
☎0598-20-8881
三重県松阪市高町450-1 丸亀ビル4-A

A交￥ 週￥ 週1 扶《アイコンの説明》
経 W急未経験者歓迎 寮完備 長期 短期学生さんOK経験者優遇 急募 WワークOKシニア世代も歓迎 車通勤OK

日￥日払い可 交通費支給 週払い可 社会保険有 土日祝休 週1日～ 制服貸与 扶養控除内考慮 まかない・食事補助 深夜勤務 松阪支社土日
祝休社

高校生OK高校

2021.1/17●日 
伊勢・志摩・鳥羽・度会エリア 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♪

フリーペーパー・ホームページにも同時掲載中

■自動車買取販売

時当社規定による
パ伊勢市小俣町／一般事務

経 急

［仕事内容］一般事務 ［時給］当社規定による
［時　間］9：00～17：00の間で応相談
［応　募］まずはお気軽にお電話下さい。
　　　　履歴書は不要です。
　　　　時給等、詳細は面談時に。

☎0596-20-2020伊勢市小俣町湯田690

事務員さ
ん

募集!!急募

有限会社

ミナミ自動車販売

時 1,000円～1,050円
アパ伊勢市磯町／清掃

■三重公安委員会認定第95号 （派）24-300400

☎0596-27-8833伊勢市宮後1-2-21

［採用担当まで］

駅前営業所

［時給］1,000円～1,050円
［時間］13：00～17：00（30分程度の時間変更有）
［勤務］シフト制
［待遇］制服貸与、マイカー通勤可
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。
　　　その他、詳細についてのご質問等
　　　お問い合せ下さい♪

女性活躍中！

伊勢市磯町の老人ホーム

施設内の清掃

月15日

勤務地

内　容

高時給!
清掃スタッフ募集

時（契）1,000円～ （パ）880円
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

経

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）

0120-711-027伊勢市御薗町王中島796

［時間］8：20～16：55

1,000円～+交通費（規定有）

★勤務開始日ご相談に乗ります! ★快適な職場で働ける♪

美和ロック工場内

時　給

内　容

勤務地 当社は美和ロックの
請負会社です（玉城町）

かんたん組立・梱包作業（契約社員・パート）

土日お休みの
お仕事で
充実ライフ♪

「定時派」・「残業有派」選べます!

［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

パ
ー
ト

契
約
社
員

3万円支給
（規定有）

入社祝金
期間
限定

18万円～20万円以上可

時　給

月収例

［時間］8：20～16：55の間で
　　　4～5時間50分の勤務
　　　（1）9：20～15：55 （2）8：20～12：10
　　　（3）12：55～16：55
※スタート時期など上記時間帯以外でも相談OK

880円

■業務請負業

時 1,000円～1,100円
アパ伊勢市御薗町／清掃業務

［給与］時給1,000円～1,100円
［時間］①6：00～11：40(休憩あり)②6：00～14：00(休憩45分)※シフト制
［休日］シフト制(週３日程度)、夏期休暇、年末年始
［待遇］各種社会保険完備、交通費支給
［応募］現地面接致します。お気軽にお電話ください。

0120-039686
伊賀市上野桑町2082-3

グローバル株式会社

［勤務地］伊勢市御薗町高向10381
　　　　【横浜ゴム(株)三重工場内】
［職　種］早朝の清掃業務
工場内の浴場及びロッカールームの清掃、
その他施設管理等 親切に指導するので

初めての方にも安心です。

Wワーク
OK！！

週3～4日より
勤務可能！

男性
活躍中

早朝スタートなので仕事終わりが早く
午後の時間を有効にできます !

■訪問介護事業所

時身体介護1,500円～  生活援助1,200円～
伊勢市小俣町／訪問介護登録ヘルパー

急

アパ 正

もう一度私達と
輝きませんか?

40代～60代
も歓迎!

