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地元のオシゴトやおでかけ情報満載♪

友だち登録してね!毎週更新中
上記ＨＰより履歴書・職務経歴書が

ダウンロードできます。

https://www.ad-sanai.co.jp
アドサンアイ

フリーペーパー・ホームページにも同時掲載中

■新聞店

月 3万円～7万円以上
ア桑名市内／朝刊配達
W

月収例

［時間］2：30～5：30の間で1.5h～3h程度 
［休日］週1日＋休刊日（休日数は応相談）
［応募］まずはお気軽にお電話ください。詳細はご説明致します。

◎20代～70代男女活躍中！朝刊配達

3万円～7万円以上

職　種
①桑名南部専売所（下記住所）
②多度専売所
　（桑名市多度町多度857-1）

勤務地

桑名市大字
大福244-1水谷新聞店 桑名南部専売所

☎0594-22-6020（採用担当迄）
担当直通ダイヤル（水谷）090-6644-5992

少ない部数からスタートOK！

未経験者も
歓迎♪

＊配達軒数による（応相談）

■人材派遣業（派27-300418）

時 1,400円+皆勤手当・無事故手当
派弥富市鍋田町／職種下記参照

［勤務地］弥富市鍋田町（弥富木曽岬ICスグ）
［資　格］フォークリフト免許
［時　間］8：00～17：00 
［休　日］土日祝、GW、お盆、
　　　　年末年始
［待　遇］交通費規定支給、車通勤可
［応　募］まずはお気軽にお電話ください。

フォークリフトでの
住宅部材の仕分け・入出荷

☎052-202-5811

愛知県名古屋市中区丸の内2-16-22
丸の内エイチエフビル10F ［お仕事No.H-23］

ブランク有・未経験も大歓迎!
職種

（採用担当）
（9：00～19：00/日祝休）

+皆勤手当・無事故手当 
★週払いOK（規定）

1,400円時  

給

W経

■放課後等デイサービス https://habataki.linkmate.co.jp

時 920円～1,000円
パ桑名市西別所／指導員

［受付］11：00～18：00☎0594-28-8336

桑名市西別所241
（北勢線西別所駅から徒歩5分）

週2～5日
で応相談

［資格］要普免、福祉経験者優遇
［時間］13：30～18：00
［応募］お気軽にTELください
　　　（担当／梅村・河井）

指導員さ
ん募集!

920円～1,000円（昇給有）時給

■建具・家具の製造・取付

月

正四日市市清水町／職人
月収例154,000円～264,000円

☎059-332-1187
四日市市清水町4-19

（株）中野木工所 四日市 検索

建具（障子・ふすま等）・
家具の製造・
取付のお仕事

正社員

★賞与年2回 ★各種保険完備
★交通費規定支給

［資格］要普免（AT限定要相談）  ［時間］8：00～17：00
［休日］日曜、第2・第4土曜、GW、盆、年末年始

未経験の方も経験のある方も大歓迎!

［応募］お気軽に
　　　お電話下さい。

154,000円～
264,000円

月
収
例

内
容

〝職人〟の技を学びませんか?

女性
OK

■コンビニエンスストア

時 900円～
三重郡川越町・桑名市陽だまりの丘／コンビニスタッフ

三重郡川越町大字当新田 ［採用担当まで］

［応募］
まずはお気軽に
お電話ください。

☎059-361-1177名四亀須店

［勤務地］・名四亀須店・桑名陽だまりの丘店

9時～22時内で
好きな時間でOK時

間 900円～
時 給

桑名市陽だまりの丘2丁目2409番地
桑名陽だまりの丘店

☎0594-33-2323［採用担当まで］

［待遇］社会保険完備、制服貸与、マイカー通勤OK

W
ワーク
OK

その他の時間応相談

週1日、1日1h～OK 
高校生OK/同時給

パア

■自動車学校

時 1,100円～1,200円＋交通費規定支給
パ桑名市安永／送迎運転手

［URL］hokusei-ds.com

☎0594-23-2525

桑名市安永992北勢自動車学校

［資格］中型免許以上 ［休日］日・祝、他応相談 ［待遇］社会保険加入有
［時間］（朝）7：00位～（4～6時間程度）
　　　（夜）～22：00（4～6時間程度）
　　　☆朝のみ、夜のみでも可 ※時間帯は応相談（多少の前後OK）

中高年・定年退職者も大歓迎!

1,100円～1,200円＋交通費規定支給時給

コースや地域により異なる

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。
（担当／水本・中村）※セールス電話はご遠慮下さい。

教習生の送迎バス（11人～29人乗り）
の運転をお願いします。
桑名市・いなべ市・員弁郡東員町が範囲です。

送迎運転手（パート）
職
種

時 1,600円＋交通費支給
いなべ市内／出荷作業

■人材派遣センター（派）24-010003 http://www.watermelon.co.jp/worldkoz/

派

急

クイック トーロク
0800-919-1069

受付時間／9：30～20：00

四日市市日永西4丁目17-17

［応募］お気軽にお電話下さい。（採用担当）

時給

［資格］要リフト免許 
［時間］9：00～18：00
［休日］土・日・祝 
［待遇］制服貸与有、
　　　無料駐車場・休憩室完備

いなべ市内
職種

勤務地

出荷作業

1,600円
＋交通費支給

4月末迄の
短期の
お仕事です!

年齢
不問

高時給
が
魅力

■警備会社

日 8,000円～10,000円
ア正桑名市内／交通誘導警備員

☎0594-33-6555（採用担当）
桑名市枇杷島台15（桑名東I.C北へすぐ）

［応募］電話連絡の上、履歴書ご持参ください。

昭警備保障株式会社

正社員
社会保険加入OK

アルバイト
年齢不問・日払いOK

交通誘導警備員
一般道路での車および歩行者の誘導。
現場により早く終わる場合もありますが、
日給なのでお給料は変わりません!

《職 種》
or

選べる働き方!あなたはどっち?

桑名市内の方

大歓迎!

自転車通勤O
K

［勤務地］桑名市内　［日給］8,000円～10,000円
［資 格］18歳以上（学歴・経験不問）※省令2号
［時 間］8：00～17：00
　　　 ※現場によって
　　　 　早上がり・残業あり
［休 日］日曜 ☆その他応相談
［待 遇］制服貸与、研修期間有、日払い有、直行直帰OK、寮完備

時 1,200円
パ桑名市赤尾台／税理士補助

■税理士事務所

経

［資格］簿記及びパソコンのできる方
［時間］9：00～17：00（休憩60分）
［休日］土・日・祝、他応相談
［待遇］昇給有、賞与年3回、交通費規定支給、
　　　雇用・労災保険有、車通勤OK
　　　※名古屋事務所での研修あります

090-2342-9487（担当／竹尾）
桑名市赤尾台3丁目48

竹尾保彦税理士事務所

桑名事務所一部業務開始しました

年齢不問 週3日程度の勤務

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

税理士補助

1,200円

パートスタッフ募集!

