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■保険業

月約155,000円
正鈴鹿市・亀山市／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

約155,000円
※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

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

■学習塾

経給 60分（1コマ）1,020円
パア在宅／自宅でオンライン塾講師

www.every-smile.net

四日市市鵜の森1-7-8-2F四日市本校

［営業時間］平日…15：00～21：00、土曜…15：00～18：00 ［日・祝休］

☎059-336-5956
毎日個別塾 四日市 検索

［給与］60分（1コマ）1,020円 ※研修期間（20コマ）960円
［時間］17：00～21：00 ※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。※詳細は面談にて。

学生・主婦・Wワーク・退職された方・
シルバーさん、みんな大歓迎

自宅でライブ配信※指導方法の研修もあります。
　ご安心ください。勤務地

OK
経験者
優遇

生徒とPCもしくはスマホを介して授業します

自宅でらくらく♪ライブで配信個別

自宅でオンライン塾講師

■スーパーサンシ株式会社（ビルメンテナンス業）

時 880円
パ鈴鹿市算所／清掃員
急

［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!!

［勤務地］鈴鹿市算所2丁目5-1（ハンターSC内） ［時給］880円
［内　容］トイレの清掃・資源ゴミ回収・その他清掃業務
［時　間］7：00～11：30（休憩なし 4.5時間）
［勤務日］週5日以内勤務（曜日はシフト対応）
［待　遇］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

鈴鹿ハンターSCの
早朝清掃担当者さん（1名）

緊急
募集

職
種

■歯科

経月 16万円～25万円 時 900円～1,000円
パ正亀山市関町／受付・歯科助手

受付・
歯科助手

［勤務］応相談　［休日］週休2日

正

パ

［月給］16万円～25万円 ［時間］8：30～19：30
［待遇］社保完備、交通費規定支給、制服貸与、車通勤可

［時給］900円～1,000円
［時間］①8：30～13：00 ②14：15～17：15

急募

亀山市関町木崎字北野927-1
みずほクローバー歯科 ☎0595-96-3296（山本）応募

■名物大とんてきの店

時 1,000円～ （平日）900円～
ア鈴鹿市自由ヶ丘／配膳・清掃・調理補助

自由ヶ丘店自由ヶ丘店

配膳・清掃・
調理補助

土・日・祝アルバイト!!
学生さんも歓迎!!

鈴鹿市自由ヶ丘4-7-28 ☎059-374-0565（担当/キヒラ）

［時給］1,000円～ （平日）900円～
［時間］11：00～14：30又は
　　　16：00～20：30（応相談）
［待遇］エプロン貸与、昇給有、
　　　まかない付、車・バイク通勤可
［応募］お気軽にお電話下さい。水曜日は定休日です。

受付時間
9：00～11：00又は16：00～17：00〈 〉

﹇
職
種
﹈

月①②230,000円～ 時③950円
パ正鈴鹿市・亀山市／①②収集運搬及び仕分け ③事務

■事業所ゴミの中間処理場

業務拡張につき従業員募集!

☎059-374-4444鈴鹿市上田町
北火之坪192-2

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）でお越し下さい。

（採用担当）

［時給］950円　［休日］土曜、日曜、祝日
［時間］9：00～15：00（月末は少し延長あり）
［待遇］交通費規定支給、制服貸与

◎働きやすい時間帯です!
〈職種③〉事務作業※請求書作成など（パート）

［資格］大型自動車免許
［月給］230,000円～（試用期間3ヶ月は時給1,000円）
［時間］8：00～17：00 ［休日］土曜、日曜、祝日
［待遇］社会保険完備、交通費規定支給、退職金制度、制服貸与

◎資格や経験を活かしてみませんか!

［勤務地］①③鈴鹿市上田町 ②亀山市野村町
〈職種①〉産業廃棄物の収集運搬及び仕分け作業（正社員）

［月給］230,000円～（試用期間3ヶ月は時給1,000円）
［時間］8：00～17：00　［休日］週休2日（シフト制）
［待遇］社会保険完備、交通費規定支給、退職金制度、制服貸与

〈職種②〉一般廃棄分の収集運搬
　　　　及び仕分け作業（正社員）

給下記参照
鈴鹿市高岡町／介護職員

■介護事業 サービス付き高齢者向け住宅

パ正

メディカルステイ 鈴鹿の華
鈴鹿市高岡町2686

［応募］お気軽にお電話下さい。

未経験の方やブランクのある方もしっかりサポートします！！

介護スタッフ募集！！

☎059-384-8739［担当］古市［時間］9：00～18：00

［職種］①介護職員（正社員）
21万円～（手当含む） ※夜勤4回の場合月額

［資格］初任者研修（旧ヘルパー2級）以上
［時間］（日勤）　7：00～18：30（8h勤務 シフト制）
　　　（夜勤）17：00～翌9：00（2hの仮眠休憩有り）
［休日］週休2日
［待遇］昇給有り、賞与年2回、各種社会保険完備
※入居者30名、夜勤は職員2人体制です。

［職種］②介護職員（パート）
（初任者研修）916円～ （介護福祉士）950円～時給

［資格］初任者研修（旧ヘルパー2級）以上
［勤務］週3～5日
［時間］7：00～18：30（8ｈ勤務 シフト制） 

★シフト応相談

急時1,250円～1,563円
派鈴鹿市平田町／リフト作業

［時間］①6：15～15：15 ②14：45～23：45
［休日］土日祝（企業カレンダーによる）、
　　　ＧＷ・夏季・年末年始の長期休暇あり
［待遇］社保完、作業服貸与、交通費規定支給、食堂利用可、有給休暇
［応募］まずはお気軽にお電話ください。

時
給

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.］
332005037

1,250円～1,563円
鈴鹿市平田町

土日祝休みで高時給！！
大手メーカーでの
長期安定の
お仕事です!!

仕事
内容

勤務地

リフト作業
（要フォークリフト免許） 夜勤のない

お仕事です!

