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友だち登録してね!毎週更新中

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～ Ⓑ17万円～ 時Ⓐ950円～ Ⓑ950円～1,000円 日Ⓒ1回21,600円

☎059-253-7110
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／安心庄田担当まで）安心庄田

有料老人ホーム・デイサービス
し ょ う だ

［月給］17万円～＋資格手当 ［時間］8：00～17：00
［休日］週休2日（日曜＋他1日）

＊未経験・無資格の方もお気軽にご相談下さい♪

［資格］初任者研修修了以上 ［日給］1回21,600円

［時給］950円～ ［休日］週2日～又はフルタイム（応談可）
［月給］22万円～ ［休日］週休2日

勤
務
地

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。

介護スタッフ（正社員・パート）

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）

津市内3施設で募集しています

Ⓐ有料老人ホーム［正社員］［パート］

Ⓒ有料老人ホーム夜勤専従［パート］

Ⓑデイサービス［正社員］［パート］

Ⓐ
Ⓑ
共
通

新施設安心庄田の
内装公開中♪
職
種住居型有料老人ホームでの介護支援・居宅介護支援

［資格］初任者研修修了以上または介護福祉士
［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

労働基準法
に基づく

Wワーク可能

NEW

①②［早番］　7：00～　16：00 ［遅番］　9：00～　18：00
　　［夜勤］16：00～翌10：00
　③［早番］　7：00～　16：00 ［遅番］　9：30～　18：30
　　［夜勤］16：00～翌10：00

正

正

［時給］［初任者研修修了］950円  ［介護福祉士］1,000円
［時間］8：00～17：00（応相談） ［休日］週2日～フルタイム（応相談）パ

パ

夜勤はありません

時  

間

オープニングスタッフ増員大募集!!
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! 

2月にOPEN
したばかりの
施設です♪

利用者様の「暮らし」と「安心」を
一緒に考える施設です♪

■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

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

6月12日(金)・15日(月)・16日(火)

6月8日(月) 10:00～12:00

10:30～12:30

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）

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8日(月)・9日(火)・11日(木)

15日(月)・16日(火) 10:00～12:00★公文教育研究会 津事務局

※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。

給①［月収］5～10万円 ②件数による
アパ正津市江戸橋／①朝刊スタッフ ②集金

■新聞店

W

☎059-231-6008津市江戸橋1-82-3
エントーレスビル1F津・芸濃 販売店

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。（受付／平日9：00～16：00）

業務拡張につきスタッフ募集

［時間］1：00～5：00の間で2時間程度
［休日］シフト制 
　　　※事前に希望を言って
　　　　頂ければ調整可能♪
［待遇］交通費規定支給、
　　　車・バイク通勤可、退職金制度有

給与は1件あたりに
付きますので
空いた時間に、
お好きな件数で
無理なく働けます。

［内容］①朝刊配達スタッフ ［内容］②集金スタッフ

月
収

◎週2～3日でもOK♪

◎年齢・経験不問♪ ◎定年退職をされた方やシニアの方も大歓迎!!

正社員さんも同時募集!!

白塚・江戸橋・
一身田方面

※研修期間中は日給2,000円
5～10万円

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

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

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

給下記参照
津市森町／日常清掃

■ビルクリーニング業務・ビル管理業務

パ

日常清掃スタッフ募集

オールOKです！！

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♪

［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
［応募］まずはお気軽に下記までお電話下さい。

おやつタウン（津市森町）勤務地

時間

☎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

●　 未経験 ●　 シニアの方
●週1日～
●扶養内勤務希望の主婦さん
●小さいお子様のみえる方

③19：00～22：00
　（3.0h勤務） 

①9：00～17：00（7.0h勤務）
　※休憩1.0h

②9：00～12：00（3.0h勤務）
950円

3,500円
（土日祝は4,000円）
日
給

時
給

土・日・祝・
年末年始
別途手当
支給♪

■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

■一般貨物自動車運送事業

月①220,000円～ ②144,000円～
津市・鈴鹿市／保安点検員・事務 正

経 急

［勤務地］津（本社）・鈴鹿（営）

［月 給］220,000円＋実績給
①LPガス
　保安点検員
　（要普通免許）

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］津（本社）
［月 給］144,000円＋資格給②事務スタッフ

正社員募集◆◇◆ ◆◇◆

［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）

［資格］①LPガス保安業務員資格以上
［休日］日・祝 他当社規定日
［時間］①8：00～17：00（基本） ②9：00～17：00
［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

共
通

職
種

職
種

■放課後児童クラブ

急月規定による［正］ 時 950円～［パ］
パ正津市久居野村町／学童保育指導員

＊子供好きの方大歓迎!20～50代の幅広い世代活躍中!
＊経験や資格がなくてもOK♪働きやすい職場です！
＊幼稚園教諭、保育士、教員免許、看護師資格所有者は資格手当てあり

学童保育指導員大募集!

