
☎0598-20-8881
三重県松阪市高町450-1 丸亀ビル4-A
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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 
松阪・明和・多気・大紀町エリア 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

■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］担当までお気軽に。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］7：30～16：00

週3日程度!
900円～時

給
昇給あり
交通費別途（ ）

子育て後の方
にピッタリ！！

☎0598-52-1686応募

■新聞販売店

時 1,000円以上
松阪市大津町／朝刊・夕刊配達、集金 アパ

松阪大平
専売所 元水新聞店

［時間］（朝刊）2：00～4：00の間で1.5h程度
　　　（夕刊）15：00～17：00の間で1h程度
　　　（集金）1日3h～4h×4日程度
［休日］週1日 ［待遇］車・バイク貸与、年金制度有

パート・
アルバイト朝刊・夕刊配達、集金スタッフ
［時給］

1,000円
以上

松阪市大津町496-3［受付：9時～18時］

■医療・介護のアウトソーシング https://www.m-care.co.jp

急時 1,000円～＋交通費規定支給
派松阪市川井町／エイドアシスタント

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／村田）☎059-273-5556

病棟での事務補助業務、電話応対、入力業務、
書類のお届け、機材の回収、詰所の清掃など

松阪市川井町の病院
［職種］エイドアシスタント

［時　間］8：30～17：00（実働7.5h）
　　　　9：00～13：00・13：00～17：00（実働4h）
［勤務日］土日祝休み（曜日固定、週4日～ご相談下さい♪）
［待遇］車通勤可、制服貸与、出張面接OK（土日面接OK）、
　　　交通費規定内支給、有給休暇（最大20日）

勤務先 時給1,000円～

30代～50代の主婦さん活躍中
選べる勤務時間♪できることから始めましょう

残り
わずか!

時間相談
可能

月 206,600円～
正多気町相可／生活支援員

■社会福祉法人 http://www.keishin-sw.or.jp

経 急

生活支援員募集

［時間］7：00～19：00の間で8時間（シフト制）
　　　※月に3～5回 準深夜勤あり（16：00～翌10：00）
［休日］シフト制（週休2日 年間120日）
［待遇］昇給・賞与年3回（昨年実績：4.5ヶ月＋3月賞与）・退職金制度あり、
　　　交通費規定支給、各種社保完備、有給休暇、誕生日休暇 

仕事
内容

月給 206,600円～※夜勤手当4回分含む
◎資格・処遇改善手当　別途支給◎

◎特別な資格は必要ありません ◎経験者優遇!

食事・入浴介助、見守り、農場・作業場での
作業支援 ※要普免（AT限定可）

幅広い年代
の女性
活躍中!

社会福祉法人 敬真福祉会

［応募］お気軽にお電話ください（担当/ヤブウチ）

職場見学
ご相談
ください☎0598-38-2402多気郡多気町

相可字風子
1863-1

（試用期間中の給与です）

正社員

■介護保険サービス事業・ビルメンテナンス等

経時 900円（手当含む）
パ松阪市内・近辺／清掃

☎0598-26-3169（担当/中西）
三重中高年雇用福祉事業団

［応募］まずはお気軽にお電話ください。

公共施設の定期清掃（松阪市内・近辺）

パートさ
ん募集

松阪市大黒田町高見742 夢虹房内（花岡神社様横）面接地

［時間］8：00～16：00程度 ☆週4日程度
［待遇］通勤費規定支給、有休、雇用・労災保険有

内容

時給 900円（手当含む）

経験者
歓迎

定年退職者
も可

要 普通
自動車免許

時 900円～（祝日は1,000円～）
松阪市大黒田町／ガソリンスタンドスタッフ

■ガソリンスタンド

アパ

経

www.suzusada.co.jp

鈴定燃料株式会社

☎0598-21-0315（担当／福本）
松阪SS 松阪市大黒田町石川44-1

日曜
お休み

◎土曜休みもOK! 
◎従業員割引あり!
◎祝日は昼食つき♪
◎未経験の方も大歓迎

［勤務地］松阪SS
［資　格］要普通免許
［時　給］900円～（祝日）1,000円～
［時　間］8：00～19：00の間で応相談
　　　　①8：00～17：00、②8：00～18：00、
　　　　③9：00～19：00
［待　遇］危険物資格手当、従業員割引、社会保険制度、
　　　　制服貸与、社員登用制度、車通勤可、研修期間有
［応　募］お気軽にお電話ください。