2交替勤務の
お仕事です♪

急日 7,500円（深夜手当含む）
契鈴鹿市内／警備員

■警備保障・貨物輸送・旅客運送・旅行業総合建物管理業・人材派遣業

［本社］名張市東田原2175番地 ［中南勢営業所］津市島崎町235番地

株式会社メイハン

大手スーパーでの
夜間常駐警備員募集

定年退職された方や
年金受給者さんも活躍中!!
幅広い年代の方が在籍中

［応募］まずはお気軽にお電話ください。（担当／川瀬・古川）
　　　面接は中南勢営業所にて行います。

［時間］22：00～翌5：00　［休日］シフト制
［待遇］交通費規定支給、制服貸与、社会保険加入可

勤務地 鈴鹿市内の大手スーパー
日　給 7,500円（深夜手当含む）

☎0595-65-6211

☆週3～4日のシフト制
☆津市内にも勤務地あります

急時 900円
パ四日市市石原町／工場内清掃

■総合物流業 【URL】http://www.shin-ei-d.co.jp

（担当／木﨑）
☎059-345-25310120-882-531

杉栄開発 株式会社 四日市市
石原町1番地

シン　エイ

［時間］6：30～14：30　［休日］土・日・祝
［待遇］制服貸与、車通勤可、交通費支給（当社規定）、
　　　有給休暇有、インフルエンザ予防接種（会社負担）、
　　　従業員とその家族も利用できる福利厚生、
　　　永年表彰等あり
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

未経験の方・近隣の方、大歓迎!

900円時
給

勤
務
地
四日市市石原町

急募

40代
～60代の方も活躍中!
〈職種〉

事務所内
の清掃、
トイレ掃除
など

急給

パ正四日市市内／①事務 ②配達 ③洗浄

■ランチサービス

下記参照

③食器の洗浄（パート）

［時間］13：00～17：00
［休日］土・日・祝日

880円時給

職種

②弁当配達（パート）

［時間］8：00～15：00
［休日］日曜日・祝日

1,000円時給

職種

株式
会社港屋 四日市市浜旭町1

（塩浜街道沿）

☎059-345-1491［応募］まずはお気軽に
　　　お問合せ下さい。

正社員・パートさ
ん募集!!

①一般事務員（正社員）

［時間］8：00～17：00
［休日］日・祝日（土曜日は月2回）

160,000円～月給

職種

月 30万円～42万円
亀山市関町／食品の店舗への配送

■貨物運送業・倉庫業

経

正

地場～近距離の食品の
店舗への配送（配送エリア：三重県、奈良県）

食品配送ドライバー募集

入社祝金あり
［7t・10t］8万円
［ 4 t ］4万円

未経験からのスタートも大歓迎!!
衣食住の『食』に関わる配送だから
業績は安定!!なが～く勤めて頂けます♪

［資格］中型免許以上 ［休日］月6日～9日※希望をお聞かせください
［時間］（　4t　）3：00～12：00・　4：00～13：00
　　　（7t・10t）3：00～12：00・14：00～翌1：00
※残業あり ※コースにより異なる ※シフト制（1時間程度前後あり）
［待遇］昇給有り、賞与年2回、各種社会保険完備、確定拠出年金
　　　交通費規定支給、無事故・乗務・家族手当、他

職　種

月収例
（　 4t　 ）30万円～36万円
（7t・10t）35万円～42万円

（規定あり）

関センター

☎0595-96-3866
亀山市関町市瀬1-1（オークワ関物流センター内）

［応募］まずはお気軽にお電話ください
　　 （担当／山根・辻）

◎勤務開始日応相談
◎大型免許取得支援制度有
リフト免許なくてもOK！
台車でラクラクスイスイ作業

《構内作業員（正社員）も同時募集》

事業所
見学
OK!!

時 1,070円 月給例：160,500円～
鈴鹿市岸岡町／病院内サポートスタッフ

急

派

■医療・介護のアウトソーシング https://www.m-care.co.jp

病院内サポートスタッフ 

［時間］8：30～17：00（実働7.5h）
［休日］土・日・祝
［待遇］社保完備、給料前払い制度、資格支援制度、
　　　車通勤可、制服貸与、食堂利用可、
　　　出張面接OK（土日面接OK）、交通費規定支給

勤務先▶鈴鹿厚生病院 鈴鹿市岸岡町
589-2

株式会社ルフト・メディカルケア

病院内サポート
スタッフ急募！！

完全週休2日制!!キレイな病院でのお仕事♪

三重オフィス 津市大門6-5 大樹生命津ビル2F

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。（受付 9：00～）（担当／久保）
0120-074-816夜間

・
土日☎059-273-5556

1,070円時給

職種

月給例：160,500円～
（月20日勤務の場合）

※ケア業務はありません。
患者様の衣類の仕分け、
シーツ回収など室内清掃、入浴準備（ ）

■社会福祉法人 http://www.mie-reha.jp/

給下記参照
津市内／支援員・看護師

経 急

正

（支援員・看護師）（支援員・看護師）◇ 令和3年4月1日採用予定 ◇

7/7（火）
職場見学会を開催

参加ご希望の場合、
電話でお申し込みください。

［受験資格］昭和36年4月2日以降に生まれた方

［給 与 例］支援員：大学新卒初年度例238,000円（手当含む） 
　　　　　看護師：33歳看護経験有り初年度例270,000円（手当含む）
［休　　日］4週8休、年間126日（Ｒ1年度実績）
　　　　　＋夏季休暇5日＋有給休暇（年間20日付与）等
［待　　遇］夜勤手当（8,000円／回）、資格手当、扶養手当、住居手当、
　　　　　通勤手当等、賞与年3回（ 年間4.45月＋3月賞与）、社保完備

①募集人数／支援員・看護師ともに若干名
②採用試験／試験日：令和2年8月1日（土）8：45～　③会場／三重県身体障害者総合福祉センター
④応募方法／応募締切：7月15日 17：15必着　履歴書及び最終学歴の卒業証明書又は卒業証書の写し
　　　　　　（看護師は看護師免許証の写し）を法人事務局へ持参又は郵送してください。

障がいのある方の生活全般を支援する
お仕事です（看護師は看護業務）

三重県いなば園または
三重県身体障害者総合福祉センターの
いずれか

勤務地

仕事
内容

詳細は
ホームページで

ご確認ください
。

社会福祉法人三重県厚生事業団
☎059-233-4789

〒514-0113
津市一身田大古曽
670番地2

　応募・問い合わせ先

事務局総務課 （受付/平日8：30～17：15） 募集の詳細はこちら

三重県厚生事業団三重県厚生事業団
令和3年度 正規職員募集

時 950円～1,188円
紹鈴鹿市道伯町／セルフガソリンスタンドの監視業務

■職業紹介事業許可番号 13-ユ-300060 詳しいお仕事の内容はコチラ

60歳以上の方積極採用中!