［給与］［正］規定による ［パ］時給950円～
［時間］［正］13：00～17：00 ［パ］13：45～17：00
★パートさんは時間・日数・曜日をお気軽にご相談下さい★
※18：00までの勤務あり  ※長期休暇は8：15～17：00
［休日］土・日・祝（土曜日出勤月1回程度あり）
［待遇］昇給・賞与あり、有給あり、
　　　交通費規定支給（マイカー通勤OK）、各種保険完備

☎059-255-2502（受付／13：00～17：00）
津市久居野村町560（立成小学校敷地内）

立成放課後児童クラブ 立成げんきっず

［応募］職場体験ができますので、まずはお気軽にお電話下さい。
　　　※詳細は面談時に説明いたします。

急募
時 926円　
津市内／マンション清掃

急

アパ

■快適空間創造業

マンション清掃スタッフ募集!!

株式会社つやげん 名古屋市千種区赤坂町2-21
☎052-722-4141
0120-041-741

［応　　募］まずはお気軽にお電話にてお問合せください。
面接時、履歴書（写真貼付）をご持参ください。※現地面接有ります。

①津市岩田4

［時間］13：00～
　　　16：00
　　　(実働3時間)
［勤務］木曜
［休日］祝日

②津市柳山津興
JR「阿漕」駅徒歩11分、
近鉄「津新町」駅徒歩18分

三重交通「三重町」
徒歩3分

▼▼下記3物件を1名の方に担当して頂きます▼▼
926円時

給
《交通費》
月5,000円まで支給

車通勤可

［時間］13：30～
　　　15：30
　　　(実働2時間)
［勤務］月曜

③津市西丸之内
近鉄「津新町」駅
徒歩9分

［時間］13：30～
　　　15：30
　　　(実働2時間)
［勤務］火曜・金曜

未経験者歓迎
制服貸与

月 192,000円～260,000円
正津市白山町三ヶ野／PCオペレーター・組立作業

■ゴルフ用品等大型店インターネット販売  年商14億円（2018年度） 近鉄大阪線
大三 伊勢石橋

雲出川榊原ゴルフ倶楽部

伊勢大井名松線

伊勢川口

165

549

ココ［休日］土・日・大型連休 ※月曜は出勤必須 祝日に関しては出勤となります
［待遇］各種社保完備、昇給・賞与あり、交通費規定支給、有給休暇有、各種手当あり

［応募］まずはお気軽にお電話下さい（担当／黒田）ゴルフハンズ 津市白山町三ヶ野1713-1（165号線沿）☎059-264-1152

共通項目

正社員
スタッフ募集!

PC
オペレーター

職種

楽天・ヤフー・アマゾンなどの
商品の受注・管理処理 ［時間］9：00～18：00（※月曜日は8：00～）

月
給

192,000円
～260,000円
（※試用期間6ヶ月後本採用）

☆土・日はウレシイお休み 
☆20～40代の男女スタッフ活躍中

組立作業
職種

ゴルフクラブの
修理・組立作業

［時間］9：00～18：00

月
給

（※試用期間6ヶ月後本採用）

192,000円
～260,000円

業務絶好調に伴い

経 急月 238,900円～
正津市内／介護職員

［月収例］238,900円～（夜勤5日、特殊業務手当、介護福祉士手当、通勤費10km含む）
　　　　☆職歴換算いたします
［時　間］早番・日勤・遅番・夜勤の交代シフト制（日勤のみの勤務も可）　［休日］年間114日
［賞　与］年間5.0ヶ月
［待　遇］職員旅行・食事会助成制度、資格取得報奨金制度、永年勤続表彰制度、
　　　　保険完備（雇用・労災・健康・厚生）、昇給（年1回）、退職金、特殊業務手当、夜勤・宿直手当、
　　　　通勤手当、扶養手当、住居手当、有給休暇、慶弔休暇、育児介護休暇、制服貸与

介護職員（正規職員）

■社会福祉法人

［日時］6月7日（日）10：00～16：00
［場所］有料老人ホームグリーンヒル（津市緑が丘）
・履歴書を持参された方については、
　説明会の後で個別面接させていただきます。
・来春卒業予定の方も大歓迎です。

