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［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♪

■コンビニエンスストア

時①1,000円～ ②③900円～
パア四日市市富士町／コンビニスタッフ

四日市富士町店

☆週1日～OK ☆1日1h～OK

四日市市富士町2-3（富士町交差点角）応募 ☎059-334-8722

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

①1,000円～
②③900円～

時
間

時
給

［待遇］社会保険完備、制服貸与、マイカー通勤OK

＊シフト自由
＊高校生OK/同時給

■公文式

W時 900円
ア勤務地複数／採点・指導補助

主婦さん
活躍中★

［時給］900円　　　◎詳細はお問い合わせください
［時間］15：00～19：00の間 ※時間・曜日は希望をお聞きします

　080-3073-4557（松岡）
（あがた）四日市市赤水町1037 （おおやち）四日市市大矢知町1069-3
応募あがた・おおやち教室

採点・指導補助のお仕事（ア） OK

Ⓐあがた教室 Ⓑおおやち教室 ※ⒶⒷ両方勤務も可勤務地

■総合ビル管理

時 900円
パ四日市市泊村／清掃スタッフ

清掃スタッフ募集

株式会社  ジェクティ
〒510-0085  四日市市諏訪町4-5
四日市諏訪町ビル8F（近鉄四日市駅徒歩7分）

［応募］まずは、お気軽にお電話下さい。

［時間］9：00～14：30 ☆土曜勤務の場合あり
［休日］週3日～（応相談）
［待遇］車通勤OK、制服貸与、交通費規定支給、有給休暇

☎059-351-0573〈採用担当者〉 080-2633-4736

900円福祉施設でのトイレ・フロア
などの簡単な日常清掃です

★女性活躍中! ★未経験の方も大歓迎
★働きやすい職場です!

職
種

時
給

■日本皮膚科学会認定皮膚科専門医 皮膚科・アレルギー科

W急時 1,050円
パ四日市市石塚町／事務員

パート事務員さん募集！

☎059-355-1112四日市市石塚町5-6

ときめ皮膚科クリニック

［時　間］15：00～20：00の間で応相談
［休診日］木曜午後、日曜、祝日
［待　遇］賞与有、交通費規定支給、車通勤ＯＫ、制服貸与

◎平日午後週2日～OK♪
◎扶養内・ＷワークＯＫです!

1,050円時
給

［応募］まずはお気軽にお問合せ下さい。

■株式会社 フォークローバー

時 900円～950円（研修期間中880円）
パ四日市市内／ダスキンのお掃除スタッフ

［資格］要普通免許（AT限定可）  ［休日］土日
［時間］①　9：00～16：00 
　　　②　9：00～12：00
　　　③13：00～16：00

0120-39-4053 ☎059-352-4053
四日市市伊倉1丁目2-31
ダスキンはぎ メリーメイド

ダスキンのお掃除スタッフ募集！！

［応募］詳細はお問い合わせください。

※お選びください
★午前のみ、
　午後のみOK）

900円～950円
（研修期間中880円）

ダスキンのお掃除スタッフ

家事感覚でスグに活躍できるよ★（パート）

時給

職種

制服貸与

交通費規定支給
社員登用あり

20～50代の
主婦の方活躍中

週1日
～OK

■宅配業務 http://yoshikei-dvlp.co.jp

月［正］20万円～23万円
四日市市高浜新町／職種下記参照 パ正

時［パ］880円
お子様の行事への参加もしっかりサポート

［職種］製造管理及び構内作業

［時間］（加工）・7：00～12：00 ・8：00～12：00
［待遇］交通費規定、制服貸与、有給休暇

880円
［職種］野菜の袋詰め

時給

［資格］要普免 ［時間］5：00～14：00  ［休日］土・日、GW、夏季、冬季
［待遇］昇給年1、賞与年2、家族手当、社保完、退職金制度、
　　　交通費規定、制服貸与、有給休暇、誕生日休暇

月給 200,000円～230,000円
正社員

パート

ヨシケイ三重
［応募］まずはお問い合わせください。詳細は面談にて。

【本社（四日市）】四日市市高浜新町1番地19号

☎059-334-7001（三井）本社受付

［休日］土・日、GW、夏季、冬季 

■和風レストラン

時 880円
アパ四日市市浜田町／清掃スタッフ

http://www.kani-honke.co.jp/

年齢不問交通費支給
（12,000円迄） OK♪

［職　種］清掃スタッフ
［勤務地］四日市店（四日市市浜田町）
［時　給］880円　［時間］7：00～10：30頃
［応　募］まずはお気軽にお電話ください。

☎059-354-1211（梅村）

四日市店
四日市市浜田町4-17

週3～OK♪［ア］［パ］

シルバーさんも活躍中

■人材の総合プロデュース企業

時 880円～ 980円
パ四日市市浜田町／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880円～980円
［時　間］a8：30～13:00  b12：00～17：15
　　　　c8：30～17：15（休憩60分程）
　　　　※a～c シフト制
［資　格］簡単なキーボード操作ができる方 
［待　遇］各種社会保険有、
　　　　交通費規定支給（15,000円まで）
［休　日］土日祝日休み
　　　　【各種休暇あり】有給休暇、慶弔休暇

☎059-356-8075
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
https://www.agekke.co.jp/map/nagoya 

［応募］まずは、お気軽に
　　　お電話下さい。

採用
担当者

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♪

経 急給（4t）30万円～ （大型）35万円～
正勤務地複数／ドライバー

急募

■一般貨物自動車運送事業

四日市市
采女町
2058-4

有限会社 美里商事

正社員
 大募集!!

