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《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］

75,000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♪

月 19万円～＋奨励金（研修中17万円）
正津市一志町／食材の宅配

■宅配業務 http://yoshikei-dvlp.co.jp

ヨシケイ三重 ☎059-334-7001（三井）
【本社（四日市）】四日市市高浜新町1番地19号

本社
応募

［資格］要普免　［休日］土・日、GW、夏季、冬季
［時間］9：00～18：00（※17：00退社可）
［待遇］昇給年1、賞与年2、手当、社保完、退職金制度、
　　　交通費規定、制服貸与、有休、研修3ヶ月 等

19万円～＋奨励金（研修中17万円）食材の宅配
スタッフ［正］

月給

［勤務地］
津営業所
（津市一志町）

■一般区域貨物自動車運送事業（中部圏） 自動車運送取扱事業

経月 170,000円～
正津市庄田 他／事務員・ドライバー

［資格］40歳迄（省令3号のイ）
［時間］8：00～17：00（早出・残業・交替制）
　　　※土曜日・祝日 交替制出勤あり
［待遇］各種保険完備（雇用・労災・健康・厚生）、
　　　交通費規定内支給

☎059-256-1337（担当／青山）
津市庄田町
1915青山商店荷役有限

会社
［応募］下記までお気軽にお電話下さい。

4t・10ウイングドライバーも同時募集中

職
種

月
給

一般・経理事務
ピッキング作業の
お手伝いあり

170,000円～
（総支給額）

■警備業

経 急月 230,000円～240,000円
正津市内／本部スタッフ

株式会社 伊勢湾ガード
津市上弁財町13-1 ☎059-225-1341

施設警備員
募集【正社員】
未経験者
歓迎

40代～60代の方
活躍中です

［時間］8：45～17：00
　　　（本部勤務時）
［休日］原則 隔週土・日・祝休日

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。施設警備員も同時募集中です。
　　　（詳細は面接時に説明します。）

病院の夜間受付・巡回
（津市内）

230,000円
（研修終了後240,000円）

職 

種

月 

給

■食品加工

急時 1,000円
アパ津市雲出島貫町／食品の加工スタッフ

［時給］1,000円
［時間］8：30～16：30
［休日］日・祝、その他応相談
［待遇］制服貸与、交通費規定支給

☎059-234-3908

津市雲出島貫町775-1江戸屋○ヱ
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

スタッフ募集
室内は空調完備で快適♪

座り軽作業なので未経験の方も安心♪

［職種］食品加工工場での軽作業
40代～50代
活躍中♪

■内科

経給当院規定による
パ正津市半田／医療事務

☎059-229-7227
［応募］まずはお気軽にお電話ください。（受付時間：休診日以外の13：00～15：00）

［給与］当院規定により支給（面談時に詳しくお話します。）
［休日］木、日、祝、他
［待遇］昇給有、賞与有、交通費規定支給、各種手当、退職金制度、
　　　社会保険完備、有給休暇、制服貸与、車通勤可

※4月より「あらき内科クリニック」にリニューアルオープンします。

津市半田平木202-5

あらき内科クリニック （現 中屋医院）

4月リニューアルオープンにつき
正社員・パート増員します♪

正社員・パート

問わず賞与有

診療時間 月　火　水　木　金　土
○　○　○　／　○　○
○　○　○　／　○　△

　9：00～12：00
15：00～18：30

△土曜日午後 14:00～17：00　［休診日］木曜日・日曜日・祝日

医療事務（パソコン操作ができれば未経験可）職種

月 180,000円～
正津市久居小野辺町／クリーニング受付業務

正社員募集

■クリーニング業 http://www.i-marusho.jp

株式会社 丸正
［本社］

津市高茶屋小森町1326-2
☎059-234-7575
［応募］お気軽にお電話下さい。

［職種］クリーニング受付業務 
［資格］年齢55歳まで（省令3号のイ）
［時間］①10：00～19：00 ②11：00～20：00 
　　　③12：00～21：00 ※①・②・③のシフト制
［休日］月6回、冬期休暇4回
［待遇］各種社会保険制度有、③はシフト手当有、
　　　昇給有、交通費支給（会社規定）、研修期間有、正月出勤手当有

［勤務地］イオンタウン津城山店
未経験の方も少しづつ慣れて頂くので安心♪

経験一切
問いません!

面接は
本社で
行います。

180,000円～月
給

給下記参照
パ正津市大園町／介護スタッフ

■介護事業

経

☎059-222-8686（担当／藤田・野口）
津市大園町4-29　ヘルパーステーション大園

株式会社 メディカルGEN

介護職員募集!
（正規職員・パート）

時給

職
種

1,220円～1,320円
［時間］8：30～17：30　［休日］シフト制
［待遇］交通費別途、制服貸与、マイカー通勤可☆

基本給208,000円～
239,000円

［時間］8：30～17：30（基本）  ［休日］シフト制
［待遇］各種保険完備、交通費別途、制服貸与、賞与有

（別途手当：資格手当・処遇改善加算 等）

介護スタッフ
ヘルパーステーション大園
でのお仕事（ ）

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

パ
ー
ト

正
規
職
員

時 875円～
パ津市高茶屋小森町／作業員

■工業用ファスナー（ねじなどの締結部品）の専門商社 http://www.linex.co.jp

［時間］9：00～15：30
　　　（休憩60分）
［休日］土・日・祝、夏季・年末年始、他
［待遇］通勤費社内規定により支給
［応募］まずはお気軽にお電話ください
　　　（担当/シモムラ・ムラヤマ）

パートさん募集
30代～50代の主婦の方が
活躍している職場です♪

職
種

ねじや部品の袋詰め、
検査等の軽作業作業員

未経験の方も

丁寧に教えるので

安心ですよ♪

☎059-238-1501
津市高茶屋小森町大新田2892-70

三重営業所

875円～時
給

時①980円～ ②950円～
アパ津市内／オープンキッチン内での接客・調理・製麺

■自家製麺・セルフスタイル讃岐うどん専門店

時 W

①時給980円～
②時給950円～

今なら希望の時間・曜日で働ける☆
短時間OK！学校や家事と両立も◎
丁寧なフォローで未経験も安心

［仕事内容］オープンキッチン内での接客・調理・製麺等
［資　格］未経験の方も大歓迎! ※高校生可（時給同額）
　　　　★進路決定済高3生歓迎/4月～も入れる方
［時　間］9：00～23：00
　　　　※上記時間内で週2日～、1日3時間～OK
［待　遇］交通費規定支給（1日1,000円迄）、前払いも可、
　　　　食事補助有、社保・昇給・賞与・有休制度有、
　　　　車・バイク可（条件付）、深夜割増有、制服貸与
［応　募］お電話の際、ご希望の「店名」と
　　　　「受付No.11811116」をお伝えください。
　　　　※履歴書は不要です!
◎PC・携帯からの応募はコチラ（24時間受付中）
　「トリドール　アルバイト」で検索

