「きゃんきゃん」がチュチュグループになりました!

A○HOTELJJ（旧 きゃんきゃん）
ジェージェー 伊勢市村松町

1355-5

交通費支給

車通勤可
経月 17万円～20万円 時 900円～1,000円
アパ正鳥羽市鳥羽／一般事務・販売

■商業施設運営業務 http://www.toba1ban.co.jp

鳥羽観光会館ビル株式
会社

☎0599-26-3331鳥羽市鳥羽1丁目2383-13

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。（採用担当／原田迄）

［正・パ］男女不問

［正］月給17万円～20万円
［パ］時給900円～1,000円（試用期間あり）

①一般事務
◎勤務時間・日数応相談（パート・アルバイト）

［待遇］交通費規定内支給、マイカー通勤可、社会保険加入

［正］8：45～17：45
［パ］（a）8：45～17：45 
　　（b）9：00～16：00 ※（a）（b）選択可  時間応相談

正社員・パート・アルバイト

スタッフ募集!!

［内容］文章・資料作成、来客・電話応対

［内容］「鳥羽一番街」における販売業務
②販売 ［パ・ア］男女不問

［時給］900円～1,000円（試用期間あり）

時
間

50代以上の
シニアの方
もOK♪

＊平日勤務、土日勤務応相談

（a）8：45～17：45の間で6H以内
（b）8：45～17：45
時
間
※（a）（b）選択可 ＊土・日のみ平日も可

賞与有

土日出勤
できる方優遇

女性活躍中

急時 950円
パ伊勢市小俣町／おせんべい生地の検品

■菓子（米菓）製造

伊勢市小俣町
相合1306

株式
会社マスヤ
☎0596-22-1022（担当／田端）

［応募］まずはお気軽にお電話ください。
　　　その他詳細は面談時にご説明します。

昼勤時には食堂の温かい定食を、夜勤時には
お弁当（要予約）が330円で食べていただけます！！

米菓生地部門

［職種］おせんべい生地の検品
［時給］950円 ★通勤費別途支給
［時間］　8：00～16：00・16：00～23：00
　　　23：00～翌8：00の交替制
［休日］シフト制

◎座ってできるお仕事です! ◎60歳以上も活躍中!!

常 用
パートさ

ん

募集!!

未経験者
大歓迎!

2/17（月）より受付開始
※月～金 9：00～17：00まで（ ）

給下記参照
正パ契度会郡玉城町世古／ゴルフ場スタッフ

■ゴルフ場

☎0596-58-4141（採用担当／中村）

度会郡玉城町世古1362
http://www.ise-cc.com

［職種］キャディー［正社員］ ［月給］24万円～28万円　
［時間］7：30～16：00内でシフト制
［休日］週休2日のシフト制 ［待遇］退職金制度有、60歳定年制

ゴルフ場スタッフ募集!

各種社保完備（該当者）、交通費（規定）支給※上限26,000円/月、
制服貸与、マイカー通勤可、プレー料金社員割引有、研修期間有

［応募］お気軽にお電話ください。電話受付／全日8：00～17：30

共通
待遇

同
時
募
集

性別
不問

［職種］ポータースタッフ・清掃［パート］
　　　＊バッグ積み下ろし、芝刈、館内清掃等
［時給］880円～＋交通費等 ＊勤務は週4日～応相談
［時間］7：00～17：00内で5.5hもしくは7.25h勤務

女性活躍中

女性活躍中

［時給］880円～950円（経験等考慮）＋交通費
［時間］7：00～18：00内で7.5hのシフト制
［休日］週休2日のシフト制

男性
活躍中

職種 マスター室スタッフ
（ゴルフプレイのスタート管理等）

職種
・事務（一般事務、経理補助、予約業務等）
・フロント受付（チェックイン・チェックアウト、精算業務等）

フルタイムパート

［資格］基本的なPC操作（Excel・Wordでの簡単な入力等）が可能な方
［月給］18万円～23万円　［休日］週休2日のシフト制
［時間］7：00～18：00内で7.5hのシフト制
［待遇］正社員登用制度有

契約
社員

急月 200,000円～ 時 1,000円～
パ正鳥羽市鳥羽／かんたんなパソコン作業他

■公共施設の管理

株式会社 サン・サービス
☎0599-26-5818

〒517-0011
鳥羽市鳥羽3-7-7 NTTビル2F

［応募］お気軽にお問い合わせ下さい。
（お問合せ／平日9：00～17：00）担当／上谷（ウエタニ）

［月給］200,000円～（各種手当含む） ※2ヶ月研修有時給1,000円
［時間］9：00～18：00（休憩60分） ［休日］土・日・祝・年末年始・お盆
［待遇］昇給年1回・賞与年2回・社会保険完備・有給休暇年10日・
　　　交通費支給上限月15,000円・車通勤OK・駐車場有

未経験でも安心♪
かんたんな
お仕事です!
経理事務員
かんたんなパソコン作業他

職 種

内 容

正社員［若干名］

［時給］1,000円～　※2ヶ月研修有時給900円
［時間］9：00～18：00の間で応相談 ［休日］土・日・祝・年末年始・お盆
［待遇］交通費支給上限月15,000円・車通勤OK・駐車場有

パート［若干名］☆週4日～

給基本給150,000円～
正伊勢市中須町／一般事務

■清掃業

事務スタッフ募集！

☎0596-24-3115
伊勢市中須町716-1

山田清掃 有限会社

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

150,000円～基本給

正社員
新しい環境で
お仕事しませんか？

［時間］8：00～17：00
［休日］第2・第3土曜、日曜、祝日、その他
［待遇］交通費規定内支給 
　　　※その他詳細はお問い合わせ下さい

一般事務
（電話応対、データ入力など）

職
種

経 急月 228,500円～253,000円（手当含む）
正伊勢市西豊浜町／ドライバー（4t・8t）

■運搬・運送

☎0596-37-6345
伊勢市西豊浜町字下之沢5512番地

［資格］中型・大型自動車免許一種・フォークリフト運転技能者
［時間］8：15～17：00（月平均40時間の残業あり）　
［休日］当社カレンダーによる・年間休日106日 
［待遇］昇給年1回、賞与年2回（昨年実績あり）、社保完・交通費支給
［応募］電話連絡の上履歴書をご持参下さい。

桑名勤務
待遇面は別途相談（桑名発着便）

 桑名（株）佐藤製作所グループ（グループ総員450人） （担当／川端）

ドライバー
募集!!

ドライバー（4t・8t）職種

228,500円～253,000円（手当含む）月給

パナソニックAIS社（株）伊勢工場 協力工場

株式会社エスエ電子

同時募集

あなたのやる気をまってます!!!

