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■デイサービスセンター

経時 1,000円～1,300円
パ桑名市大字下深谷部／介護職員

［時間］9：00～17：00の間で応相談 ［休日］日曜、他応相談
［待遇］寸志有、社会保険有、交通費規定支給、制服貸与

介護職員（パート） 1,000円～1,300円
週1日～OK!昼食出ます♪☆無資格・未経験OK!

☎0594-29-2064
桑名市大字下深谷部345-24
応募良心デイサービスセンター

職種 時給
年齢不問

■和食店

時 950円～1,100円
ア桑名市東金井／①ホール（配膳・レジ等） ②調理補助

http://www.tempura-tonami.com/

☎0594-27-7777
桑名市東金井975　［定休日］第1・3日曜、月曜

★高校生OK ★週2～シフト制平日&土・日アルバイト募集
①ホール（配膳・レジ等）
②調理補助

職種

950円～1,100円時給
［時間］・10：30～14：00 ・17：00～21：00※勤務日時相談ください。

090-5452-7492

昇給有
制服貸与
車通勤OK

（担当/服部）応募

■コンビニエンスストア

時 900円～ 
パア桑名市陽だまりの丘／コンビニスタッフ

桑名市陽だまりの丘2丁目2409番地
桑名陽だまりの丘店

［待遇］社会保険完備、制服貸与、マイカー通勤OK

☎0594-33-2323応募

・9時～17時内で応相談
・17時～22時 900円～
週1日、1日1h～OK  高校生OK/同時給
時
間

時
給

時 900円～
パ員弁郡東員町長深／厨房内での盛付・調理

みんな同時
スタート♪

900円～

パ介護施設厨房内盛付・調理
交通費支給

■給食サービス業 HP：bb-kyushoku.com

090-9949-4370（伊藤）
四日市市栄町1-11☎059-324-6929

株式
会社ベイビーズブレス

①5：30～　9：30  ②　9：30～13：30
③9：30～15：00  ④15：00～19：00

時
間

時給［勤務地］員弁郡東員町長深

応募

［休日］希望考慮

6/20新規
OPEN

時 950円
桑名市額田／調理補助

W

パ

■ビジネスホテル

女性・中高年・未経験
安心して働ける環境です!!

［待遇］昇給有、交通費支給、車通勤可、食事付、
　　　制服有り、職場禁煙、試用期間有り（別途時給）

950円時給

時間

調理補助職種

@hotelbl
いいね

!

桑名市額田317
員弁街道沿、（東名阪高架下）桑名

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

9：00～15：00

週3日前後出勤出来る方

■トータル美容 http://www.pola.co.jp

経給下記参照
委桑名市松ノ木／エステティシャン

まずはお気軽にお電話下さい。
店内見学随時実施中♪
（のべまで）

☎0594-32-6623
090-4542-9896

桑名市松ノ木3-8 MIO大山田（桜小町さん隣）
POLA THE BEAUTY 桑名店

無料エステ
モデルさ

ん同時募集♪
［時間］9：00～18：00の間で応相談
［休日］土・日・祝の休みも可
　　　（お子様の行事等に合わせて休みが取れます）

◎昇給年2回・賞与年2回有♪社割有、共済制度有、車通勤OK
◎エステティックライセンス所得可♪
◎研修が充実しています♪（海外、国内研修有）

4万円～25万円＋各種手当
※働き方選べます♪

お得な
特典

完全
出来高制

﹇
応
募
﹈

お仕事始めたい時期等ご相談下さい

未経験からスタートしたスタッフ活躍中

エステティシャン大募集!

■ガソリンスタンド

時 970円～（高校生880円～）
ア員弁郡東員町／給油作業 パ

［職種］給油作業等 ※窓ふき・洗車はありません
［時給］970円～ ※高校生880円～
［時間］17：00～20：15 ［待遇］制服貸与、車通勤OK

★週2・3日～OK!★
★18歳～70歳位迄活躍中★

有限
会社マキノ石油
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。
☎0594-31-0305受付

〈勤務地〉東員店（員弁郡東員町大字六肥野新田28-2）

ガソリンスタンド
スタッフ大募集！
シニア歓迎!

主婦（夫）歓迎

大学生歓迎

未経験OK

高校生OK長期歓迎

■清掃業・ビルメンテナンス業

W時 1,100円
パア桑名市陽だまりの丘／施設内の清掃のお仕事

名古屋市東区白壁3-12-13 
中産連ビル6F

［受付］平日9～17時　まずはお気軽にお電話下さい。
0120-35-1687　

幅広い年代の男女が活躍中♪主婦(夫)・フリーター大歓迎!

朝の2.5時間だけ！
［時給］1,100円
勤務地

［時間］6：00～8：30（実働2.5時間）
［待遇］車通勤OK、制服貸与、有給休暇あり

桑名市陽だまりの丘
職　種 施設内の清掃のお仕事

週3日程度
の勤務！

＋交通費
規定支給

出張
面接有！

経給面談時にご説明致します
正桑名市三崎通／①看護師 ②ORT

■眼科 www.niwa-ganka.com

☎0594-22-8878
［応募］まずはお気軽に
　　　お電話下さい。

桑名市三崎通り37番地

◆未経験者もOKです◆

①看護師
②ORT（検査スタッフ） 

［年　齢］35歳迄（省令3号イ） ［休日］水・日・祝
［給　与］面談時にご説明致します
［診療時間］9：00～12：00・15：00～18：00
［待　遇］昇給年1回、賞与年2回、社会保険完備
　　　　交通費支給、制服貸与、車通勤OK

眼科スタッフ［正社員］大募集!!

