
D★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）

☎059-381-0081
三重県鈴鹿市西条4丁目48 西条ビル2D
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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

■飲食店

時 900円～1,000円
ア鈴鹿市南長太町／ホールスタッフ

090-7864-5102（担当/橋本）

［時間］10：30～15：30（16：00）
［勤務］火・水・木・金・土・日の中で週2日～応相談

☎059-395-2505鈴鹿市南長太町
2477-2

応
募橋本家

ホールスタッフ急募！ 900円～
1,000円飲食店勤務経験のある方歓迎！

時 

給

月 20.1万円～23万円
正四日市市松原／学童保育所正規職員（所長候補）

■学童保育所

20.1～23万円子どもが好きで
思う存分“教育保育”
したい人求む

［時間］・10：00～19：00（平日）
［休日］土・日他※変動有 

日の本福祉会 検索

年間休日110日月給

社保 退職金賞与（0.5～1.5ヶ月）
詳しくは

四日市市松原町288-1
社会福祉法人 日の本福祉会 ☎059-361-6366応募

■歯科

正亀山市関町／受付・歯科助手
経月 16万円～25万円

受付・歯科助手
［月給］16万円～25万円（経験・能力による）
［時間］8：30～19：30（中休憩あり） ［休日］週休2日
［待遇］社保完備、交通費規定支給、車通勤可

亀山市関町木崎字北野927-1
みずほクローバー歯科 ☎0595-96-3296（山本）応募

急募（若干名）
給 1勤務18,000円
鈴鹿市高塚町／夜間専門介護スタッフ

W

パ

■生活介護 https://sakura2525.com/

夜勤専門介護スタッフ週1日～OK!
Wワーク・

未経験者もOK!［時間］17：00～翌9：00（休憩時間含む）
［待遇］資格手当（介護福祉士・ヘルパー）、
　　　制服貸与、交通費支給

☎0595-84-0002
亀山市川合町103  （担当／千賀）
応募あんしん介護 株式会社

職 種

さくらさくらホーム高塚（鈴鹿市高塚町1451-2）勤務地

18,000円［給与］
1勤務

時

パ鈴鹿市神戸／清掃

■コニックスグループビル総合管理 www.conyx.co.jp/

900円～

パートさん募集!!
勤務地

経験は問いません!丁寧に指導します!

［職種］施設内清掃 ［時給］900円～
［時間］8：00～14：00（実働4.5H） ［休日］日曜、その他
［待遇］交通費規定支給、制服貸与

介護老人保健施設ひまわり
（鈴鹿市神戸）

他にも勤務地がありますのでお気軽にお問合せ下さい。

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。（採用担当）
☎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（ ）

勤務日数
応相談

■介護事業

月 163,000円～
正鈴鹿市住吉／介護

☎059-378-4838鈴鹿市住吉1丁目23-8

愛すみよし苑グループホーム

［応募］採用担当までお気軽にお電話下さい。

［資格］初任者研修修了者以上
［時間］　8：30～17：30・　7：00～16：00
　　　10：00～19：00・16：30～翌8：30
　　　のローテーション
［休日］月9日程度 ［待遇］賞与、交通費規定支給、私学共済加入

介護職員募集 正職員

月
　
給

163,000円（高卒実績）
・夜勤手当8,000円/1回
・介護職員処遇改善、諸手当
  約50,000円/月（実績）
・介護福祉士は10,000円/月

■一般労働派遣事業  派24-300060

給下記参照
パ正鈴鹿市内／（1）包装・検査 （2）ドライバー

http://www.tamon-tsusyou.com

地元で募集!

太門通商株式会社三重県鈴鹿市大池二丁目
20番19号

［応募］まずはお気軽にお電話ください。（受付／平日9：00～17：00）

☎059-370-0878【本社採用窓口】
090-5866-0689【（1）担当/秋田】

交代手当 0：00～1,000円/日
16：00～400円/日

［時間］0：30～8：45・16：30～翌0：45

時　給 950円～
1,000円

［勤務地］鈴鹿市南玉垣町【正規・パート】
［職 種］食品の包装・検査 ［仕事内容］食品の検査及び箱詰め
月収例 220,000円～（残業・深夜込み）

無事故手当・車輌手当 各10,000円/月
［時間］8：00～17：00・5：00～23：00（内8時間）
時　給 1,000円

［勤務地］鈴鹿市大池【正規】
［職 種］トラック運転手 ［仕事内容］4t車による自動車部品配送 
月収例 230,000円～290,000円（残業・深夜、他手当て込み）

（1）

（2）

［休日］日、他（会社カレンダー） ［待遇］社保完、他

■とんかつ店

時 900円～
ア鈴鹿市広瀬町／ホール・洗い場

鈴鹿市広瀬町1450-57
とんかつ とん太
☎059-378-1278（店長まで）

土日入れる方歓迎!
ホール・洗い場
900円～時給

職種

［時間］10：00～14：30位
　　　17：30～21：00位
［待遇］車通勤可　［定休日］月曜・火曜
［応募］お気軽にお電話下さい。
　　　11：00～14：00と17：00以降はご遠慮下さい。

（日数・時間応相談）

時 1,100円～
正亀山市内／入出庫作業員

■業務請負業

急経

リフト作業を伴った
入出庫作業

亀山市内

［時間］8：00～17：00 ［休日］週休2日（シフト制）
［待遇］社会保険、交通費規定支給、
　　　皆勤手当支給（2ヶ月間試用期間あり※同条件）

職種

勤務地

時給

鈴鹿市国府町
字高畔3917-6

豊栄パッケージ株式会社

［応募］お気軽にお電話下さい。（受付9：00～17：00 採用担当迄）
◎メール応募はこちら（houei.p@u-net.or.jp）

☎059-389-7117

リフト経験者
 大募集！

〉〈

1,100円～

年間を通じてお仕事が
安定しているのでしっかり稼げます

月 150,328円～176,000円
亀山市関町／事務員

■貨物運送業・倉庫業

正

関センター

☎0595-96-1300
亀山市関町市瀬1-1（オークワ関物流センター内）

［応募］まずはお気軽にお電話ください
　　 （担当／山根）

［時間］（1）8：00～17：00
　　　（2）9：00～18：00
［休日］週休2日（シフト制）
　　　※交替で土・日のお休みもあります
［待遇］昇給有り、賞与年2回、各種社会保険完備、
　　　確定拠出年金、交通費規定支給

事務員　　　　募集
電話応対、
エクセルでの
入力作業、

伝票処理などを
お願いします

※シフト勤務

150,328円～176,000円月
給

正社員

時

派亀山市関町／加工・検品
1,100円 ※月収例180,000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.］
332101038

［時間］8：30～17：35 ［休日］土日祝（企業カレンダーによる）
［待遇］社保完、作業服貸与、交通費規定支給、有給休暇
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

亀山市関町

流れ作業ではなく、一人作業が主体のおシゴトです!

