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地元のオシゴトや
おでかけ情報満載♪

■産業廃棄物処理業

W急時 1,300円～1,500円
ア松阪市小津町／パッカー車ドライバー

［時給］1,300円～1,500円
［時間］朝5：00～12：00
［勤務］月・木・金曜日 ※月1回ほど土曜勤務あり
［応募］まずはお気軽にお電話ください

☎0598-56-8140
松阪市小津町字一ノ割800（三重県中央卸売市場内）

つながらない場合…　090-7607-0347（ヨコハタ）

前川興業 有限会社

アルバイト募集!

他にも 2tドライバー・10tドライバー募集中

パッカー車での回収
◎中型免許お持ちの方歓迎！

内
容

週3日程度の
勤務なので
Wワークも
OKです!!

急月 141,750円～+諸手当 時 900円～
ア正松阪市駅部田町／理容アシスタント

松阪市駅部田町
1715-2

http://www.mctv.ne.jp/̃kimika-r/■松阪市駅部田町の理容室

［応募］まずはお気軽にお電話ください。（担当／野呂）

［資格］35歳迄（長期勤続のキャリア形成を図るため）
［時間］9：00～18：30 ※時間・休日ご相談ください。
　　　※アルバイトは週2日、3時間～OK!
［休日］月・火定休、年末年始・夏期・GW休暇、創立記念日
［待遇］昇給あり、交通費規定支給、各種保険完備、研修期間あり

正社員・アルバイト募集資格・経験・学歴不問！！
お気軽にお電話ください

理容アシスタント◎専門学校への入学補助あり
（接客・ご案内・清掃等）

［正］141,750円～173,250円
　　＋諸手当（技術手当【歩合制】、皆勤手当等）

［ア］900円～1,100円

職種

月給

時給

☎0598-23-7584 月・火は定休日です

時詳細面談時
パ正松阪市神守町／タクシードライバー

■松阪の街を走って58年 www.kanehichi.co.jp

9月17日（火）14：00より
ハローワーク松阪にて
会社説明会開催！！
＊お気軽にご参加ください＊

◎普通免許でもOK!二種 養成始めました（規定あり）

短時間
パート

・18：00～24：00
・24：00～翌6：00

月16日
勤務

体験乗車
できます

☎0598-59-0301（担当／反田）
［応募］まずはお気軽にお電話ください。履歴書送付・選考可能

松阪市
神守町273合資会社

正社員同時募集 社会保険完備

■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］8：00～16：30

週3～4日
曜日選   ！！べます 900円～時

給
昇給あり
交通費別途（ ）

■介護保険サービス事業 www.inetmie.or.jp/̃yumekobo

月23万～25万円 時1,100円～1,500円正 パ
パ正松阪市駅部田町／看護職員

経 急

☎0598-25-0885（担当/中西）
松阪市駅部田町51-1（コメダ珈琲様横 カラオケまねきねこ様下）
［応募］まずはお気軽に
お電話ください。

ふれあいステーション
ゆめ       こう     ぼうデイサービスセンター

職
種看護職員

日曜
お休み 夜勤ナシ パートも

賞与あり

［時間］8：30～17：30
［資格］正・准看護師のいずれか ［休日］日曜＋他1日
［待遇］賞与あり、通勤費規定支給、各種保険、研修期間あり

資格を活かせる
職場です

パート 時給1,100円～1,500円
正職員 月収23万円～25万円（手当含む）

40代・50代活躍中

◎パートは午前のみや午後のみでもOK!

■警備業

経 急月 230,000円～＋諸手当あり
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

本部スタッフ募集
［職　種］警備員の勤務調整・警備事務、
　　　　施設内での警備員業務
［月　給］230,000円～＋諸手当あり
［時　間］8：45～17：00（本部勤務時）
［休　日］原則 隔週2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。）

給下記参照
パ正大台町上楠／CADオペレーター・製造

■生コンクリートの販売及びコンクリート二次製品の製造販売

年齢
不問♪

未経験
大歓迎♪

年間休日
110日

経

http://oodai-n.com

☎0598-83-2921

多気郡大台町
上楠276-1株式会社大台

［応募］まずはお気軽にお電話ください 【受付】平日8：00～17：00

［職種］コンクリート製品の製造
［時給］1,000円～1,250円
［時間］8：00～17：00
［休日］日曜他、週休2日（土・祝は会社カレンダーによる）

正社員 急募!!

パートさんも 急募！！

［職種］CADオペレーター
　　　 （コンクリート、二次製品の図面の作成等）

［月給］220,000円～240,000円
　　　+残業手当・各種手当
［時間］8：00～17：00
［休日］基本 土・日・祝（会社カレンダーによる）
［待遇］昇給年1回、賞与年2回、交通費規定支給、各種手当、
　　　退職金制度、社会保険完備、有給休暇、制服貸与、車通勤可

男女
スタッフ
大歓迎!!

時 880円～＋交通費
多気郡明和町／清掃スタッフ

■総合清掃業務

アパ

［時給］880円～＋交通費
［時間］①　7：30～11：30
　　　②10：00～17：00
　　　③　8：00～17：00

［休日］土・日・祝、その他シフト制
［待遇］各種保険完備、交通費規定支給、
　　　制服貸与、車通勤可
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

勤務地

職　種

多気郡明和町の
リハビリ病院
清掃スタッフ

10月から
新体制に伴い
スタッフ増員！

津市香良洲町
高砂3685-1今井商事有限会社

☎059-292-3637（担当／今井）
繋がりにくい場合はこちら 090-8499-8244

定年65歳
扶養内もOK♪

フルタイムパートもOKです!

未経験者
大歓迎

残り1名!!

経給下記参照
アパ正松阪市周辺／エクステリア工

■総合エクステリア

若い方～定年後時間のある方まで
幅広く活躍していただけます！

090-7026-7594（担当/𠮷村）

松阪市石津町
297-8株式会社 𠮷村商会

［応募］お気軽にお電話ください！

［資格］普通自動車免許（準中型運転できる方優遇）
［時間］8：00～17：00 ［休日］日曜日、他
［待遇］交通費規定支給、社会保険完備、制服貸与

未経験ＯＫ!
親切丁寧に指導いたします!

アルミ・
スチール製品の組立

①月収250,000円
　　　～500,000円（正社員）
②日給10,000円～（パート・アルバイト）

職
種

給
与

エクステリア工
内容

土間打ち、

ブロック積
み

できる方
歓迎！

独立したい方支援いたします!