職
種
※①②要資格

■保険業

月約155,000円
正桑名市・いなべ市／職種下記参照

［時間］9：00～17：00
［休日］土・日・祝日、年末年始、年次有給休暇、特別休暇
［待遇］厚生年金・健康保険・労災保険（いずれも登録月の1日から）、
　　　賞与年2回、退職金制度有、
　　　通勤交通費補助等有（いずれも当社規程有）

正職員（当初5ヶ月間は委任契約または嘱託雇用契約）
※雇用契約（無期）への移行に際し当社所定の規程有

あなたらしい“働き方”見つけてみませんか？

仕事内容：生命保険・損害保険等の募集、保全サービス業務等

※所定の勤務・成績条件等に
　応じて変動有（当社規程有）
※左記の給与は3ヶ月目以降からになります約155,000円

給与（月額）

［応募］土日も含め、いつでもお電話下さい。（土橋・長谷川）

明治安田生命保険相互会社 
四日市支社 四日市市朝日町1-3 ツチハシ

左記以外の時間帯
　080-1257-5876（ ）☎059-352-2161

平日/9：00～17：00

経給下記参照
正いなべ市北勢町／職種下記参照

■一般貨物自動車運送事業

未経験
OK

年齢
不問

☎0594-37-6952いなべ市北勢町麓村602番地

伊藤荷役株式会社

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。※セールスはご遠慮下さい。

［資格］要中型免許（旧普通免許）、
　　　フォークリフト免許（取得支援有）
［月給］20万円～26万円以上可
［時間］Ⓐ6：00～15：00Ⓑ12：00～21：00※交代制
［休日］日曜日・他、GW・夏季・年末年始
［待遇］各種社会保険完備、各種手当有

②4tウイング運転手
自動車部品の配送（菰野町内から鈴鹿市内まで）

職
種

［資格］要大型免許　［時間］当社運行規定による
［月給］25万円～45万円以上可

①大型ダンプ運転手アスファルト合材等の運搬職
種

正社員募集!
女性も歓迎します!

090-3305-0654（担当伊藤）

手積み・手降ろしは
ありません

給［月収例］8万円～14万円位
パア三重郡川越町／カーテンの製造に関する軽作業

■漁網・カーテンの製造・販売

小さなお子様が
いる方も活躍中!

［時間］9：00～17：00の間で応相談
　　　★1日4時間～OK!
　　　★9：00～13：00等応相談!（フルタイム大歓迎!）

［給与］（月収例）8万円～14万円位
　　　※時間・日数による
［休日］日、祝、土（隔週）、GW、夏期、年末年始、他応相談
［待遇］昇給有、車通勤可、正社員登用有、試用期間有

［応募］まずはお気軽に
　　　お電話下さい。☎059-366-3101

三重郡川越町
当新田164番地有限会社松輝製網

マツキ

職
種
カーテンの製造に関する軽作業

職場見学
だけでも
OK!

短時間もOK♪園の送り迎えにも対応します!

★家庭用ミシンの使用経験があればOK!

急時 1,400円～1,750円
派愛知県海部郡飛島村／フォークリフト作業

男性
活躍中

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.］
332005045

フォークリフト免許所持者必見！
実務経験がなくてもOKです！

［時間］6：00～15：00・15：00～24：00（実働8Ｈ）
　　　※業務状況により変動有
　　　　（6：00～18：00・18：00～翌6：00等）
［休日］土日祝、夏季休暇、年末年始（企業カレンダーによる）
［待遇］交通費規定支給、各種手当、社保完、作業服貸与
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

［勤務地］愛知県海部郡飛島村

1,400円～1,750円時
給
（月収例：30万円以上可能）

桑名市・三重郡川越町からも通勤便利♪
高時給!稼げるお仕事ココにあります♪
桑名市・三重郡川越町からも通勤便利♪
高時給!稼げるお仕事ココにあります♪

［職　種］フォークリフト作業

日①4,600円　②9,000円
契桑名市・いなべ市／送迎ドライバー

■三重交通グループ

急

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

三重交通株式会社 自家用営業部

［応募］月～金 9：00～17：00電話受付致します。
　　　面接当日は履歴書を持参ください。

［時間］7：50～9：50、14：45～16：45
　　　1日4時間（月間13～20日程度）

4,600円（諸手当等含む）

普通免許以上資 格

日 額

［時間］7：00～17：00 月間15日程度
［休日］土・日・祝日、学校休校日(春・夏・冬休み等)

スクールバス(大型バス)の運転
9,000円（諸手当等含む）

職 種

職 種

大型免許以上資 格

日 額

②いなべ市勤務地

勤務地

《面接場所》三重交通 桑名営業所(桑名市小貝須1593-3) 

①桑名市

運転スタッフ募集
☆あなたの運転経験を活かしませんか!!☆

［休日］日曜日

ハイエースクラスの運転

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!

給下記参照
アパ正いなべ市員弁町／建築の機械の組み立て・整備

■屋内外装飾一般

090-3306-3238（江本）
［応募］お気軽に下記携帯番号へ御応募ください。ヴァイナハテン有限

会社
愛知県一宮市南小渕字吹揚32番地の2

建築の機械の
組み立て・整備

内
容

勤
務
地
いなべ市 レンタル建機会社内
（いなべ市員弁町大泉2178-8）

アルバイト・パートも賞与有!
1,000円～ 20万円～28万円以上

※研修期間有

weihnachten.jp

［時間］8：30～17：30（多少変動有） ［休日］週休2日制、日、祝（土曜日は応相談）、GW、盆、年末年始 
［待遇］昇給・賞与有、交通費（規定）支給有、社保完備、各種手当、資格支援制度、マイカー通勤OK 等※その他詳細面談にて。

共通

学歴・経験不問!
未経験OKの
正社員募集です♪

★まずはアルバイト・パートから…という方も大歓迎！
★フォークリフト・クレーン・玉掛のいずれか資格をお持ちの方大歓迎!

男女
活躍中

アルバイト・パート［時給］ 正社員［月収例］

経月 [正]①②244,000円～299,500円以上 時 [ア]③1,000円～
ア正三重郡川越町／①生コン製造 ②試験室 ③大型ドライバー

■生コン製造販売

☎059-365-8512
090-3578-8107（担当／牧野）

三重郡川越町大字亀須新田153

有限会社 牧野建材
［応募］お気軽に電話の上、履歴書持参ください。※詳細は面談にて

［月給］244,000円～299,500円以上※諸手当含む
［資格］高卒以上、未経験OK、要普免、コンクリート技士経験者優遇

生コン製造［正］パソコンでの遠隔操作・プラント点検保守
試験室［正］現場にて測定機器での品質検査

職種①

職種②

［時間］8：00～17：00
［休日］日・祝、隔週土曜、GW・夏季・年末年始
［待遇］賞与年2回、社会保険完備、
　　　制服有（正社員のみ）、残業手当有

正社員積極採用中!
★経験・知識不要！真面目に頑張ってくれる方大歓迎

職場見学
OK

大型ドライバー［アルバイト］10t生コン車での配送職種③

［資格］要大型免許、大型トラック経験者

★エリアは桑名市・四日市市の地場です。
★時間応相談、週2日～OK！

未経験者
OK!