0120-480-380
応募受付センター▶受付9時～18時※土日祝も受付中

①津店 津市藤方1583-3
②三重大学前店 津市江戸橋1-101

シフトは1週間毎に作成！

経給【例】基本給18.5万円～20万円＋インセンティブ
正勤務地複数／PRスタッフ及び通信設置スタッフ

■ケーブルTV・インターネット等の工事・アフターサービス http://www.st-material.co.jp

PRスタッフ及び
通信設置スタッフ（軽微）募集
OK

［津 本 社］津市南中央7-14 ☎059-261-4138
［伊勢営業所］伊勢市船江3-11-6 ☎0596-67-5545
［四日市営業所］四日市市朝日町3-2 ☎059-324-2130

社　保

［資　格］　大歓迎、資格不問、
　　　　35歳迄（省令3号のイ）
　　　　※36歳以上の方は、ご相談ください。
［時　間］9：30～18：30（休憩1h）
［休　日］隔週休2日（火・水）、盆、年末年始

※他詳細は面談にて
［応募］ご希望の勤務エリアの事務所にお電話ください。

制服貸与交通費（規定）

18.5万円～20万円
＋インセンティブ

給
与
例

正社員

※50万円も可！

基
本
給

時 1,000円～1,100円＋交通費
パ津市内／①配送 ②配膳 ③事務

■「行財政改革」と「住民サービス向上」のパートナー

PKP事業本部
中部支店

〒514-0038 津市西古河町10-16 別所ビル3階C

☎059-225-2580（担当／中野）

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。（電話受付/平日9：00～18：00）

［時給］1,000円～1,050円＋交通費
［時間］10：30～14：30 ※休憩1h
［休日］土曜・日曜・祝日、春・夏・冬休み、他 ※学校休校日

◎配送車から配膳室・教室等への配膳業務
資格
不問

［職種］②給食の配膳スタッフ ［勤務地］安東小学校

［資格］パワーポイントの基本操作が可能な方

［時給］1,000円～＋交通費
［時間］9：00～13：00  ［休日］土曜・日曜・祝日、年末年始、他

◎パワーポイントでのプレゼン用の
　提案書作成及び一般事務

［職種］③営業サポート事務

［職種］①学校給食の配送ドライバー
　　　　2tドライバー（配膳の手伝いも有）

［ルート］戸木小学校→桃園小学校  ［資格］2t車の運転が可能な方

［時　給］1,050円～1,100円＋交通費
［時　間］10：00～15：00 ※休憩1h
［休　日］土曜・日曜・祝日、春・夏・冬休み、他 ※学校休校日

社員登用
制度有り

時 900円
パ津市羽所町／朝食バイキングの配膳・片付け・簡単な準備

■ホテル https://www.sanco-inn.co.jp/tsu/

〒450-0002 名古屋市中村区名駅5丁目31番10号
リンクス名駅ビル2F  株式会社三交イン  採用担当／河村

（受付は10：00～18：00 ※土日祝除く）☎052-589-0035
株式会社 三交イン

☆10代～60代の方歓迎
☆午前中だけの勤務です

［勤務地］三交イン津駅前（津市羽所町）
［資 格］年齢不問（未経験OK）
［時 間］6：30～10：30 ［休日］週3日～応相談
［待 遇］交通費規定支給、制服貸与、車通勤応相談
［応 募］まずはお気軽にお電話下さい。

朝食バイキングの
配膳・片付け・簡単な準備職種

時給 900円

未経験者歓迎!

年齢不問!

185,000円～260,000円月

正津市庄田町／当社製品の製造に係る作業全般

■高性能断熱材「マイクロサーム」の製造および販売 http://www.promat.jp

185,000円
～260,000円

☎059-259-2821〒514-1255 津市庄田町2202-2
（担当／牧野（マキノ））

プロマット・ジャパン株式会社

★土・日・祝は休みで年間休日122日!オフも充実!!
★20～30代と活気ある職場です。
　新しい可能性を当社で見つけませんか!

業務拡大に伴い
正社員募集!!

■原 料 製 造：縫製作業、粉体の取扱い
■加 工 作 業：プレス作業、切削作業
■製品検査作業：梱包作業、運搬作業 他

職
種

当社製品の製造に係る作業全般

※場合によりPC等を用いた事務作業もあります ※経験・能力を考慮し面談時説明致します

［資格］高卒以上、経験不問、35歳迄（省令3号のイ） ［時間］8：00～17：00・19：00～翌4：00 ※2交替あり ※休憩60分 ※残業あり
［休日］土・日・祝、年末年始、春・夏季リフレッシュ休暇（各2日）有、年間122日
［待遇］昇給年1回、賞与年2回、社会保険完備、残業手当、通勤手当、車通勤可、試用期間有（3ヶ月間 場合により延長有）
［応募］写真付き履歴書・職務経歴書を送付して下さい。書類選考後、面接のご連絡を差し上げます。
　　　※ご不明な点などはお気軽にお電話下さい。

3月上旬～4月上旬予定（応相談）
★面接時に職場見学して頂けます

入
社
日

（基本給149,000円～210,000円）

月
給

男性スタッフ
活躍中

給下記参照
アパ津市内／施設警備員

急募!
屋内が

メインなので
働きやすい!!

60歳以上の方
多数活躍中!

W急

■警備業

☎06-6221-3989（担当／森田・嶋・桝谷）
〒541-0048 大阪市中央区瓦町1丁目4番8号 瓦町恒和ビル7階
株式会社 ジェイケイシレス
セコムジャスティック（株）グループ

施設
警備員
施設内での
受付や巡回が
主な業務です

らくらくマイカー通勤

［待遇］通勤費規定支給、マイカー通勤可、制服貸与

1勤務あたり
◎9：00～21：00（実働9h）

Ⓐ16,520円 Ⓑ16,160円

〈勤務地〉津市高茶屋

時
間
・
給
与

［資格］60歳～
　　　（省令3号の二）

※組合せローテーション
※月間90～120時間（週3回程度）

Ⓐ8,680円

1勤務あたり
◎21：00～翌9：00（実働9h）

Ⓑ9,640円 Ⓒ10,010円
1勤務あたり

◎6：00～21：00（実働11h）Ⓓ10,610円

〈勤務地〉津市藤方
時
間
・
給
与

※組合せローテーション
※月間90～120時間（週2回程度）

1勤務あたり
◎8：00～翌8：00（実働16h）

1勤務あたり
◎8：00～17：00（実働8h）Ⓒ7,720円

［応募］まずはお気軽に電話下さい。

職
種

内
容

W経

パ正津市内／Ⓐ介護スタッフ Ⓑ夜勤専従

■有料老人ホーム・デイサービス

月Ⓐ22万円～ 時Ⓐ950円～ 日Ⓑ1回21,600円

☎059-273-5336
津市下弁財町津興3032・津市戸木町7054-2・津市庄田町3561-1

［応募］まずはお気軽にお電話下さい（担当／安心戸木担当まで）

［資格］初任者研修修了以上または介護福祉士
［給与］□ 月給22万円～　□ 時給950円～ 
［時間］①②　7：00～16：00・9：00～18：00・
　　　　　16：00～翌10：00
　　　　③　7：00～16：00・9：30～18：30・
　　　　　16：00～翌10：00
［休日］□ 週休2日 □ 週2日～又はフルタイム（応談可）
［待遇］賞与年2回［正社員（昨年実績）］、各種保険完備、
　　　通勤費規定支給、制服貸与、車通勤可

