
 ［本社］三重県四日市市浜田町5-12 第2加藤ビル3F ☎059-351-0333 AD★掲載されている求人情報は発行日現在のものです。応募された時点で募集が終了している場合はご了承下さい。 ★掲載されている求人情報は男女雇用機会均等法に基づき双方を対象としたものです。（特別なものを除く）
★アドサンアイ  トラブルホットライン ☎059-351-0333（祝日除く月～金 9時30分～17時30分）  ★三重労働局総合労働相談コーナー☎059-226-2110（月～金9時～17時、受付は1時間前に終了）

にも同時掲載しています。FREE PAPER W E B アドサンアイ
◎中日新聞・朝日新聞・毎日新聞 ［折込エリア］四日市市・三重郡（菰野町・朝日町・川越町）に3紙

2020.5/31●日 
四日市・菰野・朝日・川越エリア

《アイコンの説明》 未経験者歓迎 寮完備 長期 短期 日払い学生さんOK経験者優遇経 急募急 WワークOKWシニア世代も歓迎 車通勤OK

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

ア四日市市滝川町／コンビニスタッフ
900円～

［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 

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

・9時～17時内で応相談
・17時～22時 900円～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

■保険業

月約155,000円
正四日市市内／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

■事業用不動産業

経時 880円以上＋夜勤手当1,500円/日
パ四日市市諏訪栄町／ビルの管理

60歳以上の方が
活躍中のお仕事です！

飲食ビルの主に夜間の管理、定期巡回、電灯などのメンテ、
簡単な清掃、テナントへの配付物届け、電話番 等

［資格］電気関係の知識が若干必要です
［時間］18：00～翌7：00の間で8時間程度
［時給］880円以上＋夜勤手当1,500円/日
　　　※試用期間2ヶ月間有
［待遇］雇用保険、労災保険、有給休暇5日間有
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

《職種》ビルの管理

◎近鉄四
日市駅

徒歩3分

◎週3～4
日

程度の勤
務です

☎059-351-6651（担当／野村・増喜）
〒510-0086 四日市市諏訪栄町8-8

三重相互株式会社ブラウンビル

急給［日給月給］160,000円～
正四日市市新正／事務員

■コニックスグループビル総合管理 www.conyx.co.jp/

事務員さん募集♪

☎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

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。

［資　格］基本的なWord.Excelの操作が出来る方、
　　　　普通自動車免許（AT限定可）
［日給月給］160,000円～ ［休日］日祝、隔週土曜午後
［時　間］①9：00～17：30 ②9：00～12：00（隔週土曜）
［待　遇］昇給、賞与年2回、社保完、交通費規定支給

四日市市新正4-1-1チトセビル3F
売上・請求業務、
書類作成、電話応対

勤務地

仕事
内容

■ビジネスホテル

時 880円～
四日市市堀木／清掃

W

アパ

☆接客はないので安心

☎059-355-3332（採用係）ヒールイン四日市 検索

四日市市堀木町
一丁目4番12号ヒールイン四日市

昇給有
年2回（状況に応じて）ボーナス有り

［応募］まずはお気軽にお電話ください。

リニューアルのため
アルバイト・パート募集

交通費（規定）支給
客室おそうじ職種

［時給］880円～
［時間］9：00～14：00頃
［勤務］週2～ご希望の時間で働けます（シフト制）

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!