時 1,000円
①多気郡大台町 ②松阪市川井町／食器洗浄スタッフ 派

急

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

［時給］1,000円
　　　月給例：70,000円（月20日勤務の場合）
［時間］16：00～19：30（3.5h）

職種 病院内食器洗浄スタッフ
病院給食・調理器具・食器などの洗浄

新規増員募集♪
☆扶養内（週3～4日でOK!）

①〈勤務先〉

②〈勤務先〉

大台厚生病院
（多気郡大台町上三瀬663-2）

松阪中央総合病院
（松阪市川井町小望102）

株式
会社ルフト・メディカルケア
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／田尻・小林）
0120-074-816夜間

・
土日☎059-273-5556

［時給］1,000円
　　　月給例：80,000円（月20日勤務の場合）
［時間］8：00～12：00（4h）、13：00～17：00（4h）

［勤務日］シフト制（土日どちらか必ず出られる方）
　　　 ※月～日までで3～4日勤務（扶養内での勤務）
［待 遇］車通勤可、制服貸与、出張面接OK（土日面接OK）、
　　　 交通費規定内支給、有給休暇、食堂利用可

共
通

未経験・
無資格
OK

給下記参照
津市内／職種複数

■冠婚葬祭サービス業 ベルコグループ http://www.bell-life.jp/

急

委契

職
種

内
容
葬祭ホールでの宿直
及び搬送補助業務

③宿直・搬送補助
　スタッフ（委託）

職
種

内
容
お葬式の返礼品係と
式後のフォローや案内等

☎059-234-2424（担当／井田・坂）
津市高茶屋
小森町2786株式会社 ベルライフ

■アールベルアンジェ、ラ・プラティーノ ■オーシャンテラス（旧ロワレ21鈴鹿） 
■シティホール津・松阪・河芸・久居 ■ユアホール津中央

［待遇］冠婚葬祭割引制度、車通勤OK、研修3ヶ月（変動無）
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

経験は必要ありません!
これから身につけましょう♪
年齢・性別
不問です。

職場見学も
して頂けます。

②お葬式ケア
　アドバイザー（委託）

［月収例］70,000円～
［報　酬］（通夜式・告別式ともに）3,000円＋インセンティブ

［給与］4,000円/回＋インセンティブ
［時間］Ⓐ9：00～18：00 Ⓑ18：00～翌8：30

職
種

内
容

［月収例］35万円～45万円程度
［時　間］9：00～17：00
［休　日］シフト制（隔週2日休）

関連施設
運営

お打合せや葬儀・
告別式での立合い等①葬祭スタッフ（契）

30代・40代・50代女性活躍中

勤務日数・時間は応相談

登録制 研修期間あり

急時 1,000円～1,100円
他松阪市久保町／工場内作業

■電子部品製造・構内業務 ISO9001・ISO14001認定工場 adwel.jp

株式会社 アドウェル
私達は物づくりを通じて社会に貢献します

松阪市上川町大西山2500 ☎0598-28-7788

［応募］まずは採用担当までお気軽にお電話ください
　　　9/17（火）朝8：30から電話受付開始、
　　　面接の日程を決定致します。

◎交通費は規定により支給
◎経験不問

創業59年のアドウェルで
安心・安定をGet!!してください 短期!

3ヶ月間限定!!松阪市久保町勤務地

時　給

内　容 かんたん手作業

［時間］8：45～17：30  ［休日］土・日・祝、完全週休2日制
1,000円～1,100円  ［月額］160,000円～176,000円になります

時①Ⓐ950円 Ⓑ870円 ②870円
パ松阪市内／病院内の清掃業務

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

急

扶養内勤務希望の方も
お気軽にご相談下さい。

［時間］Ⓐ6：00～9：00 Ⓑ8：30～16：00
［休日］シフト制　［勤務日］週3日～応相談

勤務地女性
活躍中

①済生会松阪総合病院
 　（松阪市朝日町1区15番地6）

未経験から
スタートの方も
多数活躍中!!
分かりやすく
ご指導を致します

未経験から
スタートの方も
多数活躍中!!
分かりやすく
ご指導を致します

病院内の清掃業務

時
給

［時間］Ⓐ8：00～12：00 Ⓑ13：00～17：00　［勤務］週3日～応相談

職種

勤務地 ②松阪中央総合病院
 　（松阪市川井町小望102）

Ⓐ950円
Ⓑ870円

［共通待遇］制服貸与、有給休暇有、車通勤可（駐車場無料）［共通待遇］制服貸与、有給休暇有、車通勤可（駐車場無料） 雇用保険加入

☎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。
　　　現地にて面接致します。 （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

時
給

870円

急月①152,000円～ ②200,000円～ ③160,000円～
正松阪市小舟江町／①②工場内作業 ③事務員

■洋菓子の製造・販売

☎0598-56-3328
松阪市小舟江町146-1

株式会社ボン タイム
［応募］まずはお電話ください。面談時は履歴書（写真貼付）ご持参ください

正社員募集
土日祝日お休みです
※当社カレンダーによる

［時間］8：00～17：00　［休日］土・日・祝※当社カレンダーによる
［待遇］昇給年1回・業績賞与年2回あり、交通費規定支給、各種保険

①包装部

ホームページもご覧ください
http://bon-time.com

152,000円～
〈
月
収
〉

クッキーの梱包・
袋詰めなど（ ）

②製造部 200,000円～
〈
月
収
〉

クッキーの
原材料投入など（ ）

③事務員 160,000円～
〈
月
収
〉

PC入力などの
一般事務作業等（ ）

急月 225,000円～325,000円正 時 1,414円～2,883円パ
パ正松阪市大塚町／［正］相談支援専門員・サービス提供責任者 ［パ］登録ヘルパー

■指定障害福祉サービス事業者 2410701243　介護保険指定事業者 2470702859

☎0598-68-7800
〒515-0813 松阪市大塚町27番5

［応募］まずはお電話ください。詳細は面談時にご説明致します。 （担当／管理者 黒川）

新事業所移転に伴い正社員募集

詳しくは、ハローワークの求人票にて
職員52人（内女性47人、パート45人）

障がいのある人が自立した日常生活、社会生活
を営めるように ・障害福祉サービスなどの利用
計画の作成 ・地域においてスムーズに生活を
送ることが出来るような諸々の支援

介護福祉士等の資格を持ち障がい、介護の
相談業務、直接支援に従事された事のある方 エクセル、ワードの基本操作

介護福祉士、自動車運転免許（AT限定可）
相談支援専門員又は相談支援従事者研修
の受講要件を満たす方、資格取得の研修を
受けて頂きます。自動車運転免許（AT限定可）

［時　給］1,414円～2,883円
登録ヘルパーさんも募集中

相談支援専門員
訪問介護、居宅介護、移動支援の直接支援業務
ヘルパーの指導、計画書の書類作成、
ケアマネージャー・利用者・ご家族との対応
※直接支援業務以外は、時間をかけてご指導
　いたします。出来る所からお願いします。

サービス提供責任者サービス提供責任者

［勤務地］松阪市　［待遇］賞与3ヶ月/年
［月　収］225,000円～325,000円

［勤務地］松阪市　［待遇］賞与3ヶ月/年
［月　収］225,000円～325,000円

資
格

経
験 経験

資格

■人材派遣業 派24-040002

急時 1,125円～1,406円
派松阪市内／工場内作業

〈職　種〉自動車用ガラスの加工 
〈勤務地〉松阪市

◎日払い・週払い制度あり 
◎各種保険完備 ◎60歳位迄の方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

1,125円～1,406円時給
［時間］8：00～16：45
［休日］3勤1休（派遣先カレンダーによる）

急募!!寮完備！

3交替も
同時募集!!

