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鈴鹿・亀山・津北部エリア

《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♪

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

時 1,000円
派鈴鹿市安塚町／病院内食器洗浄スタッフ

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　間］　8：30～15：00（5.5h）・13：30～18：00（4.5h）
　　　　16：00～20：00（4h） ※応相談
［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、食堂利用可、有給休暇

病院内食器洗浄スタッフ
調理器具・食器などの洗浄、盛り付、野菜切り等

未経験・無資格OK!!

鈴鹿中央総合病院

職　種

勤務先 時給1,000円

■惣菜の調理・販売

急時 900円
パ鈴鹿市算所／惣菜の調理・陳列など

ひよっこ鈴鹿ハンター店

未経験
大歓迎!!

時給

900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。
鈴鹿市算所2-5-1（サンシ鈴鹿ハンター店内）

［時間］①7：00～16：00 ※応相談
　　　②7：00or8：00～5時間程度
［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でお越し下さい。
　　　面接はサンシ鈴鹿ハンター店にて行ないます。

惣菜の
調理・陳列など

［休日］
週休2日（応相談）

勤
務
地

職
種

スーパーサンシ
鈴鹿ハンター店内
（鈴鹿市算所2-5-1）

■JA全農みえグループ

経時 875円～
アパ鈴鹿市、亀山市／GSスタッフ

ガソリンスタンドSTAFF募集!
安心のJAグループ！

［勤務地］●JASS-PORT鈴鹿（鈴鹿市地子町1268）
　　　 ●JASS-PORT亀山
　　　  （亀山市川崎町字貢4676-4 R306号線沿い）
［時 間］6：45～21：00の間の実働6時間程度

［時 給］875円～ ［休日］シフト制による月間7日以上
［待 遇］交通費規定支給、制服貸与、雇用保険（条件有）
［応 募］まずはお気軽にお電話ください。面接は各店舗にて行います

危険物乙4所持者優遇!

本社：津市高野尾町三月田65-2

☎059-340-6111（JASS-PORT鈴鹿）［担当／林・太田］

経時 920円～・1,500円～
パ鈴鹿市住吉／ヘルパー（訪問介護員）

■グループホーム・デイサービス

学校法人 鈴鹿文化学園
☎059-378-4838鈴鹿市住吉1-23-8

愛 すみよし苑

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でお越し下さい。

ヘルパー（訪問介護員）職種

［資格］運転免許、初任者研修（ヘルパー2級）または介護福祉士
［時間］8：00～18：00の間で応相談

訪問介護員募集

1,500円+交通費時給

920円時給パート
週2日～

+実働手当+交通費
+移動費 他手当有

非常勤
週2日～

月①30万円以上 ②20万円以上
正亀山市阿野田町／①清掃作業員・土木作業員 ②事務

■三重県知事許可（特‐28）第12630号・（般‐28）第12630号

☎0595-82-1738（担当/豊田）
亀山市阿野田町1870

［応募］まずはお気軽にお電話ください。

ヤル気のある方応援します!!未経験者も大歓迎!!

［資格］40歳位まで（高卒以上）※省令3号のイ
　　　普通自動車免許 ※大型・中型免許お持ちの方、優遇！
［時間］7：30～16：30

［月収］300,000円以上

［職種］①清掃作業員・土木作業員

［資格］短大卒以上、PC操作できる方、要普免
［時間］8：00～17：00

［月収］200,000円以上

［職種］②事務スタッフ

正社員
募集！

［休日］日曜・祝日・月2回土曜、夏期、年末年始
［待遇］社会保険完備、賞与年2回、通勤・皆勤手当あり、
　　　退職金制度あり、制服貸与、昼食補助あり

共
通

3ヶ月程度の
見習い期間あり

3ヶ月程度の
見習い期間あり

W月 5万円～7万円程度
パ津市・鈴鹿市／配達スタッフ

■乳製品宅配事業

朝の乳製品
配達スタッフ
津市内・鈴鹿市内配達地域

☎059-264-7444
津市中河原城之内2017　［応募］お気軽にお電話下さい。

株式会社 森乳東海
パワーミルク三重宅配センター

AM1：00～AM6：30
までの間で3～4時間程度

【受付時間／10：00～17：00】
（担当／伊藤）

毎週火・金/月8～9回のお仕事!!

かけもちOK♪週2日勤務で
無理なく続けられます!
短時間で稼げるので
主婦（夫）さんや
年配の方にもオススメ♪
扶養内で働けます。

月収例 万円程度5万円～
時　間

ご当地
限定!!

7

月 20万円～26万円
正鈴鹿市野村町／医療事務

■皮膚科：アレルギー科・美容皮膚科 http://www.suzukaitoclinic.com/

新規スタッフ募集!

応募に際してのご要望は履歴書にお書き下さい。
返信用宛名明記、切手貼付の封筒を同封下さい。

お願い

お気軽に下記住所まで履歴書（写真貼付）郵送下さい。
※履歴書は採用のみに使用し、
　当事者に無断で第三者に開示することはありません。

応募方法

みなさまのおかげで当院は5周年を向かえました。
先輩スタッフがやさしく丁寧に指導いたします♪

［休日］木・日・祝
［待遇］昇給・賞与、交通費規定支給、制服貸与、医師国保、
　　　厚生年金、有給完全消化（一斉取得あり）

試用期間
あり

〒510-0203 鈴鹿市野村町168-1（すずかメディカルビレッジ内）

医療事務

20万円～26万円
諸手当・残業代含む

脱毛、しみ取りレーザーなどが
無料で受けられます！働きながらキレイに♪

　9：00～12：00
15：00～18：30

診療
時間

月給

職種

昼、夜 残業あり
月平均20h程度

〈受付・クラーク（入力）・診療補助業務〉
新卒・未経験者OK タイピング早い方優遇

月 160,000円～280,000円+歩合
正亀山市アイリス町／営業

■総合リフォーム業 http://www.mkhome.info

正社員
募集!!

☎0595-96-8858亀山市アイリス町
784-4

株式会社MKホーム

［応募］まずはお気軽にお電話ください。

即採用あり!

学歴・年齢問いません!!
60歳代の方も活躍中!

一般住宅等への総合リフォームの提案
職
種

月
給

営業
16万円～28万円+歩合

研修期間有 ※給与同条件

［休日］（月曜日 他で応相談）週休2日制、
　　　年末年始、GW、夏季
［待遇］社会保険完備、
　　　制服貸与

勤務地本社（三重）

チーム制
なので安心!

先輩が親切に
フォローします!

［時間］8：30～17：30

月 168,000円～210,000円
正津市芸濃町／①製造作業スタッフ②構内作業スタッフ

■ホームセンター向けセメント製品・ガーデン資材の製造販売 http://www.terada-gr.co.jp

☎059-266-1023
津市芸濃町北神山1287-23（北神山工業団地内）

内容 集品・検品・在庫整理・清掃などの倉庫内作業全般。
フォークリフトの運転資格が必要なお仕事です。

内容 セメント製品工場での製造に関する作業全般。
経験、能力によっては製造管理者候補として育成いたします。

〈職種〉②構内作業スタッフ

［時　間］8：00～17：00（シフト勤務あり）

［基本給］168,000円～210,000円
　　　　（経験・学歴・年齢を考慮）
［休　日］年間休日105日
　　　　（土祝は会社カレンダーにより出勤日の場合あり）、
　　　　年末年始・夏季休暇あり
［待　遇］昇給年1回・賞与年2回、社会保険完備、
　　　　退職金・再雇用制度あり
［応　募］電話連絡の上、履歴書（写貼）ご持参いただきます。
　　　　選考は面接及び適性検査となります。

正社員募集

転勤はありません 入社日応相談

当社は広島県を本社に、
全国3ヶ所の工場でホームセンター向けセメント関連製品・
花壇ブロック・ガーデン資材などの製造を手掛け、

「新しいガーデンエクステリアの創造」をビジョンとする、
ガーデンエクステリアのトータルメーカーです。

〈職種〉①製造作業スタッフ

どちらも、各業務を通しての
作業研修から入ります。

工場勤務未経験な方でも一から覚えて
いけますのでご安心ください。

時 900円
パ鈴鹿市安塚町／介護スタッフ

■指定地域密着型サービス事業所 パシフィック株式会社

☎059-381-4466 鈴鹿市安塚町1350-65

小規模多機能型居宅介護
グループホーム

ゆ う き ゅ う の さ と

悠久の里
［応募］お気軽にお電話下さい。面接日をご連絡致します。詳細は面談時。

介護
スタッフ
募集!!