女性も活躍中の働きやすい職場♪

［時給］1,000円～ 定年後の方
も歓迎

W時 1,000円以上
正ア三重郡菰野町／4tドライバー

■一般貨物運送業

YUASA 四日市営業所
湯浅商運株式会社

三重郡菰野町永井3075-29
（県道140（ミルクロード）「竹永」スグ）

080-4841-9442
（担当／荒木）

男女ドライバー大募集
《勤務地》三重郡菰野町
《職　種》4t車での郵便物の
　　　拠点間移送

［資格］要中型免
［時間］24h内で応相談  短時間でもOK
（例）5：00～12：00・13：00～22：00等
［休日］当社シフトによる
［待遇］社保完備、制服貸与
［応募］下記までお気軽にお電話下さい。

YUASA Transport-Service

1,000円以上時給
荷積・荷下ろし

カゴ車なので

ラクラクです。

いなべ、東員、
桑名からも
通勤便利♪

正社員も
同時募集中

中型免許
あればOK！

未経験　
大歓迎です！！

W月 181,800円 時①・②950円 ③1,000円
パ契いなべ市北勢町／清掃

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

女性スタッフ多数活躍中!
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。

［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。

［時間］7：30～16：30　［休日］週休2日制
［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

勤
務
地

181,800円

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
（受付）6/1（月）9：00～

いなべ総合病院
いなべ市北勢町阿下喜771

管理清掃職種 月給

［時間］①7：30～11：30 ②12：30～16：30 
　　　③7：30～15：00
［待遇］制服貸与、有給休暇有、
　　　車通勤可（駐車場無料）

①・②950円 ③1,000円清掃職種 時給

［勤務］
週3日～応相談

■コンビニエンスストア

時 900円～
パア三重郡川越町／コンビニスタッフ

三重郡川越町大字当新田（ラーメン横綱ナナメ前） ☎059-361-1177応募
名四亀須店

［待遇］社会保険完備、制服貸与、マイカー通勤OK

◆◆週1日、1日1h～OK  高校生OK/同時給◆◆
・9時～17時内で応相談
・17時～22時 900円～時

間
時
給

■リラクゼーション＆スポーツマッサージ

時 1,200円～1,600円
ア四日市市中浜田町／職種下記参照

http://therapy-k.com

四日市市中浜田町3-28 大進ビル6D（近鉄四日市駅徒歩4分）セラピー四日市
有限会社セルビス ☎059-331-1773（担当／ナルカワ）応募

週1～ご希望の
日時で勤務OK☆

OK

職種 手もみ・ストレッチ・スポーツセラピスト
時給1,200円～1,600円女性

活躍中◎ ［時間］11：00～21：00の
　　　間で相談ください♪登用有

正契

時 900円
パ桑名市大央町／清掃

■総合ビル管理（清掃・環境衛生・設備・警備・マンション・駐車場）

桑名市有楽町65（富士ビル6F）

☎0594-23-1161（代）［受付］月～金9：00～17：00
［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参下さい。

桑名市役所（桑名市中央町2-37）

〈職種〉清掃

［時間］①　7：45～11：45（実働3.5h）
　　　☆週2・3日の勤務
　　　②13：00～17：00（実働3.5h）
　　　☆月～金の週3日～5日の勤務
［待遇］制服貸与、交通費規定支給

交通費
規定支給

シニア
OK!

勤務地

選べる勤務日&時間

［時給］

900円
■プラントメンテナンス事業

経給下記参照
正四日市市霞／機械・電気・計装分野の工事管理

正社員
募　集

☎059-364-8373〒510-0011
四日市市霞
一丁目1番地

東ソー霞エンジ株式会社

［資格］高卒以上、経験者優遇 ［時間］8：20～17：00(休憩60分)
［休日］会社カレンダーによる※年間126日
［待遇］昇給年1回、賞与年2回、社保完備、退職金制度有、
　　　通勤手当規定支給有、有給休暇有、制服貸与

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

520万円／40歳 月給33万円

給
与

年
収
例

ご経験、資格を十分考慮させて
いただき、給与額をご相談
させていただきます。

380万円／23歳 月給24万円

＊残業・諸手当含む

機械・電気・
計装分野
の工事管理

職
種

■うなぎ専門店

W時 900円～＋交通費
パア桑名市繁松新田／ホールなど

☎0594-23-3911（土曜定休）

う  し ま つ

桑名市繁松新田68-2
（大桑国道沿）  

［応募］お問い合わせだけでもOK！ まずはお気軽にお電話下さい。

［時間］①9：00～14：00 ②17：00～20：00
　　　※上記時間内で応相談

ホールなど

アルバイト・パート募集!

職種

900円～＋交通費時給

主婦
 活躍中♪

高校生から
でもOK！

週2・3日
からOK!

★夜や日・祝できる方歓迎!
★日曜日のみでもOK♪

短期でも
OK!

■泌尿器科・皮フ科 http://www.yamashita-clinic.com/

経月面談にて説明致します
パ正四日市市天カ須賀／医療事務・看護師

☎059-361-7700
〒510-8001 四日市市天カ須賀4-7-20（R1山武食品の交差点 東へ1分）

［応募］まずは、お気軽にお電話下さい

［月給］面談にて説明致します
［条件］医療事務経験者 
［時間］8：30～12：30・15：15～19：15
　　　（土曜日午後の時間）13：30～17：30
［休日］木、日、祝 ［待遇］交通費支給、制服貸与、車通勤可

医療
事務

☆勤務時間・曜日応相談! 
☆特に「土曜日」または「午後」から
　勤務出来る方歓迎!

正社員募集!

看護師・医療事務の
パートさんも同時募集中!

経

パ正名古屋市港区新茶屋／介護スタッフ

■社会福祉法人 貴徳会 http://kibounosato.org/

月19.9万円～24.9万円以上 時926円～

〒455-0863
名古屋市港区新茶屋2-1501希望の郷特別養 護

老人ホーム

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

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

職種 介護スタッフ（正職員・パート）
正職員 月給

パート 時給 926円～

無資格・未経験で
始めたい方も歓迎します♪

笑顔があふれる
職員さん大募集!

