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桑名・いなべ・朝日・川越・弥富・海津エリア
2020.2/16●日 

［発行部数］

70,000部 友だち登録してね!毎週更新中

地元のオシゴトや
おでかけ情報満載♪

■コンビニエンスストア

時①1,000円～ ②③900円～
パア桑名市陽だまりの丘／コンビニスタッフ

桑名市陽だまりの丘2丁目2409番地
桑名陽だまりの丘店

①　6：00～　9：00
②　9：00～17：00
③17：00～22：00

週1日～、1h～OKシフト自由・高校生OK/同時給

☎0594-33-2323応募

①1,000円～
②③900円～

［待遇］社会保険完備、制服貸与、マイカー通勤OK

時
間

時
給

■菌床しいたけの栽培・販売

急時 880円～
パ桑名市坂井／きのこの栽培管理及び出荷作業

パートさ
ん大募集!!

きのこの
栽培管理及び
出荷作業

栗原きのこ農園 ☎0594-33-1078
桑名市大字坂井1170（担当／栗原）
応募

☆50代、60代の方も活躍中!
☆土、日、平日問わず出勤できる方 大歓迎!!

職種

［時給］880円～
［時間］8：30～17：00 ※休憩有り ［休日］応相談

■歯科診療

時①1,000円～1,500円 ②880円～1,000円
パ桑名市大央町／①歯科衛生士 ②歯科助手

年齢
不問

☎0594-21-9399（採用担当）

歯科パートさ
ん募集!

☆時間・曜日は応相談♪
　週3日～OK

［時間］（1）14：00～19：00 （2）15：00～19：00
［休日］木・日・祝、他応相談
［待遇］交通費規定支給、雇用・労災保険有

職種 時給

①歯科衛生士※専門学校卒
　以上 1,000円～1,500円

880円～1,000円☆無資格・
　未経験でOK

賞与年2回♪

桑名市大央町48-5 第2大和ビル2F

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

②歯 科 助 手

■三重交通グループ

急月 24万円程度（諸手当・残業等含む）
契四日市市内／企業役員車の運転業務

職
種

☎059-229-5558
〒514-8635 津市中央1-1 三重会館6階

三重交通株式会社 自家用営業部

［資格］普通免許以上　［休日］土日祝

［給与］月額24万円程度（諸手当・残業等含む）
［時間］8：30～17：30（残業・休日出勤あり）
［応募］月～金 9：00～17：00電話受付致します。
　　　面接当日は履歴書を持参ください。

企業役員車の運転業務

《勤務地》

〈面接場所〉三重交通研修所（四日市市生桑町962-1）

四日市市
北部

運転経験を
活かせるお仕事で

す!
運転経験を

活かせるお仕事で
す!

企業役員車運転スタッフ募集

■総合ビル管理

時 873円～
三重郡川越町／清掃スタッフ アパ

（9：30～17:00）0120-39-9133

清掃スタッフ募集!

［時間］8：00～11：30（※10：00までの時もあり）
［待遇］交通費規定支給、制服貸与、車通勤可
［応募］まずは下記連絡先までお気軽にお電話下さい。
　　　受付▷2/17（月） 9:30～※履歴書は写真添付

現地
面接

カインズみえ川越インター店
（三重郡川越町北福崎175）

病気による入院費を全額
会社の保険で支払います!

◎未経験でも安心して働けます◎
・疾病告知不要 
・年齢不問!!

勤務地 ［時給］873円～
女性活躍中

静岡県富士市厚原131-1http://www.toa-bs.co.jp/

給下記参照
パ正桑名市新西方／介護職・理学療法士・柔道整復師

■医療法人 創健会 http://wellness-medicalclinic.jp/

［応募］お気軽にお電話下さい。（担当／平井）〈その他、詳細は面接時にご説明いたします。〉
☎0594-24-6914

桑名市新西方3丁目218番地
ウエルネス医療クリニック

［待遇］保育料補助有、交通費規定支給、車通勤可

子育てしやすい職場です
［職種］①介護職（パート・送迎できる人）
［時給］1,000円～ ※介護福祉士は1,050円～
［時間］8：00～13：00または8：00～17：00
［職種］②介護職（夜勤パート）小規模多機能型居宅介護と病棟
［給与］20,000円～/回  ［時間］16：30～翌朝9：30
［職種］③介護職（常勤）
［職種］④理学療法士（パート） ［時給］1,850円～
［職種］⑤柔道整復師（常勤） ※詳細は面談時にご説明いたします。

※詳細は面談時にご説明いたします。

事業所内保育
病児保育あり

時 880円～＋交通費規定支給
アパ桑名郡木曽岬町／トマトの収穫や簡単なお手入れ

■トマト農園

［時給］880円～＋交通費規定支給
［時間］8：00～15：00の間で応相談
［休日］水・日、他応相談
［待遇］交通費規定支給（100円／日）

桑名郡木曽岬町小和泉21愛彩ファーム
090-8325-6513

トマトの収穫や
簡単なお手入れ

未経験大歓迎!

［応募］まずはお気軽にお電話ください。

勤務時間・日数や急なお休み等柔軟に対応します

まずは見学だけでもOK!

主婦（夫）・シニア活躍中♪

〈職種〉

急月 170,000円～230,000円
パ桑名市江場中野町／製造業務

■清涼飲料水製造・販売

正

年齢
不問!

桑名市
江場中野町
608☎0594-23-7411（代）

《水を磨いて100余年》

鈴木鉱泉株式会社
［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社ください。

男女製造スタッフ募集
清涼飲料水の製造業務
機械オペ業務・原料調合業務・
製造ライン業務 等
（リフト免許歓迎）

職  

種

［資格］高卒以上、普通自動車免許
［時間］8：00～17：00  ※70分休憩有
　　　※夏場は業務量増の為、時間外増となります

［月給］　　      170,000円～230,000円
　　　※経験・能力により考慮致します
　　　※60歳以上は時給となり、経験等により変わります
　　　　　　   時給1,000円～1,300円
［休日］土曜、日曜、祝日 ※当社カレンダーによる
［待遇］昇給有り、各種社会保険完備、各種手当有り、
　　　交通費規定支給、有給休暇、制服貸与、マイカー通勤可 
　　　☆3ヶ月研修期間有り（時給1,000円）

正社員

嘱託

［時給］900円～1,300円
パートタイマー同時募集! ★時間・日数は応相談

急時①1,400円 ②1,400円～1,750円
派愛知県海部郡飛島村／職種下記参照

http://www.tkg.co.jp

四日市市九の城町4-21 フジサワビル4階

0120-933-926

四日市
営業所

受付［全日］
9：00～18：00（ （

■総合人材サービス  人材派遣業 派27-130002  人材紹介業 27-ユ-130011  各種アウトソーシング事業

［広告No.］
332002023

［休日］土日祝、夏季休暇、年末年始（企業カレンダーによる）
［待遇］交通費規定支給、各種手当、社保完、作業服貸与
共
通

桑名市・三重郡川越町
からも通勤便利♪NEW

［勤務地］愛知県海部郡飛島村

②コーヒー豆の検査・運搬・
　フォークリフト

［時給］1,400円～1,750円
　　　（月収例：30万円以上可能）
［時間］6：00～15：00・15：00～24：00（実働8Ｈ）
　　　※業務状況により変動有
　　　　（6：00～18：00・18：00～翌6：00等）

