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2020.2/16●日 
鈴鹿・亀山・津北部エリア

《アイコンの説明》 未経験者歓迎 寮完備 長期 短期 日払い学生さんOK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

［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♪

■水産加工

急時 950円～980円
パ四日市市小古曽／配送員

業務拡張
の為

パートさ
ん

急募!!
〒510-0958 四日市市小古曽2丁目1番6号

☎059-347-0671㈹（担当／永戸）

水・木・金勤務出来る方希望

その他、曜日は相談に応じます

配送員（1t冷凍車）

［資格］要普免 ［時給］950円～980円 ［休日］土・日
［時間］8：00～14：00位　［待遇］交通費支給

職種

鈴鹿・亀山方面
＊ミッション車

配送エリア

■整骨院

W急時 930円 土曜950円 17：00以降980円
アパ鈴鹿市東磯山／受付・診療の補助

時間・曜日応相談

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。
☎059-386-7058鈴鹿市東磯山

3丁目2-12五島整骨院

8：00（8：30）～12：00・15：00（15：30）～19：00
930円  土曜950円  17：00以降980円時給

時間
休日日・祝、木・土 午後 休診

年齢不問 ［資格］高卒以上

医療関係初めての方も大歓迎!

■皮ふ科

時 1,500円～
パ亀山市南崎町／看護師

経 W

☎0595-98-4112（採用担当まで）
亀山市南崎町735-16（亀山駅よりスグ）

土曜のみ!!パートさ
ん募集！！

［応募］お気軽にお電話下さい。

職種 看護師
◎Wワーク（兼業）も可 ◎正・准いずれも可

ブランクの
ある方も
大歓迎!!

［時 給］1,500円～
［時 間］8：30～12：30受付分の診察終了まで
［休診日］木曜、日曜、祝日、土曜の午後　
［待 遇］制服貸与、車通勤可、
　　 　交通費支給（条件有）、随時昇給あり

時①1,000円～ ②1,050円～
アパ鈴鹿市算所／宅配ドライバー

■スーパーの宅配部門

スーパーサンシ株式会社
お客様サービスセンター

［応募］まずはお気軽に
　　　お問い合わせ下さい。 0120-34-1134

時 間 待遇

職 種

時 給

勤務地

宅配ドライバー
会員様のお宅のロッカーへ商品の配達仕事内容

①［平日のみ］1,000円～（研修期間880円）
②［平日＋土 又は 日出勤］1,050円～（研修期間900円）
　土・日・祝日 出勤時 時給100円UP 
12：00～17：00 社会保険完備

中高年者男女活躍中!!

鈴鹿ハンター店〈鈴鹿市算所2-5-1〉

全車AT車です!!

■人材の総合プロデュース企業

時本文参照
パ鈴鹿市神戸／市役所業務

（　　　）

［仕事内容］市役所窓口業務及びデータ入力
［給　与］面接時に詳細を説明します。
［時　間］8：30～17：15内シフト制
　　　　※週3日～5日程度で扶養範囲内勤務可
　　　　※就業時間、日数は相談可※残業は月に5時間程度
　　　　※日曜朝9時から12時まで出勤あり（要相談）
［資　格］資格不問!!経験不問!!
［待　遇］各種社会保険有、車通勤可、交通費規定支給（15,000円まで）
［休　日］土日祝日休み、日曜朝9時から12時まで出勤あり（要相談）
　　　　【各種休暇あり】有給休暇、慶弔休暇

官公庁で勤務経験のある方大歓迎!
人気の官公庁のお仕事です♪

☎059-356-8075

https://www.agekke.co.jp/map/nagoya 

採用
担当者

四日市市浜田町6-11 サムティ四日市ビル3F 近鉄線「四日市駅」東口から徒歩3分
株式会社エイジェック

［応募］まずは、お気軽に
　　　お電話下さい。

■病院

経給経験等応相談
パ正津市西丸之内／医事業務

医療法人 永井病院 ☎059-228-5181応募
受付

津市一身田上津部田株式会社 RyMYKs

［応募］まずはお気軽にお問合わせ下さい。（担当／阪）

永井病院内（津市西丸之内）勤務地
津新町駅

徒歩6分

永井病院内での医療事務

［内容］受付・電話対応・PC業務等
［時給］経験等応相談
　　　★交通費規定内支給
［時間］〔平日〕8：30～17：00（応相談）
　　　〔 土 〕8：30～12：30（応相談）
［勤務］週5～5.5日
［休日］第2・4土曜、日曜、祝日

給高給優遇
アパ鈴鹿市内／施設警備員

■警備業

〈自力通勤可能な方〉鈴鹿市内

株式
会社
鈴鹿市稲生4丁目16-3 ［応募］まずはお電話下さい。

☎059-386-3335 090-3309-5512土・日・祝は

［時間］20：00～翌8：00（基本）
　　　※現場により異なります

施設内の巡回が
主なお仕事です

施設警備員

緊急募集!!

仕事内容

職　種

勤 務 地

経験は
一切

 問いません!!

3名!

急時1,150円
派鈴鹿市国府町／軽量物の仕分け、リフト作業

リフト作業
が

好きな方に

オススメ♪

日勤・土日休み・時間が選べる働きやすい職場ですよ！！

http://www.tkg.co.jp

四日市市九の城町4-21 フジサワビル4階 ［広告No.］
3320020170120-933-926

四日市
営業所

受付［全日］
9：00～18：00（ （

職　種

時　給

■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

軽量物の仕分け、
リフト作業

［勤務地］鈴鹿市国府町
［時　間］①6：30～15：30 ②8：30～17：30（時間が選べます）
［資　格］フォークリフトの実務経験のある方
［休　日］長期休暇あり、土日休み（企業カレンダーによる）
［待　遇］社保完、交通費規定支給、制服貸与、
　　　各種手当有（時間外・深夜・休日出勤）

新事業所立ち上げにつき

スタッフ大募集!!

1,150円

給［月収例］6万円～（配達部数により異なる）
アパ鈴鹿市南玉垣町／朝刊配達

■鈴鹿桜島専売所

有限会社中戸新聞店
鈴鹿市南玉垣町
5655-1 ☎059-382-8102
［応募］お気軽にお電話ください。詳細は面談にて。

集金スタッフ同時募集

朝刊配達（原付免許以上）職種

60,000円～
※配達部数により異なる

月収例

業務拡大につき

［時間］3：00～（1～1.5h程度） 
［待遇］各種保険完備、賞与年2回、
　　　年金制度・勤続表彰制度有

朝刊配達
スタッフ募集
◎空いた時間を有効活用しませんか！？
◎区域が集中しているので効率よく配達できますよ♪

［休日］
週休制
＋休刊日

※詳細は
　お問い合わせ下さい

給下記参照
パ正亀山市・鈴鹿市／職種複数

三重県亀山市両尾町2182-1

株式会社リングリングリング
080-1585-0007☎0595-96-8777

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。（担当／菊池）

■介護

［時間］8：00～17：00 ※パートは勤務時間応相談

193,000円～月給 時給 920円～
◎土・祝は50円UP

未経験やブランクのある方もしっかりサポートします！

［休日］日曜日、他（週休2日制）、夏季・年末年始
［待遇］昇給あり、賞与年2回、交通費規定支給、
　　　研修制度、各種手当（資格・残業）、有給休暇

デイサービス プレミアムDayRinRin
（亀山市両尾町2182-1（野登小学校すぐ横））

Ⓐ勤務地

職　種 ①介護士 ※資格の無い方でもOK

共通

Ⓑ勤務地
職　種

［時間］8：00～17：00（応相談）1,050円時給

232,000円～月給

職　種 ②送迎運転職員（パート） ［資格］要普免

［時間］（実働8時間）10：00～19：00・8：30～17：15

950円～ ★土・祝は50円UP！！時給
［勤務］週1日、1日4ｈ～応相談
［時間］9：00～18：30（応相談）

正
職
員

パ
ー
ト

保育士、教員免許取得者、児童指導員
放課後等デイサービス 亀山市天神、鈴鹿市甲斐町

（残業10時間程度含む）

★実務未経験の方も大歓迎！
★未経験者も随時募集中！！

急時①1,000円 ②1,200円 ③910円
パ勤務地複数／清掃員・交換配送員

■スーパーサンシ株式会社（ビルメンテナンス業）

［応募］まずはお電話でお問い合せください。顔写真付履歴書を準備下さい。

スリーAメンテナンスカンパニー
四日市市河原田町1301

☎059-347-3446（本部担当／森・西田・伊藤）

クリーンスタッフさ
ん緊急募集!!