正

正 パ

パ

安心庄田

有料老人ホーム・デイサービス
し ょ う だ

職 

種

勤
務
地

労働基準法に基づく
Wワーク可能

［資格］初任者研修修了以上
［日給］1回21,600円

①②③3施設へ勤務可能な方大歓迎!!
※勤務地は通勤距離を最大限考慮の上決定します。
　他施設へ応援出勤をお願いする場合もあります。

①有料老人ホーム・デイサービス安心庄田
　（津市庄田町3561-1）

②有料老人ホーム安心（津市下弁財町津興3032）
③有料老人ホーム安心戸木（津市戸木町7054-2）

介護スタッフ（正社員・パート）
住居型有料老人ホームでの介護支援・居宅介護支援

一生懸命考えて、準備した
愛情いっぱいの施設が
ついにOPENするよ♪

★津市内3施設で募集しています★

スタッフ増員大募集!!
安心庄田 2月16日OPEN!により
安心庄田 出発!!

広い通路や
職員専用の階段

など

「働きやすさ」
の工夫が

いっぱいの施設
です♪

Ⓑ有料老人ホーム夜勤専従［パート］

施設見学
喜んでさせて
頂きます♪

●在職中・転職を考えている方　●一般の方
大歓迎!「来て」「見て」「感じて」下さい♪

まずは雰囲気を感じてからの
応募でOKです♪

☆スタッフみんなが楽しくお仕事しています!  ☆勤務開始日も遠慮なく相談ください♪ ☆ブランクのある方も大歓迎! 

NEW

Ⓐ有料老人ホーム

この看板が目印
ですよ♪

利用する全ての人に
安心を届けます。

■接骨院

時 880円～
アパ津市半田／受付・診療助手

受付・診療助手

☎059-222-9566津市半田1533-5

［時間］月～金…8：00～13：00・15：00～20：00
　　　土………8：00～14：00

［応募］まずは電話連絡の上、履歴書ご持参下さい。

診療時間
　8：30～13：00
15：30～20：00

月
○
○

火
○
○

木
○
○

金
○
○

水
○
休

土
○
休

日
休

休

☆週2・3日でもOK
☆扶養内で勤務できます。
☆土曜働ける方 優遇

アットホームで働き易い職場ですよ♪
職
種

880円～
［時給］

■ビジネスホテル

時 880円～
アパ津市久居新町／清掃スタッフ

［時間］9：00～14：00（応相談）
　　　週3～4日の無理のない範囲でOK♪
［休日］シフト制 ※相談OK♪ただし、土日祝勤務が可能な方
［待遇］車通勤OK、研修期間あり

880円～時給

内容

年齢・経験不問♪駅チカで通勤便利♪

土・日勤務
できる方

未経験の方も大歓迎!!70歳以上の方も大活躍中ですよ♪
◎主婦（夫）にもピッタリ♪ ◎扶養内勤務できます♪ ◎働きやすい時間帯♪

体を動かす健康活動にちょうどいいお仕事です♪

ベッドメイク、お部屋のチェック、共用部の清掃など

清掃スタッフ募集♪

ステーションホテルAU
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。詳細は面談にてご説明致します。

株式会社 紀州産業
津市久居新町757-1

☎059-256-7599（受付／平日10：00～16：00）［担当／採用担当まで］

時 873円～
津市一志町／クッキーの製造・検品・梱包 パ

■食料品製造業

土日祝はお休み♪

パート募集♪
時
給

収
入
例

☎059-294-7019
〒515-2522 津市一志町波瀬2192-3
ハタ製菓 株式会社

［応募］まずはお気軽に
　　　お電話下さい。

未経験OK♪ 幅広い年齢の男女活躍中♪

［時間］①8：30～12：45 ②12：45～17：00の間で3～4h
　　　※①②選択可、勤務時間は柔軟に対応します
［休日］土日祝 ［待遇］各種社会保険完備、制服貸与、交通費規定支給

873円～
※試用期間あり

クッキーの
製造・検品・梱包

職 種

873円×4h×18日（1ヵ月）
＝月収約62,856円

■「食」と「健康」の総合プランナー

経時 950円～
パ津市安濃町／食堂スタッフ

（西日本支社・名古屋営業部）愛知県東海市富木島町東山4
株式会社ニッコクトラスト

食堂スタッフ募集

［時給］950円～ ［時間］9：00～14：15（休憩15分）
［休日］土・日・祝、大型連休 ［待遇］交通費規定支給、車通勤可
※お子様の学校や園行事の休み等、希望の休みにも応じます
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

勤
務
地

仕事
内容

津市安濃町内多の
工場内食堂
（津インター近く）

厨房内業務

経験者大歓迎!

080-7012-2298（担当／松岡）（担当者直通）

現地
面接

■各種セキュリティ・警備業務

月 151,360円～168,560円＋各種手当
請津市内／施設警備

三重支店 津市栄町2丁目18-2きりん第7ビル2F

☎059-224-9000
［応募］まずはお気軽にご連絡下さい。（担当／南山・小野）

［勤務地］津市内 ［資格］18歳以上（省令2号）
［時　間］①8：30～翌8：29
　　　　②8：30～17：00
　　　　③8：30～21：00
［給　与］基本給151,360円～168,560円＋各種手当
　　　　※1ヶ月172時間で計算。
　　　　　夜勤時間・時間外勤務によりプラスされます。
［休　日］週休二日制 ※1ヶ月単位の変形労働時間制
［待　遇］昇給有、寸志有、各種社会保険完備、
　　　　交通費規定支給、有給休暇有、車通勤可
　　　　※その他待遇は面談時にお話いたします

シフト制）
施設警備スタッフ募集

未経験
OK♪

■人材の総合プロデュース企業

時 950円～1,150円
パ津市西丸之内／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］時給950円～1,150円
［時　間］【フルタイム】8：30～17：30（休憩60分）※残業は月に10時間程度
　　　　【パートタイム】①8:30～13:00②13:00～17:15③8:30～17:15（休憩60分）
　　　　※①～③のシフト勤務※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
［資　格］資格不問!!経験不問!! 
［待　遇］【フルタイム】各種社会保険有、社員登用制度あり
　　　　【パートタイム】各種社会保険有
［休　日］土日祝日休み 【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