900円
［時間］勤務時間応相談
［待遇］社会保険、昇給、
　　　賞与、通勤費、日祝手当、各種手当有、
　　　誕生日休暇などもあります
※その他詳細は面談時ご説明いたします。

処遇改善手当
別途支給あり

未経験・無資格の方も大歓迎!!
施設見学OK♪ 在職中の方もご相談下さい

WワークOK 週1日～シフト応相談

日勤スタッフ
〈パート〉
職
種

時
給

月 23万円～
正四日市市川尻町／簡単な液体原料の詰め替え

■樹脂製品の製造・加工・包装・出荷

年間休日120日以上

日勤のお仕事

事前の工場見学OK!!

［時間］8：30～17：00  ［休日］土・日・祝、GW、年末年始
［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

23万円～月給

職種

勤務地

冷暖房完備！流し込むだけの単純作業♪

JSR（株）内（四日市市川尻町100）
簡単な液体原料の詰め替え

四日市市
泊小柳町4-6

☎059-346-0887

多少PC入力有

男女共に活躍できる

［応募］お気軽にお電話ください。

土日祝休み×日勤の正社員

時 900円～
亀山市布気町／パーキングエリアの清掃維持管理業務

■警備事業部・清掃事業部・旅行事業部・スポーツマネジメント事業部

アパ正

★パート・アルバイトさんも同時募集中!
 午前中・午後のみの勤務でもOK!

四日市市
久保田二丁目
11-6

［応募］まずは下記までお気軽にお問い合わせ下さい。

0120-93-2726（平日 9：00～17：00）
HPリニューアル 検索eiwa.jpn.com/

「笑顔」と「やりがい」を持って
働きたいあなたを応援します!

パーキングエリアの
清掃維持管理業務

亀山パーキングエリア

［時間］①6：00～13：00
　　　②6：00～14：00 ③14：00～19：00 
　　　※繁忙期、残業あります
［待遇］社会保険完備、社宅あり（単身・世帯）、
　　　制服貸与、交通費規定支給、有給休暇、
　　　定期健康診断、年2回のプチボーナス

勤務地

900円～時　給

職　種 トイレ棟・駐車場・
歩道清掃や
消耗品補充・
ごみ回収分別など

仕
事
内
容

月 280,000円以上
正鈴鹿市庄野羽山／「92’ｓ-クニズ-」店舗運営、スタッフマネジメント

■ステーキを中心としたレストランの店舗運営

飲食業から一度離れた方も
まずは話を聞いてみませんか！

「やっぱり飲食業で働きたい…」
接客や調理の楽しさが忘れられずに

戻ってきた方が多数在籍している会社です。

その他、全国の店舗でも募集中。ご希望を考慮し決定致します。
勤務地

30万円

当社では、スマートフォンを使用したビデオ面接も行っております。
１次・最終面接ともビデオ面接可能ですので、希望の方はお気軽にご相談ください。

◆東京のオフィスまで行くのが大変な方へ

中途入社は約9割!ハンデはありません!
飲食未経験の方も中途入社が多いため、

すぐに馴染める環境です♪

正社員としてだけでなく、店長、SVなど活躍できる様々なポストがあります♪正社員としてだけでなく、店長、SVなど活躍できる様々なポストがあります♪

(鈴鹿市庄野羽山4-1-2)92’ｓ-クニズ- イオンモール鈴鹿店

［職　種］店舗運営、スタッフマネジメント
［仕事内容］入社後、約3ヶ月は店舗・座学研修を行い接客・調理・スタッフマネジメント等の店舗での基本業務を
　　　　しっかり身に付けて頂きます。1店舗の運営が問題なくこなせれば、店長としての業務をお願いします。
　　　　未経験の方も入社から9ヶ月～1年で店長へ昇格可能です！
［資　格］経験・学歴不問！未経験入社大歓迎！異業種からの中途入社多数在籍中！新卒･第二新卒の方も大歓迎
［時　間］9：00～23：00の間で実働8h ※1ヶ月単位の変形労働時間制(週平均40h) ※詳細は面接時にご確認ください。
　　　　<シフト例>9：00～18：00／14：00～23：00 ※基本的に22時に閉店し23時迄に退社
［休　日］週休2日制（月8～9日／シフト制） 有給・慶弔・育児・介護休暇あり
［待　遇］就業祝金(入社3ヶ月後30万円支給/規定有)、赴任手当(転居を伴う配属の場合、実費支給)、社会保険完備、
　　　　研修制度充実、昇給年1回、賞与年2回（規定有）、交通費規定内支給（月10万円まで）、残業代全額支給、持株制度あり、
　　　　社員旅行、確定拠出年金制度あり、慶弔見舞金、社長誕生システム（独立支援制度）

［応　募］まずはお電話ください。
　　　　※面接日・入社日などはお気軽にご相談ください。☎03-3829-3401（採用担当）

東京都墨田区太平4-1-3
オリナスタワー17階株式会社ペッパーフードサービス

今なら就業祝金として を支給

月給280,000円以上＋残業代全額支給＋賞与年2回
※試用期間3カ月(給与・待遇変動なし) ※経験・年齢・給与を考慮の上、優遇
※上記月給には、固定残業代(月45h分/76,386円以上) 含む。なお、超過分は全額別途支給します。

時①880円～980円 ②950円～
パ四日市市河原田町／①草刈り・営繕等②資源ゴミの回収・運搬

■メンテナンス事業

☎059-389-5934
鈴鹿市算所2丁目5-1

スーパーサンシ株式会社
メンテ事業部

［待遇］車通勤可、社会保険
［応募］まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

きのした
てらさき

男女とも活躍中!!
シニアの方もOK!!

男性活躍中の
お仕事です！

スタッフ募集!!
四日市市河原田町1301

①剪定、草取り、草刈り、
　営繕作業など

勤務地

880円～980円
［時間］9：00～17：00 
［休日］土曜・日曜・祝日・年末年始

仕事内容

時　給

②資源ゴミ回収・運搬作業
　 （7t車を使用します）

950円～
［時間］7：00位～8h勤務 ［休日］日曜＋シフト制

仕事内容

時　給

担
当

給下記参照
パ正鈴鹿市高岡町／職種下記参照

■介護事業

［職種］③介護職員（パート）

1勤務1,300円（交通費込み）給与

有限会社テクトサービス鈴鹿市高岡町
2686

☎059-384-8739
［応募］受付はメディカルステイ「鈴鹿の華」で行います。お気軽にお電話下さい。

★パートは扶養内勤務OK　★シフト応相談（日曜休み）

［勤務地］メディカルステイ 鈴鹿の華

［職種］①介護職員（正社員）
21万円～（手当含む） ※夜勤4回の場合月額

未経験の方やブランクのある方もしっかりサポートします！！

介護スタッフ募集！！

［勤務地］デイサービス「はなやか」

［担当］古市
［時間］9：00～18：00

［資格］初任者研修（旧ヘルパー2級）以上 ［休日］週休2日
［時間］（日勤）　7：00～18：30（8h勤務 シフト制）
　　　（夜勤）17：00～翌9：00（2hの仮眠休憩有り）
［待遇］昇給有り、賞与年2回、各種社会保険完備
※入居者30名、夜勤は職員2人体制です。

［職種］②介護職員（パート）
（初任者研修）916円～ （介護福祉士）950円～時給

［資格］初任者研修（旧ヘルパー2級）以上 ［勤務］週2～5日
［時間］7：00～18：30（8ｈ勤務 シフト制） 

（無 資 格）886円～ （初任者研修）916円～ 
（介護福祉士）950円～
時
給

［資格］普通自動車免許（AT可） ［勤務］週2～5日の間で応相談
［時間］8：00～18：00の間で8h

［職種］④送迎介助員（パート）

［時間］①8：00～9：30 ②16：00～17：30
　　　※①・②どちらかでも可
［勤務］週3～6日

鈴鹿市高岡町
2686（ ）

鈴鹿市高岡町
2687（ ）

経給下記参照
パ正鈴鹿市国府町・亀山市川崎町／介護職員

［月給］（無資格）170,000円
　　　（実務者研修修了の方）172,000円
　　　（介護福祉士）182,000円
［時間］Ⓐ7：00～16：00 Ⓑ9：45～18：45 Ⓒ18：00～翌10：00

（無資格）985円
（実務者研修修了の方）997円
（介護福祉士）1,057円

メディカルケアサービス三重 株式会社

［共通待遇］交通費規定支給、社会保険完備、定期昇給以外別途昇給あり、賞与あり、各種手当あり ［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

☎059-375-1616（担当／梅本）

■介護事業

まずは見学だけでもOK!新しい仲間を大募集!

