




★アドサンアイ  トラブルホットライン ☎059-351-0333（祝日除く月～金 9時30分～17時30分） 　★三重労働局総合労働相談コーナー☎059-226-2110（月～金9時～17時、受付は1時間前に終了） E

四日市・菰野・朝日・川越エリア
中日・朝日・毎日新聞に折込

四日市市・三重郡（菰野町・朝日町・川越町）に3紙折込エリア
［本社］三重県四日市市浜田町5-12
第2加藤ビル3F 

059-351-0333株式会社 アド三愛
PCから履歴書ダウンロード!

アドサンアイ

紙面に
載っていない
求人情報も
チェック! はじめました

お仕事を探せるように
なりました！

NEW

●折込部数 80,000部平成30年9月16日●日 発行 Vol.2

四日市市霞正

■職種／リフト乗務による
　　　　倉庫内作業及び付帯作業
■時間／8：30～17：00

■月給／180,000円～230,000円
　　　　※試用期間3ヶ月あり。面談時説明します
■休日／日曜、月2～3回土曜、夏期、年末年始
■待遇／各種保険完備、賞与年2回、昇給年1回、有給休暇、
　　　　通勤費規定支給、車通勤可、退職金制度あり

四日市市霞2丁目1-2（極東冷蔵株式会社内）
カスミサービス株式会社

リフト免許ない方でもOK！
資格取得支援制度あり

■極東冷蔵専属倉庫作業

【応募】上記までお気軽にお電話下さい。

〈正社員リフト乗務員募集！〉

　090-9222-2262（担当／小谷）応募専用
番号です

四日市市天ヵ須賀

■老人保健施設

正

☎059-364-4103（担当／伊藤）
特別養護老人ホーム「天ヵ須賀」

【応募】その他詳細は、面談にて決定。お気軽にお電話下さい。
四日市市天ヵ須賀1丁目1-17

「介護職員」

募集!
■時間／シフト制、8時間勤務（夜勤有）

■給与／月額259,315円（基本給＋手当）
　　　　（夜勤5回、処遇改善手当含む）
■休日／週休2日制
■待遇／社会保険完備、厚生年金、通勤費、
　　　　賞与年2回、保育所完備、昇給有、退職金制度有

夜勤の
出来る方!

四日市市霞パ

■食肉加工等

☎059-364-7428（担当／長谷川）
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／週休2日制 ※勤務時間・曜日については相談OK!!
■待遇／交通費支給、社会保険完備、有給休暇有、車通勤OK

共通

経験問いません!!
研修やフォローもバッチリ!!
現場見学もOKです

入社時期
お問い合わせ
下さい

■時給／1,000円～
■時間／8：00～15：00

2 調 理 加 工

しっかり稼ぎたい方に
オススメ!!

■時給／820円～
■時間／9：00～15：00

1 盛付け・商品仕分け

家事との両立も
しやすい時間帯です!!

四日市市釆女町パ

☎059-348-0388
オリエンタルグリーンクラブ四日市
■ゴルフ練習場

未経験の方も大歓迎!!
シニアの方も活躍中！
☆一緒に働きませんか！？☆

■時給／820円～840円 ■待遇／社員割引あり
■時間／7：00～16：00（週2日位）
　　　　（4月～9月 土・日・祝は6：00～15：00）　
【応募】電話連絡の上、履歴書（写真貼付）ご持参ください。

四日市市釆女町焼山4232
（マックスバリュ釆女店近く）

職 
種
ゴルフ練習場の打席の清掃、
簡単な機械メンテナンスなど

www.oriental-group.jp/yokkaiti.html

三重郡菰野町

http://www.homerun.co.jp/

パ・ア

時
給

ホームラン 菰野店
☎059-399-2001三重郡菰野町大字

永井字南前野3095-1【応募】まずはお気軽にお電話下さい。

1,300円

パーキングスタッフ募集！！

■時間／8：00～17：00の間で応相談
■待遇／各種保険完備（規定有）、有給休暇有、制服貸与、
　　　　車通勤OK ※定年65歳

■パチンコ&スロット

☆週4～5日程度
☆土・日勤務
　できる方歓迎!

未経験の

方も安心
!

カンタンな

お仕事です
!

職
種
パチンコ店の駐車場巡回
駐車場の巡回・清掃などのお仕事です

四日市市川島町

■コンビニエンスストア

パ・ア

日数・曜日は
応相談

未経験の方や学生さん・
フリーターの方も大歓迎!

四日市川島店
四日市市川島町字目代4124-2

☎059-320-2364
【応募】お気軽にお電話下さい。

時間を有効活用しませんか!