［応募］まずは、お気軽に
　　　お電話下さい。

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

月［正］200,000円～ 時［パ］880円～
パ正津市城山／①販売・設置・メンテナンス ②ポスティング・販売

■パナソニックグループ

0120-34-2854

津市城山
3丁目4-38長谷川電器 株式会社

【応募】まずはお気軽にお電話下さい。

津市城山
3丁目

三重県下No.1パナソニックショップ
お役に立ちます！

「かかりつけの電器店」

［資格］要普通免許（AT限定可）
［月収］200,000円～
［時間］9：00～18：00
　　　（休憩時間60分）
［待遇］各種保険、昇給賞与、
　　　退職金制度あり
☆試用期間3ヶ月 ☆未経験者も可

第二種電気工事士など、
電気関連資格保有者は優遇

勤務地

・電化製品、リフォーム商品の販売
・電化製品の設置・メンテナンス

50代の方でも
 活躍できます！！

1

正社員

（ ）

［時給］880円～
［時間］9：30～15：00
  水曜定休・土、日、祝
  （催事の土日に勤務できる方歓迎）
［待遇］各種保険あり
☆試用期間2ヶ月

お店のお得意様を中心に
コミュニケーションを
取っていただくお仕事です。

・チラシ・カタログ配布 ・消耗品提案
・店内業務
 （催事時の準備・サポート・在庫管理）

2

パート
明るい職場で

一緒に働き

ませんか？

 パル・ハセガワ城山本店
スタッフ募集

アパ正津市内／職種複数

■“TOTAL CARLIFE SUPPORT STATION”

時 900円～ 月 180,000円～＋販売手当

リース
受付

車販売

経 急

http://www.murakamisyouten.com/

900円～

月給 180,000円～＋販売手当
（手取り額30万円～40万円）

［時間］（正社員）7：00～20：00の間で実労8時間のローテーション　［休日］シフト制
［待遇］昇給・賞与、各種保険完備、従業員割引有　［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

本社
〒514-0027三重県津市大門 3番10号

☎059-228-2029
平日8：00～18：00にお電話下さい。

株式会社 村上商店

今なら職場見学可能で
す!

時給

給 与パート・アルバイトは

平日のみor土日だけ!

短時間勤務など

何でもご相談下さい♪ がんばり次第で
UPします!!

店舗
スタッフ

整備士

正社員orパート・アルバイト
働き方はあなた次第♪

まずは見てから
考えませんか!?

女性

スタッ
フも

活躍中

時 875円～925円

■三重交通グループ 

パ津市内／クリーンスタッフ
急

津栄町三交ビル
（津市栄町4丁目255番地）

勤務地

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）9：00より電話受付け致します。
　　　まずはお気軽にお電話下さい。

0120-928-551

未経験の方も大歓迎です! 複数勤務できる方、優遇します！！
クリーンスタッフ職種

時給 時給 時給880円～920円

津市丸之内の
オフィスビル

875円～885円
［内容］①自洗機を使った床清掃など
　　　②トイレ清掃、ゴミ回収など
［時間］①　6：30～10：00
　　　②13：30～16：30

※シフト制

875円～925円
◎車通勤応相談

ザ・ビッグ津藤方店
（津市藤方985-1）

勤務地勤務地

［待遇］制服貸与、交通費規定支給、有給休暇あり

キレイ好きな方にぴったりなお仕事です♪

［勤務］
週4日程度
（シフト制）

◎車通勤可

［内容］共用部（廊下、階段、トイレなど）、
　　　各テナント室の清掃、ごみ回収、拭き掃除など
［時間］①7：00～10：00 ②7：00～10：30 ③7：00～11：30
　　　※月・火・木・金・土は①と②のシフト制、水は③
［休日］日曜日、土曜日（隔週）、年末年始（12/31～1/3）

［時間］13：00～20：30
［勤務］月曜～金曜日
［休日］土日祝

経給下記参照
パ契津市城山／職種下記参照

■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）

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

共通
待遇

［職種］〈契約社員〉 ［職種］〈パート〉

〈勤務地〉こころの医療センター（津市城山）

2020年新規
 オープン予定♪

調理スタッフ
大募集!

［月給］180,000円
　　　～250,000円
［時間］5：00～14：00、
　　　9：00～18：00

管理栄養士・
栄養士・調理師

［時給］920円
　　　～1,400円
［時間］5：00～21：30
　　　（うち時間相談可能）

調理員・洗浄業務

W月 4万円～6万円程度
パ津市／配達スタッフ

■乳製品宅配事業

朝の乳製品配達スタッフ

津市内配達地域

☎059-264-7444
津市中河原城之内2017　［応募］お気軽にお電話下さい。

株式会社 森乳東海
パワーミルク三重宅配センター

AM1：00～AM6：30
までの間で4時間程度

【受付時間／10：00～17：00】
（担当／伊藤）

毎週火・金／
週2日のお仕事!!

かけもちOK♪週2日勤務で無理なく続けられます!
短時間で稼げるので主婦（夫）さんや

年配の方にもオススメ♪扶養内で働けます。

月収例4万円～6万円程度
時　間

ご当地限定!!

給 95,000円～
委津市・松阪市／ヤクルトスタッフ

■ヤクルト乳製品・食品の販売

〒514-0131 津市あのつ台四丁目6番2（サイエンスシティ内） 0120-8960-98
三重ヤクルト販売株式会社

人 も 地 球 も 健 康 に

（担当/田辺）

応募・お問合せ先

［応募］お仕事に興味をお持ちの方は、お気軽にお電話でお問合せ下さい

［給与］95,000円～（月平均）
［時間］9：00～14：00頃で応相談
　　　（津北センターは週4日の勤務もあります）
［休日］土曜日・日曜日･GW･お盆・年末年始休暇 有
［待遇］傷害保険加入、三輪バイク貸出有、
　　　自家用車使用可（燃料費助成有）

ヤクルト商品のお届け・販売、
健康情報のお知らせ 等

保育ルームもあります
のでご相談下さい

仕事
内容

・津北センター（津市白塚町） 
・津西センター（津市長岡町）
・津南センター（津市藤方） 
・一志センター（津市一志町）
・権現前センター（松阪市嬉野町）

募
集
セ
ン
タ
ー

ヤクルトスタッフはじめてみませんか!!
☆未経験OK♪ ☆子どもが小さくても働きやすい♪☆仕事と家事を両立しやすい♪

［場所］三重県総合文化センター
　　　（生涯学習センター4階 小研修室2）
［日時］2月27日（木）・10：00～ ・11：00～

お仕事説明会
のご案内

急

GW明けから
の勤務も可！

月［最低保証額］161,000円＋歩合給
正津市内他／タクシー乗務社員

■一般乗用旅客自動車運送事業 http://www.miekintetsutaxi.co.jp

津営業所 津市大字岩田字丸山1番8号

☎059-225-4413（担当／丸山）

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

安心・安定の近鉄グループ

［時間］9時間15分（拘束時間）を基本としたシフト制
［待遇］社会保険完備、賞与年2回（当社規定による）、
　　　交通費規定支給、退職金制度あり、
　　　その他詳細は面談時ご説明します