■うなぎ屋

W時 850円～＋交通費
アパ多気郡明和町／調理補助・ホール

勤務は週1日～
応相談！

扶養内やWワーク
も対応可!

年齢・性別・資格・職歴・学歴等は不問!未経験の方も大歓迎

明和店

☎0596-55-2581担当／松本

多気郡明和町行部80
（R23沿）

水曜定休

職場見学
も対応可

（要予約）

平日の調理補助・ホール急募

［時給］850円～＋交通費
［時間］（調理補助）11：00～20：00内で応相談
　　　（ホール）17：00～20：00内で応相談 ※月か金に可能な方は優遇
［待遇］各種社保（該当者）、制服貸与、交通費（規定）支給、
　　　随時昇給有、マイカー通勤OK、夕方出勤手当有、
　　　正社員登用制度有、研修期間有
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。
　　　（受付時間10：00～19：30）

■新聞販売店

急月①1～3.2万円 ②7万円程度 時③875円～
アパ松阪市市場庄町／①集金係 ②配達係 ③折込係

☎0598-56-2516松阪市市場庄町606

新進堂新聞舗 梅田新聞店
［応募］まずはお気軽にお電話ください。随時面接を行います。

［月収］70,000円程度
［時間］14：00～17：00　［休日］日・祝日

③折込みスタッフ（屋内での機械作業です）職種

②夕刊スタッフ職種
［収入］10,000円～32,000円 ※集金件数による歩合制

①集金スタッフ（毎月25日頃～5日程度掛けての集金）
◎ご都合の良い時間帯にお仕事して頂けます

職
種

今がチャンス!!年齢不問

［時給］875円～［時間］14：00～3時間程度［休日］日・祝＋応相談

スクーター可

三雲方面

急月基本給+歩合＋交通費
正多気郡明和町／ドライバー

［資格］要 準中型以上の免許（AT限定OK）
　　　◎2017年3月以前に取得した普通免許でも可
［月収］基本給+歩合＋交通費
　　　◎能力評価給あります!!やる気次第でドンドンUP↑
［時間］8：30～17：00 ◎残業ナシ!
［休日］シフト制 ［待遇］昇給年1回、交通費規定支給
◎詳細は面談時にお話しいたします

［資格］要 準中型以上の免許（AT限定OK）
　　　◎2017年3月以前に取得した普通免許でも可
［月収］基本給+歩合＋交通費
　　　◎能力評価給あります!!やる気次第でドンドンUP↑
［時間］8：30～17：00 ◎残業ナシ!
［休日］シフト制 ［待遇］昇給年1回、交通費規定支給
◎詳細は面談時にお話しいたします

■古紙回収業

多気郡明和町有爾中1155-3
（ぎゅーとらさん近く）

（9時～18時）

☎0598-26-5444
070-2212-6127

［応募］人事担当までお気軽にお電話ください。
　　　土・日・祝日も受付OK!

つながらない場合

［職種］エリア限定古紙のルート回収
チリ紙交換回収ドライバー募集!!

年齢・学歴・経験不問!女性ドライバーも活躍しています

アパ松阪市駅部田町／クリーニング作業

■株式会社トーカイ 100%連結子会社 寝具・寝装品類や病院寝具のレンタル及び販売 http://www.tokai-corp.com/

年齢
不問

☎0598-23-2602（採用担当）

松阪市
駅部田町201有限会社 山本綿業

［応募］まずはお気軽にお電話ください。面接時に履歴書をご持参ください

職
種

パート・アルバイト

クリーニング作業
クリーニングしてキレイになった
シーツ・浴衣・タオル類の
検品・仕上げ・仕分け作業など

☆未経験でもOKな とても簡単なお仕事です

勤務日数及び時間は応相談［時給］880円～
［時間］基本8：00～17：00（応相談）
［休日］週休2日制（日曜＋他1日のシフト制）
［待遇］交通費規定支給、昇給有、社会保険完備、
　　　有給休暇有、制服貸与、車通勤OK

（ ）

時 880円～

日曜定休!
長期勤務
できる方歓迎!

経時 950円～1,500円
正パ松阪市岡本町／指導員

■アムール有限会社

☎0598-30-6668（堀出・辻）松阪市岡本町231-3

アネックスあい

［応募］まずはお気軽にお電話ください。詳細は面談時にお話しします

児童発達支援・放課後等
デイサービス

教諭・保育士さ
ん募集!!

業務拡張の為、追加募集♪

共通
項目

［休日］日曜定休、その他シフト制
［待遇］労災、雇用保険有、交通費規定支給

［資格］教員免許お持ちの方

［時給］1,300円～1,500円
［時間］14：30～18：00（応相談）

［資格］保育士又は幼稚園教諭免許
　　　お持ちの方

［時給］950円～1,000円
［時間］13：30～17：30（応相談）

＊お子さまの宿題等をサポートして頂きます

＊学齢のお子さんを対象に、
　集団や個別の活動支援

〈職種〉学習指導員

〈職種〉指導員

◎週2日～OK!!

正職員同時募集

正職員同時募集

経月［契］147,660円 時［パ・ア］875円～
アパ契松阪市内／GSスタッフ

■JA全農みえグループ

［応募］まずはお気軽にお電話ください。面接は松阪地区にて行います。

勤務地 JASS-PORT黒部

☎0598-21-2710
本社：津市高野尾町三月田65-2

セルフスタンド
オープニングSTAFF募集!

10月オープン！安心のJAグループ！

［待遇］交通費規定支給、制服貸与

・JASS-PORT櫛田（松阪市豊原町）
・JASS-PORT川井町（松阪市川井町）
・JASS-PORT宮前（松阪市飯高町宮前）

［時給］875円～  ［休日］月間10日以上
［時間］7：15～21：00の間で最長6時間程度
　　　の交替勤務 ※月間最大17日程度

松阪市内3店舗
 でも同時募集中！

松阪市東黒部町
天神1（ ）

契
約
社
員

パ
・
ア

［月給］147,660円
［時間］7：15～21：00の間で7時間程度
［休日］シフト制による月間7日以上

社保
完備

フリーター歓迎!危険物乙4所持者優遇!