［資格］ホームヘルパー2級以上
［時間］8：00～18：00の間で応相談
［待遇］交通費（規定内）支給 ［応募］お気軽にお電話下さい。

〈正社員も募集しています〉

身体介護1,500円～
生活援助1,200円～

土日入れる方歓迎 1日
働ける方
優遇

時
給

プライベートの時間を大切にして
頂きたいので直行直帰OK!!

☎0596-72-8301（担当／岩本まで）

伊勢市小俣町明野409の2 サンライフ明野203号室

合同会社えがおげんき
訪問介護事業所 小春びより

＋
処遇改善
加算

経 急給詳細は面接時にご説明します。
正パ伊勢市岩渕／伊勢市役所 窓口・受付等事務業務

■医療関連事業、介護・ヘルスケア事業

［応募］まずはお気軽にご連絡を!!

株式会社ニチイ学館 津支店

【受付】平日9：00～17：00（担当：岩出・新堂） 詳細はこちらから
0120-781-072

〒514-0009 津市羽所町700アスト津11F

新規受託に伴う

　スタッフ募集!!
お仕事相談会

［時間］　月 　　8：30～17：15
　　　　　　10：15～19：00
　　　火～金　8：30～17：15

日時：1月20日（水）13：00～17：00 第3会議室
　　 1月22日（金）13：00～17：00 第3会議室
場所：伊勢労働福祉会館（伊勢市勢田町613番13）

月のみ
シフト制）（

左記での
シフト制）（

未経験者可

正社員

パート

経験者優遇

伊勢市役所
（伊勢市岩渕1丁目7番29号）

就業先

月給：146,940円～

［時間］月～金　　8：30～13：00
　　　　　　　12：00～17：15
　　　　　　　　8：30～17：15

時給：930円～

業務
内容 窓口での事務業務

～伊勢市役所内での事務 土日祝休みのお仕事～

若干名

急給 150,000円～
他伊勢市・志摩市・鳥羽市・明和町／ガスメーター検針員

■東邦液化ガスグループの検針、料金収納など

元気に明るく

働ける方
大歓迎!!

子育てが

一段落した
方に

最適です
!!

嘱託社員ガスメーター検針員さ
ん募集!!

勤務営業所 伊勢営業所 業務予定地区 伊勢市・志摩市・鳥羽市・明和町伊勢市上地町字
下起2581-1

［内容］毎月1回、定められたお客さま宅のプロパンガスメーターの
　　　数値を検読し、ガス料金をお知らせします。
［資格］マイカー（軽・小型）使用できる方
［時間］9：00～17：40 ☆業務の進捗により短縮可（標準16：00頃）

［月収］150,000円以上（基本給＋検読件数手当＋車両手当）
［勤務］月19日、土・日・祝日は原則休み　［待遇］賞与年2回、社保完備、制服貸与

☎052-871-5888
〒466-0059
名古屋市昭和区福江3-7-7

（担当
児玉）

東液カスタマーサービス株式会社
［応募］お気軽にお電話ください。電話連絡後、履歴書（写貼）を
　　　至急お送りください。追ってご連絡いたします。

東邦ガスグループ

時 952円
パア度会郡玉城町／（1）送迎ドライバー （2）食事介助スタッフ （3）清掃スタッフ

■県内24施設展開中36年の信頼と実績

急

http://www.kirei.or.jp

送迎ドライバー

［時間］朝　8：15～10：15
　　　夕15：00～17：00
　　　朝・夕できる方
［曜日］月～土　週5日働ける方

0120-72-5030（担当／加藤）

度会郡玉城町宮古728-18

宮の里ミタスメモリアルホーム
社会福祉法人 伊勢亀鈴会

［応募］まずはお気軽にお問い合せ下さい。

自分に合った仕事で働けます♪

随時、見学会開催中!!