愛の家 グループホーム国府
鈴鹿市国府町字西ノ野13-10

☎0595-85-8858（担当／吉田）
愛の家 グループホーム亀山
亀山市川崎町1586-1

［職種］③介護職員（パート）［職種］①介護職員（正職員）

＋30,000円
（夜勤手当月5日分））

②介護職員
　（パート）

﹇
時
給
﹈

同
時
募
集

﹇
職
種
﹈

［時給］（無資格）985円
　　　（実務者研修修了の方）997円
　　　（介護福祉士）1,057円
［時間］Ⓐ9：45～18：45 Ⓑ7：15～16：45
　　　※上記の時間帯以外でもご相談に応じます

月 220,000円～300,000円（経験・能力による）
正鈴鹿市白子町／職種複数

■特殊清掃業

未経験者でも経験を積み、着実にスキルを身につけて国家資格や大型免許取得をバックアップします！！

☎059-386-1093
鈴鹿市白子町3212-1

［応募］お気軽にお電話下さい
株式会社朝日工業

①清掃スタッフ ②浄化槽管理士・技術管理スタッフ

①工場内の設備メンテ、上下水道や
　特殊車両を使用した一般道路の路面清掃など
②農業集落排水施設の運転・維持管理、データ入力

仕事内容 創業54年
地域の環境を守る会社

高待遇！！

未経験OK

寮あり

［資格］要普通免許（AT限定不可） ［月給］220,000円～300,000円（経験・能力による）
［時間］8：00～17：00  ［休日］月6日（会社カレンダーに準ずる）、GW、夏季休暇、年末年始
［待遇］賞与年2回、昇給年1回、各種社会保険完備、交通費支給、制服貸与、家族手当、職務手当、残業手当、皆勤手当、無事故手当、資格手当

時 850円～900円
パ鈴鹿市和泉町／段ボール製品の加工

■段ボール製品の企画・開発・設計・加工・製造

［時給］850円～900円
［時間］（パート）9：00～16：00
　　　 ★シニアの方も活躍中
　　　（フルタイム）8：00～17：15
　　　 ★しっかり稼ぎたい方にオススメ
［休日］土日祝、長期休暇
　　　（会社カレンダーによる）
［待遇］（パート）
　　　昇給あり、車通勤可
　　　（フルタイム）
　　　社会保険完備、昇給あり、
　　　有給休暇、車通勤可
　　　正社員登用あり

☎0533-93-5535（担当／田中）
愛知県豊川市一宮町宮前151

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

三共包装株式会社

工場勤務が初めての方も安心！
丁寧に指導します
幅広い年齢の方が
活躍されてます！

段ボール製品の加工
鈴鹿工場（鈴鹿市和泉町787）

職　種

勤務地

至四日市

J
R
関
西
本
線

至関

平和橋

鈴
鹿
川

国府小

鈴鹿回生病院

ココ1

641

54

井
田
川小田町

川合町

和田 鈴国橋東

各休憩
75分

経時 1,250円～
パ四日市市東邦町／営業事務

■一般労働者派遣業（派）13-304645

〒510-0853 四日市市川合町5番　 https://www.mcpartners.co.jp

三菱ケミカルグループ

［時間］8：30～17：15（休憩60分）※残業少なめです
［休日］土・日・祝日、他長期休暇あり
［待遇］交通費支給（車通勤可）、各種社会保険完備、
　　　制服貸与、有給休暇（入社3ヶ月経過後10日付与）
［応募］まずはお電話でお問い合わせください。

0120-930-676（月曜～受付開始）

1,250円～

勤務地 四日市市東邦町

仕事
内容

少しでも事務経験のある方大歓迎！
大手グループ企業でのお仕事！

事務作業がメインで専門知識は必要ありません！
先輩社員に教えてもらえます。

長期で就業希望の方お待ちしています！

◎必要なスキル：事務の実務経験、PCスキル（エクセル・ワード基本操作）

10月1日から就業できる方歓迎！（11月以降も応相談！）

営業事務
①社内便の仕分け、車による集配、事務処理、委託元とのやりとり等
　各場所、運送会社、郵便局への確認・調整
②斡旋品の販売、事務用品、社納品の手配、
　伝票処理、納品後のフォロー

職種 時給

近鉄海山道駅より
徒歩5分位（ ）

日下記参照
パ勤務地複数／職種下記参照

ドン・キホーテ 鈴鹿店
（鈴鹿市磯山4-6-18）

1,500円［時間］11：30～12：30

勤務地

日　給

MEGAドン・キホーテUNY 鈴鹿店
（鈴鹿市南玉垣町3628）

勤務地

内　容

4,000円［時間］8：30～12：00日　給

内　容

新規事業につき
みんなゼロからのスタート★

■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♪

週3日～OK 

売場にあるアイスクリーム・
冷凍食品の陳列（発注等）

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

　OKNEW
スタッフ募集

急時□1 1,100円  □2 1,070円
パ派鈴鹿市内／□1 看護助手□2 病院内サポートスタッフ

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

未経験
無資格
OK!!

［時給］1,070円
　　　月給例160,500円～（月20日勤務の場合）
［時間］8：30～17：00（実働7.5h）　［休日］土・日・祝

［共通待遇］社保完備、給料前払い制度、資格支援制度、
　　　　　車通勤可、制服貸与、食堂利用可、有給休暇、
　　　　　出張面接OK（土日面接OK）、交通費規定支給

職
種

□2 勤務地：鈴鹿厚生病院
病院内での衣類管理など
患者様の衣類の仕分け、シーツ回収など室内清掃、入浴準備
※ケア業務はありません。

［時給］1,100円
　　　月給例176,000円～
　　　（月20日勤務の場合）
［時間］8：30～17：30（実働8h）
［休日］土、日、祝 ［勤務日］月～金

職
種

□1 勤務地：鈴鹿市国府町の病院
看護助手
ベッドメーキング、シーツ交換、患者様の身の回りのお世話など

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

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 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）

［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（一時金・確定拠出年金）、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

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

正
社
員
共
通

［内容］自動車部品、工業製品、一般雑貨等の輸送をメインとした仕事です。
本社営業所Ⓓ大型ドライバー（正社員）職種 勤務地

［資　格］大型免許（AT限定不可）、フォークリフト修了証

［月収例］35万円～45万円
［時　間］5：00～17：00（残業込み）

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。

Ⓑ構内作業員（正社員）
﹇
内
容
﹈

職種 勤務地

［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

［内容］中勢・北勢地区のオフィス用品の配送業務です。
本社営業所Ⓐ1tトラックドライバー（正社員）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） 

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Ⓒ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）

［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

本社営業所
Ⓔ2tトラックルート配送ドライバー（正社員）　職種

勤務地

［資　格］中型自動車免許（8t限定可・AT限定不可)
［月収例］220,000円～
［時　間］5：00～14：00

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］5：00～14：00

鈴鹿市伊船町
Ⓕ4tトラックドライバー（正社員）

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（樹脂成型部品）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。

﹇
内
容
﹈

職　種

勤務地

会社説明会開催
◆会場／本社営業所（鈴鹿市地子町523-2） ◆時間／10：00～11：30・13：00～14：30

※次回の説明会は10/5（土）予定!