職
種

①コーヒー豆の
　サンプル検査

［時給］1,400円
［時間］8：15～17：30（実働8Ｈ）※残業ほぼありません

職
種

男性活躍中

女性
活躍中

時 950円～
パ桑名市参宮通／アシスタント

■防犯設備の設計・施工・設置・販売・保守・管理 http://www.p-innovation.co.jp

☎0594-27-1155（採用担当迄）
三重県桑名市参宮通32番地1（R1沿い）＊桑名駅から徒歩6分本社
プランイノベーション株式会社

［時間］9：00～15：00
［休日］土・日・祝、他応相談
［待遇］交通費規定支給
［応募］まずは電話連絡の上、履歴書（写貼）持参下さい。

平日・短時間の
オシゴト＼(̂ O )̂／

アシスタント（パート）
書類整理・電話連絡等、
事務や営業のサポートをする
簡単なお仕事です

職 

種

年齢
不問

未経験
OK

時
給

週3日程度の勤務で
無理なく働けます♪

950円～

急時 930円～
パ桑名市下深谷部／工場内軽作業

■自動車部品に使用されている各種スプリング製造会社

詳しい情報はホームページ⇒http://www.aichi-hkk.co.jp/

愛知発条株式会社 ☎0594-33-6777
三重工場／桑名市下深谷部4906-1（大桑国道沿い）

当社が製造している「ばね＝スプリング」は自動車のHV技術やエコカーなどに使用されています

［応募］電話連絡の上、履歴書（写貼）持参でご来社下さい。

工場内軽作業 930円～
［時間］1日5～8h勤務で相談に応じます （例）・9：00～17：00 ・9：00～15：00 ・12：00～18：00 
［休日］土・日曜日 ※当社カレンダーによる、お盆・年末年始・GW等長期休暇有り　 ［待遇］制服貸与、車通勤可、各種保険完備

野々山
担当

男女パートスタッフ
多数募集！！
男女パートスタッフ
多数募集！！

※誰でも出来るカンタン作業です
バネ製品の選別・加工等

勤務日数・曜日応相談

職 

種
時 

給

月 230,000円～260,000円+交通費規定支給
正桑名市大字和泉／ルート配送

■医療用ガス・医療用具・介護用品の販売及びレンタル業

［資格］39歳以下（省令3号のイ）、旧普通免許（準中型免許）以上
［時間］8：20～17：20（休憩90分）
［休日］日曜・祝日、月2回土曜、GW、お盆、年末年始
［待遇］昇給制度有、賞与年2回、社会保険完備、退職金制度（勤続5年以上）

三重県及び愛知県の
病院への酸素等のルート配送

☎0594-21-2324（担当／川瀬）
桑名市大字和泉524番地

ルート配送職種 仕事
内容

［応募］お気軽に電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参下さい。

月給

未経験スタートOKの正社員募集!

中京医療株式会社

230,000円～260,000円＋交通費規定支給
希望により
営業職への
転換も応相談!

時①③880円 ②950円
アパ桑名市内／①受付 ②巡回 ③清掃

■ビルメンテナンス

勤務地

職 種

勤務地

職 種

三幸株式会社 SANKO  INC. 
名古屋支店

〒450-6312 名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋 12F ☎052-561-0500（担当／玉田）

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。（平日9：00～18：00）
　　　※面接は現地にて行ないます。

スタッフ募集

［時給］880円
［時間］8：45～13：15・13：15～17：15・
　　　17：00～22：00
※2～3月期間はヤマモリ体育館にて研修有

［時給］950円
［時間］8：00～15：00
※2～3月期間は
　NTN総合運動公園にて研修有

［時給］880円
［時間］6：30～13：30

［休日］シフト制、月曜日定休日、年末年始休暇有
［待遇］交通費支給、制服貸与、有給休暇、車通勤可能共通

ヤマモリ体育館・NTN総合運動公園
社員同時募集

長島B&G海洋センター
体育施設
（桑名市長島町松ヶ島59番地）

長島運動公園
（桑名市長島町押付1089番地）

ヤマモリ体育館
（桑名市中央町3-38）

施設の受付スタッフ
（スポーツ施設の受付・電話応対・施設案内等）

屋外施設の巡回スタッフ
 運動施設のグランド整備や
 草刈り、木の剪定作業等

体育館内の清掃スタッフ
（体育館内や外周の清掃）

勤務地

職 種 （ ）
4/1より
業務開始

時 900円～
パいなべ市大安町／売店業務

■CVS事業

働きやすい短時間勤務♪
40代～60代男女活躍中!

未経験
歓迎

平日
勤務

☎0594-77-3080

いなべ市大安町
門前1530

［応募］お電話またはメールにてご応募ください。
aim0448@aimservices.co.jp

急募

デンソー大安製作所内売店業務（Yショップもしくはセブンイレブン売店業務）

その他勤務時間は応相談

［時給］900円～　［勤務日］週5日勤務歓迎!週3日でも可　［待遇］自家用車通勤可、交通費規定支給、有給休暇あり
［時間］　　　　（Yショップ）6：45～10：30もしくは11：00（終業時間は応相談）
　　　　　　　（セブンイレブン）16：00もしくは17：00～20：30
［休日］土・日（デンソーカレンダーに準ずる）、他応相談、長期休暇あり

仕事内容

070-1005-3632
（担当／中崎）

月 160,000円～210,000円 時 1,000円～1,200円
アパ正桑名市安永／軽いスポンジ、綿などの加工作業

■熱成型加工、熱成型製品の製造・開発・営業

［月給］160,000円～210,000円
　　　※経験、年齢を考慮 （交通費、家族手当、残業代別途）
［時間］8：00～17：10
［待遇］制服貸与、車通勤可、再雇用あり（65歳まで）、
　　　賞与年12回払い、退職金制度あり､
　　　各種保険完備、年間休日107日

［時給］1,000円～1,200円　
◎年齢不問、車通勤可

残業ほぼな
しで

プライベー
トも

充実♪

※令和2年5月より、
いなべ市員弁町平古23-10に移転

令和2年5月
業務拡張の為
移転につき

正社員＆パート・アルバイト募集！
［職種］軽いスポンジ、綿などの加工作業

正社員

アルバイト・パート

☎0594-23-4272
〒511-0839 桑名市安永1-942-1

［応募］電話連絡の上、履歴書を持参ください。

桑名工場

未経験可

１日4h～
OK

★シニア・未経験者でも安心な、カンタンな作業です♪★

体力のある
若い方も
大歓迎!

経月 192,300円～234,800円（手当等除く）　
正いなべ市員弁町／伸銅品製造工

■伸銅品の銅板条、黄銅板条の製造販売圧延銅箔の製造販売、亜鉛加工品の製造販売 http://www.msmmbc.co.jp/index.html

〒511-0207 三重県いなべ市員弁町上笠田2426 三井住友金属鉱山伸銅（株）三重工場 総務課 加藤 宛応募書類送付先

株式会社 ☎0594-74-2701
三重工場

［応募］履歴書・職務経歴書を郵送してください。追って当社よりご連絡致します。又、気になる点、
ご不明な点等あれば、応募前でもお気軽に、当社担当まで御連絡下さい。 担当：総務課 加藤 宛

伸銅品製造工
［資格］18歳以上35歳まで（省令3号のイ）、経験不問、要普免

［月給］192,300円～234,800円（手当等除く）　［休日］年間106日
［時間］8：00～16：15、16：00～24：15、24：00～8：15（4直3交替制）
［待遇］各種手当：時間外手当、夜勤割増給、家族手当、住宅手当、資格手当、他。社会保険加入、
　　　昇給年1回（4月）、賞与年2回（7月・12月）（2019年度実績5.89ヶ月）、退職金制度有り、マイカー通勤可（交通費支給）、
　　　単身用社宅あり（通勤困難者に限る）フォークリフト・クレーン・玉掛けなど、
　　　費用会社負担での各種資格の取得を応援します!!