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。

時①930円～1,010円＋各種手当  ②1,570円～1,620円＋各種手当
パ正菰野町吉沢／介護職員・看護師

■障がい者生活介護施設 三重県指定通知事業所番号 2412220085

急

初心者の方も大歓迎！親切丁寧にご指導致します♪

☎059-325-7751
[応募]お気軽にお電話下さい。（月～金 9：00～15：00受付）

イーエスサービス
三重郡菰野町大字吉沢字中嶋1431番地

［時間］8：00～16：45（正） ［待遇］昇給、賞与、社保完、各種手当、交通費規定支給、車通勤可

おかげさまで今年で10周年を迎える定着率の良い働きやすい施設です。
シフトにより、いろいろな働き方が出来ますよ♪

［時給］930円～1,010円＋各種手当 ［時給］1,570円～1,620円＋各種手当
①介護職員（正・パ） ②看護師（正・パ）

［パート］9：00～15：30の間で柔軟にご対応させて頂きますので、お気軽にご相談下さい。

職種 職種

★お子様の急病やイベントなどでのお休みもしっかりとれます ★パートさんも賞与・有給休暇あります ★パートさんは週2日～OK

残業
ほとんど
ありません

様々な
手当ても
充実

扶養
範囲内
OK

時 900円～1,125円
紹四日市市塩浜／ガソリンスタンドでの監視業務

■職業紹介事業許可番号 13-ユ-300060

[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☆
詳しいお仕事の内容はコチラ

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

［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

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!

コスモ石油
セルフピュア名四塩浜
(四日市市大字塩浜字八幡116-1)

60歳以上の方積極採用中!!

900円

月収例

勤務地

121,500円 (月15日勤務の場合)

力仕事・給油業務なし!

時
　
給 1,125円

22時～翌5時▶

0120-128-400

時 950円～980円
四日市市日永東／設備機材の準備や片付けと受付業務

■労働者派遣事業許可番号（派24-300321）

パ

［資　　格］PC操作が可能な方（ワード・エクセル初級～中級位）
［勤務期間］2020年6月1日～2023年3月31日（2023年4月以降も更新可能）

［時　　給］950円～980円　［休日］シフトによる完全週休2日以上、年末年始休暇（6日間）
［時　　間］①［Ａ勤務］7：30～14：45 ［Ｂ勤務］14：30～21：30
　　　　　②［Ａ勤務］8：30～15：15 ［Ｂ勤務］15：00～21：30
［待　　遇］制服（ユニホーム）支給、交通費規定支給、1ヶ月間の研修あり（研修期間の時給は900円）、
　　　　　有給休暇付与（労働条件による）

☎059-394-3151

三重郡菰野町潤田字六反田4047-1 （四日市西警察署より車で2分）
東洋テック株式会社

［応募］右記二次元コードから応募して下さい。①お名前②ご住所③お電話番号を入力の上、メール下さい。
　　　受信後、5日以内に確認メールをお送りします。届かない場合はお手数ですが、再送信をお願い致します。

［お問い合わせ］平日の9：00～17：00
　　　　　（12：00～13：00を除く）
［面接場所］本社又は四日市市内公共施設

追加募
集!幅広い年代の方が活躍中!!

業務内容

四日市市
新総合
体育館での
お仕事です

♪

開館に伴い

スポーツに
興味がある方、
大歓迎!! 明るい対応が出来る方、大歓迎♪

設備機材の準備や
片付けと受付業務

給当社規定により決定
他正四日市市内／職種下記参照

■石油製品関連総合物流業

経

〒510-0851 四日市市塩浜町1番地（本社）
昭永工業株式会社

［資格］高卒以上、経験不問、マイカー通勤可能者
［給与］当社規定により決定（年齢・経験により優遇）
［時間］8：30～17：00　［休日］月7回
［待遇］各種社会保険有、賞与年2回、通勤費支給、作業服貸与、他
※試用期間有 ※その他詳細は面談時にご説明致します。

①塩 浜 本 社
②午起事業所
③楠 事 業 所

☎059-345-1481
［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社ください。

　①石油製品の
　　積込みの監視・監督
②③石油化学製品の
　　製造・出荷等

勤務地 職　種

勤務開始日
応相談

嘱託の方も
募集中!

正社員大募集!!地元で!! 社員で!!

長く!!

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) 10:00～12:00

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。

経 急月①28万円～ ②29万円～ ③32万円～
正三重郡菰野町菰野／ドライバー

■総合物流業

ISO9001：2015認証登録

○当社は安全第一。
　安全運行のための研修や教育を徹底して行います。
○安心してスタートできるよう、
　先輩社員による2週間程度の同乗研修を実施します。
○固定ルートでの配送につき、仕事も道もすぐに覚えられます。

正社員募集!!充実の福利厚生制度等で、
安心して働ける環境をご用意しております!

