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2019.9/15●日 
伊勢・志摩・鳥羽・度会エリア

《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♪

日 1,500円
パ伊勢市中須町／少なくなった商品の注文等

■中部地区大手スーパー店舗フォロー http://www.increase1128.jp

日
給

時
間

愛知県春日井市瑞穂通3丁目88有限会社 インクリース
☎0568-85-8710 出張面接致します。

ドン・キホーテ 伊勢店
（伊勢市中須町627-3）

勤
務
地

売場にあるアイスクリーム・冷凍食品の
少なくなった商品を“ポチッ”と注文等

仕事
内容

11：30～12：301,500円

 短時間 のお仕事★

［応募］まずはお電話を!!

力仕事
ありません

NEW
スタッフ募集

週3日
～OK

主婦の方に
大人気♪

時 1,000円以上＋交通費全額支給
派伊勢市船江／ナースアシスタント

■人材のソムリエ（派27-010411）

1,000円以上
＋交通費全額支給

ベッドメイキング、
食事の配膳・下膳、
メッセンジャー業務など
（ナースアシスタント）

時給

仕事

勤務地

伊勢赤十字
病院
※伊勢市駅より徒歩15分

【電話受付】9：00～18：00（土日祝除く）
https://www.taskforce.jp

0120-31-2058愛知県名古屋市東区葵
3-15-31 千種ビル3F

株式会社 タスクフォース

［時間］9：00～17：30 ［休日］週休2日
［待遇］社保完備、交通費支給、
　　　制服貸与、食堂有、車通勤可
［応募］お気軽にお電話にてご応募下さい。
★採用HPより、24h応募可能です!
　「人材のソムリエ」で検索!

車通勤OK

40～50代女性活躍中!
資格がなくてもできるお仕事です！

あなたの気配りが
活かせます!

未経験歓迎

資格不要

長期安定!

経時 873円
正アパ度会郡南伊勢町内／販売・撰果・生産

今年もみかんの季節がやって来ました!!

共通
正社員も
募集中です!

［職種］販売・撰果 ［時間］8：30～17：00★随時募集！
［職種］生産（収穫）スタッフ
［時間］8：00～17：00

☎0599-66-1201（担当／溝口）
度会郡南伊勢町五ヶ所浦3958

農事組合法人 土実樹（つみき）

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。［受付9：00～17：00 水曜定休］

■柑橘類の生産・販売

［時給］873円
［待遇］交通費規定支給、労災保険あり

①

②

南伊勢町内

★フルタイムで
　活躍できる方優遇♪
★勤務時間応相談可

勤務地

11月13日～
12月末まで

期
間

■スポーツクラブ

経 急時 1,000円
アパ伊勢市川端町／バス運転手

伊勢市川端町203-2
ベスパスポーツクラブ 伊勢

スタッフ募集!!スタッフ募集!!

☎0596-25-9911（採用担当まで）
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

お子様を乗せる
送迎バスのお仕事です

ベスパスポーツクラブ伊勢ベスパスポーツクラブ伊勢

［資 格］要中型免許
［勤務日］月曜～金曜
［時 間］14：00～20：00頃 1,000円

時 

給

職種

仕事
内容

バス運転手

パート アルバイト

■珈琲店

急時 850円～1,000円
正アパ伊勢市内／ホール・キッチン

①楠 部 店（伊勢市楠部町字奥277）
②一之木店（伊勢市一之木5丁目）

［時給］850円～1,000円 ※試用期間有
［時間］7：00～24：00内で4時間以上（時間応相談）
　　　★週3日～・1日4時間～OK
［待遇］深夜手当・早朝手当、休日手当等有り、
　　　社会保険有り（該当者）、正社員登用制度有り

※上記2店舗どちらかに勤務

正社員同時募集 ※詳細は面接時にて
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

勤
務
地

コメダ珈琲2店舗合同募集！！！

☎0596-21-2888

①楠部店 ②一之木店
（受付/（有）井上真珠 中北）
※平日17：00まで

※時間外（一之木店受付）
☎0596-23-2908

20～40代

の方活躍中
!

Wワーク
もOK!!