職種

正社員募集!!
自動車・スマホを
素材で支える、

ものづくり企業です!!

未経験から
年収400万円以上可!

■コンビニエンスストア

時①1,000円～ ②③900円～
パア三重郡川越町／コンビニスタッフ

時
給

時
間

［勤務］週1日～OK、1日1h～可

三重郡川越町大字当新田（ラーメン横綱ナナメ前） ☎059-361-1177

シフト自由バイト!!高校生OK/同時給

応募
名四亀須店

［待遇］社会保険完備、制服貸与、マイカー通勤OK

①　6：00～　9：00
②　9：00～17：00
③17：00～22：00

①1,000円～
②③900円～

急給お問い合せ下さい。
正パ桑名市矢田／職種複数

■介護サービス

桑名市矢田413番地の1（明正通り）
有限会社タウンボイス

☎0594-24-0760【介護ネットグリーン】
［応募］お気軽にお問合せ下さい。※ハローワークにも詳細有

スタッフ急募!

※その他詳細はお気軽にお問合せ下さい。

［時間］8：30～17：30 ［休日］日・他正職員

①職種

［時間］（日勤）8：30～17：30 
※宿直あり（相談可） ※シフト制 
※宿直のみでも相談可（夜間の生活支援業務）

パート
正職員

有料老人ホーム 生活支援員

②職種 デイサービス 介護職員
（資格不問）

年齢
不問

パート
相談可

［時間］9：00～17：00の内相談
［休日］日・他

弁当の盛り付け、配達 及び
週1～2回程度昼食作りの調理補助

③職種

パート

時①950円～ ②1,000円～1,260円 
パ桑名市額田／①清掃 ②フロント 

■ビジネスホテル

交通費別途支給

W

@hotelbl
いいね

!☎0594-23-5593
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。（担当／佐野）

昇給有、交通費支給、車通勤可、
制服あり、職場禁煙、試用期間有り（別途時給）

時間 早朝6：00～9：00

土・日・祝のみの
勤務もOK

桑名
桑名市額田317
 員弁街道沿、
 東名阪高架下（ ）

【月30,000円以上】
1日3h×週3日勤務

共通
待遇

◎学生OK ◎時間応相談
②フロント受付スタッフ職

種

時給1,000円～1,260円
〈月収例〉週3日／36,000円

時間 9：00～12：00

①清掃スタッフ
職
種

時給950円～

ホテル内での共有スペースの清掃や
タオルたたみ等の清掃業務です（ ）

〈月収例〉週3日／34,200円～

◎週3日程度の勤務

急時①1,100円 ②1,250円
派いなべ市藤原町／①検品②入出庫準備・検品・リフト

［勤務地］いなべ市藤原町

http://www.tkg.co.jp

四日市市九の城町4-21 フジサワビル4階

0120-933-926

四日市
営業所

受付［全日］
9：00～18：00（ （

■総合人材サービス  人材派遣業 派27-130002  人材紹介業 27-ユ-130011  各種アウトソーシング事業

［広告No.］
332002025

［時間］Ⓐ　9：00～18：00
　　　Ⓑ10：00～19：00（実働8Ｈ）
［休日］土日祝（企業カレンダーによる・長期休暇有）
［待遇］労災保険・雇用保険、作業服貸与、
　　　食堂利用可、交通費規定支給　

共
通

NEW 短期オススメ♪（3月末迄）

1,250円2

事務用品の入出庫準備・
検品・フォークリフト作業

［資格］要フォークリフト免許
　　　※実務経験者

時給

仕事
内容

1,100円
1

時給

仕事
内容
事務用品の
入庫伝票の数量検品

経

いなべ市員弁町／職種下記参照
給下記参照

パ正

■ゆかた・和装全般の卸とネット販売 和の心 小雪▶https://store.shopping.yahoo.co.jp/koyuki/

［給与］［正］月給18万円～25万円
　　　［パ］時給900円～950円
［時間］9：30～18：30 ☆パートは短時間でもOK♪
［休日］土・日（繁忙期は土曜出勤有）、GW・年末年始
［待遇］社会保険完備、各種手当有、交通費支給

アマゾン・楽天・ヤフーへの
和装品のネット販売業務
仕事内容 簡単なPC操作や梱包・仕分け等

いなべ市員弁町大泉新田42（すき家さん向かい）

株式会社スターリンク
［応募］お気軽に電話連絡の上、
　　　履歴書持参下さい。

☎0594-74-6311
（担当／今村）

男女共に大歓迎!

■歯科・小児歯科・歯科口腔外科

経月①21万円～ ②18万円～
正桑名市長島町／①歯科衛生士 ②歯科助手

［時間］（平日）9：00～12：00・14：00～19：00
　　　（土曜）9：00～12：00・14：00～17：00
［休日］完全週休2日制
［待遇］交通費支給、制服有、車通勤可、歯科医師国保、雇用保険

［応募］電話連絡の上、
　　　履歴書持参下さい。0594-45-8787TEL

FAX

桑名市長島町福豊833-4（23号線すぐ）
なばな歯科医院

アットホームな
歯科医院です♪

昇給・賞与
年2回!

［職種］①歯科衛生士
［月給］21万円～

［職種］②歯科助手
　　　（アシスタント）
［月給］18万円～
☆未経験OK!資格不要

経験者優遇

月下記参照
ア桑名市大福／朝刊配達

■新聞店

W

桑名市大字
大福244-1水谷新聞店 桑名南部専売所

配達軒数
による

（応相談）月収例

［時間］2：30～5：30の間で1.5h～3h程度 
［休日］週1日＋休刊日（休日数は応相談）
［応募］まずはお気軽にお電話ください。詳細はご説明致します。

◎20代～70代男女活躍中！
朝刊配達

①30,000円～
②50,000円～
③70,000円～ など

職　種

子どもが寝ている間に!
早起きをおこづかいに!

☎0594-22-6020（採用担当迄）
担当直通ダイヤル（水谷）090-6644-5992

少ない軒数

からスタート

できます!

未経験者
も大歓迎!

がんばった分だけ稼げます

配達ルートは固定です

時 1,000円＋特別手当
パ

■フォトスタジオ・貸衣裳・葬儀場・結婚式場など幅広く展開 www.life-p.jp

桑名市長島町／宣伝スタッフ

家庭の事情など急なお休みにも対応可能！
子ども虐待防止のオレンジリボン運動にも
協賛している子育て応援企業です。

［時間］10：00～15：00（休憩1h）
［休日］土・日・祝★他、平日も希望の曜日休めます!
［待遇］交通費支給、車通勤OK、服装自由

子育て中の方も
安心の職場♪

時給

職種

［応募］まずはお電話連絡の上、履歴書（写真貼付）ご持参下さい。

ライフプラン株式会社
桑名市長島町長島萱町121-3長島店

☎0594-82-7792（担当/オオガキ）

1,000円＋特別手当

宣伝スタッフ

入社時期は応相談♪

（外回り、イベントでの現場業務など）

時 950円
パ桑名市長島町／院内清掃

■総合ビルメンテナンス・マネジメント http://www.saycogroup.co.jp

星光ビル管理株式会社
〈東海営業第一部〉名古屋市中村区那古野1-38-1 星光桜通ビル

受付／2月17日（月）～
　　　9：30～18：00☎052-583-0940

②

③

13：00～16：30
（実働3.5h）

① 8：30～12：00
（実働3.5h）

8：30～16：30
（実働7h・休憩1h）

※勤務時間等の詳細は面談時ご説明させて頂きます。
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。
　　　顔写真付の履歴書をご準備下さい。現地面接致します。

［勤務］週4～5日程度 ［待遇］制服貸与、有給休暇有、車通勤可

★土日もできる方大歓迎! ★年齢不問!