時給

職種 記帳・決算補助・申告書作成補助・
事務所の経理業務補助 等

月 150,000円～
正桑名市末広町／店頭販売スタッフ

■佃煮の製造・販売

本社／桑名市東方320-7 0120-049001（担当／水谷）
オシグレイチバン

本店直売部
（桑名市末広町46-1）

職　種

勤務地

入社時期は相談に応じます

店頭販売スタッフ
時雨煮・佃煮の販売

［月給］150,000円～
［時間］　9：00～17：00
　　　10：00～18：00
［休日］月間8日（木曜日定休） ※ご相談に応じます
　　　夏休み・冬休み各3日有
［待遇］社会保険完備、交通費規定支給、各種手当有、
　　　制服貸与、有給休暇有
［応募］まずはTEL連絡の上、
　　　履歴書（写貼）をお持ち下さい。
　　　面接日時は随時お知らせします。

http://www.kaishin.co.jp

正社員募集！

休憩
1時間（ ）

四日市・名古屋の
販売スタッフ
同時募集

時 月①②900円～ ③20万円～26万円
正パ桑名市上野／職種複数

■各種精密部品製造・NC旋盤加工

経

NC旋盤加工及び品質管理（経験者優遇致します）職種

［月給］20万円～26万円 ※諸手当含む
［資格］45歳未満（省令3号のイ） ［時間］8：00～16：45 ※1h休憩有
［休日］土・日（当社カレンダー）、盆・年末年始・GW
［待遇］昇給年1回、賞与年2回、各種保険完備
　　　　交通費（規定）支給、各種手当有、退職金制度、有給休暇

桑名市上野280-5（近鉄益生駅より徒歩7分、北勢線馬道駅より徒歩2分）

☎0594-22-1977（代）株式
会社エム・オー機器
［応募］お気軽に電話連絡の上、履歴書持参でご来社下さい。
　　　 受付：1/18（月）9：10～（担当／若山）

正
社
員

パ
ー
ト

［時間］9：10～15：00（実働5h） ※5h以上の勤務も可
［休日］土・日（当社カレンダー）、盆・年末年始・GW
［待遇］交通費（規定）支給、制服貸与、有給休暇

軽作業（主に製品の簡単な分別及び清掃）
［時給］900円～

［時給］900円～
共 

通

★30代・40代主婦（夫）活躍中！

★定年退職された男性歓迎！

簡単な検査及び仕上げ加工（座り仕事です）

職種

職種

正社員
パート
大募集!!

若手活躍中
!

冷暖房完備

時①［一般］1,000円 ［学生］900円  ②950円
アパ桑名市江戸町／①ホール係 ②調理係

歌行燈
〈創業明治10年〉

本店

高校生も
シニアも
大歓迎

☎0594-22-1118［応募］電話連絡の上、履歴書持参で　　　お越し下さい。（担当／マスヤ）

桑名市江戸町
10番地

（九華公園近く）

未経験の方も大歓迎！
学校帰りにもオススメ♪
1日3時間～、
週1・2日～
OK

［一般］1,000円 ［学生］900円時給

950円時給

［時間］［平日］17：00（18：00）～21：00
　　　［土日］10：00（11：00）～15：00
　　　　　　17：00（18：00）～21：00
☆昼・夜通し勤務OK ☆シフトは1週間ごとのシフト制
［待遇］交通費支給、制服貸与、車通勤可、試用期間有

http://www.utaandon.jp■麺料理、和食料理、食品の製造加工及び販売

〈職種〉①ホール係（オーダー伺いや料理の提供など）

〈職種〉②調理係

「平日のみ」や
「土日のみ」も
大歓迎♪

日下記参照
パいなべ市北勢町／水道メーター検針員

■上下水道料金徴収業務・検針業務受託者

30～50代の主婦さんが
長期で多数活躍中

◎未経験者でも始めやすい◎業務終了時で帰宅可◎運動不足解消にも効果的

［時間］検針日程表による（1日4～5時間程度・偶数月のみ7日間程度勤務）
［待遇］労災保険、制服貸与、交通費規定支給、ホテル・リゾート等の会員割引制度
［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）を持参下さい。※提出頂く個人情報は採用選考の為のみに使用します。

職種

0594-72-8207

http://www.daiichikankyo.co.jp/

いなべ事務所

担当：川口・澤田

●営業時間：月曜日～金曜日／午前8時30分～午後5時15分（土・日曜・祝日・年末年始を除く）

〒511-0492 いなべ市北勢町阿下喜2633番地 いなべ市役所北勢庁舎 （三岐鉄道 北勢線 阿下喜駅から徒歩11分）

第一環境株式会社

水道メーター検針員 いなべ市内
水道メーターの検針

4,400円＋加算給
（収入例 1日150件13,000円）

水道メーター検針員募集!!

扶養内、育児との
両立にも相性バツグン

お子様の急な体調不良等の
お休みも考慮!!

日
給（検針件数1件あたり100円） 

時 950円～
パ桑名市西別所／調理員

■フードサービス

※調理できる方

［住所］三重県桑名市西別所1842-3
　　　（デイサービスセンター結い内厨房）株式会社 いつきフード

090-5622-7068（担当／所）問い合わせ

調理員職
種

時
給950円～

一食一職に

一期一会の

精神を

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

調理パートさ
ん募集

前職給与
保証可

主婦（夫）の方にオススメの働きやすい時間帯です♪
3万円支給！！1月末までに

入職の方、
入職支度金

※入社3ヶ月後にお支払い
　させて頂きます（ ）

昼食無料♪

（パート）

［時間］①8：30～14：00 ②9：00～14：30（30分休憩 実働5時間）※週4日勤務 
［待遇］各種社会保険完備、交通費規定内支給、制服貸与 ★時間・曜日は応相談

パ正桑名市多度町／①正・准看護師　②介護職員

■医療法人財団青木会

経

www.daiso-cn.com/roken/

月 時①［正］300,000円～ ［准］260,000円～ ②［正］171,000円～270,000円 ②［パ］900円～

年齢不問 施設経験のない方、
ブランクがある方も歓迎!

［時間］8：30～17：30（夜勤の場合16：00～翌9：00）
　　　※日・夜勤 2交替制 

心機一転! 新しいスタート切りませんか？

《正》300,000円～
　　 （当直4回分込み）

《准》260,000円～

①正・准看護師
※経験3年以上の方

［休日］シフト制（年間休日120日）
［待遇］昇給年1回、賞与年2回、社会保険完備、交通費規定支給、
　　　有給休暇、65歳以上は給与改定有、制服貸与、車通勤可

年間休日120日!

施設見学OKです♪

職種

月 

給

［時間］7：00～16：00・9：30～18：30
　　　16：00～翌9：00  ※日勤のみも応相談!

②介護職員（正・パ）職種

月
給

時
給

《正》171,000円～270,000円
　　　+資格・夜勤手当 ※資格・経験により考慮

《パ》900円～

［応募］お気軽にお問い合せください。入社日応相談

桑名市多度町柚井字境川132番地（大桑クリニック併設）
☎0594-48-5311連絡先

（担当／森）

月（1）250,000円～ （2）210,000円～
正弥富市鍋田町／（1）配車事務 （2）一般事務

経 急

■運送業・倉庫業・各種保険業務・車検業務、一般修理等・輸出入貨物手続代行業務 www.iseriku.jp

取引先は大手荷主の為安心です!
地元の安心・安定企業です!

［資格］要普通免許 ［時間］8：00～17：00（若干残業あり） 
［休日］日曜・祝日、隔週土曜日定休、GW、年末年始（会社カレンダーによる）
［待遇］車通勤OK（バイク不可）、レクリエーション有、社会保険完備、資格取得制度有、年次有給休暇有、
　　　インフルエンザ予防（無料）　★運行管理補助者優遇

［職種］一般事務　［月給］210,000円～

 経験者・未経験者どちらも大歓迎!ブランクある方もOK!

自動換気システム導入済
感染症予防対策実施しております。

がんばるドライバーさんを
支えるお仕事です☆

正社員募集!