[時間]A.6：30～15：30 B.14：00～23：30 C.22：30～翌8：00※3交替ローテーション制（全てのシフトできる方） ※全シフト休憩あり
[資格]危険物乙種第4類の資格が必要です ※70歳迄（定年制） [待遇]交通費規定支給、雇用保険加入、制服貸与、有給休暇、車通勤可、カード入会報奨金有

フレスポ鈴鹿(         )

950円
（月13日勤務

の場合）

22：00

～

翌5：00

110,200円
月収例

時
給

1,188円
力仕事
なし！ 
給油業務
なし！ 室内(冷暖房完備)からモニターでの監視作業が

メインです！乙4資格があれば未経験でも大丈夫!

鈴鹿市
道伯町2554

勤務地

[応募]まずはお気軽にお電話下さい。☆面接は現地で行います☆

トコスエンタプライズ株式会社
(受付：月～金（祝日除く）9時～17時)大阪府大阪市西区西本町2-5-28　コスモ西本町ビル301号
0120-128-400

コスモ石油 セルフピュア

時 1,000円～1,200円
正パ鈴鹿市算所町／調理師又は栄養士・保育士

■保育園

経

令和2年7月1日
リニューアル
鈴鹿オープン!!

1,000円
 ～1,200円

時
給

［資格］調理師資格 又は栄養士資格　［休日］土・日・祝日、他（但し7週間に1回土曜日出勤あり）
［時間］Ⓐ8：00～17：00（週5日勤務・特別手当あり） Ⓑ9：10～15：20（週5日勤務）

調理師又は栄養士
（パート・2名）

（経験・能力により優遇）

両園にて保育士（正規・パート）
2名同時募集
〒510-0954
四日市市采女町916-1
（市立内部小学校南隣）内部ハートピア保育園

社会福祉法人　志生会〒513-0805
鈴鹿市算所町
563番3ハートピア保育園

社会福祉法人　志生会

☎059-381-1555 ☎059-347-1577ホームページ御覧下さい！

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。すぐ働ける方のご応募も歓迎します。

■施設管理

時 873円
パ鈴鹿市内／①守衛・雑務 ②駐車場管理

年齢・経験問いません！
まずはご連絡ください！

株式会社 ベルクリーン 鈴鹿市安塚町
667-7

［時給］873円 ［休日］シフト制
［待遇］交通費規定支給、休日手当別途あり

［職　種］②駐車場管理 ［時間］7：30～17：00の間で応相談
［勤務地］鈴鹿中央総合病院（鈴鹿市安塚町1275-53）

［時間］8：30～17：00　

☎059-382-9577〈担当〉山際
［応募］まずは気軽にお電話下さい。面接日時を設定します。

①守衛・雑務（基本1人仕事です）
〈まずは守衛からお願いします。後に雑務（平日）も加わります〉

職　種

鈴鹿厚生病院（鈴鹿市岸岡町589-2）勤務地

共 通

■物流業務請負

急時 1,200円～
ア鈴鹿市国府町／送迎運転手

www.ast-grp.co.jp

☎059-370-9545（担当／加藤・松原）
［応募］まずはお気軽にお電話ください。

鈴鹿市国府町
3359-3株式会社 アスト

［時間］AM3：00～
　　　（2時間程度～）
　　　他の時間帯も応相談

送迎運転手さ
ん募集！！

仕
事
内
容

マイクロバス等にて
従業員さんの
送迎をして頂きます。

鈴鹿市～津市内等

﹇
時
給
﹈1,200円～

学生アルバイトさんの送迎です♪
送迎エリア

土日のみでも可
■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

■ハウスクリーニング業務

時 900円
アパ鈴鹿市南玉垣町／清掃スタッフ
急

鈴鹿市南玉垣町6973
（R23沿 三重銀行南玉垣支店様隣り）

株式会社ベスト
ダスキンサービスマスター
☎059-383-9406

［時給］900円  ［時間］8：00～17：00
［待遇］交通費規定支給、ユニフォーム貸与、車通勤OK
［応募］お気軽に下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。

職種 仕事
内容清掃スタッフ

★週1日～2日の勤務でもOK！
★土・日だけの勤務でもOK！
★WワークOK

簡単な清掃の
お仕事です

時 1,000円～
パ亀山市小野町／朝食スタッフ

■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）

［時給］1,000円～
［時間］朝5：00～10：00
［待遇］交通費規定支給、
　　　有給休暇、試用期間3ヶ月有

朝食バイキングの調理や、
料理の補充、片付け等、
どなたでも出来る簡単な
朝食準備のお仕事です。

内  容

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

レストランの朝食スタッフ

急募!

週3～5日
で応相談

幅広い
年代の方
 活躍中！

未経験
歓迎♪

時 950円～1,000円
鈴鹿市・亀山市、他／保育士

■派24-300502、24-ユ-300241

パ派

W

☎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

［時間］9：00～15：00・9：00～16：00・14：00～19：00 等
　　　7：00～20：00の間で1日3時間～応相談 
［休日］土日祝、年末年始、GW、お盆休みなど他希望日 
［待遇］交通費、雇用・労災保険、有休、フルタイムは社保完

★週2～3日の勤務も可能
☆午前のみ・午後のみでも可
★扶養範囲内OK
☆未経験者OK　☆ブランクOK 
★残業・休日出勤なし

勤務開始日ご相談下さい

時給950円～1,000円

私立保育園
認定こども園など

保育士

勤務地

職種 パート

同時募集 保育士フルタイム

交通費
別途
支給

＋

［時間］9：00～17：00 他応相談

要保育士資格

勤務前に保育園の
見学可能♪

急時1,150円～1,438円
派鈴鹿市平田町／カゴ車の運搬作業

［時間］①6：15～15：15 ②14：45～23：45
［休日］土日祝（企業カレンダーによる）、
　　　ＧＷ・夏季・年末年始の長期休暇あり
［待遇］社保完、作業服貸与、交通費規定支給、食堂利用可、有給休暇
［応募］まずはお気軽にお電話ください。

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.］
332005036

仕事内容 カゴ車の運搬作業
カンタン作業♪

大手企業で安心！！

時　給

勤務地 鈴鹿市平田町

1,150円～1,438円

夜勤のないお仕事です！
2交替勤務のお仕事です♪

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 ※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、ブランクのある方もOK!
車好きな方特に大歓迎!!