時 

間 1名

1名

1名

①・②・③
より
選べます

長島中央病院
950円院内清掃職種

勤務地

時給

勤務
曜日は
応相談!

短時間やフルタイムなど
ライフスタイルに
合わせてお選び頂けます

増築に伴い新規スタッフ募集!!

桑名市長島町福吉271

時 950円
員弁郡東員町／コンビニスタッフ アパ

■コンビニエンスストア https://www.sej.co.jp/

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。（担当／渡辺）
☎0594-76-1703 員弁郡東員町穴太字

西宅地796

東員町穴太店

職
種

時
給

コンビニスタッフ
（レジ・品出し等） 950円

シニアの方
でも大丈夫！

週1日
～OK!

［時間］①6：00～9：00  ②6：00～11：00（10：00）
　　　☆時間・曜日は応相談 ☆平日のみ、土日のみでもOK
［待遇］昇給有、車通勤可、制服貸与、社員登用有、
　　　各種手当有（精勤手当・交通費等）

色々な世代との交流を通して、充実したシニアライフを！
もちろん主婦（夫）や学生さんも歓迎♪

経月 201,600円～
正桑名市多度町／支援相談員

■医療法人財団青木会 www.daiso-cn.com/roken/

春から
働きたい

方も歓迎♪

支援相談員（正職員）

201,600円～

職種

月 給

［資格］社会福祉士（取得予定者OK） 
［時間］8：30～17：30 
［休日］シフト制（年間休日120日）
［待遇］昇給年1回、賞与年2回、社会保険完備、
　　　交通費規定支給、有給休暇、
　　　65歳以上は給与改定有

老健での入退所後の生活の
相談、支援を行います。

社会福祉士の資格所持者、
取得予定者も歓迎します!

施設見学OKです♪
お気軽にお問い合せください。

年齢・経験不問 年間休日120日！

桑名市多度町
柚井字境川132番地
（大桑クリニック併設）

☎0594-48-5311応募・連絡先 （担当／森）

日 10,000円以上
ア契正東京都内 他／警備

■三重県公安委員会 第55000263号

未経験者の方も
大歓迎　

鈴鹿市算所3丁目16-30
ハヤカワビル東館ヒューマン警備株式会社

0120-73-5452（採用担当まで）［応募］まずはお気軽にお問い合わせください。
　　　携帯・PHS・公衆全国どこからでもOK!!

［時間］施設により異なる　［休日］シフト交代制
［待遇］制服貸与、交通費規定支給、宿泊費当社負担、前貸し金制度等

とにかく一度お電話下さい!!
交通警備、施設警備
東京都内のスポーツイベント会場周辺勤務地

職　種 日　給 10,000円以上

年齢不問!!夏休み中の短期バイト!!

この夏 東京で行われる世界のスポーツイベント
 に伴う警備スタッフを緊急大募集!!

車の無い方
、

出張面接致します!!

W時 930円～＋諸手当・交通費規定支給
パア三重郡川越町／簡単な清掃作業

■ビル総合管理

［応　募］お気軽にお電話ください。
面接は現地でも行います。

☎052-851-0077愛知県名古屋市
昭和区広路本町4-48

勤務地

職 種

ユタコロジー株式会社

午前中のみ短時間のお仕事 中高年･シニア歓迎 休日相談OK車通勤OK

清掃業務（床・トイレ等）
川越火力発電所内電力館(テラ46)
三重郡川越町大字亀崎新田字朝明87-1

［時　間］8：00～11：30(実働3.5h)
［出勤日］土曜・日曜・祝日・平日
［休　日］月曜・第三金曜・平日（希望日）
　　　   ※休日は担当者と応相談
［資　格］経験不問・年齢不問
［待　遇］制服貸与､扶養内勤務可､有休制度

給 与 時給930円以上
＋諸手当あり・交通費規定支給

清掃STAFF★未経験でも活躍できる♪清掃STAFF★未経験でも活躍できる♪

時 1,650円
パ桑名市星見ヶ丘／①施設看護師・訪問看護師 ②言語聴覚士

経 W

■サービス付き高齢者向け住宅・訪問看護ステーション http://wakaba.hp4u.jp/

看護師・言語聴覚士スタッフ募集!

［待遇］勤務状況に応じて昇給有、
　　　社会保険完備、交通費規定支給、
　　　各種手当有、制服貸与、研修制度有

訪問看護ステーションマ・ファミーユ
サービス付き高齢者向け住宅

職 

種

［資格］正看護師
［時間］8：30～17：30※短時間の勤務可能

1,650円

①〈パート〉

◎週1回～の勤務可
◎子育て中の方にも
　働きやすい
　環境です♪

詳しくはHPをご覧下さい

施設看護師
訪問看護師

職 

種

［資格］言語聴覚士

時
給

時
給

1,650円
◎時間・日数相談可

②〈パート〉言語聴覚士

桑名市星見ヶ丘9丁目807 070-1369-2230（担当者直通／伊藤）応募

パ正桑名市多度町／①調理師又は栄養士  ②調理師  ③調理補助

■フードサービス

［本社住所］三重県四日市市鵜の森2丁目2番12号
　　　　　Urban Forest Park株式会社 いつきフード

☎059-340-0452（担当／所）問い合わせ ［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

月①230,000円～ 時②1,100円～ ③950円～

入職支度金
正社員 5万円
パート 3万円
（※入社3ヶ月後にお支払いさせて頂きます）

①調理師又は

　栄養士
職種

月給

企業理念 「一食一職に一期一会の精神を！」

みんなイチからのスタートなので
未経験の方もご安心下さい♪

主婦（夫）の方
にもオススメ♪

うれしい
食事付き♪

前職給与
保証可！

オープニングスタッフ大募集！

230,000円～
［時間］　5：00～14：00又は
　　　10：00～19：00 
　　　※実働8時間（シフト制）
［休日］年間110日
［待遇］賞与年2回、社会保険・
　　　雇用保険完備、退職金制度有

②調理師職種

時給 1,100円～

［時間］　5：00～14：00又は
　　　10：00～19：00 
　　　※実働8時間（週5日勤務）
［休日］週休2日
［待遇］社会保険・雇用保険完備

③調理補助職種

時給 950円～
［時間］　6：00～　9：00又は
　　　15：00～19：00 
　　　もしくは両方出勤できる方
　　　★1日3～4時間、
　　　　週3日程度の勤務（シフト制） 
［休日］応相談

入職日 3月16日以降 入職日 4月1日以降入職日 3月16日以降

正社員 常勤パート パート

支給！！

［勤務地］特別養護老人ホーム ソフトハウス内厨房（三重県桑名市多度町福永440-48）

［共通待遇］交通費規定支給、有給休暇有、制服貸与、食事無料 出張面接OK
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ア
ド
サ
ン
ア
イ