※左記はあくまで最低限の給与であり
　経験・能力を最大限考慮し、優遇します。

　（例）3ヶ月後300,000円～

□フレンドリーな人も多いので、困ったときはすぐに助けます!!
□新しいことにチャレンジする事が好き!な方お待ちしております!!

そろそろ「安定」を
手にいれませんか？
そろそろ「安定」を
手にいれませんか？

［応募］電話後、履歴書・職務経歴書を持参（本社へ郵送下さい。）※詳細は上記連絡先までお気軽にお問い合わせ下さい。

伊勢湾陸運株式会社 ☎0567-68-1181（採用担当）
セールスご遠慮下さい。

［本社］〒498-0068 愛知県弥富市鍋田町八穂152-1

［職種］配車事務　［月給］250,000円～

共
通
項
目

1

2
実力次第で

昇給随時!

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

給Ⓐ［月収］194,000円～ Ⓑ［月収］260,000円～
桑名市・いなべ市／Ⓐ4tドライバー Ⓑ4t・10t定期ドライバー 正

三重トルキ株式会社
〒513-0821鈴鹿市地子町523-2

［応募］まずは採用係までお気軽にお電話下さい。

0120-355-314
FAX 059-384-0804
［受付］9：00～18：00（月～土曜日）日曜日は除きます

（担当／田中・三澤）

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／180名（パート含む）  ◆車両保有台数／110台

［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、退職金制度あり、家族手当、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

桑名市多度町
（いなべ営業所で出退勤）

Ⓐ4tドライバー職種

勤務地

いなべ市大安町Ⓑ4t・10t定期便ドライバー職種 勤務地

［内容］台車に積まれた自動車部品を納入先へ届け、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。
［資格］中型免許（8t限定可・AT限定不可）フォークリフトの運転技能講習修了証
　　　※大型を希望される方は、大型免許が必要になります。
　　　　免許取得支援制度で入社後のステップアップも可能です

［月収］260,000円～（各種手当含む） ［時間］（1勤）6：00～16：00 （2勤）16：30～翌2：30  ※残業込み
共通
項目

協力し合える雰囲気と活気のある職場です!
「員弁・多度近辺」に
お住まいの方には

ピッタリのお仕事です！
［内容］企業先で荷物（高圧ガスボンベ）を積込し各エリアに配送します。月・金は別の業務に就いていただきます
［資格］中型自動車免許（8t限定可、AT限定不可） ［時間］7：00～16：00（残業あり） 

［月収］194,000円～

時 1,800円（1件あたり4,000円／手当含む）
パ正四日市市／介護認定調査員

■ＩＴソリューション事業・メディカルサポート事業・公共福祉事務サービス業務等

［資　格］介護支援専門員(ケアマネジャー) ★調査未経験OK！(認定調査研修あり) 
［時　間］8：30～17：15内での勤務（勤務時間により休憩あり）
［勤　務］週3・4件以上 ★直行・直帰OK ※出勤日数・時間は相談ください
［休　日］完全週休2日制(土・日)、祝日、年末年始、年次有給休暇 ★年間休日120日以上
［待　遇］各種社会保険完備、人事評価制度あり、財形貯蓄、60歳定年制(65歳まで再雇用制度有)

☎0120-05-0871
株式会社日本ビジネスデータープロセシングセンター
名古屋支店:
名古屋市中村区名駅3-25-9

〈受付時間〉平日のみ(9:00～18:00)
［応募］まずはお気軽にお電話ください

資格を
活かして
スキマ時間に
活躍可能!

ケアマネ募集！介護認定の調査業務ケアマネ募集！介護認定の調査業務

正社員も同時募集！月収24～32万円も可能！

1日の流れ ご自宅より調査地へ直行→認定調査実施→帰宅→ご自宅にて調査票作成・提出

四日市市
※訪問方法：自転車・バイク・自家用車・
　公共交通機関など
★調査報告用の端末貸与あり
★訪問先は様々で利用者のご自宅や
　施設・病院などです。

調査エリア

3月から勤務開始オープニング 出勤日数調整可

時
給

※試用期間2ヶ月有
　/給与変動なし

★調査1件あたり／4,000円（手当含む）
・時給×2時間=3,600円+調査手当400円／件
・1件調査票を完成し提出する事を要件とします。

1,800円

◎事前研修時は1,500円(交通費は全額支給)

時 930円
契いなべ市員弁町／寮務員

■トヨタ車体（株）100%出資の子会社

経

www.lsc.jp

寮務員（嘱託社員）募集!
トヨタ車体（株） 平古寮（いなべ市員弁町大泉2181番地1）勤 務 地

仕事内容 トヨタ車体（株）の独身寮内での施設の巡回、
設備メンテナンス、寮生・来客応対、電話応対など

いなべ市員弁町大泉2181-1 ☎0594-74-5381  面接は左記トヨタ車体（株）平古寮にて行います。
［応募］まずはお電話下さい。面接日をご連絡致します。（採用担当）

☎0566-36-7605本
社
（受付／月～金 9：00～17：30）

［資格］18歳以上（法令による）、要普通自動車免許（AT限定可） ※未経験大歓迎 ※昼夜勤務可能な方
［時間］①7：00～16：00 ②12：00～21：00 ③21：00～翌6：00 ④22：00～翌7：00 ※ローテーション勤務（実働8h/休憩1h）
［休日］3勤3休（年間休日182.5日）、有給休暇（4月～6日/年） ［待遇］年2回ミニボーナス有り、交通費規定支給、車通勤OK（駐車場無料）、制服貸与

930円時給
★別途時差手当117円/h、
　深夜手当379円/hあり

60代の方
活躍中!

パ正桑名市内／介護職・送迎運転手
経

■介護事業 http://www.ikoi-mie.com

月［正］253,000円～（夜勤手当5回含む） 時［パ］1,101円～・1,012円～

［休日］《正》シフト制（週休2日／年間休日108日）  《パ》応相談
［待遇］《正》賞与年2回（前年度実績 計4.4ヶ月）、退職金制度あり（勤続1年以上）
　　　《共通》昇給あり、社会保険完備、医療費補助、資格取得費用貸与あり、有給休暇、職員旅行あり、無料駐車場あり、車通勤可

いこい社会福祉法人 憩
〒511-0922 桑名市大字西金井字村中170番地

☎0594-25-2666（担当／伊藤）
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

［時間］〈正〉基本実働8hの交替制（夜勤有） 〈パ〉7：00～19：30の間の3h～OK

・特別養護老人ホーム いこい（下記住所）
・特別養護老人ホーム いこい サテライトなごみ（桑名市大央町50-2）

介護職《正》《パ》

1,101円～
（各種手当含む）

職種

勤
務
地

［資格］要普免（AT限定可）
［時間］8：30～17：30（応相談）※中抜け可

新年は新しいお仕事に挑戦！ 福利厚生も充実しています♪

1,012円～（各種手当含む）時給

253,000円～ 《パ》
時給

《正》
月給

送迎運転手《パ》職 種

勤務地 老人デイサービスセンター いこい（下記住所）

（夜勤手当5回含む）

経 急月①220,000円～ ②250,000円～
正海部郡飛島村／①マリーナスタッフ ②整備スタッフ

■モーターボート・ジェットスキーの新艇・中古販売、レンタル、修理、船舶免許取得スクール

正社員募集

〒490-1445
愛知県海部郡
飛島村金岡37飛島マリン ☎0567-55-2880

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。（採用担当）

セールスご遠慮下さい。

［資格］要普免  ［時間］8：00～17：00  ［休日］水曜、他1日（シフト制）、有給休暇、年末年始
［待遇］交通費規定支給、社保完備、試用期間3ヶ月有、車通勤可、船舶免許取得補助（規定有）

①マリーナスタッフ船舶の移動や上下架、給油、
軽整備、施設管理等職 種

②整備スタッフ職 種

月 給

月 給

220,000円～
250,000円～

三重方面からも通いやすい♪
釣り好きな方も大歓迎!