19.9万円～24.9万円以上

三重方面からも通勤ラクラク♪

年齢不問 職場見学も
可能です

時 920円～
パ桑名市内／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/

急

四日市市日永1丁目2-20

三重支社

0120-46-1320 ☎059-346-1320

［時間］8：30～15：00（5.75H）
［休日］土・日・祝、学校休校日  
［待遇］交通費別途支給、制服貸与
［応募］お気軽にお電話下さい。現地近くにて面接致します。
　　　6/1（月）より受付させていただきます。

桑名市内の小学校
学校給食での下処理・調理・
洗浄・後片付けなど

仕事
内容

勤務地

［時給］

920円～

勤務先
応相談）（

学校
給食の調理員

さ
ん募集♪

調理師免許
なくても
大丈夫です

未経験の
方でも可

週4日～5日勤務で応相談

経日 11,000円以上＋他手当あり 
パア弥富市東末広／生コン車のドライバー

■日本工業規格表示認証工場 高強度コンクリート大臣認定工場

（総務担当）☎0567-68-3787
URL：http://www.fjix.co.jp/
［応募］電話連絡の上、履歴書持参下さい。入社日応相談

〒498-0063 愛知県弥富市東末広9丁目38番地の1

株式
会社フジックスコンクリート

［資格］要大型免許、長期できる方、大歓迎!

［日給］11,000円以上＋他手当あり 
　　　☆月収25万円以上可能
　　　◎昇給・賞与あり
［時間］8：00～16：30 ※残業ほぼなし!
［休日］週休2日（日曜、他 平日1日）、GW、お盆、年末年始
［待遇］昇給・賞与、制服支給

生コン車の
ドライバー
大募集

お客様との会話も一切なくモクモク働ける
50・60代のスタッフが活躍中!!
会社で生コンを積んで現場へ運搬。
生コンを積むのは他スタッフがやるので安心!
現場で荷下ろしをして帰社し、最後は洗車するだけ。
残業ほぼなし!1日3～5の現場をまわります。
未経験でも3日～1週間で覚えられるくらい簡単です。

仕
事
内
容

事前の
職場見学
OK!

急給面談時に説明
パ正いなべ市員弁町／ペットフードの製造

■ペット食品製造

☎0594-84-1232

いなべ市員弁町
平古543番地高畑食品株式会社

［応募］まずは電話連絡の上、
履歴書（写真貼付）持参でご来社ください。※詳細は面談にて

［職種］ペットフードの製造
［休日］土・日・祝
［待遇］昇給有、賞与年2回、交通費規定支給、
　　　皆勤手当有、社会保険完備、
　　　有給休暇、制服貸与、駐車場有、
　　　車通勤可、試用期間3ヵ月あり

［職種］①ライン専属 ②袋詰め・箱詰め等
［時給］950円（研修期間1ヶ月）
※その他詳細はお問い合わせください

（フル・短時間）
パートさ

ん
同時募集

給与・時間は面談時に説明
20代・30代男性活躍中

元気に働ける方歓迎! 冷暖房完備で快適♪

正社員

未経験スタート
大歓迎!!

急時

派桑名市能部／商品の仕分け作業
1,050円

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.］
3320050460120-933-926

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

［時間］10：30～18：30［実働6時間30分］
［休日］金・日（企業カレンダーによる）
［待遇］労災・雇用保険、
　　　交通費規定支給、作業服貸与
［応募］まずはお気軽にお電話ください。
　　　現地説明致します。

1,050円

職 種

勤務地 時給

商品の
仕分け作業

短期！女性活躍中♪
短時間もありますのでご相談下さい

桑名市能部

未経験者大歓迎の
簡単ラクラク作業です♪

時

パ勤務地複数／施設管理員・施設警備員

■三重交通グループ 

1,100円～1,300円

［応募］6/1（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。

三交コミュニティ株式
会社

0120-928-551津市丸之内9-18
（津丸の内ビル4F）

サンファーレ（桑名市桑栄町1-1）勤務地

名古屋三交ビル（名古屋市中村区名駅3-21-7）勤務地

内
　
容

内
容

1,300円時給

1,100円時給

複合ビルでの設備管理員募集

車通勤不可
［時間］①　9：00～22：00（実働12時間）
　　　②15：00～22：00（実働　6時間）
［勤務］月10～15日程度 ※勤務日数応相談
［待遇］交通費支給、制服貸与

施設警備員スタッフ募集!
未経験の方も丁寧に指導しますので
安心して働いていただけます。

※シフト制

・桑名駅前の「サンファーレ」での施設警備の業務です。
・業務内容は、館内巡回、モニター監視、非常時の対応など。

未経験者
歓迎

電気設備、空調、給排水など保守点検、
館内巡回、不具合対応、
小規模修繕

［時間］9：00～翌9：00（実働16時間）
　　　※月120～160時間程度勤務

経給月収例26万円～（各種手当含む）
正いなべ市大安町／4ｔ定期便ドライバー

■一般貨物自動車運送業・倉庫業 http://www.toruki.co.jp

三重トルキ株式会社
〒513-0821鈴鹿市地子町523-2

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

0120-355-314
FAX 059-384-0804
［受付］9：00～18：00（月～土曜日）日曜日は除きます

（担当／田中・三澤）

会社概要 ◆創立／昭和53年3月 ◆営業所／本社営業所・いなべ営業所・伊賀営業所 ◆資本金／5,000万円 ◆従業員数／180名（パート含む）  ◆車両保有台数／110台

26万円～月
収
例

（各種手当含む）

［資格］中型免許（8t限定可・AT限定不可）、
　　　フォークリフト運転技能講習修了証
　　　※10tのお仕事もあります。免許取得支援制度で入社後ステップアップも可能です。
［時間］(一勤)6：00～16：00 (二勤)16：30～翌2：30 ※残業込み  一週間単位の昼夜交替制
［休日］土日、GW、夏季、年末年始、（土曜日出勤の場合あり）、年間休日110日
［待遇］賞与有（年2回）、社会保険完備、退職金制度あり、マイカー通勤可(通勤手当・有)、家族手当、精勤手当、
　　　各種資格手当、制服貸与、社宅制度、免許取得支援制度等、表彰・褒賞制度、安全活動手当、
　　　社内交流会、雇用延長制度有（60歳定年）、長期休業補償制度

台車に積まれた自動車部品（ガラス）を納入先へ届け、
空台車を積み得意先に戻る便です。（1日3～4往復します。）
フォークリフトの操作が中心で、正確な操作が求められます。

台車に積まれた自動車部品（ガラス）を納入先へ届け、
空台車を積み得意先に戻る便です。（1日3～4往復します。）
フォークリフトの操作が中心で、正確な操作が求められます。

仕事
内容

いなべ市
大安町

勤
務
地

業務拡大につき  4ｔ定期便ドライバー募集!!正社員
今がチャンス!!積極採用中! 