W給

パ正伊勢市内／職種複数

■介護事業

当社規定による（経験・能力に応じる）

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。詳細は、ホームページをご覧下さい。

〒516-1102 伊勢市佐八町1720-22

☎0596-39-0108（担当／濱口・谷川原）
森伸 検索http://www.morisin.co.jp

人にやさしい街づくり

株式会社 森 伸

※予約は不要です。

会社
説明会

□1 10：00～
□2 11：15～2/22（土）

サンライフ伊勢
（伊勢市八日市場町）

※①・⑤～⑩は、常勤・非常勤（Wワーク・夜勤専従含む）  ※②③④は、非常勤

①総務（経験者 管理職候補含） ②清掃 ③送迎 
④調理 ⑤保育士（園長候補含） ⑥介護支援専門員
⑦看護師長候補 ⑧介護管理職候補
⑨訪問看護職員
⑩介護職員

募
集
職
種（
正
社
員
・
パ
ー
ト
）

受講費用全額
会社負担

働きたいと思っている育児中の子育て世代の方に安心して
働いていただけるように祝日・土曜日も運営。
延長・休日保育料が別途発生しません。

お子様を預けながら仕事ができます!

家賃の約半額を会社が
負担いたします。

スーパーや医療機関も
近く、各施設への
通勤も便利。

2DK

1　K

ケアパートナー
森伸・小俣・明野のすぐそば。
駅まで徒歩3分

働きながら
介護実務者研修等の
取得ができます!

正社員・パート
募集!!新規追加

“心機一転”新たにスタートを切りたいそんな方積極採用中!!

別途、資格手当、訪問手当
（1,216円～1,500円/h）あり

介護施設での勤務が未経験の方やブランクのある方も大丈夫です!
Wワーク・夜勤専従も可能　　詳細は会社説明会で御説明します

保　育社宅 研修制度
もりの実保育園

駐車場
1台付

※いずれかご都合の良い時間でご参加ください。

時 880円～
パ勤務地複数／職種複数

■ダスキンフランチャイズチェーン加盟店

☎0596-27-2288
ダスキン米彦

伊勢市黒瀬町1487

［時給］880円～　［休日］土・日・祝が基本
［時間］9：00～16：00（応相談）
［待遇］交通費一部支給、制服貸与、車通勤可

生きがいと喜びを見つけませんか

主婦（夫）スタッフ募集！！
扶養内でのお仕事♪
親切丁寧に指導します♪

［応募］まずはお気軽にお電話ください。（担当／浦口）

家庭用商品の交換・お知らせ・組織化をお手伝いしてください

①現場事務
　店内での応対業務及び一般事務職

種②倉庫商品整理
　商品整理、商品仕入れ等

鵜方営業所でも
主婦（夫）スタッフも同時募集!!家庭用

週4日～
OK♪

急

正

給当社規定（研修期間有）
鳥羽市内／清掃作業員

■清掃業 http://www.tobasangyo.com

☎0599-25-2807鳥羽市鳥羽
2丁目16-8

株式
会社鳥羽産業

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

経験不問!未経験の方も
安心して応募ください!!

仕事内容等詳細は
お問い合せください!

［資格］要普通免許（AT限定不可）
［給与］当社規定（研修期間有）
［時間］8：00～17：00 
［休日］土・日・祝・夏季・冬季
　　　（その他会社カレンダーによる）
［待遇］制服貸与、各種保険、諸手当、有給 等

HPご覧ください！
鳥羽産業 検索

大型免許
取得制度
有り

清掃作業員
募集!!

月（正）20万円～25万円 時（パ・ア）950円～1,100円
アパ正鳥羽市千賀町／職種複数

■マリンレジャー施設

鳥羽マリーナ 検索☎0599-33-6193
鳥羽市千賀町釜々谷58
株式会社 CIS 鳥羽マリーナ

［応募］まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

経 急

［資格］普通自動車運転免許（AT限定可）
［時間］9：00～17：30 ［休日］火曜日・水曜日 週休2日
［待遇］交通費支給（上限月30,000円）、（正）賞与年2回有り

海好き・釣り好き・マリンスポーツが好きな方大歓迎！

正
社
員

パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト

勤務時間・

勤務日数・
短時間
勤務も可

マリーナ運営スタッフ職種

職種

月給 200,000円～250,000円

フロント業務及び
一般・経理事務

時給 950円～1,100円

正社員・
パート・
アルバイト募集

時 873円～1,500円
パ正伊勢市西豊浜町／青果の簡単なカット作業

■青果の加工

☎0596-37-5055伊勢市西豊浜町出雲141番地
（伊勢志摩総合地方卸売市場内）

有限会社伊勢山田クリーンパック

［応募］まずはお気軽にお電話ください。
◎受付時間（8：30～12：00/13：00～15：30）※日・祝・水曜日除く

［時給］873円～1,500円☆昇給有
　　　※時間によって異なります
［時間］2：00～17：00の間で応相談
［待遇］交通費規定支給・制服貸与

正社員
同時募集

〈内容〉青果の簡単なカット作業
未経験歓迎

〈内容〉幹部候補（商談、青果の加工等）
［月給］18万円～
［時間］2：00～17：00の間で8h

事務員

同時募集
!

詳細は

お問い合
わせ

下さい

経給下記参照
パ勤務地複数／職種下記参照

■ヘルスケアフードの明日を考える。

契

［職種］調理員〈パ〉 ［時給］880円～1,200円
［時間］6：00～13：00、11：00～18：30

［名古屋支店］
愛知県名古屋市
中区栄2-3-1

0120-160-177【採用担当／高松】※面接は現地で行います
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。電話受付 午前9時以降（月曜～金曜日）

正社員登用制度有、制服貸与、社会保険完備、昇給・有給有り、
給与は経験・勤務時間を考慮の上決定、
残業時及び休日出勤時は別途手当支給

［勤務地］①柑洋苑（度会郡南伊勢町）
［職種］栄養士・調理師〈契〉 ［月給］18万円～25万円
［時間］6：00～15：30、9：30～18：30

［勤務地］②志摩豊和苑（志摩市阿児町）
［職種］管理栄養士・栄養士〈契〉 ［月給］18万円～23万円
［職種］調理師〈契〉 ［月給］17.5万円～23万円
［職種］調理員〈短時間パート社員〉 ［時給］873円～1,100円

共
通
待
遇

［時間］5：00～19：30の可能ないずれかの時間帯

［勤務地］③うがた苑（志摩市阿児町）
［職種］管理栄養士・栄養士〈契〉 ［月給］18万円～23万円
［職種］調理師〈契〉 ［月給］17.5万円～23万円
［職種］調理員〈短時間パート社員〉 ［時給］873円～1,100円
［時間］5：00～19：30の可能ないずれかの時間帯

