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にも同時掲載しています。FREE PAPER W E B アドサンアイ
◎中日新聞・朝日新聞・毎日新聞 ［折込エリア］四日市市・三重郡（菰野町・朝日町・川越町）に3紙

2019.9/15●日 
四日市・菰野・朝日・川越エリア

《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♪

■介護サービス

時 1,500円～1,700円
ア四日市市川原町／訪問介護

アルバイト募集

ヘルパーステーション紫
合同会社 KUROKO’S

四日市市川原町22-19
☎059-324-5439応募

訪問介護
※登録のみもOK

［時間］8：00～18：00の間で朝のみ・夕のみ OK※その他詳細は面談にて。

職
種

時
給1,500円～1,700円

1日1時間からOK!! 直行直帰

■不動産 三重県知事（3） 第3018号 http://www.wakabafudosan.jp

経給 20万円+手当+歩合
正四日市市本郷町／営業

［時間］9：30～18：30
［休日］水+月2（自由にとれます）、
　　　たっぷりGW・盆・年末年始
［待遇］昇給、賞与、社保、交通費、手当、退職金、有休

の方も活躍できる営業

☎059-373-7330
四日市市本郷町11-1
応募

問い合わせのお客様対応

20万円+手当+歩合
（更に経験・資格・能力により優遇）
［月収例］50万円以上可！
給
与

■洗壜加工委託

時 1,000円～1,200円
パ四日市市ときわ／①検査 ②倉庫内作業

有限会社 樽徳容器部 応募 ☎059-354-9724
三重県四日市市ときわ5-3-35

週3～OK!男性活躍中

□パ
①検査
②倉庫内作業

職 

種

［時間］8：30～17：00
［休日］土日祝他 有休等1,000円～1,200円時

給

定年退職者活躍中☆ （リフト免許保持者）

■コンビニエンスストア

時・900円～ ・1,000円～
パア四日市市富士町／コンビニスタッフ

四日市富士町店

＊シフト自由
＊高校生OK/同時給

オープンして1ヶ月の新店です♪
みんな働き始めたばかりです！

社会保険完備、
制服貸与、
マイカー通勤OK

時間
・
時給 1,000円～

7：00～9：00

900円～
9：00～22：00の間で応相談

四日市市富士町2-3（富士町交差点角）応募 ☎059-334-8722

﹇
待
遇
﹈

■調剤薬局

急給下記参照
パ正四日市市東坂部町／①薬剤師 ②事務

［休日］日祝日、水曜午後 
　　　※常勤は週休2日制

☎059-330-7755四日市市東坂部町
1334-1

さかべ調剤薬局

薬剤師さ
ん・事務員さ

ん募集!!
四日市市東坂部町1334-1勤務地

［職種］薬剤師（常勤・パート）
［時間］9：00～19：00
［給与］【常　勤】年収600万円～
　　　【パート】時給（午前）2,000円 （午後）2,500円
［職種］事務（常勤・パート） ［時間］9：00～19：00
［給与］【常　勤】年収250万円～
　　　【パート】時給（午前）1,000円 （午後）1,100円

①

②

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

その他、詳細は応相談
■ビルメンテナンス

時（平日）890円～＋交通費 （土日祝）910円～＋交通費
パ四日市市小古曽／清掃スタッフ

フコク商事株式会社
美しい環境づくりに奉仕する

松阪営業所：松阪市高町201-2☎0598-50-2355
受付／全日8：00～20：00 （担当／松岡）

［勤務地］山中胃腸科病院（四日市市小古曽3-5-33 ※内部駅裏すぐ）
［時　間］8：00～16：00内で6h程度で応相談
［時　給］（平　日）890円～＋交通費
　　　　（土日祝）910円～＋交通費
［待　遇］各種社保（該当者）、交通費支給（上限10,000円/月）、
　　　　制服貸与、無料駐車場完備、研修期間有
［応募］お気軽にお電話下さい。面接は現地にて行います。

勤務は
週2～5日
で応相談!

年齢・資格
不問!

［休日］火曜、金曜

病院での簡単な
清掃スタッフ

パート

■ベビー・マタニティ用品の販売

時 1,000円
パ四日市市泊小柳町／接客・商品案内

☎052-722-1022
愛知県名古屋市千種区赤坂町3-40
エンゼルプラス株式会社

未経験者OK!
50～６０代女性活躍中!

（名古屋支店）
応募

［仕　事］エンゼルのベビー・マタニティ用品の接客販売
［勤務地］イオンタウン四日市泊店キッズリパブリック内（11月オープン予定）
　　　　（四日市市泊小柳町4番5-1）
［時　間］10：00～17：00 ※週3日（土・日勤務可能な方）
［給　与］時給1,000円+諸手当（努力手当）
［待　遇］制服、有給休暇
お仕事は未経験でも子育てはベテラン
そんな赤ちゃん好きのやさしい対応ができる方歓迎
まずはお気軽にお電話ください。
9/17（火）朝9時から募集受付開始

W急時 850円 ※10月以降は875円
パ四日市市川尻町／清掃スタッフ

■コニックスグループビル総合管理 www.conyx.co.jp/

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。
☎059-351-8027
本社／〒510-0064 四日市市新正四丁目1-1（チトセビル3F）

三重コニックス株式会社
受付／平日
9：00～17：00（ ）

午前中だけのお仕事です
中部エコテクノロジー
 （四日市市川尻町）

850円
※10月以降は875円

時 

給

［時間］8：00～11：45
［休日］原則土日祝
　　　（企業カレンダーあり）

勤務地

職　種 清掃スタッフ 週3日～

■電気工事業

経月 18万円～40万円
正四日市市諏訪栄町／現場作業員

www.ales-denki.co.jp

［資格］普通免許（AT限定可）
［月給］18万円～40万円（経験・能力考慮）
　　　（電気工事士資格お持ちの方優遇）
　　　※試用期間1ヶ月/日給8,000円～
［時間］8：00～17：00（休憩90分）
［休日］日・祝・GW、夏季、年末年始
　　　※土曜は月の半分以上休みの場合も有り。
［待遇］昇給年1回、賞与年2回、交通費（規定）支給、社保完備、
　　　作業服支給（年2回）、工具会社負担、各種手当、
　　　資格支援制度（当社費用負担）、退職金制度