時 

給
［月収例］
180,000円1,100円

勤務地
プラスチックトレー
の加工・検品

仕事
内容

（当社規定）

50,000円支給!!

☆軽い製品です!
☆女性活躍中
☆日勤☆土日祝休み

入社祝金

給1勤務7,500円～
ア鈴鹿市内／施設警備員

■警備業

株式
会社

☎059-386-3335

仕事内容

 ［応募］採用担当までお電話下さい。※1/18（月）9：00～

［勤務地］鈴鹿市内

［給　与］（1勤務）7,500円～
　　　　※経験・能力により相談に応じます
［時　間］7：30～16：45
　　　　※監視、継続的勤務になります

経験は一切問いません!!

40代・50代も活躍中！！

守衛・受付・巡回など

寮あり

施設警備員
募集!

鈴鹿市稲生4丁目16-3

※平日（月～金）のお仕事です

時①1,000円 ②900円
亀山市布気町／ゴミ分別・トイレ清掃など

W

パ

■警備事業部・清掃事業部・旅行事業部・スポーツマネジメント事業部

［時間］6：00～9：00

［応募］まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
　　　（平日 9：00～17：00）（採用係）

ホームページはこちらより

四日市市久保田二丁目11-6

0120-93-2726株式会社 エイワ

亀山パーキングエリア勤務地
仕事
内容

時
給

★未経験の方もWワークで働きたい方も大歓迎！！
★30代～70代女性活躍中♪

1,000円
ゴミ分別・
トイレ清掃など

週3日～でOK!［待遇］制服貸与、交通費規定支給、駐車場完備
①

［時間］6：00～19：00

時
給900円②

給下記参照
パ正鈴鹿市内／保育士・児童指導員、生活支援員・世話人

■障害児通所支援事業・相談支援事業・高等学院運営・フリースクール運営

鈴鹿市算所
1丁目3番11号
多貴BLD

☎059-379-5003https://www.e-enjoy.co.jp/ ［応募］採用担当までお電話ください

■障害児通所・支援事業相談支援事業・高等学院運営・フリースクール運営

鈴鹿市平田本町2丁目21-16
鈴鹿市神戸4丁目9-12

パ
ー
ト

［時給］1,000円～1,100円 ※経験や年齢、能力を考慮
［時間］8：30～17：30 ［休日］日曜日、土曜日、夏季休暇、年末年始休暇、有給休暇
［待遇］社会保険完備、交通費規定支給、制服貸与、研修制度

［月給］200,000円～336,000円
　　　※経験や年齢、能力を考慮
［時間］8：30～17：30・10：00～19：00（月～金）
［休日］日、他、夏季休暇、年末年始休暇、有給休暇〈年間休日113日〉
［待遇］昇給年1回、賞与年3回、社会保険完備、交通費規定支給、
　　　退職金制度、定期健康診断、マイカー通勤OK、駐車場完備

正
社
員

教育・福祉業界が初めての方も専門性を高めて活躍できる環境です！

女性棟あり

保育士・児童指導員 《子どもの「できる」を増やすお手伝い》 ◎施設見学可
障がいを持つ子どもたちに向けて、運動療育や日常生活の自立サポートをお願いします。職種

入社
祝金10万円

パ
ー
ト
［時給］1,000円
※夜勤1回につき別途3,000円支給

［月給］220,000円～244,500円
　　　※経験や年齢、能力を考慮
［休日］週休2日制（シフトによる）、有給休暇〈年間休日125日〉
［待遇］昇給年1回（10月）、賞与年3回、社会保険完備、
　　　交通費規定支給、退職金制度、定期健康診断、
　　　研修制度、マイカー通勤OK、駐車場完備

正
社
員

★2021年3月に新施設が開設！オープニングから関わるスタッフ募集！
生活支援員・世話人 女性も活躍できる働きやすい職場です！
障がいをお持ちの方の生活支援をお願いします職種

［共通時間］15：00～翌9：00（１か月単位の変形労働時間制とし、シフトによる）

《週1日からOK》
セカンドキャリアにも最適

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)

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

給下記参照
鈴鹿市・桑名市／職種複数 正

本社営業所（鈴鹿市地子町）
Ⓔ大型トラックドライバー職種

勤務地

［内容］自動車部品、工業製品、一般雑貨の輸送メインのお仕事です
　　　貨物の積降は手積み手降しが中心になり、
　　　積荷も多種多様となります
［資格］大型自動車免許（AT限定不可）、フォークリフト運転技能講習修了証

［月収］350,000円～ ［時間］5：00～14：00※便により変動あり

［内容］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。
［資格］中型自動車免許（8t限定可・AT限定不可)

［月収］194,000円～（各種手当含む）＋残業代
［時間］5：00～14：00

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

協力し合える雰囲気と
活気のある
職場です!