通勤費支給（規定）、社保・雇用保険加入（規定）、
有給休暇有、制服貸与、車・バイク通勤可

当初2ヶ月は
アルバイト契約です

待
遇

［勤務地］近くのサンシ店舗へ集合しての作業です。 
［時　給］1,200円（割増金含む）
［内　容］店舗等の床清掃業務の補助業務 ★Wワーク可能です・要自車。
［時　間］20：00or21：00～24：00の間で2～4時間
［勤務日］週3～4日でも可能です（応相談）

〈職種〉②定期メンテナンスの巡回補助員さん

［勤務地］三重郡菰野町大字宿野地内 ［時給］910円
［内　容］トイレの清掃・資源ゴミ回収・その他清掃業務
［時　間］17：00～21：00（休憩なし4.0時間）
［勤務日］週5日以内勤務で曜日はシフト対応

〈職種〉③スーパーサンシこもの繁盛店の清掃係さん（1名）

［勤務地］四日市市河原田町1301 ［時給］1,000円
［内　容］主にサンシ各店にマット&モップの交換配送に伺います
　　　　（2人体制）その他は発注&在庫管理など
［資　格］要普通免許・ハイエースバンに乗っていただきます
［時　間］基本8：30～14：00（休憩なし5.5時間）
　　　　＊時間その他相談に応じます
［休　日］土・日＊その他休日相談に応じます

〈職種〉①リースキンモップ&マットの交換配送員さん（2名）

［勤務日］
週4～5日以内勤務

経 急給

パ正四日市市水沢町／職種複数

■介護事業

下記参照

①ケアマネージャー（正社員）

・近鉄四日市駅から車で30分・菰野町役場から車で15分
・近鉄平田町駅から車で30分・亀山市役所から車で25分

【連絡先】☎059-329-3930（担当／谷垣まで）
四日市市水沢町横堀5131ｰ3

複合老人施設

ホームページもみてね。しあわせな介護 四日市 検索

ケアマネージャー・管理者募集!
★あなたの経験と資格を活かしませんか!

職種

［月給］230,000円～（経験により優遇）
［資格］介護支援専門員　［時間］8：30～17：30

パート
 同時募集中！

［時給］1,400円
［時間］8：30～17：30の間で応相談
［待遇］（パート）交通費規定支給

②ケアマネージャー（管理者）職種

［月給］300,000円～（経験により優遇）
［時間］8：30～17：30

［待遇］（正社員）昇給年1回、賞与年2回、交通費規定支給、
　　　社会保険完備、有給休暇制度あり
［応募］まずはお気軽にお電話ください。お待ちしてます。

共
通

急時 900円～ 給 20万円～30万円以上可
正パ四日市市・鈴鹿市／①多肉植物の生産・梱包・出荷業務 ②営業

■園芸資材メーカー

☎059-382-7962
［応募］電話で連絡の上、履歴書をご持参ください。鈴鹿市南玉垣町5520（富士電機鈴鹿工場内）

四日市市水沢野田町818-1

年齢や経験は問いません♪
幅広い年代の女性が多数活躍しています!

植物好きな人!
今人気の多肉植物を

一緒に育ててみませんか？

900円～①多肉植物の生産・
　梱包・出荷業務［パート］

人気の多肉植物、園芸資材の販売など業務内容

業務
内容

時
給

職種

勤務地

鈴鹿市南玉垣町勤務地

②営業［正社員］
勤務開始日
相談に応じます

［時間］9：00～16：00（勤務時間はご相談ください)
［休日］土・日・祭日（当社カレンダーに準ずる） ［待遇］交通費支給

［給与］20万円～30万円以上可
　　　※経験・能力により考慮致します。（面談時にご説明いたします）
［時間］8：30～17：30 ［休日］土・日・祝、夏期・年末年始（会社カレンダーによる）
［待遇］昇給年1回・賞与年2回、各種社保完備、交通費支給

経給下記参照
パ正鈴鹿市秋永町／①看護師 ②③介護職員 

■有料老人ホーム・訪問・デイサービス・グループホーム http://hidamari.in/

デイサービス・スタッフ募集

◎有給休暇は、就業6ヶ月後から、法定通り。 
◎福利厚生として、 「ジョイフル中勢」加入
◎各種研修補助、資格取得祝金あり※規定あり ◎各種保険あり

★日曜休み ★無資格の方も応相談

介護職員（正社員）職種②

［月給］182,000円～229,000円 
［時間］8：00～17：00

★日曜休み ★無資格の方も応相談

介護職員（パート）職種③

［時給］900円～1,000円 
［時間］8：00～17：00の間で応相談

※週3日以上の
　勤務を希望

★日曜休み 
★週2日～
　応相談

看護師（パート）職種①

［資格］正・准看護師  ［時間］8：00～17：00

［時給］（正看護師）1,700円 
　　　（准看護師）1,500円 

☎059-380-3399
☎050-3754-0359（担当：坂上）担当直通

［応募］電話連絡の上、履歴書持参でお越し下さい。

鈴鹿市秋永町
2079

メールでの応募・お問い合わせもOK［E-mail］nagaya@hidamari.in  

陽だまり長屋 鈴鹿

◎施設見学も
　出来ますョ!  
◎勤務スタート日も
　ご相談に応じます!

急給下記参照
請鈴鹿市伊船町／軽自動車ドライバー

■貨物軽自動車運送事業

☎052-838-5008
（担当／採用係）

名古屋市天白区原2丁目3501 おがわビル2F
株式会社

ジー・シー
［応募］詳細やご質問など、お気軽にお問い合わせ下さい。《現地面接致します》

お客様に笑顔で渡して完了
感謝の言葉が嬉しいね♪

3

軽自動車での配達だから
気軽に運転できるね♪

2

荷物はそんなに重くないよ。
積み込んで配達に行くぞ！

1

配達する荷物をCHECK！
今日のお仕事開始

ドライバー大募集!!
軽
自動車

［資格］要普通自動車免許
　　　（AT限定可）
　　　（免許取得後2年以上の方）
　　　※学歴・年齢・性別不問
［時間］8：00～20：00
　　　※実働8時間
［報酬］日収8,400円～
　　　　　21,000円以上も可能

50
勤
務
地

2019年
12月
月収例（ ）
収入例

万円以上も可能

月
収

未経験者大歓迎 9割以上の方が未経験！サポート体制が
整っているので安心して始められます♪

荷量が調整できるので自分のペースで始められます！

596,900円38歳
（男性）

鈴鹿営業所
（鈴鹿市伊船町字東境塚1962-6）

《配達エリア》鈴鹿市
毎日走るエリアは同じ！
安心・カンタン！！スグに慣れます！！

487,500円48歳
（男性）

468,000円54歳
（男性） 429,000円50歳

（女性）

時下記参照
パ派鈴鹿市・亀山市、他／職種下記参照

■派24-300502、24-ユ-300241

☎059-389-7381［応募］まずはお気軽に　　　お問い合わせ下さい。

鈴鹿市稲生町
8830-32

［休日］土日祝、年末年始、GW、お盆休みなど他希望日 
［待遇］通勤手当、雇用保険、労災保険、有給休暇など

［時給］◎950円～ ◎980円～ ◎1,000円～
　　　　　　　　　　　　　  ＋各交通費別途支給
　　　※経験・能力・仕事内容によりスタート時給が異なります
［時間］9：00～16：00、9：00～15：00など応相談
　　　7：00～20：00の間で1日3時間～応相談 
週2～3日の勤務も可能 扶養範囲内OK 

こども好きな方

午前のみ・午後のみでも可

保育士補助【パート】

保育士【パート】

［時給］900円～930円＋交通費別途支給
［時間］14：00（15：00）～最長19：00

★資格不要

保育園（0歳児）勤務の看護師（正・准）
［時給］1,280円～＋交通費別途支給 ［時間］9：30～13：30

学童の先生

勤
務
地

鈴鹿市内・亀山市内
その他三重県内の保育園、認定こども園など

4月スタートもOK!!