時給

［勤務］シフトによる ［待遇］各種社会保険完備、通勤手当有、マイカー通勤可、制服貸与、有給休暇、研修制度、提携リゾート施設有

952円働き方
イロイロ

仕
事
通所サービスをご利用される
利用者の送迎業務

清掃スタッフ

［時間］8：30～17：00
［曜日］月～日
　　　週5日働ける方

仕
事施設内の掃除・洗濯業務

食事介助スタッフ

［時間］朝　7：30～　9：00
　　　夕17：00～18：30
　　　朝・夕どちらかでも可
［曜日］月～日
　　　週3日以上働ける方

仕事 朝夕食の食事介助

経給下記参照
アパ契鳥羽市安楽島町／職種複数

■ホテル

☎0599-25-4101
〒517-0021三重県鳥羽市安楽島町1200-7

日本郵政株式会社 かんぽの宿鳥羽

2021年4月
リニューアルオープン！

（9：00～18：00 日曜日除く）（担当：内山/山下）

https://www.kanponoyado.japanpost.jp

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

2021年 2月以降採用

待  

遇

時給

職種

1,100円～
［時間］5：45～20：30の間の実質勤務7時間、シフト制。 要調理師免許

③配膳（POS操作あり）
時給

職種

900円～
［時間］17：30～21：30（4時間勤務）

②調理補助、パントリー業務
時給

職種

900円～
［時間］（A）10：00～13：00＋15：45～20：30（分割勤務）
　　　（B）14：00～21：45　 A、Bのシフト制、実質勤務7時間。

★分割勤務あり 
　経験者優遇。
　学生不可。

★長期間勤務可能な方、
　経験者優遇。学生不可。

★長期間勤務可能な方、
　経験者優遇。学生可。

⑤フロント・事務（フロント応対・電話予約、PC入力、他部署の応援あり）
時給

職種

980円～ ［時間］（A）7：00～14：45 （B）13：15～22：00
　　　A.Bのシフト制、実質勤務時間 A：7時間 B：8時間

★長期間勤務可能な方、
　経験者優遇。学生不可。

④清掃（客室清掃等）
時給

職種

900円～
［時間］9：00～15：00（6時間勤務）・10：00～14：00（4時間勤務）

★長期間勤務可能な方、
　経験者優遇。学生可。

①調理師（見習い可）

社会保険完備（加入要件有）、
有給休暇有（発給条件有）、
賞与年2回（支給条件有）、
各種手当有
（早朝、夜間、祝日、通勤、時間外等）、
制服貸与、車・バイク通勤可

経給下記参照
度会郡玉城町／副施設長候補・介護職員

■介護施設

パ正

度会郡玉城町宮古2329-4有料老人ホーム 宮古ヒルズ
［応募］平日9：00～18：00の間にお電話下さい
☎0596-58-0700（担当／髙川・森本）

事前に
お電話
下さい

賞与年2回、各種社会保険完備、通勤手当支給(当社規定)、制服貸与共通待遇

職種

月給

副施設長候補

260,000円～
（手当含む）

正職員 正職員 パート

小規模多機能型居宅介護 玉城
株式会社 ゆう

幅広い世代が
働く明るい職場です

職場見学、随時できます
年齢
不問

［資格］要介護福祉士
［時間］早番・遅番・夜勤のシフト制

職種

月給

介護職員

200,000円～
（手当含む）

★年齢・経験不問
［時間］早番・遅番・夜勤のシフト制

職種

時給

介護職員

900円
～1,000円

★年齢・経験不問  
［時間］週3日・4時間以上、応相談

連
絡
先

月 220,000円
伊勢市上地町／当社内作業及び重機オペレーターなど

■製鋼原料・一般鋼材・家電リサイクル指定引取所

経 急
正

［資格］40歳以下省令3号のイ ［時間］8：00～17：00
［休日］日曜日、祝日、その他、年末年始、ＧＷ、お盆 ※土曜日は出勤になりますが手当がつきます。
［待遇］社会保険完備、昇給有、賞与有（年2回）、交通費規定支給
［応募］まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