共通
項目

本社営業所（鈴鹿市地子町）
Ⓐ1tトラックドライバー職種

勤務地

鈴鹿市伊船町
Ⓑ4tトラックドライバー（超ロング）職種

勤務地

［内容］中勢・北勢地区のオフィス用品の配送業務です。
［資格］普通自動車免許（AT限定可）

［月収］189,000円 ［時間］7：00～17：00 ※残業込み

（1）鈴鹿市平田町 （2）鈴鹿市伊船町
Ⓒ構内作業員職種

勤務地

［内容］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。

［月収］170,000円～＋残業代
［時間］（1）5：30～14：30・14：30～23：30 ※1週間単位の交替勤務
　　　（2）8：00～17：00

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

［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～　

※鈴鹿本社出勤もご相談に応じます

■飲食店

時 900円～
ア鈴鹿市西条／キッチン

［時間］11：00～14：00・18：00～21：00
［待遇］制服貸与、車通勤OK

週2日～の
勤務から
応相談

☆学生さん、主婦（夫）さん、
　フリーターの方大歓迎!スタッフ募集!
900円～職種 時給キッチン

090-8334-0186（採用担当/岩田）
鈴鹿市西条5丁目112番地

（なだいあかねあん）応募
トンテキ 名代 茜庵

■総合ビル管理

時 900円
パ亀山市内／日常清掃

中高年の方も活躍中！

［応募］まずはお気軽にお電話ください。
☎059-225-5984

津市北丸之内191（受付時間：平日9時～17時）

日常清掃

朝の3時間だけ
お仕事しませんか！？
亀山市内のスーパー

［勤務］週3日～4日
［時間］6：30～9：30
［待遇］制服貸与、車通勤可

勤務地

職 種 900円時 給

☆未経験OK！ ☆勤務曜日はご相談下さい！！

運動を兼ねた
健康の為にも始めて
みませんか！

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

経 急時 1,500円
派鈴鹿市内／リフト作業

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）

［待遇］制服貸与有、
　　　無料駐車場・休憩室完備

鈴鹿中心部

2
交
替

［時間］　8：00～20：00
　　　20：00～翌8：00
［休日］5勤2休（土日休み）

日
勤
［時間］8：00～17：00
［休日］日+他1日 
　　　シフト制

1,500円時 給リフトの
　お仕事!

20～40代活躍中
日勤or2交替選べます!
日勤・4勤2休のお仕事も

ございます♪

大量募集の
高時給案件

勤務地

■食肉卸売業

時 1,200円
パア津市河芸町／ルート配送スタッフ

［資格］準中型免許
［時間］9：00～16：00
　　　または10：00～17：00
　　　（実働6H、休憩1H）で応相談
［休日］日・水（完全週休2日）＋応相談
［待遇］社会保険有（法定基準による）、交通費支給、車通勤OK

職
種

  080-6177-7028（採用担当）
津市河芸町東千里1224番地1

［応募］まずはお気軽にお電話ください。

安心のニッポンハムグループで
働きませんか!! 20～40代が活躍中
2tトラックで日本ハム食肉商品の
配送業務。決められたルート配送
だから一度覚えてしまえば簡単。

中日本フード株式会社（ニッポンハムグループ）
三重営業部

［時給］

1,200円
未経験者歓迎

■左官工事請負業

経

正亀山市阿野田町／左官職人・見習い・手元
月 150,000円～（1） 日 12,000円～（2）

新規正社員募集!!

月収150,000円～（能力・経験による）（1）
見習い

日給12,000円～（能力・経験による）（2）
職人

［応募］お気軽にお電話下さい。応募のお電話は
　　　9：00～17：00の間でよろしくお願いします。

［資格］15歳～（中卒可） ［時間］8：00～17：00
［休日］日曜、GW、お盆、年末年始（変更有）

山川左官創業。〒519-0137亀山市阿野田町2150

（担当／山川）090-2619-9986

給 

与

年齢・学歴・経験は関係ありません!
中卒の方でも大歓迎! 将来は独立も可能です!

左官職人・見習い・手元
〈仕事内容〉タイル貼、壁塗、ブロック積 他

職種

年齢・性別
不問!

■フードサービス（創業一世紀の給食事業のパイオニア）

時 880円
パ鈴鹿市高岡町／調理員

http://www.uokuni-s.co.jp/

［時間］8：30～15：00（6H）
［休日］日曜・他2日
［待遇］交通費規定支給、制服貸与
［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

調理員さん募集♪
鈴鹿市高岡町勤務地

仕事内容

時
給880円

調理・盛付・配膳・洗浄

パート Wワーク
OK

～デイサービス内厨房（60～70食）～

月10～16日迄の出勤

急給日給月給240,000円～
正鈴鹿市南玉垣町／設備員

■コニックスグループビル総合管理 www.conyx.co.jp/

☎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

正社員募集！

受付／平日
9：00～17：00（ ）

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。詳細は面談時にご説明致します。

240,000円～
勤務地

23号線付近なので四日市からもアクセス良好

職種

日給月給

設備員鈴鹿市南玉垣町

［時間］7：30～16：30・8：00～17：00
［休日］週休2日制のローテーション
［待遇］昇給・賞与、交通費規定支給、
　　　社保完、有給休暇

急募

パートも
同時募集

車通勤可

■清掃・ビルメンテナンス

時 889円
パ四日市市水沢町／清掃スタッフ

年齢
不問

［時間］（1）　6：30～10：00 
　　　（2）　8：00～10：30 
　　　（3）13：30～17：30
［待遇］交通費支給（当社規定による）、
　　　車通勤可能、ユニフォーム有

☎052-825-6885
080-8472-9815（担当/安藤）

名古屋市南区曽池町2-38
［応募］下記までお気軽にお電話下さい。 

（受付／平日9：00～17：00）

株式会社サカイ

長期清掃スタッフ募集！！

四日市市水沢町
（ゴルフ場 クラブハウス内） 889円
扶養内で働けるお仕事です!女性活躍中！

☆週2～3回の勤務
☆土・日勤務
　出来る方歓迎！

勤務地 時給

面接は
現地にて

時 875円
パ鈴鹿市地子町／構内作業員

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

三重トルキ株式会社

◆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

自動車部品のシート生地をオーダーに
従いピッキングし、台車にセットしていく
軽作業のお仕事です

本社営業所（鈴鹿市地子町）

［資格］普通自動車免許（AT限定可）　

［時給］875円 ［休日］土・日・GW、夏季、年末年始
［時間］9：00～15：00（休憩60分）
［応募］まずは採用係までお気軽にお電話下さい。

会社
概要

勤務地

内 

容

構内作業員
（パート）募集!

〒513-0821
鈴鹿市地子町523-2

0120-355-314（担当／田中、三澤）
FAX 059-384-0804

☆土・日休みで家庭との両立もOK!
☆40代～50代の女性が活躍中!
☆扶養範囲内でも可能です！

ポイント
月18.15万円～20.3万円 時900円～1,200円

パ正鈴鹿市秋永町／支援員

■特定非営利活動法人 陽だまり

☎059-388-8877鈴鹿市秋永町
663-1

就労継続支援B型 ひだまり工房
［応募］採用担当迄お気軽にお電話ください。

平日のみの受付
となります（ ）

［資格］要普通自動車免許必須、
　　　社会福祉士・介護福祉士の資格あれば尚可
［時間］8：30～17：30
［待遇］賞与年2回、昇給あり、各種社会保険完備、
　　　交通費規定支給、その他手当あり

（処遇改善手当込み）※試用期間（3ヶ月）同条件

障がい者への
就労支援・送迎など支援員

181,500円～203,000円
（1）正社員

新しい環境で
スタートしませんか!