☆ブランクがある方も大歓迎
☆残業なし ☆交通費別途支給

未経験者OK 扶養範囲内 ダブルワークOK

未経験者OK 扶養範囲内 ダブルワークOK

扶養範囲内

［時間］①（月～金）13：00～18：00
　　　②（月・金）13：30～18：00
　　　　（　水　）14：30～18：00

★こども好きな方
［時給］（無資格）900円～ （有資格）950円～
　　　＋各交通費別途支給

☆要保育士資格（未経験者OK） 

■業務請負業

時900円～1,200円
パ請正鈴鹿市国府町・住吉町／構内作業・構内軽作業
急

津市安濃町田端上野874-96
株式会社 光栄 ☎059-268-5572

［応募］お気軽にお問い合わせ下さい。

［時間］8：00～17：00、8：30～17：15、9：00～15：00
［休日］土日　［待遇］各種保険完備

構内作業・構内軽作業
勤務地
職　種
時　給

鈴鹿市国府町・住吉町

900円～1,200円
男女活躍中の
お仕事です♪

■一般社団法人 積鈴福祉会

経時 1,000円～1,200円
パ鈴鹿市国府町／介護

☎059-389-6071
鈴鹿市国府町4670-1
応募

扶養内での勤務や短時間の勤務もOK!!
［職種］介護スタッフ ［時給］1,000円～1,200円（資格による）
［時間］8：00～17：00　［休日］日曜＋シフト制（応相談）
［待遇］各種保険完備、制服貸与、交通費規定支給、車通勤可

週1日～
OK

■新聞販売所

月 6万円～
パア鈴鹿市南江島町／朝刊配達

☎059-386-0193鈴鹿市南江島町12-8

白子専売所 有限会社 竹口新聞

［応募］まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

空いた時間を
有効活用しませんか！

★女性多数活躍中! ★未経験者もOK！

月給 60,000円～※配達部数による

［職種］朝刊配達

［時間］3：00～5：30の間（実働1.5h）
［休日］休刊日+他・月5日
［待遇］車通勤可、原付バイク貸与、年金制度有

［資格］
要原付免許
（バイク貸与）

■ビルメンテナンス全般

時①②930円 ③1,200円
アパ亀山市太岡寺町／構内清掃他

http://s-united.co.jp/

☎052-878-2211
（本社）名古屋市緑区東神の倉2-2418

［応募］お気軽にお電話ください

株式会社 エス・ユナイテッド

［勤務地］亀山市太岡寺町（亀山PA近く）
［時　間］ⓐ7：55～16：45 ⓑ18：55～翌3：45 ⓒ19：55～翌4：55
（①はⓐⓑの2交替勤務もあり。②はⓐ勤務のみ。③はⓐⓒの2交替で残業あり）
［時　給］①②930円（22時以降1,162円） 
　　　　　③1,200円（22時以降1,500円）
［休　日］土日（週休2日制）、春・夏・冬の連休あり
　　　　※①は土曜出勤の場合あり
［待　遇］社会保険完備、交通費規定支給、制服貸与、車通勤可

①製造工程での不要物の処理・運搬
②構内清掃作業 ③道具の洗浄作業

週3日～OK！元気に働ける中高年スタッフ募集！
☆親切丁寧に指導いたします☆
職種

■レンタルサービス業

時 880円
アパ亀山市内／事務所内の清掃

亀山市関工業団地内
職 種勤務地

〒513-0801
鈴鹿市神戸
5丁目1-27

ダスキン神戸支店三重

☎059-382-7345 株式会社スズカ
［応募］お気軽に上記までお問い合せ下さい。
　　　※その他詳細は面談にて説明します。

［時給］880円
［勤務］平日週5日の間で応相談!
［時間］8：30～12：00の間で2.5hの勤務
［休日］土・日、GW、年末年始
［待遇］交通費規定支給、ユニフォーム貸与、車通勤OK

お掃除スタッフ急募

事務所内の清掃

午前中のお仕事なので家庭との両立もしやすいお仕事!

★扶養内勤務!! ★お近くの方歓迎! ★直行直帰のお仕事です

要普通
自動車免許

■三重交通グループ

急日

契鈴鹿市安塚町／運転スタッフ
5,600円～（諸手当等含む）

［面接場所］三重会館6階（津市中央1-1）

☎059-229-5558
〒514-8635 津市中央1-1 三重会館6階
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

三重交通株式会社 自家用営業部

勤務開始日応相談
運転スタッフ募集

［資格］普通免許以上
［時間］　7：00～　9：00
　　　14：00～17：00
　　　（月間15日程度）
［休日］日、他シフト制
［待遇］各種社会保険完備

日
額5,600円～
（諸手当等含む）

勤
務
地
鈴鹿市安塚町

内容ハイエースクラスの運転

W時 873円～1,025円（試用期間有）
パ鈴鹿市深溝町／配送

■寿司、弁当、仕出し料理、各種オードブルの製造及び小売業等

鈴鹿市深溝町1424 ※小山田記念病院から車で3分、鈴鹿インターから車で3分

☎059-374-5522（採用担当迄）
まるい本店 エムフーズサービス株式会社

［応募］お気軽にお電話の上、履歴書持参でお越し下さい。

時給

配送パートさ
ん募集♪

扶養内勤務もOK!!

［資格］要普通免許
［時間］①8：15～12：00
　　　②15：30（16：00）～19：00
［待遇］制服貸与、昼食付、各種社会保険完備
　　　＊正社員登用有

☆女性活躍中 ☆WワークOK!!

②は毎日のお仕事では
ありません。

土・日の朝から
働ける方も募集中

土・日働ける方大歓迎

873円～1,025円（試用期間有）
※多少前後します）

急時 1,200円
派亀山市内／フォークリフト作業

http://www.tkg.co.jp■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

［時間］8：30～17：30（休憩1Ｈ）
［休日］土日（会社カレンダーによる）
［資格］フォークリフト免許
［待遇］社保完、交通費規定支給、作業服貸与

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（ （

［広告No.］
332002018

30～40代男性活躍中!!
（正社員登用あり）

亀山市内
（サンシャインパーク近く）

フォークリフト作業

勤
務
地

1,200円

（ ）ドラッグストア向け商品を検品し、
フォークリフトで運搬する作業

時給

職種
時 880円～（試用期間有） ☆日・祝930円～

パ亀山市小野町／パート事務・フロント事務

■ビジネスホテル www.adumakanko.co.jp/living/

☎0595-84-2222
亀山市小野町字
北谷671-1

（亀山インター近く）

パート事務※フロント業務少々有

［休日］シフト制  
［待遇］制服貸与、有給休暇、交通費規定支給、雇用保険完備

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

［時間］16：00～
　　　22：00

9：30～16：00
（週3～4日位の出勤）

職種

時間

経験
なくても
OKです♪

880円～（試用期間有）
☆日・祝930円～

時
給

同時募集 フロント事務

給下記参照
パ鈴鹿市・亀山市／調理員・調理補助

■病院・企業・学校の給食事業　あなたの力を私どもに!