（JASS-PORT川井町）
［担当／冨田・藤村］

経時①1,100円～1,300円 ②1,000円～1,200円
パ①鳥羽市 ②津市／①調理補助 ②調理員

■高齢者施設の給食受託

厨房スタッフ大募集!!
未経験からでもOK!簡単な調理、
レシピもあり、丁寧に指導します!
お気軽にお問い合せください。

［時給］1,100円～1,300円（経験による）
［時間］5：00～14：00・10：30～19：30 ［出勤日数］週3～5回

勤
務
地

職
種調理補助《盛付、配膳、洗浄等》

［時給］1,000円～1,200円（経験による）
［時間］5：30～14：00・10：30～19：30 ［出勤日数］週5回

職
種調理員《調理、盛付、配膳、洗浄等》

①さわやかシーサイド鳥羽
鳥羽市小浜町字浜辺300-73（伊勢から15～20分！鳥羽駅すぐ）

勤
務
地
②シンシア久居
津市久居明神町1530-47（久居インターすぐ）

［共通待遇］社会保険完備、制服貸与、食事補助、
　　　　車通勤OK、交通費3万円まで支給、正社員登用あり

0120-56-5311 ☎0598-26-2280
松阪事務所/松阪市日野町593 小川ビル1F後

［応募］まずはお気軽にお電話ください。◎面接は現地で行います。

経時 1,100円
パ松阪市朝日町／①医師事務作業補助 ②看護助手

■総合病院

済生会
松阪総合病院
 でのお仕事です！！

パートさ
ん大募集！

☆土日祝お休みです♪
☆松阪駅から徒歩5分!
　通勤ラクラク♪
☆未経験OK！
　資格不問です！

［休日］土・日・祝（月～金の週5日勤務）
［待遇］社会保険制度有、交通費規定支給、
　　　制服貸与、車通勤可
［応募］まずはお気軽にお電話ください。

松阪市朝日町
1区15番地6

［時間］8：30～17：00

［時間］8：30～16：00

②〈職種〉看護助手
（看護師さんの簡単なお手伝い）

①〈職種〉医師事務作業補助
（診断書などの文書作成補助やデータ管理 等）

☎0598-51-2626（担当／総務課 山川）［平日］8：30～17：00

女性
活躍中！

［時給］1,100円

医療秘書
経験者
歓迎!

W時 880円～ ※土日祝は＋50円UP
パア多気郡明和町／店内清掃

■環境サービス事業

短時間もOK!まずはご相談下さい♪

サマンサジャパン株式会社 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 0120-303903（担当／採用係）

http://www.samansa.co.jp

◎幅広い年齢層活躍中
◎未経験の方も大歓迎!!
◎WワークＯＫ

店内清掃職種

ぎゅーとらラブリー明和店
（多気郡明和町）

［時給］880円～
［時間］7：00～11：00・8：00～11：00
［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
※ぎゅーとら様の業務とは異なります。

勤務地

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。
　　　9/17（火）9：00～受付開始 ※土日祝は除く。

土日祝は＋50円UP

月 170,000円
パア多気郡明和町／販売及び売場作り

■メンズ・レディスカジュアルウェアの企画・製造・卸小売

［仕事］販売及び売場作りがメインです。
　　　※レジ業務はありません。
［資格］高卒以上（最長65歳まで延長可） 
［時間］10：00～19：00（実働8時間）
［休日］週休2日制（年間105日）
［待遇］交通費全額支給、社員割引有、報奨金制度有、
　　　各種保険完備（勤務開始日より）、有給休暇有
　　　マイカー通勤可（ガソリン代支給）
［応募］まずは連絡先電話番号までお気軽にお電話下さい。
　　　面接日時等お知らせします。
　　　※土・日の応募と繋がらない場合はこちらまで
　　　　  080-2450-9346
　　　　　（担当から折り返し連絡致します。）
　　　※メールでも応募受付中 saiyou@yamatointr.co.jp
履歴書は面接時にご持参下さい。面接は現地にて行います。

オシャレを楽しみながらお仕事しませんか。
ブランクのある方も、転職者も大歓迎！！長期で働けます。

カジュアルブランド
「スウィッチモーション」
10月上旬に
新規オープン♪
販売スタッフのお仕事
はじめませんか!!

0120-810-639（担当/伊藤）
〒577-0061 大阪府東大阪市森河内西1-3-1（本社）

http://www.crocodile.co.jp/

ヤマト インターナショナル株式会社

イオン明和店勤務地

月　給 170,000円

★20代～50代の女性スタッフが多数活躍中
★レジ業務一切ナシ！！
★半年以上1年以内に
　契約社員となります（賞与有）

三重県多気郡明和町
中村1223（ ）

経月 180,000円～250,000円 時 900円～
パ正松阪市広陽町／工場内作業

■航空機・同付属品製造業

正 パ

☆昇給年1回・賞与年2回有☆［時間］8：00～17：00
［休日］完全週休2日制、長期連休有（年間休日120日）

［応募］お気軽にお問合せください
一次選考：履歴書（写真貼付）を郵送ください。
二次選考：面接及び適正検査を行います。

☎0598-30-6323松阪市広陽町22番地（松阪中核工業団地内）
松阪APM株式会社

正社員募集!!

900円～仕
事
内
容

時
給
昇給有♪

航空機部品をつくっています。

・部品へのプリント作業
・部品の受入れ・仕分け作業
・簡単なシール貼り

・生産技術部員 ・品質保証部員 
・総務部員 ・生産管理部員

180,000円
～250,000円

仕
事
内
容

月
給

①表面処理作業

②塗装作業（スプレーガンでの塗装作業）

［待遇］交通費支給（上限なし）、各種保険完備、有給休暇有、制服貸与、車通勤可

パートさんも
募集中

☆若手社員育成に力を入れている会社です

☆未経験OK♪

（担当／片岡）

（・製造部員
部品をハンガーフックへ
掛けたり外したりする作業

9：00～15：00
もＯＫ!

［時間］9：00～19：00の間で3時間以上
　　　（勤務時間は応相談）
　　　☆ご希望の勤務時間をご相談ください!
［休日］土・日（会社カレンダーによる）

（ ）
経験者は優遇します

日 8,000円～10,500円以上可
アパ勤務地複数／交通誘導員

■警備業

警備員急募!!