フリーター
大歓迎

お得な
社員割引
有♪

経月 191,000円～（諸手当含む） 時 1,030円～［パ］［正］
パ正鳥羽市鳥羽／事務員

■ガソリン・液化石油ガス等の販売

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。
　　　面談時は履歴書（写真貼付）をご持参の上ご来社下さい。

鳥羽市鳥羽3丁目32-12 ☎0599-25-6262（担当／阿部）
株式会社アワヘイ

その他詳細については面談時にご説明させていただきます

仕事
内容

月給 191,000円～（諸手当含む）

★新しい環境でお仕事しませんか？
★経験者優遇!事務員さ

ん〈正社員〉募集!
電話応対、各種書類作成、伝票処理、
データ入力、庶務、経理補助等

女性
活躍中♪

［時間］8：00～16：45  ［休日］日曜、他（月8日程度）
［待遇］昇給、賞与年2回、各種保険完備、交通費支給、その他手当あり

パート勤務もOK！！

［時給］1,030円～
［時間］8：00～16：00
［休日］土日
［待遇］交通費別途支給、
　　　各種保険完備

経 急時 1,000円～※有資格の方
パ勤務地複数／リハビリサポートスタッフ

■リハビリサポート

［資格］要普通自動車免許 ※介護福祉士優遇
［時給］1,000円～※有資格の方 ★土曜・日曜は時給UP! ★能力UPですぐに時給もUP!
［時間］a）8：00～13：30 b）11：45～17：15
　　　※a）b）通しての勤務も可 ※勤務時間についてもご相談ください
［休日］日曜 他 ☆土曜・祝日はご相談ください。　［待遇］交通費全額支給、制服貸与

①伊勢御薗（伊勢市御薗町長屋2146 ※御薗ベリー敷地内）
②伊勢明野（伊勢市村松町1375-6 ※明野航空自衛隊裏）
③明和（多気郡明和町大字金剛坂822-9 ※マックスバリュ金剛坂店東）

勤務地は①～③より
お選びください

勤
務
地

080-4814-8390
［応募］お問い合せ、ご応募はお気軽にお電話ください。

（担当/中里）

グランドオープンにつき新規スタッフ募集!!

トレーニングジムでのスタッフの様に
運動する為の器具の使い方や説明をし、
サポートしていただくお仕事です。

◎働きやすい時間帯なので家事や子育ても両立可能!
◎少人数の施設なので負担が
　少なく働きやすい職場です!
◎希望休もとりやすい!

仕事内容

まずは施設を
見に来ませんか?

『見学だけでも大歓迎♪』

主要道路沿いだから
近隣地域の方も
通いやすい!

経時下記参照
派勤務地複数／職種複数

■人材派遣事業（派）13-300054 ■有料職業紹介許可番号13-ユ-300810 http://www.morita-ei.co.jp/

〈時給〉1,200円～
［時間］8：00～17：00
［休日］土・日・祝(企業カレンダー)

フォークリフト免許のある方も同時募集!!

［勤務地］度会町
［職　種］コンクリート
　　　製品製造補助

［勤務地］松阪市
［職　種］製品製造

〈時給〉1,350円

［時間］　6：00～14：20
　　　14：05～22：00（2交替制）

［休日］土・日（企業カレンダー）

高時給で稼げます!

急募！！！
［勤務地］大台町
［職　種］製品の研磨・加工

〈時給〉

1,100円～
［時間］8：00～17：00
［休日］土・日(企業カレンダー)

急募！！！

☎0596-24-1130
伊勢市船江1-9-11（ミタスの湯前）

［応募］お気軽にお電話下さい。伊勢営業所

●各種社会保険完備、制服貸与
●扶養範囲内での勤務もご相談下さい。

森田電機産業株式会社

高時給なオシゴトも続々追加中!!
記載のないお仕事（短時間など）も複数あります♪

［勤務地］伊勢市
［職　種］精密機器修理

〈時給〉880円～

求職者さま
応援します

扶養範囲内で働けます！

［勤務地］伊勢市
［職　種］組立検査梱包

〈時給〉880円～

［時間］9：00～15：45
［休日］土・日・祝(企業カレンダー)

急募！！！〈時給〉1,050円～
［時間］8：20～16：55
［休日］土・日・祝(企業カレンダー)

男女問わずやる気のある方大歓迎!!

［勤務地］玉城町
［職　種］［A］組立梱包
　　　　［B］機械加工

［時間］9：00～15：55
［休日］土・日・祝
　　　（企業カレンダー）
扶養範囲内で働けます!