☎0596-25-1101
（採用担当迄）

伊勢市上地町2685

正社員募集！！

220,000円当社内作業及び
重機オペレーターなど

夏山金属株式会社

内
容

月
給

中型自動車免許、
フォークリフト運転技能者
車両系建設機械運転技能者

保有者
歓迎

■労働者派遣業(派33-300332）・請負業

時 1,000円～+交通費規定支給
派伊勢市／電子製品の修理・検査

0120-984-221 ☎0595-67-3355

大阪市中央区本町1丁目7-7
[応募]WEBまたはTELにて承ります

株式会社グロップエスシー

1,000円～

［時　間］ 8：30～17：25
［休　日］ 土日(会社カレンダー)
［待　遇］ 社保有、制服貸与、車通勤OK
［時　給］ 

電子製品の修理・検査
部品交換の修理や動作チェック等。
1人1台の作業台での軽作業です。

伊勢周辺で出張面接OK

［勤務地］
 伊勢市 

★土日休み ★重量物なし ★履歴書不要
★週払いOK(規定有)★30代までの男女活躍中

■ドリームHDグループ

給下記参照
正勤務地複数／職種複数
急

もしくは　 080-4965-6032（担当直通）

丁寧に指導いたします!
未経験、免許をお持ちでない方も
是非一度お問い合わせください!

受付：本社/松阪市大口町字子ノ新田532-1

☎0598-50-1091（担当／東山・大石）

［応募］まずはお気軽にお電話ください。

ドリームライン株式会社

［資格］中型自動車免許（AT不可） 大型免許・フォークリフト免許取得者優遇 ★資格取得制度有
［休日］会社カレンダーによる ［待遇］昇給年1回（5月）、賞与年2回（8月・2月 ※業績による）、社会保険完備、交通費規定支給

共
通

詳しくは面接時にご説明いたします!

◇集荷・配送ドライバー（2t・4t）
　同時募集！ ※詳細は面談時に。

［仕事内容］自動車部品の配送（積み込みの際にハンディ端末使用）※1運行10件以内
［配送エリア］松阪→あのつ台→伊勢方面各ディーラー→あのつ台→伊勢方面各ディーラー
［月　　給］190,000円～230,000円（諸手当含む）
［時　　間］5：00～14：00（月平均20～40ｈ残業あり）

配送ドライバー【本社（松阪市大口町字子ノ新田532-1）所属】職種（3）

［仕事内容］ホームセンターさんへのカゴ車輸送　※1日5～7件
［配送エリア］南伊勢営業所→松阪→津→伊勢・志摩方面
［月　　給］220,000円～280,000円（諸手当含む）
［時　　間］16：30～翌1：30（月平均20～40h残業あり）

4tゲート車ドライバー
【南伊勢営業所（度会郡南伊勢町内瀬字新木場1965）所属】

職種（1）

［仕事内容］営業・事務及び配車業務  ［資格］運行管理者資格取得者（貨物）
［月　　給］300,000円～350,000円  ［時間］9：00～18：00

管理者候補職種（2） 【 】・本社（松阪市大口町字子ノ新田532-1）所属
・伊勢事業所（伊勢市神久2丁目7-15）所属

業務拡張につき正社員急募!!



B★掲載されている求人情報は発行日現在のものです。応募された時点で募集が終了している場合はご了承下さい。 ★掲載されている求人情報は男女雇用機会均等法に基づき双方を対象としたものです。（特別なものを除く）
★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）

経月［介護職員］21万円～ ［介護支援専門員］19.3万円～ ［看護職員］23.4万円～ 時［看護職員］1,132円～
パ正伊勢市宇治浦田／介護職員・介護支援専門員・看護職員