☆年齢不問（定年60歳）☆経験者優遇☆　の方も歓迎

☎059-336-5790
四日市市諏訪栄町22-36

［応募］まずはお気軽にお問い合せください。

株式会社 アレス

現場作業員募集正社員

■保育園 hinomoto.hp4u.jp

経時 900円～
パ四日市市松原町／給食スタッフ

仕事内容

☎059-366-0840［応募］まずはお気軽に
　　　お電話ください。

給食スタッフ募集
できたばかりの人気の新しい保育園でのお仕事

の方も
歓迎

年齢
不問

野菜をカットしたり、洗い場等
［時給］900円～（有資格者は更に優遇）
［時間］8：30～16：00（休憩45分）
［休日］土、日、その他シフト制

昇給 交通費（規定）支給賞与年2回

週3日～OK 車通勤可 駐車場有

四日市市松原町22-10
日の本第二保育園

時 1,200円～1,500円
パ四日市市川北／看護師

■皮膚科 http://www.hihu.jp/

［資格］年齢不問　［時給］1,200円～1,500円
［休日］日・祝、他【木曜日】第2・4は休診、GW、盆、年末年始
☆交通費（規定）支給、就業状況により各種保険に加入

☎059-364-1187
四日市市川北1-12-12

勤務週1日～OK◎
ご家庭の都合はしっかり考慮☆

［応募］まずはお気軽にお電話ください。

9：00～12：30

15：30～19：00

月診療時間 金木

○○

○ ☆
☆14：00～17：00

第1.3.5
のみ診療

休診

○○○

○○○

土火 水

パート

午前のみOK 午後のみOK看護師職種

急時 890円※深夜25％増
アパ四日市市山之一色町／夜間管理人

■お客さまサービス事業

☎052-222-9985

人材サービス事業部
営業課

（担当／筒井・鷹野）
つつい たかの

受付時間 平日9：00～17：00

〒460-0008 名古屋市中区栄2-4-18 岡谷綱機ビル5F
NEXCO中日本サービス株式会社

ローテーションなので無理なく安心!

［時間］20：00～翌8：00（実働11時間、休憩1時間）
　　　◎4名でローテーション勤務（平均月7回～8回勤務）
［待遇］交通費規定支給、制服支給
［応募］お気軽にお電話下さい【面接は現地にて行います】

50代・60代の方活躍中!

夜間管理人

東名阪自動車道、御在所サービスエリア
（EXPASA御在所）上下線

職　種

勤務地

夜間のお客さまへの簡単な対応やお忘れ物対応、
エリア内の点検・確認・清掃など

未経験
歓迎

《時給》890円
※深夜25%増

急時 950円
パ四日市市諏訪栄町／事業所内の日常清掃

■総合ビル管理、ビルメンテナンスの各清掃業務 http://www.tiger-s.co.jp

四日市市諏訪栄町の証券会社
［近鉄四日市駅から徒歩3分］

事業所内清掃 950円職
種

時
給

勤
務
地

月の10日程度の
オシゴト!!

40～50
代

の方
多数活躍

中

子育てが

落ちつい
た方

大歓迎!
クリーンスタッフ急募!!

［時間］7：30～11：30（3.5h・休憩30分あり）※勤務日数応相談
［休日］土・日・祝　［待遇］制服貸与、交通費（規定）支給

［仕事内容］事業所内の日常清掃

午前中の
3.5時間勤務

現地
面接

《受付》9/15（日）より（採用担当迄）
タイガー総業株式会社
三重営業所：津市羽所町388番地 津三交ビルディング7階

☎059-253-1177
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。面接は現地で行います。尚、業者の方からのセールス電話はご遠慮下さい。

時 900円
アパ四日市市諏訪栄町／清掃スタッフ

■ホテル業

　の方も
安心して
働ける
職場です

http://www.urban-h.co.jp

清掃スタッフ募集

★年齢問いません　★扶養内勤務可

［時間］9：00～15：00

パ ア 時給 900円

☎059-355-3232（担当／板屋）
四日市市諏訪栄町7-29 ［応募］お気軽にお電話下さい。四日市アーバンホテル

株式会社アーバンネクスト

制服
貸与

車通勤
不可

※研修3ヶ月
　（時給880円）

勤務日時
御希望考慮
致します週2日～

時①950円～ ②850円～ ③950円～
パ四日市市内／①調理員 ②調理補助 ③栄養士

■総合給食サービス

お料理好きな方
には朗報です！

①四日市市河原田「南部陽光苑」
調理員（パート）

［時間］8：00～17：00（8時間勤務） ◎月に数回6：00～15：00の勤務あり

愛知県あま市
下萓津坪井9番地

☎052-442-1124栄屋食品株式会社 ［応募］まずはお気軽にお電話ください
　　　［受付］平日9：00～17：00

勤務地

職　種

時給 950円～
［仕事内容］栄養士の考えた献立をもとに調理をするお仕事

社会保険
完備

②四日市市西坂部「陽光苑」
調理補助（パート）

［時間］ⓐ6：00～12：00 ⓑ8：45～14：45 ⓒ14：45～19：45

勤務地

職　種

時給 850円～
［仕事内容］簡単な盛り付け作業等

社会保険
完備

③四日市市西坂部「陽光苑」
栄養士（パート）［時間］9：00～15：00

勤務地

職　種

時給 950円～
未経験の方
でも可！

経月下記参照
アパ正勤務地複数／理容師（技術者・見習い）・美容師（スタイリスト・アシスタント）

■理容・美容室の経営

0120-030-557
090-5214-5674（担当／さがら）〒306-0404 茨城県猿島郡境町長井戸798-1

アクア・HAIR AQUA

アクアで働くなら
今がチャンス！！
あなたの願いを叶えます。

理
容
師

美
容
師

技 術 者…月給30万円～45万円以上
見 習 い…月給18万円～30万円以上
スタイリスト 月給25万円～45万円以上
アシスタント 月給18万円～25万円以上