ご都合の良い時間にお越し下さい。

社会福祉法人 あけあい会
☎059-239-1000

サオリーナ●

●

●
163

23

至松阪

至鈴鹿

至久居

コンビニ

津IC

津新町駅

阿漕駅

津
市
水
道
局

J
R近

鉄

中
勢
バ
イ
パ
ス伊

勢
自
動
車
道 ココ〒514-0825 津市緑が丘一丁目1-1法人本部事務局

［応募］電話連絡後、履歴書(写真貼付)、
　　　免許証、資格証の写しをご郵送ください。（担当／川瀬・内田）

法人就職
説 明 会
開催!

介護職員初任者研修（ヘルパー2級）以上
※無資格でもOK

資格

勤
務
地

特別養護老人ホーム明合乃里（津市安濃町）
介護老人保健施設あのう（津市安濃町）
特別養護老人ホームグリーンヒル（津市緑が丘）
有料老人ホームグリーンヒル（津市緑が丘）

「あのう学院」にて働きながら資格取得できます！
正規職員募集！未経験の方大歓迎！

来春卒業予定の方もお気軽にご相談ください

急時 1,160円（研修期間920円）
契津市博多町／送迎バスドライバー

■自動車教習所 http://www.tsudora.co.jp/

津市博多町3-15

☎059-224-0188（担当／ナカニシ）

1,160円時
給

［勤務地］津市内
［時　間］1日4～12h程度のシフト制
［資　格］大型免許
［休　日］当社規定による 
［待　遇］社会保険・労働保険完備、
　　　　通勤手当、車通勤可
［応　募］まずはお気軽にお電話下さい。

60代の方が活躍しています!!

研修期間
920円（ ）

送迎バス
ドライバー急募

時 900円～ 月 180,000円～＋販売手当
津市内／GSスタッフ

■“TOTAL CARLIFE SUPPORT STATION” http://www.murakamisyouten.com/

アパ正

W経

［本社］〒514-0027 三重県津市大門 3番10号
株式会社 村上商店

店舗スタッフ（正社員）

［時間］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（応相談）
［待遇］昇給・賞与、各種保険完備、交通費規定支給、
　　　従業員割引有

《勤務店舗》津市内店舗

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♪

月
給

［応募］まずはお気軽に
　　　お電話下さい。☎059-228-2029

18万円～＋販売手当（手取り額30万円～40万円）
2級整備士
お持ちの方
優遇

店舗スタッフ（アルバイト・パート）

［時間］7：00～20：00の間で応相談
［休日］シフト制（応相談）　［待遇］昇給有、従業員割引有

時
給900円～頑張り次第で昇給あり

Ｗワークでも大歓迎

友達同士の
応募もOKです♪♪

ライフラインを守る
大切なお仕事です。

接客経験のある方などにおススメです。

■ホテル

急月 10万円～ 時 900円～
アパ松阪市久米町／フロントスタッフ・清掃

☎0598-56-7791松阪市久米町1123-1
（松ヶ崎駅より徒歩5分）

ホテルアルベルティーナ

［応募］詳細は面談にて。お気軽にご応募ください。

［待遇］交通費規定内支給、各種手当、食事補助、プチ賞与あり
　　　車・バイク通勤OK（駐車場あり）、研修期間あり

スタッフ募集
客室清掃スタッフ職種

職種

［時間］9：00～25：00
　　　の間で応相談

時給 900円～
22時以降1,125円～

フロントスタッフ
（3日に1回の勤務）

週2・3日より
土日だけでもOKです
未経験の方も

丁寧に指導いたします

月収 200,000円～
［時間］24時間のシフト制

正

1

月収 100,000円～
［時間］12時間のシフト制

2

経給下記参照
正パ津市大園町・神納／①デイケアスタッフ ②③正看護師

■医療法人 桂会

［時給］［初任者研修修了以上］1,050円
［時間］9：00～17：00の間で応相談  9：00～16：00もOK!!