給〈月収例〉28万円～33万円
三重県内または名古屋市内／バス運転士 正

■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〉

［資格］年齢不問（60歳定年） ※他条件HP参照 
［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
［休日］年間107日（5勤2休） ※休日出勤有
［待遇］昇給有、賞与年2回支給、社会保険完備、通勤手当有、単身寮完備、年次有給休暇有

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。

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/
当社の採用専用HP

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。

☎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）

①安定企業だから将来も安心
②大型二種免許取得支援があるから安心
③デビューまでしっかりサポートするから安心

三重交通だから安心正社員 バス運転士
専属指導員による充実した研修!未経験の方にも丁寧にサポート。

28万円～33万円
※各種手当含む

月収例

お持ちでない方

35万円
入社時10万円、配属時　5万円
3年後10万円、5年後10万円）（

大型二種免許お持ちの方

60万円総額 総額

入社時10万円、配属時10万円
3年後20万円、5年後20万円）（

入社・配属祝金支給 ※規定による

三重県内または
名古屋市内の営業所
路線バス運転士

大型二種免許  取得費用は
会社が負担します

運転記録証明書
取得費用を支給

AT限定解除
支援あり

勤務地

職　種

お仕事説明会開催（予約制）※オンラインでの　対応も可能です

毎週 火曜・木曜 ①10時～ ②13時～ ③15時～

三重交通株式会社 本　社
（津市中央1-1三重会館 ※1階受付へお越しください）場 

所 四日市市生桑町
神田962-1（ ）三重交通株式会社 研修所

◎採用HP内「お仕事説明会日程」よりご予約下さい。

月 200,000円～300,000円以上
正勤務地複数／①プラント作業員 ②重機オペレーター

■骨材製造販売会社

経

［応募］まずはお気軽にお電話の上、履歴書持参の上、本社迄お越し下さい。

☎0594-22-2755
桑名市中央町1-24 本社（国道1号線中央町交差点イオンバイク2F）

株式会社トモヱ （採用担当迄）

［月給］200,000円～300,000円以上
［休日］日曜日、祝日、月1～2回土曜日、お盆・年末年始等その他 会社カレンダーによる
［待遇］昇給年1回、賞与年2回、各種保険完備、交通費（規定）支給、マイカー通勤可

共
通

※骨材とは…
砂利・砂・砕石
のこと

安定・安心の
正社員募集！！

②重機オペレーター
  ホイルローダー、バックフォー
  などを使用しての作業

［勤務地］南濃砕石工場（海津市南濃町太田）
［資　格］年齢不問、建設機械資格お持ちの方優遇
［時　間］7：00～16：00

職
種

①プラント作業員［製造］
（土木建設に関する骨材の製造業務）

［勤務地］東員砂利工場（員弁郡東員町）
［資　格］学歴・経験・年齢不問、
　　　　要普通免許
［時　間］7：00～16：00

経験者
優遇

職
種

（ )

経験者
優遇
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！

6
0
歳
以
上
の
方
歓
迎
の
お
仕
事
特
集

6月
特集

四日市市浜田町5-12
第2加藤ビル3F

◎ご掲載に関してのお問い合わせ・お申し込みは、下記お近くの支社までお気軽にお電話下さい。

四日市本社

059-351-0333
059-351-1146

TEL

FAX

桑名市南寺町32
桑名支社

0594-22-3788
0594-23-1580

TEL

FAX

鈴鹿市西条4丁目48
西条ビル2D

鈴鹿支社

059-381-0081
059-381-0080

TEL

FAX

津市神納60-6
オザワテナント2F

津支社

059-213-7070
059-229-6767

TEL

FAX

松阪市高町450-1
丸亀ビル4-A

松阪支社

0598-20-8881
0598-20-8883

TEL

FAX

〔毎週日曜日発行〕

新聞折込

＼＼三重のオシゴトなら／／
582

10842月5日

新着のシゴトをさがす オススメのシゴト Mapからさがす Myストック特  集

オススメのシゴト

折り込みPDFを見る

Myストック

初心者歓迎／　  急募！／　  短期／　  長期／　  経験者歓迎

アルバイト･パートでさがす

正社員でさがす

働き方でさがす

エリアでさがす

職種でさがす

給与でさがす

キーワードでさがす

最寄り駅でさがす

582

1084

＼＼三重のオシゴトなら／／

〔月曜日から2週連続配信〕

W E B

新聞折込に掲載頂きますと
フリーペーパーと求人サイトにも
同時掲載。３点セットのため低コストで高い効果を実現できます!!
幅広い年代と
広いエリアに
アピールできる
3つの媒体!
※一部3点セットの例外や
　発行しない週もございます。
　詳しくはお問い合わせ下さい。

アドサンアイ 検 索

〔毎週月曜日発行〕

FREE PAPER

エリアを限定して
ピンポイントに募集が

できます!

広域エリアをカバーし、
無料で手にして
頂けます。

いつでもどこでも
簡単検索できる
三重の求人サイト!!

お知らせ

三重県下

No.1の
折込発行
部数

新聞折込

37.5万部
＋フリーペーパー
毎週発行
※三重県下合計

※

お知らせ

iPhone・スマートフォンの方は右記二次元バーコードから
スグ登録できます！

友だち登録してね!

登録者のみ参加出来る豪華プレゼント企画もあります！！（不定期）

毎週
更新中

三重県内（地域別）
最新求人情報配信サービス有♪

■三重県公安委員会認定　第55000297号　警備業

W給下記参照
ア契桑名市大福／交通誘導警備員

［勤務地］北勢地区中心（詳細は面談時に説明）
［資 格］※普通免許所持者歓迎
　　　 ※交通誘導警備2級所持者歓迎 18歳以上（省令2号）
［時 間］8：00～17：00（その他の時間帯もあります）
［休 日］日曜日、他応相談
［待 遇］各種保険完備、残業・休日等割増、運転・資格手当、
　　　 資格取得制度有、3日間の研修有

入社1年目・24日勤務
月給200,000円～ ※諸手当含

日　給

月給例

若手～シニアまで活躍中!