急募！！！

経給下記参照
パ正伊勢市大世古／労務管理・給与計算、経理・総務、事務

■労働保険・社会保険の事務代行、給与計算、労働相談等

☎0596-24-8671
（電話受付 平日9：00～18：00 担当／豊田・山﨑）〒516-0079 伊勢市大世古3-1-91

伊勢労務管理事務所

［資格］短大卒以上  ［時間］8：30～17：30（昼休憩1時間）  ［休日］土、日、祝（※会社カレンダー）
［待遇］賞与年2回、社会保険適用、通勤手当支給、マイカー通勤可、駐車場完備（隣接）

職種

経験

月額 基本給160,000円～210,000円＋諸手当＋賞与年2回

労務管理・給与計算のお仕事
［仕事内容］社労士業務のサポート・書類作成・入力業務・接客・給与計算・顧客訪問 等

880円～1,000円時給

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。詳細は面接にてご説明致します。  HP ▼http://www.iseromu.com/

事務スタッフ募集！！

［時間］9：30～17：00の間で応相談
［休日］土日祝、その他会社指定日※資格・時間・休日・待遇は上記正社員と同じです

パートタイマー

正社員

正社員

エクセル・ワードを使用できる・仕事で使用したことがある方

全スタッフが
未経験からスタート
しています。

・働き方について学べます ・いろんな業種の方との出会いがあります ・キレイな環境で快適にお仕事できます

20代～30代の
女性が

活躍しています

職種 事務 正社員のサポート
書類作成等（ ）

170,000円～
190,000円

月給

職種 経理・総務
残業は
ありません
残業は
ありません経験者

優遇
経験者
優遇

正社員
限定社員
転換制度が
あります

正社員
限定社員
転換制度が
あります

手当の詳細は
面接の際に
ご案内致します（ ）

＋諸手当
＋賞与年2回

経給法人規定による（実務と経験に応じる）
パ正鳥羽市・志摩市・伊勢市／・介護職員 ・看護職員 ・介護支援専門員

■介護保険・介護老人福祉施設

☎0599-65-7727
志摩市阿児町鵜方2555-1

［応募］まずはお気軽にお問合せ下さい
　　　（受付/平日9：00～18：00）

みえ働きやすい
介護職場取組宣言
事業所です！

ノーリフティングポリシー
を推進し、新しい介護を
めざしています。

職員募集
居宅介護支援事業所あらしま
8月1日に新規開業しました!!

給与等は実務や経験に応じさせていただきます。是非、お電話で相談して下さい。

恒心福祉会 検索詳細はホームページをご覧下さい http://koushin.or.jp

◆介護支援専門員
※介護支援専門員資格必須

◆介護職員
◆看護職員

鳥羽市安楽島町1075-58

①勤務地

221,000円～（各種手当含む）［月給］介護職員給与例

志摩市阿児町鵜方2824-85

募
集
職
種

◆介護支援専門員
※介護支援専門員資格必須

◆介護職員
◆看護職員

②勤務地

募
集
職
種

伊勢市二見町三津1201-68

③勤務地

◆介護職員
◆看護職員

募
集
職
種

特別養護老人ホーム
あらしま苑内〈 〉

潜在看護師さん歓迎!

■三重交通グループ 

急時（平日）850円～900円  （土・日・祝）900円
パ伊勢市宮後／ホテル客室整備・清掃

平日9時～17時
担当/山本

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］9/17（火）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

［時間］9：00～15：00の間で5h程度
［休日］基本週休2日制（曜日・日数も選べます!）
［待遇］交通費規定支給（お車利用の方は駐車場代補助有）、
　　　有給休暇有、制服貸与

1人で黙々人間関係を
気にせず働けます

☆勤務日数・曜日等相談可 ☆土日祝のみでも可

（平日）850円～900円（土・日・祝）900円※10月より改定あり

仕事内容

勤務地

時　給

ホテル客室整備・清掃
三交イン伊勢市駅前
（伊勢市宮後1丁目1-1）

）（

未経験者歓迎

時 900円日1,500円（実働1.5h＋交通費）
アパ志摩市阿児町鵜方・伊勢市上地町／開店前の店内清掃スタッフ

■パチンコ・パチスロ・ハワイグループ

☎0599-43-4617
（受付時間）10：00～16：00本部事務所／志摩市阿児町鵜方393-77

株式会社ハワイ

［日給］1,500円（実働1.5h＋交通費） ［時給］900円
　　　※月収例30,000円～40,000円
［時間］朝7：00～8：30の1時間半 ※週4日～5日の勤務
［応募］まずは下記迄お気軽にお電話ください。
　　　詳細は面接にてご説明致します。