［応募］お気軽にお電話下さい。2/17（月）11：00より受付スタートいたします。

☎059-333-3033
（受付担当／丸岡）北勢事業部

四日市市陶栄町13番2号

★経験者・未経験者歓迎！

「あなたの働き方」
お気軽にご相談下さい！

正社員登用制度有

［共通待遇］各種保険完備、制服貸与、交通費支給（会社規定）

［時給］Ⓐ930円～ Ⓑ873円～
［時間］Ⓐ7：00～16：00 Ⓑ9：30～14：00
［休日］土、日曜、大型連休有

③調理補助職種 勤務地

［日給］10,000円～
［時間］7：00～16：00
［休日］土、日曜、大型連休有

②調理員職種 鈴鹿市三日市中之池
（企業内食堂）

鈴鹿市三日市中之池
（企業内食堂）

勤務地

［時給］Ⓐ950円～ Ⓑ900円～
［時間］Ⓐ18：00～22：30 Ⓑ20：00～22：30
［休日］毎週 水・木・金・土　　　※給与は経験者優遇

①調理員・調理補助職種 亀山市
（企業内食堂）

勤務地

給下記参照
パ正鈴鹿市内／調理・ケアマネージャー

■通所介護・共同生活介護

職場見学受付中!!

有限会社ホワイト介護
鈴鹿市下箕田
二丁目5番5号

☎059-395-1177
（担当／箕田の北さんち 伊藤）

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）ご持参ください。

【正社員】社会保険完備、賞与年2回、昇給、有給休暇（消化率高い）、
　　　　扶養・住居・通勤・その他手当あり、資格取得支援、研修制度
【パート】社会保険完備、賞与年2回、研修制度、交通費規定支給、
　　　　正社員登用あり、資格手当・夜勤手当あり

共
通
待
遇

ケアマネ・調理スタッフ募集
とっても働きやすい
職場環境です

パート

正社員

（グループホームとデイサービスの昼食の調理業務）

［時間］9：30～13：30

月給

週2日～OK!

ケアマネージャー（正社員・パート）職 種

勤務地

正社員 180,000円～200,000円

時給パート 1,300円～

時給 900円

★週1日～OK
★勤務日数・時間は応相談

［時間］8：30～17：00

時間やシフト何でも
相談して下さい

①北さんち （鈴鹿市中旭が丘4-6-8）

調理員（パート）職 種

勤務地 ②箕田の北さんち （鈴鹿市下箕田2-5-5）

時 950円　高校生880円
ア四日市市諏訪栄町／制服の採寸・検品・お渡し等

■百貨店 http://www.d-kintetsu.co.jp/

〒510-8585 四日市市諏訪栄町7-34
（近鉄四日市駅直結）

☎059-354-7226（庶務課 直通）

株式会社 近鉄百貨店 四日市店

短期アルバイト募集

［待遇］通勤費1日800円まで実費支給、時間外手当
［応募］受付時間（10：00～18：00）

仕事
内容

期間

時給

時間

制服の採寸・検品・お渡し等

3月13日（金）～4月7日（火）

9：45～18：45※早出・残業の場合あり
950円 高校生880円

フリーターさん
学生さん

歓迎!!
経月 25万円～35万円
他正鈴鹿市深溝町／建設作業

■畜産施設・一般・公共建設工事・建設業許可（般）10632号

未経験・異業種からの
転職者大歓迎!
サポート体制には
自信があります!

有資格者優遇
出勤する事務所は
鈴鹿になります

業務拡大に伴い

従業員募集！

☎059-373-6094
［本社］四日市市羽津中2-2-4 ［営業所］鈴鹿市深溝町3144-20

総合建設工事業トリトン株式会社

［応募］左記まで
　　　お気軽にお電話下さい。

建設作業

月給

職種

時間 8：00～17：00

◎試用期間有
［休日］日曜、祝日
　　　他当社カレンダーによる
委細面談の上ご説明いたします。

25万円
～35万円

現地面接も
ご相談に
応じます

急月①40,000円 日②5,000円
アパ亀山市／①フロア清掃 ②厨房清掃

■ビルメンテナンス・総合設備メンテナンス

津市高茶屋小森町277-1
有限会社 ヤマオカテクノサービス

☎059-271-8751（担当／山本）受付／9：00～17：00（平日）

［応募］まずはお気軽にお電話ください。
　　　現地面接致します。

日常清掃員募集!!
◎時間を有効活用してお仕事しませんか?
★社会人WワークOK!
　学生・主婦（夫）の方歓迎!

①フロア清掃（機械使用）職種

月額 40,000円（交通費込）
［時間］月曜日6：00～10：00（4h程度）

②厨房清掃
　 （シンク、調理器具、床などの清掃）

職種

日額 5,000円（交通費込）
［時間］水曜日17：00～23：00の間で3h程度

※上記以外のシフトも相談可能です。
　（6：00～23：00の間で応相談） 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!!

時下記参照
派亀山市内／①事務＆庶務②軽作業③検査④生産管理

■（派）13-010424  13-ユ-301067 http://www.furukawalife.co.jp

［職種］③製品の検査

［職種］④英語力を活かした管理系

☎0595-85-1318（採用担当迄）
亀山市能褒野町20-16（古河電気工業株式会社三重事業所内）

古河ライフサービス株式
会社古河電工グループ

①②③④
共通

［勤務地］亀山市内
［待　遇］社会保険完備、有給休暇
　　　　交通費規定支給、制服貸与、他
［応　募］お気軽にお電話下さい。　 

亀山市内のお仕事!!
〈鈴鹿市・四日市市・津市からも通えます〉

［職種］②軽作業
★20代～30代女性活躍中！
★未経験歓迎の
　コツコツ作業♪

1,150円～

［職種］①事務＆庶務

［時間］8：00～16：45、9：00～17：45
［休日］土日（会社カレンダー）、長期連休

★20代～40代女性活躍中!
★PCスキル（Excel、Word）

時給

時給1,300円～
［時間］9：00～17：45
［休日］土日（会社カレンダー）、長期連休

★男女とも活躍中！ ★英語、日常英会話、PCスキル必須

経験・能力による

時給1,500円

時給1,000円

★30代男性活躍中！
★嬉しい高時給！

急募

［時間］8：00～16：45、16：35～23：35、23：25～翌8：10 など
［休日］交替休日（会社カレンダー）、長期連休

［時間］8：00～17：00 ［休日］土日（会社カレンダー）、連休

給下記参照
パ正鈴鹿市・津市／介護職員

■社会福祉法人 アイ・ティ・オー福祉会

社会福祉法人 アイ・ティー・オー福祉会
☎059-245-5099［応募］受付は本部にて。まずはお気軽にお電話ください。

津市河芸町浜田860

経

［共通待遇］昇給あり、各種社会保険完備、交通費支給、制服貸与 ◎配属先や勤務開始日など詳細については面接時にご説明いたします。

正規職員

［時給］916円～1,143円 ★土曜・祝日は時給50円UP
［時間］8：00～17：00の間で応相談　［勤務］週3日～応相談（日曜休み）

特別養護
老人ホーム

［月給］227,000円～255,000円
［時間］早番・日勤・遅番・夜勤　［休日］4週8休　［待遇］賞与年2回

正規職員

パート

デイ
サービス

［月給］177,000円～205,000円
［時間］8：00～17：00　［待遇］賞与年2回　［休日］日曜・他1日の週休2日制

仲間と協力し合えるあたたかい雰囲気と活気のある職場です!