フルサービスの
ガソリン
スタンド業務

内
容

月約2万円～4万円程度
他松阪市嬉野一志町／職種下記参照

■各種部品の検査、組立、選別等

株式会社 丸中産業
津市雲出長常町841-1

☎059-235-0176（採用担当）

工場内
内職さん
追加募集

業務好調
につき

［時間］9：00～16：00の間で
　　　好きな時間で働けます

◎数を増やせばこれ以上の収入も可♪

仲良くアットホームな
職場で定着率バツグン♪

月
収
約2万円～4万円程度

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。（平日/8：30～17：30）

松阪市嬉野一志町75-55勤務地

自動車部品の簡単な組み立て作業です！

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

■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!!
月［契］147,660円 時［パ・ア］875円～

アパ契松阪市内／セルフスタンドスタッフ

■JA全農みえグループ

経

勤務地

本社：津市高野尾町三月田65-2

セルフスタンド
STAFF募集!

［時給］875円～  ［休日］月間10日以上
［時間］7：15～21：00の間で最長6時間程度
　　　の交替勤務 ※月間最大17日程度

パ
・
ア

［月給］147,660円
［時間］7：15～21：00の間で7時間程度
［休日］シフト制による月間7日以上

契
約
社
員

社保
完備

☎0598-59-1052（JASS-PORT黒　部）［担当／藤村・冨田］
☎0598-21-2710（JASS-PORT川井町）［担当／岡田・冨田］

［待遇］交通費規定支給、制服貸与
［応募］ご希望の店舗にお電話ください。面接は松阪地区にて行います。

安心の
JAグループ!

未経験の方大歓迎♪
フリーター歓迎!危険物乙4所持者歓迎!

①JASS-PORT黒部
　 （松阪市東黒部町天神1）

②JASS-PORT川井町
　 （松阪市川井町字田中298）

給下記参照
アパ正勤務地複数／警備員・管理職・見張員

■警備業

警備スタッフ大募集!!

松阪市駅部田町85-1
三重警備保障株式会社

［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

経験のない方でも親切・丁寧に教育からスタートします
◎アルバイト、週1日から可能!◎

30入社
祝金 万円支給!!

※当社規定あり

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

［応募］まずはお気軽にお問い合せください

☎0598-22-1515
（採用担当迄）

内　容 交通誘導警備
勤務地 松阪・津・伊勢

日　給 8,100円～10,100円
+交通費

［時間］8：00～17：009,500円日給

列車見張員内 容 松阪・津・伊勢勤務地

1,000円時給

警備配置及びそれに付随する業務
（警備員に連絡する仕事です）

［時間］16：30～2・3時間程度

内容 松阪市勤務地

8,000円+交通費日給

時給

［時間］11：00～14：00・
　　　17：00～22：00［勤務日］土日祝

駐車場警備内 容 津市雲出町勤務地

［時間］8：30～17：30
［休日］会社カレンダーによる25万円（試用期間有）月給

管理職［正社員］内 容 松阪勤務地

時
間

900円＋交通費 （1）7：30～9：00（2）14：00～17：00
※（1）（2）選べます

駐車場警備内 容 松阪市内勤務地

［休日］土日祝

時①1,200円 ②1,100円  ③1,000円
松阪市上川町／①荷物の積み降ろし ②フォークリフト作業 ③事務スタッフ

■一般貨物自動車運送事業他

アパ

職種

時給

仕事
内容

面接は松阪で
行います松阪市上川町2739-59

オーティーティーロジスティクス株式会社

☎072-670-2552受付
［応募］お気軽にお電話の上、履歴書（写貼）持参ください
（本社採用担当 平日 9時～17時）

［勤務地］松阪市上川町2739-59　［時間］8：45～17：45（休憩1時間） 
［休　日］完全週休2日制（土・日）※年休132日、有給休暇あり
［待　遇］交通費規定支給（上限3万円）、各種社会保険完備、有給休暇、制服貸与、車・バイク・自転車通勤OK