★資格・営業手当あり
給与は応相談

技術はイチから教えます。
他業種からの転職者も歓迎!

入社日応相談

＊未経験でもOK!

時下記参照
正桑名市内／介護スタッフ

■訪問介護・居宅介護支援・デイサービス・グループホーム

ミドル・シニア世代も活躍中で
す♪

［応募］まずはお気軽にお問い合わせ下さい。詳細は面接時にて。

連絡先 ☎0594-33-4411（担当／高橋）桑名市星見ヶ丘
6丁目919

（コメリ星川店東側）

ヒューマン・ケア・ステーションみえ
有限会社

未経験・ブランクある方も歓迎!

［資格］要普免、初任者研修（旧ヘルパー2級）、介護福祉士
［時間］①（早番）　7：30～16：30
　　　②（日勤）　8：30～17：30
　　　③（遅番）13：30～22：30
　　　④（夜勤）22：00～翌8：30
［休日］週休2日制、年間休日109日
［待遇］資格取得支援制度あり、昇給年1回、
　　　有給休暇、社会保険完備（規定有）、
　　　車通勤OK、交通費規定支給、
　　　試用期間あり（1～3ヵ月程度※手当交通費なし）

説明会・見学会実施！
スタッフの働く様子や
雰囲気を事前に

見ることができます♪

※①～③はシフト制
　応相談）

初任者研修183,000円～
介護福祉士188,000円～
※能力に応じて考慮致します

給
与

グループホームこんぺいとう
（下記住所）

勤務地

介護スタッフ職　種

皆勤手当⇒5,000円  夜勤手当⇒6,000円/回

月
給

時下記参照
パいなべ市内／調理補助

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/

いなべ市員弁町市之原勤務地

［応募］お気軽にお電話下さい。現地近くにて面接致します。1/18（月）より受付けさせていただきます。

四日市市日永1丁目2-20
三重支社

0120-46-1320☎059-346-1320

［共通待遇］交通費別途支給、制服貸与

いなべ市員弁町大泉

880円～（2）調理補助職
種

時
給

［時間］12：00～16：00（4Ｈ）
［休日］土・日・長期連休（GW・盆・年末年始）

1,000円～1,200円
（1）調理補助職
種

時
給 16：00～21：00 時給1,000円
21：00～22：00 時給1,200円

［時間］16：00～22：00（6H）※時間応相談
［休日］土・日・長期連休（GW・盆・年末年始）

条件により社会保険加入

勤務地

いなべ市北勢町麻生田

880円（3）調理補助職
種

時
給

［時間］9：00～14：30（5H）
［休日］土・日・長期連休（GW・盆・年末年始）

週3～4日程度の勤務

勤務地

調理スタッフ募集!!

20歳～60歳までの主婦の方、多数活躍中♪
WワークOK!未経験OK!

時

派愛知県愛西市西條町／リフト運搬作業
1,280円

http://www.tkg.co.jp■総合人材サービス  人材派遣業 派27-130002  人材紹介業 27-ユ-130011  各種アウトソーシング事業

四日市市九の城町4-21 フジサワビル4階

0120-933-926

四日市
営業所

（受付［全日］9：00～18：00）
（採用係）

［広告No.］
332101036

弥富ＩＣ近く♪20代～50代男性活躍中！

高時給!
土日祝休み!

［資格］フォークリフト免許 ［休日］土日祝（企業カレンダー）
［時間］①6：00～15：00 ②12：00～21：00※①②交替勤務
［待遇］社保完、交通費全額支給/規定あり、作業服貸与、食堂利用可
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。現地説明致します。

商品のピッキング作業、
カウンターリフトでの
トラックへの
積み込み仕分け作業。
リフト・手作業半々程度

（当社規定）

50,000円支給!!

1,280円
時 給

入社
祝金

飲料商品のリフト運搬
仕
事
内
容

［勤務地］愛知県愛西市西條町

職
種

月 200,000円～
桑名市大貝須／一般事務

■加工機及び専用機・搬送機・治工具等の設計製作、改造、オーバーホール

経
正

［時間］8：00～17：00（休憩90分）
　　　※多少の融通利きます。
［休日］日・他会社カレンダーによる、
　　　GW、夏季、年末年始
［待遇］昇給・賞与あり、社会保険完備、
　　　退職金制度あり、交通費規定支給、
　　　車通勤可

事務 兼 配達をしてくれる方も
募集しております。

30代・40代活躍中!

☎0594-21-1163（担当／坂本）
桑名市
大貝須56-2

［応募］まずはお気軽にお電話ください。

一般事務

200,000円～

職種

月給

即日
勤務OK!

PCのカンタンな入力、
電話対応等（ ）

経時下記参照
パ桑名市福島／介護

■老人介護サービス https://www.fukujima.jp/

［待遇］制服貸与、交通費、有給休暇など
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。★見学だけも歓迎♪

医療法人福島会

☎0594-27-2772（担当／石原）

［時間］①7：00～16：00または②10：00～19：00

夜勤

［介 護 福 祉 士］

1,120円～

勤務日数はご都合に合わせて応相談!週1日～OK

◎男女共に若手からシニアの
　方まで幅広く活躍しております

介護 パート

アットホームな環境で
新たに始めませんか？

介護付きホームエクセレントくわな
〒511-0002 桑名市福島1000-1（桑名駅より徒歩7分 アクトス近く）

時　給

かけもち
勤務可

［未経験・無資格］

1,030円～
［給与］21,480円～/回
［時間］16：00～翌10：00（休憩2時間）

［経験有・その他］

1,070円～
夜勤は
2名体制
なので安心!

W時①950円～ ②900円～
パ桑名市額田／調理補助 

■ビジネスホテル

Wワーク
OK

調理補助
（盛付・配膳・洗浄）

@hotelbl
いいね

!

桑名市額田317
員弁街道沿、（東名阪高架下）桑名

☎0594-23-5593
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。（担当／佐野）

昇給有、車通勤可、食事付、制服有り、職場禁煙、
試用期間有り（別途時給）、交通費支給

共通待遇

昼休み時間も
時給が付いてます♪

早朝勤務で時間を
有効的に使えます♪

2

1

［時給］900円～
［時間］9：00～16：00

［時給］950円～
［時間］5：00～9：00

職
種

簡単なお手伝い
がメイン

未経験
OK!

週3日前後
出勤

出来る方
即日勤務
OK

子育てが

落ち着いた方に

オススメです

■うなぎ専門店

W時 900円～＋交通費
ア桑名市繁松新田／ホールなど

☎0594-23-3911（土曜定休）

う  し ま つ

桑名市繁松新田68-2
（大桑国道沿）  

［応募］お問い合わせだけでもOK！ まずはお気軽にお電話下さい。

［時間］①9：30～14：00位 ②17：00～20：00
　　　※上記時間内で応相談

ホールなど職
種 900円～＋交通費時

給

アルバイト募集!
★学校帰りにもオススメ!
週2・3日からOK!
高校生からでもOK！
主婦活躍中♪

■三重県公安委員会認定　第55000297号　警備業

W給下記参照
ア契桑名市大福／交通誘導警備員

［勤務地］北勢地区中心
　　　 （名古屋市西部や岐阜県海津市もあります） ※詳細は面談時に説明
［資 格］※普通免許所持者歓迎 
　　　 ※交通誘導警備2級所持者歓迎 18歳以上（省令2号）
［時 間］8：00～17：00（その他の時間帯もあります）
［休 日］日曜日、他応相談
［待 遇］各種保険完備、残業・休日等割増、運転・資格手当、
　　　 資格取得制度有、3日間の研修有

日 給

即採用！簡単な仕事から始められます

8,000円～
交通誘導警備員

★直行直帰OK! ★未経験者OK! ★夜間勤務できる方歓迎!