☎059-327-6200
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。面接時に履歴書ご持参下さい。

［時間］当社運行規定による ［待遇］各種保険完備
◎その他詳細は面談にて説明させて頂きます。

食品の地場輸送職種

給与

バルク車運転手（大型免許必要）も募集

4t30万円～ 大型35万円～基本給＋
成績給により

■RESORT AMIGO 有料老人ホーム http://www.amigo-net.jp/

経 急給下記参照
パ正四日市市日永／介護スタッフ

検索あみーごネットワーク

四日市市波木町2040-6・四日市市日永5丁目1番21号（イオン日永店様横）
WEBも公開中080-4740-5170応募は

コチラへ

四日市・四日市日永

介護スタッフ急募!

時間夜
勤
パ
ー
ト

正
社
員

給与（1勤務）

介護
福祉士②18：00～翌9：00 20,600円 19,900円

①16：00～翌9：00 22,800円 22,000円初任者
研修

［資格］初任者研修以上（旧ヘルパー2級）
［月給］200,000円～227,500円＋諸手当
　　　◎夜勤手当1回7,600円 ◎土・日・祝 早番・遅番手当あり
　　　月収例246,900円（介護福祉士・夜勤4回含む）
［時間］①　6：00～15：00 ②　9：00～18：00
　　　③11：00～20：00 ④16：00～翌9：00（2h休憩）
［休日］週2日、夏季・冬季、産前産後・育児・介護・看護・慶弔休暇、年間110日

WワークOK！

60代の方もOK！
土日祝手当
50円アップ!

時①1,050円～1,313円 ②1,300円～1,625円
派三重郡川越町／①一般事務 ②リフト作業

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.］
3320020200120-933-926

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

週休2日で長期で
働けるお仕事です♪

［時間］8：00～17：00　［休日］週休2日
［待遇］社保完、交通費規定支給、各種手当

1,300円～1,625円
月収例25万円以上可

［勤務地］

三重郡
川越町

◎作業服貸与

［職種］②フォークリフト入出庫作業

［職種］①一般事務

時
給

1,050円～1,313円
月収例16万円以上可

時
給

未経験大歓迎
［資格］パソコンの入力程度

◎残業ほぼありません!

オープニングスタッフ大募集
経 急

正パ勤務地複数／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 三重郡朝日町
ときわ店 四日市市東日野町

勤
務
地

毎週土曜日
店舗定休日

出勤時間・
日数は相談可

［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!?

月①3万円程度 ②4万円～
四日市市西町／①集金スタッフ ②配達スタッフ

■新聞販売店

アパ

四日市市西町4-5 ［応募］お気軽にお電話下さい。※詳細は面談にて
山﨑新聞店 四日市中央専売所

☎059-352-2680

未経験の方歓迎!

毎月25日～翌月5日位までの
基本的に都合のよい
時間での勤務です

〈給与〉3万円程度/月

〈給与〉4万円～/月

〈職種〉②コンビニ・ホテル等
　　　への配達 ※要普免

※担当件数により
　異なります

※担当件数により異なります

［時間］3：30～1h位

空いた時間に
お小遣い稼ぎ!!

勤務・時間

〈集金エリア〉浜田・新正・赤堀方面 等

〈職種〉①一般家庭等への集金

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

経月［正］20万円～ （介護福祉士22万円～） 時［パ］①1,000円～ 給［パ］②1勤務15,100円～
パ正勤務地複数／介護職員

■グループホーム www.w-holdings.jp

Ⓐ NEW うぃるグループホーム塩浜（四日市市塩浜字里前4147-1）
Ⓑうぃるグループホーム泊（四日市市泊山崎町2-11）
Ⓒうぃるグループホーム尾平（四日市市尾平町3803-11）
Ⓑうぃるグループホーム山城（四日市市山城町字穴田1148-1）

☎059-325-7794
［本社］四日市市金場町4-3

株式会社 W（ダブリュー）

［令和2年4月］
うぃるグループホーム塩浜OPEN

［応募］お気軽にお電話ください

介護職員 ★資格がなくても大丈夫です。心優しい方お待ちしております。

勤務地  ※［正］考慮致します ※［パ］お選びください。

賞与年2 社保 有給 資格支援 長期休暇 育児休暇

職種

給与

□月給20万円～＋夜勤手当 ※介護福祉士22万円～＋夜勤手当
□①8：00～19：00の間（1日4h～OK）…時給1,000円～
　 ②17：00～翌9：00…1勤務15,100円～

2ユニット18名の
グループホームです。職員募集 1勤務 4月～ 16,000円～（ ～4月 15,100円～）

［パ］
扶養内OK
週1～OK

正

パ

W時 950円～1,125円
パア四日市市六名町／接客・販売・陳列・給油確認など

■コンビニエンスストア

接客・販売・陳列・

☎059-345-5171
［受付］三永産業につながります。
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。ローソン四日市六名店

四日市市六名町字中山577-7

［待遇］社保完（勤務時間数による）、制服貸与、試用期間有、危険物免許所持者優遇

22：00～翌6：00…1,125円
　6：00～　9：00…950円仕事

内容
時間
・
時給

給油確認
セルフガソリンスタンド併設の為、
給油開始ボタンを押して頂きます）（

時間・曜日
応相談♪

新規
OPEN!

ガソリンスタンド併設店のため、危険物免許手当てあり!通常時給より＋50円UP♪

オープンしたばかりの
お店でお仕事しませんか!?

月 193,000円～ ※時間外は別途支給
他四日市市南富田町／職員を乗せての送迎及び車両管理業務

■車両運行管理

経

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

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

職員を乗せての送迎
及び車両管理業務

193,000円～
※時間外は別途支給

職　種

勤務地  ★車通勤可

月
給

四日市市南富田町

大阪市北区中之島3-3-3 中之島三井ビルディング20F

大阪
支社

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

☎06-6448-3277
（担当／大薗・丁野）

オオゾノ チョウノ

お気軽にご応募ください

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

土・日・祝はお休みなので
主婦（夫）さんにもピッタリ

定年
65歳

こんな40～50代の

方が活躍しています!!