経給下記参照
パ契玉城町／職種複数

■業務請負業 労働者派遣事業（派）24-301389

派

入社祝金

3万円
支給

（規定有）

新生サポート株式会社
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。掲載終了後も随時受付。
［受付］9：00～19：00・年中無休・携帯電話OK（担当/菊池・中村）

［休日］土日祝・年末年始・ＧＷ・夏季休暇（会社カレンダー）
［待遇］交通費支給・各種保険完備・有給休暇・制服貸与

内　容

［時給］880円 ★4時間～応相談パート同時募集

美和ロック工場内
勤務地 当社は美和ロックの

請負会社です（玉城町）

0120-711-027伊勢市御薗町王中島796

【
共
通
】

快適な
職場で
働ける♪

今が
チャンス！！

土日お休みのお仕事で充実ライフ♪
勤務開始日ご相談に乗ります! 

［時 給］1,000円～+交通費
［月収例］18万円～20万円以上可
［時 間］8：20～16：55

①製品の研磨作業（派遣社員）
②かんたん組立・梱包作業（契約社員）

契約社員は「定時派」・「残業有派」選べます!

時①1,000円以上 ②1,100円以上 ＋交通費全額支給
派伊勢市船江／①ナースアシスタント ②事務 

■人材のソムリエ（派27-010411）

勤務地

伊勢赤十字病院
※伊勢市駅より徒歩15分

【電話受付】9：00～18：00（土日祝除く）
https://www.taskforce.jp

0120-31-2058愛知県名古屋市東区葵
3-15-31 千種ビル3F

株式会社 タスクフォース

［待遇］社保完備、交通費支給、
　　　制服貸与、食堂有、車通勤可
［応募］お気軽にお電話にてご応募下さい。
★採用HPより、24h応募可能です!
　「人材のソムリエ」で検索!

人の役に立ちたい方にぴったり！
未経験スタートの方多数活躍中♪

資格
不要

30～50代女性活躍中！！

文書作成、検査予約、電子カルテの代行入力など
［職種］②病院での事務

［時間］8：30～17：00
［休日］土日祝

☆事務経験のある方歓迎

時
給 ＋

交通費
　全額支給1,100円以上

ベッドメイキング、食事の配膳・下膳、メッセンジャー業務など
［職種］①ナースアシスタント

［時間］9：00～17：30
［休日］週休2日

時
給 ＋

交通費
　全額支給1,000円以上

車通勤OK

未経験
歓迎

時 1,050円～1,313円
パ正伊勢市楠部町／保育士

■保育園運営/株式会社キッズコーポレーション

0120-723-140（担当／三上）
伊勢市楠部町3038さくらんぼ保育所

1,050円～1,313円

小規模院内保育園
［4月オープン］

［職種］保育士　［資格］保育士
［時間］①7：15～19：15の間でシフト制
　　　②18：00～翌8：00（金曜日のみ）
　　　〈時間帯・日数等 ご相談下さい〉
［待遇］社会保険完備、交通費支給（駐車場無料）、
　　　Tシャツ貸与、時給割増有、産休・育休

※平日 18：00以降と土曜日・祝日は＋100円
※GW・お盆・年末年始は＋200円

時
給

週1日～OK

［応募］お気軽にお問い合せ下さい。 　 saiyo@kids-21.co.jp

（小規模保育園）

見学面接会を
開催予定

園長（正）同時募集 月給23万円～
※上記に追加して賞与・昇給、退職金制度

扶養内OK 未経験OK

（詳細はQRコードよりご確認下さい）

行事や次の活動に追われない
ゆったりのびのび保育♪

月 193,000円～ ※時間外は別途支給
他伊勢市船江／職員を乗せての送迎及び車両管理業務

■車両運行管理

経

http://www.senon.co.jp/

［資格］普通自動車免許（AT限定不可）
［時間］8：30～17：15（休憩60分） 
［休日］土・日・祝 ［待遇］社会保険完備・交通費全額全給・嘱託社員
※詳細は面接時にご説明致します。【現地面接致します】

職員を乗せての送迎
及び車両管理業務

193,000円～
※時間外は別途支給

職　種

勤務地  ★車通勤可

月
給

伊勢市船江

大阪市北区中之島3-3-3 中之島三井ビルディング20F

大阪
支社

［応募］2/17（月）より、お気軽にお電話下さい。
　　　［受付時間］平日9：00～17：00

☎06-6448-3277
（担当／大薗・丁野）

オオゾノ チョウノ

お気軽にご応募ください

・定年まで働きたい!
・土・日・祝は休みなのでプライベートも充実!
・普通自動車免許（AT限定不可）さえあれば
 働けるのでスタートしやすい♪
・官公庁でのお仕事なので安心。

土・日・祝はお休みなので
主婦（夫）さんにもピッタリ

定年
65歳

こんな40～50代の
方が活躍しています!!

経給下記参照
パ正伊勢市小俣町／施設内介護職員

■訪問介護事業・通所介護事業・高齢者専用賃貸住宅

介護職員募集!!《正職員・パート》
★少ない日数でもOK♪★勤務日ご相談ください！

男女不問

車の免許が
なくてもOK!

◎初心者の方でも丁寧にご指導致します! 
◎20代～60代まで幅広い年代の方が活躍できる職場です!

職場見学OK!※事前にご連絡下さい

伊勢市小俣町宮前757

☎0596-21-2111［担当／浜口・北尾］

株式会社
KOGISHIあさひ高齢者専用賃貸住宅

デイサービス
訪 問 介 護

●

●

GS 度会橋小岸製材さん
●

至
松
阪
市

至
伊
勢
市
街

宮
川

★ ココ

ドン・キホーテ
伊勢店

● 37

●

しゃぶ葉さん

トヨタ
さん

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

施設内での業務です。
調理や買物等の仕事（援助）はナシ！！施設内介護職員職

種

給
与

［資格］ヘルパー2級以上
［時間］①7：00～16：00 ②9：00～18：00 ③11：00～20：00 ④16：00～翌9：00
　　　※①～④のシフト勤務
［待遇］各種保険完備（当社規定）、昇給制度あり、賞与年2回、制服貸与、
　　　交通費支給（当社規定）、マイカー通勤OK

［資格］ヘルパー2級以上
［時間］①7：00～16：00 ②9：00～18：00 ③11：00～20：00 ④16：00～翌9：00
　　　※①～④のシフト勤務
［待遇］各種保険完備（当社規定）、昇給制度あり、賞与年2回、制服貸与、
　　　交通費支給（当社規定）、マイカー通勤OK