桑名市大福356（麺屋はなび様の南隣）

☎0594-25-1128
（月～土：8：00～18：00）（担当／採用係迄）

株式会社

［応募］上記までお気軽にお電話下さい。

職 種

Wワーク
もOK!

※別途
　諸手当有

週2・3日でもOK!



B雇用形態 / ：正社員正 ：契約社員契  ：パートパ ：アルバイトア  ：派遣社員派   ：紹介予定派遣紹 募集内容がひと目でわかります。 ：業務請負請  ：業務委託委 ：その他他 ☎0594-22-3788
三重県桑名市南寺町32

C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 桑名支社土日
祝休社

高校生OK高校

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
』

https://w
w

w.ad-sanai.co.jp
ア
ド
サ
ン
ア
イ

582
1084

＼＼三重のオシゴトなら／／

シ
フ
ト
が
減
っ
て
困
っ
て
い
る
人
い
ら
っ
し
ゃ
い
！

W
ワ
ー
ク
大
歓
迎
の
お
仕
事
特
集

1月
特集

主
婦（
夫
）・
学
生
さ
ん
大
歓
迎
！
シ
フ
ト
の
融
通
利
き
ま
す
！

短
時
間
Ｏ
Ｋ
の
お
仕
事
特
集

2月
特集

■社会福祉法人日の出福祉会

時 920円＋交通費規定支給
パ桑名市桑部／子どもたちの給食準備（調理）

koyo-hoikuen.ed.jp

〈本部〉
桑名市桑部1482

子どもたちの
給食準備（調理）［パ］

安心して働きやすい職場を目指していますので
お子様の行事やご家庭の
都合も考慮致します☆

勤務地

仕事
内容

［時給］920円＋交通費規定支給
［時間］8：30～15：30 ※シフト制

☎0594-21-3488（採用担当迄）
［応募］まずはお気軽にお問い合わせください。詳細は面談にて。

月10日～1
5日

程度のお仕
事

光陽桑部保育園
（桑名市桑部1482）

40～60代の方
活躍中

■人材派遣センター（派）24-010003

急時 1,300円＋交通費
派いなべ市北勢町／リフト・詰めかえ作業

http://www.watermelon.co.jp/worldkoz/

ク イ ッ ク ト ー ロ ク

0800-919-1069
受付時間／9：30～20：00

四日市市日永西4丁目17-17 

［応募］まずはお電話下さい。（採用担当）

［時間］8：00～17：00 ［休日］土・日
［待遇］制服貸与、ロッカー・休憩室・駐車場完備

リフト・
詰めかえ作業

1,300円
＋交通費

いなべ市北勢町勤務地

職　種
時
　
給

20～50代の
男性活躍中

未経験の方でも安心
して始められますよ♪

新着のお仕事です！！
時 950円～1,000円

パ桑名市小貝須／職種下記参照
経

■児童発達支援・放課後等デイサービス

ブランクが
ある方も歓迎♪

指導員

子育てママさ
ん

大活躍!!
職 種

時 給

［資格］保育士、教員免許、幼稚園教諭、社会福祉士
［経験］福祉サービス就労経験2年以上
　　　※上記の資格or経験が1つでもあればOK
［時間］9：30～18：00の間の2h～OK
［休日］週休2日制（日・他シフト制）、年末年始、夏季休暇 
［待遇］賞与年2回、交通費規定支給、車通勤可

フルール なつめ・はるな
☎0594-73-2789〒511-0841

桑名市大字小貝須１１１番地 

［応募］まずはお気軽にお電話ください。セールスはご遠慮ください。
（担当／種瀬）

950円～1,000円
送迎もあり

週1日～OK！ 正社員登用あり賞与あり

月下記参照
正三重郡菰野町・いなべ市／大型トラックドライバー

■責任と誠意で築こう信頼輸送 www.sangi-tuuun.co.jp

☎059-365-6331（中野）［応募］まずはお気軽に
　　　お電話ください。

四日市市富田
三丁目22番79号三岐通運株式会社

［資格］大型免許（    OK）、高卒以上
［時間］・5時～・17時～ （シフト制）
［休日］当社カレンダーによる（年間休日115日） 

30万円～35万円

［資格］三級自動車整備士、普通自動車運転免許（AT限定可）、
　　　フォークリフト運転技能者あれば尚可、高卒以上
［時間］8：00～17：00（休憩60分）
［休日］土・日・祝、その他 （年間休日115日） 

当社自動車整備工場（いなべ市内）

159,500円～178,900円
＋各種手当

月収

仕事内容

勤務地
セメント輸送や新車輸送の
キャリアカーなど様々なトラックの整備

大型トラックドライバー募集 正

基
本
給

月
収
例25万円

経験
不問

［共通待遇］昇給年1回、賞与年3回（前年度実績5.15ヶ月）、
　　　　　交通費（全額）支給、各種手当有、社保完備、
　　　　　有給休暇、退職金制度

自動車整備士同時募集 正

車検予定をはじめ車両にかかわる事務作業も行います

菰野町
いなべ市
三重県いなべ市にある大手自動車関連工場から
愛知県を中心に自動車部品を輸送します。仕事内容

勤務地 給与
（月収）（諸手当等含む）

日 11,000円～
正桑名市大字蓮花寺／①粉体塗装作業員 ②塗装補助員

■機械塗装

［資格］普通運転免許
［時間］8：25～17：10（休憩時間45分）
　　　※繁忙状況により8：25～翌2：00の変則2交替
［休日］週休2日（土・日）
　　　※作業状況により土曜日出勤有り
［待遇］賞与年2回、各種保険、通勤費、扶養手当、
　　　食事手当、車通勤可

090-3305-2295（担当／西川）
桑名市大字蓮花寺413 ヤマザキマザックマニュファクチャリング（株）精工製作所内

［応募］まずはお気軽にお電話下さい

有限
会社西川塗装店

経験者
優遇!

日
給11,000円～［月給例］220,000円～

①粉体塗装作業員
②塗装補助員

職
種

勤
務
地

正社員大募集!

桑名市大字蓮花寺413
ヤマザキマザックマニュファクチャリング（株）精工製作所内

手に職を付けたい方、
技術はイチからお教えします。
他業種からの転職者も歓迎!入社日応相談!

月 200,000円～
桑名市西方／介護職員・看護師

■デイサービス

パ正

経

ココ

至大垣

イオン
モール
桑名

ウイング
●

●

牛角
●

　スギ薬局

坂の下

新西方二丁目

258

至
い
な
べ

パート
看護師さん
同時募集

地域密着
型

デイサービ
ス

［応募］質問のお電話だけでもOKですよ!!　《メール》info＠maho-no-tue.jp　http://maho-no-tue.jp

桑名市西方1677番地

☎0594-24-5205（採用担当）デイサービス

スタッフ募集!スタッフ募集!

［資格］介護福祉士、要普免［時間］8：30～17：30
［休日］日曜日、他1日（シフト制）、年末年始

介護職員（正社員）

月給

職種

管理職
候補
優遇!

