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2019.9/15●日 
津 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♪

■総合人材サービス・ビルメンテナンス

時 950円＋交通費規定支給
派津市栄町／事務スタッフ

官公庁での事務スタッフ

https://www.maru8-net.co.jp/

［期 間］10/15（火）～11/29（金）
［内 容］書類確認・PC入力・電話対応などのお仕事
［資 格］基本的なPC操作出来る方 ［時給］950円＋交通費規定支給
［時 間］8：30～17：15（実働7.75h） ［休日］土日祝　

☎052-451-2733（採用担当迄）※9/17（火）より受付開始
出張
面接可

名古屋市中村区則武一丁目9番9号

男女・年齢
不問

応募

勤
務
地

三重県合同ビル（津市栄町一丁目）
津駅から徒歩9分
＊車通勤可（規定有）

大募集! ［派遣］短期 

■和食処

時 900円～
アパ津市柳山津興／洗い場スタッフ

津市柳山津興382-7 ☎059-228-2939和食処 竜馬［応募］まずはお気軽にお電話ください。

洗い場スタッフ募集
［時間］10：00～14：00
　　　☆特に土・日・月勤務できる方大歓迎☆
［休日］応相談  ［待遇］昇給有、交通費規定支給

900円～
時給

年齢不問！ 高齢者の方も活躍中!

未経験
大歓迎♪

■三重交通グループ

急時

契津市内／送迎車運転スタッフ
1,000円

三重会館6階（津市中央1-1）面接場所

運転スタッフ募集

津市西部 

送迎車（ハイエースクラス）の運転

勤務地

内 容

［資格］普通免許以上
［休日］土・日曜日、祝日、他シフト制

［時給］1，000円（諸手当等別途支給）
［時間］8：00～10：00、15：30～17：30の間で１日3～4時間
　　　※月間20日程度（勤務日数は相談に応じます） 

☎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

朝・夕の
時間を有効に
使いませんか!

■自動車部品・用品の販売

時 875円
パ津市雲出長常町／倉庫内での部品の入出庫作業

☎059-234-2382（担当／坂口・堤 迄）
津市雲出長常町1061-1 「湯田1」交差点スグ

日産部品東海販売株式会社 津店

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

［時間］9：00～17：30（休憩60分）  ［時給］875円
［休日］日曜・祝日、他平日（1～3回/月）、夏季・年末年始休暇
［待遇］社会保険完備、交通費規定支給、社員割引

倉庫内での商品管理
スタッフ［パートさん］募集!

OK日産部品販売グループ

仕
事
内
容

倉庫内での部品の入出庫作業
部品の入出庫作業が中心なので、特別な知識や経験は不要。
男性でも女性でもできる仕事です。もちろん困ったら先輩が
スグにフォローしてますので安心してくださいね。

■眼科

経給当院規定により支給
正津市藤方／①受付事務 ②視能訓練士

☎059-238-2800

津市藤方87
（城山イオンすぐ）いたみ眼科

［応募］まずはお電話ください。

①受付事務 ②視能訓練士

正社員さん募集
各種手当あり、制服貸与、
車通勤可、交通費支給、
保険（補助あり）、昇給・賞与あり

待 遇

■三重交通グループ

急月

契津市内／スクールバス運転スタッフ
85，000円程度

三重会館
6階

（津市中央1-1）

面接場所スクールバス
運転スタッフ募集
［内　容］スクールバス（マイクロバス）の運転
［勤務地］津市北部

［資格］大型免許以上（中型限定解除可）
［月額］85，000円程度（諸手当等含む）
［休日］土・日曜日、祝日、学校休校日
［時間］7：50～9：50、14：20～16：20の間で
　　　1日4時間 ※月間17日程度

☎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

かわいい子供たちの笑顔も運んで下さい

時 900円
アパ津市内／清掃

■清掃

〒514-0033 津市丸之内9-13

☎059-227-6151
［応募］まずはお気軽にお電話ください（担当／田端・宮﨑）

丸ノ内ビル管理株式会社

社会保険完備、
交通費支給、制服貸与

900円

［時間］8：00～16：00の間で応相談
＊午前のみ・午後のみもOKです♪
＊週1日～OK♪

共通
待遇

清掃スタッフ

［勤務地］津市丸之内近辺（オフィスビル）
［時間］8：00～17：00の間で4時間～応相談

［勤務地］サオリーナ

時間帯・希望曜日
柔軟に対応します!
お気軽にご相談下さい

50代～60代
大活躍中♪

シニアの方も積極採用中♪

時給

経時 900円（試用期間870円）
アパ津市一志町／一般事務員

■JA三重中央

受注及び売上、請求業務、
販売、仕入管理システムへの入力など

仕事
内容

一般事務員さ
ん募集!

［資格］PCの基本操作できる方
［時間］8：00～17：00（応相談）
［休日］週休二日制（土日のどちらかと祝日の勤務あり）
［待遇］各種社会保険完備、交通費支給、有給休暇有

☎059-295-1831
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

津市一志町井生1158-13
ベジマルファクトリー

時給
900円
※試用期間約1ヵ月有［時給］870円
☆業務習得により短縮有
　（平均2週間程度）

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!

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

給下記参照
パ正津市久居新町／保育士・児童指導員

■医療法人社団それいゆ　

［時間］①～③A)9：00～18：00 B)9：30～18：30 共に休憩60分
　　　　　　※土祝・夏休みなどの長期休暇期間は
　　　　　　　8：30～17：30（休憩60分）
　　　　　④平日16：30～18：00
　　　　　　土祝・夏休みなどの長期休暇期間は14：30～16：00
［待遇（共通）］交通費規定支給、マイカー通勤可、無料駐車場あり

研修体制完備！
『感動』や『やりがい』を
感じられる仕事です。

☎059-255-0006

子ども達の為に
あなたの力を貸してください!