（正）月給192,000円～262,000円 ※諸手当含む
（パ）時給950円～

経給平均月収/28万円～35万円
正伊勢市・志摩市／バス運転士

■道路旅客運送事業（創業：平成12年／従業員数：220名／三重交通グループ）

三重交通グループ三交伊勢志摩交通株式会社
伊勢市神田久志本町1500-1（伊勢警察署隣）☎0596-23-5134

0120-351-179

地域の皆さんの生活を支えるお仕事!!地元で安心して働ける★
Iターン・
Uターン
大歓迎!!
伊勢または
志摩営業所

正社員バス運転士募集

大型二種免許をお持ちでなくても
取得費を援助します

現役運転士の
インタビューも掲載中♪
女性も活躍

している職場です
《特 典》

★入社支援金
（入社月）5万円
★配属祝金（本務発令後+3年後）
2種免
なし

2種免
あり

総額

総額

15万円
30万円

http://job-gear.jp/sanco/

安心の三重交通グループ
運転士のお仕事や魅力は
こちらでチェック！

こちらから応募も出来ます！！

［勤務地］伊勢営業所（伊勢市神田久志本町）、
　　　　　または志摩営業所（志摩市磯部町迫間）
［平均月収］28万円～35万円
　　　　　※各種手当含（研修期間中は別途）
［資　格］年令不問（60歳定年制）、
　　　　　過去1年間に免許停止処分のない方、
　　　　　普通免許取得後3年以上経過している方
［時　間］5：30～22：00の間で交替制※時間外勤務有（所定労働時間：1日7時間20分）
［休　日］1ヵ月7休（休暇）年次有給休暇・慶弔休暇等
［待　遇］賞与年2回、通勤手当支給、社会保険完備、退職金制度有、
　　　　　全国リゾート施設・グループ各種優待有

未経験の方もOK！
普通免許や未経験の方も一から養成します。
その他、転居支援金制度等、優遇措置あり

［応募］履歴書（写貼）を下記までご送付下さい。書類選考後、詳細をご案内致します。
　　　※採用試験時に過去5年分の運転記録証明書（自動車安全運転センターにて発行）が必要です。
〒514-8635 津市中央1-1
三重交通（株）内 三交伊勢志摩交通採用係
〒514-8635 津市中央1-1
三重交通（株）内 三交伊勢志摩交通採用係
お問い合せは
右記までお気軽に!

（受付／平日9：00～17：00）
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＼＼三重のオシゴトなら／／

伊勢・志摩・鳥羽・度会エリア

上記ＨＰより履歴書・職務経歴書が
ダウンロードできます。

http://www.ad-sanai.co.jp

アドサンアイ

フリーペーパー・ホームページにも同時掲載中
《アイコンの説明》 未経験者歓迎 寮完備 長期 短期 日払い経験者優遇経 急募急 WワークOKWシニア世代も歓迎 車通勤OK学生さんOK
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［発行部数］ 75,000部
地元のオシゴトやおでかけ情報満載♪

友だち登録してね!毎週更新中

■三重交通グループ 

急時 900円
パ鳥羽市鳥羽／営膳

［応募］2/17（月）より電話受付け致します。まずはお気軽にお電話下さい。

平日9時～17時
担当/山本0120-928-551

三交コミュニティ株式会社
津市丸之内9-18（津丸の内ビル4F）

勤務日数・曜日等相談可

職　種

［時間］10：00～15：00
　　　（休憩30分、実働4.5h）
［勤務］週2日勤務（シフト制につき、土日祝勤務あり）
［待遇］交通費規定支給
　　　（お車利用の方は駐車場代補助有）、
　　　有給休暇有、制服貸与

営繕担当 施設維持に必要な設備機器の
日常点検及び補修作業（ （

時給 900円

ロードイン鳥羽（鳥羽市鳥羽1-63-11）勤務地

■小売事業・外食事業・物販事業等 www.f-t-j.co.jp

W急時 890円（研修中は880円）
パ松阪市川井町／ホールスタッフ

890円（研修中は880円）
職 種

神戸市垂水区小束山本町2-2-1トキタビル3F（本社）

［応募］まずはお気軽にお電話ください。現地面接いたします
☎078-783-6135（平日9：00～18：00 担当／徳島・田原）

株式会社フードテックジャパン

勤務地
松阪中央総合病院内
2F 薬膳レストラン「然の膳」

明るい職場で一緒に
働いてみませんか

［時間］9：00～16：00内のシフト制
［待遇］制服貸与、車通勤可能、食事補助あり

ホールスタッフ
時 給

交通費
全額支給

週2日、
4hからOKです

Wワーク
OK!

■河川・上下水道・道路舗装・土木工事

経 急日① 12,000円～ 給② 300,000円～
正三重県内／①土木作業員 ②現場監督

〈職　種〉①土木作業員
〈勤務地〉三重県内広域 

〈職　種〉②現場監督
［資格］要普免　［時間］8：00～17：00
［休日］日曜定休、土曜は会社カレンダーによる、GW・夏季・年末年始休暇
［待遇］昇給・賞与、交通費規定支給、
　　　退職金共済、社会保険完備、
　　　試用期間3ヶ月（条件の変更はありません）

出張面接
 いたします！！

度会郡大紀町野原2816

☎0598-85-0619 [応募]お気軽に
お電話ください

有限会社 野田建設

事業拡大につき正社員募集
◎有資格者優遇 ◎経験者大歓迎 ◎有給消化率100%

［給与］300,000円～
　　　（日給月給制）

［日給］12,000円～

給下記参照
契パ伊勢市・多気郡明和町／調理師・調理員・調理補助

■味と真心で社会に奉仕する　ISO9001・14001 認承取得

［職　種］調理補助
［仕事内容］盛付、配膳車の運搬、食器洗浄 等の簡単なお仕事です

明和町の老人施設

楠部町の総合病院

［待遇］社会保険完備、有給休暇、車通勤可能、制服貸与共通

二見町の老人施設

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。《受付：2/17（月）9：00～》

〒514-0006 津市広明町418-1 グローリア広明1階
株式会社ニチダン三重営業所

☎059-226-9880 面接は勤務地付近で行います。

［時給］17時以降1,200円 17時までは900円
［休日］週3～5回ローテーション

［時間］Ⓐ16：30～18：30Ⓑ17：30～20：30

［時間］15：30～19：30・9：00～15：00（1H休憩） ※土日祝のみ

調理スタッフ募集♪ 未経験の方も
遠慮なくご応募ください♪

★交通費支給 
★正社員登用制度有

勤務地Ⓓ

勤務地Ⓐ

勤務地Ⓔ

勤務地Ⓑ 明和町の老人施設
勤務地Ⓒ 御薗町の老人施設
［職種］調理師・調理員  ［仕事内容］調理・盛付・洗浄他
［時間］Ⓐ6：00～14：30又は13：00～19：00
　　　Ⓑ5：30～12：00又は12：00～18：30
　　　Ⓒ5：30～14：30又は10：30～19：30（1H休憩）
［時給］1,000円～
［休日］月8～9回ローテーション