8,000円～※別途諸手当有
交通誘導警備員

★直行直帰OK!
★未経験者OK!
★正社員登用制度有! 

桑名市大福356（麺屋はなび様の南隣）

☎0594-25-1128
（月～土：8：00～18：00）（担当／採用係迄）

株式会社

［応募］上記までお気軽にお電話下さい。

職　種
週2・3日でもOK!

Wワーク
もOK!

月月収例230,000円～
契勤務地複数／夜間給油員

■ガソリンスタンド

ガソリン

スタンドで
の

お仕事

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

海部郡飛島村竹之郷6-93
有限会社 佐藤石油店

☎0567-55-0732受付

［職　種］夜間給油員
［勤務地］①桑名郡木曽岬町（国道23号沿い）
　　　　 ②海部郡飛島村（国道23号沿い）

［給与］月収例230,000円～
［時間］20：00～翌8：00　［休日］応相談

昼勤も
同時
募集中

シニアの方も大歓迎!
65歳迄の方活躍中!
◎勤務日数は応相談！月10日程度～OKです！

無資格・未経験でもOK!

経給下記参照
正桑名郡木曽岬町／職種下記参照

■各種場所打ち杭鉄筋加工 www.taisyotekkin.com

有限
会社大正鉄筋工業 木曽岬加工センター

☎0567-31-7012（採用担当）
桑名郡木曽岬町西対海地149（R23号近く）

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

（固定給）200,000円～400,000円
（日給月給）9,000円～20,000円
※固定給、日給月給を選択できます

［時間］Ⓐ8：00～17：00 Ⓑ8：00～18：00
　　　Ⓒ8：00～14：30（土曜日）
　　　★休憩ⒶⒷ2時間 Ⓒ1時間半  ※シフト制
［休日］日・祝、GW、夏季、年末年始、有給休暇
［待遇］賞与年2回、社会保険完備、交通費全額支給、
　　　各種手当有、資格取得支援有、寮完備

①基礎杭の鉄筋加工・部品製造
②大型トラック運転手 ※要大型免許

職 

種

給 

与

未経験
OK

年齢
不問正社員急募!

経験・能力
による

事業拡大につき

080-9721-8041

急月 26万円～32万円
正四日市市大鐘町／4tドライバー

■日本トランスシティ＆エスライングループ https://www.trancy.co.jp/home/

☎059-338-5511（担当／田川・加藤）〒512-8053
四日市市大鐘町六路山1539-3

四日市営業所TSトランスポート株式
会社

桑名西高 ココ

至四日市

GSローソン

暁高 暁学園前

四日市東IC

至
R1

至
名
古
屋

東
名
阪
自
動
車
道

［資格］中型・大型免許 ※AT限定不可
［時間］7：00～20：00 ※当社運行規定による ［休日］月8～9日（シフト制）、年間100日
［待遇］賞与年2回、交通費支給、各種社会保険完備、車通勤OK!、有給休暇、制服貸与、退職金制度有

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。［入社日応相談］

4t乗務員
26万円～32万円

★毎日自宅へ帰れるお仕事です！ ★長距離・夜勤ナシ! ★女性活躍中

大手スーパー向けの食料品や
アパレル商品を配送する、安定したお仕事です!

ラスト
 数名！4tドライバー急募！

バラ積み、バラおろしは
ほとんどありません

全車両パワーゲート・
バックカメラ付（ドラレコ付車も有）

各種手当や
退職金制度など

待遇も
充実しています

近・中距離の
働きやすい
お仕事です

職種

月給

時 1,000円＋特別手当
パ勤務地複数／イベント案内やアンケート業務等

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

勤務地

1,000円＋特別手当

仕事
内容 イベント案内やアンケート業務等★未経験から始める方がほとんどです!

ライフプラン株式会社
桑名市八間通39 3F桑名店 ［応募］まずはお電話連絡の上、

　　　履歴書（写真貼付）ご持参下さい。

☎0594-82-7792
　　　　　　　　　　　  （採用担当）

10：00～15：00（休憩1h）
☆長い時間働きたい方も応相談

時間

時給

［休日］土・日・祝、GW・夏季・年末年始
　　　★他、平日も希望の曜日休めます!
［待遇］交通費支給、車通勤OK、服装自由

入社時期は
応相談♪

急なお休み
にも対応♪

嬉しい
土・日・祝
休み♪明るく笑顔で対応できる方大歓迎!

子育て中の方でも働きやすい♪

桑名・いなべエリア のあなたに合った勤務地で働けます
（複数あります）

給お問い合せ下さい。
岐阜県海津市南濃町／①③介護職員　②看護職員　④送迎ドライバー

■デイサービス・ショートステイ

パ正

［デイサービス］

④送迎ドライバー
　  （パート）

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

☎0584-56-1808
（担当）採用担当まずはお電話下さい!応募

ショートステイよもぎ

海津市南濃町
太田681（ ）デイサービスよもぎ

（ ）海津市南濃町
太田682番地1

養老線
石津駅
すぐ

☆働く時間帯は応相談
☆資格取得支援制度有! 
☆頑張り次第で短期昇給有!!

［デイサービス・ショートステイ］

見学や

お問い合せは

お気軽に

どうぞ♪

待遇

60代の方も活躍されております。
経験者の方は打ち合わせにより
給与・待遇等優遇いたします! 