月 20万円以上
正鈴鹿市寺家町／職種下記参照

■屋根・外壁の工事 等

［月給］20万円以上 ★年齢･経験をしっかり考慮します!
［時間］9：00～18：00 ※早出･残業の場合あり
［休日］土日祝 ※会社カレンダーあり
　　　〈その他〉GW､年末年始､お盆､有給
［待遇］昇給年1回､賞与年2回､制服貸与､社会保険完備､
　　　交通費規定支給､健康診断､社員旅行､
　　　各種手当(家族･住宅･資格)､資格取得支援制度､
　　　各種社内イベント多数あり！
　　　※研修期間6ヶ月あり(入社～3ヶ月は各種手当の支給なし｡
　　　　その後の3ヶ月は同条件｡)
［応募］採用担当までお電話下さい。

ハウスメーカーや工務店様と職人さんの､
架け橋としての役割をお任せします｡

ハウスメーカーや工務店様から送られてきた図面をもとに､
職人さんと打ち合わせを行います｡現場は主に東海三県で､
施工管理として屋根･外壁工事に携わることに｡
施工期間は1日～1ヶ月程度と様々ですが､入社後は先輩と
一緒に簡単な案件から覚えていけるので安心です！
★マニュアル･研修制度が充実で未経験者も安心！
★月1回の安全･技術向上関連会議あり！

☎059-388-2022
鈴鹿市寺家町字池戸1431-1

株式会社ルーテック･サクライ

《創業87年》の
老舗企業で
働くチャンス！
休日はしっかり土日祝(長期休暇あり)で､
待遇も充実の仕事が未経験からOK！

未経験の方も大歓迎!初挑戦を応援します!
※高卒以上､要普通免許(AT不可)､PCで文字入力できる方
★現場経験者はもちろん歓迎！即戦力としてご活躍頂けます！

○人と話すのが好きな方
○自分の考えで仕事を進めるのが好きな方
○施工管理技士の資格をお持ちの方

こんなあなたに
オススメです

仕事
内容月 25万円以上も可

正鈴鹿市御薗町／工場内でのカンタンな作業

■農産機器販売修理、業務請負

☎059-372-0323
［応募］まずはお気軽にお電話にてお問い合わせ下さい。
　　　（受付8：30～17：00）

［時給］1,350円
［休日］日曜日、他カレンダーによる
［時間］①　6：30～15：00 
　　　②15：00～23：30
　　　③　8：00～16：30
［待遇］各種保険完備、交通費支給、制服貸与、
　　　3ヵ月試用期間有り
※その他詳細は面談時にご説明いたします

勤
務
地
御薗工業団地内
※当社から2分くらい

25
※作業による

月
収

正社員急
募!

増産にともない
工場内での
カンタンな作業

万円
以上も可

5名!

※実働7.5時間

定年が70歳で30代～50代のスタッフが多数活躍している職場です!

職 

種

）

有限会社 宮﨑商会
鈴鹿市御薗町5322-2

◎空調完備の快適な環境でのお仕事です
◎高齢の方も大歓迎!  ◎資格不問!ポイント！

〈仕事内容〉半導体とソーラーに使用する
　　　　　シリコンをハンマーで破砕するお仕事

給ⓐ1夜勤19,000円 ⓑ1夜勤18,000円
パ鈴鹿市内／夜勤介護職員

■介護事業

経 急

有料老人
ホーム さと和の家 鈴鹿

夜勤介護職員（パート）

［資格］初任者研修以上 ［勤務］週1日～OK
［待遇］昇給年1回、各種社会保険完備、
　　　交通費支給、制服貸与

（鈴鹿市野町中2-22-12）

☎059-389-6614（担当／伊藤）

新しい仲間を大募集!

［時間］18：00～翌9：00［時間］17：00～翌9：00

［給与］1夜勤

18,000円
［給与］1夜勤

19,000円 

勤務地

職 種

ⓐ ⓑ

［応募］まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
さと和グループ

http://www.anjyu.co.jp /詳しくはコチラ

経給下記参照
パ正鈴鹿市・津市／①事務員 ②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

［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。

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

正規職員

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

［月給］155,000円～180,000円
［時間］8：30～17：30
［休日］4週8休　［待遇］賞与年2回

②介護職員 利用者様の日常生活の介護のお仕事職種

①事務員（正規職員）職種

祝金
最大30万円支給

※規定有

［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）
※勤務曜日は固定でもOK!
　（土曜・祝日の休みも可）

★入社開始日ご相談に応じます！今がチャンス！「安定」の「福祉業界」でお仕事しませんか！

デイ
サービス

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

無資格・
未経験の方も
大歓迎！

経給下記参照
正鈴鹿市内／職種複数

■一般貨物自動車運送業・倉庫業

［資　格］中型自動車免許（8t限定可・AT限定不可)
［月収例］184,000円～（各種手当含む）＋残業代
［時　間］5：00～14：00

本社営業所（鈴鹿市地子町）
Ⓔ2tトラックルート配送ドライバー（正社員）　

［内容］大手家電メーカー製品の販売店へのルート配送業務

職種
勤務地

若手ドライバー・女性ドライバー活躍中

［資　格］中型自動車免許（8t限定可・AT限定不可)
［月収例］194,000円～（各種手当含む）＋残業代
［時　間］①5：00～14：00 ②14：00～23：00（24：00）
　　　　※1週間単位の交替勤務

本社営業所（鈴鹿市地子町）
Ⓕ4tトラックドライバー（正社員）

［内容］

職種
勤務地

http://www.toruki.co.jp

［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105日
［待遇］賞与有（年2回）、社会保険完備、退職金制度あり、家族手当、精勤手当、各種資格手当、表彰・褒賞制度、
　　　制服貸与、社宅制度、免許取得支援制度、育児・介護休業制度、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

正社員
共通

［月収例］170,000円～＋残業代
［時　間］①5：30～14：30・14：30～23：30 
　　　　　※1週間単位の交替勤務
　　　　②8：00～17：00

トラックで運ばれた製品を指定された場所に配り、
空になった台車を引き上げる作業です。

①鈴鹿市平田町 ②鈴鹿市伊船町
Ⓒ構内作業員（正社員）

［内容］

職種
勤務地

［資格］普通自動車免許（AT限定可）
［給与］月収例18.9万円 ［時間］7：00～17：00（残業込み）

本社営業所（鈴鹿市地子町）
Ⓑ1tトラックドライバー（正社員）

［内容］中勢・北勢地区のオフィス用品の配送業務です。

職種
勤務地

［月収例］240,000円～
［時　間］8：00～18：00（残業込み）

Ⓐ管理候補者
ドライバーの運行管理者として出庫（帰庫）、
車両管理、配車業務 等

［内容］

職種 本社営業所（鈴鹿市地子町）勤務地

夜間の店舗配送業務です!
ドラッグストア店舗への配送業務となります

本社営業所（鈴鹿市地子町）
Ⓓ4tトラックドライバー（正社員）

［内容］

職種
勤務地

［資　格］中型免許（8t限定可、AT限定不可）
［月収例］30万円～40万円（各種手当含む）
［時　間］19：30～翌7：30（残業込み）

大手自動車メーカーへの定期納入便業務です。
自動車部品（ハーネス）が積まれた台車を
納入先へ届け、空台車を積み戻る便です。

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

正社員募集!!正社員募集!!
積極採用中!今がチャンス!!
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＼＼三重のオシゴトなら／／