（平日仕事帰りでもOKです）9月21日（土）
正社員募集!!正社員募集!! 予定が合わない場合は

事前にご連絡頂ければ
日程・時間調整致します。

①鈴鹿市平田町 ②鈴鹿市伊船町

■住宅の設計・請負・施工・監理等

経月 20万円～30万円+歩合給
正鈴鹿市磯山／住宅営業

株式会社アイダ設計
〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-286（人事部）

☎048-650-1090
［応募］TEL後、履歴書(写貼)・職歴書を上記へ郵送下さい。面接は三重県内にて。

［職　種］住宅営業（お客様への提案）
［勤務地］鈴鹿モデル店
　　　　（鈴鹿市磯山4‐5‐13）
［資　格］高卒以上/年齢不問
　　　　※要普免（AT可）
　　　　◎経験者優遇! ◎宅建・2級建築士有資格者優遇!
［月　給］200,000円～300,000円+歩合給
［時　間］9：00～18：00（実働8時間）
［休　日］完全週休2日制（水木定休）、有休、慶弔、
　　　　リフレッシュ休暇（5日）
［待　遇］◎社保完備 ◎車通勤OK ◎各種手当
　　　　（役職・扶養・住宅・資格・通勤・車両・残業）
　　　　※試用期間6ヶ月/契約社員雇用、
　　　　基本給は、経験に応じて決定（月給20～30万円）

未経験
歓迎!

■ハウスクリーニング業務

時 900円
アパ鈴鹿市南玉垣町／清掃スタッフ
急

鈴鹿市南玉垣町6973（R23沿 三重銀行玉垣支店様隣り）

国際フランチャイズチェーン・ダスキンフランチャイズチェーン
株式
会社ベスト ダスキンサービスマスター
☎059-383-9406

［時給］900円  ［時間］8：00～17：00
［待遇］交通費規定支給、ユニフォーム貸与、車通勤OK
［応募］お気軽に下記までお問い合せ下さい。
　　　※その他詳細は面談にて説明します。

簡単な清掃のお仕事です仕事
内容

［職種］清掃スタッフ

★30～60歳代の男女スタッフ活躍中!
★週1日～2日の勤務でもOK
★WワークOK♪

■三重交通グループ 

急時 875円 
パ鈴鹿市南江島町／管理・清掃

☎059-246-6111（担当／新家・中森）
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。《面接は本社にて行います》

☆静かでキレイな職場です☆

［休日］土・日・祝 ［勤務］［月～金］7：30～10：30
［待遇］交通費規定支給、有給休暇・健康診断あり

マンションで
の主に清掃のお仕事です!

丁寧に指導しますので経験が無くても大丈夫

男女
スタッフ
活躍中

仕事
内容

鈴鹿市南江島町のマンション
（白子駅より徒歩5分）

勤務地

マンション管理員
及び共用部の清掃

時給

875円

■内科・循環器科

時 950円～（研修期間あり）
パ鈴鹿市西條町／受付事務

［時間］9：00～12：00
　　　※週2日程度15：00～17：00（応相談）
［休診日（休日）］水曜、日曜、祝日
［待遇］制服貸与、交通費規定支給、車通勤可
［応募］診療時間中にお電話ください ※休診日は除く
　　　9：00～12：00・15：00～18：30（土曜日は18：00）

☎059-382-2633
鈴鹿市西條町910-1

小寺内科循環器科

扶養内のお仕事です!
受付事務

950円～
職種

時給

時 1,000円～
パ鈴鹿市国分町／ルートセールス

鈴鹿市国分町字野田633（R１号コカ・コーラさん近く）

■伊勢手延べ麺の製造・販売 http://www.e-men.jp/

☎059-374-0038（採用担当まで）

［時給］1,000円～ ［休日］日・祝日
［時間］8：00～17：00（多少勤務時間前後あり）
［待遇］正社員登用制度あり、社会保険完備
［応募］詳細は面談にて。まずはお気軽にお電話ください。

ルートセールス職
種

（仕事内容）
既存客のフォロー

設立が1918年の伝統と歴史のある企業で

 一緒に働きませんか！

月 19万円～＋奨励金（研修中17万円）
正鈴鹿市阿古曽町／食材の宅配

■宅配業務 http://yoshikei-dvlp.co.jp

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

本社
応募

［資格］要普免　［休日］土・日、GW、夏季、冬季
［時間］9：00～18：00（※17：00退社可）
［待遇］昇給年1、賞与年2、手当、社保完、退職金制度、
　　　交通費規定、制服貸与、有休、研修3ヶ月 等

19万円～＋奨励金（研修中17万円）食材の宅配
スタッフ［正］

月給

［勤務地］
鈴鹿営業所
（鈴鹿市阿古曽町）

■整形外科

時パ①920円～②1,500円～ 月正②25万円～
亀山市栄町／①受付・リハビリスタッフ②看護師 パ正

［診療時間］　9：00～12：00・
　　　　　15：00～18：00
［休 診 日］水曜午後・土曜午後・日曜

［職種］①受付・リハビリスタッフ ②正・准看護師

さかえ整形外科

応募に際してのご要望は履歴書にお書き下さい。
返信用宛名明記、切手貼付の封筒を同封下さい。

お願い

［応募方法］下記まで履歴書（写真貼付）をご郵送下さい。
［宛先］〒519-0111 亀山市栄町1488-17 さかえ整形外科

スタッフ募集!!
★経験・年齢不問 ★研修期間あり

■鈴鹿旭が丘専売店

時

アパ鈴鹿市中旭が丘／①夕方からの宅配 ②朝刊配達
①1,000円 月②70,000円～

　0120-92-0869鈴鹿市
中旭が丘
4-6-44［応募］まずはお気軽にお電話下さい

株式会社ECSS
川井新聞店

シニアも
学生も
OK!!［職種］②朝刊配達（週3日～OK） ［給与］月70,000円～

［時間］3：00～5：00（月5～6日休み）

［職種］①宅配業務（新聞配達ではありません）
［時給］1,000円
［時間］18：00～22：00（週3日～応相談）

社用車
貸与

亀山市川合町／介護
給①900円～　②1勤務15,000円～

正パ

■介護施設

☎0595-84-0550うさぎ亀山介護施設
デイサービス・グループホーム・有料老人ホーム・居宅介護支援 亀山市川合町1119-38 （採用担当者迄）

［職種］①日勤専属介護スタッフ
　　　◎平日もOK!! ◎土日出勤できる方歓迎
［時間］8：30～18：30の間で短時間・週1日～応相談
［職種］②夜勤専属介護スタッフ◎月1回～OK!!
［時間］16：00～翌9：00（時間応相談）
［待遇］交通費規定支給 

応募

パート
介護職員
募集！！

正社員もOK

給下記参照
パ正鈴鹿市内／①介護職員 ②デイサービス介護職員 ③看護職員 ④送迎ドライバー ⑤透析室補助員 ⑥宿直

②デイサービス介護職員（パート）①介護職員（常勤）

■病院 ［URL］http://www.murase.or.jp/

0120-820-337
〒513-0801 鈴鹿市神戸3丁目12-10

採用専用ダイヤル  担当／原田

採用専用ケイタイ

080-2619-7222

［応募］お気軽にお電話の上、
　　　「求人応募」とお伝え下さい。
　　　★9/17（火）より受付
　　　★〈受付：（月～金）8：30～18：30〉
［PC・携帯からお気軽にメールして下さい］
E-mail:saiyou@murase.or.jp

［時給］准看護師1,200円 正看護師1,400円
［時間］週2～5日8：30～17：00
［休日］月～土で1～4日＋日曜

共通待遇

社会保険完備（勤務時間数による）、
交通費支給、制服貸与

事業拡大
につき
～介護職員処遇改善加算を10月より算定開始につき賃金改定！～

 職員募集!!