■高齢者介護 http://www.kashuraku.or.jp

☎0596-20-1100
伊勢市宇治浦田3丁目23-15賀集楽
［応募］お気軽にお問合せ下さい。（担当／村田）

お
問
合
せ

通勤手当【車通勤可、職員駐車場あり（無料）】・年末年始勤務手当・扶養手当、定期昇給（年1回）、
賞与（年2回）あり、社会保険完備、採用後3ヶ月間は試用期間、
定年62歳、65歳まで希望者全員再雇用制度あり・65歳以上も勤務延長可

特別養護老人ホーム
ケアハウス

社会福祉法人 賀集会

その他
手当

第一基本給 160,000円　第二基本給 2,000円
※第一、第二の昇給と合わせて特別業務手当が変動します。
特別業務手当 21,870円
夜勤手当1回 6,500円×5=32,500円

未経験・無資格の
介護職員の場合

合計
216,370円/月

多職種が連携して
ケアを行います!
介護支援専門員職種

介護職員職種

［勤務］早番・遅番・夜勤のシフト制
◎日勤帯、夜勤帯のみも要相談
◎パート朝夕の時間帯要相談 ◎兼業可能

＋実務経験年数を換算して決定
　（夜勤手当（5回分）他＋各種手当支給）

210,000円～月
給

看護職員職種

手当含む ※日勤のみ

月
給234,000円～

1,132円～ 手当含む［勤務］日勤のみ
介護現場好きな方歓迎♪
手当含む

月
給193,000円～

正職員

正職員 正職員 パート

時
給

正職員

パート

時 900円～
伊勢市中島／厨房スタッフ

■病院・企業・学校の給食サービス

急

パ

［応募］平日10：00より受付開始、
　　　お気軽にお電話ください。

松阪市広陽町43-2
（松阪中核工業団地内）

☎0598-60-0111

えにしの郷

厨房スタッフ
［時間］6：00～18：30の間で
　　　4～8時間 ※勤務時間相談可
［休日］シフト制
［待遇］交通費規定支給、社会保険完備、制服貸与、車通勤可

オープニング
スタッフ募集！！

勤務地

みんな同じスタート！だから安心♪

職　種

伊勢市中島
2丁目22-22（ ）

パート

未経験の方も
大歓迎！

900円～
時給

給 160,000円～190,000円
パ正伊勢市西豊浜町／工程管理者および候補者

■電子機器の組立・検査等

急

☎0596-37-5123（採用担当者まで）

明野工場 伊勢市西豊浜町655-12
小橋電機株式会社 

［応募］まずはお気軽にお電話ください。1月18日より受付開始

工程管理者および候補者

［時間］8：30～17：25（休憩60分）
［休日］土日他（会社カレンダーあり）
［待遇］各種保険完備 ※詳細は面接時に説明

160,000円
～190,000円

職種

“仕事をがんばりたい”
前向きな方を募集中

製造現場全体または一部を生産が円滑に
流れるように管理する仕事です。
必要に応じて工程改善や、作業スタッフや
生産設備の管理を行ないます。
他の管理者と協力し合い、日々の生産を
進めていただきます。

仕事
内容

給　与

時下記参照
パ伊勢市内・多気町／ホテル客室整備・清掃

■三重交通グループ 

急

［応募］1/18（月）より電話受付け致します。まずはお気軽にお電話下さい。

平日9時～17時
（採用担当）0120-928-551

三交コミュニティ株式会社
津市丸之内9-18（津丸の内ビル4F）

［時間］（1）（2）9：30～14：30の間で4.5h
　　　（3）9：00～15：00の間で5h程度
［休日］基本週休2日制（曜日・日数も選べます!）
［待遇］交通費規定支給
　　　（お車利用の方は駐車場代補助有）、
　　　有給休暇有、制服貸与