急時1,250円
派鈴鹿市国府町／リフト作業

日勤・土日祝休みの
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.］
3320050380120-933-926

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

リフト作業

1,250円時給

仕事
内容

［勤務地］鈴鹿市国府町
［時　間］8：00～17：00［実働7時間55分］
［資　格］フォークリフトの実務経験のある方
［休　日］土日祝（企業カレンダーによる）、
　　　　夏季、年末年始、GW
［待　遇］社保完、交通費規定支給、作業服貸与、
　　　　食堂利用可、有給休暇

大手メーカーでの長期安定のお仕事です！
リフト作業が好きな方にオススメ♪

給下記参照
正鈴鹿市三日市南／建築板金職人

■建築板金施工

建築板金職人

鈴鹿市三日市南3丁目2番36号
森井板金工業株式

会社

☎059-383-4154（担当／稲垣まで）
［応募］下記までお気軽にお電話下さい。

［時間］8：00～17：00（現場により変動することがあります）
［給与］①〈見習い〉200,000円～
　　　②〈経験者〉300,000円～
　　　②は（技能レベルに応じて上乗せあり）
［休日］日曜、隔週土曜、盆、年末年始、5月連休有
［待遇］社会保険完備、交通費支給、
　　　海外研修旅行あり（年1回、全額会社負担）

社宅あり
※早い者勝ち年間休日105日

事業拡大につき、

一生食べていける技術を身につけたい!!
森井板金工業は、そんなあなたのための会社です。

賞与年2回

正社員
大募集!!

職種

月 17万円～25万円
津市高茶屋小森町／電気工事士

■電気工事

経
正

［時間］8：00～17：00 
［休日］土・日（出勤の可能性もあり）
［待遇］各種社保完備、
　　　交通費規定支給
［応募］まずはお気軽にお問合せ下さい。

090-2187-3099
津市高茶屋小森町1396-6
井上電気機械設備

17万円～25万円
※日給でも可

職種

月給

電気工事士

幅広い年代の方に
活躍して頂けます!
経験のある方
優遇

未経験の方も
歓迎
勤務開始日は
柔軟に
対応します

W月 3万円～5万円程度
パ鈴鹿市内／配達スタッフ

■乳製品宅配事業

配達
地域 鈴鹿方面

☎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／山田）

月収例 3万円～5万円程度
時　間

毎週火・金
週2日の
お仕事!!

《ご当地限定!!》
朝の乳製品配達スタッフ

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。

一度、事務所に商品を
取りに来てから
配達に向かいます

時 900円～
派亀山市・四日市市／職種下記参照

■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・ピッキングなど

［勤務地］亀山IC近く又は四日市市河原田

［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3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）

■交通警備業 三重県公安委員会認定 第55000165号

急時土日祝1,800円～
パア亀山市野村町／清掃や雑務、動物のエサやりなど

［応募］お気軽にご連絡下さい。

三重トラフィックガード有限
会社

仕
事
内
容

時
給

交通誘導警備 北勢エリア～南勢エリアの各所

☎0595-98-4412（担当/伊藤）
〈本社〉亀山市南崎町741-3 山川ビル2C

亀山方面

事務所スタッフ募集!!
2時間勤務で時間帯応相談♪

同時募集

清掃・雑務・
フクロモモンガの
エサやり

土日祝1,800円～

W 急時 1,000円
パ鈴鹿市・津市／清掃

女性
活躍中

■清掃業

津市久居新町
635-12株式会社 楓クリーナー

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

［時間］8：30～14：30頃
［待遇］車通勤可、制服貸与

鈴鹿市・津市内 3ヶ所の工場・事務所等
（1日で3ヶ所を廻ります）

1,000円時給

勤務地

職　種 事務所（共用部）やトイレなどの清掃
未経験OK! 
移動中も時給が
つきます!

急募!!
平日の月2回だけの
お仕事です!

■一般貨物自動車運送事業

月①300,000円～ ②220,000円～
鈴鹿市・津市／①LPガス配送員 ②LPガス点検員 正

経 急

［応募］下記までお気軽にお電話下さい。（無資格の方もご相談下さい）

マルイ運送株式会社
本社／津市出雲本郷町1805-140

☎059-234-7785 6/1（月）10時より
電話受付します

［勤務地］鈴鹿（営）

［月 給］300,000円＋実績給

［資格］LPガス保安業務員資格以上
［時間］8：00～17：00（基本） ［休日］日・祝 他当社規定日
［待遇］各種社会保険完備、交通費支給、制服貸与、昇給年1回、
　　　賞与年2回（入社後半年以上対象）、試用期間有

正社員募集
①LPガス配送員

［勤務地］鈴鹿（営）・津（本社）

［月 給］220,000円＋実績給
②LPガス点検員

共
通

（要中型免許）

（要普通免許）

自動車免許取得

3年以上の方

月 220,000円～300,000円（経験・能力による）
正鈴鹿市白子町／清掃スタッフ

■特殊清掃業

未経験者でも経験を積み、着実にスキルを身につけて国家資格や大型免許取得をバックアップします！！

☎059-386-1093
鈴鹿市白子町3212-1

［応募］お気軽にお電話下さい
株式会社朝日工業

清掃スタッフ募集!
今がチャンス! 積極採用中!! 在職中の方は勤務スタート日応相談!

工場内の設備メンテ、下水道テレビカメラ調査及び補修・洗浄、
特殊車両を使用した一般道路の路面清掃など

月　　給

仕事内容

［資格］要普通免許（AT限定不可）　［時間］8：00～17：00  ［休日］月6日（会社カレンダーに準ずる）、GW、夏季休暇、年末年始
［待遇］賞与年2回、昇給年1回、各種社会保険完備、交通費支給、制服貸与、家族手当、職務手当、残業手当、皆勤手当、無事故手当、資格手当

220,000円～300,000円（経験・能力による）

未経験
OK

寮あり 高待遇！！

創業54年
地域の環境を守る会社

給下記参照
アパ正勤務地複数／警備員

■警備業

［時間］
8：00～17：00

勤務地

日　給

◎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!!