共通［休日］日・祝、その他シフト制 ［待遇］交通費規定支給、制服貸与

［時給］1,500円～
［時間］（午前）　9：00～12：30
　　　（午後）15：00～18：30（応相談）

デイケアスタッフ・
看護師 募集

車での送迎や入浴介助はありませんので
　未経験の方も安心。

☎059-222-5111
（担当/内田）

〒514-0046 津市大園町4-29新町整形外科診療所
〒514-0054 津市神納57-16いのうえ心身クリニック

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

①デイケアスタッフ（パート）

②正看護師（パート）

職　種

職　種

勤務地

職　種

勤務地

③正看護師（正社員）

新町整形外科診療所 いのうえ心身クリニック

心身クリニック・
デイケア

☆日勤のみのお仕事です☆

整形・内科 ☆勤務日数相談可☆

［月給］240,000円～
［時間］8：30～18：00
［休日］日・祝、その他シフト制
［待遇］昇給有、賞与年2回、
　　　交通費規定支給、
　　　社会保険完備（該当者）、制服貸与

週2～4日
の勤務です。

時 920円
パ津市久居新町／店内清掃
W

■環境サービス事業 http://www.samansa.co.jp

短時間の
お仕事!!

［時間］9：30～12：15
［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 

920円
土日祝は50円UP

時
給

職
種

週2日～OK!

店内清掃

ぎゅーとら
ラブリー持川店
（津市久居新町2156-14）

勤
務
地

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。6/1（月）9：00～受付開始

★WワークOK ★未経験OK ★扶養内OK

ぎゅーとら様
の業務とは
異なります。

■新聞販売店

急月 60,000円以上
パ津市一身田町／朝刊配達

■新聞販売店

☎059-232-7450

津市一身田町267-2加藤新聞店
［応募］まずはお気軽にお電話下さい

未経験の方でも大丈夫!副業にぴったり!!

［給与］60,000円以上/月
［時間］AM3：00～（100分程度）
［休日］月4日＋休刊日

朝刊配達職種

◎要原付免許（高校生不可）

朝刊配達スタッフ募集!!

老若男女
スタッフ活躍中!

■清掃業

時 900円～
パ松阪市嬉野天花寺町／清掃

有限会社クリーンベーシック 匠美装
☎0595-66-0578
名張市新田225-2

［応募］お気軽にお電話下さい。現地面接します。

［勤務地］松阪市天花寺工業団地内
［職 種］クリーンスタッフ（清掃）
［時 間］7：30～16：00(時間帯応相談）

月8～15日
事前シフト制
で安心!! 900円～時

給
昇給あり
交通費別途（ ）

月 19万円～＋奨励金（研修中17万円）
正津市一志町／献立アドバイザー（宅配有）

■宅配業務 http://yoshikei-dvlp.co.jp

［勤務地］津営業所（津市一志町）
［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、退職金、交通費（高速使用可）、有休 等

献立アドバイザー（宅配有）
19万円～＋奨励金
（研修中17万円）
月
給

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

要普免 男女OK

■リラクゼーション＆スポーツマッサージ

時 1,100円～1,300円
ア津市栄町／職種下記参照

http://therapy-k.com

津市栄町2-364 サニーハイツ505（近鉄津駅徒歩8分）セラピー津
有限会社セルビス ☎059-331-1773（担当／ナルカワ）

週1～ご希望の
日時で勤務OK☆

OK

応募

職種 手もみ・ストレッチ・スポーツセラピスト
時給1,100円～1,300円女性

活躍中◎ ［時間］12：00～22：00の
　　　間で相談ください♪

登用有
□契□正
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■社会福祉事業

給下記参照
パ津市戸木町／介護職員・看護師

［応募］まずはお気軽にお問い合わせ下さい。 http://seiju-kai.or.jp/
連絡先

社会福祉法人 正寿会 津市戸木町
4187

☎059-254-6610（担当／イトウ、トモサダ）
法人本部

★もちろんスタッフの笑顔も大切にしています♪♪
★年齢不問で活躍して頂けます。しかも週1日～・1日4h～でもOKです!

利用者さまの笑顔の為に
一緒にスタートしませんか♪

勤務地 デイトレセンタースマイルかざはや

［時間］8：30～17：30の間で応相談　［待遇］交通費支給

時
給

資格者
優遇

1,000円
～1,100円

職種 介護職員［パ］

時
給
（正）1,500円～
（准）1,400円～

職種 正・准看護職員［パ］

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!

時 875円～945円
パ津市内／クリーンスタッフ
急

［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）

津栄町三交ビル（津市栄町4丁目255番地）勤務地 875円～885円未経験の方も
大歓迎です!

