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［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♪

■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

■焼肉・ホルモン

急時 900円～950円
アパ松阪市小片野町／ホール 他

☎0598-34-0260（月曜定休）
松阪市小片野町30

小坂食堂

スタッフ募集
［時給］①900円 ②950円　［勤務日］土・日・祝
［時間］①11：30～15：30 ②16：30～20：30
［応募］詳細は面談時にて。まずはお気軽にお電話ください

職種 ①ホール ②ホールまたは皿洗い・洗い場 他
2h以上勤務できる方!

■株式会社すみれホールディングス

急時 1,000円～1,120円以上
アパ正津市・松阪市／ホール・厨房・洗い場

［応募］まずはご希望の店舗にお電話ください。営業時間中でもOK!  ※月曜定休

津市雲出本郷町556-1（R23沿い） ☎059-234-7886

高校生もOK!平日1回よりOK!
正社員も同時募集交通費別途支給

［時給］昼1,000円～
［時間］10：00又は11：30～15：00の間で応相談

［時給］昼1,060円～
［時間］10：00又は11:30～15：00の間で応相談

［時給］夜1,120円～ ［時間］18：00～23：00の間で応相談

［職種］ホール・厨房・洗い場
スグ昇給

します!!
土・日・祝

できる方歓迎
 

平
日

①土
日
祝

①おいしい野菜を使ったみそらぁめんのお店 すみれ 津本店（三雲地区）

松阪市宮町75-1 ☎0598-50-0087
②特濃のどぐろつけ麺 一日限定100杯つけ麺専門店 Sumile-すみれ-

［時給］1,000円～ 土日祝＋60円
［時間］10：00～17：00の間で応相談②

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 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

経給下記参照
パ正松阪市上川町・度会郡玉城町／介護職員

■老人福祉・介護事業

☎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」

☎0598-29-8377
松阪市上川町563-12
ホームひさみ

介護職員募集!!

［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
［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。

［勤務地］

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

［職　種］

・ホームひさみ（松阪市上川町）
・ショートステイ「柿の葉」
  （度会郡玉城町）

介護職員（正職員・パート）

時 875円～1,000円
度会郡大紀町／調理補助スタッフ

■総合給食会社

契パ

本社／名古屋市中区千代田5-7-5 パークヒルズ千代田9F

60歳以上の方や
未経験者も大歓迎!

応募先▶ ☎0598-74-0587

［時給］875円～1,000円
　　  ＋交通費支給（月3.5万円迄）
　　　※朝8：00迄と18：00以降は1,000円
［時間］①　6：30～14：00（60分休憩有）
　　　②11：00～19：30（60分休憩有）
　　　③13：00～19：00
［休日］ローテーションによる　☆勤務日数・時間応相談
［待遇］各種保険完備・制服貸与・有休規定付与・
　　　食事補助・車通勤可

調理補助スタッフ（食事の盛付・食器の洗浄など）

勤務地

職　種

特養 共生園様内厨房
（三重県度会郡大紀町崎1785）

（受付／8：00～17：00　担当／オガワ）

［応募］まずは見学してみたいという方もお気軽にお問い合せください。

［時間］5：00～20：00の間で実働8時間（休憩有） ☆シフト制
［月給］17万円～26万円＋年2回賞与 ※能力・経験考慮して優遇
詳しくは本社　 0120-19-7733（平日9：30～18：00）まで

☆調理師・栄養士・管理栄養士（契約社員）同時募集中!☆
正社員登用制度有 ☆能力経験により正社員からのスタートも可

松阪市内／病院受付事務

■医療・介護・保育関連業務

パ契

月［契］14.4万円～ 時［パ］880円～

人気の病院受付事務

フリーダイヤルが繋がりにくい際は「☎059-227-6121」まで

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。
（受付時間9：00～20：00）お問合せ 0120-015-097

検索ソラスト

弊社求人サイトはこちら  https://solasto-career.com/

［待遇］交通費支給、制服無料貸与、資格手当支給、社会保険完備、
 昇給あり、有給休暇あり ※1年間は有期契約、その後正社員登用

診療科受付・医療事務

★三重県内各地に勤務地あります★
詳細や他医療機関の求人はWEBへGO！

三重支社
津市羽所町375百五・明治安田ビル4F（津駅徒歩3分）
「（株）日本医療事務センター」より社名変更いたしました。

業務内容

松阪市内の総合病院勤 務 地

［時給］880円～　［休日］土・日・祝
［時間］①8：00～12：30 ②8：30～13：00

［月給］144,000円～＋配属部署により手当あり
［休日］土・日・祝 年間休日120日以上
［時間］①8：00～17：00 ②8：30～17：30

パ
ー
ト

契
約
社
員

春からスタート★NEWスタッフ募集★
未経験・資格なし・ブランクOK 研修も充実

入社祝金
※規定有 1万円3万円常勤 パート

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

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!