〈仕事内容〉レジ、接客 等

別途
能力給
支給

時給①1,000円 ②900円 ③1,100円
■時間／①　6：00～　9：00
　　　　②17：00～22：00
　　　　③22：00～翌2：00
　　　　 ②に関しては勤務スタート
　　　　 時間はご相談に応じます
■休日／シフト制（応相談） ■待遇／昇給有、制服貸与、車通勤可

四日市市日永

■味の素グループ

パ

味の素
グループ

入社日
応相談

充実の
福利厚生

〒510-0885 四日市市大字日永1730 味の素(株)東海事業所内

エース構内サービス株式会社 東海事業所

☎059-346-0141（担当／渡邉・東）【応募】まずはお気軽に
　　　お電話下さい。

残業もなく、土・日・祝休みなので、
スケジュールが立てやすいです！！

味の素(株)東海事業所内勤務地

包装作業（1kg小物包装）職　種

時
給900円
■時間／8：30～16：30 ※残業なし  ■休日／土・日・祝
■待遇／賞与年2回（昨年度実績：夏・冬それぞれ給与の約1ヶ月分）、
　交通費支給、制服貸与、年次有給休暇有、
　社会保険制度完備（味の素健康保険組合）、社員食堂利用可、駐車場完備

女性
活躍中

長期パート募集
四日市市波木町

■天然温泉 www.jab53.com

ア・パ

四日市市波木町1077-73（笹川団地すぐ西）

天然温泉 ジャブ

すぐに覚える事ができるお仕事なので安心
60歳の方活躍中

■時給／845円～ ■時間／17：00～22：00
職種 調理スタッフ

★年齢不問 ★　OK ★交通費規定支給
★長期及び土日勤務できる方大歓迎!

女性
活躍中

従業員の方は無料でお風呂に入れます!!
（勤務以外の日もOK♪）

従業員の方は無料でお風呂に入れます!!
（勤務以外の日もOK♪）

☎059-322-5111【応募】詳細等まずは
お問い合わせください。

四日市市赤堀新町

■ビジネスホテル

パ

ビジネスホテルの
お仕事です!

☎059-354-2200（担当／松永）
四日市市赤堀新町1番20号

ホテルキャッスルイン四日市

【応募】まずはお気軽にお電話下さい!

②客室清掃スタッフ（パート）〈職種〉

■共通待遇／交通費規定支給、車通勤OK、制服貸与

■時間／9：00～15：00前後（休憩30分有）
■時給／945円（試用期間有）

◎幅広い年齢の方が活躍中!
①フロントスタッフ（パート）〈職種〉

■時間／10：00～17：00（45分休憩）
　　　　★勤務日数応相談！

■時給／880円 ※試用期間有　
■待遇／交通費規定支給、車通勤OK、制服貸与、
　　　　社会保険完備

◎扶養範囲内で
　働けるお仕事です
◎土・日曜勤務出来る方歓迎！

★勤務日数応相談！

四日市市楠町大字小倉正

当社は

大手石油会
社の

輸送部門を

担当してい
ます

異業種から
の

転職者も大
歓迎

■一般貨物自動車運送事業（昭永工業グループ）

〒510-0851
四日市市
塩浜町1番地

株式会社 ホウエイ

■資格／大型免許、危険物免許 ※けん引免許所持者優遇
　　　　〈免許のない方の応募も可〉
■時間／当社運行規定による
■休日／日曜・祝日 他、会社指定日
■待遇／各種社会保険有、賞与年2回、通勤費支給、作業服貸与、他
※その他詳細は面談時に説明致します。

タンクローリードライバー募集

【応募】電話連絡の上、履歴書（写貼）持参でご来社下さい。

☎059-345-1481 TELは昭永工業に
つながります（ ）

《勤務地》四日市市楠町大字小倉1616-1
《月　収》35万円～（経験・能力により優遇）

複数

■訪問介護事業（重度訪問介護・居宅介護）  http://eustylelab.co.jp/

正・パ

土屋訪問介護事業所
東海エリア（愛知、三重、岐阜、静岡県）

①エリアマネージャー［正］
②新事業所の所長［正］
③訪問介護スタッフ［正・パ］

■資格／学歴・経験・資格は一切問いません
　　　　チャレンジ意欲や気配り、心配りの出来る方

■給与／［正］月給180,000円～300,000円＋手当
　　　　［パ］時給1,050円～1,750円
■時間／［日勤］　9：00～18：00
　　　　［夜勤］22：00～翌7：00
※担当する職種・現場により異なります
【応募】まずは下記までお気軽にお電話下さい。

〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2丁目17-30
サンコート丸の内5階

ユースタイルラボラトリー株式
会社

自分を満たす本気の介護に
チャレンジしませんか!