厚待遇＆高収入

★お子様のいる方も多数活躍中！ ★年齢制限なし
★社会保険完備 ★通信教育支援制度有 
★週1日～OK！  ★連休可能！土日休み可能！
★働く時間帯もご相談にのります  ★ブランク有OK！

月収40万円
月収30万円
月収15万円

パート・アルバイト大募集！！
時給900円～1,200円以上 ※曜日・時間により時給変動します。

［資格］理容・美容資格、専門卒歓迎、ブランクOK
［時間］8：30～19：00 ※勤務時間相談可（例）9：00～18：00、10：00～19：00
［休日］月5日～ ※週休2日もOK！ ※有給休暇有
［待遇］昇給随時、交通費規定内支給、社会保険完備、特別手当有、有給有、
　　　日給制も可、マンション・寮完備、通信教育支援制度有、
　　　入社祝金5万円有、1日体験入店有
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。面接日・勤務開始日もお気軽にご相談下さい。

四日市店

うれしいアクアで働くPointご紹介

働きやすさ重視！
あなたの都合を最優先！
月
収
例

▶ガッチリシフトのAさん
　（月25日出勤）

▶平均シフトで働くBさん
　（月20日出勤）

▶プライベート充実で働くCさん
　（月15日出勤）

◆選べる勤務地!アナタの街で働けちゃう! 
…他にも勤務地全国多数有。
新店舗続々OPEN予定!!
勤務店舗はお気軽にご相談下さい。

◇◆◇勤務地◇◆◇

【職場情報】

四日市市日永西
2丁目20番3号

南日永駅より徒歩3分

検索アクアヘアサロングループ

新規OPEN予定の店舗も
含め、三重県、他各店舗から
スタッフ大募集！！
全国200店展開中!! 

経給下記参照
正いなべ市・鈴鹿市／職種複数

■一般貨物自動車運送業・倉庫業 http://www.toruki.co.jp

正社員募集!!正社員募集!!

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

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
共
通

［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）

［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

［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

［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。
Ⓒ大型ドライバー（正社員）職種 本社営業所勤務地

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

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。

①鈴鹿市平田町 ②鈴鹿市伊船町Ⓑ構内作業員（正社員）
﹇
内
容
﹈

職種 勤務地

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。

いなべ市大安町Ⓓ4tトラックドライバー（正社員）
﹇
内
容
﹈

職種 勤務地

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。

鈴鹿市伊船町Ⓕ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）、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。
［月収例］260,000円～（各種手当含む）
［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

［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

［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）

［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） 

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。

月 20万円～25万円
パ正四日市市中町／配達兼ルート営業

配達兼ルート営業募集 正 パート可

■配合飼料、鶏卵、畜産、各種関連商品、機械器具販売

☎059-351-8250
四日市市中町1番2号 （堀川）
応募協和通商株式

会社

20～
25万円

　の方も活躍できるお仕事☆
［時間］8時半～17時（残業ほぼなし）
［休日］日、祝、土は隔週、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、社保完備

月
給

時①950円～ ②950円～2,000円
アパ四日市市末永町／①清掃スタッフ ②ジムスタッフ

未経験OK！
フリーターさん大歓迎！

［時間］8：30～17：00 

［時給］950円～ ★土日祝50円UP ★土日のみもOK

①ロッカールームやトイレなど館内の清掃

■スポーツジム運営 http://www.olympia-sportsclub.com/

090-4408-5142※休館日はコチラ

四日市市末永町8-33
オリンピア スポーツクラブ
☎059-332-4848（担当／田中）

スポーツクラブ
スタッフ急募!!

職
種

土・日勤務出来る方歓迎!! 週3日～、1日3時間～

★60歳以上の方も活躍中

［共通待遇］社会保険完備（法令に則る）、昇給有、制服貸与、
　　　　　車通勤OK、従業員特典有、研修3ヶ月（時給900円/短縮有）
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

［時間］（平日）14：00～23：30
　　　（ 土 ）　9：00～23：30 
　　　（日祝）　9：00～19：00

②マシンの簡単な説明や館内清掃、
　会員様のサポート、片付けなど

職
種

［時給］950円～
　　　2,000円

日下記参照
パ勤務地複数／職種下記参照

MEGAドン・キホーテUNY 星川店
（桑名市大字星川十二835）

4,000円［時間］8：30～12：00

勤務地

日　給

MEGAドン・キホーテ 四日市店
（四日市市西日野町1608-1）

勤務地

内　容

1,500円［時間］11：30～12：30日　給

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

内　容
売場にあるアイスクリーム・
冷凍食品の陳列（発注等）

■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!!

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

W時 910円～
パ四日市市日永／キッチンスタッフ

■東証1部上場・在宅介護サービス（全国509ケ所） http://saint-care-mie.com/

☎059-350-8210（本社）

［応募］下記の受付迄お電話ください。（受付9：00～18：00）
★ホームページからも受付中★

［時間］9：00～18：00
　　　　（休憩60分）
＊週2～3日勤務できる方

セントケア日永
（四日市市大字日永5450-59）

勤 務 地

◆詳しくはWebで 検索セントケア三重

910円～時給

仕事内容 介護施設内での調理

キッチンスタッフ募集！
無資格・未経験・WワークOK!

ご家庭での経験を活かして働きませんか!?