［勤務地］［本社］三重郡菰野町菰野997-1
［時　間］当社運行規定による
［休　日］土曜・日曜、GW・お盆・年末年始、他
［待　遇］各種社会保険完備、昇給、賞与（業績による）、制服貸与、
　　　　車通勤可、福利厚生施設あり、研修期間あり、他

菰野運輸株式会社から、
ご入社いただく方への3つのお約束。

本社／
三重郡菰野町菰野997-1菰野運輸株式

会社

☎059-394-1133㈹ 受付時間／月～土曜 9時～18時（担当／谷・伊藤）
［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）をご持参ください。

荷姿はすべて
ケースもの・
パレット
積み降ろし

［資格］大型免許、フォークリフト免許

③10tドライバー
〈愛知（豊田・安城）方面〉
職
種

月
給32万円～

［資格］中型免許、フォークリフト免許

②4tドライバー
〈静岡（浜松）方面〉
職
種

月
給29万円～

［資格］中型免許、フォークリフト免許

①4tドライバー
〈愛知（名古屋）方面〉
職
種

月
給28万円～

大型自動

洗車機＆

最新給油所
完備

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!!

■美容室 http://www.11cut.com

時［土日］1,200円～ ［平日］1,000円～
正パ四日市市日永／スタイリスト
W

［応募］まずはお気軽にお問い合わせください。

イレブンカット3つの証言 検索☎059-345-3811

美容室イレブンカット
カヨーショッピングセンター店

四日市市
日永4-2-41

パート募集♪
年齢は問いません☆

［職種］スタイリスト
　　　［アシスタントも同時募集］

［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!

20～50代
の方
活躍中♪

Wワーク
OK

有給
休暇有

その他詳細はお問い合せください

主婦の方
も歓迎

W月基本給181,500円～＋各種手当
正四日市市羽津中・赤堀新町／保育士

■四日市市認可 小規模保育事業所

プライベー
トも

充実させな
がら

一緒に楽し
く

保育をして

みませんか
？

☎059-333-0550
四日市市羽津中1丁目5-17 コスモス104 受付時間／平日13：00～

応
募
先

きっずはうすCOCORON（ココロン）
［応募］お気軽にお電話下さい。メールでの応募もOKです  ◎E-mail：cocoron@m4.cty-net.ne.jp

保育士さ
ん募集4年ぶりの増員決定

［時給］1,050円以上

181,500円～＋各種手当基本給

Ⓐ赤堀新町園 Ⓑ羽津中園勤
務
地

月
給

※研修は羽津中園
　で行います

四日市市認定園 きっずはうすココロンが
子どもたちの未来を担う保育士を募集します!
・特技が活かせる（ピアノが出来なくても大丈夫！）
・行事が無いのでゆったり子どもと関わりが持てる！
・完全週休2日（有休もとりやすい職場です）

※詳細はお問い合わせください。

基本、残業・
持ち帰り
仕事なし!!

複数担任で0～2歳の子どもたちの成長を見守っていきます♪

4月開園
したばかり

［時間］7：00～18：00の間で応相談　［休日］日・祝・年末年始（週休2日制）※土曜出勤の場合、平日に代休あり
［待遇］昇給・賞与あり、交通費規定支給、各種社会保険完備、エプロン支給（制服なし）

パートさん同時募集

急時1,250円
派四日市市日永東／リフト作業及びピッキング作業

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.］
332005043

［休日］土日祝（企業カレンダーによる）
［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
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

イオンタウン泊店近く

あなたの経験
活かしませんか！？
フォークリフト
実務経験者歓迎！

1,250円
仕事
内容

時
間

四日市市
日永東
リフト作業及び
ピッキング作業

勤
務
地

時
給

9：00～
17：15

急時1,200円
派四日市市山之一色町／職種下記参照

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.］
332005040

［時間］8：30～17：15（実働7時間45分）
［休日］土日祝（企業カレンダーによる）
［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
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

ハンドリフトでの移動、
PCのデータ入力

1,200円

日勤の
お仕事
です！！

日勤・土日祝
休みで
大人気♪

仕事
内容

四日市市山之一色町勤務地

時給

男性活躍中

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)

景気に左右さ
れない

安定業界!!