経月 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!

給〈月収例〉28万円～33万円
正三重県内または名古屋市内／バス運転士

■会社概要〈設立／昭和19年（1944年）2月11日　資本金／40億1,701万円　事業内容／道路旅客運送業〉

育成運転士（正社員）同時募集中! 18歳～22歳迄の方（長期キャリア形成の為） ※詳細は採用HP内「三重交通グループの求人情報」をご覧下さい。
※採用HP内「お仕事説明会日程」より予約できます。（予約特典あり） ※予約なしの直接参加も歓迎です。
※説明会は1時間程度です。お気軽にご参加下さい。
※応募を希望される方は、履歴書をご持参下さい。採用試験のご案内をさせていただきます。

三重交通株式会社 本社
（津市中央1-1 三重会館）
※1F受付ヘお越し下さい

三重交通株式会社 研修所
（四日市市生桑町神田962-1）

・10時～
・13時～
・15時～
・18時～

・10時～
・13時～
・15時～
・18時～

・10時～
・13時～
・15時～
・18時～

・10時～
・18時～

・10時～
・18時～

・10時～
・13時～
・15時～

・10時～
・13時～
・15時～

・10時～
・13時～
・15時～

・10時～
・13時～
・15時～
・18時～

・10時～
・13時～
・15時～
・18時～

詳細は
採用ＨＰを
ご覧下さい

採用専用Facebookページ
はじめました!

ぜひ、｢いいね」してください。

☎059-229-5535
0120-351-179

〒514-8635 三重県津市中央1-1（本社）
［応募］履歴書をご送付下さい。追って面接日程等連絡致します。 ［受付］平日9：00～17：00（人事課 運転士採用係）

当社の採用専用HP
運転士のお仕事や魅力はこちらでチェック!こちらから応募も出来ます!! 

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

2/16（日）2/17（月）2/18（火）2/19（水）

・10時～
・13時～
・15時～
・18時～

2/29（土） 3/3（火）2/20（木）2/25（火）2/26（水） 3/1（日）

28万円～33万円
※各種手当含む

・大型二種免許取得費用は会社が負担します ・入社支援金10万円支給（当社規定による）
・運転記録証明書取得費用を支給 ・AT限定解除支援あり

月
収
例

［資格］年齢不問（60歳定年） ※他条件HP参照　［休日］年間107日（5勤2休） ※休日出勤有
［時間］6：00～23：00の間で交替制 ※時間外勤務有（所定実働時間：1日7.5h）  ※コースにより異なる
［待遇］昇給有、賞与年2回支給、各種社会保険完備、通勤手当有、単身寮、年次有給休暇有、慶弔休暇など有

事業拡大につきバス運転士

《勤務地》三重県内または名古屋市内の営業所
《職　種》路線バス運転士

お仕事説明会

※各営業所に単身寮完備
　（寮費：月2,000円～5,000円）、
　入居期限なし!

□最初から正社員
　だから安心 
□入社してから
　大型二種免許が
　とれるから安心
□住まいの心配が
　無いから安心

配属時10万円、
3年後20万円、5年後20万円（ ）

大型二種免許お持ちの方

総 額50万円

配属時5万円、
3年後10万円、5年後10万円（ ）

お持ちでない方

総 額25万円

配属祝金支給 ※規定による

正社員

未経験者
歓迎!3つの安心!

三重交通

急給下記参照
請勤務地複数／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

《配達エリア》

四日市市・三重郡・いなべ市・桑名市

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！

［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 2019年
12月
月収例（ ）
収入例

万円以上も可能

月
収

596,900円38歳
（男性） 487,500円48歳

（男性）

468,000円54歳
（男性） 429,000円50歳

（女性）

勤
務
地

毎日走るエリアは同じ！
安心・カンタン！！スグに慣れます！！

四日市営業所
  三重県四日市市
  大字羽津字山之奥戊101-1（ ）

時

正パ四日市市泊山／調理アシスタント

■味と真心で社会に奉仕する　ISO9001・14001 認承取得

下記参照

未経験の方
にも

親切・丁寧
に

お教えします
!

・調理師 ・栄養士 ・管理栄養士
※詳細はお電話にて

9時迄

1,200円

17時以降

1,200円

［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。

同時募集〈正社員〉

患者食の盛付・配膳車への入れ込み
食器洗浄等の簡単なお仕事です

［時　間］①　5：00～　8：00 
　　　　②15：30～20：00
　　　　③17：00～20：00
　　　　又は5：00～20：00
　　　　の間で8時間
［勤務日］週2～3回の勤務もOKです
［待　遇］社会保険完備、有給休暇、
　　　　車通勤可能、制服貸与

時給

9時から17時迄

900円～

仕事内容

勤務地 四日市市泊山の総合病院

調理アシスタント

募集!

時 900円
パア四日市市堀木／クリーンスタッフ

■住生活サービス業(マンション管理全般)

☎050-5519-9800
名古屋市熱田区伝馬2-2-12日比野ビル1F

担当
採用係

［応募］まずはお気軽にお電話ください。受付／平日9～18時

株式会社Ａ－ｏｎｅ(エーワン)