セントケア三重株式会社四日市市安島1-7-12
向陽2ビル3A

時［パ］850円～950円
パ四日市市高浜新町／職種下記参照

■宅配業務 http://yoshikei-dvlp.co.jp

ヨシケイ三重
【本社（四日市）】四日市市高浜新町1番地19号

☎059-334-7001（三井）本社受付

お子様の行事への
参加もしっかりサポート

職
種

時
給

［時間］（出荷）6：00～10：00
　　　（加工）8：00～12：00　　　
［休日］土・日、GW、夏季、冬季
［待遇］交通費規定・制服貸与・有休
［応募］まずはお問い合わせください。
　　　詳細は面談にて。

850円
～950円

箱詰め作業
野菜の袋詰め

パート

時①900円＋交通費規定支給 ②900円
パ四日市市内／①日常清掃 ②施設内清掃

■総合ビル管理（清掃・環境衛生・設備・警備・マンション・駐車場）

桑名市有楽町61（日通ビル3F・桑名駅前）

☎0594-23-1161（代）［受付］月～金9：00～17：00
　　　土・日・祝日除く

日常清掃

勤務地

職　種

時
給

しっかり稼ぐ!or短時間で働く♪
四日市庁舎（四日市市新正4-21-5）

［時　間］7：00～16：00（実働7h）　
［勤務日］平日4～5日＋土曜日 ［休日］日、祝、他応相談

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参下さい。

施設内清掃

900円

勤務地

職　種

時
給

四日市市智積町

［時間］8：00～12：00（実働4H）
［休日］日・祝、他応相談 ［待遇］車通勤可、制服貸与

週2～3日

900円×7h
＋交通費規定支給

年齢
不問

急募

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

時 900円～※（22時～）1,125円～
正パア四日市市内／接客・調理補助・洗い場

■居酒屋

3店舗内
かけもち
OK

高校生
OK

四日市市西浦1-4-23

［応募］まずはお気軽にお電話ください（各店舗火曜定休）

☎059-336-6522 ☎059-350-7000 ☎059-327-7288

正社員も募集
［時間］14：00～24：00　［月給］20万円～
［待遇］社保、賞与有、まかない有、車通勤可

頑張った分だけ
しっかり稼げます！

週2日～
OK

飲食店経験者歓迎

［時給］900円～（22時～/1,125円～）
［時間］17：00～24:00※応相談
［待遇］売上手当、皆勤手当、役職手当（当社規定）、
　　　絶品まかない、車通勤可
出勤日数・毎月のお店の売上に応じてミニボーナス有（詳細は面接にて）

勤務地

職 種

・串魂・くしだま・鉄魂
接客・調理補助・洗い場
（できるところから始めましょう。）

1日3h～
OK

四日市市安島1-2-10四日市市中川原1-1-30

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

W時  ［10月1日～］880円～ ※9月末まで850円
パ四日市市久保田／レジ・販売・商品管理

■作業服及び作業関連用品の専門店チェーン

四日市市久保田2丁目
276番地1ワークマン 四日市柳通り店

090-2385-8817（担当／西村）☎059-354-7611

［時間］①13：00～17：00 ②10：00～17：00
　　　※シフトは希望考慮。
［休日］日曜、その他シフト ［待遇］雇用保険・制服貸与

レジ・販売・商品管理 まず商品がどこに置いてあるかを
覚えて頂きます！！すぐに慣れます！！内容 （ （

10月1日～時
給

店舗スタッフ募集！日曜日は休めますよ☆
お客様は常連さんも多いので楽しく接客できます！！

増員決定

の方もゆっくり仕事を覚えられますのでご安心ください。

応募
［応募］まずはお気軽に携帯までお電話下さい

50代～
60代の方も
大歓迎！

Wワーク
OK

880円～
（9月末まで850円）

月①160,000円～208,000円 時②880円
パ正三重郡菰野町／①一般事務 ②食品の製造

■珍味製造 azumafoods.co.jp

［応募］まずはお電話下さい。お待ちしております。※9/17（火）より受付スタート。（担当／萩野）

三重郡菰野町永井3095-45

☎059-396-5578

［資格］簡単なパソコン操作（ワード、エクセル）のできる方、
　　　要普免（AT限定可）、40歳以下（省令3号のイ）

［月給］160,000円～208,000円
［時間］8：30～17：30（休憩70分）
［待遇］賞与年2回、各種手当有、退職金制度有（勤続3年以上）

共通項目
［休日］土・日・祝、他会社カレンダーによる
［待遇］社会保険完備、交通費規定支給正社員・パート募集！！

当社は「元祖たこわさび」を始め、各種業務用食材の製造をしている会社です
未経験
OK

①一般事務（正社員）
簡単な入力作業・電話対応等

［時給］880円
［時間］8：30～17：30
　　　の間の6時間以上
　　　※時間・曜日は応相談

年齢幅広く
活躍中♪

②食品の製造（パート）
商品の袋詰作業および梱包作業

職種職種

月①［正］174,100円 時①［パ］1,000円～ ②［ア］850円
ア正四日市市安島／①きものの販売スタッフ ②事務員

■きもの販売（きもの専門店チェーン）

パ

急

BANKAN
四日市店 四日市市安島1-3-31 アピタ四日市店2階

［職種］①きものの販売スタッフ（未経験者歓迎）
［給与］［正］月給174,100円 ［パ］時給1,000円～
［時間］9：30～21：00 ［正］1日8h ［パ］1日6h ［休日］1ヶ月平均8日～10日
［待遇］通勤手当（月額15,000円まで支給）、社会保険完備、
　　　制服貸与、年次有給休暇（入社6ヶ月以降から10日間）
　　　［正］昇給年2回、賞与年2回

［内容］伝票整理などの事務作業　［時給］850円

きものの販売 正社員・パート大募集!