会社説明会
開催日

2月27日（木）14：00～
［会場］プラザ洞津

津営業所（阿漕駅近く）他
［最低保証額］

161,000円＋歩合給 
※平均240,000円

勤務地

月　給

若干名
募集

◆定年65歳後も
　75歳まで働けます！
　（定年後再雇用規定による）

男女タクシー
乗務社員
募集

給下記参照
津市久居明神町／介護職員・看護職員・送迎ドライバー

■デイサービス・ショートステイ

パ正

経

市役所久居庁舎●

●
久居市民会館

久居駅

●津南警察署
●セブンイレブン

久居IC

伊
勢
自
動
車
道

近
鉄
名
古
屋
線

165

776

55 ★ シンシア久居

津市役所 久居総合支所●
まずはお気軽にお電話ください。※まずは施設見学だけでも歓迎です。
〒514-1101 津市久居明神町1530番地47 シンシア久居 無藤宛

株式会社 ケア・フローラ

☎059-254-0968
応募

［待遇］（共　通）交通費（上限31,600円迄/月）、社員専用無料駐車場、車通勤OK
　　　（正社員）昇給年1回、賞与年2回、社会保険完備、
　　　　　　　皆勤手当（5,000円/月）、退職金制度

共
通
項
目

［資格］介護福祉士お持ちの方優遇、普通免許 ［時間］8：30～17：30 ［休日］1ヶ月9休 ※［パ］時間・日数応相談

パート正社員

〈職種〉③看護職員 パート

正社員①②40,000円/月
パート①②117円/時 上限20,000円/月
　　　③67円/時 上限11,500円/月

処遇改善手当（右記金額含む）
◎入社3ヶ月より支給◎

〈職種〉①介護職員

パート正社員〈職種〉②介護職員
［資格］正看護師・准看護師、
　　　普通免許
［時間］8：30～17：30、夜勤
　　　※時間・日数応相談

［資格］介護福祉士・ユニットケアリーダー資格お持ちの方優遇、普通免許
［時間］　7：00～16：00、　8：30～17：30、
　　　10：30～19：30、17：00～翌9：00
　　　※パートは7：00～19：30の間の5時間以上でもOK

256,000円～293,800円（夜勤5回想定）正社員

パート

正社員 パート

時給1,017円～1,067円

［休日］1ヶ月9休

※夜勤手当10,000円/回

時給1,467円～
1,567円

月給

月給

203,000円～236,600円 時給1,017円～1,067円

介護士（未経験OK）・看護師（業界未経験OK）募集!!

年齢問わず活躍中！ パートは勤務時間日数応相談パートは勤務時間日数応相談

デイサービス
定員40名

日曜日固定休み

ショートステイ
定員40名

施設見学だけ
でも歓迎!
施設見学だけ
でも歓迎!

同時募集
「送迎ドライバー」

967円時給

60代以上活躍中

W時①②③920円
パ津市内／①清掃 ②③店内清掃

■環境サービス事業 http://www.samansa.co.jp

WワークOK
未経験OK
扶養内OK

週2日～OK!
土日祝は
50円UP

［待遇］賞与年2回、交通費規定支給、制服貸与、車通勤可、
　　　有給休暇※ぎゅーとら様の業務とは異なります。

サマンサジャパン株式会社

0120-303903（担当／採用係）
鈴鹿営業所 〒510-0236 鈴鹿市中江島町15-11 江島ランタンビル1F

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。2/17（月）9：00～受付開始

一部カート回収の
業務もあります

［時間］9：30～12：15・14：30～17：00

920円
①清掃

勤務地

職種 時
給

短時間の
お仕事!!

ぎゅーとらラブリー持川店

［時間］　7：30～　9：30・7：30～10：45・
　　　13：30～16：15

920円②店内清掃

勤務地

時
給職種

ぎゅーとらラブリー渋見店

勤務地ぎゅーとらラブリー久居店

［時間］12：45～16：00

③店内清掃 920円職種 時
給

（ ）

時①880円 ②900円
アパ津市内／日常清掃

■総合ビル管理 http://www.chubu-s.co.jp

急

☎059-225-5984
津市北丸之内191（受付時間：平日9時～17時）

［応募］まずはお気軽にお電話ください。

募集!!日常清掃
スタッフ

［勤務］週5日程度 
［時間］8：30～16：00
※午前のみ午後のみなど（応相談）

①津市城山の
　公共施設

880円

勤務地

時　給
交通費上限
5,000円（ ）

［勤務］週3日～5日 
［時間］7：00～12：00（応相談）

②津市大里の
　公共施設

900円

勤務地

時　給
交通費上限
10,000円（ ）
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時 900円～950円
パ津市・亀山市／日常清掃

■ビルクリーニング業務・ビル管理業務

☎059-256-8600（担当／山口）
津市久居

北口町533-6

株式会社 ビッグバーン
［応募］まずはお気軽に下記までお電話下さい。

［共通待遇］交通費規定内支給

＊一週間で上記3つの勤務に対応して頂ければ
　組み合わせは相談に応じます♪

日常清掃
スタッフ
募　集

勤務地

時給

亀山市関町地区の食品物流倉庫

900円

オールOKです！！

［時　間］7：00～16：00の間で
　　　　6.0h勤務（休憩1.0h）
［勤務日数］週3～4日

勤務地

時給

津市久居地区のマンション・津市内のオフィスビル
（3ヶ所の現場を日替わりで勤務して頂きます♪）

900円～950円
［勤務］（固定）火曜・金曜
［時間］9：00～12：00（3.0h勤務）

津市久居地区
のマンション①

津市内の
オフィスビル

［勤務］月～金の内お好きな1日
［時間］9：00～16：00の間で2時間

津市久居地区
のマンション②

［勤務］月～金の内お好きな1日
［時間］9：00～16：00の間で3時間

●　 未経験　●　  シニアの方
●小さいお子様のみえる方

月 175,000円～
契津市久居明神町／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）
津市久居明神町2158-5（三重中央医療センター併設）
三重中央ひまわり保育所（小規模保育園）

175,000円～
固定残業代15時間分含む

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

☆行事や次の活動に追われない保育☆
土日祝日完全お休み
お預かり20名程の
小規模保育園で
個々に寄り添う、
ゆったりのびのび
保育をしませんか？

経験により

給与優遇

［資格］保育士
［時間］7：45～18：45内でシフト制
［休日］土日祝、年末年始、有給休暇、
　　　産休育休、アニバーサリー休暇
［待遇］社会保険完備、交通費支給、エプロン貸与、
　　　賞与年2回、契約更新時経験加算有

月
給

W月8万円位～10万円位
アパ津市内／牛乳配達

■大内山牛乳の配送・配達

大内山牛乳有限会社 タ  ニ
津市安濃町
曽根236-4☎059-268-5020
［応募］電話連絡の上、履歴書持参でご来社下さい。※詳細面談 ※長く勤められる方

60歳
前後の方
歓迎!