複数勤務できる方、
優遇します！！

■三重交通グループ 

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］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。

0120-928-551

［待遇］制服貸与、交通費規定支給、
　　　有給休暇あり

クリーンスタッフ職種

［内容］オフィスビル内の掃き拭き掃除、テナント内の掃除機かけ ［休日］日・祝　［勤務］月曜～土曜日
［時間］①7：30～11：30 ②9：00～17：00 ※①②のシフト制  ※①は平日 ②は土曜日 土曜は月2回勤務

津市中央オフィスビル勤務地 平日/875円・土/945円時給

時給

◎車通勤不可

◎車通勤不可

週2～3日程度
［内容］パナソニックあのつ台工場での清掃（廊下、階段、給湯室、食堂、トイレなどの清掃）
［時間］①8：00～12：30 ②9：30～14：00※①②のシフト制  ［休日］土日祝

パナソニックライフソリューションズ電材三重あのつ台工場（津市あのつ台2丁目2番2）勤務地
時　給 900円

キレイ好きな
方にぴったりな
お仕事です♪

経給当院規定による
パ正津市丸之内／①看護師 ②事務員

■内科・小児科 http://yamamoto-gpclinic.com

　9：00～13：00

16：00～19：00

月 火 水 木 金 土 日診療時間

● ● ● ● ● ● ／
● ● ／ ● ● ／ ／

［給　与］当院規定による
［休診日］水曜日午後・土曜日午後・日曜日・祝日

☎059-221-5587（担当／南條）
津市丸之内21-20（津警察署東）

オープニングスタッフ募集

やまもと総合診療クリニック

●履歴書郵送（写真貼付）
●応募締切日／6月9日（火）必着
●面接予定日／6月21日（日）
【宛先】〒514-0009 三重県津市羽所町388 
津三交ビルディング3F PHCMN内
やまもと総合診療クリニック スタッフ募集係

お問い
合わせ
・

応募方法

〈常勤・パート可〉

職 

種

令和2年10月上旬開院予定

①看護師さん
②事務員さん

時①900円～ ②920円
アパ津市内／①寮管理人兼日常清掃 ②食器洗浄

■総合ビルメンテナンス

［共通待遇］交通費規定支給、制服貸与、各種保険完備
［応募］月曜日から電話受付スタート（受付時間9：00～17：00）

詳しくはお問合せ下さい

http://www.nitto-cs.jp/

☎059-221-0668
［三重支店］三重県津市羽所町515 第2いけだビル5Ｆ

①寮管理人兼
　日常清掃

［時給］900円～
［時間］11：00～17：30
［休日］土日祝、冬・夏季休暇あり

職種

スタッフ募集！未経験の
方も大歓迎

津市内の看護学生寮

勤務地

勤務地

職種 ②食器洗浄業務
［時給］920円
［時間］8：00～14：00 ［休日］土日祝

久居インター近くの病院

その他、工場等の日常清掃員も受付中♪

平日週3日～で応相談

経 急給下記参照
パ正津市中村町／職種複数

■介護サービス事業を運営（特養、老健、デイ、訪問、ショートステイ）

勤務地

共
通

［休日］シフト制（4週8休）※希望休等は応相談 
［待遇］昇給年1回、賞与年3回（昨年実績）、交通費規定支給、退職金制度有、
各種保険完備、車通勤可、制服貸与

パート希望の方も
お気軽にご相談ください

☎059-252-8020

社会福祉法人 大和高原育成福祉会
津市中村町745-25
［応募］まずはお気軽にお電話ください。

ときの音色
採用担当まで）（

特別養護老人ホーム
ときの音色

［職種］理学療法士・作業療法士・
　　 言語聴覚士（正）
［資格］理学療法士・作業療法士・
　　　言語聴覚士いずれかお持ちの方

［月給］25万円～＋各種手当
［時間］8：30～17：30 【早番】8：00～17：00

［職種］ケアマネージャー（正）
［資格］普通自動車免許（AT限定可）、
　　　介護支援専門員又は主任介護支援専門員

［月給］25万円～＋各種手当
［時間］8：30～17：30 【遅番】9：00～18：00

ホームページ

◎厚待遇・残業はほとんどありません。
◎お子様のみえる方も（病気・学校行事）を優先していただけます。
◎正職員・パート問わず賞与は年3回! ◎経験や評価に応じて昇給あり!

オープニングスタッフ大募集!!

三重県初進出!!
2020年夏期OPEN予定!

