
 ［桑名支社］三重県桑名市南寺町32 ☎0594-22-3788 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・朝日・毎日・読売新聞 ［折込エリア］桑名市は4紙、いなべ市・員弁郡東員町・川越町・朝日町・菰野町は3紙（中日・朝日・毎日）、弥富市・桑名郡木曽岬町・海津市・四日市市北部には1～3紙に折込んでいます。

《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

桑名・いなべ・朝日・川越・弥富・海津エリア
2019.9/15●日 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♪

■学習塾

急時 900円
パア桑名市大央町／採点スタッフ

［時給］900円 ［勤務日］火・金曜日
［時間］16：00～20：00位（2～3hからOK!）
※詳細は面談にて ★事前研修有

桑名市大央町37 エンブレム大勢2F
くわな大央町教室

採点スタッフ募集

（担当／前田）
080-9486-5710応

募

子ども好きな方
大歓迎♪

■地鶏専門店

時①1,050円 ②880円
アパ桑名市筒尾／①配達 ②調理補助・ギフト梱包

株式会社鳥文
桑名市筒尾8-7-27

☎0594-84-6776※水・日・祝を除く
［応募］まずはお電話ください。（受付/9：00～16：00）

［時給］1,050円
［時間］9：30～15：00
［勤務］木曜日

週1日だけの勤務♪
［職種］①配達（軽オートマ車）

［時給］880円
［時間］9：00～15：00前後
［休日］土・日・祝、他応相談

平日の勤務♪
［職種］②調理補助・ギフト梱包

■各種業務請負業

時①950円～1,150円 ②1,300円
契パ四日市市西村町／①リフト作業員 ②総合職

男性活躍中

正社員登用有

［応募］お気軽にお電話の上、履歴書ご持参下さい。
☎059-339-1866四日市市西村町新田4371番地

［時間］①9：00～16：00 ②8：00～17：00
［休日］①週2～OK（シフト）
　　　②土・日（※土曜日は稼働の場合有）、GW、盆、年末年始

★50代～60代の方活躍中！★
職種：②総合職［契］

（全体管理・加工作業の応援）
職種：①リフト作業員

時給1,300円
男性活躍中

時給950円～1,150円
要リフト免許

定年退職
された方大歓迎

交通費
（規定）支給

■社会福祉法人日の出福祉会

時 920円＋交通費規定支給
パ桑名市島田／子どもたちの給食準備（調理）

koyo-hoikuen.ed.jp

〈本部〉
桑名市桑部1482

子どもたちの
給食準備（調理）［パ］

安心して働きやすい職場を目指していますので
お子様の行事やご家庭の
都合も考慮致します☆

勤務地

仕事
内容

［時給］920円＋交通費規定支給
［時間］9：00～14：00 ※シフト制

☎0594-21-3488（採用担当迄）
［応募］まずはお気軽にお問い合わせください。詳細は面談にて。

月10日～1
5日

程度のお仕
事

光陽久米保育園
（桑名市島田634-2）

40～60代の方
活躍中

■ゴルフ倶楽部

時 930円～
アパ弥富市富浜／ポータースタッフ

目の前に広がるのは一面の海。
開放感あふれる職場で一緒にお仕事しましょう!
どなたでも簡単にできるお仕事ですし、
サポートもあるので安心♪

［時給］930円～
［時間］6：00～18：00の間で6時間
　★時間・曜日の相談は柔軟に対応します！
［勤務］週3～4日　［休日］シフト制
［待遇］各種社会保険有、交通費規定支給、昇給有、ゴルフ特典有、車通勤可

☎0567-68-6651弥富市富浜1丁目4番

ウッドフレンズ 名古屋港ゴルフ倶楽部

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

https://www.nagoya-port-golf.com

桑名方面からの応募者も歓迎

ゴルフ場 ポータースタッフ募集!
ゴルフカートの準備、ゴルフバッグの積み降ろし、コース内のお客様サポート。

未経験者OK

経験者歓迎

資格不問

ゴルフしない方
も歓迎!!

■ハウスクリーニング・清掃

W時 850円～＋交通費別途支給
パ桑名市多度町／おそうじや付随する軽作業

おそうじスタッフ急募!
10月上旬から

［勤務地］桑名市リサイクルの森場内
　　　 桑名市多度町力尾字沢地4028番地
［時 間］9：00～13：00

［時 給］850円～＋交通費別途支給（1日200円程度）
［休 日］月単位のシフト制  ［待遇］車通勤OK、制服貸与
［応 募］お気軽にお電話下さい。

（株）ハカチ コーポレーション

☎059-337-8440
090-6464-5833

（担当／奥村）

四日市市あがたが丘1丁目1-5

事務所、会議室、休憩室、通路等の
おそうじや付随する軽作業

仕事
内容

新規
未経験者OK♪ 週2日4h程度♪ かけもちOK♪

時 950円
パ桑名市長島町／院内清掃

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

星光ビル管理株式会社
〈東海営業第一部〉名古屋市中村区那古野1-38-1 星光桜通ビル

受付／9月17日（火）～
　　　9：30～18：00☎052-583-0940

①

②

13：00～16：30
（実働3.5h）

8：30～16：30
（実働7h・休憩1h）

※勤務時間等の詳細は面談時ご説明させて頂きます。
［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。現地面接致します。

［勤務］週4～5日程度 ［待遇］制服貸与、有給休暇有、車通勤可

★土日もできる方大歓迎! ★年齢不問!

時 

間

1名

1名

①・②
より
選べます

長島中央病院
950円院内清掃職種

勤務地

時給

勤務曜日
は

応相談!

短時間や
フルタイムなど
ライフスタイルに
合わせてお選び頂けます

桑名市長島町
福吉271

日 4,000円
パ桑名市大字星川／職種下記参照

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

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。

［応募］まずはお電話を!!

主婦の方に
大人気♪

日
給

時
間

MEGAドン・キホーテUNY
星川店（桑名市大字星川十二835）

勤務地

売場にあるアイスクリーム・
冷凍食品の陳列（発注等）

内容

8：30～12：004,000円

新規事業につき
みんなゼロからのスタート★

週3日～OK 　OKNEW
スタッフ募集

経月 [正]①②26万円～ ③26.5万円～ 時 [ア]③1,000円～ ④1,100円～
ア正三重郡川越町／①生コン製造（バッチャー） ②品質管理 ③大型ドライバー ④構内作業員

■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

［給与］月給26万円～ ［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

大型ドライバー［正・ア］10t生コン車での配送

生コン製造（バッチャー）［正］主にパソコンを使用しての遠隔操作
品質管理［正］現場にて測定機器での品質検査

職種①

職種②

職
種
③

職
種
④

［給与］［正］月給26.5万円～ ［ア］時給1,000円～
［資格］要大型免許、大型トラック経験者

構内作業員［ア］ 生コンプラントの整備・点検・重機運転等
［給与］時給1,100円～　［資格］要普免、重機運転・溶接経験者優遇

［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、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

★エリアは桑名市・
　四日市市の地場です。 
★［ア］時間応相談、週2日～OK！
　定年後の方も歓迎

★1日5時間～でもOK!