☎059-350-5280（担当／松山）
［応募］まずはお気軽に店舗まで直接お電話ください。

四日市店

未経験者も着付けのスキルが身につきます
着付けスキルのある方、BANKANで

活かしませんか

50～60代
活躍中

②事務員（アルバイト）同時募集 ※週3日～、1日4時間～応相談

急給［月収例］（日曜日+月間2日休み）25.5万円以上可 （土日休み）23.5万円以上可 時⑤～⑦1,000円～1,200円
アパ正四日市河原田・日永西・智積／配送

■総合物流業

フレッシュ物流株式
会社

本社営業所
四日市市河原田町905-1

☎059-346-6437［応募］まずはお気軽にお電話下さい!（担当／小林・中山）

①～⑦本社営業所（四日市市河原田町905-1）
①②③⑤⑥⑦日永営業所（四日市市日永西3-8-16 ファジースペース笹川2F）
①～⑦四日市インター菰野営業所（四日市市智積）今秋開設予定

ドライバー大募集!!
四日市インター菰野営業所

今秋開設予定!
勤務開始日相談可

勤
務
地

北勢公設地方卸売市場
本社（流通事業部）

三重チルド
センター

フレッシュ
サービス

問屋スーパー
丸一四日市店

サンセイフーズ

三昌鶏卵
ミニストップ

23

本社営業所
「面接場所」

正社員 パート・アルバイト

女性・若手が活躍中!小さめのトラックで未経験でも大丈夫！

255,000円以上可

235,000円以上可

［日曜日＋月間2日休み］

［土日休み］

［資格］準中型免許もしくは準中型限定免許（平成29年3月迄に取得の普通免許・AT限定免許）
［待遇］社会保険完備、制服有、交通費規定支給、子供手当あり、昇給あり、
　　　賞与年2回、有給休暇あり、退職金あり、中型免許取得支援制度あり

月収例（残業分含む）時間例

①5：00～14：00
②5：30～14：30
③6：00～15：00
④6：15～15：15

三重県北勢地区の
学校へパン・牛乳の配達
スーパー・食堂へ食品の配送

仕事例
三重県北勢地区の
スーパー・食堂等へ
食品の配送 もしくは
学校へパン・牛乳の配送

仕事例

時間例

勤務曜日《週1日からでも可能》

時給

⑤6：00～12：00頃迄
⑥7：15～13：15頃迄
⑦7：30～15：30頃迄

⑤火・水・木曜日（祝日休み、夏期・冬期休み）
⑥月・火・木・金・土曜日　⑦日曜日

［資格］準中型免許もしくは準中型限定免許
（平成29年3月迄に取得の普通免許・AT限定免許）
［待遇］制服有、交通費規定支給

1,000円～1,200円

http://fresh-logi.jp/

当社HPもご覧下さい!▼

四日市市智積
四日市インターからすぐ（ ）

平成29年3月迄に取得の
普通免許・AT限定免許で大丈夫!

この写真の
車です!

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！

職 

種

勤
務
地

（常勤）

学歴、資格、
夜勤回数等による（ ）万円

以上



■清掃業務

時 950円パ 給［月収例］16万円～正
正パ四日市市内／おそうじ及び清掃点検

☎059-334-8000四日市市羽津3533-1

［応募］お気軽にお電話下さい。9/17（火）より受付致します。

株式会社

［資格］要普通免許 ［休日］土・日・祝、GW、盆、年末年始
 ［待遇］交通費全額支給、制服貸与、賞与有り、社用車有、福利厚生

［月収例］16万円～
※40・50歳の方活躍中
［勤 務］
出退社時間
ご相談ください
※詳細はお問い
　合わせください。

アパート共用部のおそうじ&点検の
未経験　の方も大歓迎

正社員パート

［時給］950円
（研修期間900円/2週間程度）
［勤務］週4～OK
　　　1日6～8時間の間で
　　　希望を考慮します
　　　（8：00～8：30頃出社）

年齢
不問

女性
活躍中

パートも年2回賞与あるよ★

■食肉加工等

時①1,100円～ ②850円～
パ四日市市霞／①調理加工 ②盛付け・商品仕分け

①調理加工職種

☎059-364-7428
四日市市霞2丁目1-3（ポートビル南東）

セントラルミート・パック株式会社

［応募］電話連絡の上、履歴書（写貼）ご持参下さい。（受付／月～金 10：00～15：00）

［休日］曜日応相談
［待遇］交通費支給、社会保険完備、有給休暇有、車通勤OK共通

［時給］1,100円～
［時間］8：00～15：00

［時給］850円～
［時間］9：00～15：00

☆勤務開始日応相談
☆見学OK

☆女性活躍中 ☆時間・曜日応相談
子育て世代の方も働きやすい時間帯ですよ♪

②盛付け・
　商品仕分け職種

未経験
大歓迎

試用
期間有

急時 900円～
パ四日市市内／日常清掃

日常清掃スタッフ大募集!

■総合ビル管理

株式会社  ジェクティ
〒510-0085  四日市市諏訪町4-5
四日市諏訪町ビル8F（近鉄四日市駅徒歩7分）

☎059-351-0573 080-2633-4736
（土・日曜はこちらにお電話下さい）

採用
担当者〈 〉

［時給］900円～  ［休日］土・日・祝
［時間］8：00～12：00 ※休憩あり
［待遇］制服貸与、車通勤可、交通費規定支給
［応募］まずは、お気軽にお電話下さい。

〈勤務地〉四日市市北部学校施設
〈職　種〉学校内のトイレ清掃、
　　　　ゴミ回収、教室の清掃

★週3日～応相談

◎未経験の方

　も大歓迎
◎年齢不問

■有料老人ホーム　通所介護事業所

急時 980円～1,050円
パ四日市市生桑町／介護職員

http://www7.cty-net.ne.jp/̃mebaesou/index.html

週3日～でOKなので
働きやすいですよ♪

☎059-334-8801（担当／後藤）

有料老人ホーム
通所介護事業所

四日市市生桑町328-1 mebaesou@m7.cty-net.ne.jp

介護職員（パート）職種

［時間］9：00～12：30 又は 9：00～16：30
［応募］まずは、お気軽にお電話下さい。

★年1回昇給あり
※土曜・祝日勤務も出来る方、優遇
980円～1,050円＋処遇改善手当

《
時
　
給
》

男女不問

■三重交通グループ

急月 24万円程度（諸手当・残業等含む）
契四日市市内／企業役員車の運転業務

☎059-229-5558
〒514-8635 津市中央1-1 三重会館6階

三重交通株式会社 自家用営業部

［資格］普通免許以上 ［休日］土日祝

［給与］月額24万円程度（諸手当・残業等含む）
［時間］8：30～17：30（残業・休日出勤あり）
［応募］月～金 9：00～17：00電話受付致します。
　　　面接当日は履歴書を持参ください。

三重交通グループで安定した
お仕事を始めませんか!