介護職員（正）〈職種〉

月給 18万円～＋各種手当
無資格・未経験の方大歓迎!!
新しいチャレンジ全力応援します!
☆夜勤専従勤務も可☆

1

2 3 4
［職種］清掃及び洗濯（正）
［月給］160,700円
［時間］8：30～17：30
【早番】8：00～17：00
【遅番】9：00～18：00

まもなく

OPEN
します♪

残り数名の募集です！まだ間に合います♪

［時間］8：30～17：30  【早番】7：00～16：00  【夜勤】16：30～翌9：00

時 1,200円
パア津市白山町／エサ箱等の清掃

■松阪牛の肥育

W

堀坂牧場松阪牛
株式会社 堀坂

検索堀坂牧場

［休日］当社規定によるシフト制
［待遇］正社員登用制度あり、
　　　交通費支給（当社規定内）
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。
　　　［受付時間9：00～17：30］

未経験の方も大歓迎!!

津市白山町北家城勤務地

職　種

時　給

牛舎内での
エサ箱等の清掃

（本社・勤務地）
津市白山町北家城1073

1,200円

☎0595-41-2983
木曜定休（担当／鈴木）

動物が
好きな方なら
大丈夫ですよ♪♪

日数・曜日
応相談!

時 間 8：00～17：30
13：00～17：30でもOK!
16：00～17：30の超短時間でもOK!

勤務例

お知らせ

三重県内
（地域別）最新
求人情報配信
サービス有♪

友だち登録してね!
毎週更新中
iPhone・スマートフォンの方は
二次元バーコードからスグ登録できます！

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）

給下記参照
津市高茶屋小森／保育士・調理員

■医療・保育関連事業、介護・ヘルスケア事業

経 急

パ正

事業所内保育園での
給食調理業務

株式会社ニチイ学館 津支店保育課
☎059-226-9717

津市羽所町700
アスト津11F

（担当／玉村・堀井）

［応募］上記までお気軽にお電話下さい。（受付時間／月～金 9：00～18：00）

メールでの問合せも可
cc634@nichiigakkan.co.jp

景気に左右されない安定したお仕事です。
資格を活かして働いてみませんか?

保育士［正・パ］
［正］月給159,000円～199,000円
　　※その他、早朝・夜間手当有り※要相談

［パ］時給900円～1,000円
　　※早朝・夜間可能な方歓迎

勤務地

職　種

給　与

イオンゆめみらい保育園（津市高茶屋小森145番地） ◎事業所内保育園

［時間］7：00～21：00
　　　（時間変更となる場合あり）
　　　（シフト制）
［休日］完全週休2日
　　　（年間121日以上の休暇）
［待遇］社会保険完備、年次有給休暇、
　　　通勤交通費月5万円まで実費支給

調理員［パート］（1名）

873円～983円

職　種

時　給

仕事
内容

［時間］8：30～17：00
　　　（時間応相談）
［休日］シフト制
※上記内容で週2回以上
　勤務できる方募集

初めての方でも

勤務可能です

時 970円
パ津市河芸町／電子機器の製造・資材スタッフ

■電子機器・製品の加工組立 http://www.futaba-el.jp

［時給］970円※詳細は面談にて
［時間］8：30～16：30（実働7時間）
［休日］週休2日制、夏季・年末年始など当社カレンダーによる
［待遇］交通費支給、有給休暇有、社会保険完備

20～40代の
女性スタッフ活躍中の楽しい職場ですよ

☎059-245-0010
津市河芸町中別保1861番地

フタバ電子工業は
働く女性を応援します♪

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

電子機器の製造・資材スタッフ職　種

勤務地千里工場（河芸町東千里） 未経験者歓迎

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ポスティング等

■パナソニックグループ

0120-34-2854
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　　店〉
津市渋見町547-1
〈城山本店〉

津市城山3丁目4-38

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」

［勤務地］城山本店
［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

・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

［勤務地］・城山本店 ・津店 ※選択可
［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

明るい職
場で

一緒に働
き

ませんか
？ パル・ハセガワスタッフ募集

正社員 パート

時 900円～（祝日は1,000円～）
アパ松阪市／ガソリンスタンドスタッフ

■ガソリンスタンド

経

www.suzusada.co.jp

鈴定燃料株式会社
松阪国道SS

☎0598-51-6542（担当／中川）
松阪市大塚町
374-3松阪SS

☎0598-21-0315（担当／福本）

松阪市大黒田町
石川44-1

日曜
お休み

［勤務地］松阪SS・松阪国道SS
［内　容］フルサービスのガソリンスタンド業務
［資　格］要普通免許

［時　給］900円～ （祝日）1,000円～
［時　間］8：00～20：00の間で応相談
　　　　①8：00～17：00、②8：00～18：00、
　　　　③9：00～19：00
［待　遇］危険物資格手当、従業員割引、社会保険制度、
　　　　制服貸与、社員登用制度、車通勤可、研修期間有
［応　募］ご希望の店舗までお気軽にお電話ください。

◎土曜休みもOK!◎従業員割引あり!