月
給

時
給

職
種

（2）パート

［資格］要普通自動車免許
［時間］8：30～17：30の間で4h程度から応相談
［待遇］各種社会保険完備、交通費支給、資格手当あり

資格・経験等
考慮します900円～1,200円900円～1,200円

共通［休日］隔週土曜、日、夏期、年末年始（会社カレンダーによる）※応相談

（ ）

給（1）［月］21万円～ （2）［時］916円～・950円～
パ正鈴鹿市高岡町／介護職員

■介護事業 サービス付き高齢者向け住宅

メディカルステイ 鈴鹿の華
鈴鹿市高岡町2686

［応募］お気軽にお電話下さい。

ブランクがある方も
大歓迎!!

あなたの経験を
活かして下さい!!

☎059-384-8739［担当］古市［時間］9：00～18：00

［職種］（1）介護職員（正社員）

210,000円～月額
［資格］初任者研修（旧ヘルパー2級）以上
［時間］（日勤）　7：00～18：30（8h勤務 シフト制）
　　　（夜勤）17：00～翌9：00（2hの仮眠休憩有り）
［休日］週休2日 ［待遇］昇給有り、賞与年2回、各種社会保険完備

入居者31名で、夜勤は職員2人体制です

［職種］（2）介護職員（パート）※昼勤のみでOKです

時給
［資格］初任者研修（旧ヘルパー2級）以上 ［勤務］週4～5日
［時間］7：00～18：30（8ｈ勤務 シフト制）［待遇］ 各種社会保険完備

（初任者研修）916円～ （介護福祉士）950円～
※土・日手当：1日1,000円

（手当含む）
※夜勤4回の場合

時

派亀山市長明寺町／ピッキング・包装作業
1,100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.］
332101040

［時間］9：00～17：00 ※残業はほぼありません
［休日］週休2日制（日曜＋他1日）
［待遇］交通費規定支給、社保完、食堂利用可、有給休暇、
　　　業務上必要な備品や安全靴など
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

残業はほとんどありません！！
20代～50代男女活躍中♪

亀山市長明寺町

時給
※試用期間中は

　時給1,000円1,100円

勤務地

コンビニ商品
（食料品を除く日用品）の
ピッキング・包装作業
午前中は商品を並べる作業、午後はピッキング作業

仕事
内容

（当社規定）

50,000円支給!!入社
祝金

新着

月 186,000円～286,000円
鈴鹿市稲生町／介護職員

■グループホーム

正

経

（Fマート 鈴鹿サーキット通り店 北側のY字路スグ）

鈴鹿市稲生町字
北野5545番地

社会福祉法人 夏秀会（かしゅうかい）
虹の丘グループホーム
☎059-324-5519（面接担当／玉田）

勤務開始日
ご相談下さい!!

186,000円～286,000円
（夜勤手当・賞与を含む）

月給

職種 グループホーム
の介護職員

［応募］電話予約のうえ、履歴書を持参ください。

［時間］［早番］　7：00～16：00
　　　［日勤］10：00～19：00
　　　［遅番］12：00～21：00
　　　［夜勤］20：30～翌8：30
［休日］月8～9日（有給休暇あり）
［待遇］社会保険、雇用保険、労災保険、
　　　特殊業務手当、通勤・勤続・夜勤・資格手当、
　　　退職金共済加入
　　　※試用期間あり（3ヶ月間・同条件）

資格・経験
により
優遇

時（1）1,350円～1,400円 （2）1,300円～
亀山市布気町／（1）リフト作業 （2）事務員

■一般労働者派遣許可番号 派24-300226 有料職業紹介許可番号 24-ユ-300061

派

［応募］まずはお気軽にお問い合わせください。

鈴鹿市竹野2丁目1-8
101号TAサポート株式会社

☎059-395-6636 090-3257-9490（担当／田中）

［勤務地］亀山市布気町 ［時間］8：00～16：50
［休 日］土・日・長期連休・会社カレンダー 
［待 遇］有給休暇有、社会保険完備、
　　　 試用期間2ヵ月あり（同条件）

共
通

（要リフト免許）

※要英会話

正社員登用制度あり（45歳まで・省令3号-イ）

時
給

時
給

［職種（1）］リフト作業員［職種（1）］リフト作業員

［職種（2）］事務員（貿易事務）［職種（2）］事務員（貿易事務）

正社員も
目指せるお仕事!

1,350円～1,400円

1,300円～ 女性活躍中

給下記参照
亀山市・鈴鹿市／職種複数 パ正

三重県亀山市両尾町2182-1

株式会社リングリングリング
080-1585-0007☎0595-96-8777

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。（担当／菊池）

（2）放課後等デイサービス
　 亀山市天神、鈴鹿市甲斐町

勤務地

勤務開始日ご相談に応じます！

［休日］日曜日、他（週休2日制）、夏季・年末年始
［待遇］昇給あり、賞与年2回、交通費規定支給、
　　　研修制度、各種手当（資格・残業）、有給休暇

共
通

（1）デイサービス プレミアムDayRinRin
　 （亀山市両尾町2182-1（野登小学校すぐ横））

勤務地

232,000円～

1,050円～

［時間］（実働8時間）
　　　10：00～19：00・8：30～17：15

950円～
［時間］（正職員）の勤務時間で1日4～8時間で応相談

パ
ー
ト

正
職
員

パ
ー
ト

正
職
員

［職種］（B）送迎スタッフ

［職種］保育士、教員、障がい福祉経験者

★土・祝は50円UP！！
★実務未経験の方も大歓迎！

時給
［時間］8：00～17：00の間で応相談

1,400円～
［職種］（C）PT・OT・看護師
時給
［時間］8：00～17：00の間で応相談

900円～［職種］（D）厨房スタッフ 時給
［時間］9：30～13：30

232,000円～
［職種］（A）PT・OT・看護師
月給
［時間］8：00～17：00

月給

時給

未経験の
方でも
OK！

■介護

時1,000円 
パ四日市市・鈴鹿市・津市／入会案内

■スーパーマーケット

宅配サービスの
ご利用・ご入会の案内

宅配事業の
入会案内スタッフ募集!