担当へ直接はこちら

③児童指導員 ［給与］月給19万円

①保育士 ［給与］月給19万円

⑤送迎ドライバー ［給与］報酬1回3,000円

④児童発達支援
　管理責任者

［給与］月給27万円
（保育士、教員等 要件を満たした方）

［給与］月給20～21万円（当法人既定の経験ある方）
②保育士

［応募］まずはお気軽に
　　　お電話下さい。

080-2340-3669（担当：テンゲイジ）

津市久居新町
1113-1ソレイユキッズ 津

経時 1,200円
ア津市森町／リフト乗務

■委託業務請負業

②面接

③工場見学

60歳以上
の募集!!

http://www.shinkousangyou.com

〒523-0817 滋賀県近江八幡市浅小井町388-2
SHINKOU
新広産業株式会社 ［応募］随時出張面接を行います。

　　　お気軽にお電話にてご相談下さい。
［受付］8：30～17：00 ※土・日・祝を除く

080-6216-4795（桑原）

080-6216-4795
（桑原まで）

［時間］8：00～12：00 ※残業なし　［休日］土・日・祝
［待遇］制服貸与、マイカー通勤可、ロッカー支給、食堂あり、喫煙場あり、入社前の見学OK

要リフト〔カウンター・リーチ共〕の免許・経験
職
種

勤
務
地

時
給

資材の運搬・廃棄物管理

津市森町
（ひさい工場団地） 1,200円

①電話で応募

［会場］久居公民館
　　　（津市久居元町2354）

④採用

あなたの経験と
仕事への姿勢を
お貸し下さい!!

ベテランリフトマン 応募の流れ

経月 130,000円～160,000円＋別途手当有
正津市久居明神町／調剤薬局での受付事務

■調剤業務

有限会社サンエンタープライズ

［月給］130,000円～160,000円＋別途手当有
［時間］8：30～17：30
［休日］週休2日制（日・祝・他）、夏季・年末年始
［待遇］昇給年1回、賞与年2回、各種社会保険完備、
　　　退職金制度有、交通費規定支給、有給休暇有、
　　　試用期間3ヶ月有
［応募］まずはお気軽に電話下さい。

☎059-259-0556（荒木）
津市久居明神町2222-4薬局 アイファーマシィー明神店

受付事務員急募!
正社員

薬局アイファーマシィー 明神店

★経験者の方優遇します

勤務地

調剤薬局での
受付事務

職種

W時 1,000円～ ［レギュラー勤務できる方（社員候補）］1,100円～ ※研修期間有
アパ津市高茶屋／調理・接客

■飲食店運営

［時間］①9：00～14：00 ②17：00～21：00 ☆フルタイムやその他時間帯も大歓迎☆
［待遇］昇給有、交通費規定支給、P完備、制服貸与、食事半額、社員登用有、社会保険有（条件有）

調理・接客

1,100円～

■飲食店運営

津市高茶屋小森町
347-1

かつや イオンモール津南店 (有)岡金フードサービス
【応募】まずはお気軽にお電話下さい。
　　　（担当／店長）☎059-234-0070

職 種

研修期間 （100h）

1,000円

1,000円～
▼レギュラー勤務できる方（社員候補）

研修期間 （100h）

900円

※［レギュラー勤務］週40h以上、且つ土・日・祝勤務できる方

25%増↑↑

☆高校生OK！☆　未経験OK！
☆WワークOK！
☆週1日〜、1日2hからOK！
☆扶養内勤務も大歓迎♪

高時給だから
短時間でも
効率よく働けます♪

時 

給

土・日・祝は100円UP♪ さらに
22：00以降は

かつやモデル収入例

主婦（夫）さんモデル収入　　9：00〜14：00

☆平日のみの場合
　時給1,000円×5時間×月20日勤務＝100,000円

☆土日のみの場合
　時給1,100円×5時間×月8日勤務＝44,000円

学生さんモデル収入　　17：00〜21：00

☆平日のみの場合
　時給1,000円×4時間×月20日勤務＝80,000円

☆土日のみの場合
　時給1,100円×4時間×月8日勤務＝35,200円

経

パ正津市内／ⒶⒷ介護スタッフ Ⓒ看護師

■有料老人ホーム

月Ⓐ22万円～ Ⓑ17万円～ 時Ⓐ950円～ Ⓑ900円 Ⓒ（正）1,500円～ （准）1,300円～

☎059-273-5336
津市下弁財町津興3032・津市戸木町7054-2・津市庄田町3561-1

［応募］電話連絡の上、履歴書をご持参下さい。（担当／安心戸木担当まで）

［給与］□ 月給17万円～
　　　□ 時給900円※ヘルパー2級＋50円 介護福祉士＋100円
［時間］□ 8：00～17：00 □ 8：00～17：00（応相談）
［休日］□ 週休2日（日曜＋他1日） 
　　　□ 週2日～フルタイム（応相談）
※デイサービスについては
　2020年1月初旬からの勤務可能な方に限ります。

介護スタッフ（正社員・パート）
住居型有料老人ホームでの介護支援・居宅介護支援

［資格］初任者研修修了（旧ヘルパー2級）以上または介護福祉士
［待遇］賞与年2回（昨年実績）、各種保険完備、通勤費規定支給、制服貸与、車通勤可

共
通

2020年2月「安心庄田」OPEN!
「おもてなしの介護」を一緒に創りませんか?

職 種

勤務地

①有料老人ホーム・デイサービス 安心庄田
　（津市庄田町3561-1）

②有料老人ホーム安心（津市下弁財町津興3032）
③有料老人ホーム安心戸木（津市戸木町7054-2）

NEW

Ⓐ有料老人ホーム

Ⓑデイサービス
正

正

正

パ

パ

パ

［給与］□ 月給22万円～　□ 時給950円～ 
［時間］①③　7：00～16：00・9：30～18：30・
　　　　　16：00～翌10：00
　　　　②　7：00～16：00・9：00～18：00・
　　　　　16：00～翌10：00
［休日］□ 週休2日 □ 週2日～又はフルタイム（応談可）正

正 パ

パ

夜勤はありません
未経験・無資格の方も

お気軽に
ご相談下さい♪

Ⓒデイサービス看護師さん同時募集♪
［時給］□1,500円～　□1,300円～正 准

夜勤ナシの
お仕事♪

私達が一年で
一番大切に

している日です♪9月16日
敬老の日

◎スタッフみんなが楽しくお仕事しています!　◎勤務開始日も遠慮なく相談ください♪
◎施設見学大歓迎♪あたたかい雰囲気を感じてからの応募もOK♪　◎ブランクのある方も大歓迎!