☎0598-50-1222
担当者直通   080-2332-3287（久米）

松阪市垣鼻町1085 ［応募］まずはお気軽にお電話くださいhttp://sanshin-keibi.com/recruit/

Wワーク・副業歓迎 外国籍（外国人労働者）の方も募集中。日本語の話せる（コミュニケーションの取れる）方大歓迎

松阪市及び多気町、度会町、
伊勢市、津市の周辺地域

交通誘導警備
＊空調服あります!

農家さん・自営業さんもOK

［仕事内容］道路工事・電線工事などの工事現場、建設現場、イベント会場での車両・歩行者
　　　　誘導等の業務を中心にお願いします（1現場につき平均4、5名で向かいます）
［資　格］18歳以上［自動車免許のない方も歓迎］
［待　遇］資格手当あり（1,000円/日）、直行直帰可、交通費規定支給、マイカー補助金有、
　　　　研修施設充実、資格取得全額補助＆学習完全サポート（無料）、
　　　　対人関係による希望現場の相談、出勤日数・曜日など相談可、
　　　　社員登用・慰安旅行制度・社内貸付金制度・格安社員食堂有（弁当&朝食）、
　　　　制服＆装備品貸与・交換無料※規定による

8,000円～10,500円以上可日
給

勤
務
地

職
種

未経験・新人
シニアOK!

週払い・日払い
月払いOK!

年齢・性別・
運転免許不問!!
老若男女大活躍中

です♪

時①1,150円以上 ②1,100円以上 ③④1,200円以上
派津市南部・多気町・松阪市中心部／工場内作業

■労働者派遣事業 派24-300390

［勤務地］松阪市中心部（中部台公園近く）
［職　種］車小型部品のカンタン機械操作と検査
［時　間］6：40～15：40・15：20～24：20※交替制 ［休日］土曜・日曜、年3回大型連休あり

④長期安定!! ◎正社員登用あり ◎20代活躍

1,200円以上時
給

［勤務地］松阪市中心部（中部台公園近く）
［職　種］車小型部品のカンタン機械操作と検査
［時　間］8：00～17：00・20：00～翌5：00※交替制 ［休日］土曜・日曜、年3回大型連休あり

③長期安定!! ◎20代・30代・40代活躍

1,200円以上時
給

［勤務地］多気町（R42近く）
［職　種］薬局商品のシール貼り・包装・検品など
［時　間］8：45～18：00 ［休日］土曜・日曜・祝日

②12/28迄の短期 ◎20代・30代・40代活躍 ◎5名募集

1,100円以上時
給

☎0598-22-3233
［応募］まずはお気軽にお電話ください。
　　　履歴書持参にて面接させて頂きます

松阪市黒田町1654

スカイプラザ有限
会社

［受付］9：30～18：00（土・日・祝休み）

［勤務地］津市南部（R23雲出大橋近く）
［職　種］年末商品の包装・梱包など 
［時　間］8：30～17：30 ［休日］日曜・祝日、土曜は会社カレンダー

①12/28迄の短期

長期☆短期☆日勤☆未経験者歓迎☆高時給☆土日休み

［待遇］車通勤可、交通費支給、社保完備（①除く）、制服貸与、有給休暇（①除く）

◎20代～50代活躍 ◎10名募集

1,150円以上時
給
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パ正松阪市白粉町／調理・介護

■24時間体制の介護・医療連携で毎日をサポート

急月 224,800円～正 時 900円～パ

年齢不問♪未経験大歓迎♪施設見学もできます。お気軽にご相談ください♪

900円～時
給

［時間］13：00～19：00

入居者のお世話
（厨房・清掃など）

パ
ー
ト

週3日
から
応相談

（ ）
夜勤
5回程度

［職種］介護職員《正社員》
　　　 入居者の身体介護・
　　　 食事・入浴・排泄の介助
［月給］224,800円～241,200円
　　　（夜勤・精勤手当含む） ☆別途日祝手当あり!
［時間］　7：00～16：00・10：00～　19：00
　　　12：00～21：00・15：00～翌10：00
［待遇］昇給制度有（1回/年）、
　　　交通費規定支給、社会保険完備、
　　　試用期間有、有資格者優遇

（担当／北川）
☎0598-23-0788

そんぽの家 松阪 検索受付時間 9：00～18：00

株式会社ひらのや そんぽの家 松阪
［応募］まずはお気軽にお電話ください。詳細は面談時にご説明致します。

松阪市白粉町463-1

派松阪市内／健康機器商品の組立、検査、梱包など
時 1,200円 月 220,000円可能

［応募］まずはお気軽にTEL下さい。※詳細はお問い合わせください。

その他のお仕事もたくさんあります!
気になる方はお問い合わせください!

［時間］8：45～17：30（休憩45分）  
［休日］土日、祝、その他長期休暇有
［待遇］社会保険完備、制服貸与、自動車通勤OK、
　　　交通費規定支給、資格取得促進支援制度、
　　　週払いOK（規定あり）

健康機器商品の組立、
検査、梱包など

■請負業、労働者派遣事業（派27-150033） http://www.fujiwork.co.jp/

0120-69-2209
出張面接実施中

四日市事業所
四日市市安島1-2-18 三誠ビルディング6F

（担当／沖広）

松阪市産業
振興センター
（松阪市本町2176）

説明会実施中［予約制］

職　種

勤務地

時給

月収 220,000円可能
1,200円

派大手企業で働ける

スタッフ大募集

1504015 (01
)

松阪市内

安心できるお仕事を
提供する人材サービス企業

選べる特典
入社時に下記のいずれかを
選択してください

毎週金曜日／13：30～20：00
☆その他、平日の出張面接も承ります

★9月下旬～勤務スタート
★平日のみのお仕事
★女性スタッフ活躍中!! 

（規定あり）

寮費補助入社祝金

（規定あり）

20万円 2万円×10回

未経験者
大歓迎! 

増員決定
新製品
立ち上げにつき

W時［A］900円～ ［B］900円
アパ玉城町佐田／［A］食品製造 ［B］清掃

■食品の製造 （株）ドトール・日レスホールディングスのグループ会社

日本レストランプロダクツ株式会社

時間は応相談
（例8：00～12：00）

日曜日だけの勤務です［勤務地］度会郡玉城町佐田626（ミマス株式会社内）
　　　　※田丸駅より徒歩15分
［待　遇］交通費規定支給、制服貸与、車通勤OK※高校生不可

①〈早番〉朝6：00～12：00
②〈後番〉12：00～19：00
◎交替勤務ではありません。
　①か②選べます
◎3～4時間も可

時
間

度会郡玉城町佐田626

［応募］まずはお電話の上、履歴書（写真貼付）をご持参ください。 ※ご質問等、お気軽にお問い合わせください。

パート
アルバイト
募集

〈職種〉［A］パスタソースやお惣菜の調理と製造

900円
〈職種〉［B］清掃作業

900円～
勤務日数・曜日
ご相談に応じます

☎0596-58-3135（担当/シバタ） 080-4355-4742（担当直通）つながらない場合…

WワークOKです

時
給

時給

給下記参照
アパ正勤務地複数／警備員・営業管理職・経理事務

■警備業

交通誘導警備職
種

［時間］8：00～17：00
勤務地 松阪・津・伊勢

松阪市
内五曲町22三重警備保障株式会社

◎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!!