未経験・主婦・
中高年・

シルバー大活躍
中！

普段やっている、簡単お掃除のお仕事！

［時　間］月・火・木・土 8：00～12：00
［勤務地］四日市市堀木（近鉄四日市駅 徒歩9分）
［待　遇］交通費規定支給、制服貸与、車通勤可

＼コ
コロと

ココをピカピカにしよう♪／

クリーン
スタッフ

スキマ時間を活用できる♪
日中の短時間勤務や、
曜日相談などOKです900円時

給

月18万円～25万円 時880円 研修期間875円
パ正四日市市別名／ギフト商品の梱包

■製造業

☎059-331-6550
四日市市別名5丁目 4-37（近鉄霞ヶ浦駅より徒歩7分羽津文化幼稚園隣り）

水谷製函株式会社

［時間］8：30～16：30　［待遇］交通費規定支給

［時給］880円（交通費込み）
　　　　研修期間は875円

［時間］8：30～17：30

［月給］180,000円～250,000円
［待遇］賞与年2回、保険（雇用・労災・健康・厚生）、
　　　　交通費規定支給

急募！
「増員」に伴い
正社員・パート

どなたでも出来る
簡単軽作業ですヨ！

50代の方も
活躍中

職
種ギフト商品の梱包

［休日］日、祝日、隔週土曜日（当社カレンダーによる）
［応募］お気軽にお電話の上、履歴書（写貼）を
　　　持参して下さい。

共
通

正
社
員

パ
ー
ト

時 930円～
四日市市浜田町／客室清掃

■ビル・マンション総合管理 http://www.chubu-goko.co.jp/

アパ

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）

930円～（手当込み）930円～（手当込み）
※土日祝は1,030円～（手当込み）

時
給

勤
務
地

四日市シティホテル
アネックス
（四日市市浜田町）
※近鉄四日市駅より徒歩3分

［時間］8：30～13：30（実働4.5H）
［休日］シフト制　［待遇］通勤手当（上限有り） 

男女共に積極採用中です

13：30までのお仕事です!!
室内清掃のお仕事に

チャレンジしてみませんか?

未経験者
大歓迎♪

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 1,000円～
パ三重郡菰野町／①朝食係 ②夕食係

■HMIホテルグループ http://www.hotel-wellness.jp

三重郡菰野町大字菰野字江田8474-177
近鉄湯の山温泉駅から徒歩10分。東名阪四日市ICよりお車で約20分。

ホテルウェルネス鈴鹿路

☎059-392-2233

新しく綺麗になったホテルウェルネス鈴鹿路で
仲良く働いてみませんか？

［共通待遇］交通費支給・食事補助有・制服貸与、温泉入浴OK!
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。（担当／小山（オヤマ））

未経験者歓迎!

リニューアルオープンのため、

パートさん募集!
［職種］①朝食レストランスタッフ（パート）
［内容］レストランでのバイキングの準備・補充・片付け

［時給］1,000円～
［時間］6：00～9：30
　　　＊週2～4回土日中心で勤務回数、相談受けます。

簡単な業務です!

［職種］②夕食レストランスタッフ（パート）
［内容］レストランでの夕食提供、片付け等

［時給］1,000円～
［時間］17：00～21：00
　　　＊週2～4回土日中心で勤務回数、相談受けます。

急時 1,250円～1,563円
派四日市市中野町／窓ガラスの仕上げ加工作業

職
種

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.］
3320020210120-933-926

四日市
営業所

受付［全日］
9：00～18：00（ （

1,250円～
1,563円

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

［時間］8：30～17：15・16：30～翌1：15・
　　　0：30～　9：15【実働7時間40分】
　　　※業務の状況により就業時間が変更します
［休日］土日祝、ＧＷ、夏季、年末年始
［待遇］社保完、交通費規定支給、作業服貸与、食堂利用可
［応募］まずはお気軽にお電話ください。

出た! 四日市市中野町勤務地

住宅エクステリア商品
の仕上げ作業

オープニング!!
時①950円～ ②1,190円～

アパ四日市市桜町／コンビニスタッフ
急

平日のみ・土日のみもOK!
夕勤・夜勤できる方、大歓迎！！

レジ接客、商品出し・商品管理、
店内外清掃作業

内容

■コンビニエンスストア

☎059-325-2201（担当/小田）

ファミリーマート 四日市桜町店 
四日市市桜町8369-2

［時間］①　6：00～9：00・9：00～22：00
　　　②22：00～翌6：00

［時給］①950円～ ②1,190円～
［待遇］昇給（能力に応じ随時）、
　　　車通勤可、制服貸与
［応募］まずはお気軽にお問い合わせください。

週1日～OK 1日2h～OK

直営店なので
各種制度整ってます♪

■惣菜の調理・販売

急時 880円～＋交通費規定支給
パ四日市市日永／惣菜の陳列・調理など

ひよっこ日永カヨー店

未経験の方も大歓迎ですよ♪

880円～

☎059-364-7428「セントラルミート・パック」につながります。（ ）
※月～金10：00～15：00にご連絡ください。
四日市市日永4-2-41（日永カヨー店内）

［時間］8：00～15：00　［休日］週休2日
［待遇］制服貸与、交通費規定支給、社会保険完備、有給休暇、車通勤OK
［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でお越し下さい。
　　　面接はサンシ日永カヨー店にて行ないます。

惣菜のカンタンな
陳列・調理など

勤
務
地

スーパーサンシ
日永カヨー店内
（四日市市日永4-2-41）

職
種

時
給

土・日・祝出
勤

出来る方

＋
交通費
　規定支給

■三重交通グループ 

急時 875円
パ四日市市内／管理・清掃

☎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》

マンション管理員及び共用部の清掃

［時給］875円
［時間］月～金…7：30～11：30・土…9：00～12：00
［勤務］月～土 週6日　［休日］日・祝 
［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 四日市市城山町のマンション（阿倉川駅から徒歩5分）

丁寧に指導しますので経験が無くても大丈夫

★★静かでキレイな職場です★★

女性スタッフ
活躍中

■ビルメンテナンス

時（平日）900円～＋交通費 （土日祝）920円～＋交通費
パ四日市市小古曽／清掃スタッフ

病院での

清掃スタッフ

［時間］8：00～16：00内で6h程度で応相談 ［休日］火曜、金曜
［待遇］各種社保（該当者）、交通費支給（上限10,000円/月）、
　　　制服貸与、無料駐車場完備、研修期間有

山中胃腸科病院
時　給

勤務地

（平日）900円～＋交通費  （土日祝）920円～＋交通費

フコク商事株式会社
美しい環境づくりに奉仕する

松阪営業所：
松阪市高町201-2

☎0598-50-2355受付／全日8：00～20：00
（担当／松岡）

［応募］お気軽にお電話ください。面接は現地にて行います。

勤務は
週3～4日で
応相談!