各1名ずつの募集です!
（1）伊勢シティホテル
　　（伊勢市吹上1-11-31）

（2）ホテルエコノ多気
　　（多気郡多気町相可1486-1）

（3）三交イン伊勢市駅前
　　（伊勢市宮後1丁目1-1）

勤務地

時　給

ホテル客室整備・清掃

880円～920円 

仕事内容

未経験者
歓迎

月①19万円～25万円 時②1,150円～
契社伊勢市／半導体装置の組立

■労働者派遣業(派33-300332）・請負業

0120-984-221 ☎0595-67-3355

三重県伊勢市下野町600-10
[応募]WEBまたはTELにて承ります

株式会社グロップエスシー 伊勢事業所

半導体装置の組立半導体装置の組立

選べる働き方選べる働き方

［勤務地］ 伊勢市 ［採用担当］金丸(080-9794-4302)
［時　間］ ①8:00～17:00　②8:00～16:55
［休　日］ 土日祝、他長期休暇あり(会社カレンダー)
［待　遇］ 社保完備、交通費規定支給、制服貸与
　　　　 資格取得支援制度、車通勤OK、駐車場完備

①製造管理 ②現場作業正社員

賞与年2回昇給年1回 自社正社員登用あり
週払いOK(規定)

契約社員
部品の組立・ピッキング等現場作業+スタッフ管理

※経験・年齢考慮

19万円～25万円 ［時 給］ 1,150円［月 給］ 

 リーダーを目指したい、
 即戦力として活躍したい
そんな方大歓迎!!

経験が浅い・未経験の方
は時間をかけて

丁寧に育てていきます。

20～40代の男女スタッフ活躍中

あなたのライフスタイルによって

土日祝休みでON/OFFしっかり

時①1,000円以上 ②1,100円以上 ＋交通費全額支給
伊勢市船江／①ナースアシスタント ②事務 

■人材のソムリエ（派27-010411）

派

【電話受付】9：00～18：00（土日祝除く）
https://www.taskforce.jp

0120-31-2058愛知県名古屋市東区葵
3-15-31 千種ビル3F

株式会社 タスクフォース

採用HPより、
24h応募可能です!
「人材のソムリエ」
で検索!

勤務地

1,000円以上
＋交通費全額支給

伊勢赤十字病院 
※伊勢市駅より徒歩15分

未経験歓迎◎
資格不要！

★長期安定 ★車通勤OK 
★職種選べます! 
★30～50代女性活躍中!

［待遇］社保完備、交通費支給、
　　　制服貸与、食堂有、車通勤可
［応募］お気軽にお電話にて
　　　ご応募下さい。

①
ナースアシスタント
ベッドメイキング、食事の配膳・
下膳、メッセンジャー業務など

［時間］9：00～17：30
［休日］週休2日

★資格不要職種

時 給

1,100円以上
＋交通費全額支給

②
病院での事務
文書作成、検査予約、

電子カルテの代行入力など

［時間］8：30～17：00
［休日］土日祝

★資格不要職種

時 給
PC入力
できる方
歓迎

月 [正]200,000円～ 270,000円　[契]180,000円～ 250,000円
契正松阪市内・度会郡玉城町／ [正社員]エリア社員　[契約社員]セレモニースタッフ