勤
務
地

店内清掃スタッフ
志摩市阿児町鵜方 伊勢市上地町

チェリー店 パオ店 ハワイ伊勢店

開店前の店内清掃スタッフ募集!!
［パート・アルバイト：10名］ 年齢不問!

朝の短時間のお仕事です! 60代・70代のシルバー世代の方も大歓迎！

職種



B★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）

経月 230,000円～研修期間有り
正伊勢市浦口／墓石加工・製造・施工

［月給］230,000円～研修期間有り
　　　☆賞与年2回有
［資格］30歳以下（省令3号のイ）、
　　　普通自動車免許（AT限定不可）
［時間］8：00～17：00（休憩60分） ［休日］日・祝・お盆・年末年始・他
［待遇］雇用・労災等保険・退職金制度有（勤続年数による）
［応募］まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

http://www.ishiyasekizai.com

（事務所）伊勢市浦口3丁目8-9 （工場）伊勢市浦口（宇治山田高校トンネル横）

受付時間（平日9：00～17：00）0120-69-1488（無料）

株式会社

■意匠登録作品［登録番号1332253号］  やすらぎ公園指定

墓石加工・製造・施工内容

お客様の想いを形に…ご先祖様を大切に…お客様の想いを形に…ご先祖様を大切に…

正社員募集中!!正社員募集中!!
お客様の声から生まれた管理がしやすい「一体化」させた現代墓石。

■三重交通グループ 

急時（平日）850円～900円 （土・日・祝）900円
パ勤務地複数／ホテル客室整備・清掃

［休日］基本週休2日制（曜日・日数も選べます!）
［待遇］交通費規定支給（お車利用の方は駐車場代補助有）、
　　　有給休暇有、制服貸与

共
通

［応募］9/17（火）より電話受付け致します。まずはお気軽にお電話下さい。

平日9時～17時
担当/山本0120-928-551

三交コミュニティ株式会社
津市丸之内9-18（津丸の内ビル4F）

（平　　日）850円～900円 
（土・日・祝）900円
時
給

［仕事内容］ホテル客室整備・清掃
勤務日数・曜日等相談可 土日祝のみでも可

［時間］9：30～14：30の
　　　間で4.5h

伊勢シティホテルアネックス
（伊勢市吹上2-5-11）

［時間］9：00～15：00の
　　　間で5h程度

勤務地 ホテルエコノ多気
（多気郡多気町相可1486-1）勤務地

未経験者
歓迎

※10月より
　改定あり

■名物伊勢肉豚捨

経 急月 160,000円～
正伊勢市内／職種複数

有限会社 伊勢市大世古
2-10-12

［職種］配膳（仲居さん）  
［月給］160,000円～
［時間］10：30～20：30

［職種］調理 ［月給］160,000円～
［時間］8：30～18：00 シフト制（詳細は面接時）

［休日］月平均6.5日  ★賞与2回 詳細は面接時
［待遇］各種保険完備、交通費支給、制服貸与

［共通］

☎0596-28-8803
（おかげ横丁豚捨）

☎0596-28-2745
（豚捨本店）

［応募］まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

おかげ横丁 豚捨（伊勢市中之切）勤務地

若柳（伊勢市大世古）勤務地

正社員募集♪
経給下記参照
パ契玉城町／かんたん組立・梱包作業

■業務請負業 労働者派遣事業（派）24-301389

正

入社祝金

3万円
支給

（規定有）

今がチャンス
！！

新生サポート株式会社
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。掲載終了後も随時受付。
［受付］9：00～19：00・年中無休・携帯電話OK（担当/菊池・中村）

［休日］土日祝・年末年始・ＧＷ・夏季休暇（会社カレンダー）  
［待遇］交通費支給・各種保険完備・有給休暇・制服貸与

かんたん組立・梱包作業内　容

契
約
社
員

［時 給］1,000円～＋交通費
［月収例］18万円～20万円可
［時 間］8：20～16：55（残業有）

［時給］850円 ★4時間～応相談パート同時募集

美和ロック工場内勤務地
当社は美和ロックの請負会社です（玉城町）

0120-711-027伊勢市御薗町王中島796

「定時派」・「残業有派」どちらも大歓迎!!