介護職員 利用者様の日常生活の介護のお仕事職種

※勤務曜日は固定でもOK!（土曜・祝日の休みも可）

ハートヒルかわげ
津市河芸町浜田860

ハートヒルすずか
鈴鹿市野村町148-1

ハートヒルかわげR23
津市河芸町一色39番地1

ブランクのある方もOK!ブランクのある方もOK! ※規定有祝金
最大30万円支給

月［正］27万円～35万円
鈴鹿市・津市／燃料配達スタッフ

■昭和シェル石油特約店・コンビニエンスストアの経営

経

正

☎059-227-6351昭和シェル石油

津市本町23-10栗田石油株式
会社

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。 （受付：月～土の9～17時）（担当/松田）

燃料配達
スタッフ
募集

270,000円～

350,000円

［資格］要危険物免許及び普通免許 ※定年60歳  
［時間］8：00～17：00
［休日］4週6休、BD休日・夏休み・冬休みあり
［待遇］昇給有、賞与年2回、各種社会保険完備、
　　　交通費規定支給、資格手当あり（危険物免許）

未経験者
大歓迎
資格を活か

して

働けます

県内での配達業務なので安心

栗田石油（株）外商部
①鈴鹿市国府町8154-1
②津市港町18-45 

在職中の方も
ご相談下さい♪

社割で
給油OK♪

大型免許
所持者歓迎!

勤
務
地

月
給

経験
による
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介
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イ
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イ
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＼＼三重のオシゴトなら／／

■神戸北部専売所

W

アパ鈴鹿市神戸／①朝刊配達 ②集金
月 ①5万円～ ②軒数による

［応募］まずはお気軽に
　　　お電話下さい。☎059-382-0188

鈴鹿市神戸8-27-38（近鉄鈴鹿市駅より徒歩3分）

有限会社長野新聞舗

［時間］3：00～6：00 ［休日］休刊日＋シフト制

①朝刊配達

5万円～（配達部数による）月収

30代～60代活躍中!
未経験の方でも大丈夫!!

Wワークの
方も歓迎! 

②集  金［月収］軒数による
［勤務］毎月25日～翌月10日位迄の間

［資格］原付免許以上 

■送迎バス運行請負

時中型免許以上900円～
アパ四日市市采女町／送迎ドライバー

有限
会社ティエヌコーポレーション

四日市市采女町348
＊内部駅より徒歩5分☎059-348-0066
［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）郵送下さい。
　　　（履歴書は返却いたしません）

南自動車学校
（四日市市采女町340-1）

送迎ドライバー募集!
年齢問いません

勤務地

［時給］〔中型免許以上〕900円～
　　　研修期間有
［資格］年齢不問! 中型免許以上
［時間］・8：00～14：00 ・8：00～21：00（詳細面談時）
　　　◎週1日～OK!曜日は相談応じます

定年
された方
大活躍中

■スーパーサンシグループの広告製作会社

経時 880円～（経験、能力により優遇）
パ四日市市河原田町／データ作成業務 等

☎059-347-3339（担当／豊田）
四日市市河原田町1301

サンクスプランニングセンター株式会社

［応募］お電話にて面談受付致します。お気軽にお問合せ下さい。

職種

時給880円～

あなたのセンスを
活かしてみませんか！

（経験、能力に）より優遇

［資格］エクセルが使える方、要普免 ［休日］土・日曜日
［時間］9：00～18：00（休憩60分） ※5時間以上の勤務で応相談
［待遇］交通費規定支給、車通勤可、社会保険完備 ※試用期間は除く

スーパーマーケットネット販売の
①商品情報データー作成業務
②WEB注文データー作成業務
③商品等の撮影アシスタント

★経験者優遇!
★正社員登用
制度有!

■一般社団法人 永慈会

給下記参照
パ正鈴鹿市国府町／看護師・介護スタッフ

時
間

介護スタッフ
（夜勤パート）
有料老人ホーム看護師（正社員）

デイサービス

［共通待遇］各種社会保険完備、交通費規定支給、制服貸与

16：00～
翌朝10：00

給
与（
1
夜
勤
）

初任者研修

24,000円
介護福祉士

24,800円

☎059-367-0812［応募］お気軽にお問合せ下さい。　　　（担当／古川）

鈴鹿市国府町936-1
（三交バス「回生病院口」停より徒歩2分）

こ う

［月給］243,000円
　　　※各種手当含む
［時間］8：30～17：30
［休日］週休2日制（日曜日プラス1日）  

賞与・退職金あり

急時 873円～
パ亀山市亀田町／清掃

■コニックスグループビル総合管理 www.conyx.co.jp/

☎059-351-8027
本社／〒510-0064　四日市市新正四丁目1-1（チトセビル3F）
三重コニックス株式会社

清掃スタッフ募集!

受付／平日
9：00～17：00（ ）

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。詳細は面談時にご説明致します。

医療施設内外の清掃業務

勤務地

仕事内容

亀山医療センター
（亀山市亀田町466-1）

週5日～で

勤務曜日応
相談

［時給］873円～
［時間］①8：00～12：00（30分休憩）
　　　②8：00～15：00（90分休憩）
　　　③8：00～16：30（120分休憩）
※①②③のローテーションですが、①のみも可
［待遇］交通費規定支給

■お弁当・給食

パ鈴鹿市池田町／職種下記参照
急

［時給］873円 ［時間］8：30～12：30

［時給］873円 ［時間］9：00～16：00

鈴鹿市池田町1235（R23よりスグ）

☎059-382-5333

株式
会社

［応募］月曜日より受付致します。

［休日］日曜（土・祝は交替）、GW、夏期、年末年始
［待遇］交通費支給、食事付※見習い期間有

共通
項目

①野菜・肉などの
　下処理・カット作業

お弁当の仕込み作業内容

お弁当・給食の
オシゴト♪

職
種

時①②873円

②食器洗浄
お弁当箱の洗浄内容

職
種

◎簡単な作業なので未経験の方でも安心!

週4日程度
の勤務

給下記参照
パ正四日市市水沢町／看護師・准看護師・看護補助 他

■医療法人 安仁会

急

四日市市
水沢町638-3 ☎059-329-3111

 水沢病院医療法人 安仁会

2月12日（水）に新館がオープンしました!

［応募］まずはお電話ください（担当/内山）

※夜勤手当（4回）を含んでいます。

正職員・パート急募!!
［職種］看護師
［月給］280,000円～ ［時給］1,500円

［職種］准看護師
［月給］235,000円～ ［時給］1,200円

［職種］看護補助
［月給］179,800円～ ［時給］900円

［職種］薬 剤 師　［月給］288,000円～

［職種］作業療法士　［月給］252,000円～

◎同時募集!

W時［平日］910円～ ［土日］950円 （試用期間3ヶ月は880円）
パ亀山市阿野田町／調理補助

■社会福祉法人 ケアフル亀山

亀寿苑 ☎0595-84-1212
〒519-0137 亀山市阿野田町2443-1

（担当／イトウ）

調理補助スタッフ募集
（食事準備・片付け等の簡単な作業）

［時間］AM6：00～PM7：30の間の3～4時間程度

［時給］平日910円～ 土日950円 （試用期間3ヶ月は880円）
［応募］まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

【
入
所
】

特別養護老人ホーム 亀寿苑
（亀山市阿野田町2443-1）

未経験者・

高齢者
の方も大歓迎

週2、3回
3、4時間から可
時間応相談

［勤務地］

◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆

時 880円～1,080円
アパ亀山市関町／販売スタッフ

■磯揚げ天の製造・販売

［本　　社］伊勢市二見町茶屋101
［関連会社］株式会社 真珠漬本舗 受付／8：30～17：00（月～金） 担当／浜村

0120-86-2218
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。面接は関ドライブイン内で行います。

7：30～20：00の間で応相談　（閉店時間）平日19：00、土・日・祝20：00
［例］①7：30～12：30 ②10：00～19：00 ③13：30～19：00

勤務地

880円～1,080円※試用期間（同時給）あり
時間

時給

販売・接客・かんたんな調理のお仕事です

980円～日・祝18：00までと
平日18：00以降は

日・祝の
18：00以降は1,080円～

［勤務日］週3日～5日OK（応相談）、シフト制  ［待遇］交通費支給（当社規定）、各種社会保険完備（当社規定）、制服貸与

名阪関ドライブイン内（亀山市関町萩原39）

販売スタッフ（　　）募集パート
アルバイト

週
3日～5日
OK!!

未経験者
OK!!