三重交通グループで安定した
お仕事を始めませんか!

企業役員車運転スタッフ募集企業役員車運転スタッフ募集

〈面接場所〉

企業役員車の運転業務
四日市市北部 

職　種

勤務地

三重交通研修所
四日市市生桑町
962-1（ ）

■衣料の検査・梱包など

急時 850円～
パ四日市市中川原／衣料の検査・包装

四日市市中川原4-1-15
（東洋紡三重工場内）あいワークス

［時間］9：00～18：00の間で
　　　3時間から応相談
［休日］土曜・日曜・祝日（会社カレンダーによる）
［待遇］制服貸与、車通勤可

080-3675-6024（担当者直通）
［応募］電話連絡の上履歴書（写真貼付）ご持参ください。

850円～
衣料の検査・包装

1日3h～OKなので
働きやすいですよ♪

ご家庭の
都合も
応相談!

時給

職種

■作業服洗濯専門

急時 860円～（研修2ヶ月間850円）
パ四日市市曙／作業服の簡単なクリーニング仕上げ

☎059-353-7873
四日市市曙1丁目1-10（四日市自動車学校東へ300m）
［応募］上記までお気軽にお電話下さい。※詳細は面談の上

有限会社

［時間］9：00～12：00・13：00～17：00・9：00～15：00
［休日］日曜日  ［待遇］通勤費補助、車通勤可

作業服の簡単な
クリーニング仕上げ（パート）

職種

時給 860円～（研修2ヶ月間850円）

未経験の方でも
出来る簡単作業です!
週3日～勤務で大丈夫！！時間応相談♪

時間・休日
応相談!

■小中高生徒対象のとっても静かな個別指導塾

給月収例128,000円
パ正四日市市安島／個別指導塾の先生

経 W

https://thejuku.jp

［資格］四大卒以上、年齢不問
［時間］17：00～21：00
［給与］月収例128,000円（4時間）
［休日］日曜・祝日 他、長期休暇有
［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、各種手当 等

四日市市安島1-4-16 カネニビル4F

（担当迄）
［ザジュク］

［四日市駅前校］

0120-54-9881

鉛筆の音しか聞こえない教室。100%集中している子どもたち。
生徒のがんばりを認め、はげましてくださる先生を求めています。

個別指導塾の先生　　募集準社員

短時間勤務

［応募］詳細はお気軽にお電話ください。
　　　《詳細は面談にて》

HPで授業風景公開中! 採点・指導・サポート
“子どもたちのための仕事に就きたい”その夢叶えます!

急時Ⓐ900円 Ⓑ1,200円
パ四日市市大矢知町 他／清掃・巡回補助員

■スーパーサンシ株式会社（ビルメンテナンス業）

［応募］まずはお電話でお問い合せください。顔写真付履歴書を準備下さい。

スリーAメンテナンスカンパニー
四日市市河原田町1301

☎059-347-3446（本部担当／森・伊藤）

クリーンスタッフさん募集！！

当初2ヶ月はアルバイト契約です。通勤費支給（規定）、
社保・雇用保険加入（規定）、有給休暇有、制服貸与、車・バイク通勤可

○A〈職種〉サンシ大矢知店の
　　　　資源ゴミの回収整理担当さん

［勤務地］近くのサンシ店舗への集合です。
［内 容］店舗等の床清掃業務の補助業務
［時 給］1,200円（割増金含む）
［勤務日］週3～4日でも可能です（応相談）
［時 間］20：00or21：00～24：00の間で2～4時間

Wワーク可能です・要自車。

［勤務地］四日市市大矢知町地内
［内 容］サンシの資源ゴミ整理回収作業
［時 給］900円
［勤務日］週5日以内で勤務曜日応談
［時 間］16：00～18：00の夕刻2時間

数名

﹇
待
遇
﹈

1名～2名

○B〈職種〉定期メンテナンスの
　　　　巡回補助員さん

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（ ）

W時①②880円～ ③880円～＋他手当
アパ四日市市堀木／①朝食 ②清掃 ③受付

■ビジネスホテル

50・60代主婦（夫）の方活躍中

接客ないので安心

大学生も学校帰りにピッタリ

☎059-355-3332（採用係）ヒールイン四日市 検索

四日市市堀木町
一丁目4番12号ヒールイン四日市

アルバイト・パートスタッフ募集
10月リニューアルにつき 年2回（状況に応じて）ボーナス有り

昇給有 食事補助 制服貸与

ＯＫ WワークOK 交通費（規定）支給

［時給］①②880円～　③880円～＋他手当
［勤務］週2～ご希望の時間で働けます（シフト制）

①ごはんを炊き、みそ汁を作る
　カンタン朝食スタッフ

職種

［時間］6：00～11：00（扶養内勤務OK）

③夜勤受付スタッフ職種
［時間］18：00～翌9：00の間で希望考慮

②おそうじスタッフ職種
［時間］9：00～14：00頃

［応募］まずはお気軽にお電話ください。

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

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

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!!

■三重交通グループ 

急時 875円
パ四日市市富田／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》

マンション管理員及び
共用部の清掃

［時給］875円  ［休日］日・祝
［勤務］［月～土］9：00～12：00
［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!

勤務地

仕事内容

四日市市富田のマンション

女性スタッフ
活躍中

丁寧に指導
しますので
経験が無くても
大丈夫

静かで
キレイな
職場です

■天然温泉 www.jab53.com

時①850円～ ②870円～＋交通費規定支給
パア四日市市波木町／調理スタッフ

OK

四日市市波木町1077-73（笹川団地すぐ西）

天然温泉 ジャブ

［時間］①10：00～17：00 ②17：00～22：00

☎059-322-5111［応募］詳細等まずは
お問い合わせください。

女性大活躍している職場
調理スタッフ

◎長期及び土日勤務できる方大歓迎!
◎ご家庭での調理ができていればOK♪

①850円～
②870円～

時
給

職
種

従業員の方は勤務以外の日も無料でお風呂に入れます!!