パート・アルバイト募集！！
未経験でも大丈夫！！先輩スタッフが、しっかりサポートします！

福利厚生充実！！

詳細のお問い合わせも
大歓迎!

①荷物の積み降ろし作業
コンテナから荷物をパレットに載せて降ろす作業、
パレットからコンテナへのバラ積み作業
 コンテナは1日最大2本程度、
 コンテナ作業は最大2時間/回程度
※パレットへ積載後はリフトマンが対応
その他の時間は検品・搬送・小物商品の格納

1,200円
職種

仕事
内容

③事務スタッフ
電話受付、入力作業、
来客一次応対など一般事務
※エクセルスキル必要

1,000円 時給

職種

仕事
内容

検品、格納、
ピッキング作業、搬送。
［要フォークリフト免許］

1,100円 時給

②フォークリフト作業

［ ］
体力に

自信がある方
必見!

8：45～17：45〈週5回〉
別途8：45～11：00
〈週2～3回〉勤務も同時募集

時 950円～1,200円
派松阪市・津市／保育士

■一般労働者派遣業（派24-090004） 【URL】http://www.f-staffing.com

鈴鹿市長沢町字新沢1815-3
（東名阪鈴鹿ICより東へ100m）

0120-554510（担当／伊東）
ゴーゴー シゴ   ト

管理No. ITO 0117［応募］お気軽にお電話下さい!

［時間］7：30～18：00の間で2時間以上
　　　（7：00～9：00・9：00～16：00・14：00～18：00 等）
［待遇］各種保険完備（勤務日数による）、交通費支給 ※フルタイムの方は別途手当あります!
☆他の時間／希望時間・日数がありましたら相談させて頂きます。

松阪市・津市
〈フルタイム〉1,000円～1,200円
〈フルタイム以外〉　　950円～1,000円

時給勤務地

要保育士資格 週2日～週5日

子供が好きな方♡ブランクのある方♥
子育て中の方♡復帰したいけどお悩みの方♥
とにかく一度ご相談下さい！

保育士さ
ん募集！！

給下記参照
津市榊原町／正・准看護師、洗濯業務、施設夜間当直員、調理補助 パ正

■医療法人 http://www.ohrin-mc.jp/

正看護師
【
常
勤
】

職種

月　給

時給

254,000円～

【
パ
ー
ト
】

時　給1,500円～

※准看護師も募集中！

応募の前に施設見学だけでもできますので、お気軽にお問合せ下さい。

（夜勤手当4回分含む・残業ゼロ）

（週30時間以上勤務の場合）

近鉄久居駅及び榊原温泉口駅より
無料の送迎バスがあり、通勤にも便利です

1人1回250円
（昼食とおやつ2回付き）

院内託児所は、24時間365日
運営しております

調理補助職種

［時間］木・金・土曜日の9：00～16：00

洗濯業務職種

栄養士・調理師の方も年齢・性別
不問ですので、気軽にご連絡下さい。

施設夜間当直員職種

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。
　　　（担当／法人本部 杉山・長谷川）

医療法人 凰林会
榊原白鳳病院
介護老人保健施設さくら苑・介護老人保健施設第二さくら苑
介護老人保健施設伊賀さくら苑・久居さくらディサービスセンター

☎059-252-2309 E-mail:somu@ohrin-mc.jp

津市榊原町5630番地

年齢不問です。
60歳以上可。

介護支援専門員・介護福祉士・介護士・送迎運転手・医療事務職も大募集!