経 急月 250,000円以上
正玉城町・松阪市／ドライバー・倉庫スタッフ

■一般貨物自動車運送事業 http://www.tanino.website/

［応募］まずはお気軽にお電話ください。月曜より受付スタート
☎0598-21-6925

松阪市泉町
1743番地の1株式会社 タニノ

ドライバー

正 社 員 募 集

［資格］大型免許、フォークリフト免許（リーチ）
［時間］9：00～18：00  ［休日］土・日・祝・長期休暇有

250,000円以上
☆土日お休み♪☆経験者さん歓迎！☆

株式会社タニノ 玉城事業所
（度会郡玉城町野篠字又兵衛704-19）

工場内輸送

勤務地

大型内 容

職 種

倉庫スタッフ

株式会社タニノ 立田事業所
（松阪市立田町222-2）

荷捌き・荷揃え（ラベル貼り・製品スキャン等）

勤務地

内 容

職 種

［資格］フォークリフト免許（リーチ） ［時間］（平常）8：15～17：00
［休日］週休2日制（土・日）・長期休暇有

月収
［待遇］通勤費別途支給、退職金制度有、社会保険完備、制服貸与

共通
項目

月 68,000円～85,000円位
パ伊勢市楠部町／配達業務・集金スタッフ

■伊勢市南部専売店

W

ホームページにて会社情報や
ブログをチェック!!
高須新聞店 検索

☎0596-24-1720

［応募］まずはお気軽にお問い合わせ下さい。（受付時間/10：00～20：00）

高須新聞店
伊勢市楠部町乙422-1

集金スタッフ同時募集!!

月給

配達業務
＊女性も多数活躍中♪♪

内容

笑顔の絶えない
職場です♪

経験・年齢問いません!!

［時間］2：30頃～（2～3時間内）

［休日］月5～6日 ※ 指定日&連休もOK!!

68,000円
～85,000円位
（件数によって異なります）

友だち
登録してね!
毎週更新中

三重県内（地域別）最新求人情報
配信サービス有♪

お知らせ

iPhone・スマートフォンの方は二次元バーコードからスグ登録できます！
登録者のみ参加出来る豪華プレゼント企画もあります！！（不定期）

経

アパ伊勢市内／オフィス清掃等

■ビルメンテナンス

時 880円～900円＋交通費規定支給

清掃スタッフ
募集!!

業務拡大につき急募!!

伊勢市岩渕3丁目561-8 三交伊勢ビル5F
株式会社 三重フジミ

［応募］委細面談時。お気軽にお問い合わせ下さい。
☎0596-24-5848［随時受付中！］

オフィス清掃等
伊勢市

［資格］普通自動車免許（ATのみ可）
［時間］9：00～17：00
　　　※現場により異なる
［休日］シフト制
［待遇］車通勤可・制服貸与

880円～900円
＋交通費規定支給

未経験者可

正社員登用制度有

時間・曜日の融通の
利く方歓迎♪

身体を動かす事が
好きな方歓迎♪

時給

職種

勤務地

接客等の業務はありません!!

月20日
程度

経給下記参照
正伊勢市二見町・度会郡玉城町／介護職員

■県内24施設展開中35年の信頼と実績

アットホームな職場で働きやすさ抜群!
休みもバッチリ確保でワークライフバランス充実!
［職種］介護職員

伊勢市二見町茶屋310番地（アクセス：JR二見浦駅から徒歩5分）
二見生活介護支援センター潮音
社会福祉法人伊勢亀鈴会

☎0596-72-8822
［応募］まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

（担当／辻田）

［内容］介護センターにおいて身体障がい者の生活支援 ［休日］週休2日制
［時間］①8：30～17：00 ②7：30～16：00 ③10：00～18：30 ※①～③休憩45分 ④16：00～9：30（休憩180分）
［待遇］賞与2回（2.9ヶ月/年）・昇給1回、各種社会保険完備【該当者】、職務・扶養・住宅手当など充実、
　　　提供リゾート施設あり、交通費規定支給、退職金制度あり、有給休暇、夜勤手当7,000円/回、正規登用あり

30代女性 介護 実務5年の場合

月給：261,000円以上 想定年収：390万円以上（賞与含む）収入例

同
時
募
集

［職 種］介護職員
［勤務地］玉城町 宮の里
　　　 ミタスメモリアルホーム

186,500円～241,500円
※各種手当込み　※夜勤7,000円/1回

月
給

年齢・経験
考慮あり

随時見学会開催中♪

急月正 180,000円～ 時パ 880円～
パ正松阪市内／障がい者の日常生活をサポート

■障害福祉サービス https://lifecarejapan.com/index.html

株式会社ライフケア・ジャパン
松阪市久保町1846-160

☎0598-31-3414
［応募］採用担当までお気軽にお電話ください。
　　　詳細は面談にて◎職場の事前見学OK!

障がい者の日常生活をサポートするお仕事です ☆年齢・性別不問

［時間］21：00～翌9：00（休憩有）
　　　16：00～翌9：00（休憩有）
※実働8時間（仮眠有） ※夜勤手当有
☆パートさんは時間応相談
  （早朝（6：00～9：00）や遅番（16：00～21：00）等も可）

◎資格不問！ブランクあっても大丈夫♪
◎未経験者大歓迎！充実の研修制度あり
◎離職率10%未満の働きやすい職場です!

［休日］シフト制（応相談）
［待遇］交通費規定支給、資格手当、
　　　社会保険完備、車通勤可、
　　　資格取得支援制度有、試用期間有

事業拡大につき
スタッフ大幅増員

給 

与
パート：時給880円～
※昇給あり

正社員：月給18万円～
◎実務経験や資格を
　考慮致します

処遇改善手当別途支給

①
勤務地

障がい者グループホーム
ほっと家（ハウス）PLUS（松阪市射和町）

②
勤務地

障がい者生活介護事業所
ほっとランド（松阪市久保町）

［時間］8：30～17：15
☆土日のみのパートさんも歓迎!

※パートさんは
　週1日～OK!