時下記参照
津市榊原町／看護師・介護福祉士

■医療法人 http://www.ohrin-mc.jp/

パ正

施設見学希望の方・未経験の方大歓迎!

〈月給例〉260,000円～
　　　 （別途夜勤手当1回11,000円支給）
　　　 （勤務5年・残業ゼロ）

①正看護師 ◎准看護師も募集中!

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。
　　　（担当／法人本部 杉山・長谷川）

医療法人 凰林会
榊原白鳳病院
介護老人保健施設さくら苑・介護老人保健施設第二さくら苑
介護老人保健施設伊賀さくら苑・久居さくらディサービスセンター

☎059-252-2309 E-mail:somu@ohrin-mc.jp

津市榊原町5630番地

給
　
与

職種 ②介護福祉士職種

常　勤

パート

〈月給例〉195,000円～
　　　 （別途夜勤手当1回8,000円支給）
　　　 （勤務5年・残業ゼロ）

給
　
与

常　勤

パート

◎介護士（未経験）も募集中!

〈時 給〉1,030円
　　　 （週30時間以上勤務の場合）

〈時 給〉1,500円
　　　 （週30時間以上勤務の場合）

急

パ契多気郡大台町茂原／調理師または栄養士、調理補助、調理員

■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/

月①16万円以上 時②950円～ ③880円～

［共通待遇］交通費別途支給、制服貸与

四日市市日永1丁目2-20

0120-46-1320 ☎059-346-1320 080-5155-3363（米本）

多気郡大台町でのお仕事！！
［職種］②
調理員

［職種］③
調理補助
パート

パート

［月給］16万円以上（経験者優遇）
［時間］［A］　5：30～14：30（8H）
　　　［B］11：30～20：30（8H）
　　　［C］　6：00～15：00（8H）
　　　［D］11：00～20：00（8H）
　　　※交替できる方・または、いずれか
［休日］週休2日

［職種］①調理師［A］［B］または栄養士［C］［D］

契約
社員

社会保険有・賞与有・正社員登用制度有

［A］［B］
社会保険有

［時給］880円～　［休日］週休2日
［時間］［A］　6：00～11：30（5H） ［B］9：00～15：00（5H）
　　　［C］14：30～20：00（5H）
　　　※［A］［B］［C］交替勤務できる方、歓迎。またはいずれか。

［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。

～学生寮での食事提供～

［時給］950円～　［休日］週休2日
［時間］［A］　5：30～14：30（8H） ［B］11：30～20：30（8H）
　　　［C］14：30～20：00（5H） 
　　　※［A］［B］交替勤務できる方、歓迎。またはいずれか。

■社会福祉法人 aikeikai.or.jp/disability_person

月①154,900円～ ②151,600円～ 時③910円～
松阪市内／①相談支援員 ②生活支援員・生活指導員 ③送迎スタッフ

経

パ正

松阪市下村町
2203-1

☎0598-20-1213
［応募］まずはお気軽にお電話ください障害者支援施設つばさ

正職員スタッフ募集
未経験の方も歓迎！障がいのある方を支援するお仕事です

［月給］151,600円～（夜勤なし）
　　　◎処遇改善手当あり（年3回支給）
［時間］9：00～17：00
　　　（早出・遅出勤務あり、土半日あり）
［休日］4週6休制

松阪市下村町

☎0598-20-1213（担当／浦田・田中）つばさグループホーム・ひまわり

［時給］910円～
　　　◎処遇改善手当あり
　　　　（年3回支給）
［時間］8：00～（勤務日・勤務時間相談可）

大型免許
お持ちの方
優遇!

②生活支援員・生活指導員職種 ③施設送迎車運転スタッフ職種

パ
ー
ト

［月給］154,900円～　［時間］8：30～17：15　［休日］土・日・祝
松阪市殿町（松阪市福祉会館内）

☎0598-20-9191（担当／島・小林）相談支援事業所こだま

①相談支援員（経験・資格不問）職種 ◎看護師・保育士・栄養士優遇!
◎介護福祉資格者・経験者優遇!