四日市市小古曽3-5-33
※内部駅裏すぐ

年齢・資格
不問!

未経験の方も丁寧にご指導します!■コンビニエンスストア

時①1,000円～ ②③900円～
ア四日市市滝川町／コンビニスタッフ

週1日～OK、1日1h～OK

四日市市滝川町11番14号（国道1号線沿い）
☎059-334-8011四日市滝川町店 応募

高校生OK!同時給

シフト自由バイト

［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～

時
間

時
給

■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
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■コンビニエンスストア

急時①970円～ ②1,100円～
アパ四日市市羽津／コンビニスタッフ

［待遇］昇給（能力に応じ随時）、車通勤可、制服貸与
［応募］まずはお気軽にお問い合わせください。

早朝or深夜のお仕事!
レジ接客、商品出し・
商品管理、店内外清掃作業

内
容

☎059-361-1046（担当/イキ）

ファミリーマート 四日市羽津店 
四日市市羽津4311-2（四日市北警察署近く）

①　6：00～　9：00 970円～
②22：00～翌6：00 1,100円～

時間・時給 ※他時間応相談

★シニア世代、学生も歓迎♪

週1、2日～OK

1日3h～OK

■総合ビル管理（清掃・環境衛生・設備・警備・マンション・駐車場）

時 900円
パ四日市市内／施設内清掃

桑名市有楽町65（富士ビル6F・桑名駅前）

☎0594-23-1161（代）［受付］月～金9：00～17：00
　　　土・日・祝日除く

家事・育児とも
両立できる!
短時間のお仕事です♪

施設内清掃 900円勤務地

職　種

時
給

四日市市智積町

［時間］8：00～12：00（実働4H）
［休日］日・祝、シフト制 ［待遇］車通勤可、制服貸与
［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参下さい。

週3日

急募

■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 急日 6,500円～8,500円
正四日市市内／定期清掃作業

［職種］定期清掃作業（各現場へ移動して清掃）

■ビル総合管理

［日給］6,500円～8,500円
［資格］要普通自動車免許（AT限定可）
［時間］8：00頃～16：00頃  実働6～7時間程度
［休日］平日で週休2日程度（月間勤務平均21日程度）
［待遇］交通費規定支給、制服貸与、社保完、
　　　退職金制度有、賞与有（業績による）

［応募］平日にお気軽にお電話下さい。
☎059-353-2921四日市市中浜田町1-5

田中ビル

株式会社 三重建光社

地元で安心・安定の正社員で
お仕事しませんか!?

同時募集
［勤務地］四日市市八田 ［時間］9：00～14：00
［職 種］日常清掃 ［時給］880円～ 週3日程度

未経験
OK

経時 915円～950円
パ四日市市内／調理員
急

■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/

［応募］お気軽にお電話下さい。現地近くにて面接致します。
　　　2/17（月）より受付けさせていただきます。

四日市市日永1丁目2-20

三重支社

0120-46-1320 ☎059-346-1320

四日市市内小学校
（四日市市釆女町・日永・大谷台）

勤務地

職
種

時　給

915円
～950円

（切菜・調理・配食・洗浄）

学校給食調理
スタッフ募集!!

［時間］8：30～15：00（5.75Ｈ）
［休日］土日祝、
　　　学校の休日に準ずる
［待遇］交通費別途支給、制服貸与

試用期間あり

経験により
条件考慮

調理員

時 1,000円～1,250円
派三重郡川越町／袋・箱詰めの簡単軽作業

NEW

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.］
3320020240120-933-926

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

袋・箱詰めの簡単軽作業
（海藻などの袋・箱詰め作業）

誰にでも出来る
カンタン軽作業です♪

［時間］8：45～17：45（実働7時間45分）
　　　あるいは8：45～18：00（実働8時間）も可
［休日］土日休み（会社カレンダーによる）
［待遇］交通費規定支給、社保完、車通勤可、
　　　食堂利用可

時給

職種

勤務地

月収例

1,000円～1,250円
160,000円以上可

三重郡川越町

お仕事が初めての方も
ブランクのある方も大歓迎!

給下記参照
パ四日市市内／介護・送迎

■サービス付き高齢者向け住宅・有料老人ホーム・デイサービス・訪問介護・グループホーム

☎059-322-8787
日永・笹川・赤堀

［応募］お気軽にお電話下さい。
（花びより笹川につながります。）［受付／伊藤］

経 急

［時間］8：30～17：30の間で
　　　時間・曜日応相談

880円～
※経験・資格により優遇

③［職種］介護職員（パート）
赤堀
笹川

［共通待遇］各種社会保険（勤務時間による）、
　　　　　交通費規定支給、制服貸与

介護施設でのお仕事です♪
週2日～OK!WワークOK!
なので働きやすいですよ♪

［時間］16：30～翌9：30

時給

☆未経験の方
　も大歓迎!!