パート

880円

［時間］17：00～翌9：00
　　　（実働約7時間）



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）

■警備業

月 230,000円～240,000円
正津市内／本部スタッフ

経 急

株式会社 伊勢湾ガード
津市上弁財町13-1 (採用担当）☎059-225-1341

施設警備員
募集【正社員】
未経験者
歓迎 ［時間］8：45～17：00

　　　（本部勤務時）
［休日］原則 隔週土・日・祝休日

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。
　　　（詳細は面接時に説明します。）

230,000円
（研修終了後240,000円）

施設内での
警備員業務、
警備員の
勤務調整・警備事務

職 

種

月 

給

40代～50代の方
活躍中です！

■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

■JA全農みえグループ

給下記参照
契他パ津市一志町／セルフGSスタッフ

経

オープン予定につき
スタッフ募集!!安心のJAグループ！

JASS-PORT一志（仮）（一志町田尻74-5）
セルフスタンドのお仕事です!危険物乙4所持者歓迎!

本社：津市高野尾町三月田65-2

☎059-264-7771［担当／玉井・中村］

無資格の方は
取得費用を
支援します
（規定有）［時間］6：45～21：00の間のシフト制

［休日］シフト制による 月間7日以上
［待遇］交通費規定支給、制服貸与、雇用保険（条件有）

［臨時社員］147,660円～

勤務地

月　給
［パ ー ト］875円～
※4月のオープンまでは近隣の店舗で研修して頂きます。

時　給

［応募］まずはお気軽にお電話ください。面接は各店舗にて行います

2021年4月

■ビルクリーニング業務・ビル管理業務

時 1,000円
パ松阪市京町／日常清掃スタッフ

★未経験者歓迎！
★当社スタッフが教えます！

［時間］8：00～10：00（2.0h勤務）
［勤務］週5日（月・水・金・土・日） ［時給］1,000円 
［待遇］交通費規定内支給、制服貸与

日常清掃員

☎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］まずはお気軽に上記までお電話下さい。

パートスタッフさん募集

松阪市京町地内の複合商業ビル
職　種

勤務地

■ホテル

急月①20万円～ ②10万円～ 時 900円～
アパ松阪市久米町／フロントスタッフ・清掃

☎0598-56-2532松阪市久米町1123-1
（松ヶ崎駅より徒歩5分）

ホテルアルベルティーナ

［応募］詳細は面談にて。お気軽にご応募ください。

［待遇］交通費規定内支給、各種手当、食事補助、プチ賞与あり
　　　車・バイク通勤OK（駐車場あり）、研修期間あり

スタッフ募集

客室清掃スタッフ
職種

職種

［時間］9：00～25：00の間で応相談

時給 900円～
22時以降1,125円～

フロントスタッフ（3日に1回の勤務）

未経験の方も
丁寧に指導いたします

月収 200,000円～
［時間］24時間のシフト制

1
月収 100,000円～
［時間］12時間のシフト制

2

◎週2・3日や土日だけでもOK!

《社員への登用制度もあります》

■事業所向け日替り弁当・委託給食・会議・イベント用弁当

時［A］900円 ［B］880円
パ松阪市上川町／盛付・洗浄

経 急

パートスタッフ募集!!
土・日・祝日お休みです!

［休日］土・日・祝日・夏期・年末年始 ［待遇］交通費規定支給、皆勤手当

［時間］
13：00～17：00

［A］盛付職種 時給900円

［B］洗浄職種 時給880円

［時間］（1）6：00～10：00
　　　（2）6：00～11：00

☎0598-51-7700松阪市上川町1711-5

株式会社 松阪給食センター

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。1/18（月）AM11：00より受付開始

※時間は応相談

給 230,000円～400,000円以上可
正三重県内 他／2t・4tドライバー

■物流・運送会社

［応募］まずはお気軽にご連絡下さい。担当不在の場合、翌日にこちらからご連絡差し上げる場合がございます。

［資格］40歳位まで（長期勤続によるキャリア形成のため）、準中型免許以上、普通免許（平成19年6月以前の取得者）、AT限定不可
［待遇］交通費一部支給、制服貸与、各種保険完備（研修期間終了後）
　　　車・バイク通勤可、フォークリフト資格取得補助あり

がんばった分だけしっかり稼げる出来高制です!
あなたの経験活かして活躍できます! 配達先豊富!