■霊園・墓地及び斎場等の建物並びに各種施設の管理・運営・設備保守等

経

グループ本部／四日市市栄町2-2NSK株式会社
☎059-359-7670応募専用 [応募]まずは左記までお電話下さい。（担当/ツルシマ）

　　　玉城町の斎場または松阪市内にて面接致します。

特別な資格は必要ありません！！ 異業種からの転職者多数活躍中！！

［勤務地］篠田山斎場（松阪市久保町）、ヒプノス嬉野（松阪市嬉野島田町）、度会郡玉城町の斎場等 ※エリア正社員は、エリア内の移動応援あり

「誰かの役に立ちたい」その想いを実現できるお仕事です

〔正〕エリア社員
〔契〕セレモニースタッフ

〔正〕200,000円～270,000円
〔契〕180,000円～250,000円
※試用期間1～3ヶ月 時給〔正〕900円 〔契〕880円

未経験から公営施設の職員として働けます！
職 

種
月 

給

30代・40代の男女が
幅広く活躍中！

［時 間］8：15～17：15（実働7時間40分）※勤務地により前後あり ［休日］シフト制 ［待遇］社保完備、交通費規定内支給、車・バイク通勤OK、制服貸与

《仕事内容》斎場の運営全般に携わっていただきます。

未経験
 ＯＫ！

◎勤務スタート日ご相談下さい

経験等
による

給基本給 200,000円～ 時 1,100円
正パ伊勢市内／浄化槽清掃・可燃ごみ回収
急

■清掃業

☎0596-24-3115
伊勢市中須町
716-1山田清掃有限

会社

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。 HPも是非ご覧下さい↑

正社員・パート募集！

職場見学可！！
浄化槽清掃

〈半日程度、見学していただけます〉

［資格］50歳まで（省令3号のイ）、普通自動車免許（AT不可）
［時間］8：00～17：00

［勤務］月・火・木・金

職　種

基本給

正社員

200,000円～

可燃ごみ回収職　種

時　給

パート

1,100円

［休日］第2・第3土曜、日曜、祝日、年末年始等
［待遇］各種保険完備、交通費規定支給、作業着貸与、賞与有、
　　　試用期間有（3ヶ月）、皆勤・職務手当有、休日出勤あり

時 928円以上＋交通費規定支給 　　　　
アパ伊勢市船江／病院内の日常清掃

■ビル管理､清掃業､警備業など

［応募］まずはお気軽に
　　　お電話下さい♪☎052-231-8821

名古屋市中区錦2-2-13 名古屋センタービル5Ｆ
株式会社アサヒファシリティズ

勤
務
地

伊勢市船江の総合病院

職
種

［時給］

病院内の清掃スタッフ

［時間］①7：30～12：00 ②9：00～15：30 ③13：00～17：00
　　　★①～③の勤務または組み合わせ自由♪
　　　★週2日～OK！土日祝のみ大歓迎！
　　　　※平日のみは不可

［待遇］社会保険完備､年次休暇､制服貸与､法定健康診断
　　　車通勤OK(駐車場完備) ≪現地面接致します≫

感染対策も万全!
30～60代女性活躍中♪

※伊勢市駅より徒歩15分

廊下､階段､病室などの日常清掃

928円以上＋交通費規定支給

未経験歓迎★シニア活躍中★長期安定

週２日～ＯＫ! 土日祝のみＯＫ!

経給下記参照
パ契伊勢市小俣町／デイサービス介護スタッフ

■介護保険事業

株式会社 エムケイ・コーポレーション

伊勢市小俣町
湯田1517-3

☎0596-27-6227
（担当/坂本）（平日8：00～17：00）

ポピー・デイサービススタッフ募集!!

職種

［時間］8：00～17：00　［勤務日］月曜～土曜日
［休日］週休2日（日曜日＋シフトによりもう1日）
［待遇］賞与年2回、各種保険完備、有給休暇、
　　　マスヤグループ共通の福利厚生制度等
［応募］気軽にお問い合わせください。

※ 正社員への登用制度あり （2019年実績：1名）

前職の給料考慮・経験者優遇

デイサービス介護スタッフデイサービス介護スタッフ

アットホームな雰囲気で、
笑顔と笑い声が
溢れる職場で

一緒に働きませんか？

契約社員 158,900円～198,000円
900円～

ホームページは「エムケイコーポレーション」で検索

資格不要
未経験者大歓迎

注目ポイント!

パート

月
給
時
給

■電子部品の組立・検査

時［パ］875円～
他パ明和町佐田／組立・検査

☎0596-55-3101
ユニバー電子 多気郡明和町佐田1159

（イオン明和店近郊）

時給

［応募］まずはお気軽に
　　　お電話下さい。

同時募集 内職さん
空いた時間の
有効活用しませんか？
［時間］9：00～（1h～0K）

クリーンな室内で全て座り作業
組立・検査

作業内容

［パート］875円～〈数名〉 見学OK♪

新しい仲間募集!!