9：00～17：00
（日曜休み）

牛乳の家庭への配達

8万円位～10万円位

午前2時～午前7時の間で
2.5時間～3.0時間位、
深夜手当・交通費支給

月収

社用車使用

日曜休み［配達日］週6日 ※週3日も有
■警備業

W日 8,500円～
アパ鈴鹿市内／交通誘導スタッフ

津市栄町4-263
寺辺ビル 2F株式会社セペック

☎059-221-2001[担当／尾崎]
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

日給

交通誘導スタッフ募集

8,500円～
［時間］8：00～17：00（内1時間休憩有）  ［休日］日曜 ※その他応相談
［待遇］各種保険あり、昇給あり、交通費支給、制服貸与

短期もOK!

週3日～OK

日払支給有
現場は

鈴鹿市内です

直行直帰もOK

未経験
OK!

年齢不問!友達同士の応募もOK!

■学童

時 950円～ ［学生］880円
パ津市丸之内養正町／学童保育指導員

［時間］（月 ～ 金）14：00～17：30
　　　（冬・春・夏休み）　9：00～17：30の間
［時給］950円～（試用期間3ヵ月は900円） ［学生］880円
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。 
　　　（受付）平日13：00～17：30  土曜9：00～16：00

★勤務開始日もご相談にのります
★子供好きの方歓迎
★曜日・時間は応相談可能
★長期休暇手当・
　資格手当有（放課後児童支援員保持者）

☎059-246-6525
津市丸之内養正町14-1 養正小学校コミュニティールーム

養正地区放課後児童クラブ きの子

学童保育指導員さ
ん募集！！

元気な子供達と一緒にすごしませんか？

月［正］27万円～35万円
津市・鈴鹿市／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津市港町18-45 
②鈴鹿市国府町8154-1

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

時 970円
パ津市藤方／清掃スタッフ

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

［時間］①8：00～16：30 ②9：00～16：30
［休日］土日祝（工場カレンダーによる） ［勤務］週2～5日　
［待遇］制服貸与、有給休暇有、車通勤可（駐車場無料）
［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～

津市藤方の工場
清掃スタッフ

970円（別途交通費支給）
職
種

時
給

勤
務
地

未経験の方でも丁寧に指導しますので
安心してご応募下さい。

プライベートも充実！
土・日・祝はお休みです♪

◎女性活躍中! ◎扶養内OK!
◎中高年の方も歓迎！

しかも

長期連休
（GW・お盆・年

末年始）

アリ!!

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

時 1,300円～1,600円
パア津市寿町／送迎ドライバー及び訪問介護

■親愛・敬愛の訪問介護

特に
料理の
出来る方
大歓迎

経 急

http://care-net.biz/24/ko-ken/

☎059-226-8801津市寿町11番28号

ヘルパーステーション コーケン
［応募］お気軽にお電話下さい。

母 想 い

1,300円～1,600円
勤務時間・休日については

ご相談下さい!

［待遇］社会保険・処遇改善・その他各種手当あり

◎利用者様の送迎や
　家庭内での調理、お掃除、洗濯、
　排泄介助など

ヘルパー資格
必要です!

送迎ドライバー及び
訪問介護

急募

職 

種

時 

給

経時 950円
パ松阪市嬉野町／日常清掃

■ビルクリーニング業務・ビル管理業務

［時間］①8：00～12：00（4.0h勤務）
　　　②9：00～13：00（4.0h勤務）
　　　③10：00（9：00）～16：00（6.0h勤務、1.0h休憩）
　　　④9：00～13：30（4.5h勤務、工場カレンダーによる休日のみ）
［勤務］①～③週2～5日（月～金）
　　　④休日のみの勤務（基本土日の会社カレンダーに準ずる）
［待遇］交通費支給（会社規定内）、社会保険完備（該当者）、
　　　制服貸与、車・原付・自転車通勤可

松阪市嬉野町
天花寺地区の工場

勤務地

950円
時　給

☎059-256-8600
（担当／山口）

津市久居北口町533-6株式会社 ビッグバーン
［応募］まずはお気軽に右記までお電話下さい。

日常清掃スタッフ募集

オールOKです！！

●　 未経験 ●短期 ●長期
●扶養内勤務希望の主婦さん
●小さいお子様のみえる方

扶養内～フルタイムまでライフスタイルに合わせて働ける♪

給下記参照
アパ正勤務地複数／警備員・見張員

■警備業

◎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

警備スタッフ大募集!!

［時間］8：30～17：00 ［休日］ローテーション制
◎休憩（基本）2時間～4時間あり
　（60分～90分毎に30分間）

松阪市駅部田町85-1
三重警備保障株式会社

☎0598-22-1515
［応募］まずはお気軽にお問い合せください

（担当/小濵）

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
津市勤務地 日給

松阪市

［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

［時間］17：00～翌8：00
　　　（仮眠23：00～翌6：00）

8,000円 9,000円

5,400円～8,300円

交通誘導警備職種

［時間］8：00～17：00

津・松阪・伊勢勤務地

勤務地 日給

日　給 7,500円～9,500円

施設警備職種

34万円以上!!今年の最高月収

平均月収 18万～24万円

入社祝金※当社規定あり
60万円支給!!

駐車場警備 ◎カンタンなお仕事です職種
●来客者のカウント警備 ●自転車の台数カウント警備
●駐車場空きチェック警備 ●満車案内警備

◎スポット勤務です!

津・松阪・伊勢

［時間］8：00～17：00

勤務地 日給

列車見張員職種

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

経 急月 200,000円～350,000円
正津市安濃町／建設機械整備

■建設機械の新車販売、中古車販売、部品販売及び修理

津市安濃町内多2943-1
相互車輌 有限会社 ☎059-268-2510

［応募］まずはお気軽にお電話ください（担当まで）

職
種

月
給

建設機械、荷役車両・
運搬車両等の修理及び整備など

建設機械整備
スタッフ募集

200,000円～350,000円 
※経験・能力により考慮致します

入社時期
相談に応じます

未経験の
方も

大歓迎で
す

自動車整備の
　資格をお持ちの方
　　大歓迎です！

正社員

［時間］8：30～17：30
［休日］第2土曜・日曜・祝日、夏期・年末年始他（年間休日105日）
［待遇］賞与年2回、各種社会保険完備、制服貸与、資格取得支援制度あり

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 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）

■清掃業

時 900円～
津市久居／清掃

W

パ

090-4860-9182（採用担当）
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

900円～

勤務地

職　種

時給

日常清掃スタッフ

平日の短時間で
お小遣い稼ぎに
ぴったりのお仕事ですよ♪

未経験の方も
大歓迎

［時間］9：00～13：00の間で2h～応相談
　　　（9：00スタート） 
［休日］土・日

津市久居新町
635-12株式会社 楓クリーナー

津市久居の介護施設
※複数あります

■ビル管理・リース・警備業

経給勤務評価により諸手当加算
ア契三重県中部／交通誘導警備員

有限会社中部新国際警備
〒514-0018
津市中河原111-12☎059-225-4913
［応募］電話にて面接の予約をお願いします。（担当／谷口）

伊賀方面でもお仕事あります。
面接は現地で行います!