職場見学
OK

W時 880円～
アパ勤務地複数／①玉ねぎの加工 ②野菜の仕分け

■食品卸売業

［職種］玉ねぎの加工
　　　倉庫内で玉ねぎの皮をむくなどのお仕事です。
　　　皮むき用のコンプレッサーがあるのでカンタン♪
　　　その他、付随作業や出荷の為の箱詰めなど。
［休日］日（応相談）

主婦（夫）さん・学生さん・
未経験の方、大歓迎♪

［時給］880円～　［勤務］週2～4日
［時間］9：00～16：00（応相談）
［待遇］昇給有、交通費規定支給、
　　　社会保険完備（加入条件を満たした場合）、
　　　服装自由（作業用ジャンパー有）、
　　　車・バイク通勤OK

共
通

［勤務地］①員弁郡東員町鳥取331-5

［勤務地］②三重郡川越町大字亀先新田77-55

［職種］冷蔵庫内での野菜の仕分け作業
［休日］不定休（応相談）

WワークOK扶養控除内OK

☎0594-76-2362（担当／近藤）
員弁郡東員町鳥取331-5

株式会社ワールドウイング
［応募］お気軽にお電話ください。

時 1,000円～
ア桑名郡木曽岬町／構内作業

■食品の配送業

1日4～6h
程度

相互運輸商事有限会社
桑名支店 三重県桑名市長島町福吉362

080-1628-4740
（担当/葛谷（くずや））

090-4164-5394
（担当/大門（おおかど））

大手食品
メーカー
（桑名郡木曽岬町)

構内作業
箱詰めなどの
簡単な作業

勤
務
地

内
容

1,000円～ 頑張り
次第で
昇給有!

男女
問わず!

［時間］9：00から4～6時間程度
　　　※物量次第により延長の場合有
［休日］日曜、水曜（週5日勤務）
［待遇］作業着貸与、交通費規定支給
［応募］まずはお気軽に携帯番号まで
　　　（どちらの番号でも可）お問合せ下さい。

業務拡大の為
アルバイト募集!
〈勤務開始日〉即日～

時
給

職
種

月171,000円～270,000円+資格・夜勤手当
パ正桑名市多度町／介護職員

経

■医療法人財団青木会 www.daiso-cn.com/roken/

社会福祉士（正職員）

桑名市多度町
柚井字境川132番地
（大桑クリニック併設）

☎0594-48-5311連絡先 （担当／森）
［応募］お気軽にお問い合せください。入社日応相談

職
種

月
給

［時間］　7：00～16：00・9：30～18：30
　　　16：00～翌9：00
　　　※日勤のみも応相談!
［休日］シフト制（年間休日120日）
［待遇］昇給年1回、賞与年2回、社会保険完備、
　　　交通費規定支給、有給休暇、
　　　65歳以上は給与改定有

施設見学OKです♪
年齢・経験不問

プライベートも
充実できる♪

171,000円～
270,000円
+資格・夜勤手当
※資格・経験により考慮

介護職員
（正職員）

職 

種

勤
務
地
青木記念病院

同時募集 ※詳細はお問い合わせください。

年間休日

120日!

［内容］地域連携室の相談員

パートも
OK！

時間・曜日

応相談

時①1,030円　②1,500円
アパ桑名市蓮花寺／①会館～斎場への運転手 ②バス運転手

■（株）ほくせいグループ・一般区域貨物（霊柩限定） www.cosmos-tr.com

☎0594-31-0500
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

コスモス

桑名市蓮花寺1598番地

職
種

1,030円時
給

①会館～斎場
　への運転手

60歳以
上の方必見!!

［資格］要普免　
［時間］9：00～17：00の間で2～3時間程度（待機時間含む）
　　　☆実質運転時間20分～30分程度
　　　  例：10：00～12：00、10：00～14：00、
　　　　　11：30～13：00、15：00～17：00 等（ ）

［共通待遇］車通勤OK、制服貸与

職
種

1,500円時
給

②バス運転手

［資格］大型2種免許
［時間］9：00～17：00の間で
　　　3時間程度（待機時間含む）

週3日～5日
程度の
勤務です

月に10日程度の
勤務です

ゆっくりでいいので安全運転を
心がけている方にオススメです。
会館から斎場までの2km位の運転で
ほとんどが待機なので無理なく働けます。

給〈月収例〉250,000円～280,000円
正三重県内または名古屋市内／バス運転士

■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〉

☎059-229-55350120-351-179
［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。

9：00～17：00

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

月収例 ※各種手当含む 250,000円～280,000円

勤
務
地

職
種

三重県内または
名古屋市内の営業所 路線バス運転士

お仕事説明会
各地で随時開催中!! 

※採用HP内の「お仕事説明会日程」より予約できます。 ※予約なしの直接参加も歓迎です。
※説明会は1時間程度です。お気軽にご参加下さい。
※応募を希望される方は、履歴書をご持参下さい。採用試験のご案内をさせていただきます。

バス運転士正社員

①最初から正社員だから安心
②入社してから大型二種免許がとれるから安心
③住まいの心配が無いから安心 ※各営業所に単身寮完備
　（寮費：月2,000円～5,000円）、入居期限なし!

★普通免許でも応募可！ ★AT限定解除支援あり  ★大型二種免許取得費用、当社負担！ 
★未経験でも安心！  ★当社研修所で運転技術・接客スキルを丁寧に教習！

予約特典
あり

採
用
H
P

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/
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。★入社支援金10万円支給（当社規定による）

配
属
祝
金

支
給

25万円お持ちで
ない方

（配属時5万円、3年後10万円、5年後10万円）

総
額50万円大型二種免許

お持ちの方

（配属時10万円、3年後20万円、5年後20万円）

総
額

実
施
内
容

【日　　時】9月23日（月・祝） 午前の部／9：30～12：45 午後の部／13：30～16：45
　　　　　※開始10分前にはお越しください
【場　　所】四日市自動車学校（四日市市新正3-7-6）
【参加資格】男女不問、普通自動車免許取得者※バス運転士に興味のある方
【予約方法】下記電話番号に「運転体験会参加希望」とご連絡ください。（採用専用HPからも予約出来ます）
　　　　　※定員に達した時点で締め切りになりますのでご了承ください。
　　　　　※集合場所等詳しいスケジュールはお申し込みの際お伝え致します。

■ 自動車学校コースを使って、実際に大型バスを運転体験　■ 新研修車両の見学
■ 三重交通グループ（三重交通、三交伊勢志摩交通、三重急行自動車、八風バス）の合同企業説明会
※参加者にはクオカード及び三重交通グッズプレゼント

9月23日（月・祝）
バス運転体験会開催!!
定員 午前10名・午後10名 ※予約制

合同企業説明会には三重交通グループ各社も参加します!
新研修車両
も登場!!