普段やっている、簡単お掃除のお仕事！

［時　間］月～金 8：00～12：00 ※週4～5日
［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

急時1,250円
派四日市市日永東／職種下記参照

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.］
332005044

［時間］9：00～17：15
［休日］土日祝（企業カレンダーによる）
［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
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

配送
経験者
歓迎♪

1,250円時　給

勤務地 四日市市日永東

事務所内での配車調整・
入力業務・電話対応等の

お仕事です!

大人気！
残りわずか！！

急時

派四日市市山之一色町／ピッキング・梱包・データ入力等
1,300円～1,625円

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.］
332005041

［時間］①7：00～17：50 ②19：00～翌5：50  ※2交替勤務
［待遇］社保完、作業服貸与、食堂利用可、有給休暇
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

時 

給

四日市市山之一色町

1,300円
～1,625円

男性活躍中
ピッキング・梱包、
ハンディターミナル・
PCデータ入力

高時給！！
仕事内容

勤 務 地

2交替で稼げる
お仕事出ました！

［勤務］

4勤2休の

シフト制

■送迎バス運行請負

時中型免許以上900円～
アパ四日市市采女町／送迎ドライバー

南自動車学校
（四日市市采女町340-1）

送迎ドライバー募集!
年齢問いません

勤務地

定年
された方
大活躍中

有限
会社ティエヌコーポレーション

四日市市采女町348
＊内部駅より徒歩5分☎059-348-0066
繋がらない場合はコチラ
（南自動車学校） ☎059-348-3373

［時給］〔中型免許以上〕900円～ 研修期間有
［資格］年齢不問! 中型免許以上
［時間］・8：00～14：00 ・8：00～21：00（詳細面談時）
　　　◎週1日～OK!曜日は相談応じます
［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）郵送下さい。
　　　（履歴書は返却いたしません）

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

■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!

■安全と信頼の警備保障

日 7,000円～
ア勤務地複数／交通警備員

有限会社平成警備保障 三重
四日市市野田1丁目66番5号

☎059-331-6354（受付10：00～16：00）

［応募］まずはお気軽にお電話連絡の上、
　　　履歴書をご持参でお越しください。

交通警備員募集

［資格］18歳以上（警備業法による）
［時間］8：00～17：00

［業務内容］各現場にて交通警備のお仕事です。

★幅広い年代の方が活躍しています!★

交通警備員職種

日給 休日

ミニストップ

Vドラッグ

至
生
桑

至鈴鹿

至桑名

満殿の湯

ココ

365

477

1

快活CLUB

洋洋住研

マルハン

7,000円～
研修制度があるので安心です!!

日曜日

未経験の方
大歓迎!

■高齢者介護

W急時900円 ※日曜・祝日+50円
パ四日市市滝川町／厨房スタッフ

http://horishin.jp

ホリシン株式会社☎059-332-1156

◎レトルト食品の温め、盛り付け作業等
◎手の込んだ調理はございません

〈職種〉厨房スタッフ（パート）

［時間］10：00～19：00
［待遇］マイカー通勤OK、交通費規定支給、食事半額補助
［応募］まずはお気軽にお電話下さいね。

四日市市滝川町13-3 近鉄川原町駅より徒歩2分
四日市

未経験の方も大歓迎！

900円時給 （日曜・祝日＋50円）

週2日～でOK♪

■清掃業

時 880円～（昇給あり）
パ四日市市千歳町／清掃

［勤務地］四日市市千歳町 ［職種］清掃
［時 間］8：00～14：45（時間帯応相談）
［休 日］土、日、祝（会社カレンダーによる）

土・日・祝休み!! 経験・年齢不問!!

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。

女性活躍中!!