①介護職員
（正職員※パートも可）

［デイサービス・ショートステイ］

②看護職員
（正職員 ※パートも可）

［ショートステイ］

③介護職員（夕方パート）
［時間］16：00～20：00

時 920円～
桑名市本町／調理職員

■地域密着型介護付き有料老人ホーム

パ

http://hc-support.com/

家事の延長で働けます♪

桑名市本町39

（ヘルスケアサポート株式会社）
ケアタウン九華介護付有料

老人ホーム

く は な

〈職種〉調理職員（パート）
ブランクのある方も大歓迎!年齢不問 扶養内勤務・WワークOK♪

☎0594-25-8556（担当／木村）

1

至名古屋 大
垣
共
立
銀
行

歌
行
燈

至
九
華
公
園

春日神社
至四日市

八間通
郵便局

柿
安
本
店

ココ
［休日］応相談 ☆週2日以上（勤務日相談致します）
［待遇］社会保険完備、交通費支給、ユニフォーム支給
［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参下さい。

朝の4時間のオシゴトです未経験
OK  

920円～時給 6：00～10：00時間

［仕事内容］施設入居者様の食事作り・片付け

時①②1,000円～ 月③280,000円～ ※早出・残業含む
ア正三重郡川越町・菰野町／①点呼事務業務 ②センター内作業員 ③ドライバー

■一般貨物運送業

株式会社 プライド物流
☎059-361-2071  FAX059-361-2072
［本社営業所］〒510-8121 三重県三重郡川越町高松969-2 ※その他詳細は面接時にご説明致します。

［応募］まずはお気軽にお電話ください。

長く働ける安定したお仕事です♪
未経験者も大歓迎!年齢・資格問わず歓迎♪

［休日］日曜、祝日、GW、お盆、年末年始 ［待遇］各種保険完備、資格取得制度、社員登用制度、交通費規定支給、車通勤可

①
②1,000円～

［勤務地］本社営業所（下記住所）
［時　間］16：00～21：00

［勤務地］みえ川越高松センター（下記住所）
　　　　または 
　　　　川越仮設センター
　　　　（川越町亀崎新田字新田39-2）
［時　間］8：00～17：00

①点呼事務業務
　 （アルバイト）

シニア歓迎

シニア
歓迎

②センター内作業員
　 （アルバイト）

急募

職種

時
給 ③280,000円～月

給 ※早出・残業含む

職種

［勤務地］本社営業所または 
　　　　菰野営業所
　　　　（菰野町神森字大連488-5）
［時　間］8：00～17：00
　　　　（多少の変動あり）

経験者
優遇

③ドライバー
　 （正社員）

職種

勤務日数
応相談

月 176,000円～264,000円以上
正員弁郡東員町／グレーチングの製造

■グレーチング製造

経

正社員募集！！

員弁郡東員町
大字筑紫263-7

☎0594-76-3091［応募］電話連絡の上、　　　履歴書（写真付き）ご持参下さい。

［時間］8：00～17：00（休憩1時間）
［休日］日・祝・GW、夏期、年末年始、
　　　他当社カレンダーに依る
［待遇］昇給年1回、賞与年2回、各種社会保険完備、
　　　有休有り、退職金制度有、交通費（規定）支給、
　　　制服貸与、各種手当有り

グレーチング
（側溝の蓋）の製造
鉄・ステンレスの加工
※詳しくはお問い合わせ下さい

職 種

176,000円～264,000円以上

年齢・経験
不問

給与（月給） 経験者優遇

入社日
応相談

株式会社 イズミ

（ ）

経月 260,000円～310,000円以上
正桑名市長島町／配管工

■業務用ボイラの設置・配管工事 等

正社員募集!
創業50年。

業界No.1の三浦工業（株）の
工事店で安定しています。

☎0594-42-1130桑名市長島町押付535-58

株式
会社ふじみボイラ技術研究社

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。（採用担当）※セールスはご遠慮下さい。

［資格］40歳以下（省令3号のイ）、要普免、高卒以上

［月給］260,000円～310,000円以上
［時間］7：30～16：30（休憩60分）
［休日］週休2日制（会社カレンダーによる）、
　　　GW、夏季、年末年始
［待遇］昇給年1回、賞与年2回、各種社会保険完備、
　　　交通費規定支給、作業服支給、車通勤可

職
種配管工

業務用ボイラの設置、
配管工事のお仕事です。
東海3県がエリアとなります。

☆未経験者も先輩社員が同行して
　丁寧に教えますのでご安心下さい!

■イオングループのコンビニ

時①1,000円～ ②873円～ ③1,100円～
アパいなべ市員弁町／コンビニスタッフ

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。（採用担当迄）

ミニストップ いなべ松之木店

コンビニスタッフ

［待遇］昇給有、交通費規定支給、雇用・労災保険有

いなべ市員弁町
松之木159-1

未経験スタートも大歓迎!シニアの方も活躍中!
1日3・4時間～、週2～5日で応相談!

職種 レジ・ファーストフード加工・
清掃等 ）

24時間
受付中

（

24H内の全時間帯で募集中♪
「平日のみ」、「土日のみ」OK!時間は自由に相談OK

0120-205-253

②9：00～22：00

　873円～
①6：00～9：00

　1,000円～
③22：00～翌6：00

　1,100円～

時間・時給

月 16.5万円～18.5万円
員弁郡東員町長深／フードサービス全般

■給食サービス業 HP：bb-kyushoku.com

正

6月20日
新規OPEN正社員募集

［月給］16.5万円～18.5万円　［休日］週休2日制
［時間］・5：30～15：00・9：30～19：00（シフト制）
［待遇］昇給年1、賞与年2、交通費（規定）、各種手当、社保完
［応募］まずは、お気軽にお電話ください。

四日市市栄町1-11☎059-324-6929
090-9949-4370（伊藤）

株式
会社ベイビーズブレス

フードサービス全般

員弁郡東員町長深勤務地

職種 老人ホームの厨房施設にて、お食事に携わるお仕事。
調理や盛付等を覚えてもらい、事業所全般の
運営のお手伝いをお願いしていきます。

OK

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（定期便・不定期便）

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　

給下記参照 経

パ正桑名市江場／介護職員・看護職員

■介護老人保健施設 toushinen.jp

東新苑介護老人
保健施設

［応募］まずはTELください。詳細はお問い合せ下さい

桑名市江場20（桑名消防署前）

☎0594-21-3113（担当/宮原）

ゆったりと落ち着いて働けます

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

①〈職種〉
介護職員

②〈職種〉
看護職員

給 

与

［正職員］月給240,000円～（諸手当含む）
［パート］時給950円
給 

与

［正職員］月給280,000円～（諸手当含む）
［パート］時給1,300円 ［資格］正・准看護師

入社時期は
相談に応じます!

賞与有!
（4.5ヵ月）

資格・経験による
優遇も有!

資格・経験による
優遇も有!

☆無資格・未経験OK

給下記参照
正三重郡朝日町／作業服・作業用品の販売

■ユニフォーム・作業服・作業用品 www.hayasiya-syouji.com/

経 急

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

職
　
種

勤
務
地

［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、通勤費規定支給

あさひ店三重郡
朝日町

（担当／広瀬・古川）
☎059-355-2600（代）
［応募］6月1日（月）AM9：00より受付。

正社員
募集!!