※生活相談員
　できる方

200,000円～※経験等考慮します

月（1）200,000円～ （2）160,000円～
正三重郡菰野町／（1）工業作業員　（2）検査員

■貨物自動車運送業、ビル・施設総合管理業

［応募］お気軽にお電話下さい。

〈菰野工場〉
三重郡菰野町竹成字北出口2236-10

☎059-396-1310

［時間］8：30～17：15（休憩75分） ［休日］土日祝（土曜隔週）
［待遇］賞与年2回、各種保険完備、交通費規定支給、昇給年1回、職務手当、扶養手当、制服貸与、車通勤可、有給休暇

共通
項目

正社員募集！
50歳迄の方が活躍中♪まずはお気軽に職場見学にお越しください！

2021年から新しくお仕事始めませんか！？

工業用容器のメンテナンス作業職種
（1）

月給 200,000円～
工業用容器の目視による検査作業職種

（2）

月給 160,000円～

給平均月収18万円以上!!（時給制 1,010円/H）
契いなべ市員弁町／工場施設警備員

■トヨタ車体（株）100%出資の子会社 www.lsc.jp

☎0594-74-5258
［応募］まずはお電話下さい。面接日をご連絡致します。（採用担当）

いなべ市員弁町市之原10（トヨタ車体株式会社内） 面接は左記トヨタ車体（株）いなべ工場内の弊社事務所にて行います。

工場施設警備員募集！！

正社員候補
 同時募集中！！

★年2回ミニボーナス有り
★シニアの方（69歳まで）や
　女性も活躍中!　
★未経験OK！！

18万円以上！！
トヨタ車体（株）いなべ工場（いなべ市員弁町）勤務地

給　与
平均
月収

（時給制 1,010円/H）

［資格］18歳以上、普通自動車免許　［勤務］4勤4休（月15～16日）
［時間］①7：30～19：30 ②19：30～翌7：30（実働10H 休憩：2H）
［待遇］各種社会保険完備、交通費支給、年次有給休暇有、制服貸与、インフルエンザ予防接種（無料）

時 1,100円
アパ桑名市蓮花寺／会館～斎場への霊柩車の運転業務

■（株）ほくせいグループ・一般区域貨物（霊柩限定） www.cosmos-tr.com

☎0594-31-0500（採用担当）
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

桑名市蓮花寺1598番地
コスモス

【愛灯館の関連会社です】

［時間］9：00～17：00の間で2～3時間程度（待機時間含む）☆実質運転時間20分～30分程度
　　　《例》10：00～12：00、10：00～14：00、11：30～13：00、15：00～17：00 等
［資格］要普免 ［待遇］車通勤OK、制服貸与

未経験が当たり前の業界なので丁寧に教える環境を整えており安心です!

職
種

時
給1,100円
会館～斎場への
霊柩車の運転業務

男女不問 シニア応援 短時間 高時給 入社日応相談
私達の仕事は人生の最後のお見送りです。

月に
10日程度の勤務です

こちらも
ご覧下さい

W月［正］［店長候補］27万円～35万円以上  ［社員］22万円～時［パ・ア］930円以上
正アパ桑名市松ノ木／［パ・ア］（A）キッチン （B）ホール ［正］・社員 ・店長候補 

■炭火焼肉

こしょうてい ［応募］まずはお気軽にお電話下さい。（担当／石橋）

桑名市松ノ木3-7-1（クオレ大山田ガーデン内）

☎0594-32-1616 ココ イ
オ
ン
モ
ー
ル
桑
名

イ
オ
ン
モ
ー
ル
桑
名至四日市

至長島至
東
員
町

大山田南小

カインズ
ホーム

郵便局
● ●

●

●

● ★
消防署前

松ノ木4
東
名
阪
自
動
車
道

東
名
阪
自
動
車
道

421

大山田分署

桑名IC

［店長候補］27万円～35万円以上
［社　員］22万円～

未経験者も歓迎！

［時間］13：00～22：00（実働8時間） ［休日］週休2日制以上
［待遇］社員まかない2食付き!、有給休暇あり（半年後から10日）、
　　　社会保険完備、独立支援制度あり、
　　　試用期間有（3ヶ月）

月給

職種・社員 ・店長候補

焼肉屋は常に換気をして消毒を徹底しているので安心して長く働けます!
ジャンルを問わず調理経験者は優遇します!

［資格］高校生歓迎（22時迄） ※時給－50円 ※短期不可
［時間］（1）13：00～21：00
　　　（2）15：00～21：00
　　　（3）（平日）13：00（12：00）～17：00 （4）（土日）11：00～15：00
　　　（5）17：00～22：00の間のお好きな時間帯で3時間～OK
［待遇］まかない付、交通費支給、制服貸与、研修期間－50円（100時間程度）

930円以上
☆昇給制度あり!☆今いるスタッフの平均時給1,000円以上!

職種

時給

（A）ホール（ご案内・料理提供）
（B）キッチン（サラダやお肉の盛付等）

正社員 ☆お休み（働き方）が選べます！☆フリーター大歓迎! ☆時間帯は選べます♪パート・アルバイト

☆年齢・経験を考慮の上、優遇！

未来のバイトリーダー求む!!
進学の決まった高校3年生や就職の決まっていない大学4年生も大歓迎!

☆大型連休は
　時給50円～500円UP!

☆（1）（2）共、休憩1時間以上

経時③1,200円～月①②280,000円～
ア正勤務地複数／①備品助手 ②鳶・建方工 ③センター内作業員

■一般貨物運送業

株式会社 プライド物流
①③☎059-361-2071（担当／近藤）
　②☎059-327-7782（担当／中尾）

［本社営業所］三重県三重郡川越町高松969-2
［四日市事業所］四日市市天ヵ須賀4丁目3-9

［応募］まずはお気軽にお電話ください。
※その他詳細は面接時にご説明致します。

未経験者も歓迎！

［休日］日曜、祝日、GW、
　　　お盆、年末年始
［待遇］各種保険完備、資格取得制度、
　　　社員登用制度、同好会あり、
　　　交通費規定支給、車通勤可

女性も
活躍中

［勤務地］川越仮設センター
　　　　（川越町亀崎新田字新田39-2）
［時　間］8：00～17：00

③センター内作業員
　  （アルバイト）

職種職種

［勤務地］本社営業所
［時　間］8：00～17：00
　　　　（多少の変動あり）

①備品助手（正社員）

③1,200円～時
給

①
②280,000円～月

給

福利厚生も充実しています♪

［勤務地］四日市事業所
［時　間］8：00～17：00
　　　　（多少の変動あり）

②鳶・建方工（正社員）職種

給下記参照
パ正いなべ市北勢町／（1）介護職員 （2）看護職員 （3）ケアマネジャー （4）支援相談員

■総合病院グループ

経

toushinen.jp

新しく職員さんを募集します!