時 

給
880円～
（昇給あり）
※交通費別途支給

■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

■コンビニエンスストア

時 900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
四日市市富士町2-3（富士町交差点角）応募 ☎059-334-8722

■コンビニエンスストア

［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

■ビル総合管理

急時 900円＋交通費（規定）支給
パ四日市市下之宮町／分譲マンション清掃員

☎052-381-3751（大沢）
名古屋市港区宝神4-1219株式

会社タカラサービス

［時給］900円＋交通費（規定）支給
［応募］電話連絡後、現地で面接を行います。

【お昼までのお仕事】パートさん募集

8：00～12：00
（月・水・金）

〈
時
間
〉

勤務地：四日市市下之宮町
職　種：分譲マンション清掃員

《制服貸与》
《車通勤可》

給下記参照
正四日市市東日野町／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

［応募］6月1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）

作業服・
作業用品の販売

職
種

勤
務
地

あさひ店・鈴鹿店同時募集

毎週土曜日店舗定休日

［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、通勤費規定支給

話題のワークショップで
働いてみませんか!?

正社員募集!!

ときわ店四日市市
東日野町
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＼＼三重のオシゴトなら／／

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

経 急時（介護福祉士）1,100円 （初任者研修）1,050円
アパ四日市市日永／介護スタッフ

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）
☆LINE IDでも応募受付中
「amigo-saiyou」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! 土・日・祝
手当50円

［時間］①6：00～20：00の間で4～8時間
　　　②夜勤18：00～翌9：00（休憩有）
　　　　（介護福祉士）20,600円／回
　　　　（初任者研修）19,900円／回 
［待遇］昇給・賞与有、社会保険完備、有休、資格取得助成金、
　　　健康診断・予防接種会社負担、食事補助、交通費支給（月2万円迄）

ブランクの
ある方も
大歓迎です

（介護福祉士）1,100円 （初任者研修）1,050円時
給※9時以前・18時以降200円アップ

週1日～OK

■宅配業務

時［パ］880円
パ四日市市高浜新町／野菜の袋詰め

http://yoshikei-dvlp.co.jp

ヨシケイ三重
【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

野菜の袋詰め（パート）職種

［時給］880円  ［休日］土・日、GW、夏季、冬季 
［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
［応募］まずはお問い合わせください。詳細は面談にて。

お子様の行事への参加も
しっかりサポート

■手打ちそば

W時下記参照
アパ四日市市阿倉川／ホール・キッチン補助

平日夜2時間程度の
お仕事
ホール・キッチン補助
★年齢不問

［時　間］17：00～21：00の間
［定休日］月（祝日の場合は火）、第1・3火
［応　募］まずはお気軽にお電話ください

主婦（夫）さんも
学生さんも
大歓迎!

主婦（夫）さんも
学生さんも
大歓迎!

石臼挽き手打ちそば いとう
四日市市阿倉川9-18 UMビルAKURAGAWA 101

080-5120-9024

時
給

職
種

平日［夜］950円～

パート・アルバイト

■清掃業務

時 970円（研修期間950円/2週間程度）
パ四日市市内／アパート共用部のおそうじ

☎059-334-8000四日市市羽津3533-1

［応募］お気軽にお電話下さい。6/1（月）より受付致します。

株式会社

おそうじ
★ほとんどが、お1人でのお仕事となります
★年齢不問　★女性活躍中

簡単な
日常清掃も
たまに有り
未経験
の方も
大歓迎　

［資格］要普通免許
［勤務］週4日～5日 8：30から6・7h程度
　　　ご希望の開始・終了時間、曜日をご相談下さい
［休日］日・祝、GW、盆、年末年始
［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950円
＊2週間程度（ ）