医療介護スタッフ募集

勤
務
地

職
種

☎03-5937-6825採用専用
ダイヤル

四日市市山之一色町契

■工業薬品の管理・運搬

☎059-330-1049（担当／近藤）
四日市市山之一色町800番地

東証一部上場
ジャパンマテリアル（株）グループ 株式会社クスノキケミコ

【応募】お気軽にお電話下さい。

〈 〉

安全衛生に関する業務全般
  計画の立案・推進・
  教育の実施・指導、労基対応など

経験を生かした
お仕事しませんか？

■資格／高卒以上、普通自動車免許（AT限定可）、
　　　　パソコン入力（エクセル・ワード使用）
■休日／土曜・日曜、GW・お盆・年末年始、他（年間休日120日）
■待遇／昇給年１回、交通費規定支給、各種保険完備、車通勤可

職
種
安全衛生
管理業務

仕
事
内
容（ ）
237,150円
（月平均20.4日勤務、時給1,500円）

月
収

■Ｔシャツ・トレーナーから始まるカットソーの洋裁教室

四日市市内パ

千葉県船橋市本町6-9-7（本部）

☎047-425-0154
担当／採用係

◇新人研修制度有！40～50代スタッフ活躍中！◇

勤務は
週3日程度
勤務は
週3日程度

ソーイングクラブのスタッフ募集！
■職　種／店舗スタッフ
■勤務地／ララスクエア四日市店840円

■資 格／未経験の方でも歓迎 65歳定年   ■時 間／10：00～17：00迄
【応募】本部へ電話連絡の上、履歴書（写貼）持参で当日面接会場へお集まり
　　　下さい。どのような洋裁教室なのかをご説明致します。

面接
場所面接日

時給

ララスクエア四日市店（4F）
ニットソーイングクラブ9/22（土）･9/26（水）11:00～

四日市市内

■警備業（機械警備、輸送警備、常駐警備）

契

資格

（担当／佐藤）【受付】9：00～18：00まで本社（四日市市鵜の森2丁目6-3） 

0120-510-110
080-4489-7464

業務拡大に伴い

■勤務地／四日市港（霞地区）の大手企業の工場
■時　間／8：30～17：30・17：30～翌8：30・21：00～翌6：00
　　　　　※交代制 ※月24日程度の勤務
■待　遇／社会保険完備、有給休暇、交通費支給、かっこいい制服無料貸与!!
【応募】まずはお気軽にお電話下さい。本日（9/16）より受付開始します。
　　　※鈴鹿・津でも面談実施します

施設警備員
（契約社員）

警備スタッフ
募集！

ピッカピカの新社屋における
来客者への受付と巡回のお仕事

18歳以上
（警備業法による）

仕事
内容

月
収
例
171,270円～215,820円＋交通費
◎賞与年2回（実績による）

﹇
職
種
﹈

複数正

■資格／年齢不問（60歳定年）※他条件HP参照  ■時間／6：00～23：00の間で交替制  ※時間外勤務有（所定実働時間：1日7.5h） ※コースにより異なる
■休日／年間107日（5勤2休）※休日出勤有 ■待遇／昇給有、賞与年2回支給、各種社会保険完備、通勤手当有、単身寮、年次有給休暇有、慶弔休暇など有

当社の採用専用HP

※詳細は採用ＨＰをご覧下さい
■会社概要〈設立／昭和6年（1931）2月26日　資本金／40億1,700万円　事業内容／道路旅客運送業〉

☎059-229-55350120-351-179
【応募】履歴書をご送付下さい。追って面接日程等連絡致します。

9：00～17：00

17万5,980円以上
※各種手当
　含む

基本給

25～28万円月収例

運転士のお仕事や魅力はこちらでチェック!
こちらから応募も出来ます!!
http://job-gear.jp/sanco/

三重県内の営業所
◎適性等により名古屋勤務の場合もあります

勤
務
地

路線バス運転士職
種

お仕事説明会各地で随時開催中!!［予約不要］

総額50万円大型二種免許
お持ちの方

総額25万円お持ちで
ない方

★入社支援金10万円支給（当社規定による）

配 属 祝 金 支 給 実
施
内
容

■ 会社概要・運転士の業務内容・募集内容の説明
■ バス運転体験（1人あたり15分程度）
■ 車両見学（操作機器の説明、操作体験、車いす乗車の実演）
■ 意見交換会

【日　　時】9月24日（月） 
　　　　　午前の部／10：00～12：00
　　　　　午後の部／13：00～15：00
　　　　　※開始10分前にはお越しください
【場　　所】四日市自動車学校（四日市市新正3-7-6）
【参加資格】男女不問、普通自動車免許をお持ちで、
　　　　　バス運転士に興味をお持ちの方や転職をお考えの方
【予約方法】下記電話番号に「運転体験会参加希望」とご連絡ください。
　　　　　※定員に達した時点で締め切りになりますのでご了承ください。
　　　　　※集合場所等詳しいスケジュールはお申し込みの際お伝え致します。

〈参加費〉

無料

9月24日（月）バス運転体験会開催!!
定員 午前5名・午後5名程度 ※予約制

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

営業所配属時10万円、
3年経過後20万円、5年経過後20万円（ ）

営業所配属時5万円、
3年経過後10万円、5年経過後10万円（ ）

事業拡大につき