③デイサービス看護職員（パート）

日数・曜日等
応相談に応じます

［月収］21.4～24.6万円以上（学歴、資格、夜勤回数等による）
［時間］〈日勤〉8：30～17：00 〈遅番〉12：30～20：00
　　　〈早番〉7：00～15：00 〈夜勤〉16：00～翌9：00
［資格］不問  ［休日］年間休日111日

《勤務地》病院・老健・ケアハウス（鈴鹿市神戸）、特養（鈴鹿市須賀） 《勤務地》ⒶⒷ老健（鈴鹿市神戸） ⒸⒹ特養（鈴鹿市須賀）

無資格、未経験でも応募可能です！賞与48万円～50万円＋介護職員処遇改善手当一時金

［月収］ⒶⒸ21.8～23万円以上（部署、資格による）
［時給］ⒷⒹ1,060～1,180円（部署、資格による）
［時間］Ⓐ〈週5日〉 8：15～17：00
　　　Ⓑ〈週2～3日〉 8：15～17：00
　　　Ⓒ〈週5日〉 8：30～17：00
　　　Ⓓ〈週2～3日〉 8：30～17：00
［休日］ⒶⒸ月～土で1日・日、ⒷⒹ月～土で3～4日・日
［待遇］ⒶⒸ社会保険完備

ⒸⒹは1時間
程度残業あり）★村瀬病院グループ経験者優遇制度有！

★パートも応相談可（時給1,060円～1,130円 ※部署、資格による時間、休日も相談可）
★就職手当金・介護福祉士資格取得支援制度有！※詳細は面談にて
★村瀬病院グループで働きながら介護福祉士の資格を取りませんか！

《勤務地》老健（鈴鹿市神戸）
［時給］1,160円　［資格］普通免許（AT限定可）
［休日］平日1日・日 
［時間］8：00～10：30・15：00～16：45

《勤務地》特養デイサービス（鈴鹿市須賀）

［月収］8～8.5万円前後 ［休日］日・他1日
［時間］週5日13：00～18：00

⑤透析室補助員（パート）
扶養枠内で
働けます!!

《勤務地》病院（鈴鹿市神戸）

④送迎ドライバー（パート）

［月収］10～11万円＋交通費 ※夕朝食事付き
［資格］不問　［時間］1勤2休 17：00～翌8：30

⑥宿直専門員（パート）
《勤務地》鈴鹿市神戸
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＼＼三重のオシゴトなら／／

時 900円
アパ正四日市市山之一色町／①商業施設内の清掃維持管理業務 ②フードコートスタッフ

■警備事業部・清掃事業部・旅行事業部・スポーツマネジメント事業部

四日市市久保田二丁目11-6

［応募］まずは上記までお気軽にお問い合わせ下さい。

0120-93-2726（平日 9：00～17：00）
HPリニューアル 検索eiwa.jpn.com/

生活スタイルに合わせ働けるお仕事です

①商業施設内の清掃維持管理業務

東名阪自動車道「EXPASA御在所」内

［時間］①Ⓐ6：00～13：00 Ⓑ8：00～15：00 Ⓒ8：00～14：00 Ⓓ8：00～17：00 Ⓔ13：00～20：00
　　　②Ⓐ6：30～14：00 Ⓑ7：00～14：00 Ⓒ14：00～20：00 Ⓓ11：00～20：00 ※勤務時間はご相談下さい。
［待遇］社会保険完備、社宅あり（単身・世帯）、制服貸与、交通費規定支給、有給休暇、定期健康診断、年2回のプチボーナス

勤務地

職　種

900円
《仕事内容》外周清掃・トイレ棟清掃・
　　　　　ゴミ回収分別作業等

②フードコートスタッフ《仕事内容》複合商業施設内の清掃

時給

時 1,100円～・1,300円～
アパ派鈴鹿市内／軽作業

■業務請負業・人材派遣業（派）24-300341

携帯・PHS・公衆全国どこからでもOK!!

鈴鹿市算所
3-16-30

ハヤカワビル1F
［応募］日曜日から受付します。まずはお気軽にお電話下さい!!

60代～シニアの方も活躍中♪
［時間］8：00～17：00（日勤）  ［休日］土・日、他

20代・30代女性活躍中の
2交替・時給1,300円の

鈴鹿市内のオシゴトもあります

1,100円～時 

給

〈職　種〉軽作業
〈勤務地〉鈴鹿市内

リフトマンも同時募集とにかく一度
お電話下さい!!
長く安定して
働ける職場です

給Ⓐ165,000円～170,000円 時Ⓐ920円 Ⓑ1,300円～
パ正鈴鹿市安塚町／Ⓐ給食員 Ⓑ管理栄養士

■病院

鈴鹿市安塚町山之花1275番地53

三重厚生連 鈴鹿中央総合病院

その他詳細は面談の上

勤務開始日ご相談下さい

［給与］165,000円～170,000円 賞与・諸手当有
［時間］①6：00～14：00 ②7：00～16：45 ③10：30～19：30  ※交代制勤務

☎059-384-1029
［応募］まずお電話下さい。（栄養科／中原迄）

［待遇］交通費支給、制服貸与、有給休暇（法定付与）、各種社会保険完備、定期健康診断、車通勤可

［職種］Ⓐ給食員［内容］調理補助・盛り付け・食器洗浄・他給食業務全般
（正社員）

［時給］920円+諸手当
［時間］①7：00～16：45 ②16：30～19：30  ※時間相談応ず

（パート）

女性
活躍中!

給食スタッフ
急募

［時給］1,300円～
［職種］Ⓑ管理栄養士（パート）［内容］栄養指導・厨房業務、他 給食業務全般

［時間］8：30～17：00 ［休日］週休2日制（指定日）
〈他の勤務もあります。お問い合せ下さい〉

共通［休日］週休2日制（指定日） 

給①1勤務21,400円 時②900円～1,050円 ③900円～950円
鈴鹿市秋永町／介護職員

■有料老人ホーム・訪問・デイサービス・グループホーム

経

パ

http://hidamari.in/

鈴鹿市秋永町2079 メールでの応募・お問い合わせもOK ［E-mail］nagaya@hidamari.in 

陽だまり長屋 鈴鹿 ☎059-380-3399（担当：坂上）
［応募］電話連絡の上、履歴書持参でお越し下さい。

◎有給休暇は、就業6ヶ月後から、法定通り。
◎福利厚生として、 「ジョイフル中勢」加入
◎各種研修補助、資格取得祝金あり※規定あり
◎各種保険あり

※週3日以上の勤務を希望

※月4回以上の
　勤務を希望

介護職員職種 ※週3日以上の勤務を希望

夜勤介護職員職種

［給与］1勤務21,400円 ［時間］16：00～翌9：00
①グループホーム

②グループホーム
★無資格の方も応相談

（パート）

介護職員職種

［時給］900円～950円 
③デイサービス

介護スタッフ募集

★日曜休み 
★無資格の方も応相談

［時間］8：00～17：00
　　　の間で応相談

［時給］900円～1,050円
［時間］7：30～18：30の間で6h～8hで応相談
※6h以内勤務又は、土日祝限定勤務希望者は、別途応相談

急時 月①900円 ②169,700円
鈴鹿市国府町／病院内の清掃業務・管理スタッフ

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

パ

［月給］169,700円 ［時間］8：00～17：00（1H休憩あり）
［待遇］社保完備・賞与・交通費 等当社規定により、
　　　有休（入社時3日・6ヶ月後10日付与）、
　　　退職金制度あり、駐車場あり

②清掃管理 スタッフ募集

勤務地鈴鹿回生病院
（鈴鹿市国府町字保子里112-1）

［時給］900円 ［時間］①8：00～12：00 ②13：00～17：00
［待遇］制服貸与、有給休暇有、雇用保険加入、車通勤可（駐車場あり）

①病院内の清掃業務〈パートタイマー〉勤務
開始日
応相談！

☎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

週3～5日
勤務

女性
活躍中

W給出来高制
請契パア勤務地複数／開拓・配送

■地域密着 街の情報誌

北勢地区 桑名・朝日・川越・
四日市・鈴鹿

中勢地区 河芸・津・久居・
三雲・松阪

南勢地区 明和・玉城・伊勢・
鳥羽・志摩

伊賀地区 伊賀・名張・
亀山・関

〒514-0016 三重県津市乙部26-4

［資格］18歳以上、車の持込できる方
［時間］自由出勤制 ※指定日の間に動いて頂ければ大丈夫。あなたの都合で働けるので副業に最適♪

急募 開拓＆配送スタッフ募集

［応募］住所、氏名、年齢、携帯電話番号、連絡可能時間、希望地区を明記しメールにてご応募下さい。
　　　後日、連絡の上面談日を決定。質問等ある方はお電話でも受付可（但し夕方5時～夜9時迄に限る）