アパート共用部の

パート

四日市市・三重郡菰野町／運転スタッフ

■三重交通グループ

契

経 急日①9,000円 月②85,000円程度

面接場所 三重交通研修所（四日市市生桑町962-1）

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

［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。

三重交通株式会社 自家用営業部

運転スタッフ募集
勤務地：①四日市市内
内　容：スクールバス（大型バス）の運転

9,000円日額

月額

（諸手当等含む）

（諸手当等含む）

［資格］大型免許以上 
［時間］7：00～17：00 月間15日程度
［休日］土・日曜日、祝日、学校休校日（春、夏、冬休み等）

85,000円程度
［資格］普通免許以上
［時間］8：00～10：00・15：00～17：00 月間17日程度
［休日］日曜日、他シフト制

勤務地：②三重郡菰野町
内　容：ワゴン車の運転

☆あなたの運転経験を活かしませんか!!☆

時 1,100円＋交通費支給
派四日市市内／軽作業

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

急

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。

［時間］8：30～17：15（時短勤務OK）  
［休日］土・日・祝・大型連休
［待遇］制服貸与、無料駐車場完備、休憩室完備

1,100円
＋交通費支給

四日市市
中心部

勤務地

時　給

冷暖房
完備

未経験
OK！

ウレシ
イ土日祝休み♪

女性
スタッフ
活躍中

〈職種〉

軽作業

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

急時1,200円
派三重郡朝日町／データ入力・梱包作業など

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.］
332005039

三重郡朝日町縄生
（近鉄伊勢朝日駅から徒歩5分）

仕事
内容

パソコンは基本操作が
できれば大丈夫です♪

プライベートも充実!!

データ入力・
梱包作業など

駅
チカ!

土日祝
休み!
男性
活躍中! 勤務地

日勤のみ♪高時給!

［時間］8：30～17：15（実働7時間45分）
［休日］土日祝（企業カレンダーによる）
［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
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

1,200円時給

経時 1,000円～
アパ四日市市生桑町／ペットトリマー

☎059-331-5882 080-6970-1505（担当／加藤）

ペット美容室 ワンぴ～す 生桑店

[資格]トリマー資格をお持ちの方 [時間]9：00～17：00の間で応相談
[休日]応相談　[応募]まずはお気軽にお電話下さい。

☆試用期間有

時 

給

ペットトリミング・
接客及び
店舗管理業務

仕
事
内
容

■ペットサロン

[不在の場合]

四日市市生桑町榎下167-1
スーパーサンシ生桑店

駐車場内（ ）

1,000円～
ペットトリマーさ

ん大募集！！ 経験者・

ブランクのあ
る方も

大歓迎！

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

［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 ［資格］要中型免
［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。

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！！

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。

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

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

給下記参照
パ正四日市市生桑町／職種複数

■医療法人 尚豊会 http://mitakihp.jp/

☎059-330-6000（担当／山下・伊藤）四日市市生桑町菰池458-1

［応募］お気軽にお電話、又は　 ください。 mitaki6f@m7.cty-net.ne.jp

扶養手当（規程による）、健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、交通費（規程による）、車通勤OK、制服貸与、賃貸住宅居住者家賃補助制度 上限月額25,000円（規程による）ⒶⒸⒺⒻⒼ共通待遇

［資格］それぞれ有資格者　［賞与］年3回4.7ヶ月（前年度実績） 
［時間］8：30～17：30　
［休日］勤務表によるローテーション制（週40時間勤務）

みたき総合病院スタッフ募集［正職員］［パート］

みたき在宅ケアセンタースタッフ募集
［正職員］

〈職種〉Ⓖ理学療法士［正職員］
［月給］220,000円～230,000円

［勤務日数］月～土曜日の間で週4日以上
　　　　　（勤務曜日は応相談）　
［時　　間］9：00～16：00の間で応相談

［業務］訪問リハビリ・通所リハビリ ［資格］理学療法士 ［賞与］年3回4.7ヶ月（前年度実績） ［時間］8：30～17：30
［休日］日曜日の他 勤務表によるローテーション（原則週休2日） 
　　　※祝日に出勤となる場合があります。（振替休日あり）

〈職種〉Ⓔ栄養士（厨房業務）［正職員］
［月給］165,000円～195,000円

［資格］栄養士  ［賞与］年3回 4.7ヶ月（前年度実績）
［時間］勤務表によるローテーション 
　　　①7：00～16：00 ②10：30～19：30
［休日］勤務表によるローテーション（週40時間勤務）