＋
交通費
　規定支給 40～60歳の方活躍中

■清掃業務

時月水金930円 土（隔週※希望者のみ）960円
パ四日市市内／清掃

☎059-334-8000四日市市羽津3533-1

［応募］お気軽にお電話下さい。9/17（火）より受付致します。

株式会社

交通費全額支給、車通勤可、
制服貸与、ミニボーナス有り

時
給

四日市市
霞2丁目

共用部・事務所の
カンタンな清掃

年齢不問女性活躍中 OK

ミニ
ボーナス
有り

月水金930円 土（隔週2回）960円
※土曜勤務は希望者のみ可能

8：30～12：00（3.5h）待遇
時
間

﹇
内
容
﹈

﹇
勤
務
地
﹈

今までお仕事した事ない方も
カンタンにできるお仕事☆

■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 1,400円　月収例22万円以上可能
契勤務地複数／カンタンな日勤の軽作業

■製造請負・製造派遣 http://tech-hp.com/

正社員登用有りOK♪

☎059-330-1362連絡先
［応募］お気軽にお電話下さい。（平日 8：30～18：00）

テクノヒューマンパワー株式会社
四日市事業所 四日市市山之一色町800

［勤務］4勤2休日勤（8：30～17：15 ※実働7.75H）
［休日］年間休日121日
［待遇］社会保険完備、有給休暇有、交通費（規定）支給、
　　　車・バイク通勤OK、制服貸与

製品が入った箱を載せ替えたり、台車で運搬したりする
作業や、クリーンルームの中で
メーターを見てタブレットに入力する作業

［A］四日市市山之一色町 ［B］三重郡朝日町
業
務
内
容

勤務地

時
給

月
収
例

日勤の軽作業［契］大手メーカー

1,400円 22万円以上可能

■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♪

時 850円～
パ四日市市釆女町／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/

四日市市日永1丁目2-20
三重支社

0120-46-1320 ☎059-346-1320

［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。

四日市市釆女町の小学校

調理員さん募集♪

勤務地

時給

仕事内容

★試用期間あり ★経験により条件考慮

給食室内で
切菜・調理・配食・洗浄

850円～
［時間］8：30～15：00
［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

経 急給下記参照
ア正勤務地複数／交通誘導警備

■交通警備業 三重県公安委員会認定 第55000165号

《月給》

［応募］お気軽にご連絡下さい。ハローワークからも応募できますよ。

245,000円～
《日給》日勤

　9,000円～
夜勤12,750円～

《日給》10,000円～

三重トラフィックガード有限
会社

①

③

正社員

②アルバイト

高速規制隊

週払い
応相談

※実働
　8h以内

※研修期間3ヶ月

四日市インター、四日市東インター、
鈴鹿インター周辺

交通誘導警備

《勤務エリア》

《職　種》

通勤手段の無い方も相乗りで現場まで行く手段もあります ◎直行もOK

［時間］8：00～17：00〈夜勤の勤務もあります〉
　　　★勤務日相談に応じます
［休日］土日祝、GW、年末年始
［待遇］制服貸与、交通費規定支給、研修期間有、○正 のみ社保完

四日市方面

☎0595-98-4412（担当/伊藤）
四日市市平津新町480-31

〈本社〉亀山市南崎町741-3 山川ビル2C

☎059-336-5513（担当/根岸）

亀山方面

18歳以上
（警備業法による） 資格

新しくお仕事
始めませんか!?

5万円！
正社員のみ
（当社規定有）

入社祝金

皆勤手当

月1万円

時①950円 ②1,200円
パア三重郡菰野町宿野／①軽作業 ②商品加工

■スーパーマーケット

※研修期間2ヶ月有り ※年齢による時給変更あり

☎059-394-4134三重郡菰野町
大字宿野字神明田363

［応募］スーパーサンシこもの繁盛店までお気軽にお電話下さい。

スーパーサンシこもの繁盛店内 畜産センター

日曜休み
もOK!!

接客なし!!未経験の方も
大歓迎!

土日のみ
でもOK

7：00～15：00
の間で応相談

時  

給
950円
（研修中は900円）

［職種］①軽作業
（カンタンなパック詰め作業）
※どなたにでもできる
　簡単な作業です

5：00～13：00の間で
3時間から応相談

時  

給
1,200円
（研修中は1,000円）

［職種］②商品加工

（ ）豚肉をスライスしたり、
手切りする作業 

働きやすいですよ♪
1日3時間～・週3日～OKなので

時 900円
アパ四日市市諏訪栄町／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

［時間］8：00～16：00間で働きたい時間を
　　　お聞かせください！
　　　＊週1日～、1日1h～勤務可♪

清掃スタッフ

勤務地

フルタイム・午前のみ・午後のみ
柔軟に対応します！

シフトの融通が利きやすいと
主婦さんに人気の職場です♪

［待遇］社会保険完備、交通費支給、制服貸与

900円時　給

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♪

朝日生命四日市ビル
（四日市市諏訪栄町）
☆近鉄四日市駅よりすぐ

50代～60代
大活躍中

♪

急時 900円
パ四日市市内／清掃作業

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

職種

勤務地

清掃作業 時給 900円

未経験の方も
丁寧に指導
しますので
安心して

ご応募下さい。
☎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

［時間］7：30～10：30
［勤務］週3日～　［休日］土・日・祝
［待遇］雇用保険加入、制服貸与、有給休暇有、車通勤不可

四日市駅前のオフィスビル

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

給下記参照
パ正四日市市生桑町／職種複数

■医療法人 尚豊会 http://mitakihp.jp/

〈職種〉Ⓓ給食調理員[パート]