①9,000円～10,000円
②8,100円～10,100円

18万～24万円34万円以上!!今年の
最高月収 平均月収

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

ガス管工事の交通誘導も募集中!（桑名・四日市・名古屋）
［休日］日曜＋隔週土曜 ★2級資格者は優遇!!

［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

①四日市・桑名 ②津・松阪・伊勢 愛知県知多市
交通誘導警備 約3年間 毎日仕事あり職種交通誘導警備職種

勤務地

［時間］8：00～17：00
日給 一般9,500円 有資格者10,500円
［時間］8：00～20：00（残業3H）
日給 一般13,900円 有資格者15,400円

☆1日からでもOK ☆高速、交通費全額支給

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

入社祝金
万円
支給!!30

※当社規定あり

入社祝金
万円
支給!!30

※当社規定あり

30名
大募集!!

時Ⓐ1,000円（高校生時給950円） Ⓑ900円
パア四日市市高角町／食品製造（具材盛付作業）

■うどん・そば総合メーカー

中京事業所
〒512-0923 四日市市高角町矢合2607-2
（本社／奈良県大和郡山市西町123-6）
［応募］まずは、お気軽にお電話下さい。 ☎059-326-1214（代）（採用担当迄）

◎受付・お問い合わせ（受付時間…毎日9：00～18：00）

地元で働きたい方オススメ!
Ⓐ期間アルバイト（6月～9月）

Ⓑパートタイマー

［時給］1,000円（高校生は時給950円） ※③深夜手当別途支給  ［資格］18歳以上 
［時間］①10：30～19：30 ②17：00～22：00 ③18：30～翌3：30 ［休日］週休2日（交替制）
［待遇］車通勤可、制服貸与、通勤費支給（当社規程による）、社内販売制度有

［時給］900円 ※②深夜手当別途支給 ［資格］高卒以上
［時間］①10：30～19：30 ②18：30～翌3：30 ［休日］週休2日（交替制）
［待遇］車通勤可、社会保険完備、昇給有、年2回一時金有、制服貸与、
　　　通勤費支給（当社規程による）、有給休暇制度有、社内販売制度有、社員登用制度有

食品製造（具材盛付作業）職種

日・祝勤務
可能な方

給下記参照
パ正鈴鹿市・亀山市／介護・看護・ケアマネ・送迎

■まごころ介護

経

問
合
せ
先

※部屋数全28室（戸）

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

☎059-380-4570
有限会社 優

鈴鹿市東磯山2丁目9-1

[鈴鹿事業所] 優の里 ロイヤル
又は☎059-380-5107（法人本部）

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

☎0595-84-3111
有限会社 優

亀山市椿世町201-1
［亀山事業所］優の里デイサービスセンター 亀山

☎059-380-5107（法人本部）又は

［職種］①夜勤専属
［時間］16：30～翌9：30

［月収］250,000円～
※公休希望日受付可※有休あり

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
介護補助員募集

年齢不問

［時間］（A）8：00～10：00 ［時給］1,200円
　　　（B）16：00～18：00 ［時給］1,000円
※月曜～日曜(勤務日相談可）※有休あり

②デイサービス 介護職員
［時間］8：30～17：30

［月収］220,000円～
※毎月9日間公休(日曜定休日含む)※有休あり

﹇
職
種
﹈

③サ高住の介護 補助員
﹇
職
種
﹈

④デイサービス 介護職員
﹇
職
種
﹈

※夜勤2回
　1日休み
　シフト

※資格なし可
(月収190,000円～)

※未経験者、親切丁寧に
　ご指導いたします。

［時間］8：30～17：30

［月収］240,000円～
※毎月9日間公休
　(日曜定休日含む)
※有休あり

［時間］8：00～18：00

［月収］235,000円～
※公休希望可
　土日一部休み
　希望可

［時間］9：00～18：00

［月収］245,000円～
※毎月9日間公休(日曜定休日含む)※有休あり

優の里 デイサービスセンター
亀山・亀山事業所
ヘルパー・

ケアマネ募集
年齢不問 ②ホームヘルパー(訪問介護員) ②ホームヘルパー(訪問介護員) 

［時間］（A）　8：00～10：00
　　　（B）16：00～18：00
※月曜～土曜(日曜定休日・勤務日相談可）※資格なし時給900円

［時給］

1,200円
﹇
職
種
﹈

①ケアマネジャー
﹇
職
種
﹈

③デイサービス 送迎専従
﹇
職
種
﹈

［職種］④デイサービス 看護・介護職員
［時間］8：00～18：00

［月収］275,000円～
※毎月9日間公休(日曜定休日含む)※有休あり

HP2級以上
有資格者（ ）

看護師
有資格者（ ）

HP2級以上
有資格者（ ）HP2級以上～

介護福祉士有資格者（ ）

介護福祉士
有資格者（ ）HP2級以上

有資格者（ ）

（ ）

経

正四日市市南小松町／製造

■発泡スチロール製食品容器の製造

月 165,000円～250,000円

仕事
内容
発泡スチロール成形機の
オペレーター業務です。

職種 月給製造（正社員） 165,000円～250,000円

☎059-328-2100※その他、詳細は面談時にご説明します
［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）カネカ中部スチロール株式会社

在職中の方は勤務スタート日ご相談に応じます
☆未経験の方歓迎！☆

［資格］要普免（AT限定可）、年齢18歳～45歳迄
　　　※（省令2号）深夜勤務の為、（省令3号のイ）キャリア形成の為
［時間］8：00～16：30・16：30～翌1：00 ※交替制
［休日］日曜、祝日、土曜（会社カレンダーによる）、
　　　夏季、年末年始休暇
［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

給［収入］生徒数により異なります、各種援助制度あり
他三重県全域／公文式教室の指導・運営（算数・数学、英語、国語）

■教育・教室運営

津市羽所町700 アスト津10F

0120-834-414 受付時間/9：30～17：30
【土・日・祝日を除きます】

公文教育研究会 津事務局

くもんの先生になりませんか

［応募］まずは説明会にお越しください。 説明会予約はホームページ、お電話からお気軽にどうぞ。

検索くもんの先生◆詳しくはWEBで

特別な
資格は
不要です仕事 公文式教室の指導・運営（算数・数学、英語、国語）

場所 自宅もしくは貸会場など
［資格］55歳までの女性、充実した研修制度あり（研修費無料）
［時間］教室指導（週2回※1日5時間程度） ［収入］生徒数により異なります、各種援助制度あり