資格・経験不問〈職種〉Ⓕ給食調理員［正職員］
［月給］160,000円～180,000円

［賞与］年3回 4.7ヶ月（前年度実績）
［時間］早番4：30～13：30、
　　　日勤7：00～16：00、遅番10：30～19：30
［休日］勤務表によるローテーション（週40時間勤務）

〈職種〉Ⓑ臨床検査技師［パート］
［時給］1,500円

［勤務日数］月～土曜日の間で週4日以上（勤務曜日は応相談）
［時　　間］9：00～16：00の間で応相談

〈職種〉Ⓐ臨床検査技師［正職員］
［月給］205,000円～250,000円

［資格］臨床検査技師   ［賞与］年3回4.7ヶ月（前年度実績）
［時間］［月・火・木・金］8：30～17：30 ［水・土］8：30～12：30
　　　※交替で月1～4回程度の夜勤（24：00～9：00）が発生します。別途1回7,000円～
　　　※日勤帯で早番・遅番あり（前後1時間）
［休日］日祝日、水曜日午後、土曜日午後 
　　　※業務都合で休日に勤務が発生する場合があります（振替休日あり）

〈職種〉Ⓓ理学療法士、作業療法士［パート］
［時給］1,600円

〈職種〉Ⓒ理学療法士・作業療法士［正職員］
［月給］200,000円～230,000円

月［日勤］260,000円以上可　［交替制］400,000円以上可
正四日市市川尻町／JSR（株）内での分別&リフト作業

■樹脂製品の製造・加工・包装・出荷

☎059-346-0887
四日市市泊小柳町4-6

資格・経験・年齢不問！大手企業内で安心・安定♪
日勤のみ・交替制
お選びいただけます!日　勤 交替制

［資格］要リフト免許、未経験者の方も大歓迎 ［休日］年間休日120日以上 ［待遇］昇給有、賞与年2回、各種手当、交通費規定支給、社会保険完備、有給休暇、制服貸与

［応募］お気軽にお電話ください。事前見学OK!

090-5798-1498求人専用
ダイヤル

問い合わせ等、くわしくは
担当／久保までお電話ください!( )

充実の
休日&待遇 JSR（株）内での分別&リフト作業

［時間］　8：00～15：00・15：00～22：00・
　　　22：00～翌8：00
［休日］シフト制

400,000円以上可月
給

［時間］8：00～16：00 ［休日］土・日・祝 他

月
給260,000円以上可

JSR（株）内 四日市市
川尻町100

勤務地 職種（ )

時 880円～
ア四日市市川北／学童保育所指導員

■学童保育所

四日市市川北3丁目1-11　☎059-364-7232

大矢知学童保育所   090-4869-4854（採用担当／葛巻）

子どもさんが好きで
自分の経験を活かして
働きたいとお考えの方、

大歓迎です。

勤務時間は小学校の下校時刻により
変動があります。
おおよそ14：30頃～18：00迄

学童保育所
指導員募集

アルバイ
ト

または　ooyachigakudou@yahoo.co.jpへ
お気軽にご連絡ください。

［時　給］880円～
　　　　（資格などにより手当あり）
［勤務日数］月曜から金曜の3～4日程度
［待　遇］交通費を規定に基づき支給いたします
［応　募］詳細等もお気軽にお電話ください。

時 

間

8：00～18：00の間の5時間から応相談

夏休み時

通 常 時

時 900円～1,000円
四日市市内／調理補助・清掃員

http://www.uokuni-s.co.jp/■フードサービス（創業一世紀の給食事業のパイオニア）

パ

急

0120-46-1320  ☎059-346-1320

〈共通待遇〉
交通費
別途支給、
制服貸与

四日市市日永1丁目2-20三重支社
［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）より受付けさせていただきます。

四日市市の
お仕事
情報!! ［職種］調理補助

［時給］1,000円
［時間］Ⓐ17：00～22：00（5H）
　　　Ⓑ　5：00～10：00（5H）
　　　ⒶⒷどちらか
［休日］4週10日
　　　希望休調整可