〈参加費〉無料

事業拡大
につき

三重交通3つの安心!

経月①23万円～  ②18万円～★夜勤加算あり
正勤務地複数／①訪問看護師 ②介護職員

［待遇］各種保険あり、通勤手当、賞与（夏・冬）あり
月給：18万円～★夜勤加算あり

②介護職員（常勤）職 種
東員町鳥取・四日市市朝明町勤務地

月給：23万円～

①訪問看護師（常勤）職 種
桑名市筒尾、四日市市朝明町勤務地

“働きがい”と“サービスの充実”を目指して、 若干名 増員!

■桑名市筒尾1丁目・四日市市朝明町・いなべ市北勢町

☎0594-75-0302
（担当／福本）

ナーシングホームもも
（有）だいち 員弁郡東員町中上790-1

応募
■武藤牧場直売店

時 950円～1,200円
アパ桑名市蓮花寺／お肉・惣菜の販売

桑名市
蓮花寺
1576-1山嘉やまよし

〈営業時間〉10：00～19：00 ◎火曜定休
☎0594-24-8500応募

950円～
1,200円

お肉・惣菜の販売 
夕方勤務♪高校生も大歓迎

［時間］15：00～19：00
　　　※時間・曜日は応相談 

昇給
有

時
給

週2日～
勤務OK

★50歳位まで活躍中♪職種

■コンビニエンスストア

時・1,000円～ ・900円～ ・1,130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

◎24時間 好きな時間で大丈夫ですよ♪◎
シフト自由・

高校生OK/同時給

☎0594-33-2323応募

週1日～OK、1日1h～可

時
給
表

6：00～9：00

1,000円～
9：00～22：00

900円～
22：00～翌6：00

1,130円～

〈午前中だけ、週2日・1日3時間のお仕事〉施設の清掃スタッフ
［勤務地］桑名市東方 ★近鉄「桑名」駅徒歩約10分 ※現場にて面接も致します
［仕事内容］フロア清掃・ゴミ回収・ガラス拭き・トイレ清掃等
［時給］1,000円  ［時間］9：00～12：00の3時間 ★車通勤可
［勤務］月・金の週2回でOK  ［応募］お気軽にお電話下さい（担当/細井・近藤）

名古屋市瑞穂区弥富通1-39-1
株式会社クリーン・ダストマン

【9/16(月)9時より受付】
☎052-835-2339

■清掃業

時 1,000円
パ桑名市東方／施設の清掃スタッフ

月 20万円～（研修期間17万円～18万円）
ア正桑名市内／清掃スタッフ

職
種

勤
務
地

■総合ビル管理（清掃・環境衛生・設備・警備・マンション・駐車場）

☎0594-23-1161（代）［受付］月～金9：00～17：00
桑名市有楽町61（日通ビル3F）

清掃スタッフ
（管理者候補）

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参下さい。

［月給］20万円～（研修期間中は月給17万円～18万円）
［時間］8：00～17：00（休憩1h）※月2回ほど深夜の作業有り
［休日］シフト制（希望休可）
［待遇］昇給年1回、賞与年2回、交通費規定支給、車通勤可、
　　　社会保険完備、各種手当有

［月給］20万円～（研修期間中は月給17万円～18万円）
［時間］8：00～17：00（休憩1h）※月2回ほど深夜の作業有り
［休日］シフト制（希望休可）
［待遇］昇給年1回、賞与年2回、交通費規定支給、車通勤可、
　　　社会保険完備、各種手当有

アルバイト同時募集 週3日～OK 時給900円

桑名市内の施設

正社員での
募集です！

3～4名で
行うので
未経験も
安心！！

■ミセスのカジュアルウェア販売

時 880円～900円
アパ四日市市富州原町／販売スタッフ

ラメール

イオンモール四日市北店

［職種］ミセスのカジュアルウェアの販売スタッフ
［時給］880円～900円
［時間］①　8：45～17：45 
　　　②10：00～19：00
　　　③13：00～22：00
　　　※時間・曜日は相談に応じます
［待遇］交通費規定支給、車通勤OK

未経験の方もイチから丁寧に教えますのでご安心下さい。
週5でたくさん働きたい方も歓迎! 30～60代まで幅広く活躍中

四日市市富州原町2番40号
イオンモール四日市北店2F

☎059-365-8966
営業時間：9時～22時（担当/斉藤）
［応募］上記までお気軽にお電話下さい。

週3日～OK!土日休みや連休も交替で取れます♪

子育てが一段落して久しぶりに
仕事復帰される方歓迎♪

●桑名市長島町／正・准看護師
経時 1,300円～

パ

■内科・小児科 kuwana-clinic.com

［時　給］1,300円～ 
［休診日］土曜午後・日・祝
［時　間］（午前）　9：00～12：30 
　　　　（午後）15：30～18：30
　　　　※時間・曜日応相談 ☆午後のみでもOK

職種

☎0594-45-8111

0歳からの
保育所
あり

見学も
OKです♪

アットホームで
働きやすい職場です♪
仕事復帰されたい方も大歓迎!

正・准看護師（パート）

［応募］まずはお気軽に
　　　お電話下さい。

〒511-1133
桑名市長島町
横満蔵573

桑名市長島町
横満蔵573桑名クリニック

■各種印刷物・制作・印刷・製本 http://www.nagase-print.jp

急時 900円
パ桑名市新築町／軽作業

☎0594-22-0557

桑名市新築町10番地
（NTNシティホール東）

［時間］9：00～16：00（応相談）
［休日］土・日、他応相談
［待遇］社会保険有、交通費規定支給、私服でOK、車通勤OK

［応募］お気軽に電話連絡の上、履歴書（写貼）持参下さい。（担当／稲田）

すぐに覚えられる
簡単なお仕事です！
職
種
軽作業
印刷物の三つ折りや
包装をして頂きます

時
給900円

週3日～
OK♪

経 急給下記参照
パ正桑名市陽だまりの丘／介護職員

■みえ医療福祉生活協同組合 http://www.kuwana-healthcoop.or.jp/

［応募］電話連絡の上、履歴書をご持参ください。※詳しくはお気軽にお電話下さい。
☎0594-23-0313【担当／久野】

桑名市伊賀町55-2
みえ医療福祉生活協同組合 桑名

一人ひとりに寄り添う
介護・看護に
取り組んでいます

［資格］初任者研修以上、未経験者OK
［休日］週休2日、夏期・冬期休暇あり
［待遇］社会保険完備、昇給・賞与あり、
　　　有給休暇・残業代完全保障、
　　　前歴評価あり