フルタイム
できる方
歓迎！！

平日
メインの
出勤OK!!

給下記参照
正パ鈴鹿市東磯山／介護

■まごころ介護

優の里 ロイヤル
（サービス付き高齢者向け住宅・デイサービス）

職員募集

［応募］まずはお気軽にお問い合わせ下さい。（担当者／森）※受付は、月曜～金曜の9：00～18：00迄となります。有限会社 優
☎059-380-4570
☎059-380-5107鈴鹿市東磯山2丁目9-1

問
合
せ
先

[鈴鹿事業所] 優の里 ロイヤル デイサービスセンター

日
勤

夜
勤

デ
イ

①パート介護職員

②パート介護職員

［日給月給の月収］7,650円×10日勤務で76,500円＋交通費2,330円
［時間］8：00～17：30（8.5H）

③パート介護職員

④専従介護職員

⑤パート介護職員

⑥正職員介護職員

［給与］4日勤務で75,600円＋交通費932円
［時間］16：30～翌9：30

［給与］10日勤務で189,000円＋交通費2,330円
［時間］16：30～翌9：30

年齢
不問

（法人本部）又は

［日給月給の月収］8,100円×10日勤務で81,000円＋交通費2,330円
［時間］8：00～18：00（9.0H）

［給与］10日勤務で72,000円＋交通費2,330円
［時間］8：30～17：30

［月収］210,000円～＋交通費3,000円～
［時間］8：00～17：30

経給下記参照
ア正鈴鹿市稲生塩屋／職種下記参照

■運輸・倉庫業

4,500円～10,000円程度

18万円～20万円

［応募］その他詳細は面談時にご説明いたします
　　　お気軽にお電話にてお問い合わせ下さい。

☎059-386-4900（担当／田中）
鈴鹿市
稲生塩屋
3-17-2

株式
会社三重サービス
（株式

会社ケイ・アンド・エヌ）

正
社
員

土曜・日曜・大型連休 ※詳細は面談にて

35万
円～40万

円

ア
ル
バ
イ
ト

休日
待遇 各種社会保険完備、通勤費支給、制服貸与

月
給

4t地場定期便（鈴鹿市内～ホンダ技研）

［給与］1運行2,200円
［時間］18：00～23：30（休憩1時間）（14：30～等出勤時間応相談）

③④共通待遇／制服貸与 ◎週2～3日から毎日でもOK!

鈴鹿～名古屋・大阪・滋賀・奈良

②運行管理補助
［時間］17：00～19：00の間に出勤できればOK

◎要リフト免許

［時間］8：00～17：00（早出・残業あり）
※詳細は面談にて

30万
円～35万

円
月
給

①4t地場定期便

［時間］6：00～17：00頃

◎鈴鹿市～ホンダ技研
◎トラックホームより台車積み・台車降ろし
◎フォークリフトは使用しません

◎資格・経験不問

トラックホームより台車積み・台車降ろし

③

④

4tドライバー募集

共
通

◎いずれか1カ所降ろし

給与

月収例

1運行

◎フォークリフトは使用しません

安定・安心の仕事量！男性も女性も活躍できるお仕事です!!

株式
会社三重サービス

経月①165,000円～250,000円 時②880円～
パ正四日市市南小松町／①発泡スチロールの製造 ②製品梱包仕上げ

■発泡スチロール製食品容器の製造

未経験の方でも働きやすいお仕事!

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）ご持参下さい。

四日市市南小松町2681（南小松工業団地内）

☎059-328-2100※その他、詳細は面談時にご説明します

カネカ中部スチロール株式会社

職 種①発泡スチロールの製造（正社員） ②製品梱包仕上げ（パート）職種

仕事
内容

製品の印刷、
ラベル貼りおよび
梱包作業です。

◎簡単な軽作業です

［時給］880円～
［時間］Ⓐ　9：00～13：00
　　　Ⓑ13：00～17：00
　　　Ⓒ　9：00～18：00
　　　又は9：00～18：00の間の4時間程度
［休日］土曜（隔週）・日・祝日、夏季・年末年始休暇
［待遇］交通費規定支給

※Ⓐ～Ⓒ選択可）
［資格］要普免（AT限定可）、
　　　年齢18歳～45歳（省令2号）
　　　※法令による年齢制限（深夜業）
　　　　長期勤続によるキャリア形成の為

［月給］165,000円～250,000円
［時間］8：00～16：30・16：30～翌1：00（交替制）
［休日］日・祝日・隔週土曜日（会社カレンダーによる）
［待遇］社会保険完備、交通費規定支給、昇給年1回、賞与年2回

発泡スチロール成形機のオペレーター及び
成形機への金型取付
成形機の金型交換及び前段取り等の
仕事を行っていただきます

仕
事
内
容

男女活躍中!

積極採用中!
今がチャンス!

アパ正鈴鹿市若松北／職種下記参照
経月 158,520円～183,000円＋各種手当

■自動車販売・修理・鈑金塗装

［資格］中型自動車免許（AT限定不可） ※免許のない方応相談
［月給］158,520円～183,000円＋各種手当
［時間］9：00～18：00（残業はほぼありません）
［休日］日曜、祝日、第2月曜、GW、夏季、冬季 他
［待遇］各種社会保険完備、賞与年2回、昇給年1回、
　　　通勤費支給、車通勤可、退職金有、制服貸与

☎059-385-2520（担当／都田）
鈴鹿市若松北1丁目6-29

［応募］まずはお気軽にお電話ください。

有限会社カーファミリーヒグチ

仕事内容自動車の鈑金塗装、車の引取り納車

未経験の方やブランクのある方も
しっかりサポート!

◎パート・アルバイトも同時募集中!

時 900円～
派亀山市内／仕分け・シール貼り・梱包作業など

■業務請負業　人材派遣業（派）24-300405

仕分け・シール貼り・
梱包作業など

［勤務地］亀山IC近く
［時　給］900円～
［時　間］9：00～17：00
［休　日］土・日・祝、年末年始、GW、お盆

平日週2日～OK!!
職種

タイヨウ株式会社
亀山市栄町1487-221

《E-mail info@taiyou-staff.com》
☎0595-98-5211

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。（担当／採用係）

給下記参照
パ鈴鹿市内／職種下記参照

■介護事業

［職種］①送迎ドライバー（パート）

［職種］③食事介助及び準備

1勤務1,500円給与

［職種］②送迎介助員（パート） 1勤務1,350円給与
［時間］Ⓐ　8：00～　9：30
　　　Ⓑ16：30～18：00

［時間］12：00～14：00
［時給］873円

［勤務］週3～6日（日曜休み）

シルバー
さんも
大歓迎!!

週3～6日で
応相談

デイサービスセンター「大家族」
鈴鹿市高岡町1820-1

☎059-384-8739
［応募］受付はメディカルステイ「鈴鹿の華」で行います。お気軽にお電話下さい。

［担当］古市
［時間］9：00～18：00

スタッフ募集！！
★シニアの方活躍中！！ ★シフト応相談（日曜休み）

①②は、Ⓐ・Ⓑいずれか（1勤務）でもⒶⒷ両方（2勤務）でもOK!