経給［正］当院規定による 時［パ］880円～
パ正津市新町／医療事務

■ヒフ科
［待遇］交通費規定支給、各種社保完備（勤務時間により異なる）、制服貸与

正規・パートスタッフ募集
経験者・未経験者共に大歓迎♪

医療事務
（パソコン使用）

□正当院規定による（応相談） □パ時給880円～

☎059-226-5512（担当／別所）
［応募］まずはお気軽に電話連絡の上、履歴書（写真貼付）をご持参下さい。

津市新町1丁目10-19

職種

給与

　9：00～13：00

月

○
○

日・祝

休
休

土

○
休

金

○
○

木

○
○

水

休
休

火

○
○15：00～19：00

診療時間

■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

■三重交通グループ

急

契津市河芸町／運転スタッフ
日 4，000円（諸手当等含む）

「安心」「安定」の三重交通で
あなたの時間を有効利用してください

運転スタッフ募集

［内　容］送迎車（ハイエースクラス）の運転
［勤務地］津市河芸町 
［資格］普通免許以上 ［日額］4，000円（諸手当等含む）
［休日］日曜日、他シフト制
［時間］7：45～9：15、15：45～17：15の間で
　　　１日3時間 ※月間17日程度

三重会館6階（津市中央1-1）
面接場所

☎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

■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（ ）

■業務請負業

時1,200円～
請正津市北部・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］津市北部・鈴鹿市国府町・住吉町 ［時給］1,200円～
［時 間］①7：00～16：00（要リフト免許）
　　　 ②5：30～14：30 ③14：30～23：30
［休 日］土日［待遇］各種保険完備

運転手（4t）募集!! 20代～50代男女活躍中!

同時募集 構内作業及びリフト作業

■ホテル

時 900円
パ津市羽所町／朝食バイキングの配膳・片付け・簡単な調理

幅広い年代の方が活躍中
津駅スグ!

［勤務地］三交イン津駅前（津市羽所町）
［資 格］年齢不問（未経験OK）
［時 間］6：30～10：30　［休日］週3日～応相談
［待 遇］交通費規定支給、制服貸与、車通勤不可
［応 募］まずはお気軽にお電話下さい。

www.sanco-inn.co.jp/tsu

朝食バイキングの
配膳・片付け・簡単な調理

職
種
★火は一切使用しません

〒450-0002 名古屋市中村区名駅5丁目31番10号
リンクス名駅ビル2F  株式会社三交イン  採用担当／河村

（受付は10：00～18：00 ※土日祝除く）☎052-589-0035
株式会社 三交イン

［時給］
900円

午前中
だけの
勤務です

■ENEOSガソリンスタンド、自動車整備・鈑金塗装、自動車販売

経月 165,000円～
契正津市久居新町／事務スタッフ

アットホームな職場です

事務スタッフさん急募
未経験・経験者どちらも大歓迎！

☎059-255-3165

津市久居新町
2145-4

（平日9：00～17：30）
［担当者直通］　090-7046-8289（上記以外の時間）

［応募］まずはお気軽にお電話ください。
中桐石油 株式会社

http://www.nakagiri-net.com

［職種］一般事務（PC使用）
［月給］165,000円～　［時間］9：00～17：30
［休日］日曜、祝日、土曜日は月2回出勤（交代制）
　　　※各月の土曜出勤日は、希望を最大限考慮します。
［待遇］昇給有、賞与年2回（正社員）、交通費規定支給、
　　　各種保険完備、従業員割引制度有、有給休暇、資格手当有
☆ブランクのある方、子育て中のお母さんも大歓迎です☆

■内科

時 1,350円～＋各種手当・交通費
パ津市久居元町／看護師

☎059-256-7070 津市久居元町2327-5

ほらやま内科

看護師（午後パート）

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

［資格］正もしくは准看護師※経験は問いません
［時間］15：30～18：30

［時給］1,350円～
　　　＋各種手当・交通費
［休日］水曜、日曜、祝日
［待遇］季節手当等の各種手当有、
　　　交通費支給、車通勤可

■三重交通グループ

急時

契津市内／スクールバス運転スタッフ
1,000円

三重会館6階（津市中央1-1）
面接場所

かわいい子供たちの
笑顔も運んで下さい。

スクールバス
運転スタッフ募集

内　容
勤務地

スクールバス（マイクロバス）の運転
津市中心部 

［資格］大型免許以上 ［時給］1,000円（諸手当等別途支給）
［休日］土・日曜日、祝日、学校休校日（土曜出勤の場合あり）
［時間］7：30～9：30、14：00～15：30の間で
　　　１日3.5時間※月間20日程度

☎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

給下記参照
アパ津市内／施設警備員
W急

■警備業

☎06-6221-3989（担当／森田・嶋・桝谷）
〒541-0048 大阪市中央区瓦町1丁目4番8号 瓦町恒和ビル7階
株式会社 ジェイケイ シレス
セコムジャスティック（株）グループ

1勤務あたり 7,720円

1勤務
あたり

A

A

B

〈勤務地〉

津市
藤方

職種

内容

施設警備員
施設内での受付や
巡回が主な業務です

◆らくらく◆

マイカー通勤

［待遇］社会保険完備、通勤費規定支給、マイカー通勤可、制服貸与

◎8：00～翌8：00（実働16h）

時
間
・
給
与

※組合せローテーション ※月間180時間前後（週3回程度）

◎8：00～17：00（実働8h）

1勤務あたり
◎9：00～21：00（実働9h）

16,520円
16,160円

〈勤務地〉

津市
高茶屋

時
間
・
給
与

資  格

60歳～
（省令3号の二）

10月より下記の給与に改定しました。

※組合せローテーション  ※月間180時間前後（週4～5回程度）

8,680円

B1勤務あたり
◎21：00～翌9：00（実働9h）

9,640円 C 10,010円

D

C

1勤務あたり
◎6：00～21：00（実働11h）

10,610円

［応募］まずはお気軽に電話下さい。
藤方・高茶屋共 月間120時間程度の方も同時募集！

60歳以上の方
多数活躍中!