パート職員も同時募集［時給］960円～1,160円

①デイサービス

［勤務地］桑名市陽だまりの丘2丁目2304

介護職員（正職員）

月給

職種

在職者平均基本給

218,000円
＋各種手当・残業代

（仕事内容）送迎、食事・入浴・排泄等の介護、レクリエーション

［時間］7：00～19：00の間で8時間
※夜勤あり（手当1回8,000円）②看護小規模多機能

［時間］8：30～17：30※日曜休み

まずは見学だけでもお気軽に

急経月 170,000円～300,000円以上可
正桑名市小貝須／現場作業員・現場監督

■桑名市上下水道公認

［資格］要普免　［時間］8：00～17：00

［月給］170,000円～300,000円以上可
　　　※年齢・経験を考慮致します
［休日］日曜、祝日、GW、お盆、年末年始
［待遇］能力に応じて昇給有、
　　　賞与年2回、各種社会保険完備、
　　　交通費（会社規定）支給、各種手当有、
　　　有給休暇、退職金制度有、制服貸与

現場作業員 現場監督
一般土木・設備 ※未経験の方でもOK

職
種

職
種

株式
会社伊藤水道建設

土木工事・上下水道工事・空調工事

経験者

至
名
古
屋

揖
斐
川

至四日市

●

ニトリ●

23

258
ココ

地蔵

ファミリー
マート

桑名市
小貝須
2100

［応募］左記まで、お気軽にお電話下さい。
（担当／伊藤）

正社員急募

どんどん給料もUP!

働きながら色んな資格取得も
目指せますので頑張り次第で

女性スタッフも
活躍出来る
職場です

☎0594-23-2367

時 870円～
アパ桑名市大字小貝須／調理・調理補助及び接客

■三重交通グループ

未経験の方、主婦（夫）、
フリーター大歓迎!

☎0595-97-8555（担当/小坂）
亀山市関町
萩原39番地三交興業株式会社

［応募］まずはお気軽にお電話ください。

［時給］870円～
［時間］9：00～16：00（1h休憩）
［休日］シフト制（月15日程の勤務です）
［待遇］交通費支給、制服貸与

社員食堂の簡単な調理及び
調理業務、補助及び接客
☆丁寧に指導いたしますのでご安心ください♪

三重交通㈱桑名営業所
  桑名市大字小貝須字
  新堀北1593-3

勤務地

内　容

（ ）
面接は
現地にて
行います

中高年の方も大歓迎!!

土・日・祝勤務が可能な方

経月基本給16万円～22.6万円＋各種手当
正桑名市大字島田／コンクリート2次製品の生産・出荷業務

■コンクリート2次製品の製造 www.zenith-haneda.co.jp

コンクリート2次製品の生産・出荷業務

業務拡大
により

未経験からでも始められる環境が整っています。
入社後、会社負担で資格を取得できます。

年間休日120日以上で
プライベートも充実

☎0594-31-5511（採用担当）
桑名市大字島田150

ゼニス羽田株式会社 桑名工場

［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。

［時間］8：00～17：00（休憩60分）
［休日］当社カレンダーによる 土・日・祝・GW・夏季・年末年始
［待遇］昇給年1回、賞与年2回（4.7ヶ月分）、
　　　業績により特別賞与有、社会保険完備、
　　　各種手当（通勤・家族・技能）有、有給休暇有、
　　　退職金制度有（勤続3年以上）、試用期間3ヶ月あり

基本給16万円～22.6万円＋各種手当
◎年収例470万円（勤続7年）

月
給

職種

有給消化率80%以上
職場見学も大歓迎

フォークリフト・玉掛・床上操作式クレーン・
クレーン運転士・ショベルローダー運転技能講習等）（

正社員増員募集!

月 20万円～30万円以上  
正桑名市多度町・員弁郡東員町／職種複数

http://www.taihei-metals.co.jp■ステンレス原料・製鋼原料・鋳造原料の仕入れ加工及び販売

経

［資格］職種による ★未経験スタートも大歓迎!
［時間］8：00～17：00 ※職種により異なる
［休日］第2・4土曜、日曜、GW、夏期、年末年始
　　　※会社カレンダーによる
［待遇］昇給年1回、賞与年2回、各種社会保険完備、
　　　各種手当有、交通費規定支給、有給休暇、
　　　社員食堂有、社員旅行有

職
種

月
給

①工場内スタッフ（現場指示・リフト作業等）
②ルート営業 ※新規開拓はありません
③重機オペレーター
④4t・6t・8tドライバー

本社（員弁郡東員町）での勤務も応相談

正社員大募集!30～50代の

転職者も

歓迎します

リフトやユ
ンボ

に乗れる方

更に優遇！

☎0594-48-6511

［応募］まずはお気軽にお電話ください。
　　　入社時期は相談に応じます。
　　　受付／月～金 8：30～17：00［担当/神農・谷口］

20万円～30万円以上
☆40万円～50万円以上の方も活躍中!
☆経験・能力・資格による

桑名市多度町下野代谷3575-1番地

当社を最後の転職先にしませんか？
まずは見学して話を聞くだけでも大丈夫です。

時 1,000円
パ勤務地複数／サポートスタッフ

■冠婚葬祭互助会　経済産業大臣許可 許可番号互第4005号 www.life-p.jp

30～60代主婦活躍中♪

急なお休みや早退もOK♪

扶養内勤務OK♪

サポートスタッフ
当社主催のイベントでのお客様対応や
アンケート調査等の簡単なサポート業務

桑名市八間通39 3F桑名店（面接場所）

［時間］10：00～15：00（休憩1h）
［休日］土・日・祝 ★他、平日も希望の曜日休めます!
［待遇］車通勤OK、服装自由

子育て中の方も
多数活躍中!!

未経験・ブランクありの方も
大歓迎!

時給 1,000円

桑名市・いなべ市・東員町等
複数ありますのでお近くで働けます♪

職
種

勤
務
地

［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。

ライフプラン株式会社
☎0594-25-9792（採用担当）

時 900円～1,200円
アパ三重郡川越町／工場内作業（木材パレットの加工）

■木毛・パレット・輸入木材・梱包資材

［時間］8：00～16：00　［待遇］昇給有、交通費規定支給

60代の方も多数活躍中!
正社員を目指す
30代の方も大歓迎!

株式会社 アマノウッド
詳細は面談時にて。
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

三重郡川越町亀崎新田15-16（国道23号線当新田交差点東へ300m）本社
☎059-361-5262

（担当／黒田）

本
社

《時給》900円～1,200円 ※3ヶ月の研修期間有※経験・能力による
工場内作業（木材パレットの加工）職種

未経験者
OK!