新規スタッフ急募！！
2t・4tドライバー
〈県内の小口配送・2t定期便〉

〈配送エリア〉
三重県内、中京方面

230,000円～400,000円以上可 ※詳細はお問い合わせください
※仕事を覚えていただくための横乗り期間中は 時給874円＋残業代
一人でできるようになれば歩合制になります
《給与例》・2t 定期便…26万円　・4t 県内小口便…38万円

給
与

フォークリフト免許取得者優遇!

☎0598-61-1055 受付 9：00～17：30（月～土） 採用担当迄

松阪市下村町21-1株式会社 ファイン流通

未経験でも

先輩ドライバ
ーが

丁寧に指導し
ます

経 急時880円（1） 月［正］210,300円～228,300円 時［パ］890円～920円
アパ正松阪市山室町／（1）送迎運転手（パ・ア） （2）介護職員（正・パ）

■有限会社ハッピーメディック

（2）

≪共通待遇≫各種社会保険（条件による）、交通費規定支給、マイカー通勤可、制服貸与スタッフ募集！！
（2）介護職員職種

内容

（1）送迎運転手［パ・ア］職種

デイサービスセンター フローラ勤務地

勤務地

［時給］880円（その他手当あり）
［内容］松阪市内地域をハイエース車
　　　又はキューブ車（共にAT車）にて
　　　デイサービス利用時の送迎
［時間］8：30～12：00・
　　　15：00～17：30など
　　　勤務時間ご相談ください!

住宅型有料老人ホーム ローマリンダ

［時給］890円～920円＋処遇改善手当4,000円～/月
［時間］13：00～18：30・7：00～12：30 など（応相談）

［資格］要初任者研修（旧ヘルパー2級）以上
［月収］210,300円～228,300円
［休日］週休2日制（年間114日 正社員は春・夏・冬期休暇あり［各2日］）
［待遇］賞与年2回（4ヶ月以内）、退職金（5年以上勤務後）

※含 夜勤手当（1回7,000円）
　資格手当・処遇改善手当

入居者のお世話、食事配膳、施設内デイサービスへの送りなど

1日2～3時間からOK♪日曜日勤務できる方大歓迎!!

別途
扶養手当・
住宅手当・
通勤手当・
正月手当
などあります!

日曜定休 週4日～5日程度

☎0598-60-2666（担当／西岡）
松阪市山室町690-2（県道59号線沿い 花の丘病院隣り）デイサービスセンター フローラ

住宅型有料老人ホーム ローマリンダ
［応募］まずはお電話ください!  【受付：平日（月～金）】  職場見学だけでもOK!電話連絡の上お気軽にお越しください!

初任者研修

修了者優遇!
!

パ
ー
ト

正
職
員

時 900円～＋交通費
多気郡明和町／清掃スタッフ

■総合清掃業務

アパ

☎059-292-3637
津市香良洲町高砂3685-1

今井商事有限会社
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

繋がりにくい場合はこちら

（担当／今井）

090-8499-8244

未経験・シニアの
方も大歓迎!

定年65歳・フルタイムで働ける方を募集します

900円～
＋交通費［時間］8：00～17：00

［休日］日・祝、その他シフト制
［待遇］各種保険完備、交通費規定支給、制服貸与、車通勤可

勤務地

職　種 時給

多気郡明和町の老人福祉施設

清掃スタッフ 1名の増員です♪
お早目のご連絡お待ちしています。

コロナ対策も万全です♪

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

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

時 900円
契パ多気郡明和町／病院内の清掃業務

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

未経験からスタートの方も多数活躍中!!未経験からスタートの方も多数活躍中!!