あんしんサポート制度
安心して生徒指導・教室運営ができるよう、充実した
サポートシステムを設けています。
収入面も強力にサポートし、教室開設を応援します。

くもんの
先生
説明会

時間日にち場所

6月12日(金)・15日(月)・16日(火)

6月8日(月)・9日(火)・11日(木)
15日(月)・16日(火)

6月8日(月)

10:30～12:30

10:00～12:00★公文教育研究会 津事務局

四日市市文化会館

SYNTHビジネスセンター近鉄四日市
(近鉄百貨店四日市店内7Ｆ）

※日時が合わない場合は、個別に説明会をさせていただきます。新型肺炎感染症の対策の上、説明会を実施いたします。緊急事態宣言中につきましては、
　対面の説明会は中止させていただきます。ご希望の方には、後日延期または、個別でご自宅とのWEB説明会（Skype）とさせていただきます。
　お気軽にご相談ください。※2日前までの完全予約制（土・日・祝除く）。★のみ1日前まで。

10:00～12:00

■土木・舗装・下水・エクステリア

日 月①11,000円～ ②280,000円～
正鈴鹿市三日市町／①一般土木作業 ②現場監督

［資格］年齢不問＊シニア歓迎!

［給与］①日給11,000円～
　　　②月給280,000円～
［時間］8：00～17：00
［休日］日曜、GW、夏季休暇、年末年始
［待遇］社会保険完備、賞与あり、車通勤可

☎059-384-4028鈴鹿市三日市町
字上り途1772-1

有限会社 サン・テクト

①一般土木作業員
②現場監督

職種

［応募］まずはお気軽にお電話下さい（担当／山本）

＊女性の方も活躍しているお仕事です

未経験の方でも
丁寧に指導
しますので

一緒にがんばって
みませんか!

急時 910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 時給

亀山医療センター（亀山市亀田町466-1）

910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

■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。

陳列・調理など

スーパーサンシ日永カヨー店内
（四日市市日永4-2-41）

＋交通費　規定支給

土・日
・祝出勤出来る方勤務地

時給

職種 惣菜のカンタンな

■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

本部警備員
募集【正社員】

未経験者
歓迎 ［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。
　　　（詳細は面接時に説明します。）

230,000円
（研修終了後240,000円）

警備員の
勤務調整・警備事務、
施設内での
警備員業務

職 

種

月 

給

施設警備員も
同時募集中です

経給 26万円～33万円
正

■エクステリアのコンサルタント

鈴鹿市石薬師町／外構工事及び造園土木工事の施工

☎059-374-2073
鈴鹿市石薬師町390-3

有限会社 ハットリ技建

正社員募集

新しくお仕事始めるなら今がチャンスです！
◇在職中の方は勤務スタート日応相談!

未経験者も可

会社の情報についてはHPにて
ご確認下さい。 ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 検索ハットリ技建

［資格］要普通自動車免許
　　　（AT限定不可）
［時間］8：00～17：00
［休日］毎週日曜日
　　　他月3日（応相談）、夏季休暇、年末年始
［待遇］交通費支給、社会保険完備、退職金制度有、昇給年1回
［応募］未経験でも、まずはお気軽にお電話下さい。
　　　詳細は面談にて。（担当：服部）

土工、ブロック施工、レンガ施工、左官工事、植栽・造園工事、重機作業

仕事内容

三重県内住宅及び
公共施設の外構工事及び造園土木工事の施工

重機・左官

経験者優遇!

給
与
26万円～33万円
面談の上、有資格者、能力、
経験者を考慮、優遇致します）（

急時990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.］
3320050350120-933-926

四日市
営業所

受付［全日］
9：00～18：00（ （

990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］①　9：00～13：00
　　　②13：00～17：00（実働4H）

［休日］土・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、
　　　各種手当有（時間外・深夜)、有給休暇
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

簡単選別作業
（お試し体験あり）

未経験者もお仕事が初めての方も
ブランクのある方も大歓迎!

カンタン&モクモク作業♪

扶養内
OK

短時間
女性
活躍中

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

経月 20万円～35万円
正津市住吉町／レッカー車等運転手

■24時間救援サービス

［資格］普通自動車免許（AT限定不可）、
　　　※クレーン・玉掛け・
　　　　自動車整備士資格あれば優遇

［月給］20万円～35万円
［時間］9：00～19：00
　　　（夜当番あり※詳細は面談にて説明致します）
［休日］ローテーションによる月8日程度
［待遇］昇給有、賞与2回/年（業績に応じ）、
　　　交通費規定支給、退職金制度、
　　　社会保険完備、有給休暇、制服貸与

レッカー車ドライバー急募♪
☆車に興味がある方大歓迎 ☆未経験大歓迎♪

車のトラブルに関する
救援・事故車、故障車の搬送業務

仕事
内容

☎059-224-6602津市住吉町2-30

［応募］まずはお気軽にお電話ください　

株式会社 宮川サービス

鈴鹿市白子町／土木工事

■三重県知事許可（般ー27）第12340号 土木工事業 管工事業 舗装工事業

月 25万円～30万円 日 1万円以上
正ア

ナカニシ建工
鈴鹿市白子町1734-1

☎059-387-3337
［応募］まずはお問い合わせ下さい。

勤務開始日
応相談!!

土木工事経験者

 優遇します♪

1人親方
同時募集!

週2～3日の
アルバイト同時募集
［日給］1万円以上

［資格］普通自動車免許　［時間］8：00～17：00
［休日］土・日（完全週休2日制）、雨天時 ［待遇］各種保険完備

土木工事
25万円～30万円

職種

月給

若い方から高齢者の方も歓迎

月①213,000円～ 時②900円～
鈴鹿市石薬師町／①②介護職員

■医療法人ほうしょう会

経

パ正

在職中の方も
お気軽に

ご相談下さい!