［時間］9：00～17：00の間で5h～応相談 ［待遇］各種保険有

■医療総合アウトソーシング

時 1,000円以上＋交通費規定支給
アパ鳥羽市鳥羽／老人ホームでの清掃

http://www.watakyu.co.jp/

清掃スタッフ募集!!

［時間］9：00～16：30（休憩60分）
　　　◎シフト制・週3日～4日の勤務です
［休日］日曜・祝日（会社カレンダーによる）
［待遇］有給休暇あり、社会保険あり、制服貸与

【勤務地】有料老人ホーム虹の夢とば
【時　給】1,000円以上＋交通費規定支給
　　　　※試用期間3ヶ月あり（試用期間中も同時給）

三重営業所 〒516-0012 伊勢市通町500

☎0596-27-1270（採用担当迄）
［応募］まずはお電話下さい。追って詳細をお伝えします。面接は勤務地にて行います。

主婦（夫）の方にも
安心の勤務時間♪

老人ホームでの清掃 部屋の床掃除、トイレ掃除等
※介護・介助などの業務はありません！職種

勤務開始日

ご相談

ください!

■えびす納豆　製造元

時 903円
パ伊勢市神社港／製造ライン作業

☎0596-36-4641伊勢市
神社港266

ヤマジン食品株式会社

［応募］まずはお気軽にお問い合わせ下さい。受付（平日13：00～17：00）

［時給］903円　［勤務］週4日～5日 ※時期による
［時間］8：30～13：00
［休日］日・他・シフト制※休日は相談可
※本人の希望や適性を考慮して業務を決めます。
※詳しい仕事内容については面接時に説明します。

製造ライン作業職種

20代～40代の方が活躍中

雇用保険有

急な休みにも対応します！！

W給

パ正伊勢市内／職種複数

■介護事業

下記参照

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

〒516-1102 伊勢市佐八町1720-22

☎0596-39-0108（担当／間宮・谷川原）
森伸 検索http://www.morisin.co.jp

人にやさしい街づくり

株式会社 森 伸

◎ハローワークに詳細を掲載中 ◎メールでの応募も可

▲ ▲ ▲

kaigo-j@morisin.co.jp

受講費用全額会社負担

★祝日・土曜日開園 ★自園調理給食
★11時間保育（延長・休日保育料なし）
★4月からの新年度入園希望者受付中

1K

研修制度

もりの実
保育園

保育

社内研修も充実!社内研修も充実!

スーパーや医療機関も近く、各施設への通勤も便利。

2DK ケアパートナー森伸小俣・明野のすぐそば。駅まで徒歩3分

家賃の約半額を
会社が負担いたします。社宅 駐車場1台付

☎0596-22-5155

予約は不要です

1/23（土）

◎サンライフ伊勢（伊勢市八日市場町）

■10：00～ ■11：15～

＊最大10名までの少人数制。

職  

種

①看護師《正・パ》
②介護職員《正・パ》
③送迎職員（朝・夕）《パ》
④調理（あたため・盛り付け）《パ》

［時間］《正》8時間勤務（シフト制） 《パ》応相談
［休日］シフト制（4週8休）
［待遇］昇給年1回、賞与年2回、
　　　社保完備、交通費規定支給

《正》月給275,440円～（夜勤4回程度含む）

　　 　　【夜勤】21：45～翌7：45（休憩2h） 

《パ》時給1,440円～

会社
説明会
開催!

夜勤専従も可。

貴方の経歴に合わせ、賃金試算いたします。

働き方の相談可

問題 答え あなたです!地域を支えるのは誰でしょう?

給与例

訪問・オンコール等別途手当有

正看護師（実務経験5年）

定期巡回・随時対応型訪問介護看護始めました