日 

給
7,500円
～9,500円 18万～24万円

34万円以上!!今年の
最高月収
平均月収

☎0598-22-1515
［応募］まずはお気軽にお問い合せください

（担当/小濵）

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

入社祝金
万円
支給!!60

※当社規定あり

［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

名古屋市港区小賀須3丁目1626あり名古屋営業所 現地面接・出張面接可

営業管理職
松阪市勤務地

月 給 25万～30万円以上可
［時間］8：30～17：30
［休日］土・日（会社カレンダーによる）

◎社用車あります

自社雇用の正社員です職種

経理事務

三重警備保障 松阪勤務地
月 給 土・日休み17万円 土・日・祝休み16万円
［時間］8：30～17：30

正社員職種
勤務地愛知県知多市

約3年間 毎日仕事あり交通誘導警備職種 30名
大募集!!［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
［時間］20：00～翌8：00（残業3H）
日給 一般15,700円 有資格者17,300円

入社祝金

30万円支給!!※当社規定あり

家賃代半額
会社負担
1日からでもOK

時①900円～1,000円 ②900円
ア津市東丸之内／物産展短期スタッフ・レジ業務・ポーター

■魅力好感百貨店 http://www.tsu-matsubishi.co.jp/

接客販売

［時間］9：45～19：00（休憩90分）

900円～1,000円（交通費込）

①「京都展」短期スタッフ募集

☎059-228-3010（採用担当／井村）

［応募方法］津松菱総務部まで履歴書（写貼）を持参下さい。 定員になり次第締め切らせていただきます。

ご応募いただいた際の個人情報は採用選考以外の目的では使用いたしません。
また、お預かりした履歴書は返却いたしませんのでご了承下さい。不採用の場合は適切に廃棄いたします。

株式会社 津松菱 〒514-8580 津市東丸之内4-10
受付時間／10：00～19：00

高校生不可

［共通待遇］マイカー通勤可、駐車場無料 ※詳細はお問い合わせ下さい

職
種

勤務日
・
時間

1日のみ
でも可

期間

②2日間限定アルバイト

時給

時給

職種

900円（交通費込）

Ⓐ10/22（火） 9：45～21：00（休憩90分） 
Ⓑ10/23（水） 9：45～19：00（休憩90分） 

ポーター業務
お客様が購入された商品の運搬や
お預かりのお仕事です

化粧品売場でのレジ補助
※レジ打ちはありません

10/16（水）～10/22（火）
※応相談

■ホテル

急月 20万円～① 時 900円～②
アパ松阪市久米町／①フロント ②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

②客室清掃スタッフ職種

リフレッシュ
オープンにつき

1日3時間～OK！月20日勤務で
月54,000円～200,000円になります

時給 900円～※時間帯により異なる
①フロント
　スタッフ職種

月収 200,000円～

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

［時間］9：00～26：00の間で応相談
◎正社員も募集 月25万円以上可◎

［時間］24時間のシフト制
　　　（3日に1回の勤務）

正

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。

■人材派遣業 派24-040002

急時 1,125円～1,406円
派松阪市内／リフト作業者

〈職種〉リフト作業者 〈勤務地〉松阪市

◎日払い・週払い制度あり 
◎各種保険完備 ◎60歳位迄の方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

1,125円～1,406円時給
［時間］8：30～17：30・17：30～夜2：30（交替あり）
［休日］土・日・祝（派遣先カレンダーによる）

人気フードの製造も同時募集

急募!!寮完備！
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♪

急経給下記参照
パ正津市高茶屋小森町／機能訓練指導員・介護スタッフ

■デイサービスセンター

［職種］機能訓練指導員（利用者様のリハビリ業務）
［資格］理学・作業療法士、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師

［時給］（無資格の方）900円  （経験者）950円 ※土・祝は+50円
［時間］①　8：00～13：00 
　　　②14：00～17：00

☎059-264-7033津市高茶屋小森町
1732番地6号

デイサービスセンター 笑スタ
（株式会社 DollarSea）

2017年5月に
オープンしたデイサービスです！

［待遇］各種社保完備（正）、交通費規定支給、車通勤可
［応募］まずはお気軽にお電話下さい

［月給］240,000円～280,000円
［時間］①8：30～18：30 ②8：00～18：00
［休日］土・日（※まれに土曜出勤の場合あり）

正

パ

見学可能！

とてもアットホームですよ♪♪

［時給］1,200円～1,500円（土・祝は+50円）
［時間］①　8：30～14：30 
　　　②13：00～17：00又は
　　　　　9：00～16：00の間で5時間程度

勤務日数・時間応相談

介護スタッフ同時募集

勤務日数・時間応相談

時Ⓐ1,000円 月Ⓑ6万円程度
契松阪市内／送迎車の運転

■三重交通グループ

急

☎059-229-5558
〒514-8635 津市中央1-1 三重会館6階
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

三重交通株式会社 自家用営業部

三重交通 松阪営業所（松阪市大津町795-3）

［時間］8：25～10：10、15：25～17：10の間で1日3.5時間
［休日］土・日・他シフト制
［資格］普通免許以上（大型免許歓迎）

［職　種］Ⓑハイエースクラスの運転
［勤務地］松阪市飯南町粥見

月額

時給

給与

朝・夕の時間を
有効に使いませんか!
送迎車運転スタッフ募集

6万円程度（交通費等含む）

［職　種］Ⓐハイエースクラスの運転
［勤務地］松阪市南部

月間15日程度

月間
15日程度

面接
場所

［時間］8：15～9：45、16：00～17：30の間で1日3時間
［休日］日・他シフト制 ［資格］普通免許以上 

1,000円（諸手当別途支給）

W時 950円～1,500円
派松阪市内／食材のチェックと包装業務

■労働者派遣事業／派14-301109　有料職業紹介事業／14-ユ-300110

時 間

1,000円～1,250円
時 給

17：00～翌1：45
（実働7.75時間）

スタート時間応相談

8：15～17：00
（実働7.75時間）

950円9：00～15：00
（実働5時間）

【大阪営業所】大阪府吹田市江坂町1-23-43
　　　　　　ファサード江坂ビル602

株式会社 ミックコーポレーション
【広告No.A-24】0120-39-5741

出張面接
致します

［勤務地］松阪市内
［内　容］食材のチェックと包装業務
［勤　務］週3～5日のシフト制
［待　遇］交通費規定支給、前払い制度（規定あり）、
　　　　社会保険完備、車通勤OK、制服貸与
［応　募］まずはお気軽にお電話ください。 

弊社スタッフ
15名以上
活躍しています!