☎059-229-1188
info@naisuku.com

新規開拓・商品の
配送業務をして頂きます。

仕事
内容

給与

エ
リ
ア出来高制

（件数による）
仕事内容・能力により
優遇します。

仕事内容・能力により
優遇します。

オフィスエヌジョブ
エヌジョブ 検索

急時 1,005円
委パア鈴鹿市内／送迎スタッフ

■自家用自動車運行管理業務

0120-279-972 6：30～24：00（年中無休）
名古屋市瑞穂区瑞穂通4-46（事務所）

［資格］要普通免許（ＡＴ限定可）
［時間］8：15～10：15／15：30～17：30　［休日］日曜日
［待遇］交通費規定支給、車通勤可、直行直帰可、24時間健康サポート、
　　　健康診断、無事故表彰、永年勤続表彰、入社祝金5万円(規定有)
［応募］お気軽にお電話ください。受付／6：30～24：00（年中無休）

株式会社セネック 中日本

鈴鹿市平田～高塚周辺エリア
｢平田町｣｢加佐登｣駅より徒歩5分

ミニバンを運転して、デイサービスの
利用者をルート送迎するお仕事

※延長可
(規定有)定年70歳!!

普通免許OK!限定可ＡＴ

1,005円時
給 4.5万円以上!!

月12日勤務で月
収

▶シニア活躍中！
▶丁寧な研修有！

車通勤可!! 扶養内OK!!
入社祝金5万円!!※規定有

週3日～
OK!!
週3日～
OK!!

勤務地

時 1,000円～
ア鈴鹿市八野町／洗車スタッフ

■自動車販売 http://mie-mitsubishi.com/

洗車
アルバイト
募集

［時給］1,000円～
［時間］10：00～16：00（12：00～13：00休憩）
　　　※勤務時間・曜日は応相談
［休日］月曜日、第1火曜日、年末年始・GW・夏季休暇
［応募］電話連絡の上、
　　　履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。

［本社］四日市市新正4丁目9-28

鈴鹿モータープール
鈴鹿市八野町字鳶ヶ砂77-1

勤務地

☎059-351-7522（担当／総務グループ 伊藤）
m-ito@mie.mitsubishi-motor-sales.com

■コンビニエンスストア

時 875円～・1,100円～
パア亀山市羽若町／コンビニスタッフ

ファミマスタッフ
募集♪

時間帯・日数は相談に応じます。

☎0595-84-0275［応募］お気軽にお電話下さい。

亀山羽若店
亀山市羽若町537-3

◎13：00～17：00
（又は18：00）

◎22：00～翌6：00…時給1,100円～
…時給875円～

■運転代行 三重県公安委員会認定 第180号

W時（2種免許）1,200円～
パア鈴鹿市内／運転代行

《資格》2種免許

［応募］お気軽にお電話にてお問い合わせ下さい。（受付時間12：00～18：00）
　090-3309-5653 担当直通／水谷

運転代行えふわん鈴鹿市算所3丁目9-46

ドライバー急募！

（月～木）19：50～翌2：00
（金・土）19：50～翌3：00
（日 曜）18：50～翌1：00（2種免許）1,200円～時給

職種
勤
務

30代～50代男女活躍中

WワークＯＫ♪

2種免許をお持ちでない方も
当社規定により資格取得制度有

★週1日～OK! ★最低6h保障（残業あり）

未経験
の方も

大歓迎

運転代行

■新聞販売所

月 60,000円～
パア鈴鹿市南江島町／朝刊配達

☎059-386-0193鈴鹿市南江島町12-8

白子専売所 有限会社 竹口新聞

［応募］まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

働きやすい季節になりました！
新しい仲間を大募集！

★女性多数活躍中!
★未経験者もOK！

月
給60,000円～※配達部数による

［職種］朝刊配達
［時間］3：00～6：30の間（実働1.5h）
［資格］要原付免許（バイク貸与）
［休日］休刊日+他・月5日
［待遇］車通勤可、原付バイク貸与、年金制度有

■派24-300502、24-ユ-300241

経 W時 1,500円～1,600円
パ鈴鹿市内／看護師

☎059-389-7381［応募］まずはお気軽に　　　お問い合わせ下さい。

鈴鹿市稲生町
8830-32

［時給］1,500円～1,600円
［時間］8：15～17：30の間で応相談
　　　〈8：30～12：30（又は13：00）は出勤してください〉

鈴鹿市内のデイサービス
バイタルチェック・検温など

デイサービスの看護師さ
ん募集

〈正・准どちらでもOKです〉
週１日又は２日で

ご希望の曜日に勤務できます。

勤務地

仕事内容

■業務請負業

時①950円～ ②③1,150円～ ④1,200円～
請正鈴鹿市国府町・住吉町／職種複数
急

津市安濃町田端上野
874-96株式会社 光栄

☎059-268-5572
［応募］お気軽にお問い合わせ下さい。

［勤務地］鈴鹿市国府町・住吉町

［時 給］①950円～ ②③1,150円～ ④1,200円～
［時 間］①②③8：00～17：00
　　　 ④運行スケジュールによる
［休 日］土日
［待遇］各種保険完備

①構内軽作業  ②構内作業
③リフト作業  ④運転手（4t）職種

増員大募集!業務拡大
につき

■ガソリンスタンド

時①1,000円～ 月②20万円～
正ア鈴鹿市平田／ガソリンスタンドスタッフ

［待遇］各種社会保険完備、交通費支給、制服貸与、車通勤OK、研修期間あり
　　　（正）昇給・賞与年2回、資格取得支援制度あり

・シフトお気軽にご相談下さい。
・土日勤務出来る方、大歓迎♪
・学生さんからシニアまで幅広く活躍中!!

給油、洗車等の
カンタンなお仕事から
始めて頂きます

仕事
内容

［月給］20万円～
　（各種手当含む）
［勤務］
　7：00～21：00
　の間でシフト制

②
正
社
員

［時給］1,000円～
　※18歳未満＆高校生850円～
［勤務］週3日、1日3h～OK!
　＊土日のみOK♪

①
ア
ル
バ
イ
ト シフトご相談下さい

ガソリン
スタンド
スタッフ
大募集

☎059-378-0509（担当/伊藤）鈴鹿市平田
2丁目6-15

平田石油 平田ＳＳ

［応募］まずはお気軽にお電話ください。

■三重交通グループ

急給月額110,000円程度
契鈴鹿市内／スクールバス（大型バス）の運転

運転スタッフ募集かわいい子供たちの
笑顔も運んで下さい。

☎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

《面接場所》三重会館6階（津市中央1-1）

［資格］大型免許以上
［時間］①6：40～8：20、18：00～20：00
　　　②6：40～8：20、16：10～19：50
　　　※①・②シフト制（月間20日程度）
［休日］土・日・祝、学校休校日（春・夏・冬休み等）
 ※休日に学校行事、クラブ活動、遠征あり

110,000円程度
（諸手当等含む）

勤
務
地

月
額

鈴鹿市内

〈職種〉スクールバスの運転（大型バス）

■精肉

W時 1,000円
ア鈴鹿市住吉／店頭販売

土曜日のみの
アルバイト
毎週
土曜

☎059-378-2941鈴鹿市住吉一丁目18-24

精肉 田中屋本店

募集

1,000円
時給［職種］店頭販売

［資格］高卒以上
［時間］9：00～18：00
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

女性
活躍中!

■ビルメンテナンス

急時下記参照
アパ鈴鹿市南玉垣町／パチンコ店での清掃

シニア世代も大歓迎!