［年齢］18歳以上
［給与］勤務評価により
　　　諸手当加算

男女交通誘導警備員
詳細は面談にて

日払い・
週払い可!

週2～3日の
アルバイト
（平日のみ）
でも可

未経験の
女性も
活躍して
頂けますよ!

■coffee plaza

時 900円～950円
津市広明町／ホールスタッフ

W急

アパ

［時　間］11：30～18：10 ★時間・曜日は応相談
［定休日］日曜日・月曜日 ［待遇］制服貸与 
［勤　務］毎週水・金曜日 ※その他曜日はご相談下さい。

カフェスタッフ募集!!

津市広明町415-2

［応募］お気軽にお電話下さい。

ホールスタッフ
（接客・洗い場・清掃など）

☎059-224-5080 090-5457-0476

職種

時給 900円～950円

お近くにお住まいの方大歓迎！

急給［朝］5万円～7万円程度
アパ津市河芸町／朝刊配達

■新聞販売店

☎059-245-1410

津市河芸町
中別保1585-10辻新聞店

スタッフ急募!!
未経験の方でも大丈夫!
最後までご指導致します。
短時間高収入!!年齢不問!!
女性の方にも人気です♪

朝刊配達
［月給］（朝刊）50,000円
　　　　　　～70,000円程度
　　　（件数により異なります）
［時間］AM3：00～1.5時間程度
［休日］週に一度お休みがあります!!
［応募］詳しくはTELにて
　　　お気軽にお問い合わせ下さい。

職
種

W急時1,000円～1,250円
パ津市高茶屋小森町／クリーンスタッフ

■ビル総合管理 http://www.hayax.jp/

☎052-565-5191［受付：9：00～］

ハヤックス株式会社
［名古屋支店］名古屋市中村区名駅3丁目15番1号

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。ネット応募もOK。現地面接いたします。

イオンモール津南

職
種

職種

勤務地

［時給］1,000円＋交通費支給
［時間］Ⓐ　9：00～14：00 Ⓑ11：00～15：00
　　　Ⓒ15：00～20：00 Ⓓ16：00～21：00

社会人の副業やWワークOK!
大学生や主婦（夫）の方も
活躍して頂けます!

店内フードコートのテーブル・イスの整理、
テーブル用ふきん・紙コップの補充、ごみの回収などの簡単な清掃

週2日～
OK♪

簡単作業で
ラクラク♪

土・日だけ
でもOK!

フードコートのクリーンスタッフ

フードコート閉店後清掃
［時給］1,250円 ［時間］21：00～24：00

津市高茶屋
小森町145番地（ ）

その他、
時間帯
応相談

契津市内／送迎車の運転
急

■三重交通グループ

☎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

給 下記参照

運転
スタッフ
募集

三重会館
6階

（津市中央1-1）

面接場所

勤務開始日
応相談《 》

［資格］普通免許以上
［時間］7：40～9：40、
　　　15：20～17：20の間で、
　　　1日4時間
※月間11～14日程度
［休日］日曜日、祝日

日額 4,600円
（諸手当等含む）

《内容①》
マイクロバスの運転

［資格］中型免許（8t限定不可）以上
［時間］［A］　7：30～　9：00、
　　　　  14：00～17：00
　　　［B］13：00～17：00
　　　［A］［B］のシフト制　　
　　　※月間13日程度
　　　［休日］土・日曜日、祝日

津市河芸町勤務地

日　額

5,100円
（諸手当等含む）

［資格］普通免許以上
［時間］8：00～10：00、
　　　15：30～17：30の間で1日3～4時間
　　　※月間20日程度
　　　（勤務日数は相談に応じます） 
［休日］土・日曜日、祝日、他シフト制

A

4,600円
（諸手当等含む）
B

津市西部
1,000円
（諸手当等別途支給）

時給

勤務地

津市大里町勤務地

《内容③》
送迎車（ハイエースクラス）

の運転

《内容②》
送迎車（ハイエースクラス）

の運転

1日
3～4時間で
無理なく
働けますよ♪

月 230,000円～300,000円
津市・松阪市／塾講師

経 急

正

■学習塾の運営 http://www.kaimei.com/

［勤務地］津市内・松阪市各校舎
［時　間］月～金14：00～22：30
　　　　　土　12：00～21：00
［休　日］日・他、夏季休暇・年末年始・GW
［待　遇］各種社保完備、扶養手当、
　　　　交通費規定支給、賞与年2回、
　　　　報奨金、退職金制度あり
★その他の規定は面談時にご説明致します。

個別指導塾の
校舎長募集!

学習指導及び
進路指導、
校舎運営

職 

種

月 

給
230,000円～300,000円
（入社後 研修中は210,000円）

教育を通じて
社会貢献がしたい

株式会社エイコス
〒514-0042 津市新町1丁目12番17号総 合 学 習 塾

☎059-225-8000
［応募］詳細は面談にて。まずはお気軽にお電話ください。

受付／総務課
平日9：00～17：00（月～土）［ ］

第二新卒
中途採用も歓迎します

急時下記参照
派津市・亀山市・鈴鹿市／職種複数

■労働者派遣事業許可（派）24-300180 ■有料職業紹介事業許可24-ユ-300200 https://www.stokai.co.jp

津市大門4-5（フェニックス通り） ☎059-221-1388
株式会社スタッフ東海

フリーダイアルにて受付 携帯、PHSからでもOK! 土・日・祝も受付しております。
0120-69-1388（担当／松井）

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）をご持参ください
※他にもいろいろお仕事あります、
まずはお気軽にお電話ください。

★前払い制度有り ★各種保険完備
★定期健康診断有り ★出張面接致します

幅広い年代の方活躍中

1,100円～時
給

⑤［職種］工具部品の検査・修正　［勤務地］津市雲出

☆55歳位までの男性活躍中 ☆入社時のサポート体制◎

［時間］8：00～16：50
［休日］土・日（年間カレンダーによる）

1,150円～時
給

④［職種］車部品の機械操作　［勤務地］鈴鹿市国府

☆55歳位までの男性活躍中 ☆誰にでもできる仕事

［時間］8：30～17：30
［休日］土・日

☆50歳位までの男女活躍中 ☆誰にでもできる仕事

①［職種］車の小物部品の組立 ［勤務地］津市安濃
［時間］8：30～17：30
［休日］土・日

時
給1,200円～

時給

③［職種］車部品のセット作業  ［勤務地］鈴鹿市国府

☆55歳位までの男性活躍中 ☆初心者でもできる仕事

［時間］　6：30～15：20
　　　15：10～23：50
［休日］土・日

（2交替勤務）
残業アリ1H1,200円～
）

時給

②［職種］金属部品の段取り作業 ［勤務地］亀山市関町

☆35歳位までの男性活躍中 ☆1年後正社員登用

［時間］　8：00～17：00
　　　20：00～翌5：00
［休日］土・日

（2交替勤務）
残業アリ1,250円～
）

給 1時間あたり900円
委津市内／清掃員

■分譲マンション総合管理業

マンション
清掃員募集!!