☎059-330-6000（担当／山下・伊藤）四日市市生桑町菰池458-1

［応募］お気軽にお電話、又は　 ください。 mitaki6f@m7.cty-net.ne.jp

［資格］介護支援専門員 ※主任介護支援専門員優遇  ［月給］205,000円～210,000円
［時間］8：30～17：30 ［休日］日祝日の他、勤務表によるローテーション（週40時間勤務） ［賞与］年3回4.7ヶ月（前年度実績）

［時給］900円 
［時間］4：30～13：30
　　　※週4日程度の勤務
　　　※業務都合により30分程度の勤務延長有り
［休日］勤務表によるローテーション

［共通待遇］健康保険・厚生年金（週30時間以上勤務）、雇用保険（週20時間以上勤務）、労災保険、交通費（規程による）、車通勤OK、制服貸与

みたき在宅ケアセンタースタッフ募集　 ［正職員］
［パート］

みたき総合病院スタッフ募集
健康診断に携わる業務で生理検査を担っていただきます。院内及び巡回健診における臨床検査技師業務。
腹部エコー、乳腺エコー、頸動脈エコーできる方歓迎。巡回健診に従事する場合、早朝早出勤務があります。

［月給］205,000円～  ［待遇］賞与年3回4.7ヶ月（前年度実績） 
［時間］週40時間  〈月曜日～金曜日〉7：50～16：50 〈土曜日〉7：50～11：50　　
［休日］土曜日午後、日曜日、祝日、年末年始、夏期休暇

〈職種〉①臨床検査技師［正職員］

院内及び巡回健診における看護師補助業務。身体測定、診察介助が主な業務。
巡回健診に従事する場合、早朝早出勤務があります。（別途手当有）

［時給］1,300円～

［時給］860円 ［時間］〈月曜日～土曜日〉7：50～11：50※勤務時間相談可

〈職種〉②臨床検査技師［パート］

〈職種〉③看護助手［パート］

［時給］1,300円～1,400円 ［時間］〈月曜日～土曜日〉7：50～11：50

〈職種〉④看護師・准看護師［パート］

みたき健診クリニックスタッフ募集［正職員］
［パート］

［正職員］
［パート］

ブランクの
ある方も丁寧に
指導します

週3日以上の
勤務で応募可です

内視鏡経験者
歓迎

週2日以上の
勤務で応募可

です

ブランクの
ある方も丁寧に

指導します

〈職種〉ⓐ介護支援専門員［正職員］

経験不問

扶養手当（規程による）、健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、交通費（規程による）、車通勤OK、制服貸与、賃貸住宅居住者家賃補助制度 上限月額25,000円（規程による）ⒶⒸⓐⓑ①共通待遇

院内及び巡回健診における看護師業務。採血、身体測定、予防接種、診察介助が主な業務。
巡回健診に従事する場合、早朝早出勤務があります。

［資格］介護福祉士 ［月給］180,000円～183,000円（別途 介護職員処遇改善加算支給有り） ［賞与］年3回4.7ヶ月（前年度実績）
［時間］8：00～17：00  ［休日］日曜日の他勤務表によるローテーション（原則週休2日） ※祝日は出勤となります。（振替休日有り）

〈職種〉ⓑ介護福祉士［正職員］  通所リハビリテーション（デイケア）での勤務となります。

資格・経験不問

［時間］〈月曜日 ～金曜日〉7：50～15：50  〈土曜日〉7：50～11：50 
※勤務日数はご希望により応相談可

［資　格］正看護師

［給　与］1回25,000円
［勤務日］勤務表による勤務日数 及び 曜日は応談
［時　間］17：30～翌8：30

［資格］作業療法士または言語聴覚士

［月給］200,000円～230000円
［賞与］年3回4.7ヶ月（前年度実績）　［時間］8：30～17：30
［休日］勤務表によるローテーション制（週40時間勤務）

〈職種〉Ⓑ看護師[パート]（夜勤専従）〈職種〉Ⓐ作業療法士・言語聴覚士[正職員]

2020年新卒の方も
応募可能です

〈職種〉Ⓒ設備保守員［正職員］
［経験］設備管理、施工管理、営繕業務などの経験のある方

［資格］電気2種工事士  ［月給］185,000円～205,000円
［賞与］年3回4.7ヶ月（前年度実績）
［時間］7：00～16：00、8：30～17：30 交代で時間外、休日等にオンコール待機があります。
［休日］日祝日の他勤務表によるローテーション（原則週休2日）
　　　※休日に出勤となる場合があります。（振替休日有り）

■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

時下記参照
ア四日市市諏訪栄町／職種複数

■百貨店 http://www.d-kintetsu.co.jp/

北海道大物産展
（5F催会場）

未経験の方も大歓迎

［時給］900円 
［時間］9：45～20：15

［待遇］通勤費支給（1日800円まで実費支給）
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。受付時間（10：00～18：00）

10/16（水）～29（火）職種

〒510-8585 四日市市諏訪栄町7-34
（近鉄四日市駅直結）

☎059-354-7226（採用担当）

株式会社 近鉄百貨店 四日市店

①接客・販売

［時給］950円  ［時間］9：00～18：00
10/15（火）～29（火）職種 ②荷物運搬

［時給］1,000円  ［時間］18：00～21：00
10/15（火）～29（火）職種 ③荷物運搬・清掃

学生さん・主婦（夫）
フリーターの方活躍中！

短期アルバイト大募集

※18：45以降は時給1,125円
　（但し9：45～の勤務の場合）

■デイサービス・訪問介護・居宅介護支援・サービス付高齢者住宅

W時 950円～
パ四日市市日永／介護、他

☎059-324-4331
（担当／開設準備室 長井・日比）

ケアヒルズ 四日市

10月
OPEN!!
（予定）

〒510-0891
四日市市日永西5丁目6-1
面接地

新たな施設で
新たな気持ちで
働きませんか！！

950円～〈時給〉

パート

〈職種〉介護職員
◎月1回～OK!
◎ダブルワークOK!

〈職種〉夜勤専従

［応募］お気軽にお問い合わせください。