582
1084

＼＼三重のオシゴトなら／／

経 急時 875円～930円
パ三重郡朝日町／日常清掃やお茶わかし

未経験OK！年齢不問！！

［時給］875円～930円
［時間］8：30頃～14：30頃  ［休日］土日
［待遇］交通費規定支給、制服貸与、研修期間有

日常清掃やお茶わかし職　種
（パート）

勤務地 近鉄伊勢朝日駅前

■ビル総合管理

株式会社 三重建光社
四日市市中浜田町
1-5田中ビル

☎059-353-2921
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

■リフォーム建築業

急時 900円～
正アパ員弁郡東員町／事務・在宅ワーク

☎0594-76-1222

〔桑名店〕東員町中上317
イオンモール東員より東へ800m

［応募］まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

900円～1,000円時
給

［職種］電話応対・
　　　パソコン入力など
［時間］PM2：00～PM5：00

［休日］月曜定休日、GW、お盆、年末年始
※土・日・祝 出勤（9：00～12：30）歓迎

3時間～

自宅で空いた時間に
事務のお仕事
しませんか
※詳細はお電話で

火水
木金

パソコン
業務

在宅
ワーク

事務
パート

正社員
同時募集

経給下記参照
パ正桑名市江場／介護職員・看護職員

■介護老人保健施設 toushinen.jp

ゆったりと落ち着いて働けます

詳細はお問い合せ下さい

［時間］8：45～17：45 ※月4回程度夜勤有
　　　※日勤のみも応相談 ※パートは時間・曜日応相談
［休日］4週8休 ※詳細は面談時にて ※パートは応相談

［時間］8：45～17：45 ※月4回程度夜勤有
　　　※日勤のみも応相談 ※パートは時間・曜日応相談
［休日］4週8休 ※詳細は面談時にて ※パートは応相談

①〈職種〉介護職員☆無資格・未経験OK

給 

与

［正職員］月給240,000円～（諸手当含む）
［パート］時給950円
②〈職種〉看護職員
給 

与

［正職員］月給280,000円～（諸手当含む）
［パート］時給1,300円

桑名市江場20
（桑名消防署前）東新苑介護老人

保健施設

☎0594-21-3113（担当/宮原）

［応募］まずはTELください。

［資格］正・准看護師

入社時期は
相談に
応じます!

賞与有!
資格・経験
による
優遇も有!

急時 1,600円＋交通費支給
派いなべ市内／出荷作業

■人材派遣センター（派）24-010003 http://www.watermelon.co.jp/worldkoz/

時給

［資格］要リフト免許
［時間］9：00～18：00
［休日］土・日・祝
［待遇］制服貸与有、無料駐車場・休憩室完備

いなべ市内

職種

勤務地

出荷作業

1,600円
＋交通費支給

3月末迄の
短期のお仕事です!

年齢不問

クイック トーロク
0800-919-1069

受付時間／9：30～20：00

四日市市日永西4丁目17-17

［応募］お気軽にお電話下さい。

経月 210,000円～260,000円以上
正桑名市安永／教習指導員

■自動車学校 ［URL］hokusei-ds.com

［資格］要普免（取得後3年以上の方）、高卒以上、
　　　35歳迄（省令3号イ）
　　　☆指導員資格所持者優遇（35歳以上でもOK）
　　　☆自動二輪・中型・大型免許所持者優遇
［時間］8：50～18：10（残業有）

［月給］210,000円～260,000円以上
　　　（各種手当＋残業代含む）
［休日］日・祝、他、お盆・年末年始 ※年間107日
［待遇］昇給年1回、賞与年2回、
　　　各種社会保険完備、交通費規定支給、
　　　有給休暇有、退職金制度有

☎0594-23-2525（担当／水本・中村）

教習指導員（正社員）募集!

桑名市
安永992北勢自動車学校

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

仕事
内容

☆女性指導員も
　大歓迎!
☆資格取得
　支援制度あり!

技能指導・学科指導・その他講習等

急時 900円～950円
パ桑名市藤が丘／保育士さん

■保育園

☎0594-74-5558（採用担当）

桑名市藤が丘1丁目901番地（県道142号線「藤が丘一丁目」交差点近く）
［本部/社会福祉法人 いなべ福祉会］いなべ市員弁町大泉2558

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

くわなひまわり保育園

［内容］0歳～2歳児の保育業務全般
［資格］保育士免許

［時給］900円～950円
［時間］7：00～19：00の間の
　　　4時間以上で応相談
［勤務］月～金曜日
［休日］土日祝、年末年始、
　　　その他園カレンダー
［待遇］福利厚生制度有、交通費規定支給、
　　　各種保険完備、車通勤OK

自然保育、食育…
子どもの発達を大切にする
そんな仲間を探しています

［職種］保育士さ
ん（常勤パート）

長期勤務できる方歓迎♪ 年齢不問!ブランクの
ある方もOK♪

当園のHPです

時 950円～1,188円
派桑名市陽だまりの丘／コンビニ商品のトッピング作業

http://www.tkg.co.jp

四日市市九の城町4-21 フジサワビル4階

0120-933-926

四日市
営業所

受付［全日］
9：00～18：00（ （

■総合人材サービス  人材派遣業 派27-130002  人材紹介業 27-ユ-130011  各種アウトソーシング事業

［勤務地］桑名市陽だまりの丘  ［休日］シフト制
［時　間］0：00～24：00の間で実働8H
［待　遇］社保完、交通費規定支給、制服貸与、
　　　　各種手当、定期健康診断、有給休暇
［応　募］お気軽にお電話ください。現地説明致します。

950円～
1,188円

職
種

時
給

みなさんお馴染みの
あのコンビニ商品の
トッピング作業

◎空調完備で1年中快適作業！！
お好きな時間選べます（8時間）

［広告No.］
332002022

残業なし

時 880円～1,075円
アパ桑名市内／コンビニスタッフ

■コンビニエンスストア www.family.co.jp

アパ

スタッフさ
ん募集中!
★週1日でもOK♪
★土・日・祝出来る方歓迎

［応募］お気軽にご希望の店舗まで電話連絡又は来店下さい。

　6：00～　9：00…………960円
　9：00～17：00…………880円
17：00～22：00…………960円
22：00～24：00………1,075円

〈職種〉コンビニスタッフ

☎0594-25-8601
☎0594-25-8611

☎0594-33-2121

桑名市大字西汰上450-1

桑名市大字東汰上
1080-4
桑名市松ノ木
一丁目7-6

西汰上店

桑名明竜町店

桑名松の木東店

今春、
新大学生の方
大歓迎!

学校帰りの
高校生も
歓迎！ 時間帯は応相談

早朝
急募! ﹇

時
間
・
時
給
﹈

経月①30万円～45万円  ②20万円～
正弥富市・愛西市／職種複数

■一般区域貨物自動車運送事業

三重方面からの
応募者も歓迎!

弥富市六條町芝切171-14

サンシン運輸株式
会社

［時間］8：00～17：00（業務による）  ［休日］①日曜日 ②土・日・祝 【共通】夏季、年末年始、GW、他
［待遇］昇給、賞与、社保完備、制服貸与、車通勤OK、試用期間あり

正社員募集! 日勤のみで基本的に残業もないので
プライベートも充実♪ごくまれに残業が
あったとしても残業代は全額支給します!