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

☎059-226-4149（採用担当）
（受付）1/18（月）9：00～

［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。現地にて面接致します。

勤務地

［時間］8：00～12：00 ［休日］シフト制
［勤務］週3日または週4日
［待遇］制服貸与、有給休暇有、車通勤可（駐車場無料）

三重ハートセンター（多気郡明和町大字大淀2227番地1）
分かりやすく

ご指導を致します
職　種 清掃業務 時　給 900円

女性スタッフ活躍中

急時

アパ玉城町佐田／［A］食品製造 ［B］梱包・荷出し

■食品の製造 （株）ドトール・日レスホールディングスのグループ会社

900円

①〈早番〉朝6：00～12：00〈3名〉 
②〈後番〉12：00～19：00〈3名〉 
◎交替勤務ではありません。①か②選べます

パート・アルバイト募集 〈職種〉［A］パスタソースやお惣菜の製造

〈職種〉［B］梱包・荷出し〈2名〉

日本レストランプロダクツ株式会社☎0596-58-3135（担当/シバタ）つながらない場合…
　080-4355-4742（担当直通）度会郡玉城町佐田626

900円時
給

時
間

9：00～17：00900円時
給

時
間

［応募］まずはお電話の上、履歴書（写真貼付）をご持参ください。※ご質問等、お気軽にお問い合わせください。

勤務日数
・

曜日ご相
談に

応じます

［待遇］交通費規定支給、制服貸与、車通勤OK ※高校生不可
度会郡玉城町佐田626
（ミマス株式会社内）※田丸駅より徒歩15分

勤務地

給下記参照
パ正伊勢市内／職種複数

■介護事業

W

［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

もりの実保育園

保育

社宅

研修制度 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。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。

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。 　働き方の相談可
貴方の経歴に合わせ、賃金試算いたします。

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

職  

種

時（1）1,200円～1,625円＋交通費 （2）（3）1,100円～1,300円＋交通費 
正津市内／職種下記参照　　　

■トータルアウトソーシング（派）24-300289 業務請負業 有料職業紹介業24-ユ-300172 www.thanks-mie.co.jp

津市丸之内11番10号

株式会社 サンクス
［応募］まずはお気軽にご連絡ください。月曜より受付スタート 8：30～17：00（土日祝除く）

0120-158-394
休日・時間外は 080-4355-8479（採用担当）

検索津 サンクス

［時間］・　8：15～16：45
　　　・16：40～　0：55
　　　・　0：45～　8：30
［休日］基本土・日・祝
　　　（会社カレンダーによる）

◎男女不問 ◎各
種保険完備 

◎賞与あり ◎有
休制度 

◎制服貸与 ◎車
通勤OK 

◎寮完備 ◎大手
企業内勤務

万円支給!!
入社祝金

3
※規定有

職
種

時 給

勤務地

職 種

津市片田町 ◎20～40代活躍中♪

［勤務地］津市戸木町 ◎20～50代活躍中♪
［時　給］1,100円～1,300円＋交通費
［時　間］8：30～17：20
［休　日］土・日・祝（会社カレンダーによる）

色々な作業のお仕
事が

あるので自分に一
番

合った現場で働け
る♪

（2）フォークリフト作業
［資格］フォークリフト免許

（3）倉庫内作業
仕分け、養生、ラベル貼り作業等 ☆経験・資格不問

業務拡張
につき
各3名
増員！！

30万円
以上も可　

月
収

高月収案件

1,200円～1,300円＋交通費
22：00～翌5：00の間は

1,500円～1,625円

（1）機械部品の組立検査等心機一転! さらに!!
15~20名の大募集ですよ♪

★日勤のみもOK！！

未経験の方でも

各現場のエキス
パート

として活躍して頂
けます♪正社員

大募集!!