お好きな時間・曜日でOK!!
空いている時間を活用して働けます!!

［資格］普通自動車免許（AT限定可） ［勤務日］週4日～相談に応じます
［時間］9：00～17：00 ※時間帯応相談
［待遇］永年勤続表彰、無料ドリンクサーバーの設置、
　　　季節性インフルエンザ予防接種補助、各種社会保険完備、
　　　交通費規定支給(当社規定あり)、研修2ヶ月あり、有給休暇（勤続6ヶ月）、
　　　社員登用あり、定期健康診断、リゾート施設優待など

スーパーサンシ 宅配事業部
鈴鹿市算所2-5-1（鈴鹿ハンター2F）

☎059-389-5734
［応募］まずはお気軽にお電話ください
　　　（担当／鈴木・小林）

（実績により高額インセンティブ手当あり）
1,000円時

給

業務拡大中につき

内
容

お客様宅を訪問して
入会手続きを
お願いします

職種

経験がなくても最初から
親切に教えます（ ）

「コロナ禍」で
需要急増中の
宅配事業の
オシゴトです

大歓迎!

パ鈴鹿市桜島町／（1）朝刊配達 （2）集金

■新聞販売店

月（1）5万円～10万円 給（2）出来高制250円/件

〈決まった地域ダケ！〉
1日の配達は80～100軒

鈴鹿市桜島町5-16-11

［応募］TEL後、履歴書（写貼）持参下さい。

担当の決まった地域のお宅やお店に
新聞を届けたり、集金するだけ!

［職種］（2）集金スタッフ

YC鈴鹿南部
☎059-399-7030（担当／酒井）

［給与］出来高制250円/件
毎月25日～翌月5日程（実4h×10日程）
★空き時間の活用にピッタリ◎

［職種］（1）朝刊配達スタッフ
［月給］5万円～10万円
　　　★部数によって加算手当有!
［待遇］バイク貸与
［時間］1：30～5：30内で1日2h程度の短時間

車通勤
OK★土地勘が無くても一度覚えるだけでOK

［資格］要原付免許 ★学歴・経験・性別不問
［休日］相談に応じます

空き時間を活用して20～70代男女が未経験から活躍中!!



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 ☎059-381-0081
三重県鈴鹿市西条4丁目48 西条ビル2D

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 鈴鹿支社土日
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
！

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

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／／

給（1）〈見習い〉20万円～ （2）〈経験者〉28万円～
正鈴鹿市三日市南／建築板金職人

■建築板金施工

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（担当／稲垣まで）
［応募］下記までお気軽にお電話下さい。

建築板金職人

［時間］8：00～17：00（現場により変動することがあります）

［給与］（1）〈見習い〉200,000円～
　　　（2）〈経験者〉280,000円～
　　　（2）は（技能レベルに応じて上乗せあり）
［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、
　　　海外研修旅行あり（年1回、全額会社負担）

★未経験の方でも、一級技能士や熟練の
　技術者がサポートしますので安心です

こういう時代だからこそ、これからは「資格」「技術」を
身につけて一緒にがんばりませんか!!

賞与
年2回

正社員大募集!!
職種

社宅あり
※早い者勝ち

年間休日
105日

■送迎バス運行請負

時中型免許以上900円～
アパ四日市市采女町／送迎ドライバー

送迎ドライバー募集!

［資格］中型免許以上
［時給］〔中型免許以上〕

　　　900円～※研修期間有
［時間］・8：00～14：00 
　　　・8：00～21：00
　　　◎週1日～OK!曜日は相談応じます

有限
会社ティエヌコーポレーション四日市市采女町348

＊内部駅より徒歩5分

☎059-348-0066 繋がらない場合はコチラ（南自動車学校）

☎059-348-3373
［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）郵送下さい。（履歴書は返却いたしません）

（詳細面談時）

南自動車学校
勤
務
地

定年
された方
大活躍中

四日市市采女町
340-1（ ）

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

時1,250円 ［月収例］21万円
派鈴鹿市内／リフト作業

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.］
332101035

☆未経験の方も大歓迎!!
☆かんたんラクラク ☆男性活躍中

［時間］（日勤）8：00～17：00（実働7H55分 休憩65分）
［休日］土日祝（企業カレンダーによる）、
　　　年末年始、GW、夏季、長期休暇あり
［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、有給休暇、残業手当（法定時間以上）
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

1,250円
21万円

時 給

月収例

土日祝休みの日勤!!土日祝休みの日勤!!

倉庫内での
リフト作業
※フォークリフト免許

仕
事
内
容

鈴鹿市内
勤務地

（当社規定）

50,000円支給!!入社
祝金

時 950円
鈴鹿市長太栄町／スーパーの清掃

急
アパ

■清掃業 http://www.takuei-3336.co.jp

週3日～応相談!!
スーパーの清掃

☎059-354-3674
（担当／牛場）

本社/四日市市垂坂町884-50

株式会社 拓栄商会

950円
［時間］6：00～11：00 
［待遇］各種社保（該当者）、制服貸与、車通勤・バイク通勤OK、研修期間有
［応募］まずはお気軽にお電話ください。面接は現地にて行います。

鈴鹿市長太栄町
職 種

時 給
勤務地

未経験OK WワークOK

パ正鈴鹿市神戸／調理師・栄養士・管理栄養士・調理補助
急

■病院・福祉・企業等のフードサービス及びレストラン事業等 マルタマフーズグループ

給［正］170,000円～220,000円 時［パ］900円～1,200円

四日市市朝日町5-6

☎059-382-8450
（担当／川村）

調理師・栄養士の免許を
お持ちの方は別途資格手当あり

村瀬病院
（鈴鹿市神戸3-12-10）

勤務地

応募

村瀬病院
で働こう！！

地域のみなさまから選ばれる施設

まずは下記までお気軽に
お電話下さい。面接は現地にて行います。
ご不明な点等、お問い合わせも大歓迎!