週3日以上
できる方

9月末までの短期もOK!

1,000円～1,500円

1ヶ月のおためし期間あり♪
◎Ｗワーク
◎土日のみ勤務OK♪
自由シフトでもOKです!

急時1,500円～パ 正 月 230,000円～
正パ松阪市・津市・伊勢市／高速道路維持管理

■高速道路全般のメンテナンス https://umemura-gumi.co.jp

松阪・津・伊勢
の高速道路
☆一度久居に集合して
　社用車で現場に向かいます。
　地域によっては直行も可。

☎0598-86-2901（平日:9:00～16：00）
　090-1984-1271（その他時間帯）

度会郡大紀町
滝原811-3

有限会社 梅村組 滝原営業所

［応募］出張面接致します。お気軽にお電話ください。

☆年齢問わず昇給します☆
［資格］60歳位まで（長期勤続によるキャリア形成のため）
［時間］8：00～17：00  ［休日］土、日、祝
［待遇］昇給有、交通費規定支給、社会保険完備、
　　　有給休暇、資格取得費用全額負担、正社員登用制度有

1,500円～

☆未経験も大歓迎♪

高速道路維持管理
（草刈り、側溝の清掃等）

時給
パート

230,000円～
月給 ☆賞与年2回有

正社員

スタッフ募集

勤務地

職　種

経時1,250円＋交通費
派多気郡明和町／工場内作業

■人材派遣業 派27-302981 27-ユ-302295

急

090-4284-1126（内山）

☎0598-51-1888

松阪市久保田町字上沖127番地
M’sテラス No.6

受付

土日祝専用

現地面接いたします［応募］他にもご紹介先ございます!
　　　お気軽にお電話ください。

《平日9：00～18：00》

9月18日（水）・25日（水） 10：00～15：30日
時

株式会社PLUS1west 三重支店 
松阪市久保田町（ヤマダ電機様となり）

会
場

◎予約不要!!
◎履歴書不要
◎お子様連れもOK

＊15：30以降ご希望の方は事前に電話にてご連絡ください

参加者全員にQUOカード（500円）進呈中!

オシゴト相談会&面接会

週払いOK!
◎土・日・祝お休み!
◎20代～40代男性が活躍中!

勤務地

職　種

多気郡明和町

［時給］1,250円＋交通費
［時間］8：00～17：00
［休日］土・日・祝（会社カレンダーによる）

羽毛の清浄・出荷

お気軽に
ご相談
ください

急給［正］163,400円～ 時［パ］920円～
パ正松阪市久保町／介護職員・看護職員

■介護老人福祉施設 aikeikai.or.jp/elderly/servise/hanamizuki

☎0598-60-1700
（担当/加藤）

松阪市久保町1926-1 ［応募］まずはお気軽にお電話ください

［待遇］賞与年2回（計4.2ヶ月分 パートは寸志支給）、
　　　処遇改善一時金（年3回 介護職のみ）、
　　　交通費規定支給、退職金制度（正職員：4年勤務後）、
　　　各種保険完備（週勤務時間による）

社会福祉法人愛恵会 介護老人福祉施設

介護職員〈資格・経験なくても可〉

［時間］7：00～18：00で4時間以上勤務
［休日］シフト制（4週7休）

正職員 給与

正職員 月収

163,400円～
パート 時給

パート 時給

920円～

看護職員

［時間］　8：30～16：30・ 7：30～15：30
　　　10：00～18：00のシフト制 ※実働7時間15分
◎パートは勤務シフト他、別途応相談

174,800円～254,000円
 ＋別途 各種手当あり 

1,430円～1,640円

経月

パ正勤務地複数／ドライバー

■一般貨物自動車運送事業

18万～25万円程度

・ 2t車で主に県内の配送です
 （車のパーツ・ダンボール箱・断熱材など）
・ 朝8時～終わり時間は行き先により異なります
・ 月収20万～25万円程度になります

フリー便［職種］

松阪市桜町
8-10株式会社 松田商事

090-5871-5678（担当／松田）
［応募］まずはお気軽にお電話ください。詳細は面談時にお話し致します。

［待遇］交通費規定支給、各種保険完備、制服貸与、車通勤可

各職種 パートドライバーも募集

ドライバー募集
◎日曜・祝日お休み!お盆・年末年始（正月含む）・GW休暇もあります

年齢不問

MATSUSHO L INE EXPRESS

ヒロ☆グループ

ルート配送［職種］ （AT限定OK!）
・ 2t車ショートで軽量パーツの配送
 （準中型免許以上、AT限定可）
・ 伊勢便…朝10時～  志摩便…朝7時～スタート!
 伊勢便・志摩便のルート配送をローテーションで交替して頂きます
・ 月収18万～25万円程度になります

☆週1日～OK！

要 準中型免許以上
AT限定不可（ （

多数

2名

2名

軽バンのルート配送、スポット便、貸切
軽貨物運送事業許可お持ちの方大歓迎!!◎ ◎

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

■清掃業

急時 870円
パ度会郡玉城町／クリーンスタッフ

☎0598-28-7310
〒515-0041 松阪市上川町2711-1

株式会社 アスビル

［時 間］①8：30～（4時間～6時間）
　　　 ②9：00～（4時間～6時間）
［勤務日］月曜～金曜（会社カレンダーによる）
［待 遇］交通費別途支給（規定あり）、制服貸与、社保有
［応 募］まずはお気軽にお電話下さい!面接は現地にて行います。

玉城町の工場内
急募！！

工場内クリーンスタッフ募集！

☆女性活躍中♪

勤務地

日常清掃職 種

時 給

パート

870円 勤務日・
時間は
応相談

時 1,050円＋交通費支給
パ津市雲出／ピッキング

■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］まずはお電話下さい。

［時間］9：00～17：00 ［休日］シフト制（応相談）

時
給1,050円

津市雲出

アナタはどのパターンを
選びますか!?