☎0567-52-3781
［応募］まずはお気軽にお問い合せ下さい。

年齢幅広く
活躍中!

※車両に
　より変動

下記住所（主に東海3県の配送）

30万
円～45万

円月給

勤務地

職種①6・8・15tユニックドライバー

夕方には
帰社できる
距離です

［資格］大型免許、玉掛け、小型式移動クレーン
★月給例40万円（入社9年目48歳）

20万
円～月給

愛西市勤務地

職種②構内作業員（建築資材の仕分・梱包・検収等）

［資格］フォークリフト免許保持者歓迎

※経験等考慮します

交通費規定支給

★月給例20万円＋諸手当＋残業＋α※20日稼働の場合

経月 300,000円以上
正いなべ市北勢町／総合職

■LPガス供給・ガス器具取り付け・水まわりリフォーム

総合職（正社員）

☎0594-72-2122
いなべ市北勢町別名223

北勢ガス株式会社
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

（採用担当）

［資格］要普免（AT限定不可） ★中型以上あれば歓迎 ［時間］8：00～17：00 ［休日］土・日・祝、GW・夏季・年末年始 ※年間休日117日
［待遇］昇給有、賞与年2回、社会保険完備、交通費規定支給、有給休暇有、退職金制度有 ※詳細は面談にて説明致します

職 

種
得意先への配送や検針、保安点検、
新しいお客様の開拓、
ガス器具・水まわりのご提案

月
給300,000円以上

 転職者大歓迎！
正社員募集
土日祝休み♪年間休日117日

未経験者も一から教えます

入社時期は応相談 会社見学もOK!※経験・能力による ☆経験者や頑張る方には更に優遇!

経時①920円～1,020円以上 ②950円～1,050円 ③1,400円～1,600円以上月①205,000円以上
パ正桑名市西別所／①介護職員 ②送迎運転手 ③看護職員

■通所介護施設

〈職種〉①介護職員（正社員・パート）

☎0594-23-3939

（株式会社 結い）
〒511-0851 桑名市大字西別所1842番地3
［アクセス］西別所駅徒歩5分デイサービスセンター結い

ゆ

［共通待遇］交通費規定支給、車通勤可 現在、桑名市と岐阜市の2店舗好評稼働中！

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。（担当／服部・菅沼）
結いの魅力満載のHPも見てくださいね。 ▼http://dayservicecenter-yui.jp

［時給］950円～1,050円
　　　★週5回、朝・夕方両方出勤の方は1,050円
［資格］普通免許でOK!（AT限定可）運転好きな方大歓迎!
［時間］8：00～9：45・16：15～18：00
　　　※その他 8：00～16：30の間で2時間程度も応相談

デイサービススタッフ募集♪★ご都合に合わせて
　お気軽に
　ご相談下さい！
★扶養内勤務OK

［給与］［正］月給205,000円以上
　　　　　　　※介護福祉士資格手当含む

　　　［パ］時給920円～1,020円以上
［資格］未経験・無資格の方も大歓迎!!
　　　30代～50代活躍中
［時間］［正］8：00～17：00・9：00～18：00のシフト制
　　　［パ］9：00～16：30の間で応相談
　　　★週3日から勤務 ★子育て中の方も大歓迎
　　　★1日4～5時間からOK
［休日］日曜、年末年始、他応相談 
［待遇］昇給有、賞与年2回、社会保険有、
　　　介護福祉士手当有、制服貸与

〈職種〉②送迎運転手（パート）

［時給］1,400円～1,600円以上 
［資格］正看・准看いずれか ※介護業界未経験でもOK
［時間］9：00～16：30の間で応相談
［休日］日曜、年末年始、他応相談 

〈職種〉③看護職員（パート）

週3日から勤務

60代の方も
大歓迎!

週3～4日
からOK

1日4～5時間
からOK

日勤のお仕事 施設見学のみも大歓迎!!

経時 1,125円
アいなべ市内／ICTサポータ（小・中学校でのパソコン・タブレット教育の支援）

■出版・教育関連事業

小･中学校でのお仕事

［勤務地］いなべ市内の小・中学校
［職　種］ICTサポータ（小中学校でのパソコン・タブレット教育の支援）
　　　　小･中学校に配備されているコンピュータ機器を先生方が
　　　　授業で活用する際の、事前準備や授業の進行補助業務
［資　格］教育やパソコン活用に関心のある方歓迎
［給　与］時給1,125円 
　　　　※研修中時給880円(最大1ヶ月) ※交通費別途支給
［時　間］8：30～17：30（実働7h＋報告書作成1h）
［休　日］月9日程度の勤務 ※土日祝休み
［待　遇］交通費支給、社会保険完備、有給休暇あり

［応募］上記の二次元コード・URLか、「ベネッセ採用」で検索後、「アルバイト・スタッフ採用」より、エントリーをお願いします
0120-349-977東京都多摩市落合1-34 （採用担当）

株式会社ベネッセコーポレーション
https://www.benesse.co.jp/benesseinfo/saiyou.html

［ア］月9日程
度の勤務 時給1,125円

［期間］

※継続雇用有

2020年3月～
2021年3月迄

W時平日1,000円 ★22時以降1,250円  土・日1,100円 ★22時以降1,375円
アパ弥富市稲元／フロント、客室清掃、施設管理

■ホテル

お仕事未経験のお母さんも安心!
メニューを作ったり、
洗濯したり電話対応したりと、
普段家庭でもやってる
お仕事なので安心です!

新規OPENしたばかりのホテルです!経験など全く必要ありません!楽しく、明るく皆様で盛り上げていきましょう!!
主婦（夫）・学生・フリーター・高齢の方など20代～60代の方迄幅広く採用します!!少しお小遣いが欲しい!!Wワーク大歓迎!!

［時間］　9：00～18：00・10：00～15：00・17：00～翌1：00・
　　　19：00～　0：00・　0：00～　9：00
［時給］平 日1,000円 ★22時以降1,250円
　　　土・日1,100円 ★22時以降1,375円
［待遇］交通費規定支給、制服貸与、車通勤可、社会保険完備
シングルマザーの方や子供の手が離れた方
Wワークの方など20～60代の男女共にOK!

1日3時間～OK

週1日～OK

あなたの大切な友人が家に遊びにくる時
部屋を片付けたり食事を用意したりしますよね!
それが人を想う
“おもてなし”の心です。
未経験や年齢なんて関係なし!!
心あるアナタのお電話
待っています。

☎0567-68-4050（担当／矢野）
［応募］「求人広告を見て電話しました」と
　　　お気軽にお電話下さい

［メールでの応募もOK!!］
hirokazu.yano@h2group.jp 24時間受付OK!弥富市稲元6丁目25（国道23号線沿い）

弥富ホテル ヌク
全室天然温泉

オープニングスタッフ追加募集！社保完備！！

ホテルはハードじゃなくて
ハートです!!