職種（正社員）

［時間］①　6：00～15：30 
　　　②10：00～19：30
［休日］月7回～8回（月に23日出勤） 
　　　※試用期間3ヶ月

給与 170,000円～220,000円

（シフト制）
※休憩90分）

（調理師）

5,000円/月
（栄養士）

10,000円/月
（管理栄養士）

20,000円/月

調理師・栄養士・管理栄養士
職種（パート）

［時間］①　6：00～10：00 
　　　②　6：00～15：30
　　　③13：00～19：30 
　　　④17：00～19：30
　　　※時間帯選択可
［休日］月8回～12回 ※試用期間3ヶ月

時給 900円～1,200円

調理補助
［仕事内容］盛り付け・配膳・洗浄 等

鈴鹿市白子町／土木工事

■三重県知事許可（般ー27）第12340号 土木工事業 管工事業 舗装工事業

正ア

経月 25万円～30万円 日 1万円以上

土木工事経験者大歓迎♪

鈴鹿市白子町
1734-1ナカニシ建工 ☎059-387-3337

［応募］採用担当までお問い合わせ下さい。

《職種》

《月給》

土木工事
250,000円～300,000円

若い方から高齢者の方も歓迎

1人親方同時募集! ［日給］1万円以上

［資格］普通自動車免許 ［時間］8：00～17：00
［休日］日曜＋平日1日（週休2日制）、雨天時 ［待遇］各種保険完備

経験・能力
による〈 〉

週2～3日のアルバイト同時募集

時（1）1,300円～ （2）1,200円～
請鈴鹿市内／（1）リフト作業 （2）入出庫作業

■派24-300013

経

［応募］採用係までお電話下さい。
☎059-370-0908

鈴鹿市平野町丸山476-3

株式会社 伊東商会

鈴鹿市内勤務地 正規社員も随時募集中!

［時間］6：00～15：00・15：00～24：00（2交替）
　　　8：00～17：00（日勤）

時
給1,300円～

【共通】［休日］土日（会社カレンダー）　［待遇］各種社会保険加入制度有、交通費支給

活躍できるお仕事 たくさんあります!
要リフト免許、30代・40代活躍中!
2交替・日勤選べます。

50歳の方も活躍中のお仕事です♪
部品の確認、取り出し、倉庫内運搬
（フォークリフトは使いません）等をお願いします

男性活躍中
男性活躍中

リフト作業［請］

［時間］8：00～17：00

時
給1,200円～入出庫作業［請］

（1）
職種 （2）

職種

パ正鈴鹿市安塚町／Ⓐ給食員 Ⓑ栄養士 Ⓒ管理栄養士 Ⓓ臨床検査技師

■病院

給［正］Ⓐ165,000円～170,000円 時［パ］Ⓐ920円 Ⓑ1,200円 ⒸⒹ1,500円

鈴鹿市安塚町山之花1275番地53

三重厚生連 鈴鹿中央総合病院 ［応募］まずはお気軽にお電話下さい。
　　　給食員・栄養士は栄養科／中原迄
　　　検査技師は中央検査科／河村迄

☎059-382-1311（代表番号）

［給与］165,000円～170,000円 賞与・諸手当有
［時間］（1）6：00～14：00 （2）7：00～16：45 （3）10：30～19：30 ※交代制勤務

共通 ［待遇］交通費支給、制服貸与、有給休暇（法定付与）、各種社会保険完備、定期健康診断、車通勤可

Ⓐ給食員

正社員

［時給］920円+諸手当 ［時間］7：00～16：45 ※時間相談応ずパート

パート

積極採用中!今がチャンス!
調理補助・盛り付け・食器洗浄・給食業務全般職種 内容

職種 内容

［休日］週休2日制（指定日） 

女性
活躍中!

［時給］1,200円 ［時間］（1）6：00～14：00 （2）7：00～16：45 （3）10：30～19：30 ※交代制勤務 ※時間相談応ず
Ⓑ栄養士 調理補助・盛り付け・食器洗浄・給食業務全般［休日］週休2日制（指定日） 女性活躍中!

パート

職種

［時給］1,500円 ［時間］（1）6：00～14：00 （2）7：00～16：45 （3）10：30～19：30 ※交代制勤務 ※時間相談応ず
Ⓒ管理栄養士 ［休日］週休2日制（指定日） 内容 調理補助・盛り付け・食器洗浄・栄養指導・給食業務全般

パート

職種

［時給］1,500円 ［時間］8：30～16：30 ※時間相談応ず
Ⓓ臨床検査技師 内容 臨床検査技師業務全般

給下記参照
亀山市・鈴鹿市／（1）夜勤介護職員 （2）介護職員 （3）施設内介護職員

■介護事業

パ正

経 急

http://www.anjyu.co.jp /詳しくはコチラ
［応募］まずはお気軽にお問い合わせ下さい。さと和グループ

［共通待遇］昇給年1回、各種社会保険完備、交通費支給、制服貸与

新しい環境でスタートしませんか!

（3）施設内介護職員（パート）［資格］初任者研修以上 ［時給］900円～
［時間］9：00～17：00の間で曜日応相談

勤務地

（1）夜勤介護職員（パート）職 種

［資格］初任者研修以上  ［勤務］週1回～OK

［給与］Ⓐ1勤務19,000円 Ⓑ1勤務20,000円
［時間］Ⓐ18：00～翌9：00 Ⓑ17：00～翌9：00

サービス付高齢者住宅さと和の家 亀山（亀山市布気町634-10） ☎0595-97-3086（担当／伊藤）

サービス付高齢者住宅さと和の家 亀山（亀山市布気町634-10） ☎0595-97-3086（担当／伊藤）

有料老人ホームさと和の家 鈴鹿

勤
務
地 （鈴鹿市野町中2-22-12）☎059-389-6614（担当／伊藤）

［月給］190,000円～260,000円※経験、能力による
［時間］8：00～17：00・　9：00～18：00
　　　6：00～15：00・17：00～翌9：00
［資格］初任者研修以上 ［休日］週休2日 ［待遇］賞与年2回

（2）介護職員（正社員）職 種

内 容 施設での入居者様の介護業務

職 種

■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

急時（1）（2）880円 （3）910円
パ勤務地複数／清掃員・資源ゴミの回収整理

■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・西田・伊藤）

当初2ヶ月はアルバイト契約です

［勤務地］鈴鹿市算所2丁目地内

［時　給］（1）（2）880円 （3）910円
［内　容］トイレの清掃・資源ゴミ回収・その他清掃業務
［時　間］（1）　7：00～11：30【1名】
　　　　（2）13：00～18：00【1名】
　　　　（3）19：30～22：30【2名】
［勤務日］週5日以内勤務で曜日はシフト対応
［待　遇］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

鈴鹿ハンターSCさんの
清掃係さん

緊急募集！

職種

クリーン
スタッフさ

ん募集!!