◎祝日は昼食つき♪◎未経験の方も大歓迎

時 900円～
契アパ多気郡多気町仁田／職種複数
急

■プラスチック製造業

多気工場株式会社日新化成製作所

［応募］まずはお気軽にお電話ください。（平日9時～12時・13時～17時）

多気郡多気町仁田752-60
（多気クリスタルタウンそば）☎0598-20-8451

［時間］8：30～17：15
　　　の間で応相談（6時間以上）
［休日］土日祝
　　　（土・祝は会社カレンダーによる）
　　　お盆・年末年始・誕生日休暇あり
［待遇］各種保険、交通費規定支給、制服貸与、
　　　有給休暇制度、車通勤OK

職 

種

［時給］900円～

急募!!
新しい環境でお仕事しませんか♪
新規スタッフ大募集!!

パート社員（準社員登用制度有）
①車載用操作SW 組立ライン作業
②車載用操作SW 外観検査作業

内職募集（成形部品の仕上・外観検査）

経時 900円～
パ津市乙部／軽トラックでの運搬・簡単な軽作業

■リフォーム・家屋解体業

［資格］普通自動車免許（AT限定不可）
［時間］8：00～17：00（応相談）
［勤務］日曜日以外で勤務出来る日をご相談ください♪
［待遇］昇給有、社会保険完備（該当者）、交通費規定支給

まずは簡単作業からスタート!
できる事が増えていくと昇給します

仕事
内容

900円～
時給

・未経験の方も大歓迎♪
・女性にもできる
  簡単作業です♪

軽トラックでの
廃材の運搬等
（簡単な軽作業含む）

年齢不問！
シニアの方も
積極採用中♪

津市乙部
21-17株式会社 サード

［担当者直通］   090-6091-1994（担当/松下）
［応募］まずはお気軽にお電話ください。

2tトラックに乗れる方は優遇します

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

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！

給面談時に説明いたします
松阪市内・伊勢市内／警備員

■総合警備保障 三重県公安委員会認定第55000218号  三重県警備業協会加盟

経

ア契

株式会社 ポラリス☎0598-50-5513
松阪市東町593-1西部商事ビル3F ［応募］まずはお気軽にお電話下さい。詳細は面談時に説明いたします。

※18歳以上（警備業法）
※有資格者優遇

農閑期のみ
の

勤務もOK
!

・施設警備員 ・列車見張員
・交通誘導警備員
内
容

警備員
厚待遇
でお待ち
してます！

◎即入寮可能!!〈家具・家電付き〉
増員募集！！

業界トップクラスの

賞与
契約社員の方でも
年1回しっかり支給

日給全額支給
仕事が早く終わった
日でもしっかり支給

直行直帰OK
出勤も帰りも
ラクラク

週2日～フルタイム
ライフスタイルに
合わせて働けます

未経験OK♪
性別不問  

正社員登用制度
仕事が気に入れば
ステップアップも可能

業務多忙
に伴い

Point

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

〈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

☆中勢バイパス添いなので
　津方面からも通勤が便利ですヨ!

工場内での
カンタンな作業

※実働7.5時間

定年が70歳で30代～50代のスタッフが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！

25
※作業による

月
収

正社員急
募!

増産にともない

万円
以上も可

5名!

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

給下記参照
津市一志町／ケアマネ・厨房スタッフ

■サービス付き高齢者向け住宅

経 急

パ正

☎059-295-0055
津市一志町日置46

株式会社 セントレア
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

《職場見学も随時受け付けております!》

勤務地

いちしの里

敷地内に保育園を併設。保育園に預けて働く看護・介護士も一名のみ追加募集。 保育料は15,000円／月、1,000円／１回

スタッフ募集!!