〈勤務地〉グループホームうの花
〈職種〉①介護職員 常勤 ・夜勤あり

［月給］213,000円～
〈職種〉②介護職員 パート

［時給］900円～
［時間］7：00～19：00の間で4h以上で応相談

医療法人
ほうしょう会

［応募］詳細については、面接時にご案内します。
　　　まずは、お気軽にお電話下さい。鈴鹿市石薬師町2385-4

☎059-373-1111
グループホーム（担当／早川）

グループホーム
介護職員募集

［時間］9：00～18：00

未経験の方や
ブランクのある方も

しっかり
サポートします! 通勤手当有、

制服貸与

﹇
待
遇
﹈

経月 180,000円～266,000円 時（パ）900円～
パ正鈴鹿市内／介護職員

■デイサービス ■グループホーム

〒510-0201 鈴鹿市稲生町字北野5545番地
（Fマート 鈴鹿サーキット通り店 北側のY字路スグ）

社会福祉法人 夏秀会（かしゅうかい）

虹の丘グループホーム

☎059-324-5519（担当／玉田）

［時間］［早番］　7：00～16：00 ［日勤］10：00～19：00 
　　　［遅番］12：00～21：00 ［夜勤］20：30～翌8：30
［休日］月8～9日（有給休暇あり）
［待遇］社会保険、雇用保険、労災保険、特殊業務手当、
　　　通勤・勤続・夜勤・資格手当、他 ※試用期間あり

［応募］ご希望の施設に電話予約のうえ、履歴書を持参ください。

グループホーム介護職員募集!
180,000円～
266,000円900円～

月  

給

時  給

資格・経験により優遇

夜勤手当
を含む

鈴鹿市西條町
495-1

☎059-383-8383（担当／高木）

虹の丘
グループ
ホーム

太陽の家

無資格でも心配ありません。施設内研修制度あります。
経験や資格に応じ給与を決定します。

デイサービス介護職員募集！
資格
経験
不問

（ ）

［時間］1日4時間～相談に応じます
［待遇］社会保険完備、通勤手当、資格手当

時契（準）990円～1,145円・パ 920円～1,180円
鈴鹿市伊船町／食品製造・事務

■食品製造

契パ

http://www.maru-kyo.co.jp

【準社員】
・7：00～15：001,010円
【パート】
・7：00～11：00　 940円

共通項目［休日］日曜、他月2～3日［待遇］交通費規定支給、制服貸与、従業員貸付制度、慶弔見舞金制度、研修あり

時間・時給

事務職
受注入力や伝票発行
などの事務業務

［職種②］

・　1：00～　9：001,145円 ・7：00～15：001,010円
・　8：00～16：001,000円 ・9：00～17：00　 990円

時間
・
時給

・　1：00～　5：001,180円 ・9：00～13：00　 920円
・12：00～16：00　 920円

時間
・
時給

製造部［職種①］ ライン作業（軽量・パック等）やカット作業、
トリミング作業（成型、食肉の筋・脂のカット）

［専属待遇］賞与（寸志）、退職金制度、皆勤手当、家族手当（規定あり）、
　　　各種社会保険、慰労金、退職金共済加入、社員登用制度

［専属待遇］雇用保険あり

未経験の方も先輩スタッフが優しく教えます 〈清潔な職場で衛生面も安心です〉

株式会社 丸協食産 ☎059-371-6600
［応募］電話連絡の上、必ず履歴書（写真貼付）を
　　　ご持参ください（担当／舘・中川）

受付電話

鈴鹿工場　鈴鹿市伊船町1948－6

【
準
社
員
】

【
パ
ー
ト
】

スタート日
応相談!!

給下記参照
派勤務地複数／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

急

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

［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 ★ご夫婦でもOK幅広い年代の方活躍中

［時間］8：30～20：30・20：30～翌8：30※2交代
［休日］4勤2休、大型連休アリ
☆55歳位までの男女活躍中

①［職　種］プラスチック製品の
　　　　 加工、組立、梱包
　［勤務地］津市美里

1,050円～時 給 月収例 250,000円

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／山路）

③［職種］ボールペンの組立・検査
 　［勤務地］津市片田

☆サポート体制バッチリ!
☆55歳位までの女性活躍中

［時間］8：45～17：10
［休日］土・日・祝（年間カレンダーによる）

残業ナシ1,110円～
［時間］深夜0：00～9：00《夜勤専属》
　　　※1ヶ月程8：30～17：30研修
［休日］土・日・祝 ☆60歳位までの男性活躍中

②［職　種］プラスチック製品の
　　　　 粉砕作業
　［勤務地］津市美里

1,100円～時 給

時 給

正亀山市阿野田町／左官職人・見習い・手元

■左官工事請負業

月 150,000円～① 日 12,000円～② 経

新規正社員募集!!

月収150,000円～（能力・経験による）①
見習い

日給12,000円～（能力・経験による）②
職人

［資格］15歳～（中卒可） ［時間］8：00～17：00 ［休日］日曜、GW、お盆、年末年始（変更有）

山川左官創業。
〒519-0137 亀山市阿野田町2150

［応募］お気軽にお電話下さい。応募のお電話は
　　　9：00～17：00の間でよろしくお願いします。

（担当／山川）090-2619-9986

給 

与

左官職人・見習い・手元
〈仕事内容〉タイル貼、壁塗、ブロック積 他

職種

年齢・性別
不問!

年齢・学歴・経験は関係ありません!
中卒の方でも大歓迎! 将来は独立も可能です!

◆仲間と協力し合える雰囲気と活気ある職場です!
経給下記参照
パ正鈴鹿市下大久保町／生活支援員・介護スタッフ

■障がい福祉サービス事業所 社会福祉法人四季の里

福利厚生も充実してます。
福祉業界が初めての
方でも大丈夫です

《職種》生活支援員
☆資格手当等充実してます！

☎059-373-2511パートナー
 ［応募］上記までお気軽にお電話下さい。（平日9：00～17：30）

スタッフ大募集！！

共通［資格］元気で明るい対応のできる方、介護職員初任者研修、介護福祉士など（正規）、パートさんは無資格でもOKです。 
［待遇］社保完備、昇給有、各種手当有、退職金制度有、交通費規定支給、夏季・年末年始休暇あり

知的障がいのある方の
サポートをする仕事です

★［正］は賞与有 
★四日市・亀山・津方面からも通勤圏内 
★経験不問  ★有資格者優遇 
★主婦（夫）・学生・
　フリーター大歓迎です

勤
務
地

勤
務
地

鈴鹿市下大久保町字綾釣場1725-1

生活介護事業所
パートナー・メロディー
（鈴鹿市下大久保町字綾釣場1725-1）

土日祝休み ただし月1回土曜出勤あり

［時間］8：30～17：30、9：00～18：00

［月給］180,000円～
　　　（経験者など優遇致します）

［時間］8：30～17：30の間で応相談

［時給］950円～ 数名

1～2名正

パ

［時間］シフト制による

グループホーム
ブナの森すずか
（鈴鹿市下大久保町字大坂新田1769）

《職種》介護スタッフ【正】
　　　☆資格手当等充実してます！

【無資格者】

215,000円～
【有資格者】

225,000円～
シフト制（※4回夜勤の場合）手当て等

月
給

2～4名

2～4名