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

月［正］200,000円～ 時［パ］1,000円～
パ正津市栄町／ビルメンテナンス

津第一生命ビル
（津市栄町2丁目312）

［時間］8：00～17：00（残業あり）
［休日］土日祝（土曜は出勤の場合有）
［待遇］賞与年2回、社会保険完備、
　　　有給休暇、資格手当有
［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）

ビルメンテナンス
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

勤務地

職　　種 ビルメンテナンス
オフィスビルの
常駐管理

月 給200,000円～

1,000円～+資格手当
★社会保険完備★

60歳以上の方も
積極採用中♪

※賞与はありません 

時
給

仕事内容

交通費
（規定有）
別途支給!!
※車通勤可

☆基本土日祝はお休み♪※土曜は出勤日有
☆経験者歓迎!!☆資格手当有！

勤務開始日も
相談して
下さい♪

時 1,000円～1,200円
正パ鈴鹿市高岡町／調理師・調理員

■味と真心で社会に奉仕する　ISO9001・14001 認承取得

高木病院内厨房（鈴鹿市高岡町）

（1）早朝スタッフ
5：00スタートの勤務時間6～8時間程度で応相談
（2）ラストスタッフ
17：30終了の勤務時間6～8時間程度で応相談

・調理師 ・栄養士 ・管理栄養士※詳細はお電話にて

1,000円～1,200円

調理師・調理員募集!

〒514-0006 津市広明町418-1 グローリア広明1階
株式会社ニチダン三重営業所

面接は勤務地付近で行います。☎059-226-9880（採用担当）
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。《受付：平日9：00～》

同時募集〈正社員〉

勤務開始日も
相談OK♪

［休日］月8～9回ローテーション
［待遇］社会保険完備、有給休暇、車通勤可能、制服貸与

時間

時給

勤務地

仕事内容

患者食・職員食の
調理、盛付、差し込み、

食器洗浄等

親切に、丁寧にお教えしますので
安心して入社して下さい

日 10,000円～16,000円
正亀山市亀田町／土木作業員

■土木工事全般

☎0595-96-8030亀山市亀田町467-23

［資格］普通自動車免許（AT限定不可）
［時間］8：00～17：00（基本） ［休日］日曜、他（年間105日）
［待遇］賞与あり、雇用・労災・厚生年金加入、退職金制度あり、
　　　制服貸与、車通勤可
［応募］採用担当まで連絡の上、
　　　履歴書（写真貼付）持参でご来社ください。

若年層未経験者大歓迎!

アイアール株式会社

10,000円～16,000円 

土木作業員

日
給

職
種

216,000円～345,600円
（月平均21.6日稼働）

※経験・能力
　による

平均
月収

内容

※未経験の方は出来ることを少しずつ身に付けてください。
　必要な資格の取得支援もしていきます。

一般土木工事の作業補助
現場作業・トラックの運転、
建設機械の運転などをお願いします。

少しずつ仕事に
慣れてもらえたらOK!

■社会福祉法人天年会

パ正鈴鹿市内／①生活相談員（正） ②介護支援専門員（正） ③介護支援専門員（パ） ④⑤正看護師・准看護師
交￥ 社月①21万円～30万円 ②21万円～30万円 ④23万円～35万円 時③1,200円～ ⑤1,200円～1,650円

☎059-383-0955
［応募］受付はかなしょうず園にて。まずはお気軽に
　　　お問い合わせください。事前見学も可能です。

鈴鹿市地子町字金生水814-30

社会福祉法人 天年会
（担当/徳山）

［職種］①生活相談員（正職員）
［月給］21万円～30万円
　　　　（経験等による）

［時間］週40時間（シフト制）

養護老人ホーム 南山
（鈴鹿市山辺町1055番地1）

勤
務
地

［職種］③介護支援専門員（パート）
［時給］1,200円～ ［時間］週30時間程度

［職種］②介護支援専門員（正職員）
［月給］21万円～30万円
　　　（経験等による）
［時間］週40時間（シフト制）

居宅介護支援事業所
かなしょうず園
（鈴鹿市地子町字金生水814-30）

勤
務
地 ［職種］④正看護師・准看護師（正職員）

［月給］23万円～35万円 夜勤なし
［時間］週40時間（シフト制）
［休日］4週8休（年間休日111日）

［職種］⑤正看護師・准看護師（パート）
［時給］1,200円～1,650円
［勤務］土日いずれか含む週2日～シフト応相談
※勤務地は鈴鹿市内の事業所です（選択可）

同時募集
◎勤務開始日ご相談下さい◎ 昇給年1回、各種社会保険完備、

交通費支給、制服貸与、各種手当あり共通待遇

月 163,000円～186,700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

163,000円～186,700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（ ）

時契（準）990円～1,145円・パ 920円～1,180円
鈴鹿市伊船町／食品製造

■食品製造

契パ

http://www.maru-kyo.co.jp

［休日］日曜、他月2～3日［待遇］交通費規定支給、制服貸与、従業員貸付制度、慶弔見舞金制度、研修あり

・　1：00～　9：001,145円　・7：00～15：001,010円
・　8：00～16：001,000円　・9：00～17：00　 990円

時間
・
時給

製造部［職種］ ライン作業（軽量・パック等）やカット作業、トリミング作業（成型、食肉の筋・脂のカット）

［専属待遇］賞与（寸志）、退職金制度、皆勤手当、家族手当（規定あり）、各種社会保険、
　　　　　慰労金、退職金共済加入、社員登用制度

［専属待遇］雇用保険あり

衛生対策バッチリ!! 仕事量安定! 未経験者多数活躍中!!安心して働けます!