共用部分の清掃、マンション管理運営補助
（書類受け渡し、簡単な連絡等）他

株式会社 中部合人社 津営業所
☎059-213-1235〒514-0004 津市栄町1-840 グランスクエア津 304 （担当／採用係）

［応募］まずはお電話下さい。応募に必要な手続きをご案内します。（平日9：00～18：00） ※履歴書不返却

［時間］《月》13：00～15：00 《木》9：00～11：30 ［休日］火・水・金・土・日・祝

内
容

［報酬］1時間当たり900円 ［待遇］交通費規定支給、制服貸与共通

①清掃員 ［業務地］津市柳山津興 ［最寄駅］JR阿漕駅

［時間］《月・火・水・金》9：00～12：00 《木》13：00～16：00 ［休日］土・日・祝

②清掃員 ［業務地］津市岩田 ［最寄駅］JR阿漕駅

60代の方や
女性も活躍中!!

長期業務出来る方歓迎!!

責任感のある方

時下記参照
津市榊原町／調理補助・院内レストランホール係・送迎運転手

■医療法人 http://www.ohrin-mc.jp/

パ正

880円～

年齢性別不問です！！

［時間］9：00～17：00の
　　　間で要相談［時間］5：00～19：00の間で応相談

［常　勤］〈月給例〉150,000円～
（早出勤務の方は、別途早出手当が1,000円/回あります）
［パート］〈時給例〉60歳未満30h/w以上900円～

①調理補助
③送迎
　運転手

［時間］1日3時間から可

◎栄養士・調理師（常勤・パート）も大募集

［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

時給

880円～時給

職種

給
与

職種

②院内レストラン
　ホール係

職
種

時①900円 ②1,000円
アパ津市高茶屋／清掃

■ビルメンテナンス

急

繫がらない場合

  070-3351-8961

☎0598-50-5111

松阪市大平尾町408-3

中越クリーンサービス株式会社
［三重営業所］

（担当／杉山）

※1ヶ月2,000円×25日の場合50,000円可能

共通［待遇］駐車場完備、制服貸与［応募］何時でもお気軽にTELください。出れない場合は折り返します。

勤
務
地

未経験・中高年の方・
Wワーク大歓迎の 清掃スタッフ大募集!

900円
12：00～18：30

津市
高茶屋

①店内清掃職種

時給

時間

急募
松阪店も

兼任できる方は
時給1,000円

1,000円
5：00～7：00（2時間）

②早朝清掃職種

時給

時間

残り1名
一勤務2,000円

月下記参照
パ契津市／医療事務・受付窓口

■医療・介護・保育関連業務

［勤務地］津市内の大学病院
［業務内容］病院受付・医療事務
患者さんの対応、入力、電話対応などのお仕事

［月給］153,000円～
［時間］8：30～17：30  ［休日］土・日・祝
◎平日のみ ◎7割以上が未経験スタート

［勤務地］津市内の美容外科（阿漕駅近く）
［業務内容］受付・データ入力・会計・電話対応等

［月給］160,000円～
［時間］9：30～18：30 ［休日］水・日・祝

https://solasto-career.com/

検索ソラスト★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！ 弊社求人サイトはこちら  https://solasto-career.com/
［待遇］交通費支給、制服貸与、資格手当支給、社会保険完備、昇給有、有給休暇有※1年間は有期契約、その後正社員登用

ソラストにおまかせ!業務拡大に伴い大募集!

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。（受付時間9：00～20：00）
フリーダイヤルが繋がりにくい際は「☎059-227-6121」まで

三重支社
津市羽所町375百五・明治安田ビル4F（津駅より徒歩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。

お問合せ 0120-015-097

★未経験OK!資格不要!受付がメインの
　お仕事のため接客経験がある方歓迎
※派遣先医療機関にて就業

NEW

資格なしOK 正社員登用有 長期安定研修も充実
入社祝金3万or1万
※規定有

入社祝金3万
※規定有

［勤務地］津市内の大学病院
［業務内容］病院内デスクワーク
PCデータ取込・確認、書類やカルテ確認、データ入力、スキャン等
［給与］月給150,000円～
　　　時給900円～
［時間］（常勤）8：30～17：15 （パート）8：30～12：30
［休日］土・日・祝 ◎平日のみ ◎扶養内OK

未経験

急

http://www.chubu-goko.co.jp/

時①900円 ②880円～
アパ津市内／ホテル客室清掃・ビル設備員

■ビル・マンション総合管理

ホテル客室清掃
※車通勤不可

職　種

勤務地

時　給

②ホテルグリーンパーク津
（津市羽所町 津駅東口隣接）

最大70歳まで働ける！！
（当社規定による）土日はお休み♪正社員登用有り!!

880円～
［時間］9：30～14：30（実働4.5時間）
［休日］シフト制 
［待遇］通勤手当有（上限当社規定）

980円～☆土日祝日は時給100円UPで

名古屋市中区
新栄町2丁目13番地中部互光株式会社 人事・教育センター

0120-920-190（担当／求人係）現地面接致します
［応募］まずはお気軽にお電話ください。
　　　受付9：00～17：00（月～金、祝日除く）

新規スタッフ募集!!
働きやすい時間帯のお仕事ですよ♪ 駅近で通勤もラクラク♪

ビル設備員 ※車通勤可職　種

勤務地

時　給

①津駅周辺のビル・ホテル

900円
［勤務］月～金
［時間］Ⓐ16：00～19：00（実働3時間）
　　　Ⓑ10：00～15：00（実働4.5時間）
※ⒶⒷ兼務歓迎（勤務時間によっては社会保険有）

令和2年

男性活躍中

津市城山／医療事務
月 160,000円～ 時 900円

パ正

■医療事務関連業務 http://www.njc-web.co.jp/

4月より
賃金UP

!!

［休日］土曜日・日曜日・祝祭日　［待遇］交通費支給、制服貸与、車通勤可（無料駐車場有）、資格手当有

Wワークも大歓迎! 土・日・祝のみもあります♪
［時間］8：30～17：00（休憩60分）

合同説明会開催場所

三重県立こころの医療センター内
随時開催させて頂きますのでお気軽にお問合せ下さい☎

勤務地 業務
内容

三重県立こころの医療センター
（津市城山1-12-1） 医療事務（受付・外来・電話応対・会計など）

残業
ほぼなし!

未経験・
無資格OK!

家事や子育て
両立OK!

株式会社エヌジェーシー名古屋支社 　0120-59-2755
名古屋市中村区名駅4丁目6番23号 第三堀内ビル7F ［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

契約拡大につき正社員大募集!
事務や接客の経験活かせます◎

診療情報管理士
同時募集!

＊別途手当3万円有!!＊

［時給］900円
　　　　※4月～の賃金となります
［時間］勤務時間・勤務日数応相談

《
正
社
員
》

《
パ
ー
ト
》

［月給］160,000円～
　　　　※4月～の賃金となります
［時間］8：30～17：15（休憩60分）