①フロント（接客や簡単な調理・電話対応などのお仕事）
②客室清掃
③施設管理（駐車場、露天風呂、館内のお掃除）※1日3～4時間程度

お部屋のお掃除を通じて
安全で快適な空間を作って頂くお仕事（ ）内 

容

未経験者大歓迎!! 年齢不問

23
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時 1,000円＋特別手当
パ

■フォトスタジオ・貸衣裳・葬儀場・結婚式場など幅広く展開 www.life-p.jp

桑名市八間通／宣伝スタッフ

お子様の急な病気や懇談などの学校行事などにも対応。
子ども虐待防止オレンジリボン運動に協賛。

［時間］10：00～15：00（休憩1h）
［休日］土・日・祝★他、平日も希望の曜日休めます!
［待遇］交通費支給、車通勤OK、服装自由

子育てが落ち着いた方
にもオススメ♪

職 種

時 給

［応募］まずはお電話連絡の上、履歴書（写真貼付）ご持参下さい。

ライフプラン株式会社
桑名市八間通39 3F桑名店

☎0594-82-7792（担当/オオガキ）

1,000円＋特別手当
宣伝スタッフ
（外回り、イベントでの現場業務など）

入社時期は

お気軽に

相談して

下さい

経 急

正パ三重郡朝日町／作業服・作業用品の販売
給下記参照

■ユニフォーム・作業服・作業用品

［①②共通待遇］通勤費規定支給
［応募］2月17日（月）AM9：00より受付。

三人そろえばユニフォーム

〔本社・ハヤシヤ商事〕
四日市市ときわ4-5-3

（担当／広瀬・古川）☎059-355-2600（代）

www.hayasiya-syouji.com/

★週3日～4日 ★平日のみ勤務でもOK
［時給］900円～（9時～17時） 1,000円～（17時～20時）
［時間］①　9：00～13：00
　　　②13：00～20：00
　　　③17：00～20：00

②
正
社
員

①
パ
ー
ト

作業服・作業用品の販売職種

あさひ店勤
務
地

毎週土曜日
店舗定休日

［月給］［A］22万円～35万円（幹部候補）
　　　［B］18万円～25万円（一般職）
　　　※前職給与・経験・実績により決定
［時間］11：00～20：00（実働7.5時間）
［休日］月8日～〔年末年始、GW、夏期休暇〕
［待遇］各種保険加入

話題のワークショップで
働いてみませんか!?

三重郡
朝日町

出勤時間・
日数は相談可

給お問い合せ下さい。
パ正岐阜県海津市南濃町／職種下記参照

■デイサービス・ショートステイ

［待遇］《各種保険》雇用・健康・厚生年金
　　　《諸 手 当》職務・資格・通勤・家族（子供）、引っ越し（入職にあたっての移転）
　　　　　　　　一時金有（処遇改善＋一時金）

☎0584-56-1808
（担当）採用担当まずはお電話下さい!応募

ショートステイよもぎ

海津市南濃町
太田681（ ）デイサービスよもぎ

（ ）海津市南濃町
太田682番地1

養老線
石津駅
すぐ

60代の方も活躍されております。①介護職員（正職員※パートも可）
［デイサービス・ショートステイ］

働く時間帯は
応相談

資格取得
支援制度有! 

頑張り次第で
短期昇給有!!

②看護職員（正職員※パートも可）
［ショートステイ］

③送迎ドライバー（パート）
［デイサービス］

経験者の方は打ち合わせにより給与・待遇等優遇いたします!
給与等詳しくはお気軽にお問い合せ下さい。

日 9,000円～12,000円以上
ア契正三重県内 他／警備

■三重県公安委員会 第55000263号

土・日出勤
出来る方
優遇!!

鈴鹿市算所3丁目16-30
ハヤカワビル東館ヒューマン警備株式会社

0120-73-5452（採用担当まで）［応募］まずはお気軽にお問い合わせください。
　　　携帯・PHS・公衆全国どこからでもOK!!

交通警備、施設警備

四日市市を中心に大きく展開中
近鉄四日市駅から徒歩圏内の現場もあります
鈴鹿、その他の地域にも
御座いますのでご相談ください!

勤務地

職　種

日　給

［時間］施設により異なる　［休日］シフト交代制 ※希望日応相談
［待遇］制服貸与、交通費規定支給、前貸し金制度等
三重県のみならず、愛知・岐阜での業務もあります。※出張面接対応します。

業務拡大につき、 緊急大募集!!

9,000円～12,000円以上

85歳の方も活躍中!!

とにかく一度お電話下さい!!

40万円!給与実績!!

未経験者の方も
大歓迎　

時①（機械オペレーター）1,200円 （検査）1,100円 ②1,400円 ③1,600円 ④1,400円
派勤務地複数／職種複数

■労働者派遣事業（派）23-110036 http://www.nichirinn.com

未経験
OK　 土・日休みのお仕事特集♪

［時給］（機械オペレーター）1,200円
　　　（検査）1,100円
［時間］　8：00～17：00
　　　20：00～翌5：00（2交替）

職種 自動車部品の機械オペレーター・検査

NICHIRIN

ニ チ　 リ ン

株式会社日輪その夢に、ひとを

三重県四日市市西日野町1518-1 1F ［応募］お気軽にTEL後、履歴書（写貼）持参ください。［受付時間］ 平日 9時～19時

0120-725-802
090-7313-6047

（採用担当）
☆出張面接OK

新規案件
10名急募

［休日］土・日
［待遇］各種社会保険完備、作業服1着目貸与、車通勤可、交通費規定支給、OJT研修費1日800円×5日分控除

40代の男女活躍中

［時給］1,400円
［時間］　8：30～17：15
　　　17：00～翌1：40

（2交替）

《勤務地》②四日市市
職種 アルミサッシの製造

40代の男女
活躍中

［時給］1,400円
［時間］　8：00～17：00
　　　20：00～翌5：00

（2交替）

《勤務地》④鈴鹿市
職種 自動車部品の製造

40代の男女
活躍中

［時給］1,600円
［時間］　6：30～15：30
　　　17：10～翌2：10

（2交替）

《勤務地》③いなべ市
職種 自動車部品の製造

40代の男性
活躍中

共通項目

《勤務地》①いなべ市

（森）担当者直通

経給［月収例］36万円以上
正いなべ市内／大型ドライバー

■一般区域貨物自動車運送事業・自動車運送取扱事業

鈴鹿市大池3丁目14番1号

☎059-379-2816（担当／黒田）
［応募］まずはお気軽にお電話にてお申し込み下さい。面接時には履歴書（写真付）をご持参下さい。

［月給］当社規定による＋各種手当あり（皆勤手当7,000円、交替手当17,000円、運転手当36,000円、
　　　家族手当、深夜手当、残業手当、通勤手当）
［時間］5：30～14：30・16：00～25：00（残業有 ※月20～30h程度）
［休日］（基本）土曜、日曜、ＧＷ、夏期、年末年始 ※会社カレンダーによる ◎年間休日118日
［待遇］昇給年1回、賞与年2回、各種社会保険完備、退職金、福利厚生 ［資格］フォークリフト免許

36※40代の方の場合大型ドライバー職 

種

月
収
例

いなべ市勤務地

◎創業46年!老舗企業です!
◎取引先は大手企業！福利厚生も充実！安定収入！
◎リフトによる荷おろしの為、女性の方でも大丈夫です！

ドライバー大募集!!

万円以上可 要大型免
許

大型運転
手当有

正社員 あなたの経験を活かしませんか!

■コンビニエンスストア

W時 880円～
アパ桑名市内／コンビニ業務全般

桑名市大字赤尾字
屋敷125-2桑名市あこお店

お仕事内容レジ・陳列・清掃などコンビニ業務全般

090-4856-3297応募
連絡先

☎0594-33-4300

土・日・祝はお休みです♪

人気の平日昼間
の勤務です！

桑名市参宮通57-10
（桑名駅より徒歩5分）桑名参宮通店

☎0594-25-8075

（担当／佐藤）

時間・日数
応相談

［時給］880円～
［時間］①9：00～13：00 ②13：00～17：00
［待遇］制服貸与、昇給あり、研修60日あり（同条件）
［応募］お気軽に希望の店舗又は下記携帯番号までお電話下さい。
　　　※面接には履歴書（写貼）を持参下さい。

4月からの
勤務も
OK!!