［時間］朝1時間位・夕1時間位

950円～

②［職種］デイサービスの
　　　　送迎運転手（パート） 赤堀

笹川

時給

①［職種］夜勤専従スタッフ（パート）
☆朝・夕食事付き

日永

給与

年齢不問

　　　1勤務 15,000円＋α
 1ヶ月の出勤日数に応じて別途手当てあり
 ※1ヶ月あたり3,000円～20,000円（ ）

急

契パ四日市市富田浜町／病院内の清掃・施設管理
時①930円 月②181,800円

無理なく働けるから家事や
子育てとの両立にもピッタリ♪

雇用保険加入

スタッフ募集
富田浜病院

週3日～OK♪

勤務地

②清掃管理スタッフ職種

月給 181,800円
［時間］8：00～17：00（1H休憩あり）
［待遇］社保完備・賞与・交通費 等 
　　　当社規定により、
　　　有休（入社時3日・6ヶ月後10日付与）、
　　　退職金制度あり、駐車場あり

①病院内の清掃業務職種

時給 930円
［時間］Ⓐ8：00～12：00 Ⓑ13：00～17：00
［休日］木・日曜日
［待遇］制服貸与、有給休暇有、
　　　車通勤可（駐車場無料）

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

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

受付／2月17日（月）～
　　　9：00～☎059-226-4149

［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。

四日市市
富田浜町26-14（ ）

給 1時間あたり900円
委四日市市芝田／マンション清掃員

■分譲マンション総合管理業

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

［業務地］四日市市芝田　［最寄駅］近鉄中川原駅
［報　酬］1時間当たり900円　［休日］火・土・日
［時　間］《月・水・木・金》14：00～17：00 ※祝日業務有
［待　遇］交通費規定支給、制服貸与

内
容

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

マンション
清掃員募集!!

責任感の
ある方

長期業務

出来る方
歓迎!!

60代の方
や

女性も活
躍中!!

月下記参照
パ契四日市市内／医療事務

大手病院で働きませんか

［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

新規案件も多数!!
掲載以外はHPをCHECK!!

★長期安定★正社員登用有★
★未経験OK★資格なしOK★

■医療・介護・保育関連業務 https://solasto-career.com/

［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

検索ソラスト

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

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！

③みたき総合病院
外来受付・医療事務

勤務地 勤務地 勤務地
業務内容業務内容

［月給］180,000円～
［月収］216,000円以上可
［時間］①［月～日・祝］17：00～翌8：30
　　　②［土 日 祝］　8：30～17：00
［休日］シフト制
◎未経験OK ◎男女幅広い年代活躍中!

①四日市市内の総合病院

［月給］144,000円～ 
［時間］8：15～17：15
［休日］土・日・祝 ◎平日のみ
◎パート時間応相談
◎研修・サポート充実 
◎経験や資格がなくてもOK!

②四日市市内の総合病院
病院受付・医療事務業務内容 夜間休日救急受付

［月給］155,000円～ 
［時間］①［月・火・木・金］8：00～17：30
　　　②［水 ・ 土］8：00～12：30
［休日］日・祝・水土午後
◎週40時間のシフト制
◎人と接することが好きな方大歓迎！

パート
同時募集

パート
同時募集

■医療・介護

経給下記参照
正パ四日市市生桑町／職種下記参照

共
通

四日市市生桑町1455 ［応募］まずはお気軽にお電話下さい。
みえ医療福祉生協・四日市

☎059-330-0808（桐山）☎059-333-6471（診療所）
☎059-333-6756（介護事業所）

③登録ヘルパー（パ） ［時給］1,500円
④訪問看護師（正） ［月給］23万円以上［昇給有］＋手当
⑤PT・OT（パ） ［時給］1,400円

［時間］①②8：30～17：30
　　　※[パ]は相談に応じます（週3・4日程度）
［休日］週2日（日ともう1日/シフト）
［待遇］賞与年2、交通費（規定）、有給、保険完備

同
時
募
集

2 ヘルパー〈パ〉
1,040円～1,050円時給

祝日勤務

50円UP

1
介護スタッフ〈パ〉

880円～960円時給

祝日勤務

50円UP
◎資格のない方や   もOK
◎入浴介助のみ等短時間も可

通所介護事業所
（デイサービスいくわ・通所リハビリいくわ）の

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!

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!

給下記参照
パ正四日市市小古曽／介護・看護

■まごころ介護

問
合
せ
先

［応募］まずはお気軽にお問い合わせ下さい。（担当者：森 しず子）※受付は、月曜～金曜の9：00～18：00迄となります。

☎059-340-4357
又は☎059-380-5107（法人本部）

有限会社 優

四日市市小古曽6-15-1（山中胃腸科病院さん向い）
［四日市事業所］優の里 デイサービスセンター 四日市

優の里 デイサービスセンター 四日市 介護職員募集《小規模デイ定員13名以下》
年齢不問

※日曜定休日(日曜含み毎月9回公休・2月は8回）

①パート介護職員職
種

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

②正職員介護職員職
種

［月収］230,000円～＋交通費3,000円～
［時間］8：00～18：00

③正職員介護職員職
種 ［月収］245,000円～＋交通費3,000円～

［時間］8：00～18：00

④正職員看護師職
種

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

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　

急時 930円
パ四日市市内／清掃作業

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

清掃作業

安心してご応募下さい
勤務地

職　種 時給930円
［時間］7：30～10：30  ［勤務］週3日～ ［休日］日・祝
［待遇］雇用保険加入、制服貸与、有給休暇有、車通勤不可

四日市駅前のオフィスビル 交通費
支給

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
［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～

未経験の方も丁寧に
指導しますので

経給 時①［1勤務］18,000円～ ②［初任者資格者］950円～ ［無資格者］900円～
パア鈴鹿市伊船町／①夜勤専属介護職員 ②グループホーム介護職員

■介護サービス施設

さつきの里 鈴鹿市伊船町字北上の割2020-3　事業主／鈴鹿インター株式会社

☎059-379-2816
電話対応は鈴鹿インター（株） 担当／黒田

［応募］電話連絡の上、履歴書（写貼）ご持参下さい。

施設内で利用者様の
身の回りのお世話を
するお仕事です

勤務地

16：30～翌9：30 18,000円～時
間

1
勤
務

時
間

時
給

9：00～16：30
9：00～16：00
（週勤務シフト制）

初任者資格者

無 資 格 者

950円～
900円～

②グループホーム介護職員
パ
ー
ト

ア
ル
バ
イ
ト
・
パ
ー
ト

◎週2日～OK! ◎土・日曜休みも可!