［時間］8：30～17：00 ※第1・3・5土曜日は半日勤務 ※（1）（2）は月4回程度夜勤有（日勤のみも応相談） ※パートは時間・曜日応相談
［休日］4週8休 ※詳細は面談時にて ※パートは応相談

（1）〈職種〉介護職員（正職員・パート）
　☆無資格・未経験OK

（3）〈職種〉ケアマネジャー（正職員）

給 

与
［正職員］月給170,500円～210,500円（諸手当含む）
［パート］時給890円～950円

（2）〈職種〉看護職員（正職員・パート）

給 

与

［正職員］月給（正看護師）210,400円～342,500円
　　　　　　（准看護師）171,600円～326,600円
［パート］時給1,450円～

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。
　　　＊詳細はお問い合せ下さい

［資格］正・准看護師

［資格］介護支援専門員

救急医療から在宅医療・介護まで地域に根ざした総合病院グループです。

［勤務地］●日下病院 ●介護老人保健施設 銀花・オアシス

月給200,000円～290,000円（諸手当含む）

（4）〈職種〉支援相談員（正職員）
［資格］介護福祉士または介護支援専門員

月給170,000円～（諸手当含む）

〒511-0428 いなべ市北勢町阿下喜680番地 

医療法人（社団）大和会
☎0594-72-6811

（採用担当）

共通項目

資格・経験による優遇も有!賞与有!（4.0ヵ月）入社時期は相談に応じます!

諸手当
含む（ ）

■自動車製造業 https://daihatsu-kikan-job.jp/

給［月収例］32.1万円～34.8万円
契滋賀県蒲生郡／自動車製造に関する各種業務

寮費
光熱費
無料!!

※現在、

女性寮は
満室です

1人部屋、エ
アコン・冷蔵

庫・

テレビ・寝
具完備

［資格］8ヶ月勤務可能な満18歳以上の方（労働基準法第62条の規定による）
　　　※体力、持久力、俊敏性が必要な工場でのライン作業や立作業に従事できる方※昼夜2交替勤務に従事できる方
［時間］配属職場により異なる（操業状況により残業・休日出勤の場合あり） 
　　　①昼夜2交替制（所定労働時間7時間45分）※昼夜2交替制は1週間交替で勤務▶昼勤8：15～17：10/夜勤20：30～翌5：35 
　　　②3組2交替制 ※滋賀1（所定労働時間8時間30分）※3組2交替制勤務は4勤2休▶昼勤8：15～18：00/夜勤20：30～翌6：15
［休日］週休2日制（会社カレンダーによる） ※原則土・日休み、春（GW）・夏（お盆）・冬（年末年始）に大型連休有、特別休暇制度（忌引き・結婚など）有
［待遇］各種社会保険完備、作業服支給、通勤交通費規定支給

☎072-754-3151〔 本社 〕大阪府池田市ダイハツ町1番1号
ダイハツ工業株式会社

［受付］ 平日…9：00～17：30 土日祝…9：00～15：00

［応募］履歴書（JIS規格、写真貼付）・印鑑持参の上、面接会場までお越し下さい。 詳細は
HPで

未経験者歓迎します！福利厚生・待遇も充実！！

《勤務地》滋賀工場（竜王）
　　　 蒲生郡竜王町大字山之上2910番地
《職　種》自動車製造に関する各種業務
　　　 （組立・塗装・プレス・検査・機械加工・組付）

9,100円
～10,000円
※当社経験月数による

近鉄「四日市」駅 西口１番のりば三重交通バス 「笹川団地」行き等 「中央緑地公園前」下車徒歩約1分
四日市市勤労者・市民交流センター

◉面接会場入室時には検温、アルコール消毒、マスク着用をお願い致します
◉当日体調がすぐれない、発熱がある等の際は面接日を再設定致しますので、その旨ご連絡ください

1/24（日） 10：00～/13：00～

★赴任支度金2万円支給！！
★経験者手当1万円支給！！
※休出を除く就労日数21日以上経過の方

満期慰労金支給

25万円～146万円（160～179日） （720日～）

（就労日数による ※規定あり）

面接会場
日　　時

生産好調につき

期間社員大増員!!

2/　3（水
）

10（水）
17（水）

〈赴任日
〉

入社は赴
任日の

翌日から
となりま

す

四日市市で

面接会を
開催します!

感染症予防対策ご協力のお願い

残業手当
30%割増！！

深夜手当
35%割増！！
休日勤務手当
40%割増！！

週休2日制

社会保険
完備

日
　
給

20万円支給！！赴
任
手
当

※勤務形態による（就業20日、残業20h、休出1日） 
※皆勤手当35,000円含む

32.1万円～34.8万
円月

収
例

W月 200,000円～ 給 1コマ（80分）1,800円～
アパ正桑名市陽だまりの丘／副校長候補・塾講師

■個別指導学習塾

新校舎OPEN予定につき大募集!

［資格］短大卒以上、
　　　　45歳迄（省令3号のイ）
［時間］15：30～22：45
［休日］日曜日、他　［待遇］社会保険完備

月給

職種

200,000円～

小学生・中学生の明るく
楽しい教室で働きませんか♪

［共通待遇］制服貸与　※その他詳細は面談にて説明致します

男女共に
子ども
好きな方

大歓迎!

男女共に
子ども
好きな方

大歓迎!

1コマ（80分）
※研修期間有

副校長候補（正社員）

★学生・主婦（夫）・社会人の方にオススメ！ ★扶養範囲内OK♪
★科目の選択OK♪ ★友達同士の応募OK!
★1日1コマ・週1日～OK！ ★正社員登用制度有!

給与

職種

1,800円～
塾講師（パート・アルバイト）

［時間］16：00～22：00（応相談）
［休日］日曜日、他応相談

個別指導学習塾
アップワン 
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。※電話受付／月～土 12：00～20：00

☎0594-33-3515（担当／伊藤）
陽だまりの丘校 桑名市陽だまりの丘7-1805

給下記参照
桑名市陽だまりの丘／介護職員

■みえ医療福祉生活協同組合

経 急

パ正

http://www.kuwana-healthcoop.or.jp/

［資格］初任者研修以上  ［休日］週休2日、夏期・冬期休暇あり
［待遇］社会保険完備、昇給あり、賞与＋特定処遇改善加算による支給あり、有給休暇・残業代完全保障、前歴評価あり

パート職員も同時募集 ［時給］880円～1,080円

②デイサービス

給与 在職者平均月収267,400円

［時間］7：00～19：00の間で8時間 ※夜勤あり（手当1回8,000円）①看護小規模多機能

［時間］8：15～17：15※日曜休み

入社日は応相談♪
在職中の方もご検討下さい!

介護職員（正職員）職　種
仕事内容 送迎、食事・入浴・排泄等の介護、レクリエーション

☆パート職員も賞与＋処遇改善加算による支給あり

［応募］お電話またはメールにてお問い合わせ下さい。
igamati1@k-hewcoop.jp
☎0594-23-0313【担当／久野】

桑名市陽だまりの丘2丁目2304
デイサービス 福寿草
複合型サービス すぎな

応募の前に見学だけでも歓迎

日［交通誘導警備］（1）9,000円～10,000円 （2）8,100円～10,100円 ［設備警備］13,000円
アパ正勤務地複数／警備員

■警備業

［時間］8：00～17：00 ［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

※シフト制 ［時間］17：00～翌8：30（仮眠有り）

警備スタッフ
大募集!! 日 給

①9,000円～10,000円
②8,100円～10,100円

日給 13,000円（深夜手当含む）

34万円以上!!今年の
最高月収

入社祝金
万円
支給!!30

※当社規定あり

（1）四日市・桑名 （2）津・松阪・伊勢内容 勤務地

松阪市駅部田町85-1

三重警備保障株式会社 ☎0598-22-1515
［応募］まずはお気軽にお問い合せください

（採用担当迄）

交通誘導警備

愛知県尾張旭市内容 勤務地設備警備（受付）
昇給・賞与あり 寮完備〈家具・家電付〉

日払い週払いOK 年齢・経験不問

スクーター・社用車レンタル有

18万～24万円平均月収

経験等
による

給お問い合せ下さい。
パ正岐阜県海津市南濃町／看護師

■デイサービス

［待遇］《各種保険》雇用・健康・厚生年金 
　　　《諸手当》職務・資格・通勤・家族（子供）、
　　　　　　　引っ越し（入職にあたっての移転）、
　　　　　　　一時金有（処遇改善＋一時金）

頑張り次第で
短期昇給有!!