■社会福祉法人 貴徳会 http://kibounosato.org/

経月19.9万円～24.9万円以上 時926円～
パ正名古屋市港区新茶屋／介護職員

無資格・未経験
OK!

〒455-0863
名古屋市港区新茶屋2-1501希望の郷特別養 護

老人ホーム

☎052-304-1001【担当／施設長 小島】
［応募］詳細はお電話にて御説明致します。
　　　その後、履歴書（写真貼付）を郵送、又は御持参下さい。

［時間］24H内のシフト制★パートは希望の時間・日数で応相談
［休日］［正］月9日間（2月のみ8日間） ［パ］応相談
［待遇］［正］昇給年1回、賞与年2回、退職金制度有
　　　［共通］社会保険完備、交通費規定支給

介護職員
199,000円
～249,000円以上

正職員
月給 926円～

20～60代のスタッフ活躍中!
桑名方面からも近く通勤ラクラク♪

パート
時給

職
種

時 1,300円＋交通費支給
派三重郡川越町／軽作業

■人材派遣センター（派）24-010003 http://www.watermelon.co.jp/worldkoz/

大量
募集中

急

クイック トーロク
0800-919-1069

受付時間／9：30～20：00

四日市市日永西4丁目17-17

［応募］お気軽にお電話下さい。

三重郡川越町
軽作業

1,300円＋交通費支給
［時間］8：45～17：45
［休日］土・日・会社カレンダーによる
［待遇］制服貸与、無料駐車場完備、休憩室完備

男性
活躍中 冷暖房

完備
未経験
OK!

勤務地

職　種

時　給

女性のパート作業もあります ［時給］1,200円

外国籍の方も大歓迎ですよ♪

急時 880円
パいなべ市員弁町／調理補助

■フードサービス（創業一世紀の給食事業のパイオニア） http://www.uokuni-s.co.jp/

四日市市日永
1丁目2-20

調理補助
のお仕事です!

その他求人情報

0120-46-1320
☎059-346-1320
070-2230-9459（九鬼）

［時間］9：30～14：30（4.5H）
［休日］土・日、長期連休（GW・盆・正月）
［待遇］交通費別途支給、制服貸与
［応募］お気軽にお電話下さい。
　　　現地近くにて面接致します。（履歴書持参） 
　　　2/17（月）より受付けさせていただきます。

880円
調理補助職種

時給

（パート） 週3日～4日
で応相談

勤務地

4月からの勤務（3月研修あり）

いなべ市員弁町松名新田

急時 1,200円
パアいなべ市員弁町／朝刊配達

■新聞販売店

いなべ市員弁町
大泉新田43

（員弁街道沿い）☎0594-74-2264
牧野新聞店有限

会社

朝刊配達
スタッフ募集
早朝、きれいな空気を吸って
短時間で高収入！！

［資格］原付免許をお持ちの方  
［時間］3：00～（1時間半～2時間）
［休日］応相談  ［待遇］労災・交通傷害保険有
［応募］電話連絡後、履歴書ご持参下さい。
　　　詳細は面談時にお話いたします。

初心者歓
迎

（月収例）50,000円～80,000円程度
1,200円時給

定年後の方でも活躍できます！

経月 30万円～50万円以上
正桑名市江場／ドライバー

■運輸・業務請負業・保険代理業・ロードサービス http://www.tokaitsusho.co.jp

30万円～50万円
30万円～45万円

［資格］各車両による（お問い合せ下さい）
［時間］当社運行規定による 
［休日］月7～8日（会社カレンダーによる） 
［待遇］昇給年1回、賞与年2回、社会保険、有給休暇、
　　　交通費（規定）支給、各種手当、制服貸与

安心の研修制度あり!
就職支度金10万円支給

職 種 月 給

6t・10t

0120-146-777
［応募］電話連絡の上、履歴書（写貼）持参下さい。
　　　※詳細は面談時にて

〈桑名本社〉桑名市江場540番地  ☎0594-24-7777（代） 検索（株）東海通商

トレーラー（海コン）
★女性活躍中! ★60代活躍中!

未経験
OK　

いなべ市北勢町・員弁郡東員町／介護スタッフ
急経時［介護福祉士］1,000円～※各種手当込 ［資格無しの方］900円～
パ

■デイサービス

介護スタッフ（パート）職種 ご利用者の介護業務 
※ほとんどが軽介護です

週2・3日～OKなので、無理なく働けますよ。
ご利用者様の笑顔と「ありがとう」が嬉しい♪

子育て中の方や
扶養内勤務の方も活躍中! 

時給

[時間]8：30～16：30位 ※時間・曜日は応相談 [休日]日曜日、他応相談
[待遇]交通費支給、研修期間有 ※その他詳細は面談の上決定致します  

無資格＆未経験でも
可

［介護福祉士］1,000円～※各種手当込
［資格無しの方］900円～

シニアの
方も歓迎!

勤務開始日は応相談

有限会社ケアックス

☎0594-82-1166（担当／武田）あげきデイサービスセンター

[応募]まずは、お気軽にご希望の施設までお電話下さい。 ［定休日／日曜日］

いなべ市北勢町阿下喜1924-1（桑名三重信用金庫阿下喜支店向い）

☎0594-86-0215（担当／中村）員弁郡東員町笹尾東3-3-3
笹尾デイサービスセンター

経時 1,000円～1,500円
パア桑名郡木曽岬町／軽量足場材の検査・梱包

■メンテナンス業

年齢・性別不問！

桑名郡木曽岬町中和泉350番地
（エスアールジータカミヤ株式会社 東海木曽岬センター内）

株式会社 オーエステック

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。
☆入社日応相談! セールスお断り☎0567-68-2720

［時間］8：00～17：00
［休日］日・祝、第2・4土曜日、
　　　大型連休（GW・夏季・年末年始）
［待遇］正社員登用制度有、車通勤OK
※詳細は面談にてご説明致します

1,000円～1,500円

職
種

時
給

★経験者又はリフト運転者優遇

軽量足場材の
検査・梱包

未経験OK

時①［一般］1,000円 ［学生］900円  ②900円
アパ桑名市江戸町／①ホール係 ②調理係

歌行燈
〈創業明治10年〉

本店

高校生も
シニアも
大歓迎

☎0594-22-1118［応募］電話連絡の上、履歴書持参で
　　　お越し下さい。（担当／マスヤ）

桑名市江戸町
10番地

（九華公園近く）

未経験の方も大歓迎！
学校帰りにもオススメ♪
1日3時間～、
週1・2日～
OK

［一般］1,000円 ［学生］900円時給時給

900円時給時給

［時間］［平日］18：00～21：00
　　　［土日］10：00（11：00）～15：00・18：00～21：00
☆昼・夜通し勤務OK ☆シフトは1週間ごとのシフト制

［時間］17：00（18：00）
　　　～21：00

http://www.utaandon.jp■麺料理、和食料理、食品の製造加工及び販売

〈職種〉①ホール係（オーダー伺いや料理の提供など）

〈職種〉②調理係

「平日のみ」や
「土日のみ」も
大歓迎♪

［待遇］交通費支給、制服貸与、車通勤可、試用期間有