交通費
込み（ ）

急時950円
派亀山市布気町／選別作業

http://www.tkg.co.jp

四日市市九の城町4-21 フジサワビル4階 ［広告No.］
3320020160120-933-926

四日市
営業所

受付［全日］
9：00～18：00（ （

950円
職　種

勤務地 時給
亀山市
布気町

■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

［時間］9：00～13：00（実働4H）
［休日］日曜＋他1日
　　　（週休2日制、土・日休みも可）
［待遇］労災・雇用保険、交通費規定支給、作業服貸与、
　　　各種手当有(時間外・深夜)、有給休暇

簡単選別作業
（お試し体験あり）

扶養内で働ける短時間の
お仕事ですよ♪
女性
活躍中

残り
わずか

給下記参照
アパ正鈴鹿市西条・庄野町／職種下記参照

■精肉・惣菜

☎059-383-2914
西条店 鈴鹿市西条

7丁目26-1肉のくすの木
［応募］まずは一度お問い合せ下さい。

月曜日は定休日ですので、その他の曜日にお電話下さい。

スタッフ
募集（西条店） （庄野店）

［勤務地］西条店（所在地：下記参照）

［月給］200,000円＋能力給（交通費別途支給）
［時間］8：00～20：00の間で8時間（シフト勤務） ［休日］シフト制

①精肉店店舗業務全般（正社員）
精肉加工・調理・接客・品出し・清掃など
店舗の運営に関わることを全般的にお願いします

職
種

［時給］（平日）950円 （土日祝）1,050円
［時間］8：00～19：00の間で4～6時間

②惣菜製造のお手伝い（パート・アルバイト）
子育てを終えた方が夕方から働くのに最適です！

職
種

［勤務地］庄野店（鈴鹿市庄野町1096-1）

［時給］（平日）950円 （土日祝）1,050円
［時間］8：00～19：00の間で4～6時間

③接客・簡単な調理職種

［共通待遇］制服貸与、車通勤可、昇給年1回
　　　　　（正社員は追加）賞与あり、社会保険完備、有給休暇あり

土日のいずれか
勤務できる方

時 900円
パ鈴鹿市安塚町／介護スタッフ

■指定地域密着型サービス事業所

☎059-381-4466 鈴鹿市安塚町1350-65

パシフィック株式会社
小規模多機能型居宅介護
グループホーム

ゆ う き ゅ う の さ と

悠久の里
［応募］お気軽にお電話下さい。面接日をご連絡致します。詳細は面談時。

介護スタッフ（パート）募集!
未経験・

無資格の方も
大歓迎!!

900円
［時間］勤務時間応相談
［待遇］社会保険、昇給、賞与、通勤費、日祝手当、
　　　各種手当有、誕生日休暇などもあります
※その他詳細は面談時ご説明いたします。

WワークOK 週1日～シフト応相談

日勤スタッフ職種

時給 別途処遇改善手当有

時①1,450円 ②1,500円
パ鈴鹿市平田新町／正・准看護師

■内科医院

急

［休診日］木・日曜、祝日、土曜午後 ※詳細面談

①午前パート〈週3日～〉
［時間］8：30～12：00

［時給］1,450円

②午後パート〈月・火・水・金〉
［時間］15：00～18：00

［時給］1,500円

☎059-378-8600鈴鹿市平田新町2-2
（近鉄平田町駅 徒歩3分）

松尾内科クリニック
［応募］お気軽に電話連絡の上、履歴書（写真貼付）ご持参下さい。

交通費
支給

パート
正・准看護師さ

ん

募集！！

急月 176,000円～350,000円
正鈴鹿市算所／自動車部品の検査

■品質保証の業務請負業 http://belltech-qc.com

株式会社 ベルテック 三重営業所

［時間］8：00～17：00 ※依頼状況により異なります
［休日］土・日（完全週休2日制）、GW・夏季・年末年始
［待遇］昇給・賞与あり（業績による）、各種社会保険完備、交通費規定支給、
　　　各種手当あり（残業・移動・皆勤）、制服貸与、試用期間3ヵ月あり（同条件）

☎059-392-6567鈴鹿市算所2-8-5 （採用担当／田中）

正社員募集業務拡大に伴い 20名!

月
給

月収35万円可能
（残業＋その他手当含む）176,000円～350,000円

◆未経験でも簡単♪安心スタート！！
◆モクモク作業が好きな方にピッタリのお仕事ですよ！

［応募］お気軽にお電話下さい。

自動車部品の検査〈内容〉自動車部品の目視検査で
　　　傷やサイズの確認作業をお願いします

職
種

30代・40代の男性が
活躍している職場です!

月 159,000円～182,100円程度
正鈴鹿市平田町／完成車移動ドライバー

■運送業

［時間］　6：30～15：15
　　　14：50～23：30（2交替制）

［休日］土曜日・日曜日、他（会社カレンダーによる）
［待遇］各種保険完備、交通費規定支給、制服貸出

正社 員 大募 集!!

☎059-361-1500
鈴鹿市住吉町7265-5創建作業株式会社

［応募］まずはお気軽にお電話連絡の上、履歴書（写貼）持参でお越しください。

現役を引退されて、
もう少し頑張りたい方

159,000円～182,100円程度
※交替勤手当+皆勤手当含む（別途交通費・残業代）

仕事内容

勤務地

月収例
20～23日
勤務（ ）

鈴鹿市平田町 ［資格］要普通免許（AT限定不可）

完成車移動
ドライバー

構内にて完成した車を移動させて頂く、
カンタンな仕事です（ ）

入社祝金有
（1ヵ月後規定支給）

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　

月 217,000円～253,000円
津市・鈴鹿市／葬祭受注・担当スタッフ

経

正

■社会福祉法人運営の葬祭業 http://fukushisousai-mie.jp/

［　津　］津市港町18-12
［白　子］鈴鹿市中江島町14-12
［鈴鹿南］鈴鹿市寺家町1247-1

☎059-378-6666［月～金］8：30～17：00（担当／松島・山口）

きれい福祉会館

未経験者OK! 経験者歓迎!

［月給］217,000円～253,000円（残業30時間程度） ※給与は経験・資格によります
［時間］8：30～17：00　［休日］年間105日（シフト制）、有休10日（初年度）
［待遇］昇給年1回、賞与年2回、交通費規定支給、制服貸与、社会保険完備、資格手当等あり ［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

きれい福祉会館 津・白子・鈴鹿南勤務地

職 種

依頼を受けた際の対応・手配などをお願いします。内 容

葬祭受注・担当スタッフ（正社員）

私たちと
一緒に

働きませんか?

社会福祉法人が
運営しています

急時 900円～1,300円
正パ勤務地複数／調理補助

■病院・福祉・企業等のフードサービス及びレストラン事業等 マルタマフーズグループ

職種
盛付、配膳、
洗浄、片付け

調理補助
大募集!!

 ［応募］まずは下記までお気軽にお電話下さい。面接は現地にて行います。ご不明な点等、お問い合わせも大歓迎!（担当／川村）

［時間］6：00～19：30の間で実働7.5H（休憩1.5H）シフト制
［休日］月に7回～8回

給
与
［栄養士］170,000円＋栄養士手当10,000円
［調理師］170,000円＋調理師手当5,000円

同時
募集

村瀬病院・特養ひまわり共に栄養士・調理師（正社員）

［時給］①1,000円～1,300円
　　　　（試用期間3ヶ月900円）　
　　　②③900円～1,000円
　　　　　（試用期間3ヶ月873円）
［時間］①　6：00～10：00 ②8：30～15：00
　　　③13：00～19：30
　　　　 日によって15：30～19：30
　　　　 又は17：00～19：30の勤務あり
　　　※その他勤務時間のご相談応じます
［休日］月に8回～10回

［時給］900円～1,000円（試用期間3ヶ月873円）
［時間］①13：00～19：00 ②17：00～19：30
［休日］月に8回～10回

村瀬病院
（鈴鹿市神戸3-12-10）

（ ）

勤務地

［時給］900円～1,000円
　　　（試用期間3ヶ月873円）
［時間］①　6：00～12：30 ②9：00～14：00
　　　③10：00～18：30
　　　　 日によって13：00～18：30
　　　　 又は16：00～18：30の勤務あり
［休日］月に8回～10回

（ ）

［時給］900円～1,000円
　　　（試用期間3ヶ月873円）
［時間］①9：00～17：00
　　　②6：00～19：30の間で2h～
　　　　勤務時間のご相談に応じます
［休日］月に8回～10回

Ⓐ

ショートステイ矢橋
（鈴鹿市神戸3-12-10）

勤務地 Ⓑ

ケアハウスサンハイム鈴鹿
（鈴鹿市神戸3-17-32）

勤務地 Ⓒ

特養ひまわり
（鈴鹿市須賀1-28-23）

勤務地 Ⓓ
マイカー
通勤可

パート

四日市市朝日町5-6

ⒶⒸ☎059-382-8450
ⒷⒹ☎059-384-9901

｢あなたの働き方｣
ご相談ください!