働く時間帯は
応相談

資格取得
支援制度有!経験者の方は打ち合わせにより

 給与・待遇等優遇いたします! 
経験者の方は打ち合わせにより
 給与・待遇等優遇いたします! 

60代の方も
活躍されております。

見学やお問い合せは
お気軽にどうぞ♪

☎0584-56-1808
（担当）採用担当

まずはお電話下さい!応募

（海津市南濃町太田681）養老線石津駅すぐ
デイサービスよもぎ

看護師
（正職員・パート）

職
種

月下記参照
正桑名市多度町・員弁郡東員町／職種複数

■ステンレス原料・製鋼原料・鋳造原料の仕入れ加工及び販売 http://www.taihei-metals.co.jp

経

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）ご持参下さい。 ※セールスはご遠慮下さい。
☎0594-48-6511
桑名市多度町下野代谷3575-1番地

受付／月～金 8：30～17：00［担当/神農・谷口］

［資格］職種による ［時間］8：00～17：00 ※職種により異なる

職
種

職
種

月
給

月
給

20万円～30万円以上
☆40万円～50万円以上の方も活躍中!
☆経験・能力・資格による

本社（員弁郡東員町）での勤務も応相談

大型に乗れる方
更に優遇!

正社員積極採用!
男女共に歓迎!

［休日］第2・4土曜、日曜、GW、夏期、年末年始 ※会社カレンダーによる
［待遇］昇給年1回、賞与年2回、各種社会保険完備、各種手当有、交通費規定支給、有給休暇、社員食堂有、社員旅行有

④一般事務員⑤経理事務員

［資格］要普免、高卒以上、PCの基本操作
［時間］8：30～17：30

16万円～スタート
★仕事を一通り覚え次第20万円～
☆随時昇給有
［経理や金融関係の経験者］

25万円～30万円以上応相談
（前職給与考慮）※経験・能力による

③重機オペレーター

②トラックドライバー
（4t・6t・8t・大型☆お持ちの免許で応相談）

①ルート営業☆決まったお客様への営業なので
　女性でもご安心下さい!

■牛乳販売店 www.ouchiyamarakunou.com

時（1）1,200円 （2）900円
パ桑名市矢田磧／牛乳配達

［資格］普通免許（AT限定可）

［職種］早朝個人宅牛乳配達
　　　（月・金のみ）
［時給］1,200円
［時間］2：00～7：00の間で3h～

［職種］卸し牛乳配達（月・水・土のみ）
［時給］900円
［時間］基本8：00～12：00

（1）

（2）

短時間で稼げます!!

★昇給有  ★社員割引有
★扶養内OK ★AT限定可!
★交通費（規定）支給  ★私服でOK!

桑名市矢田磧69

☎0594-24-3501又は☎0594-21-1835
［応募］お気軽にお電話の上、ご来店下さい。（担当／石川）

有限会社宏和

週2、3日の
お仕事ですよ♪

時 900円～
パ四日市市内／営繕

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

急

［時間］10：00～15：00
　　　（実働4.5h）
［休日］週休2日制（週5日勤務）
［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）

営繕スタッフ募集!!

四日市市安島1丁目5番10号
中部互光株式会社 三重営業所

☎059-337-8020（担当／求人係）
現地面接致します

仕事内容

近鉄四日市駅
周辺のホテル
（徒歩5分以内）

勤 務 地

時　　給 900円～
交通費（規定

有）

別途支給!
!

※車通勤
不可

壁紙・備品の補修、
電球交換、
カーペットの染みとり 等
★日曜大工がお好きな方大歓迎★

60代の方
大活躍中♪

急経月 180,000円～
正桑名市小貝須／現場作業員・現場監督

■桑名市上下水道公認

株式
会社伊藤水道建設

土木工事・上下水道工事・空調工事 桑名市
小貝須
2100

［応募］左記まで、お気軽にお電話下さい。
（担当／伊藤）尚、セールスの電話はご遠慮下さい。☎0594-23-2367

［資格］要普免※年齢・経験を考慮致します
［時間］8：00～17：00（休憩90分）
［休日］日曜、祝日 ※その他当社カレンダーによる土曜休日有り
　　　GW、お盆、年末年始の長期休暇有り
［待遇］能力に応じて昇給有、賞与年2回、各種社会保険完備、
　　　交通費（会社規定）支給、各種手当有、有給休暇、
　　　退職金制度有、制服貸与

職 種

月 給

正社員急募
働きながら色んな資格取得も
目指せますので頑張り次第で

●現場作業員
●現 場 監 督

一般土木・設備
※未経験の方でもOK

経験者

女性スタッフも活躍出来る職場です

180,000円～

どんどん
給料もUP!

能力に応じて

40万円以上可
月収例

■地元で人気の中華料理店

時 900円～
アパ員弁郡東員町／職種複数

［応募］まずはお問い合わせください。
☎0594-75-0022 担当／タゴ

［時間］（1）9時～14時 （2）11時～14時 （3）17時～21時半
［休日］シフト制（水曜定休）

□ホール
□洗い場・厨房

土 日 平日夜
お試し短期もOK

900円～

勤務時間
相談に
のります

平日昼は
相談に
応じます

柳麺飯店    080-6945-8779
員弁郡東員町大木2648-2

B

A職
種

時
給

昇給有 まかない付

スタッフ募
集

駐車場
完備

■介護事業

月 20万円～
正桑名市江場／介護職員

［応募］お気軽にお電話ください。（担当／井上）

住宅型有料老人ホームみらくる
☎0594-84-6633桑名市江場49番

介護職員職種

月給

［時間］8：30～17：30 ［休日］年間108日
［待遇］社会保険完備、昇給、賞与、交通費規定支給、
　　　制服貸与、車通勤可

200,000円～
  研修期間3ヶ月間時給950円～　
  ※経験・能力により期間短縮あり（ ）

経時 1,000円～1,500円
パア桑名郡木曽岬町／軽量足場材の検査・梱包

■メンテナンス業

年齢・男女不問！

桑名郡木曽岬町中和泉350番地
（エスアールジータカミヤ株式会社 東海木曽岬センター内）

株式会社 オーエステック
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。
☆入社日応相談! セールスお断り

☎0567-68-2720

［時間］8：00～17：00
［休日］日・祝、第2・4土曜日、
　　　大型連休（GW・夏季・年末年始）
［待遇］正社員登用制度有、車通勤OK
※詳細は面談にてご説明致します

1,000円～1,500円

職
種

時
給

★経験者又はリフト運転者優遇

軽量足場材の
検査・梱包

未経験OK

（採用担当）

W月 5万円～8万円程度
パアいなべ市員弁町／朝刊配達

■新聞販売店

いなべ市員弁町
大泉新田43

（員弁街道沿い）☎0594-74-2264
牧野新聞店有限

会社

［資格］原付免許をお持ちの方  
［時間］3：00～（1時間半～2時間）
［休日］応相談
［待遇］労災・交通傷害保険有
［応募］電話連絡後、履歴書ご持参下さい。
　　　詳細は面談時にお話いたします。

朝刊配達

シニア世代も活躍中!
WワークOK♪
お小遣い稼ぎをしたい方、
健康のために働きたい方歓迎♪

初心者歓迎

5万円～8万円程度月
収
例

職種