［月収例］21万円～23万円可＋交通費
［時 間］8：20～16：55（残業有）
※昇給・賞与あり

【
共
通
】

正
社
員

勤務開始日ご相談に乗ります! 
土日お休みのお仕事で充実ライフ♪

快適な
職場で働ける♪

急時①900円～950円  ②880円～920円
正パ度会郡南伊勢町慥柄浦／職種複数

■JA三重厚生連

〈パート〉①介護福祉士・看護補助員募集

〈パート〉②給食員募集

☎0596-72-0001
〒516-1306 度会郡南伊勢町慥柄浦1-1

南島メディカルセンター

［応募］まずはお気軽にお問い合わせ下さい♪（担当：見並・吉田）

［時給］880円～920円
［時間］6：20～19：00の間で
　　　シフト制（実働7.5時間）
　　　週5日勤務※日時については応相談
［待遇］交通費規定支給、制服貸与、
　　　各種保険完備、
　　　有給休暇制度あり

［時給］900円～950円
［時間］8：30～17：00
　　　（早遅あり 実働7.5時間）
　　　週5日勤務 ※日時については応相談
［待遇］交通費規定支給、制服貸与、
　　　各種保険完備、有給休暇制度あり

老健施設「水脈の郷」における
入所者さまへの介護業務
（入浴・排泄・食事・移動の介助並びに関連業務）。

内  

容

正社員も募集しております。

入院患者さま、

老健入所者さまが

「笑顔」になれる

大切な食事を提供します

「ありがとう」の一言が

励みになります

急時 1,000円
アパ伊勢市竹ヶ鼻町／清掃

■ビルメンテナンス

9月よりスタートしたばかりの
新しいお仕事です

みんな初めての勤務なので働きやすいこと間違いなし!
これを機会に応募してください♪

繫がらない場合　070-3351-8961☎0598-50-5111
松阪市大平尾町408-3

中越クリーンサービス株式会社
［三重営業所］

（担当／杉山）

※1ヶ月2,000円×25日の場合50,000円可能
1,000円（一勤務2,000円）
伊勢市竹ヶ鼻町

新規清掃スタッフ大募集!

［時間］5：00～7：00（2時間） ［待遇］駐車場完備、制服貸与
［応募］何時でもお気軽にTELください。
　　　出れない場合は折り返します。

いよいよ

残り1名です

勤務地

時　給

急時 920円～
パ志摩市磯部町／パッキンの加工・検査

■パッキンの加工・検査

［時給］920円～（フルパート）
［時間］8：30～17：15（実働7.75時間）
　　　（時間相談に応じます。）
［休日］土・日・他（会社カレンダーによる）
［待遇］各種保険完備・制服貸与・交通費（規定）支給

☎0599-56-2077（担当／山下）
志摩市磯部町恵利原672-1（磯部ふれあい公園そば）
志摩ガスケット株式会社

◎志摩ガスケット3点メリット◎

30代～40代
多数活躍中！

鳥羽市内からも
通勤しやすい
立地☆

フルタイムでも
短時間でも
OK!!

受付時間（平日9：00～17：00）

［応募］まずはお気軽にご応募ください。

絶賛 積極採用中♪

志摩市磯部町
（磯部ふれあい公園そば）

勤
務
地

パッキンの加工・検査内
容

スタッフ2名の大募集
追加!!

男女活躍中!!

未経験OK!!