①夜勤専属介護職員
◎週1日～OK ◎WワークOK!

鈴鹿インター
から車で5分

福利厚生（正規同様）、処遇改善加算あり、
交通費規定支給（出勤日数分）、有給休暇

［資格］介護初任者研修修了者 ★無資格でもOK!

シニアの方（60代）も活躍中です!

経験者歓迎!

﹇
待
遇
﹈

介護職員さ
ん　  募集♪アルバイト

パート

「笑顔」と「やりがい」を
持って働いて頂ける方
お待ちしています！

仕事
内容

時 1,030円～
パ四日市市／①焼肉店のホール・キッチン ②お肉の販売

■精肉、しゃぶしゃぶ、焼肉

ボーナス年3回!

☎059-321-2055

四日市市小生町西川原769-5（本店）
四日市市曽井町1541-2（曽井店）大剛
［応募］まずはお気軽にお電話下さい!!（受付／本店）（定休日／水曜）

（担当／廣田）

お肉の販売※詳細は面談にて職種②職種① 焼肉店のホール・キッチン

時給 1,030円～
☆高時給・高待遇のお仕事 女性

大活躍
している
職場です

◎年3回賞与・各種手当有り（皆勤・有給休暇等） ◎社会保険完備
◎交通費（規定）支給 ◎正社員登用制度 ◎研修有り（時給900円）
◎福利厚生、制服あり ◎車・バイク通勤OK

詳細は面談時にて御説明致します

パートで

平日のみ

OK

＊1年ごとに見なおし☆

パートさ
ん大募集!

パート雇用で
も

充実した待遇
!

能力 勤務年数 出勤率

★勤務開始日相談OK
★勤務日・時間は希望考慮（シフト制）
★扶養内の方・フリーターの方も大歓迎♪

［時間］9：00～22：00の間 1日4h～OK

急時 1,150円
派四日市市山田町／材料の運搬、カット作業

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

［広告No.］
332002019

出た！オープニング！！

台車を使用した材料の運搬、
機械操作による材料のカット作業

［時間］①　8：30～17：15（実働8時間）
　　　②20：30～翌5：15（実働8時間）
［休日］企業カレンダーによる（長期休暇有り）、基本、土・日・他
［待遇］交通費規定支給、各種手当、社保完、
　　　作業服貸与、有給休暇、食堂利用可

職  

種

2交替勤務

お仕事が初めての方、
ブランクのある方も
出来るお仕事です

）

ライン作業ではないため、
自分のペースで
作業ができます。 1,150円時

給

勤
務
地
四日市市山田町

未経験者
可

急時 900円～1,100円
パ四日市市山之一色町／フードコートスタッフ

■警備事業部・清掃事業部・旅行事業部・スポーツマネジメント事業部

四日市市久保田
二丁目11-6

［応募］まずはお気軽にお問い合わせ下さい。（平日 9：00～17：00）

0120-93-2726 HPリニューアル
検索eiwa.jpn.com/

株式会社 エイワ

［時給］900円～1,100円
［時間］①6：30～14：00　②14：00～20：00
　　　その他の時間も相談にのりますので、
　　　お気軽にお問い合わせ下さい!
［待遇］社会保険完備、制服貸与、交通費規定支給、
　　　駐車場完備、有給休暇、定期健康診断、
　　　年2回のプチボーナスなど福利厚生も充実!
　　　年1回のバス旅行（会社負担します）

送迎
あり

東名阪自動車道
「EXPASA御在所」内

勤務地

40代・50代の
女性も多数活躍中♪
キレイなフードコートで
お仕事しませんか!?

土日祝勤務できる方歓迎

■美容室

時［土日］1,200円～ ［平日］1,000円～
正パア四日市市日永／スタイリスト

美容室イレブンカット
カヨーショッピングセンター店

アルバイト&
パート募集♪

年齢は問いません☆

http://www.11cut.com

イレブンカット3つの証言 検索［応募］まずはお気軽にお問い合わせください。
☎059-345-3811四日市市日永4-2-41

［職種］スタイリスト
［時給］［土日］1,200円～ 
　　　［平日］1,000円～
［時間］相談に応じて決定（週1～OK、1日4h～OK♪）

《正社員同時募集》 年齢不問!

学生の方も
主婦の方も歓迎

その他
詳細は
お問い合せ
ください

有給休暇有

時 926円
パ四日市市内／日常清掃・湯呑み洗い・ゴミ回収など

■ビルメンテナンス

株式会社セイコー 名古屋市中村区名駅
4-6-23 第三堀内ビル 6F

☎052-581-5551
ホームページ→http://bmseiko.jp クリーンとスマイル 検索

平日朝2時間のお仕事♪

四日市市内で面接行います

◎50代～65歳位までの
　男女スタッフ活躍中!

近鉄四日市駅より徒歩3分

日常清掃・湯呑み洗い・ゴミ回収など

926円
時　給

★オフィス内でのお仕事です！
※トイレ清掃はありません

勤務地

職　種

［時間］（月～金）7：00～9：00（実働2h）
［休日］土・日曜・祝日
［待遇］制服貸与、有給休暇

［応募］詳しくはお気軽にお電話ください。（担当／白木）※2/17（月）より受付スタート

時①1,000円～ ②1,050円～
アパ四日市市生桑町／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!!

いくわ店〈四日市市生桑町167-1〉

全車AT車です!!