毎週土曜日
店舗定休日

月 

給
18万円～25万円
※前職給与・経験・実績により決定

話題のワークショップで
働いてみませんか!?

［A］

［B］

22万円～35万円

作業服・
作業用品の販売

（幹部候補）

（一般職）

《同時募集》ときわ店（四日市市東日野町）・鈴鹿店（鈴鹿市神戸）

W時平日1,000円 ★22時以降1,250円  土・日1,100円 ★22時以降1,375円
アパ弥富市稲元／フロント

■ホテル

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

新規オープン!!未経験者歓迎。心機一転したい、子供の手が離れた20～60代のあなたへ。
こんな時だからこそ一緒にがんばりましょう!

［時間］平日　9：00～17：00
　　　日曜17：00～24：00
［時給］平 日1,000円 ★22時以降1,250円
　　　土・日1,100円 ★22時以降1,375円
［待遇］交通費規定支給、制服貸与、車通勤可、社会保険完備
シングルマザーの方や子供の手が離れた方
Wワークの方など20～60代の女性活躍中!

1日3時間～OK

週1日～OK

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

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

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

弥富ホテル ヌク
全室天然温泉

コロナに負けるな!!頑張るあなたを応援!社保完備!!

ホテルはハードじゃなくて
ハートです!!

フロント内 

容
未経験者大歓迎!! 年齢不問

23

ココ

湾岸長島IC

ナガシマスパーランド

ファミリー
マート

稲荷西

至
桑
名

至
名
古
屋

揖
斐
川

木
曽
川

江口

伊勢湾岸自動車道

西
尾
張
中
央
道

3h～OK）

接客や簡単な調理・
電話対応などのお仕事（ ）

当店ホームページ

給下記参照
勤務地複数／職種複数

■葬祭業

パ正

経

［応募］まずは採用担当の携帯までお電話連絡の上、履歴書（写真貼付）ご持参下さい。 ※セールス電話はご遠慮下さい。
株式会社ブラウ・ローゼン 桑名市寿町3-70

［時間］9：00～17：00 ［待遇］社会保険完備、交通費規定支給、各種業務手当有
［休日］週休2日制（お好きな曜日で休みが取れます）、GW・夏季・年末年始 

パートさんも随時募集中! ［時給］1,000円 ※詳細はお問い合わせ下さい。

スタート ［職種］式典スタッフ
◎式典や設営のお手伝いを行う係です
月
給180,000円～200,000円

葬祭セレモニーに携わるお仕事です。

［職種］準担当
◎小規模な式典や出棺の担当

200,000円～250,000円月
給

［職種］担当補佐
◎式典補佐、寝台車、霊柩車の運転を行う

200,000円～250,000円月
給

［職種］担当
◎式典や出棺の担当を行う係です

250,000円前後月
給

［職種］主任補佐
◎セレモニーのプランナーとしての修練を行います

300,000円前後月
給

［職種］担当リーダー
◎多くの式典に携わり新人の育成も手がけます

300,000円前後月
給

［職種］チーフ
◎配車、スタッフの手配、備品の管理などをします

400,000円前後月
給

［職種］主任
◎セレモニープランナーとしてあらゆる相談にのります

400,000円前後月
給

［勤務地］桑名市・四日市市・いなべ市・海津市南濃町の各施設 ※希望を考慮します

世の中の情勢に左右されにくいお仕事です。
コロナの影響で失業された方や内定取り消しにあわれた方も大歓迎!
一から丁寧に教えますのでご安心下さい。
職種は経験・能力・希望等により下記の様にステップアップしていきます。

090-1093-6814 ☎0594-82-7790（採用担当／押川）

入社時期は応相談

男女共に未経験スタート歓迎!正社員
パート

経 急給下記参照
ア正勤務地複数／交通誘導警備

■交通警備業 三重県公安委員会認定 第55000165号

未経験
大歓迎!

《月給》

［応募］お気軽にご連絡下さい。ハローワークからも応募できますよ。

245,000円～
《日給》日勤10,000円～

夜勤13,500円～

①正社員

②アルバイト
週払い
応相談※実働

　8h以内

［時間］8：00～17：00〈夜勤の勤務もあります〉
　　　★勤務日相談に応じます
［休日］土日祝、GW、年末年始
［待遇］制服貸与、交通費規定支給、研修期間有、○正 のみ社保完

今がチャンス!
安定の警備業界で
お仕事しませんか!?

今がチャンス!
安定の警備業界で
お仕事しませんか!?

皆勤手当月1万円

四日市インター、四日市東インター、
鈴鹿インター周辺

交通誘導警備

《勤務エリア》

《職　種》

通勤手段の無い方も相乗りで現場まで行く手段もあります ◎直行もOK
18歳以上
（警備業法による） 資格

5万円！入社
祝金

正社員のみ（当社規定有）

三重トラフィックガード有限
会社

四日市方面

☎0595-98-4412（担当/伊藤）
四日市市平津新町480-31

〈本社〉亀山市南崎町741-3 山川ビル2C

☎059-336-5513（担当/根岸）

亀山方面

給下記参照
桑名市陽だまりの丘／職種下記参照

■美容院

経

ア正

［時間］9：00～18：00 ※［ア］シフト制（週2日～OK）
［休日］月、第2・3火、完全週休2日制（土日祝を除く）、冬季
［待遇］昇給あり、賞与年2回、雇用保険、労災保険、
　　　住宅手当、時間外手当、講習手当（年間2万円迄）、
　　　交通費規定支給、車通勤可、有休あり

090-1476-4171
桑名市陽だまりの丘8-1103

［応募］まずはお気軽にお電話ください。
　　　休日でも可。 （担当／丹羽）受付9：00～19：00

未経験者・ブランクが
ある方もOK♪

GARDEN NEW YORK 桑名店

職種 給与

スタイリスト
〈正・ア〉

アシスタント
〈正・ア〉

レセプション
（受付）〈ア〉

［正］月給18.5万円～50万円
　　　　＋各種手当
［ア］時給900円～
［正］月給16万円～
　　　　＋各種手当
［ア］時給900円～
時給900円～ 無資格で

OK!

無資格
でもOK!

土・日・祝
出勤できる方大歓迎!

共
通
項
目