土日のみOK 平日のみOK 週3日～OK

＋交通費支給

勤務地ピッキング職種

or or

■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♪

急時 22：00～翌5：00は1,063円
アパ請松阪市嬉野天花寺町／生鮮食品の仕分け・検品・搬送作業

■物流業務請負 http://www.ast-grp.co.jp

☎0598-30-5120（担当／上田）
松阪市嬉野天花寺町647株式会社 アスト 松阪事業所

［資格］自己通勤可能な方 
［時間］20：00～翌5：00 （時間帯応相談）
　　　※受付業務・送迎の業務もあります
［待遇］交通費支給、保険完備、
　　　制服貸与、試用期間有
［応募］お気軽にお電話下さい。
　　　〈受付〉平日9：00～17：00

松阪市
（嬉野天花寺町647） 1,063円

請 パ
生鮮食品の仕分け・
検品・搬送作業

職
種

時給勤
務
地

送迎あり

22：00～
翌5：00（ ）

勤務開始日 勤務日数 勤務時間

現場見学可能です 正社員登用制度有
定温倉庫内でのお仕事です。

学生アルバイト・留学生も活躍中!!（学生は送迎あり!!）

応相談なのであなたの都合に
合わせてお仕事できますよ♪

週2日からの
勤務可!

月 16.5万円～30万円正 時 875円～パ
パ正多気町野中／加工オペレーター

■印刷事業

急

☎0598-39-3080
多気郡多気町野中1408

［応募］まずはお気軽にお電話ください。
（担当／河合）大享印刷株式会社 多気工場

正社員大募集!!
職　種

［資格］要普免（AT限定可）
［時間］8：00～16：45・18：00～翌2：45（交替勤務）

［月収］165,000円～300,000円
　　　（能力・経験による）
［休日］日曜定休、隔週土曜他（社内カレンダーによる）、
　　　GW・夏季・冬季休暇
［待遇］昇給有、社保完備、交通費規定支給、社宅相談応じます、
　　　経験者優遇、家族手当、皆勤手当、住宅手当、試用期間有

パートも募集中 時給875円　18：00～は時給1,100円1日5時間～OK! 夜勤できる方歓迎

加工オペレーター
（印刷物を折加工、綴加工、断裁等する仕事です）

経 急時 1,100円～ 1,500円
パ松阪市岡本町／調理師

■東証一部上場（株）トーカイのグループ会社 ●病院・老人施設などで食事の提供をさせて頂いております

☎058-392-4995
〒501-6236 岐阜県羽島市江吉良町江中4丁目2番地

トーカイフーズ株式会社
応募受付 担当／鈴木　9：00～17：30（月～金）
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。現地にて面談致します。

施設利用者様の健康管理のお手伝い! 
「食」の提供で「笑顔」の和を広げませんか

経験者
優遇

正社員
登用制度
有

調理師
(資格要)

［時給］1,100円～1,500円 ［休日］週休2日、シフト制
［時間］5：00～19：00の間で実働8時間、交替制

勤
務
地

職
　
種

松阪市岡本町の
介護施設

経時［パ］1,700円～②時［パ］1,200円～月［正］207,500円～①
正パ松阪市新町／①介護職 ②看護師

■介護保険・医療保険指定事業所

［応募］まずはお気軽にお電話ください。詳細は面談にてご案内致します。

〒515-0075
松阪市新町810-1デイセンター リハビリプラザなでしこ

【パ】時給1,200円～ ☆土曜日は1,250円～☆
【正】月給207,500円～

［休日］日曜日、他
［待遇］【パ・正】交通費規定支給、車通勤可
　　　【正】社会保険完備、資格手当

☎0598-68-3743 平日13：00～18：00（担当／山本）

［資格］普通自動車免許（AT限定可）
　　　※正社員のみ介護福祉士必須
［時間］【パ】9：00～16：30（休憩60分）
　　　【正】9：00～18：00（休憩60分）

①職種：介護職【パート・正社員】（送迎含む）

給与

1,700円～ ☆土曜日は時給2,125円～☆
［資格］正・准看護師（どちらでも可）
［時間］9：00～15：30（休憩60分）

②職種：看護職【パート】（利用者様の健康管理など）
時給

◎◎夜勤無しで日曜お休みです♪◎◎

［共通］

デイセンターリハビリプラザ
なでしこ（松阪市新町810-1）

勤
務
地

リハビリ重視のデイサービスで
働いてみませんか!

週2日程度で
応相談♪

パートさんは
希望の勤務日数を
ご相談ください♪

お仕事説明会実施中♪

入社祝金
最大

（規定有り）10万円

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!

月 198,000円～300,000円以上可能
正松阪市高町／営業スタッフ

■総合広告代理業／求人広告「アドサンアイ」発行、新聞、テレビ、ラジオCM企画、制作、デザイン、印刷、ホームページ企画制作等

経 急

アドサンアイにも掲載中
http://www.ad-sanai.co.jp
アドサンアイ

＼＼三重のオシゴトなら／／ W E B

〒515-0011 松阪市高町450-1 丸亀ビル4-A ☎0598-20-8881
株式会社 アド三愛 松阪支社

メディアを駆使して
『地元の元気を創る』お仕事。

年齢・経験・前職給与を考慮致します！
（研修期間中は18万円）

月
給
19.8～30

［勤務地］松阪支社（松阪市高町450-1 丸亀ビル4-A）
［資　格］35歳迄（省令3号イ※36歳以上の方はご相談下さい）、
　　　　簡単なパソコン操作が出来る方、要普通免許（AT可） 
［時　間］9：30～17：30（60分休憩有） ※曜日により残業有
［休　日］土・日・祝（但し月1回土曜出勤有）、夏期、年末年始、GW、年間休日118日
［待　遇］昇年1、賞年2、報奨金制度有（昨年実績年2回 ※3・9月）、
　　　　各種社保完、交通費（規定）支給、各種手当有、有休有、
　　　　退職金制度有、P完備、社用車貸与、研修期間有（3ヶ月）
［応　募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）と職務経歴書を下記松阪支社まで
　　　　郵送下さい。書類選考の上、追って面接日を連絡致します。

能力給有り万円
以上可能 未経験か

ら

広告のプロ
に

なれます！

まずは
お電話を！

《職種：求人広告やテレビCM等、各種広告の企画・営業》

経 急給面談時に応相談
正ア伊勢市／配送作業スタッフ

■一般区域貨物 産業廃棄物収集運搬許可

伊勢市東大淀町
187-7

ごんろくや

權六屋株式会社
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

（担当／松本）応募専用ダイヤル 090-1980-9175

アルバイト
スタッフ
大募集!!

正社員も同時募集 2t・4tドライバー

普通免許でOK!
入社後免許
取得補助あり!!

◎いつでも仕事入れます!!
◎随時正社員への登用も有!!

☆「月に数回」「週1回～」でもOK♪

◇交通費支給（当社規定）◇その他詳細はお問い合わせください。

月
給

〈2t〉240,000円～
〈4t〉280,000円～
※試用期間あり

［待遇］制服貸与、有給休暇あり

交通費
（当社規定）+［ ］

日給
面談時に
応相談

配送作業スタッフ職種