正社員
登用有

週3日～
OK

経時 910円～
アパ桑名市播磨／Ⓐ売店スタッフ Ⓑ厨房スタッフ

■売店・レストラン

☎0594-24-8673（採用担当）［応募］まずはお気軽にお電話下さい ※詳細は面談にて

［時給］910円～
［時間］6：20～20：15 ※シフト応相談  ☆オープニング入れる方、ラストまで働ける方、土日祝入れる方 歓迎
［待遇］各種社会保険（規定有）、残業手当有、交通費規定支給、マイカー通勤可（駐車場完備）、制服貸与

中日本ハイウェイ・リテール名古屋株式会社大山田（上）売店 

〈職種〉Ⓐ売店スタッフ

長く働きたい方にオススメです! 週2日～OK♪

桑名市播磨仏谷1500
一般道から通勤できます!!

〈職種〉Ⓑ厨房スタッフ
扶養範囲内勤務OK!土日祝のみOK!1日4h～OK! 50代女性も大勢活躍中!

レジなどの接客と
商品の品出し等

お皿洗いや
カンタンな調理等

共
通

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、客室清掃

■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OPENしたばかりのホテルです!経験など全く必要ありません!
楽しく、明るく皆様で盛り上げていきましょう!!主婦（夫）・学生・フリーター・高齢の方など
20代～50代の方迄幅広く採用します!!少しお小遣いが欲しい!!Wワーク大歓迎!!

［時間］　9：00～18：00・10：00～15：00・17：00～翌1：00・
　　　19：00～　0：00・　0：00～　9：00
［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、研修期間1～2ヶ月有
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20～50代の男女共にOK!
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!!］
hotel.nuqu@gmail.com 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

8/8グランドオープンしました!　　オープニングスタッフ

消費増税に備えて!!

ホテルはハードじゃなくて
ハートです!!

①フロント（接客や簡単な調理・電話対応などのお仕事）
②客室清掃

お部屋のお掃除を通じて
安全で快適な空間を作って頂くお仕事（ ）［内容］

旧ホテル
フーバー（ ）

好評
未経験者大歓迎!!
年齢不問

23
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伊勢湾岸自動車道

西
尾
張
中
央
道

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
鈴鹿市地子町523-2

0120-355-314
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

（担当／田中）
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／178名（パート含む）  ◆車両保有台数／102台

26万円～月
収
例

業務拡大につき

4ｔ定期便ドライバー
（正社員）募集!!

（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、
　　　免許取得支援制度がありますので、
　　　上記必要免許を今お持ちでない方もお気軽にご応募ください。
［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（一時金・確定拠出年金）、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

◆会場／員弁コミュニティプラザ
　　　　（いなべ市員弁町楚原940）
◆時間／10：00～11：30・13：00～14：30
※こちらの会場を参加される方は、
　必ず事前申込みをお願いします

会社説明会開催
9月21日（土） 要事前申込み

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

※次回の説明会は10/5（土）予定!
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＼＼三重のオシゴトなら／／

■鋼製グレーチング、ステンレスグレーチング等製品製造

給下記参照
パ正桑名郡木曽岬町／職種複数

事務員［正］［パ］も同時募集

http://www.okagrate.com/

〒498-0815 桑名郡木曽岬町白鷺598-190
［応募］電話連絡後、履歴書（写貼）・職務経歴書をご郵送下さい。

岡島工業株式会社

☎0567-68-3550（担当／加藤）

［休日］週休2日制（土曜日は隔週休）※会社カレンダー有 夏季休暇6日、年末年始休暇7日
［待遇］《正社員》各種社会保険完備、退職金制度及び賞与は正社員のみ有
　　　《共　通》昇給有、交通費支給、車通勤可、試用期間有

工場スタッフ［正］［パ］大募集
［職種］①製造（グレーチング）〈管理者候補〉［正］［パ］
・一連の工程（圧接・溶接・切断・加工）などの部門の1つを担当して頂きます。
・各部門のリーダーとなっていただける方の募集です。
※65歳以上の方はパートとしての契約となります。
［月給］187,000円～255,000円
　　　  パートの場合［時給］1,100円～
［職種］②出荷係［正］ ・フォークリフトを使っての出荷作業
［月給］170,000円～212,500円 ※要免許

■産業・一般廃棄物収集運搬業・リサイクル事業 http://www.530.co.jp

給

パ正四日市市中野町／①②ドライバー ③工場従業員
下記参照

☎059-339-7000〈受付／9：00～16：00〉

四日市市中野町
2010番地

［応募］お電話連絡の後、履歴書（写真貼付）ご持参下さい。※詳細面談にて

地元企業で“しっかり稼ぎたい”“余裕を持って働きたい”方々にオススメ!

入社祝金3万円有
※規定有

［時給］950円～1,300円 ※交通費支給
［時間］①8：00～16：00 週4勤務 ②8：00～12：00 月～土勤務

［資格］要中型（8t限定可）、学歴・経験不問  
［待遇］社保完、賞与年2、昇給、交通費支給、
　　　制服貸与、有給、退職金制度他

③工場従業員□パ

①しっかり稼ぎたい方はこちら! ［月給］30～40万円
［時間］5：00～15：00（17時まで残業の場合有り） ［休日］日

②余裕を持って働きたい方はこちら! ［月給］27万円以上
［時間］5：00～15：00 ［休日］週休2日（日曜＋1日）

①②パッカー車ドライバー（主に3t・4t）
［試用期間有］

年齢問わず 週4（応相談）

3名

大学生歓迎

■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、4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!

8,600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!

■社会福祉法人 貴徳会 http://kibounosato.org/

経給下記参照
パ正名古屋市港区新茶屋／職種複数

桑名方面から約20分♪
［23号線近く］

〒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

［時間］17：30～翌8：30
9,481円/回

☎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。

給与

シニア世代・無資格OK!
①職種：宿直スタッフ（パート）

［時間］24H内のシフト制★パートは希望の時間・日数で応相談
19.9万円～24.9万円以上正職員月給 898円～パート時給

②職種：介護スタッフ（正職員・パート）

［休日］［正］月9日間（2月のみ8日間） ［パ］応相談
［待遇］［正］○昇年1、○賞年2、退職金 ［共通］社保完、○交規定支給

資格不問

仮眠あり

※介護業務はありません
☆検食あり（夕食・朝食）

経給下記参照
パ正桑名市西方／職種複数

■老人福祉施設

［共通待遇］各種保険完備、昇給制度、交通費規定支給、制服貸与、
　　　　車通勤OK、試用期間3ヶ月有、賞与支給有（1年以上勤続の場合）

はりま住宅型有料老人ホーム

年齢不問！
短時間のパートもOK♪
資格が活かせる
お仕事！

桑名市大字西方2510株式会社 華々ライフケア

［職種］③正・准看護師（パート）
［時給］1,300円～ ［時間］8：00～17：00の間で応相談

3時間でOK!

［職種］②介護職員（パート）
［資格］介護職員初任者研修（旧ヘルパー2級）以上

［時給］900円～1,100円
［時間］7：00～19：00の間で応相談
※前後半交代制の夜勤選択可および、夜勤専属相談可
※1日3時間～、週3日～OK!