時 1,100円～1,375円
派明和町及び松阪市／①組立・梱包・検査 等 ②現場事務員

■人材派遣業 派27-302981 27-ユ-302295

10名急募!!
経 急

☎0598-51-1888《平日9：00～18：00》
松阪市久保田町字上沖127番地 M’sテラス No.6

受
付 090-4284-1126（内山）土日祝専用

［時間］8：30～17：25 
［休日］土・日・祝（会社カレンダーによる） 
［待遇］社保完備、制服・安全靴貸与、車通勤可

★働きやすい職場です！ ★20代～40代男女活躍中!

★自分のペースでお仕事できます!（ライン作業ではありません）★自分のペースでお仕事できます!（ライン作業ではありません）

（検査及び検査データ入力作業）（検査及び検査データ入力作業）

①工場内での組立・梱包・検査 等
②現場事務員

内
　
容

時
給1,100円～1,375円＋交通費

［応募］他にもご紹介先ございます!お気軽にお電話ください。★現地面接いたします

明和町及び松阪市
休まず出勤す

れば、

すぐに昇給し
ます!!

伊勢からも通勤しやすいですよ

勤
務
地

人気企業で働けるチャンス!

勤務地複数／職種複数
経時下記参照
派

■人材派遣事業（派）13-300054 ■有料職業紹介許可番号13-ユ-300810 http://www.morita-ei.co.jp/ 

●各種社会保険完備、制服貸与 ●扶養範囲内での勤務もご相談下さい。
人気職種続々更新中^ ＾
記載のないお仕事（短時間など）も複数あります♪

勤務開始時期
相談乗ります

☎0596-24-1130
伊勢市船江1-9-11（ミタスの湯前）

［応募］お気軽にお電話下さい。伊勢営業所
森田電機産業株式会社

〈時給〉1,050円～
［時間］8：20～16：55
［休日］土・日・祝(企業カレンダー)

［勤務地］玉城町
［職　種］組立梱包
男女問わず大歓迎!!〈時給〉1,100円

［時間］8：00～17：00
［休日］土・日
　　　(企業カレンダー)

［勤務地］大台町
［職　種］製品の研磨・加工

急募！！！

男女問わず大歓迎!!

〈時給〉900円～
［時間］8：15～16：45
［休日］土・日・祝(企業カレンダー)

［勤務地］鳥羽市
［職　種］巻線作業

［勤務地］玉城町 ［職種］介護業務

〈時給〉1,050円～
［時間］8：00～16：45
［休日］日・祝(企業カレンダー）
※板金塗装経験者募集!!

［勤務地］伊勢市
［職　種］塗装作業正職員への登用あり!!

〈時給〉1,100円・1,200円(介護福祉士)
［時間］・　7：00～16：00・9：00～18：00
　　　・10：00～19：00
［休日］週休2日（シフト制）
※資格なくても大丈夫です!
※夜勤のできる方募集

3月末迄の
短期あり
短期の場合
未経験OK

急募！！！

扶養範囲内で働けます！
〈時給〉880円～
［時間］9：00～15：30
　　　8：15～17：15［3月末迄］
［休日］土・日・祝(企業カレンダー)

［勤務地］伊勢市
［職　種］組立検査梱包

短時間
大募集!!!

給下記参照
パ正明和町・伊勢市／副施設長・介護職員・宿直員

■サービス付高齢者向け住宅

福郎の家いせアドニス株式会社
［応募］9：00～18：00の間にお電話ください。
　　　土日も受付しています（担当/橋本）

伊勢市東大淀町
2-33

﹇
連
絡
先
﹈ ☎0596-38-2960

年齢不問

年2回賞与支給、昇給制度有、交通費規定支給、各種社保完備、制服貸与、マイカー通勤可共通待遇

◎介護資格の取得補助制度あり!
◎未経験者でも安心してご相談ください!

住宅型有料老人ホーム

住宅型有料老人ホーム福郎の家いせ（伊勢市東大淀町2-33）
サービス付高齢者向け住宅福郎の家めいわ（多気郡明和町大字佐田942-1）

勤
務
地

［時間］7：00～19：00の間で8時間

月給180,000円以上（手当含む）
時給950円以上（手当含む）

福郎の家いせ・めいわ 福郎の家めいわ

月給

副施設長 正社員 パート介護職員 正社員
パート

宿直員
福郎の家いせ

［資格］要資格 介護福祉士
［時間］7：00～19：00の間で8時間

285,000円以上
（手当含む）

日給 9,000円～正

パ ［時間］18：30～翌7：00
◎週1日からOK!副業に最適です。

事前に職場見学もしていただけます

定期巡回・コール対応・起床就寝介助等

W急時①1,100円 ②1,000円
ア松阪市及び松阪周辺／代行ドライバー

■自動車運転代行業 ashisutotaki.com

080-3077-1897（12時～18時 担当/濵田）
アシスト多気 多気郡多気町

東池上104番地2

運転代行ドライバー 急募

※時間等詳細は面談時に
［応募］まずは気軽に
　　　ご相談ください

［資格］普通免許

［時給］1,000円
　　　（研修期間あり）

②

Wワークも
OK！ 週1日OK!

［資格］2種免許
※お持ちでない方も
　当社規定により資格
　取得支援制度あります①

［時給］1,100円
　　　（研修期間あり）

女性スタッフも
活躍中!

［勤務地］松阪市を中心に周辺区域

時 900円～（祝日は1,000円～）
松阪市広陽町／ガソリンスタンドスタッフ アパ

経

■ガソリンスタンド www.suzusada.co.jp

鈴定燃料株式会社
☎0598-29-5088（担当／松田）

松阪工業団地SS 松阪市広陽町5番地

日曜
お休み

◎土曜休みもOK! ◎従業員割引あり
◎祝日は昼食つき ◎未経験でも大丈夫　

［資格］要普通免許
［時給］900円～ （祝日）1,000円～
［時間］8：00～19：00の間で応相談
　　　例）①8：00～17：00 ②8：00～18：00
　　　　 ③9：00～19：00
［待遇］危険物資格手当、従業員割引、社会保険制度、
　　　制服貸与、社員登用制度、車通勤可、研修期間有
［応募］まずはお気軽にお電話ください。

フルサービスの
ガソリンスタンド業務

内
容

■にこ株式会社

パ正明和町斎宮／介護職員
月18.5万円～ 時950円～

［資格］ヘルパー2級または初任者研修修了者
　　　◎資格取得支援制度あり

［給与］［正］月給185,000円～（諸手当含む）
　　　［パ］時給950円～
［時間］7：00～19：00(実働8時間) ☆夜勤なし
［休日］週休二日制
［待遇］昇給制度あり、交通費規定支給、社会保険完備、制服貸与
［応募］まずはお気軽にお電話ください!