屋内がメインなので
働きやすい!!

月 189,000円～420,000円
正亀山市天神／点検員

未経験者積極採用します!
社員の9割が

未経験からのスタートです！

国や県など公共団体からのお仕事が
メインなので安定して働けます

［資格］要普通自動車免許（AT限定可）
　　　40歳以下
　　　（長期勤続によるキャリア形成のため ※省令3号-イ）
［月給］189,000円～420,000円
　　　（経験・能力による ※資格・工具・技術手当を含む）
［時間］9：00～18：00（時間外勤務あり）
［休日］隔週土曜、日曜、祝日、年末年始・GW・お盆、他
　　　※年間休日106日
［待遇］各種社会保険完備、通勤費規定支給、各種手当あり、
　　　昇給・賞与あり、マイカー通勤可

■構造物検査業

☎0595-83-5505（採用担当まで）亀山市天神
4丁目4-1-15［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

S＆D技研 株式会社

仕事
内容

職種

橋・トンネル・堤防・高速道路などの
劣化や損傷がないかどうかの確認業務です。
目視の調査がメインとなります。

※外での作業ですが、力仕事ではありません。
　特別な資格も必要ありません。

点検員（構造物の点検・報告書作成）

転勤もありませんので
地元に腰を据えたい正社員希望者大歓迎!

〈 〉

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

■新聞販売店

月 60,000円以上
アパ津市片田志袋町／朝刊配達・集金スタッフ

☎059-237-1508
津市片田志袋町11-1　［応募］お気軽にお電話下さい。

津片田東専売店 岩下新聞店

仕事内容▶

◎配達未経験の方ご連絡お待ちしております! 
◎詳細は面談にてご説明致します

片田新町区での
集金スタッフ同時募集

月収60,000円以上
［資格］原付免許 ［時間］AM3：30～2時間程度 ［休日］休刊日＋月4日

朝刊配達

朝刊配達スタッフ募集!!

男女
問わず

シニアの方も大歓迎♪

時 950円
津市内／日常清掃 パ

■ビルクリーニング業務・ビル管理業務

☎059-256-8600（担当／山口）
津市久居

北口町533-6

株式会社 ビッグバーン
［応募］まずはお気軽に下記までお電話下さい。

［時　間］①8：00～16：00の間で4.0h勤務
　　　　②8：00～14：30（5.5h勤務、休憩1.0h有）
［勤務日数］週2～6日程度 ［待遇］交通費規定内支給

勤務地
津市
南中央地区
の総合病院

時　給 950円

日常清掃スタッフ募集

未経験者
大歓迎

月 159,000円～182,100円程度
正鈴鹿市平田町／完成車移動ドライバー

■運送業

［時間］　6：30～15：15
　　　14：50～23：30（2交替制）

［休日］土曜日・日曜日、他（会社カレンダーによる）
［待遇］各種保険完備、交通費規定支給、制服貸出

正社 員 大募 集!!

☎059-361-1500
鈴鹿市住吉町7265-5創建作業株式会社

［応募］まずはお気軽にお電話連絡の上、履歴書（写貼）持参でお越しください。

現役を引退されて、
もう少し頑張りたい方

159,000円～182,100円程度
※交替勤手当+皆勤手当含む（別途交通費・残業代）

仕事内容

勤務地

月収例
20～23日
勤務（ ）

鈴鹿市平田町 ［資格］要普通免許（AT限定不可）

完成車移動
ドライバー

構内にて完成した車を移動させて頂く、
カンタンな仕事です（ ）

50代・60代
活躍中

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（ ）

経給下記参照
パ津市久居明神町風早／［正］1.施設長・管理者候補  2.生活相談員  3.看護師  4.介護職員  5.夜勤専従介護職　［パ］1.看護師  2.介護職員・夜勤介護  3.事務員

■サービス付き高齢者向け住宅の運営

正

会社説明会開催!

https://www.goldage.co.jp

名古屋市中村区名駅3-11-22 IT名駅ビル1階

[応募]待遇、その他詳細については面談時。まずはお気軽にお電話ください。
（受付時間/平日10：00～17：00）（担当／八木・武藤）

☎052-308-3066
＊勤務時間・待遇・各種手当などは、会社説明会にて。《要予約》

241,000円～381,300円

サービス付き高齢者向け住宅
ゴールドエイジ久居明神
（久居明神町風早2715-1）

正
社
員
募
集
職
種
・
月
給

1

1

2

2

4

3

3

5

231,700円～301,800円
240,000円～367,400円
199,000円～271,800円
230,000円～

◆　9月28日（土） 
◆10月　2日（水） 
◆10月　6日（日）

久居総合福祉会館
（津市久居東鷹跡町20-2）

会
場

日
程

★12月上旬オープン予定★

勤務場所

（初任者研修修了以上）

　オープニング
スタッフ募集!
正社員

パート

正看護師1,300円～ 准看護士1,200円～
介護福祉士1,000円～ 初任者研修修了950円～

900円～

看護師

施設長・管理者候補
生活相談員

看護師
介護職員
夜勤専従介護職

介護職員・
夜勤介護職員（専従）
事務員

パ
ー
ト
募
集
職
種
・
時
給

（早番・遅番手当・日曜日手当、深夜割増あり）

初任者研修
修了以上（ ）

［時間］
13：00～}

12月上旬オープン予定に伴い

11/18
入社
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伊
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自
動
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新
学
期
ス
タ
ー
ト
、主
婦（
夫
）に
も
嬉
し
い