株式会社 丸協食産 ☎059-371-6600
［応募］電話連絡の上、必ず履歴書（写真貼付）を
　　　ご持参ください（担当／舘・中川）

受付電話

鈴鹿工場　鈴鹿市伊船町1948－6

【準社員】

勤務開始日は
相談に応じます

・　1：00～　5：001,180円　・9：00～13：00　 920円
・12：00～16：00　 920円

時間
・
時給

【パート】

時 900円～
パ鈴鹿市国府町／清掃スタッフ

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

900円～
未経験の方でも丁寧に指導しますので

安心してご応募下さい

［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）1/18（月）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

☎059-226-4149（採用担当）

病院内の
清掃業務

勤務地

職　種 時給

［時間］8：00～12：00 13：00～17：00
［待遇］制服貸与、有給休暇有、車通勤可（駐車場あり）

鈴鹿回生病院 鈴鹿市国府町字
保子里112-1（ ）

女性活躍中［勤務］週2日～

スタッフ
募集

時 900円～1,200円
派鈴鹿市・津市・四日市市／保育士・学童のスタッフ

■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。

鈴鹿市・津市
四日市市

〈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！！

学童のスタッフ募集
週2日～OK♪まずはご相談ください！

［勤務地］鈴鹿市・津市［時給］900円～
［時　間］13：00～17：00・14：00～18：00・
　　　　15：00～18：30
［待　遇］各種保険完備、別途手当（勤務日数や時間による）、交通費支給

資格が
なくても
OKです♪

◎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。 

時（1）875円～1,000円 （2）875円 月［正・契］17万円～26万円
鈴鹿市内／調理補助・調理師・栄養士

■総合給食会社

契正パ

未経験者
も大歓迎!

調理補助スタッフ大募集!
勤務地（1）特養 くすのき園様内厨房

（鈴鹿市若松西6丁目28番地18号）

本社／名古屋市中区千代田5-7-5 パークヒルズ千代田9F

☎059-385-3050（担当／ヒガシ）
［応募受付］8：00～18：00

仕事内容 食事の盛付・食器の洗浄など

担当／
シバヤマ・カワモト（ ）

［共通待遇］各種保険完備、制服貸与、有休規定付与、食事補助、車通勤可、交通費支給（月3.5万円迄）

勤務地（2）富士電機鈴鹿工場様内食堂
（鈴鹿市南玉垣町5520番地）

☎059-383-8479
［応募受付］平日8：00～18：00

［時給］875円
［時間］9：30～14：30（30分休憩有）
［休日］土日祝・他（勤務地カレンダーによる）
　　　★GW・お盆・年末年始等休暇あり

［時給］875円～1,000円
　　　※18：00以降は1,000円
［時間］10：00～19：00（60分休憩有） 
［休日］ローテーションによる

調理師・栄養士・
管理栄養士（正・契）
同時募集中

年間休日
110日

［月収］17万円～26万円＋年2回賞与 ※能力・経験 考慮して優遇
［時間］5：00～20：00の間で実働8時間（休憩有） ☆シフト制
★詳しくは　 0120-19-7733（平日9：30～18：00）までお気軽にお問い合わせください

給下記参照
亀山市・鈴鹿市／介護・看護 パ正

経

■まごころ介護

問
合
せ
先

［応募］まずはお気軽にお問い合わせ下さい。（担当者／森）
　　　※受付は、月曜～金曜の9：00～18：00迄となります。

☎059-380-4570
有限会社 優

鈴鹿市東磯山2丁目9-1

[鈴鹿事業所] 優の里 ロイヤル
又は☎059-380-5107（法人本部）

［応募］まずはお気軽にお問い合わせ下さい。（担当者／松村・森）
　　　※受付は、月曜～金曜の9：00～18：00迄となります。

☎0595-84-3111
有限会社 優

亀山市椿世町201-1
［亀山事業所］優の里デイサービスセンター 亀山

☎059-380-5107（法人本部）又は

優の里 ロイヤル 職員募集
年齢不問年齢不問

優の里 デイサービスセンター亀山 職員募集
◎2021年1月～4月までに入社できる方を募集中

（1）デイサービス介護職員
　　　（送迎なし）

（1）（2）（3）共通［時間］8：30～17：30 ［休日］日曜公休（週休2日制）※希望休対応します

（4）デイサービス介護職員（送迎あり） （5）デイサービス送迎専属者

［月収］245,000円～（有資格者）
［時間］8：00～18：00
［休日］日曜公休（週休2日制）※希望休対応します

［時給］1,000円～（資格有無問わず）
［時間］8：00～10：00・16：00～18：00
［休日］日曜日、他希望休対応 ※朝夕指定可、時間短縮可

（3）デイサービス介護職員（送迎なし） （4）デイサービス看護職員（送迎なし）

［月収］220,000円～（有資格者）
［時間］8：30～17：30
［休日］日曜公休（週休2日制）※希望休対応します

（1）サ高住夜勤専従介護職員 （2）サ高住日勤夜勤介護職員

［月収］250,000円～（有資格者）
［時間］16：30～翌9：40（休憩１ｈ、仮眠2.5ｈ）
［休日］2勤１休

［月収］240,000円～（有資格者）
［時間］8：00～18：00・16：30～翌9：40（交替制）
［休日］日勤2回→休日→夜勤1回→休日のローテーション

（2）デイサービス看護職員
　　　（送迎なし） （3）調理員

［月収］245,000円～（有資格者）
※短時間パートも可

［時給］1,300円～1,400円
［月収］220,000円～
　　　（有資格者）

［月収］190,000円～
　　　（資格有無問わず）

［月収］245,000円～（有資格者）
※短時間パートも可 ［時給］1,300円～1,400円
［時間］8：30～17：30
［休日］日曜公休（週休2日制）※希望休対応します

ケアマネージャー同時募集　［月収］245,000円～

給下記参照
正津市内／保健師

■社会福祉法人

☎059-246-1165（土日祝を除く8：30～17：15）（担当／総務課：川合・斎藤）

津市社会福祉協議会社会福祉法人

津市大門7番15号 津センターパレス3F

［待遇］社会保険完備、賞与年2回、各種手当有り

※雇用対策法施行規則例外事由による
　（省令3号のイ）

詳しい受験案内は、津市社会福祉協議会 本部及び
各支部窓口でお受け取りください。

ホームページからもダウンロードできます。
http://www.tsu-shakyo.or.jp

正規職員募集!!
募
集
対
象

給
与

一般職（保健師）  1名 44歳まで

［大　学　卒］182,200円
［短期大学等卒］165,900円
［高等学校卒］154,900円
※職務経歴等により加算あり

［申込期間］令和3年1月15日（金）～