［名古屋営業所］名古屋市港区春田野2丁目210番地

☎052-309-4166
繫がらない場合   080-4203-9594（担当／片岡）

現地にて
面接致します

中越クリーンサービス株式会社
［応募］火曜日9：00より受付致します。

［時間］11：00～15：30・15：30～20：00※4時間 ※休憩30分

鈴鹿市南玉垣町

1,000円 ※月20日位勤務80,000円位可能
職　種

勤務地

店内清掃

職　種 早朝清掃

トイレ清掃やゴミ回収など
簡単なお仕事なので安心♪）（

時
給
1,000円 1勤務2,000円 
※月23日勤務の場合46,000円位可能

［時間］5：30～7：30 ※2時間

時給

駐車場完備 制服貸与

■三交興業株式会社

時 850円～＋交通費支給
正アパ亀山市関町／職種複数

☎0595-96-2878（担当/大森）
亀山市関町
萩原39番地名阪関ドライブイン

［応募］まずはお気軽にお電話ください。

正社員同時募集 ※詳細はお電話にて

◎希望シフト・職種お気軽にご相談下さい♪
［待遇］各種社会保険完備、従業員割引あり、
　　　食事補助あり、制服貸与

20～60代までの
幅広い方が
活躍中♪

週1日&
昼間の3hより
シフト応相談

あなたの働きやすいシフトご相談下さい!

時
給
850円～
＋交通費支給

①調理師  ②調理補助  ③団体食堂 
④レストラン ⑤フードコート ⑥売店職種▶

W時 950円～1,050円 給（1勤務）2万円～
アパ鈴鹿市柳町／①介護職員 ②夜勤専従

■有料老人ホーム 株式会社インスパイア

☎059-395-6030（求人担当者までお気軽に）
鈴鹿市柳町1672（四日市南部地域からも通勤ラクラク♪）

有料老人ホーム 万 寿（住宅型）

［応募］日曜日から受付。まずはお気軽にお電話ください

介護スタッフ募集
勤務開始日もご相談下さい

［時間］Ⓐ7：00～12：00 Ⓑ14：00～19：00
［勤務］週2日～シフト応相談

〈共通〉［資格］介護職員初任者研修（旧ヘルパー2級）以上

Wワーク
歓迎!

②職種：夜勤専従〈アルバイト〉

①職種：介護職員〈パート〉

20,000円～（諸手当含む）
＋交通費支給

給与（1勤務）

時給

［時間］17：00～翌9：00（2h休憩）
［勤務］月2回～（応相談）

950円～1,050円＋交通費支給
（諸手当含む）

月 28万円以上可 時 1,000円
パ正亀山市能褒野町／湯かん師・納棺師

■入浴介助（湯かん）

　 0120-739-122

［資格］要普通自動車免許（AT限定可）
　　　※その他の資格や経験は必要ありません

［月収］28万円以上可
［時間］基本8：00～17：30（2時間休憩あり）
　　　※現場により残業あり
［休日］月8日（シフト制）、有給休暇
［待遇］昇給、賞与年2回、社会保険完備、その他各種手当
☆入社後先輩付き添いの研修あり
☆試用期間中6ヶ月間は時給1,000円

人生の最期に想いを込めて
あらゆる業種からの転職者が活躍されてます。

湯かん師・納棺師

亀山市能褒野町70-2

［応募］採用担当までお電話ください

2人1組で故人の
お体を清めて衣装を整え、
お化粧を施し棺に納めます

内容

職種

20代・30代・40代の方活躍されています

〈パートさん同時募集 ☆週3～4回 ［時給］1,000円〉

経月①203,300円～300,000円以上 ②181,300円～
正鈴鹿市東旭が丘／①スタイリスト ②アシスタント

■美容室 http://www.dewpoint.jp/

［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いたします。

☎059-368-0201
鈴鹿市東旭が丘2丁目1-31 バロー鈴鹿店内
旭が丘店

（採用担当まで）

［月給］①203,300円～300,000円以上
　　　②181,300円～　※①②共各種手当含む
［時間］9：00～18：00（実働8h） 1分単位労働時間管理
　 〈最終受付時間〉 ●パーマ、カラー 16：30 ●カット・他 17：00
［休日］月8日以上のシフト制、夏季・年末年始
［待遇］ 各種社会保険完備（雇用・労災・健康・厚生年金）、
　　　通勤手当支給（規定による）、昇給随時、賞与年2回
　　　有給休暇（取得推奨、昨年取得率83%）、慶弔・育児介護休業、
　　　外部講習あり、健康診断（年1回会社負担）あり

①スタイリスト
②アシスタント（要美容師免許）

ポ
イ
ン
ト

正社員募
集!!

①給与や休日はもちろん、福利厚生にも力を入れています。
②サービス残業・長時間労働などは一切ありません。
③出産や育児など、ブランクがあっても丁寧な
　サポートがあるので安心です。

☆ブランクのある方もOK！
☆勤務開始日はご相談下さい！

職
種

給高給優遇
アパ鈴鹿市内／施設警備員

■警備業

〈自力通勤可能な方〉

即勤務
できる現場
あり

70代
の方
活躍中!!

鈴鹿市内勤務地

経験は
一切問いません

!!

週2日
から
 OK！！

株式
会社
鈴鹿市稲生4丁目16-3 ［応募］まずはお電話下さい。

☎059-386-3335 090-3309-5512土・日・祝は

［時間］20：00～翌8：00※現場により異なります

緊急
施設内の巡回が
主なお仕事です

施設警備員募
集!

仕事
内容3名募集！！

時①920円 ②1,100円
パ鈴鹿市住吉／①認知症対応デイ介護職員 ②運転手

経

［時間］8：30～17：30
［休日］毎週土曜日を含む月9日
［待遇］賞与有、社会保険加入、退職金有、
　　　介護福祉士手当有、処遇加算手当有

①認知症対応デイ介護職員

少人数でしっかりと
利用者様と
向き合えます

■グループホーム・デイサービス

学校法人 鈴鹿文化学園
☎059-378-4838鈴鹿市住吉1-23-8

愛 すみよし苑

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でお越し下さい。

920円時給

職種

［資格］普通自動車免許
［時間］　8：00～10：30
　　　15：00～17：30
［休日］土曜を含む月9日（有給有）

②デイサービス運転手
（※苑の雑用もあります）

1,100円時給

職種

扶養内パート（1名）・常勤パート（1名）

扶養内パートは
時間・曜日応相談

給 200,000円～
正鈴鹿市三日市南／建築板金職人

■建築板金施工

正社員
大募集!!

鈴鹿市三日市南3丁目2番36号
森井板金工業株式

会社

☎059-383-4154
［応募］下記までお気軽にお電話下さい。

［時間］8：00～17：00（現場により変動することがあります）
［給与］200,000円～
［休日］日曜、隔週土曜、盆、年末年始、5月連休有
［待遇］社会保険完備、交通費支給、その他

職
種

※見習いも
　同時募集建築板金職人

社宅あり
※早い者勝ち年間休日105日

事業拡大につき、

人工知能では出来ない仕事がココにあります。
将来も安定してお仕事がありますので、
技術を身につけて一緒に活躍しましょう!!

賞与年2回

■三重交通グループ 

時 900円～1,300円
パ鈴鹿市庄野町／用務員

三交コミュニティ株式会社

0120-928-551
［応募］9/17（火）9：00より電話受付け致します。まずはお気軽にお電話下さい。

津市丸之内9-18（津丸の内ビル4F）

鈴鹿高校（鈴鹿市庄野町1260）勤務地

職 種

時 給

中高年の方にも活躍して頂けます

［時間］【平　日】①　6：30～10：30の4時間
　　　　　　　②20：30～22：00の1.5時間
　　　【土日祝】③7：00～18：00（休憩60分）
　　　※①②③のシフト制
　　　※学校長期休暇期間中は変更あり

用務員（草刈り、営繕等）
900円～1,300円

■うどん店

時土日900円～（10/1からは930円～）
パ鈴鹿市西条／ホール・洗い場

☎059-382-4989
鈴鹿市西条6-104

うどん料理 太助

高校生から主婦（夫）の方まで活躍中!!
飲食店未経験の方も丁寧に教えますよ♪

★土日勤務できる方大歓迎♪

土日は900円～
勤
務

職
種 時

給

［時　間］9：30～14：30・17：30～21：30
［定休日］毎週木曜日、第3水曜日
［待　遇］エプロン貸与、まかない付き
［応　募］お気軽にお電話下さい。

ホール・洗い場
10/1からは
930円～ ）（

■切削加工

経給［月収例］20万円～35万円
正津市河芸町／自動車部品の製造（機械加工）

☎059-245-5102
津市河芸町東千里524-1

株式会社 山田工業所

［応募］まずはお気軽にお電話ください。

［月収例］20万円～35万円
　　　　※経験・能力により考慮いたします
［時　間］8：00～17：00
［休　日］土・日、ＧＷ・夏期・年末年始（各9日程度）
［待　遇］昇給年1回、賞与年2回、各種社会保険完備、
　　　　出勤手当・家族手当有、交通費規定支給、制服貸与

正社員募集
職種 自動車部品の製造（機械加工）

土日
はお休み!