扶
養
控
除
内
で
も
働
け
る
お
仕
事
特
集

9月
特集

い
く
つ
に
な
っ
て
も
元
気
に
働
き
た
い

シ
ニ
ア
歓
迎
の
お
仕
事

10月
特集

フ
リ
ペ
・
求
人
サ
イ
ト
に
て

『
月
替
り
の
お
仕
事
』を
特
集
し
て
い
ま
す
！

三
重
の
求
人
サ
イ
ト 『
ア
ド
サ
ン
ア
イ
』

http://w
w

w
.ad-sanai.co.jp

ア
ド
サ
ン
ア
イ

582
1084

＼＼三重のオシゴトなら／／

W時①910円～　②880円～
アパ津市一志町／①ホールスタッフ ②調理補助、洗い場

■アコーディア・ゴルフ・アセット合同会社

①ホールスタッフ

名松ゴルフクラブ レストラン

ゴ ル フ 場
レストラン
スタッフ募集！

☎059-295-2522（担当／藤井・打田）
津市一志町波瀬5992-2

［時間］7：00～18：00（4h～8h）の間でご相談ください
［待遇］各種社会保険完備、交通費支給、制服貸与
［応募］まずはお気軽にお電話ください。

週1日&4時間～シフトご相談ください
未経験の方大歓迎！

平日のみ・土日のみでもOK！

910円～
②調理補助、洗い場 880円～

時 給職 種

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）

勤務地

内　容

1,500円［時間］11：30～12：30日　給

■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!!

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

MEGAドン・キホーテ 津桜橋店
（津市桜橋3丁目67-1）

2,300円［時間］10：30～12：30

勤務地

日　給

内　容
売場にあるアイスクリーム・
冷凍食品の陳列（発注等）

新規事業につき
みんなゼロからのスタート★

主婦の方に
大人気♪

週3日～OK 　OKNEW
スタッフ募集

急時①1,000円 ②880円 ③900円
アパ津市内／日常清掃

■総合ビル管理 http://www.chubu-s.co.jp

経験
不問

☎059-225-5984
津市北丸之内191（受付時間：平日9時～17時）

［応募］まずはお気軽に
　　　お電話ください。

募集!!
日常清掃スタッフ

お小遣いを稼ぎませんか♪

［時給］900円（交通費上限10,000円）
［勤務］週3日～5日　［時間］7：00～12：00（応相談）

新着
10月スタート!!

〈勤務地〉③津市大里の公共施設

［時給］880円（交通費上限5,000円）
［勤務］週5日程度
［時間］Ⓐ8：30～16：00 Ⓑ13：00～16：00

〈勤務地〉②津市城山の公共施設

［時給］1,000円
［時間］［火］8：00～11：00
　　　［金］8：00～10：00

〈勤務地〉①津市久居のオフィスビル

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

月 200,000円～
正津市栄町／ビル設備員

■ビル・マンション総合管理■ビル・マンション総合管理

名古屋市中区新栄町2丁目13番地
中部互光株式会社 人事・教育センター

0120-920-190（担当／求人係）現地面接致します

［応募］まずはお気軽にお電話ください。受付9：00～17：00（月～金、祝日除く）

http://www.chubu-goko.co.jp/

ビル設備員
募集♪

ビル設備員
［勤務地］津市栄町のビル（津駅より徒歩5分♪）

職
　
種

［月給］200,000円～
［時間］8：00～17：00（実働8H）
［休日］土、日、祝（会社カレンダーによる）
　　　※土曜出勤の場合有
［待遇］賞与年2回、交通費規定支給、社会保険完備

50代・40代・30代活躍中
電気工事士・ビル管理士免許
お持ちの方資格手当別途支給

スケジュール管理、メンテナンス作業を
含む総合ビル管理

未経験
歓迎♪

時 880円～
津市片田町／サービススタッフ

■ビル・マンション総合管理 http://www.chubu-goko.co.jp/

アパ

内職さんの管理・製品の
出荷準備、検査等

未経験の方も
活躍できますよ!!
津市片田町の工場

［時間］①12：00～17：30
　　　②　8：00～15：30
［休日］土・日、他
　　　（祝日は勤務の場合有、その際は手当別途支給）
［待遇］交通費規定支給、社会保険完備、車通勤可

880円～

仕
事
内
容

時
給

サービススタッフ

※①②選択可

（ ）

勤務地

名古屋市中区新栄町2丁目13番地
中部互光株式会社 人事・教育センター

0120-920-190（担当／求人係）現地面接致します

［応募］まずはお気軽にお電話ください。受付9：00～17：00（月～金、祝日除く）

急時下記参照
派津市／職種複数

■労働者派遣事業許可（派）24-300180 ■有料職業紹介事業許可24-ユ-300200 https://www.stokai.co.jp

津市大門4-5（フェニックス通り） ☎059-221-1388
株式会社スタッフ東海

フリーダイアルにて受付 携帯、PHSからでもOK! 土・日・祝も受付しております。
0120-69-1388（担当／松井）

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）をご持参ください
※他にもいろいろお仕事あります、まずはお気軽にお電話ください。