〈勤務地①〉

四日市市小古曽東
〈勤務地②〉

四日市市森ヵ山町
〈勤務地③〉

四日市市小古曽東

［職種］調理補助
［時給］900円
［時間］13：00～18：00（5H）
［休日］4週10日
　　　希望休調整可

［職種］清掃員
［時給］900円
［時間］9：00～14：30（5H）
週3～4日の勤務
希望休日調整可

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　

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

時 880円 研修期間875円
パ四日市市別名／ギフト商品の木箱の組立

■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（時間応相談）　

［時給］880円（交通費込み）
　　　研修期間は875円
［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。

急募！「増員」に伴い

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
木箱の組立

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

時 873円
アパ三重郡菰野町／軽作業

■就労継続支援A型事業所

三重郡菰野町大字菰野4977-3（アクアイグニスさん向い）

☎059-391-1220（担当／一柳）

一般社団法人 ソールルーナ

［受付時間］月～金 9：30～17：00 ［応募］まずはお気軽にお電話ください♪

［資格］障がい者手帳（精神、身体、知的）をお持ちの方、
　　　難病等の方で仕事をお探しの方
［時間］10：00～15：00（1時間休憩有）
［休日］会社カレンダー・シフト制
［待遇］雇用保険、労災加入、車通勤可、駐車場有

軽作業 客室清掃・箱折り・
シール貼り・除草作業 など

873円

お掃除好きな方、大歓迎♪

勤
務
地

時
給

職
種

三重郡菰野町大字菰野4977-3
就労継続支援A型事業所

急募初めてお仕事される方も

まずはお気軽に
お問合せ下さい♪

募集中！！

急時1,200円
派四日市市東日野／仕分け・梱包・ピッキング・運搬

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.］
332005042

［休日］土日祝（企業カレンダーによる）
［待遇］交通費規定支給、社保完、
　　　作業服貸与、食堂利用可、有給休暇
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

1,200円

仕分け・梱包・
ピッキング・
フォークリフト運搬

四日市市東日野勤務地

仕事
内容

時給

 資格が活かせる!
日勤!高時給!

［時間］
8：30～
17：30

■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

時 880円
パ四日市市安島／警備員

公共施設
警備員募集！！

■メンテナンス https://shinseibt.co.jp/

☎0120-58-1405（担当／横江）

名古屋支店

［時間］①8：00～17：00
　　　②8：00～翌8：00（実働16h）
［応募］まずはお電話ください。 ※詳細はお問い合わせください。

愛知県名古屋市中区大井町2-3 タアムビル2階

研修制度あり
（2週間）

勤務日・休日はシフト制なので御希望に応じます!

週3日
程度

資格も
年齢も
問いません

福利厚生
（社保完備）

四日市市安島公共施設勤務地

職　種

時　給

警備員《パート》 ★経験不問
交通費（規定）支給
（上限15,000円）880円 

フルタイム
勤務希望者歓迎

時 900円
パ三重郡菰野町／清掃やガラス拭き

■総合ビル管理 www.jeqty.com

男女活躍中!

〒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）
株式会社  ジェクティ

［応募］まずは、お気軽にお電話下さい。
☎059-351-0573 080-1612-6819〈採用担当者〉

三重郡菰野町（観光施設）勤務地

共用部の清掃や
店舗外側のガラス拭き等

職 種

［時間］①8：00～12：00 ②13：00～17：00
　　　③8：00～17：00
　　　週2～3回（土日含む）
［待遇］制服貸与、車通勤可

清掃スタッフ募集
★出張面接可能です

900円時
給

■運送業

時 900円
四日市市内／配送及び構内作業スタッフ

急

アパ

鈴鹿市須賀
1丁目21-27☎059-369-0782

有限
会社トップファイター

配送及び構内作業スタッフ募集

［時間］9：00～18：00（1時間休憩） 
［休日］火・金  ※詳細は面談時に御説明します。
［応募］電話連絡の上、履歴書ご持参下さい!
　　　★他にもお仕事あります

900円

大手ホームセンターでの
配送及び構内作業

勤務地

時　給

四日市市内

仕事内容

研修
期間あり

★60歳位までの男性活躍中