製造業未経験の方でも丁寧に指導いたします

■給食事業

急時①900円　②950円～
パ四日市市小古曽／①調理補助 ②洗い場

パートさん募集♪

四日市市河原田町2363 ［応募］お気軽にお電話ください。
求人専用ダイヤルです
営業電話はご遠慮下さい（

四ツ葉フーズ 株式会社

080-1565-6701 ）

［待遇］制服貸与、車通勤可、勤務時間により保険加入や交通費規定支給

正社員登用制度有・週3日～5日で応相談

9：00～12：00

900円
時間
時給

①調理補助職種

17：00～19：00

950円～
時間
時給

②洗い場職種

勤務地：四日市市小古曽の介護施設

経時①1,300円～ ②1,200円～ 
正派請鈴鹿市内／①リフト作業 ②部品の入出庫 

■派24-300013

男性
活躍中

鈴鹿市内
勤務地

［応募］まずはお電話下さい。
☎059-370-0908

鈴鹿市平野町丸山476-3

株式会社 伊東商会

正規社員も
随時募集中!

［時間］8：00～17：00

50代位の方も
活躍中のお仕事です♪

職種

時給

部品の入出庫

1,200円～

1 2

［時間］8：00～17：00

要リフト免許

職種

時給1,300円～ ［休日］土日（会社カレンダー）
［待遇］各種社会保険加入制度有、
　　　交通費支給

〈
共
通
〉

｢長く働けてしっかり稼ぎたい」そうお考えのあなたにオススメ!

リフト作業

男性
活躍中

時（平日）880円～ （日祝）980円～
アパ亀山市関町／店頭応対・販売

■真珠漬・ほたて・あわび等の製造・販売

店頭対応・販売

☎0596-43-2323
（受付／8：30～17：00（月～金））（担当／森岡）
［応募］お気軽にお電話ください。面接は現地にて行います。

（本社）伊勢市二見町茶屋99-1

株式会社 真珠漬本舗

［時間］①8：00～13：00 ②13：00～19：00 ③8：00～19：00の間で応相談
［待遇］各種社会保険完備（当社規定）、交通費支給（当社規定）、制服貸与、車通勤可、試用期間あり

勤務地

職　種

名阪関ドライブイン内

（平日）880円～
（日祝）980円～

時
給

午前のみ・午後のみOK！！

50代・60代の方も活躍中!!

週2日～OK！！ 土日のみOK！！ 日数曜日応相談！

時 900円～1,300円
アパ請鈴鹿市内／組立作業

■一般貨物自動車運送業・請負業

10月から新規案件がスタート

［応募］お気軽にお電話下さい。※履歴書郵送可

夢生商会 ☎059-375-4040
担当者への直接電話はこちら 090-4854-3003
鈴鹿市平野町石丸7744-7

幅広い年代の方が活躍中!!
シルバーの方も大歓迎

［休日］週休2日制、年末年始、GW、お盆

経験・能力
による ）（

他にもリフト乗務や4tドライバーなどのお仕事もありますのでお気軽にご相談ください。

鈴鹿市平野町・御薗町 組立作業勤務地

時　給

職　種

冷暖房
完備

900円～
1,000円～1,300円

（昼勤のみ）

（ 2 交 替 ）

給下記参照
鈴鹿市石薬師町／職種複数

■医療法人ほうしょう会

経

パ正

［待遇］
通勤手当有、
制服貸与

職員募集
勤務開始日応相談!!
在職中の方もお気軽にご相談下さい。

〈勤務地〉グループホームうの花
〈職種〉介護職員 常勤 ・夜勤あり

［月給］213,000円～ ［時間］9：00～18：00
〈職種〉介護職員 パート

［時間］7：00～19：00の間で4h以上で応相談
［時給］900円～

〈勤務地〉ショートステイうの花

［給与］1勤務3,600円  ［時間］7：00～11：00

［月給］204,000円～ ［勤務］4週8休
［時間］　7：00～16：00、　9：00～18：00
　　　10：00～19：00、16：00～翌9：30

〈職種〉夜勤専従介護職員

〈職種〉介護サポーター

パート

〈職種〉介護職員

年齢不問

［仕事内容］利用者様の食事等の介護業務全般

［給与］1勤務16,000円  ［時間］16：00～翌9：30

常勤

パート

医療法人
ほうしょう会

鈴鹿市石薬師町2385-4 ［応募］詳細については、面接時にご案内します。まずは、お気軽にお電話下さい。

☎059-373-3330ショートステイ どしょう

（担当／土性）

☎059-373-1111グループホーム （担当／早川）

給下記参照
パ正鈴鹿市・津市／職種複数

■社会福祉法人 アイ・ティ・オー福祉会

経

2020年事業拡大により

スタッフ募集
ハートヒルかわげ 津市河芸町浜田860
グリーンヒルかわげ 津市河芸町浜田860
ハートヒルかわげR23 津市河芸町一色39番地1
ハートヒルすずか 鈴鹿市野村町148-1

［共通待遇］昇給あり、各種社会保険完備、交通費支給、制服貸与
◎配属先や勤務開始日など詳細については
　面接時にご説明いたします。

正規
職員

［時給］916円～1,143円 ★土曜・祝日は時給50円UP
［時間］8：00～17：00の間で応相談
［勤務］週3日～応相談（日曜休み）

特別養護
老人ホーム

［月給］219,000円～247,000円 夜勤4回/月
［時間］早番・日勤・遅番・夜勤 ［休日］4週8休 ［待遇］賞与年2回

正規
職員

パート

デイ
サービス

［月給］177,000円～205,000円 ［時間］8：00～17：00
［休日］日曜・他1日の週休2日制　［待遇］賞与年2回

介護職員利用者様の日常生活の介護のお仕事

勤務地

※勤務曜日は固定でもOK!（土曜・祝日の休みも可）

社会福祉法人 アイ・ティー・オー福祉会
☎059-245-5099［応募］受付は本部にて。まずはお気軽にお電話ください。

津市河芸町浜田860

職種
就職祝金

※規定有
10万円

支給

月 25万円以上も可
正鈴鹿市御薗町／工場内でのカンタンな作業

■農産機器販売修理、業務請負

◎空調完備の快適な環境でのお仕事です
◎高齢の方も大歓迎! ◎年齢、資格不問!

☎059-372-0323
鈴鹿市御薗町5322-2

有限会社 宮﨑商会
［応募］まずはお気軽にお電話にてお問い合わせ下さい。

［時給］1,350円
［休日］日曜日、他カレンダーによる
［時間］①　6：30～15：00 
　　　②15：00～23：30
　　　③　8：00～16：30
［待遇］各種保険完備、交通費支給、制服貸与、
　　　3ヵ月試用期間有り
※その他詳細は面談時にご説明いたします

勤
務
地

御薗工業団
地内
※当社から2分くらい

〈仕事内容〉
半導体とソーラーに
使用するシリコンを
ハンマーで破砕するお仕事25

※作業による月 

収

正社員募
集!

増産にともない

工場内での
カンタンな
作業

万円
以上も可

ポイント！

若干名!

※実働7.5時間

30代～50代の
スタッフが
活躍している
職場です！

職 

種

）