☎0594-82-6000［応募］まずはお気軽にお電話下さい

［職種］①サービス提供責任者（正職員）
［月給］21万円～＋各種手当
［時間］9：00～18：00

経験者
厚遇

時 850円～1,200円
パいなべ市大安町門前／調理補助

■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

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

四日市市日永1丁目2-20
三重支社

0120-46-1320 ☎059-346-1320

［休日］土日・長期連休（GW・盆・年末年始）

　　　（※工場カレンダーに準ずる）
［待遇］交通費別途支給、制服貸与

時
給
・
時
間

①　9：30～14：30（4.5H） 850円
②20：30～翌1：30（5H）
③22：00～翌1：30（3.5H）

1,200円
（深夜手当込）

週3日以上勤務出来る方
（週3～5日で相談可）

〈勤務地〉いなべ市大安町門前
〈職　種〉調理補助

調理パート
募集!!

※①②③いずれか

時 1,300円＋交通費支給、1,150円
派三重郡川越町／軽作業

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

パートタイムの軽作業も同時募集中

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］8：45～17：45
［休日］土・日・会社カレンダーによる
［待遇］制服貸与、無料駐車場完備、休憩室完備

1,300円＋交通費支給
軽作業

外国籍の方も大歓迎ですよ♪

時給

［時給］1,150円

三重郡川越町勤
務
地

時 

給

男性
活躍中未経験

OK!

♥女性活躍中♥

外国籍OK 大量募集中 冷暖房完備

正桑名市多度町／ドライバー
経月下記参照

■食品流通企業 http://www.muroo.co.jp

桑名市多度町大字御衣野字金ヶ谷3646-1（イオン中部XD）

☎0594-48-7444
桑名営業所・担当／高橋（受付時間／9：00～16：00）

［応募］まずはお電話にて受付致します。

(株)ムロオ 検索

入社祝金制度有 勤続祝金制度有

食品スーパー配送の
ドライバー大募集！！

月
給

［資格］中型もしくは
　　　大型免許（AT限定不可）
［時間］2：00～11：00（2時間前後/日 残業有）
［休日］5日～7日（シフト制）

［4t ］24万円～月給
［時間］2：00～11：00（残業なし）
［休日］週休2日制

［待遇］賞与年2回、交通費支給、各種社会保険完備、有給休暇、
　　　制服貸与、退職金制度、家族手当、休日出勤手当、
　　　乗務手当、資格手当有、大型免許取得支援制度

［資格］中型免許
１

2

［4t ］36万円～40万円
［7t ］38万円～42万円
［10t］42万円～46万円

経月 20万円～30万円
正桑名郡木曽岬町／ルート配送

■畳材料の卸業及び製造・販売

☎0567-68-6211（採用担当迄）
［応募］まずはお気軽にお電話ください。
　　　※詳細はお問い合わせください。

桑名郡木曽岬町和富1-5

中部畳材株式会社
ちゅうぶじょうざい

若手・経験者優遇
［資格］要普免（H29年3月以降取得の方は準中型免許） ［時間］8：00～17：00（休憩80分）  
［休日］日曜、祝日、土曜は月2回（会社カレンダーによる）、GW、盆、年末年始
［待遇］昇給年1回、賞与年2回、交通費（規定）支給、社会保険完備、
　　　有給休暇有、退職金制度有、マイカー通勤OK

東海3県内の畳屋さんへの配送です。
行き先は固定ですのでご安心下さい。

20万円～30万円（試用期間3ヶ月）月給

普通免許
でOK!

未経験からスタートできる

畳製造作業員（正）
同時募集!

職種 ルート配送（2t車orハイエース）
正社員のお仕事

年齢
不問

※給与・資格・休日・待遇は
　左記のルート配送と同じ。

急経時 860円～900円+各種手当
契いなべ市北勢町／介護スタッフ

■デイサービス

パ

有限会社ケアックス
☎0594-82-1166

いなべ市北勢町
阿下喜1924-1
桑名三重信用金庫
阿下喜支店向い

あげきデイサービスセンター

[応募]まずは、お気軽にお電話下さい。（担当／武田） ［定休日／日曜日］
（ ）

介護スタッフ（パート）職
種

ご利用者の介護業務 
※ほとんどが軽介護です

週2・3日～OKなので、無理なく働けますよ。
ご利用者様の笑顔と「ありがとう」が嬉しい♪

年齢幅広く大歓迎！子育て中の方や
扶養内勤務の方も活躍中!

860円～900円
+各種手当（資格・能力等を考慮）

時
給

[時間]8：30～16：30位 ※時間・曜日は応相談 [休日]日曜日、他応相談
[待遇]交通費支給、研修期間有 ※その他詳細は面談の上決定致します  

契約社員やフルタイムパートも同時募集! ※詳細は面談にて

無資格＆未経験OK

W時 950円
パいなべ市北勢町／清掃

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

職
　
種

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。

［時給］950円 ［勤務］週3日～応相談
［時間］①　7：30～11：30（実働4h）
　　　②12：30～16：30（実働4h）
　　　③　7：30～15：00（実働6.5h）
［待遇］制服貸与、有給休暇有、車通勤可（駐車場無料）

☎059-226-4149
［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。
　　　（受付）9/17（火）9：00～

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

清掃平日のみ
OK!

いなべ総合病院勤
務
地

女性スタッフ
多数活躍中！

いなべ市北勢町
阿下喜771 ）（

経給下記参照
正いなべ市員弁町／工場施設警備員

■トヨタ車体（株）100%出資の子会社 www.lsc.jp

［資格］18歳以上、定年65歳、要普免（AT限定可）、昼夜勤務可能な方
［時間］8：30～翌8：30  ※隔日24時間勤務
　　　＊有賃：実働14H＋休憩・待機6H ＊無賃：仮眠4H
［休日］月6～8日(年間休日86日）、慶弔休暇、特別休暇、
　　　有給休暇（3ヵ月勤務後10日付与）
［待遇］昇給年1回、賞与年2回（7月、12月/4.4ヶ月）、各種社会保険完備、
　　　車通勤OK（駐車場あり）、制服無償貸与、社内レク、インフルエンザ予防接種

ハローワーク桑名様にて、
下記の日程で出張面談会を行います!

ご興味がある方は、
お気軽にお越しください♪

未経験OK！！

20代・30代活躍中!
トヨタ車体（株）いなべ工場（いなべ市員弁町）勤務地

［日時］9月24日（火）9：30～12：00

正社員

190,220円～204,540円

☎0594-74-5258
いなべ市員弁町市之原10番地（トヨタ車体いなべ工場正門内）  いなべ警備グループにて面接を行います。

［応募］まずはお電話下さい。面接日をご連絡致します。（採用担当）

工場施設警備員募集！！
施設警備業務

［時間］①7：30～19：30 ②19：30～翌7：30
　　　（実働10H 休憩：2H） ※2直4交替
［休日］4勤4休（年間休日170日）、慶弔休暇、特別休暇、
　　　有給休暇（3ヵ月勤務後10日付与）

2019年度中に勤務帯を変更し、
休みの多い働き方に変わります。

（基本給は同じです）

仕事内容・会社構内・周辺施設の巡視
・構内各施設における巡視

・入出門管理
・来客及び電話対応

月
給＋深夜手当(25%)・家族手当・交通費（会社規定により支給）
※経験・能力等を考慮し、当社規定により決定します。

急給月収例26万円～36万円
正四日市市大鐘町／4t乗務員

■日本トランスシティ＆エスライングループ

男女4tドライバー急募！

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

［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
月収例（昨年平均実績）

26万円～36万円
6月度平均
支給実績

32万円

当社のセールスポイント!