パートさん勤務日数・時間
ご相談ください!

なごみ住宅型有料老人ホーム
訪問介護ステーション

☎0596-63-8872（担当／吉田）
多気郡明和町大字斎宮4572番地1

アットホームな職場です♪
未経験者でも安心して
ご応募ください♪

職種

介護職員

正社員・パート募集!!

経 急日 8,250円～ 時 880円
パ正松阪市上川町／調理員、盛付・洗浄

■事業所向け日替り弁当・委託給食・会議・イベント用弁当

☎0598-51-7700松阪市上川町1711-5

株式会社 松阪給食センター

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。2/17（月）AM11：00より受付開始

調理スタッフ募
集

［時間］3：00～10：00
［休日］土・祝日・夏期・年末年始
［待遇］昇給年1回、賞与年2回、交通費規定支給、
　　　社会保険、有給休暇

調理員職
種

正
社
員 8,250円～日

給

［時間］7：30～12：00 ［待遇］交通費規定支給
［休日］土・日・祝日・夏期・年末年始

パ
ー
ト
盛付・洗浄職

種 880円時
給

急時 950円～1,500円
派松阪市内／お惣菜の加工準備・機械の洗浄

■労働者派遣事業／派14-301109　有料職業紹介事業／14-ユ-300110

［時給］1,000円～1,500円
［時間］17：00～翌1：45
［時給］　 950円～1,188円
［時間］19：00又は20：00～翌1：45
　　　 遅めのスタートでも大丈夫です!

［時給］950円～1,188円
［時間］8：00～16：45同時

募集

［応募］まずはお気軽にお電話ください。 
【大阪営業所】大阪府吹田市江坂町1-23-43ファサード江坂ビル602

株式会社 ミックコーポレーション
【広告No.A-43】0120-39-5741 出張面接

致します

◎Wワークの方にオススメのお仕事です!
◎20代～50代の方多数活躍中！

1

2

土日のみの
勤務でOK！

時短勤務も
OK!

◎お休みの日を
　有効活用しませんか！

［勤務地］松阪市内　［休日］水曜・日曜
［内　容］お惣菜の加工準備・機械の洗浄
［待　遇］交通費規定支給、前払い制度（規定あり）、
　　　　社会保険完備、車通勤OK、制服貸与

月 206,600円～
多気町相可／生活支援員

急

正

■社会福祉法人 http://www.keishin-sw.or.jp

社会福祉法人 敬真福祉会

［応募］お気軽にお電話ください（担当/トヨダ）

職場見学
ご相談
ください

生活支援員 募集

☎0598-38-2402多気郡多気町
相可字風子
1863-1

［時間］7：00～19：00の間で8時間（シフト制）
　　　※月に3～5回 準深夜勤あり
　　　　（16：00～翌10：00）
［休日］シフト制（週休2日 年間120日）
［待遇］昇給・賞与・退職金制度あり、交通費規定支給、
　　　各種社保完備、有給休暇、誕生日休暇 
　　　◇処遇改善手当は3月に支給

正社員

支援員補助（パート）
看　護　師（正社員）同時募集!!

仕事
内容

月給 206,600円～
◎資格・処遇改善手当　別途支給◎

◎特別な資格は必要ありません

食事・入浴介助、見守り、
農場・作業場での作業支援
※要普免（AT限定可）

幅広い
年代の
女性
活躍中!

※夜勤手当
　4回分含む

経 急時 900円～1,200円
パ伊勢市宮後／客室清掃・ナイトフロント

■ホテル www.pearlpier.com

丁寧な指導とサポートで
安心して働けます♪

［勤務時間］9：30～15：30（内休憩30分）

［時　給］900円（試用期間の100時間は880円）
［勤務日数］2日以上OK、大学生大歓迎、
　　　　授業の合間勤務OK（午前中）
［待　遇］社員駐車場あり、制服貸与、交通費支給

ホテルの客室清掃のお仕事です。

女性スタッフ活躍中!

1名《職種》ナイトフロント

4名《職種》客室清掃

チェックイン、チェックアウト、ホテル内外の見回りなどのお仕事です。

［時給］960円（22：00～翌5：001,200円）
［時間］22：00～翌8：00（内休憩2時間）
　　　※尚休憩は22：00～翌5：00の間になります
［勤務］月7～8日間の勤務

伊勢市宮後2-26-22
近鉄《伊 勢 市 駅》徒歩2分
　　《宇治山田駅》徒歩5分

☎0596-26-3635［応募］まずはお気軽にお電話下さい。（担当／藤浪・山中）

時［フルタイム］1,050円～ ［パ］900円
パ請度会郡玉城町・伊勢市小俣町／職種下記参照

■創業37年の確かな実績 ■製造請負・人材サービス（派）13-050206

［時給］1,050円～ ［時間］8：20～16：55（残業あり）
［休日］土・日・祝（会社カレンダー）、大型連休あり
［待遇］社会保険完備、交通費規定支給、寮完備（家具家電付）、週払い可、皆勤手当あり

［勤務地］・度会郡玉城町（玉城I.Cから車で2分） ・伊勢市小俣町
［職　種］ドア部品の加工・組立・検査・梱包のお仕事です

当社が請け負っている（　　 ）職場なので長期で安定して働いていただけます!美和ロック
工場内

シグマグループ

津事務所

津市東丸之内33-1 津フェニックスビル4F
0120-033-490

ミ ナ サ ン 　 シ グ マ

応募先
FAX応募も随時受付中! 
FAX059-229-1561

※フリーダイヤルは携帯、PHSからもご利用いただけます。
※履歴書をFAX下さい。こちらから折り返しご連絡致します。個人情報保護法に基づき管理・処理を行っております。

［応募］まずは電話連絡の上、履歴書（写真貼付）をご持参下さい。

フルタイム

4～6時間程度のパート事務員さ
ん急募［勤務地］度会郡玉城町 ［時給］900円

3万円※規定あり入社
祝金

［時給］900円 ［時間］9：20～15：55
★時間応相談、
　あなたのご都合をお聞かせ下さい♪

パート

時間応相談 掲載終了後もお気軽に
お問い合わせ下さい

正松阪市高須町／ドライバー
月①20万円～28万円 ②18万円～25万円 経 急

［休日］基本 日・祝（変更の場合あり）、
　　　GW・夏季・年末年始休暇
［待遇］交通費規定支給、社会保険完備、制服貸与

大型ダンプ・生コン車
ドライバー急募！！

②大型生コン車ドライバー

大型運転経験者歓迎!!