経験・
資格不問（ ）

基本給（経験・資格に応じて考慮決定）、賞与（年2回）、交通費規定支給、
社会保険完備、各種手当あり、資格取得支援補助、試用期間あり、移動可（関連施設内）

［共通待遇］



B★掲載されている求人情報は発行日現在のものです。応募された時点で募集が終了している場合はご了承下さい。 ★掲載されている求人情報は男女雇用機会均等法に基づき双方を対象としたものです。（特別なものを除く）
★アドサンアイ  トラブルホットライン ☎059-351-0333（祝日除く月～金 9時30分～17時30分）  ★三重労働局総合労働相談コーナー☎059-226-2110（月～金9時～17時、受付は1時間前に終了）

W時 880円～＋交通費
アパ多気郡明和町／調理補助

■うなぎ屋

明和店多気郡明和町行部80
（R23沿）

年齢・性別・資格・職歴等は不問!
未経験の方や

学生さん（高校生）も大歓迎!

水曜定休

［時給］880円～＋交通費
［時間］11：00～20：00内で3h～応相談
　　　シフト例）11：00～16：00、17：00～20：00等
［待遇］各種社保（該当者）、制服貸与、交通費（規定）支給、
　　　随時昇給有、マイカー通勤OK、夕方出勤手当有、
　　　正社員登用制度有、研修期間有
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。（受付時間10：00～19：30）

☎0596-55-2581 担当／松本

調理補助

扶養内や
Wワークも
対応可!

職場見学対応可（要予約）

勤務は
週1日～
応相談!

■ホテル

急時当社規定による
アパ松阪市市場庄町／ルームメイク

① 日 8,850円②

スターホテル松阪松阪市市場庄町1349

☎0596-22-0039（平日9：00～16：00）

☎0598-56-5811■スターホテル
上記以外の時間帯は…

［応募］お気軽にお問い合わせください。

ルームメイクのお仕事です
［勤務地］松阪市市場庄町
［時給］当社規定による
［時間］9：00～16：00
※その他詳細は面談時に
　お話し致します

［日給］8,850円
［時間］16：00～翌9：00（仮眠あり）

090-2185-1145（山本）
本社 サンキュー

①

②

■清掃

時 900円
アパ大台町佐原／清掃

〒514-0033 津市丸之内9-13

☎059-227-6151
［応募］まずはお気軽にお電話ください（担当／田端・宮﨑）

丸ノ内ビル管理株式会社

［勤務］月～金　［時間］8：00～12：00
［待遇］交通費支給、制服貸与

清掃スタッフ

大台町役場
（大台町佐原750番地）

☆土日はお休み♪
☆午前のみの
パートです

大台町に
お住まいの
方必見!!
勤
務
地

時 

給900円

■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!

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

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

■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!!

松阪市・津市・多気郡／職種下記参照

■味と真心で社会に奉仕する　ISO9001・14001 認承取得

給下記参照
契パ

［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。

調理スタッフ募集♪

［時給］1,000円～ ［休日］月8～10回のローテーション
［時間］②　6：00～15：00
　　　　　9：30～18：30

（8H勤務・1H休憩）

　　　③　5：30～12：00・12：00～18：30もしくは
　　　　　5：30～14：30・9：30～18：30（8H勤務・1H休憩）
　　　④15：30～19：30・　9：00～15：00（1H休憩）

［共通待遇］社会保険完備、交通費支給、有給休暇、車通勤可能、制服貸与

1回30食程度の食事の
調理のお仕事で、未経験の方も
親切にお教えします！

調理・盛付・洗浄他調理師・調理員 仕事内容職種

②津市一志町の老人施設
③明和町の老人施設1  ④明和町の老人施設2

［日給］8,000円～ 
［時間］5：00～14：00・10：00～19：00（1H休憩）
［休日］月8～9回のローテーション

調理・盛付・配膳・洗浄など仕事内容
調理師・調理員職　種

勤
務
地

勤務地

①松阪市
南町の病院

経時 1,200円（同時募集910円～）
パ多気郡明和町・津市／訪問ヘルパー・厨房スタッフ

■サービス付高齢者向け住宅

［共通待遇］交通費規定支給、各種社保完備、制服貸与、マイカー通勤可 ［応募］まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

◎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!