月 250,000円以上可
派鈴鹿市御薗町／かんたん軽作業

■労働者派遣事業許可 派23-302621

［応募］下記電話へお気軽にご連絡下さい。お問合せも大歓迎!（最寄の駅周辺にて面接可）
　　　履歴書持参下さい。 ※日曜日は　080-3673-6825へ、月曜日以降はどちらでもOK!

10名急募!!

（本社）愛知県豊田市若林西町 宮下20番地の1

（担当／舘・宮前）☎0565-52-2215
（三重担当窓口）

（担当／浅野）080-3673-6825

［時間］8：00～17：00 ［休日］週休2日制（企業カレンダーに準ずる）
［待遇］社会保険完備、寮完備、交通費支給（条件有）等

★経験不問! ★年齢不問! ★前払い制度有

鈴鹿市御薗町

250,000円以上可

職種 かんたん軽作業
月給

TIG株 式 会 社

GAIKOKUJIN mo OK!
（フィリピン・ブラジル・ペルーの

方、活躍中!）

応募はお早めに♪
人気のお仕事の為

女性大活躍中!

勤
務
地

■三重交通グループ 

急時 875円
パ鈴鹿市神戸／管理・清掃

　男女スタッフ
活躍中

☎059-246-6111（担当／新家・中森）
津市丸之内9-18（津丸の内ビル4F）
三交コミュニティ株式会社

［応募］2/17（月）より電話受付け致します。《面接は本社にて行います》

鈴鹿市神戸のマンション
マンション共用部の管理・
清掃（床、ガラス、ドア拭き等）

☆静かでキレイな職場です☆

［時給］875円 ［休日］日・祝
［勤務］（月～土）9：00～12：00
［待遇］交通費規定支給、
　　　有給休暇・健康診断あり

マンションで
の主に清掃のお仕事です!

仕事内容

勤務地

丁寧に指導しますので経験が無くても大丈夫

■新聞専売所

W月下記参照
アパ鈴鹿市／①朝刊配達 ②夕刊配達 ③夕刊取出し・配達

バイク初心者OK!丁寧に指導します。

株式会社安藤新聞店
鈴鹿市西条1-9-6
（鈴鹿郵便局近く） 0120-133-066
［応募］お気軽にお電話ください。詳細は面談にて。

詳細は
面談時

［時間］15：00～16：00頃
［休日］日・祝、年末年始

②夕刊配達職
種

職
種

月
給

月
給

2万8千円～

［時間］14：15～16：00頃
［休日］日・祝、年末年始

週6日
の場合

週6日の場合

週6日の場合

週3日～OK

③夕刊取出し・配達
4万円～［時間］3：00～5：00

　　　の間で1h～1.5h
［休日］休刊日＋週1日

①朝刊配達職
種

月
給

5万円
～5万5千円
※新聞配達
　部数による

［待遇］積立年金制度、車通勤可、各種保険完備勤続表彰制度、夏冬手当あり

時①920円～ 給②1部屋あたり2,500円～
アパ勤務地複数／ハウスクリーニング 

■ハウスクリーニング

女性に大人気♪

春に向けて
スタッフ増員中!!

鈴鹿市
稲生西
3-2-30株式会社きれい館

主婦目線でおうちをキレイにする

☎059-373-7820［応募］まずはお気軽に
　　　お電話下さい。

［職　種］ハウスクリーニング 
　　　　※新築物件や賃貸物件の清掃
［給　与］働き方で異なりますので、いずれかお選び下さい
　　　　①朝に事務所に集合してからの勤務
　　　　　…時給920円～＋交通費
　　　　②直行・直帰の勤務
　　　　　…1部屋あたり2,500円～※約2時間半
　　　　　　（仕上がり次第で昇給あり）
［勤務・休日］空いている時間を利用したり働き方は
　　　　いろいろありますので
　　　　相談しながら決めましょう♪

お掃除好きな方にオススメ！
勤務時間勤務日数などご相談下さい

［勤務地］鈴鹿市・亀山市・四日市市中心
（特に鈴鹿市・四日市市の市境周辺に行ける方歓迎）

■清掃業

時 1,200円～1,600円
ア鈴鹿市内／清掃
W

［応募］まずはお電話ください。夕方にかけ直します。

070-2232-8880（担当／安保）

新規事業所です！！
みんなが同じスタートです！！
一緒に働く仲間を募集

土曜
のみ！
あと
1名！！
シニア
学生OK！

［時給］1,200円～1,600円（研修期間あり）
［時間］8：00～14：00（休憩60分）
［待遇］交通費規定支給、車通勤可、作業服貸与、労災保険加入

合同会社 拓 稜

（高校生
不可）

一般の方の目に触れることもないので
仕事に集中できます

休日の新しい工場内清掃〈職種〉

給下記参照
パ鈴鹿市・亀山市／調理・調理補助

■病院・企業・学校の給食事業　あなたの力を私どもに!

［応募］お気軽にお電話下さい。2/17（月）11：00より受付スタートいたします。

☎059-333-3033
（受付担当／丸岡）北勢事業部

四日市市陶栄町13番2号

［時給］900円～1,000円
［時間］5：30～19：30（8h or 4h応相談）
［休日］週休2日（シフト制）

★経験者・未経験者歓迎！

お料理好きな方には朗報ですヨ!

［共通待遇］各種保険完備、制服貸与、交通費支給（会社規定）

［職種］調理・調理補助

［勤務地］①亀山市川崎町（企業内厨房）

［時給］900円～1,000円
［時間］5：30～19：30（8h or 5h応相談）
［休日］週休2日（シフト制）

［勤務地］②鈴鹿市南玉垣町（企業内厨房）

［時給］873円～1,000円
［時間］5：00～19：00（8h or 5h応相談）
［休日］週休2日（シフト制）

［勤務地］③亀山市関町（企業内厨房）

時（平日）880円～ （日祝）980円～
アパ亀山市関町／店頭応対・販売

■真珠漬・ほたて・あわび等の製造・販売

店頭対応・販売

☎0596-43-2323
（受付／8：30～17：00（月～金））（担当／森岡）
［応募］お気軽にお電話ください。面接は現地にて行います。

（本社）伊勢市二見町茶屋99-1

株式会社 真珠漬本舗

［時間］①8：00～13：00 ②13：00～19：00 ③8：00～19：00の間で応相談
［待遇］各種社会保険完備（当社規定）、交通費支給（当社規定）、制服貸与、車通勤可、試用期間あり

勤務地

職　種

名阪関ドライブイン内

（平日）880円～
（日祝）980円～

時
給

午前のみ・午後のみOK！！

50代・60代の方も活躍中!!

週2日～OK！！ 土日のみOK！！ 日数曜日応相談！

■介護施設

給下記参照
パ正亀山市川合町／介護

☎0595-84-0550
うさぎ亀山介護施設
デイサービス・グループホーム・有料老人ホーム・居宅介護支援

亀山市川合町1119-38
［応募］まずお気軽にお電話下さい。（採用担当者迄）

［時間］8：30～17：30（基本）
　　　・その他時間帯もあり
　　　・パートは短時間もOK!
［給与］［正］当法人規定により優遇
　　　［パ］時給900円～（3ヶ月間、以後昇給あり）
［休日］シフト制（応相談）
［待遇］昇給あり、賞与年2回、社保完備、交通費規定支給

［職種］夜勤専属介護スタッフ（パート）も募集中
［給与］1勤務15,000円～　［待遇］交通費規定支給
［時間］16：00～翌9：00（時間応相談）

介護職員募集！！（正社員・パート）

月1回～OK!!