月収

職種

月収

職種

①大型ダンプドライバー
200,000円～280,000円

180,000円～250,000円

■一般区域貨物自動車運送業

松阪市高須町3851-2（伊勢・玉城からもR23でラクラク通勤♪）

☎0598-50-5007オオツカ・株式会社 ［応募］まずは、お気軽にお電話ください

月 230,000円～研修期間有り
伊勢市浦口／墓石加工・製造・施工

■意匠登録作品［登録番号1332253号］  やすらぎ公園指定

経

正

http://www.ishiyasekizai.com

［資格］35歳以下（省令3号のイ）、
　　　普通自動車免許（AT限定不可）
［時間］8：00～17：00（休憩60分） 
［休日］日・祝・お盆・年末年始・他
［待遇］雇用・労災等保険・
　　　退職金制度有（勤続年数による）
［応募］まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

（事務所）伊勢市浦口3丁目8-9 
（工場）伊勢市浦口（宇治山田高校トンネル横）

受付時間（平日9：00～17：00）
0120-69-1488（無料）株式会社

墓石加工・
製造・施工

内
容

お客様の想いを形に…
ご先祖様を大切に…
お客様の想いを形に…
ご先祖様を大切に…

正社員募集中!!正社員募集中!!
お客様の声から生まれた
管理がしやすい
「一体化」させた現代墓石。

お墓のご相談
承ります。

オリジナル納骨蓋付墓

掃除が簡単

御参りがしやすい

230,000円～
研修期間有り

月
給

経給下記参照
パ正伊勢市宇治浦田／介護職員・看護職員

■高齢者介護 http://www.kashuraku.or.jp

☎0596-20-1100
伊勢市宇治浦田3丁目23-15

社会福祉法人 賀集会
［応募］お気軽にお問合せ下さい。（担当／村田）

お
問
合
せ

通勤手当【車通勤可、職員駐車場あり（無料）】・年末年始勤務手当・扶養手当、
定期昇給（年1回）、賞与（年2回）あり、社会保険完備、
採用後3ヶ月間は試用期間、定年62歳、
65歳まで希望者全員再雇用制度あり・65歳以上も勤務延長可

パ
ー
ト

正
職
員 ［勤務］早番・遅番・夜勤のシフト制

時給

＊勤務日数・時間は応相談

965円～

その他
手当

介護職員
◎資格・経験不問!
◎有資格者も歓迎♪

▲施設の

▲詳細は

▲こちらから

一度、見学に来て頂ければ分かります。
ゆったりとした環境の中で
仕事ができます

職種 他に扶養手当もあり

（各種手当含む・実務経験年数を換算して決定）

月給 19.3万円～
（夜勤手当（4回分）他、各種手当含む概算・実務経験年数を換算して決定）

パ
ー
ト

正
職
員

時給
※2～4日/週、6時間～/日

1,132円～
看護職員
◎軽・中度の方が対象ですので、
　ブランクのある方、
　福祉が初めての方も
　働きやすい職場です

職種

（特別勤務手当含む）

月給 23.4万円～
※日勤のみ　（特別業務手当・資格手当含む）

経験に応じた給与支給

有給取得がしやすい

幅広い年代活躍中ケアハウス・特養
同時募集

給下記参照
アパ正勤務地複数／警備員・見張員・営業管理職・通信設備工事関係

■警備業

職種 営業管理職

松阪市

松阪市駅部田町85-1
三重警備保障株式会社

◎送迎あり ◎社用車貸出 ◎日払い、週払い全力サポート ◎昇給、賞与、退職満了金、資格・送迎・規制手当あり ◎寮完備 ◎携帯貸出サービスあり

［応募］まずはお気軽にお問い合せください

☎0598-22-1515（担当/小濵）

交通誘導警備職種

［時間］8：00～17：00
勤務地 伊勢・松阪・津

7,500円
～9,500円 18万～24万円

34万円以上!!今年の
最高月収
平均月収

［時間］8：30～17：30
［休日］土・日（会社カレンダーによる）

職種 列車見張員

［時間］8：00～17：00
松阪・津・伊勢勤務地

25万～30万円以上可月給勤務地

日給

日給

9,000円

職種 巡回警備

松阪市上川町
［時間］24：30～5：00の間に
　　　1回15分程度

1回500円給与勤務地

職種 通信設備工事関係のお仕事

松阪・津・伊勢
［時間］8：00～17：00
◎1年間 毎日お仕事あります!

7,500円日給勤務地

職種 施設警備

松阪市
［時間］17：00～翌8：00
　　　（仮眠23：00～翌6：00）

8,000円日給勤務地
◎スポット勤務です!

警備スタッフ
大募集!!

未経験でも親切・丁寧に
ご指導致します

現場からの
直行・直帰もOKです

［待遇］交通費規定支給、
　　　各種保険加入制度あり、
　　　制服・備品貸与

入社祝金
万円
支給!!60

※当社規定あり

■自分らしい暮らしを地域の中で

経 W急月 17.4万円～ 時 880円～
パ正多気郡明和町／介護スタッフ・調理スタッフ

☎0596-53-0202（担当/タカバ）

多気郡明和町
有爾中628-5株式会社 千の手

［応募］まずはお気軽にお電話ください。

17.4万円～※資格・経験等考慮します※試用期間あり（待遇は変わりません）

資格不問♪未経験者歓迎♪
《勤務地》千の手デイサービスセンター

（明和町有爾中628-5）

調理スタッフも募集！［パート］ ［時給］880円～ 週2回程度

介護スタッフ［正職員］職種

［時間］8：30～17：30 ［休日］土曜日＋1日
［待遇］昇給有、賞与年2回、交通費規定支給、各種保険完備

月収

夜勤ナシ!
日勤専属スタッフ♪

■介護保険サービス事業 www.inetmie.or.jp/̃yumekobo

月23万～25万円 時1,100円～1,500円正 パ
パ正松阪市大黒田町／看護職員

経 急

☎0598-25-0885（担当/中西）
松阪市大黒田町高見742 夢虹房（花岡神社様横）

［応募］まずはお気軽に
お電話ください。

ふれあいステーション
ゆめ       こう     ぼうデイサービスセンター

日曜お休み・夜勤なしパートも賞与あり

［時間］8：30～17：30 ［休日］日曜＋他1日
［資格］正・准看護師のいずれか
［待遇］賞与あり、通勤費規定支給、
　　　各種保険、研修期間あり

資格を活かせる職場です

パート 時給1,100円～1,500円
正職員 月収23万円～25万円（手当含む）

●40代・50代活躍中●〈職種〉看護職員
パートは午前のみや午後のみでもOK!