■清掃業務

時［平日］950円
パ四日市市塩浜／更衣室・トイレなどの簡単な日常清掃

☎059-334-8000四日市市羽津3533-1

［応募］お気軽にお電話下さい。2/17（月）より受付致します。

株式会社

更衣室・トイレなどの
簡単な日常清掃職種

勤務地

［時給］［平日］950円
［時間］［A］8：30～12：00 ［B］13：00～16：30
［待遇］交通費規定支給、制服貸与、
　　　福利厚生、ミニボーナス有

勤
務

①平日1～2日勤務
②午前のみ、午後のみOK
③基本は1人での作業です。
　午前の作業は2人で作業も可
◎お気軽にご相談下さい。

パートさ
ん

急募

週1～2日の
四日市市塩浜

●年齢・経験不問
●祝日休み

急給《日給月給》17万円～18万円
契四日市市安島／警備

■コニックスグループビル総合管理

☎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

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

四日市市立博物館
（四日市市安島1-3-16）

契約社員施設警備員募集!!

経験者
優遇！

［資格］18歳以上（省令2号、深夜業務があるため）
［時間］①8：45～翌9：00
　　　②8：45～17：30 

※ローテーション

［休日］ローテーション ［待遇］交通費規定支給、制服貸与

170,000円
～180,000円

日給
月給

近鉄四日市駅より
徒歩2分♪勤務地

■ビルメンテナンス

急時 1,000円
アパ四日市市内／パチンコ店での清掃

［時給］1,000円 ［時間］13：30～20：00の間で応相談
［待遇］駐車場完備、制服貸与、条件により社会保険加入も相談可
［応募］月曜日9：00より受付致します。〈現地面接〉

営業中
清掃員

マルハン四日市店（四日市市小古曽東2丁目1-10）
マルハン四日市北店（四日市市清水町2-20）
MGM四日市店（四日市市富士町2-39）

繫がらない場合 080-9672-1365（担当／中村）

［名古屋営業所］名古屋市港区春田野2丁目210番地

☎052-309-4166

中越クリーンサービス株式会社

・ダブルワークをしたい方
・年金受給者で
　もう少し稼ぎたい方 

お小遣い稼ぎ
にぴったり♪

HPからも
応募できます。大歓迎!

﹇
職
種
﹈

勤
務
地

■清掃業務

時 970円（研修期間930円/2週間程度）
パ四日市市内／おそうじ及び清掃点検

ほとんどが、お1人でのお仕事となります

☎059-334-8000四日市市羽津3533-1

［応募］お気軽にお電話下さい。2/17（月）より受付致します。

株式会社

女性
活躍中

アパート共用部の
おそうじ&点検
未経験　の方も大歓迎

［資格］要普通免許
［休日］日・祝、GW、盆、年末年始
［勤務］週3～4日 1日5～7時間
　　　の間で希望を考慮します
　　　（開始時間等希望を考慮します）

簡単な
日常清掃も

たまに有り

［待遇］交通費全額支給、制服貸与、ミニボーナス有り、社用車有、福利厚生

時給

970円
研修期間930円
＊2週間程度（ ）

パート
年齢不問

■一般社団法人 永慈会

給下記参照
パ四日市市小林町／厨房・介護スタッフ

☎059-323-0007（担当／斎藤または舘）

厨房スタッフ募集（パート）

介護スタッフ（パート）

四日市市小林町3026-16
（三交バス「小林町西」停より徒歩1分）

［勤務］週2日～ ※勤務日応相談（週2回以上勤務できる方）
［時間］6：30～9：30又は15：00～18：30

［時間］　6：30～12：30
　　　　8：30～12：30
　　　16：00～22：00

いずれか

900円時給

1,000円～1,050円時給
※初任者研修、介護福祉士 ［ショートステイ］

介護スタッフ
（夜勤パート）ショートステイ

［共通待遇］交通費規定支給、制服貸与  ［応募］お気軽にお問合せ下さい。

盛り付けと洗い物だけの簡単な仕事です!!

女性活躍中!!

［給与］1夜勤

21,000円
～21,800円
［時間］16：30～翌朝9：30）

時①950円 ②1,200円
パア三重郡菰野町宿野／①軽作業 ②商品加工

■スーパーマーケット

急募

未経験の方も
大歓迎!

土日のみ
でもOK

日曜休み
もOK!!

接客なし!!

※研修期間2ヶ月有り ※年齢による時給変更あり

☎059-394-4134三重郡菰野町
大字宿野字神明田363

［応募］スーパーサンシこもの繁盛店までお気軽にお電話下さい。

スーパーサンシこもの繁盛店内 畜産センター

7：00～15：00
の間で応相談

時  

給
950円
（研修中は900円）

［職種］①軽作業
（カンタンなパック詰め作業）
※どなたにでもできる
　簡単な作業です

5：00～13：00の間で
3時間から応相談

時  

給
1,200円
（研修中は1,000円）

［職種］②商品加工

（ ）豚肉をスライスしたり、
手切りする作業 

働きやすいですよ♪
　　1日3時間～・週3日～OKなので

W時 1,000円～
ア四日市市諏訪栄町／フロントスタッフ

■ホテル業 http://www.urban-h.co.jp

Wワーク
OK

大学生
OK週2～OK

制服貸与

☎059-355-3232（担当／板屋）

四日市アーバンホテル
株式会社アーバンネクスト四日市市諏訪栄町7-29

1,000円～
［時間］①22：30～翌10：00　②17：00～　22：30
　　　③13：00～　22：00
［休日］シフト制（お気軽に相談ください♪）
※その他詳細はお問い合わせください。
［応募］お気軽にお電話下さい。

学校の行事や家庭の都合等も
考慮致しますのでご安心ください★
勤務日や時間はご希望に応じます★

時給
※22時以降は深夜手当支給

20～30代
の方活躍中

アルバイト ホテルの
フロントスタッフ募集

研修期間2ヶ月
時給900円（ ）

正社員
登用制度有

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）