◎全車両パワーゲート・バックカメラ付（ドラレコ付車も有）
◎バラ積み、バラおろしはほとんどありません
◎各種手当や退職金制度など待遇も充実しています

★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

※月間規定の
　残業時間を含みます職種

◎◎◎近・中距離の働きやすいお仕事です◎◎◎

就職
祝い金

※入社後満3ヶ月経過をした
　社員を対象とします

5万円
進呈

［資格］中型免許所持者に限る ※AT限定不可 　

東海3県下、
大手スーパーへの
集配送業務（カート配送）

時 850円～950円
契パ①三重郡朝日町柿 ②③いなべ市北勢町阿下喜 ④桑名市長島町福吉／調理補助・調理員・調理師・栄養士

■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

［時間］5：00～19：30の間の8時間シフト制
［給与］委細面談の上、経験者優遇　［休日］週休2日

桑名地区勤務地

調理師又は栄養士職　種

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

四日市市日永1丁目2-20三重支社
0120-46-1320 ☎059-346-1320

［共通待遇］交通費別途支給、制服貸与

社会保険あり正社員登用制度あり 賞与あり
同時募集
（契約社員）

調理のお仕事特集!!

［職種］調理補助 ［休日］週休3日
［時給］ⒶⒸ850円～950円 Ⓑ850円
［時間］Ⓐ　5：30～　9：00（4.5H）
　　　Ⓑ　9：15～14：45（5H）
　　　Ⓒ15：00～19：30（4.5H）

ⒶⒷⒸ
いずれか

ⒶⒷ
どちらか

［職種］調理員 ［時給］850円～
［時間］　9：00～14：30（4.5H）
　　　10：00～15：30（4.5H）
　　　　5：00～10：00（5H）
［休日］週休3日

三重郡朝日町柿

［職種］調理補助 ［休日］週休3日
［時給］850円～
［時間］6：00～12：00（5.5H）

［職種］調理補助 ［休日］週休3日
［時給］850円～
［時間］Ⓐ14：30～18：30（4H）
　　　Ⓑ　9：00～14：30

1 いなべ市北勢町阿下喜2

いなべ市北勢町阿下喜3 桑名市長島町福吉4

交替勤務
できる方

■リフォーム建築業

時①900円～ ②③④1,000円～
アパ員弁郡東員町／職種複数

☎0594-76-1222

〔桑名店〕東員町中上317
イオンモール東員より東へ800m

［応募］まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

車要

［時給］①900円～ ②③④1,000円～
［時間］AM9：00～PM5：30の間で応相談
［休日］月曜日、GW、お盆、年末年始 ［資格］高卒以上

週4日～／1日3時間以上
土日休可（土日のみの勤務有）
まずはお電話を！

①事務 ②営業アシスタント
③ポスティング ④現場管理

仕
事
内
容

女性
活躍中

時 1,250円＋交通費 
派いなべ市内／梱包＆リフト作業
急

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

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］9：00～18：00 ［休日］土・日・大型連休
［待遇］制服貸与、無料駐車場完備

梱包＆リフト作業

土・日が休めて
しかも高時給!!

いなべ市内

1,250円＋交通費

勤務地

職　種

時給
中高年も
大歓迎!!

時

パ桑名市内／職種複数
Ⓐ1,000円 Ⓑ1,000円 Ⓒ880円

色んなお仕事ご用意しました

［職種］Ⓐ施設警備員 ［時給］1,000円
［時間］①　9：00～22：00
　　　②15：00～22：00 ※シフト制 ※休憩60分

大型ショッピングセンター
【イオンモール桑名】での清掃です。
主にトイレ清掃、ゴミ回収などをして頂きたいです。

［職種］Ⓒ清掃 ［時給］880円 ［時間］10：00～18：00
内
容

桑名駅前「サンファーレ」での施設警備です。
巡回業務、モニター監視、非常時の対応など。未経験の方
でも親切丁寧に指導いたしますので安心して働いていただけます。

内
容

0120-928-551

［勤務地］サンファーレ（桑名市桑栄町1-1） ※車通勤不可

大型ショッピングセンターの清掃です。
主にトイレ清掃やゴミ回収など。
他の清掃員のシフト管理などもお願いします。

［職種］Ⓑ清掃員兼マネージャー候補 ［時給］1,000円
［時間］8：00～17：00（休憩1時間 実働8時間）※シフト制

内
容

［勤務地］イオンモール桑名
　　　　（桑名市新西方1丁目22） 

■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］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。

※車通勤可

時 850円～
パいなべ市藤原町／調理員
急

■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/

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

四日市市日永1丁目2-20

三重支社

0120-46-1320 ☎059-346-1320

いなべ市藤原町市場勤務地

調理補助職種

850円～時給

★試用期間あり ★経験により条件考慮

学校給食
調理スタッフ募集!!

［時間］10：00～15：30（5Ｈ）
［休日］土日祝、学校の休日に準ずる

［待遇］交通費別途支給、制服貸与

給下記参照
正四日市市大鐘町／エンジニア

■清浄なる空気をもとめて、清廉・誠実に取り組む企業。 http://www.puretec.co.jp

〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2-4-15  ORE錦二丁目ビル3階

（担当／総務部）☎052-218-8511
soumu@puretec.co.jp

［応募］まずはお電話または　 にてご応募ください。

［時間］9：00～17：45 ※残業は月20～40h。残業代は全額支給。
　　　スケジュールは各自行っていただきますので、定時で帰ることも可能。
［休日］年間休日125日、週休2日制（土・日）、祝、年末年始、GW
　　　※休日出勤した場合は振替休日がしっかり取れます
［待遇］昇給年2回、賞与年2回（5ヶ月分※2018年度実績）、交通費規定支給、社保完、時間外労働分全額支給、出張手当（2,200円※1日あたり）、
　　　宿泊手当（8,800円※1日あたり）、有給休暇（入社日に即日付与）※有給休暇連続取得制度有

・510万円／27歳（入社3年目）月給26万円　・～720万円／42歳（入社11年目）月給34.8万円
［給与］前職でのご経験、年収、資格を十分に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。

エンジニアスタッフ募集［正］
四日市事業所

当社製品の空調集塵設備、
クリーン機器の
設計製図～設置・
据付までの全体管理勤務地

仕
事
内
容（四日市市大鐘町六路山1539-11）

給与例・年収例

ご家庭の家賃の半額支給 ※上限4万円 ※当社規定有
若年者独立手当有り!