［待遇］社会保険完備、昇給有、交通費規定支給、車通勤可、有休消化奨励、各種手当、制服貸与、
　　　資格取得支援制度有、託児所有、試用期間有　［正のみ］賞与年2回、社宅有、福利厚生施設有

経験を活かして、
高収入GET♪

時給1,000円～1,200円
正社員

パート
パート月給200,000円～230,000円

［職種］①ケアマネ

時給875円～
［職種］②厨房スタッフ

［時間］10：30～14：00
［時間］8：30～17：30（パートは時間・日数応相談） 資格・経験・年齢により

給与は異なります。
前職の経験を考慮します。

■株式会社すみれホールディングス

W急時 1,000円～1,120円以上
アパ津市雲出本郷町（三雲地区）／ホール・厨房・洗い場

［応募］まずはお気軽にお電話ください。営業時間中でもOK!  ※月曜定休

津本店
（三雲地区）

☎059-234-7886津市雲出本郷町556-1（R23沿い）

R23沿いの通勤しやすいお店です♪週1回
よりOK! 交通費別途支給

昼［時給］1,000円～
10：00又は11：30～15：00の間で応相談

昼［時給］1,060円～
10：00又は11:30～15：00の間で応相談

夜［時給］1,120円～
18：00～20：00の間で応相談

［職種］ホール・厨房・洗い場

平　日

土日祝

金曜日のみ夜営業有

土・日・祝

できる方
歓迎 

スグ昇給

します!!
高校生・大学生・

主婦（夫）・フリ
ーター

大歓迎!!

■人材派遣業 派24-040002

月

派松阪市・亀山市／ドライバー
25万円～

［時間］3：00～13：00
［休日］シフト制（派遣先カレンダーによる）

配送ドライバー（3t車）男女
活躍中

月給勤務地

職
種

松阪市・亀山市

☆普通免許・中型免許でOK!

丸久産業株式会社
松阪市大口町346番地 ［応募］まずはお気軽にお電話ください。

出張面接いたします0120-32-0883

急募
日払い・

週払い制度あり・
各種保険完備

25万円～

寮完備
時 900円～1,250円

アパ高茶屋小森上野町／①運転手（4t） ②構内作業員

■産業廃棄物中間処理業

津市高茶屋小森上野町
字南浜替1143番

株式会社

［応募］月曜日より電話にてお問い合せの上、履歴書（写貼）ご持参下さい。

時給

職種 ②構内作業員（週5日）
［資格］フォークリフト免許、ユンボ免許、天井クレーン免許
　　　※上記の内一つでもお持ちの方お電話下さい♪
［時間］①8：00～15：00  ②10：00～17：00
　　　★①②選択可

職種 ①4t運転手（週1～3日）
［資格］（必須）2007年6月1日以前に取得された
　　　普通自動車免許又は中型免許、
　　　（あれば尚可）フォークリフト免許
［時間］8：00～17：00

☎059-234-8666

未経験の方も
大歓迎です♪

900円～1,250円
［休日］シフト制（応相談）
［待遇］交通費規定支給、昼食手当（一部）支給、制服貸与

共
通

年齢不問♪
免許を活かして働けます♪

■霊柩車業務・セレモニーサービス http://www.kouryousya.com

時 1,500円～
アパ津市内／葬儀式場でのお仕事

経

光陵社合同
会社

こうりょうしゃ

☎059-268-4649
津市安濃町連部217

［応募］お気軽にお電話下さい。
［担当］能仁（のに）

葬儀式場でのお茶出し・ご案内・
そうじ等のお仕事です♪

2人1組で行きますので
未経験の方でも安心です

1,500円～時給

津市内の式場

［時間］10：00～21：00（実働3時間）
［待遇］制服貸与、社会保険完備、正社員登用有り

短時間の勤務です
WワークもOK!

勤務時間や曜日は相談に応じます!

勤務地

時 1,300円～1,600円
津市寿町／送迎ドライバー及び訪問介護

経 急

パア

■親愛・敬愛の訪問介護 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!

介護福祉士お持ちの方優遇

［待遇］社会保険・処遇改善・その他各種手当あり

時給

◎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

送迎ドライバー
及び訪問介護

急募

職 

種

特に料理の出来る方大歓迎

ヘルパー資格
必要です!

時 1,500円
鈴鹿市内／リフト作業

■人材派遣センター（派）24-010003 http://www.watermelon.co.jp/worldkoz/

急

派

クイック トーロク
0800-919-1069

受付時間／9：30～20：00

四日市市日永西4丁目17-17

［応募］お気軽にお電話下さい。

勤
務
地

時
　
給鈴鹿中心部

［時間］（日　勤）　8：00～17：00
　　　（2交替）　8：00～20：00
　　　　　　  20：00～翌8：00
［休日］5勤2休（土日休み）
［待遇］制服貸与有、無料駐車場・休憩室完備

大量募集の
高時給案件
リフトの
お仕事!日勤 2交替or

年齢
不問

選べます!

1,500円

日勤 4勤2休のお仕事もございます♪