アパ伊勢市内／職種下記参照
急時①1,000円～ ②950円

■マット、モップ等レンタル・プロのおそうじ・家事代行

ダスキン 伊勢支店
伊勢市
小俣町相合
463-3 直通 090-8338-7658（担当/タカギ）

0120-29-5845

［待遇］交通費規定支給、制服貸与あり
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

スタッフ募集！！
お客様からの「いつもありがとう」の

言葉が嬉しいお仕事です！

［時　給］950円 
［時　間］9：00～16：00 ※応相談
［勤務日］週3日～ ※応相談

ご契約をいただいている
お客様を訪問し、レンタル商品の
お取替えやお届けなどをするお仕事です

［職種］②【ご家庭向け】お客様係

［時　給］1,000円～ 
［時　間］9：00～16：00
［勤務日］月～金の内で4日間

ご契約いただいているお客様を訪問し、
レンタル商品の交換や、洗剤などを
お届けしていただくお仕事です

【事業所向け】
レンタルサービススタッフ

［職種］
①

経給 170,000円～210,000円
正伊勢市一志町／医療事務

■クリニック

★明るく働きやすい職場です★

☎0596-28-3357
伊勢市一志町6-7（NTT前）

医療事務〈正社員〉募集

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

いど胃腸科クリニック 検索

［給与］170,000円～210,000円
［時間］8：30～18：55（左記時間内で8時間）
　　　◎休憩時間は自宅に帰ることもできます
［休日］完全週休2日（木曜、日曜、祝日、年末年始）
［待遇］昇給・賞与有、各種保険完備、厚生年金、交通費支給

☆向上心のある方、人と接することが
　好きな方ご応募ください!

☆経験者
　募集!

◆詳しくはホームページもご覧下さい。

経月②③160,000円時①1,000円＋交通費別途支給 ②③850円～
パ鳥羽市・志摩市・伊勢市／清掃スタッフ

■ビルメンテナンス

伊勢市岩渕3丁目561-8 三交伊勢ビル5F
株式会社 三重フジミ

［応募］委細面談時。
　　　お気軽にお問い合わせください。

☎0596-24-5848
［随時受付中！］

◎伊勢でも募集してます ［職種］清掃スタッフ ［時給］880円～ ［時間］9：00～17：00（現場により異なります）

②近鉄賢島駅 ③近鉄鳥羽駅 ※勤務地選べます。

［時間］8：10～16：10・9：00～17：00・13：00～21：00（実働7時間程度）
［待遇］各種社保完備、交通費規定支給

職　種 清掃スタッフ（駅構内・車内トイレ清掃、ゴミ回収等）
勤務地

内容

勤務地

時　給

複数人数の現場で初めての方でも安心♪
接客等の業務はありません。

［月給］160,000円
［休日］シフト制（4週6休）

［時給］850円～
［休日］シフト制（週2日～勤務可）

［時間］月曜日～金曜日 8：00～11：00
［休日］土曜日・日曜日

店舗トイレの日常清掃
①おはらい町内店舗
　 （伊勢市宇治今在家町）

働きやすい時間帯で
無理なく働けます!!

高時給
×

短時間

1,000円
＋交通費別途支給

女性
活躍中

時［フルタイム］1,050円 ［パ］900円
パ請度会郡玉城町・伊勢市小俣町／ドア部品の加工・組立・検査・梱包・事務

■創業37年の確かな実績 ■製造請負・人材サービス（派）13-050206

※規定あり3万円入社
祝金

シグマグループ

津事務所

津市東丸之内33-1 津フェニックスビル4F
0120-033-490

ミ ナ サ ン 　 シ グ マ

応募先
FAX応募も随時受付中! 
FAX059-229-1561

※フリーダイヤルは携帯、PHSからもご利用いただけます。
※履歴書をFAX下さい。こちらから折り返しご連絡致します。個人情報保護法に基づき管理・処理を行っております。

［応募］まずは電話連絡の上、履歴書（写真貼付）をご持参下さい。

パート

［時給］1,050円 ［時間］8：20～16：55（残業あり）

4～6時間程度のパート事務員さん急募（時間応相談） ［勤務地］度会郡玉城町 ［時給］900円

［時給］900円  ［時間］9：20～15：55
★時間応相談、あなたのご都合をお聞かせ下さい♪

フルタイム

［休日］〈フルタイム〉土・日・祝（会社カレンダー）、大型連休あり   
［待遇］〈フルタイム〉社会保険完備、交通費規定支給、
　　　　　　　　　寮完備（家具家電付）、週払い可、皆勤手当あり

・ 度会郡玉城町（玉城I.Cから車で2分）
・ 伊勢市小俣町

勤
務
地

ドア部品の加工・
組立・検査・梱包の
お仕事です。

職 

種

当社が請け負っている（美和ロック工場内）職場なので
長期で安定して働いていただけます！

工程管理経験者
大歓迎！

20～60代の
男女活躍中!!