OK

給下記参照
アパ正桑名市内／職種複数

■健康&介護ステーション

経

②通所介護 看護スタッフ［パ］
［時給］1,400円～1,600円
［時間］8：30～17：30
◎高給優遇 土日祭アルバイト可

③訪問看護（有料老人ホーム）看護スタッフ［正］
［給与］30万～36万円
［時間］8：30～17：30
◎管理者 経験者高給優遇

④福祉用具レンタル販売（営業業務）［正］

［給与］20万～30万円
［時間］8：30～17：30

スタッフ募集！（管理スタッフ同時募集）［勤務地］大仲 or 西別所 未経験者歓迎！教育制度有

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。株式会社アクティブ
☎0594-33-1294

イイフクシ

代表

①通所介護&訪問介護 介護スタッフ
［正］［給与］20万～27万円
［パ］［時給］900円～1,200円
［時間］［正］8：30～17：30［パ］8：30～17：00

＊パート 勤務日：時間（要相談可）詳細面談にて ＊管理スタッフ同時募集（経験者高給優遇）
＊厨房 週3回～可 朝手当有 ＊介護職・看護職 土日祭等アルバイト可 ＊夜勤→（週1回～アルバイト可15,000円～）

桑名市大字大仲新田252番地1

［資格］①福祉に興味のある方（2級：初任者研修・介護福祉士高給優遇）②③看護師④⑤福祉に興味のある方（福祉用具専門相談員等優遇）⑥介護支援専門員（主任ケアマネ優遇）⑦調理好きな方
［待遇］社会保険完備、交通費支給、資格能力給、処遇改善（特別処遇手当含）、業務報酬等各種手当有（経験者優遇）、社宅（寮）完備
共
通

⑥ケアマネージャー
［正］［給与］25万～30万円
［パ］［時給］1,300円～1,500円
［時間］［正］8：30～17：30［パ］8：30～17：00

［正］［給与］16万～20万円
［パ］［時給］900円～1,100円
［時間］［正］8：30～17：30［パ］8：30～17：00

⑦有料老人ホーム厨房スタッフ［パ］
［時給］880円～1,100円
［時間］6：00～18：00（相談可）
◎朝・夕 3時間程度勤務可 ◎早朝日曜手当有

⑧介護事務（時間相談可）⑤福祉用具レンタル販売（業務アシスタント）［パ］

［時給］900円～1,100円
［時間］8：30～17：00

時 870円
パ桑名市多度町／清掃スタッフ

■管理業務・警備業務 www.fujitsu.com/jp/group/fho/

廊下・階段・食堂・
男女トイレ等の清掃

仕事内容
（パート）

桑名市多度町御衣野1500 三重富士通セミコンダクター（株）内

（受付 平日9時～16時）☎0594-49-5182
富士通ホーム＆オフィスサービス株式

会社 三重事業所

至員弁

至多度

花ひろば

松ノ木四丁目

至R258

ローソン

ココ

御衣野西

アイリス
パーク

陽だまりの丘

桑名
カントリー

ファミリーマート

清掃スタッフ募集
未経験でも丁寧に指導します

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。面接日時等お知らせ致します。（採用係）

年齢幅広く
活躍中

時給

［時間］①8：10～12：10（4時間勤務） ②8：10～14：55（6時間勤務）※週3日以上勤務（応相談）
［休日］土・日・祝・年末年始、他  ［待遇］社会保険完備、通勤費支給・手当支給（2回/年）・雇用保険有・有給休暇有

870円

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

頑張りを毎回
給与に反映! 10万円

支給
就職
支度金

職 種 月 給

6t・10t

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　 ★小型クレーン資格者優遇

W月 180,000円～ 給 1コマ（80分）1,800円～
アパ正桑名市陽だまりの丘・員弁郡東員町／副校長・塾講師

■個別指導学習塾

業務拡大につき副校長大募集!

［資格］短大卒以上、
　　　　45歳迄（省令3号のイ）
［時間］16：00～22：00
［休日］日曜、他　［待遇］社会保険完備

月給

職種

180,000円～

小学生・中学生の明るく
楽しい教室で働きませんか♪

［共通待遇］制服貸与　※その他詳細は面談にて説明致します

男女共に
子ども
好きな方

大歓迎!

男女共に
子ども
好きな方

大歓迎!

1コマ（80分）
※研修期間有

副校長（正社員）

★学生・主婦（夫）・社会人の方にオススメ！ ★扶養範囲内OK♪
★科目の選択OK♪ ★友達同士の応募OK!
★1日1コマ・週1日～OK！ ★正社員登用制度有!

給与

職種

1,800円～
塾講師（パート・アルバイト）

［時間］16：00～22：00（応相談）
［休日］日曜、他応相談

ネオポリス校（員弁郡東員町城山2-31-9）も同時募集

個別指導学習塾
アップワン 
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。※電話受付／月～土 12：00～20：00

☎0594-33-3515（担当／伊藤）
受付：陽だまりの丘校 桑名市陽だまりの丘7-1805

日 9,000円～12,000円以上
三重県内 他／警備

■三重県公安委員会 第55000263号

ア契正

車の無い方、
出張面接致します!!

鈴鹿市算所3丁目16-30
ハヤカワビル東館ヒューマン警備株式会社 0120-73-5452（採用担当まで）
［応募］まずはお気軽にお問い合わせください。携帯・PHS・公衆全国どこからでもOK!!

交通警備、施設警備

四日市市を中心に大きく展開中
鈴鹿、その他の地域にも
御座いますのでご相談ください!

勤務地

職　種

日　給

［時間］施設により異なる ［休日］シフト交代制 ※希望日応相談
［待遇］制服貸与、交通費規定支給、前貸し金制度等

三重県のみならず、愛知・岐阜での業務もあります。
※出張面接対応します。

業務拡大につき、緊急大募集!!

9,000円～12,000円以上

未経験者
の方も
大歓迎　

85歳の方も活躍中!!

とにかく一度お電話下さい!!

40万円!給与実績!!

給お問い合せ下さい。
パ正岐阜県海津市南濃町／①介護職員 ②介護事務員 ③送迎ドライバー

■デイサービス・ショートステイ

［待遇］《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

①介護職員
（正職員※パートも可）

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!
給与等詳しくはお気軽にお問い合せ下さい。

★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!!

介護パート同時募集 ［時給］1,000円 ［時間］17：00～3・4時間程度［ショートステイ］

［デイサービス・ショートステイ］

③送迎ドライバー
（パート）

［デイサービス］

②介護事務員（正職員）
［資格］Excel・Wordが使える方

［デイサービス・ショートステイ］