★前払い制度有り ★各種保険完備
★定期健康診断有り ★出張面接致します

幅広い年代の方活躍中

1,100円～
時給

②［職種］工具の組立  ［勤務地］津市高茶屋

☆サポート体制バッチリ
☆55歳位までの男女活躍中

［時間］8：00～16：50
［休日］土・日（年間カレンダーによる）

1,200円～
時給

①［職種］一般事務 ［勤務地］津市一志町

☆50歳位までの女性活躍中 ☆残業なし ☆初めから丁寧におしえます

［時間］8：00～17：00
［休日］シフト制
（平日一日、土曜又は日曜一日の週2日休み）

時給

④［職種］ボールペンの組立・検査  ［勤務地］津市片田

☆サポート体制バッチリ!
☆55歳位までの女性活躍中

［時間］8：45～17：10
［休日］土・日・祝（年間カレンダーによる）

1,050円～
＋交通費支給 残業ナシ

900円～時
給

⑤［職種］清掃　［勤務地］津市高茶屋・雲出

☆65歳位までの女性活躍中 ☆1人作業
☆勤務時間相談できます ☆扶養内OK

［時間］8：30～15：00（実働4～5Ｈ）
［休日］土・日（年間カレンダーによる）

急募

☆高齢者65歳位までの男性活躍中

時給

③［職種］ダンボール商品の荷積み・荷降し作業  ［勤務地］津市美里
［時間］6：00～9：00
［休日］土・日・祝
　　　（年間カレンダーによる）1,050円

＋交通費支給

W時①1,000円 ②③900円
パ津市内／①厨房清掃 ②清掃 ③店内清掃

■環境サービス事業 http://www.samansa.co.jp

［時間］19：00～21：00 1,000円

［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。

厨房清掃

勤務地

職種 時給

①ぎゅーとらラブリー渋見店

サマンサジャパン株式会社

0120-303903（担当／採用係）
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

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。9/17（火）9：00～受付開始

（一部カート回収の業務もあります）

WワークOK・扶養内OKなので
あなたの都合に
あわせて働けますよ♪
短時間の
お仕事

シフト
応相談

土日祝は
50円UP

急募

［時間］8：00～10：00 900円
店内清掃

勤務地

職種 時給

③ぎゅーとらラブリー久居店

［時間］9：30～12：15 900円
清掃

勤務地

職種 時給

②ぎゅーとらラブリー持川店

時①1，150円以上 ②1，050円以上 ③1,200円以上
派津市内／工場内作業

■労働者派遣事業 派24-300390

長期☆短期☆日勤☆未経験者歓迎☆高時給☆土日休み

☎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

［受付］9：30～18：00（土・日・祝休み）

［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）

松阪市黒田町1654

［勤務地］①津市南部（Ｒ23雲出大橋近く）

［職 種］年末商品の包装・梱包など

スカイプラザ有限
会社

［時給］1，150円以上
［時間］8：30～17：30
［休日］日曜・祝日、土曜は会社カレンダー

☆20代～50代活躍 ☆10名募集

［勤務地］②津市安濃町

［職 種］車部品の組立、検品、梱包など

［時給］1，050円以上
［時間］8：30～17：40
［休日］土曜・日曜、年3回大型連休あり

☆長期安定 ☆20代・30代・40代活躍

［勤務地］③津市南部（イオン津南近く）

［職 種］お菓子工場の製造助手　

［時給］1,200円以上
［時間］　5：30～14：30と
　　　14：00～23：00の週交替制
［休日］日曜・祝日、土曜は会社カレンダー

☆長期安定 ☆20代・30代・40代活躍

12/28迄
の短期

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！

急給下記参照
他正パ勤務地複数／保育士・調理員

■社会福祉事業

☎059-222-7700

〒514-0831 津市本町26番13号
法人本部 人事課（担当／川口・杉本）
★まずはお気軽にお電話ください★

﹇
応
募
先
﹈

＊保育士は全て資格必要。
＊調理員は免許お持ちの方大歓迎、無資格の方も大歓迎。
〈正規職員採用試験〉日程や場所等詳しくはお問い合わせ下さい

パート

準職員

パート

準職員

勤
務
地

［職種］保育士

①豊野保育園（津市一身田豊野1979-1）
②第二はなこま保育園（津市高茶屋小森上野町778）
③つまちなか保育園
　（津市大門7番地15号 津センターパレス4階）

④嬉野保育園（松阪市嬉野上野町1304-9）

子供たちの笑顔に囲まれて
あなたの経験を活かしませんか!
ブランクのある方も歓迎します♪

980円～1,000円時給

勤務地・時間 ①②13：00～17：00（要相談）③④　8：30～17：30（要相談）

［職種］調理員

7,190円～7,750円
勤勉手当あり（満額15万円/年）

④8：00～17：30の間で応相談勤務地・時間

日給

880円～950円
③12：30～17：00勤務地・時間

時給

勤務地・時間

8,340円～8,500円
勤勉手当あり（満額15万円/年）

日給

④7：00～18：30（シフト制）

【共通】処遇改善含む 通勤手当別途支給

急月 150,000円
契津市上弁財町／事務スタッフ

■自動車販売

津市上弁財町14-6

東海マツダ販売株式会社 津店
080-1561-4283

［応　募］まずはお気軽にお電話ください。（担当／清水）

正社員
登用制度あり

事務スタッフ
募集

経理業務やデータ入力などの
店舗事務全般、接客・電話応対

仕事内容

契約社員 長期勤務できる方大歓迎！

［月　給］150,000円
［時　間］9：30～18：20（実働7.5H）
　　　　※日曜指定日は定例ミーティングのため
　　　　　就業開始時間が30分早くなります
［休　日］【年間109日】
　　　　毎週火曜定休。火曜～水曜の連休が月2回あります。
　　　　夏期休暇、年末年始休暇
　　　　個人別休暇（月2回）※お好きな曜日で自由に休みがとれます！
［待　遇］社会保険完備、交通費規定支給（車通勤可）
　　　　昇給有、制服貸与

経給下記参照
パア契津市新町／職種下記参照

■ホテル業

〈職種〉①調理スタッフ［契約社員］
〈プラザ洞津内 調理業務全般・接客業務はありません〉

［応募］まずは、お気軽にご連絡下さい。
☎059-227-6230（総務課）
〒514-0042 津市新町1-6-28
ホテルプラザ洞津

どうしん

［月給］184,800円～211,200円＋賞与年2回
［時間］7：00～20：00の間の8時間 ［休日］月7～9日
［待遇］賞与、交通費規定内支給、各種保険完備、有給休暇

津新町駅より
徒歩圏内!