急時 850円～1,000円
パ契伊勢市内・度会郡玉城町／調理補助・栄養士・調理師

［応募］お気軽にお電話下さい。現地近くにて面接致します。
　　　（履歴書持参）9/16（月）より受付けさせていただきます。

■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/

四日市市
日永1丁目2-20

その他求人情報

0120-46-1320 ☎050-3732-5516（南勢事務所）
070-2230-9453（中村）

調理のお仕事特集!

契約社員同
時
募
集
◎社会保険有・賞与有・正社員登用制度有◎

［時間］14：45～19：45（4.5H） ［休日］週休2日

⑤〔勤務地〕伊勢市楠部町

調理補助職種

［B］1,000円 ［C］850円
［時間］［B］　6：00～14：00（7H）
　　　［C］14：00～19：30（5.5H）
［休日］週休2日

調理補助職種 時給

［B］社会保険有

※［B］［C］どちらか

［時間］9：00～14：30（4.5H）

⑥〔勤務地〕伊勢市二見町三津
［A］調理補助（仕込）職種 土・日

休み

［時間］8：30～14：30（5H）

④〔勤務地〕度会郡玉城町蚊野
調理補助職種 土・日

休み

［勤務地］伊勢地区・志摩地区
［職 種］調理師又は栄養士
［給 与］委細面談の上 経験者優遇  ［休日］週休2日
［時 間］5：30～20：00（8Hシフト制）

社会保険有、賞与有、正社員登用制度有
［時間］5：00～19：30（内8Hシフト制） ［休日］週休2日

委細面談の上（経験者優遇）
栄養士又は調理師職種

給与
契約社員

850円
［時間］［A］14：30～19：30（5H）
　　　［B］　5：30～19：30（内8Hシフト制）
　　　［C］10：30～15：30（4H）

②〔勤務地〕伊勢市朝熊町
調理補助職種 時給

850円時給

850円時給

900円時給

850円時給

［B］社会保険有

［休日］
週休2日

［時間］15：00～19：00（4H） ［休日］週休2日

③〔勤務地〕伊勢市二俣町
調理補助職種

①〔勤務地〕伊勢市朝熊町

［待遇］交通費別途支給、制服貸与

W給

パ正伊勢市内／職種複数

■介護事業

当社規定による（経験・能力に応じる）

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。詳細は、ホームページをご覧下さい。

〒516-1102 伊勢市佐八町1720-22

☎0596-39-0108（担当／山本）
森伸 検索http://www.morisin.co.jp

人にやさしい街づくり

株式会社 森 伸

※予約は不要です。いずれかご都合の良い時間でご参加ください。

会社説明会 □1 10：00～ □2 11：15～10/5（土）
伊勢市労働福祉会館（伊勢市勢田町）

※①②・⑥～⑩は、常勤・非常勤（Wワーク・夜勤専従含む） ※③④⑤は、非常勤

①企画事務 ②国際事業 ③清掃員
④送迎職員 ⑤調理補助 ⑥施設介護職員 
⑦施設看護職員 ⑧理学・作業療法士
⑨訪問介護職員 （別途、資格手当、業務手当、訪問手当（320円～700円/h）あり）

⑩訪問看護職員 （別途、資格手当、訪問手当（1,216円～1,500円/h）あり）

正社員・パート

介護施設での勤務が未経験の方やブランクのある方も大丈夫です!

話だけでも聞いてみたいという方も大歓迎♪

Wワーク・夜勤専従も可能詳細は会社説明会で御説明します

募
集
職
種（
正
社
員
・
パ
ー
ト
）

新規
追加

受講費用全額
会社負担

働きながら介護実務者
研修等の取得ができます!

働きたいと思っている育児中の子育て世代の方に安心して
働いていただけるように祝日・土曜日も運営。
延長・休日保育料が別途発生しません。

お子様を預けながら仕事ができます!

家賃の約半額を会社が
負担いたします。
スーパーや医療機関も
近く、各施設への
通勤も便利。

2DK

1K
ケアパートナー
森伸・小俣・明野のすぐそば。
駅まで徒歩3分

社宅
駐車場1台付

もりの実保育園

保育
研修制度

募集!!