OHANA株式会社
☎059-253-1265 津市末広町994番地

訪問ヘルパー募集 年齢不問

週1回
でもOK

［勤務日・時間］（水 曜 日）14：30～15：40
　　　　　　　（土曜日・日曜日）10：30～12：30、14：30～15：40 片方だけでも大丈夫です）

［職種］訪問ヘルパー ［勤務先］多気郡明和町内の自宅

［時給］910円～

厨房スタッフ
（パート）

同時募集! 温め→盛り付け→配膳
施設の食堂への誘導、ナースコール補助、洗濯

職種 内容 勤務地津市施設

内
容

時
給

自宅への訪問介護
自宅の掃除、洗濯、入浴一部介助、昼食準備等

［時間］①10時間勤務/1日 7：30～18：30（1.5時間休憩）
　　　②7：30～13：30（30分休憩） ③14：30～18：30（30分休憩）

いずれも
週1回からOK

1,200円
（介護処遇加算含む）

シニアハウスなないろ
ヘルパーステーション彩り

経時 880円～1,200円
パ松阪市小阿坂町／調理員

■ヘルスケアフードの明日を考える。
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）

［時給］880円～1,200円
［時間］6：00～20：00（うち時間相談可能）　
［待遇］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

南勢カトリック
（松阪市小阿坂町）

勤
務
地

職
　
種
調理員

◎資格は不要です♪
◎昨年オープンした新しい職場です♪

未経験
OK　
調理パートさ

ん

大募集!

時 900円
パ多気郡明和町／病院内の清掃業務
急

未経験からスタートの方も多数活躍中!!
分かりやすくご指導を致します

未経験からスタートの方も多数活躍中!!
分かりやすくご指導を致します

扶養内勤務希望の方も
お気軽にご相談下さい。

病院内の清掃業務病院内の清掃業務
勤務地

職　種

900円時　給

三重ハートセンター

［時間］13：00～17：00
［勤務］週3日～応相談　［休日］シフト制　
［待遇］制服貸与、有給休暇有、車通勤可（駐車場無料）

女性
活躍中

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

［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。
　　　（受付）2/17（月）9：00～

星光ビル管理株式会社
三重営業所 津市東丸之内20番12号 日本生命津ビル4F

☎059-226-4149

多気郡明和町大字
大淀2227-1（ ）

松阪市田村町／介護職員、看護職員
月（介護）230,000円～250,000円以上 （看護）340,000円～ 経 急

正

■住宅型有料老人ホーム

［応募］まずはお電話ください。
　　　詳細は面談時にご説明致します

☎0598-21-3465
日本一 見るよ老後

松阪市田村町452番地

住宅型有料老人ホーム シルバーハウス 松阪

株式会社 みえ親孝行

【正職員】事業拡大によりスタッフ大募集!
［資格］介護職員初任者研修以上、正看護師免許、18歳以上の方（省令2号）

230,000円～250,000円以上
（手当含む） ※試用期間あり

☆入社4年目給与例300,000円～
340,000円～（手当含む）
☆入社4年目給与例380,000円

介護職員
【正職員】

看護職員
【正職員】

職
種

職
種

月
給

月
給

アット
ホームな

職場です!

［時間］・9：00～18：00（休憩60分） ・16：00～翌9：30（休憩90分）
［休日］シフト制（年間105日）
［待遇］交通費規定支給、社会保険完備、制服貸与、昇給・賞与あり、
　　　介護スタッフは処遇改善手当あり

時 1,200円 月 220,000円可能
松阪市内／健康機器商品の ①組立、検査、梱包など ②ピッキング、配当など 請

■請負業、労働者派遣事業（派27-150033） http://www.fujiwork.co.jp/

スタッフ
大募集

健康機器商品の
①組立、検査、梱包など
②ピッキング、配当など

職
種

勤務地 松阪市内

［応募］まずはお気軽にTEL下さい。※詳細はお問い合わせください。

その他のお仕事もたくさんあります!気になる方はお問い合わせください!

［時間］8：45～17：30（休憩45分）　［休日］土日、祝、その他長期休暇有
［待遇］社会保険完備、制服貸与、自動車通勤OK、交通費規定支給、
　　　資格取得促進支援制度、週払いOK（規定あり）

説明会実施中［予約制］

請大手企業で働ける

1504015(01
)

安心できるお仕事を
提供する人材サービス企業

★平日のみのお
仕事

★女性スタッフ
活躍中!! 

時給

月収220,000円可能
1,200円

0120-69-2209
出張面接実施中

四日市事業所
四日市市安島1-2-18 三誠ビルディング6F

（担当／沖広）

新製品 増員決定立ち上げ
につき

未経験者
大歓迎! 

はんだ付け
経験者歓迎

■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!