週1日～もOK♪

［時給］950円～ ［時間］18：00～22：00
［休日］応相談 ※土日勤務あり ［待遇］交通費規定内支給、制服貸与

★学校帰りにバイトする学生さんに人気※高校生不可★

〈職種〉③ホテル宴会場ホールスタッフ
〈料理や飲料を配膳したり、片付けや会場設営など〉

［時給］880円～ ［時間］9：00～15：00（内1h休憩）
★主婦さんにもピッタリのお仕事です★

〈職種〉②調理補助［勤務］月15日程度

経験者求ム

給日当 2,500円
津市庄田町／ボール回収業務

W

パア

■有限会社 松田産業 http://www.sp-matsuda.jp/

1年後

津市庄田町2639-1（久居I.C西へ5分）

〈業務内容〉ゴルフ練習場でのボール回収業務

［時間］閉店（23：00）～ボール回収完了（約1.5時間）まで
［勤務］週3日位（土日祝勤務できる方歓迎）
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

夜間の短時間でのお仕事です
お客様が帰った後の営業終了後の作業です。お客様が帰った後の営業終了後の作業です。

《日当》2,500円（研修期間有）
《日当》2,750円
2年後

《日当》3,000円

☎059-256-8775  　不在時☎059-256-5321
（担当／中村）（担当／瀬古）

☆仕事終わりの
　社会人の方
☆短時間でお小遣いを
　稼ぎたい方

こんな方に
オススメ!

長く頑張ってくれる人を応援します長く頑張ってくれる人を応援します

体力の
ある方

経時①1,000円～1,200円 ②880円～950円
パ津市久居明神町／①調理員 ②調理補助

■高齢者施設の給食受託

厨房スタッフ大募集!!

［時　給］1,000円～1,200円（経験による）
［時　間］5：00～14：00・10：30～19：30
［出勤日数］週4～5回

勤
務
地

職
種①調理員《調理、盛付、配膳、洗浄等》

［時　給］880円～950円（経験による）
［時　間］8：30～14：00・9：30～15：00
［出勤日数］週3～5回

職
種②調理補助《盛付、配膳、洗浄等》

0120-56-5311 ☎0598-26-2280

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。

シンシア久居
津市久居明神町1530-17（久居インターすぐ）

［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。

［共通待遇］社会保険完備、制服貸与、食事補助、
　　　　車通勤OK、交通費規定支給、正社員登用あり

松阪事務所/松阪市日野町593 小川ビル1F後

経給下記参照
パ正津市内／ホームヘルパー・デイサービス（介護職）

■介護・看護サービス URL▷http://www.kaigo-kango.or.jp

津市大倉10番21号

社会福祉法人実践
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

☎059-225-4320（本部）
☎059-264-0505（優美）

正規常勤：初任給

パート（週3日、8：30～17：30）

231,570円以上介護福祉士

211,330円以上初任者研修修了等

〈賞与／2～3ヶ月〉

1,400円時給

特養・優美 正規常勤職員
介護福祉士の場合265,080円

ホームヘルパー

デイサービス・介護

見学・面接の
お電話は

急時1,150円 月収例：172,500円（交通費別途支給）
派津市大鳥町／①薬局補助 ②一般事務

■派遣業（派）13-300487 https://www.m-care.co.jp

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

［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、出張面接OK、交通費規定内支給

勤務先

時　給

津市大鳥町の病院

車通勤
可

土日面接・
院内見学 
OK
1,150円

［時間］8：45～17：00（実働7.5h）
［休日］4週6休（月2回土曜半日出勤あり）

職
種
①薬局補助（派遣）
［仕事内容］薬剤師の補助、調剤整理、発注・保管など

職
種
②総務課一般事務（派遣）
［仕事内容］書類・議事録作成、PC入力など

［時間］8：45～17：00（実働7.5h） ［休日］土日祝

172,500円
（交通費別途支給）

月収例

急時

パ津市新家町 ／日常清掃

■各種業務請負等

850円

https://www.iseyasu.com/

［時給］850円
［時間］6：00～12：00の間のお好きな時間で3h～5h（応相談）
［休日］土・日（完全週休2日制）、ＧＷ・夏季・年末年始
　　　大型連休あり　☆出勤は週3日程度となります
［待遇］雇用保険、制服貸与、交通費支給（当社規定による）

☎059-370-0566鈴鹿市国府町977-1

株式会社 伊勢安
［応募］まずはお気軽にお電話ください。

津市新家町勤務地

日常清掃 フロア・通路・社員食堂・
トイレ等の日常清掃

面接は現地にて行います。

仕事
内容職　種

オススメポイント
□①土日休み、
　　1日3h～5hの短時間
□②直行直帰のお仕事です
□③中高年の女性活躍中!
　　ＷワークOK♪

パートスタッフ急募!
未経験の方でも安心のお仕事です

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!!
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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

給下記参照
アパ正勤務地複数／警備員・経理事務

■警備業

交通誘導警備職種

7,500円～9,500円

［時間］8：00～17：00

34万円以上!!今年の
最高月収
平均月収

入社
祝金 万円支給!!60※当社規定あり

津・松阪・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!!

駐車場
警備職種

［時間］8：30～17：00  ［休日］ローテーション制
◎休憩（基本）2時間～4時間あり（60分～90分毎に30分間）

●来客者のカウント警備 ●自転車の台数カウント警備
●満車案内警備 ●駐車場空きチェック警備

日給

日給
勤務地

☎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

施設内警備職種

［時間］19：30～23：00

立哨・巡回・案内等

鈴鹿市勤務地
時給900円

駐車場管理職種

［時間］7：00～17：30
　　　（休憩3時間）

管理室で座り仕事をして、
巡回する作業です
津市勤務地

日給6,000円

津市勤務地
松阪・津勤務地

カンタンな
お仕事です

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!!

［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

経理事務職種

［時間］8：30～17：30

［時間］8：00～17：00
◎1年間 毎日お仕事あります!

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

日給 7,500円

正社員
［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

5,400円～8,300円

18万～24万円
入社祝金

30万円支給!!
※当社規定あり

1日からでもOK
家賃代半額会社負担

通信設備工事関係のお仕事職種

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。

月 210,000円
津市あのつ台／生産スタッフ

■売上高885億円、従業員規模5,300人のザイマックスグループが手掛けるリネンサプライ事業

急

契

本社工場
（2019年7月稼働）株式会社レナトゥス関西

☎059-253-1626（採用担当）
rk-saiyo@xymax.co.jp

リネンやユニフォーム類の投入、洗浄、仕上、
検品、結束などを行う単純軽作業になります。
機械操作を覚えてしまえば
すぐに慣れる仕事です。
創業スタッフとして一緒に盛り上げましょう。

生産スタッフ

勤務地

職　種

内　容

レナトゥス関西本社工場
（津市あのつ台1-1-1）
中勢バイパス大里小野田町交差点から
車で2分

［月給］210,000円　◎試用期間：4ヵ月
［時間］8：30～17：30
［休日］月間8～9日休み（年間休日107日）
［待遇］社会保険完備、制服貸与、車通勤（駐車場完備）
［応募］電話・メールにてお気軽にお問合せ下さい。

オープニングSTAFF
（契約社員）

車通勤歓迎！
（無料駐車場完備）

交通費
規定支給

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

時①②880円 ③900円～
アパ津市羽所町／①ホテル共用部清掃 ②ホテル客室清掃 ③ホテル営繕業務

■ビル・マンション総合管理

ホテル営繕業務
施設内設備・
備品の管理、点検等

職
種

時
給

時
間

3

ホテル
客室清掃

職
種

時
給

時
間
9：30～14：30
（実働4.5時間）

2

急

名古屋市中区新栄町2丁目13番地
中部互光株式会社 人事・教育センター

0120-920-190（担当／求人係）
現地面接
致します

［応募］まずはお気軽にお電話ください。
　　　受付9：00～17：00（月～金、祝日除く）

http://www.chubu-goko.co.jp/

ホテル
共用部清掃
ホテル共用部トイレ、
廊下、階段の掃除機かけなど

職
種

時
給

働きやすい
時間帯のお仕事

ですよ♪
清掃・営繕
スタッフ募集

880円 900円～

［待遇］通勤手当有（上限当社規定） ［休日］シフト制

時
間

Ⓐ　8：30～11：30
Ⓑ　9：30～15：00
Ⓒ10：00～15：00

★希望は
　考慮します

1

10：00～15：00
（実働4.5時間）

880円
☆土日祝日は
　時給100円UP

最大70歳まで
働ける！！

（当社規定による）

駅近で通勤も
ラクラク♪
※車通勤不可

ホテルグリーンパーク津
（津市羽所町 津駅東口隣接）

勤務地

時 1,000円
パ津市久居一色町／ドライバー

■一般貨物自動車運送事業 貨物運送取扱事業

W

☎059-252-0666津市久居一色町
270-1

有限会社 渡辺運送

［資格］大型免許
［時間］8：00～17：00
［休日］土・日・祝
［待遇］交通費支給

大型車乗務員

Wワーク・シニア・
女性の方も大歓迎！

1,000円

職 

種

時給

週3日

程度のお
仕事

です♪

〈内容〉飼料等の運搬
（配送先は決まっており、定期的な運搬作業です）

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

月下記参照
パ正鈴鹿市内／介護職員

■病院 ［URL］http://www.murase.or.jp/

〒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

0120-820-337 080-2619-7222

事業拡大につき

職員募集!!

［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

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！

介護職員
［月収］21.4～24.6
［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
［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

病院・老健・ケアハウス
（鈴鹿市神戸）
特養（鈴鹿市須賀）

賞与48万円～50万円＋介護職員処遇改善手当一時金
★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！
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（常勤）

学歴、資格、
夜勤回数等による（ ）万円

以上

月（正）①35万円～38万円＋歩合給 ②30万円～34万円＋歩合給 時（パ）①1,100円～ ②1,000円～
パ正津市高茶屋小森町／ご来店のお客様への理容技術全般

■理容室の経営

有限会社パステル 本社／大阪府堺市北区金岡町1414-2

URL http://www.waka-matsu.jp

（採用担当）
0120-53-5494

［応募］お電話後、面接時に履歴書（写貼）をご持参下さい。
　　　店舗近隣で行いますので
　　　ご希望があれば、お気軽にご相談下さい！

理容室 IN THE BARBER
イオンモール津南店
（津市高茶屋小森町145番地イオンモール津南3F）

①技術者 ②中習者

［資格］理容師免許取得者（年齢不問）※経験者や美容師からの転職者なども歓迎
［時間］10：00～20：30［休日］月5～6日（シフト制）
［待遇］社会保険有、交通費全額支給、役職手当有、ユニフォーム貸与、ワンルーム寮有、マイカー通勤OK、売上げに応じて報奨金有

ご来店のお客様への理容技術（ヘアカット・パーマ・シェービングなど）
全般をお任せします。理容師経験が浅くても大丈夫。
カットにはじまり、シェービングなど、一から丁寧に指導していきます。

充実の厚待遇!
免許を活かそう♪

入社祝金キャンペーン
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※当社規定による

20万円支給!

ベテランスタッフの巧妙な技術を
間近で体感できます！！

人材育成に力を
入れています

頑張りは給与で
しっかり反映

月給＋歩合給だけじゃない！
売上げに応じて「報奨金」もご用意！！

高収入
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①35万円～38万円＋歩合給
②30万円～34万円＋歩合給月給（正）

①1,100円～  
②1,000円～（パ）時給

交通費
全額支給！

福利厚生
充実!!


