
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）
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四日市本社

土日
祝休社

高校生OK高校

三重県四日市市浜田町5-12 第2加藤ビル3F

2021.1/17●日 
四日市・菰野・朝日・川越エリア 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

■総合ビル管理業

時 900円～
パ四日市市八田町／清掃員

［時間］8：30～11：30
　　　月・木のみの週2日の勤務
［待遇］交通費全額支給、車通勤可

名古屋市中区錦１丁目１3番地１9号 ☎052-218-8533（担当／岡部）
CKS株式会社 中日カンキョウサービス

900円～

マンションの清掃員募集!マンションの清掃員募集!

chunichi-kankyo.com

◎霞ヶ浦駅 徒歩5分

時 給

応募

■労働者派遣事業（派13-010026）

時 1,500円（月収23万円以上可）
契四日市市／営業スタッフ

JR四日市駅より徒歩2分　　　　　9：00～17：40
時給1,500円　　　　  　　　　　土日祝
交通費規定支給、有給休暇、社会保険、インセンティブ

勤務地
給　与
待　遇

休　日
時　間

☎052-953-5012
名古屋市中区新栄町1-5栄中央ビル
応募

パーソルテンプスタッフ株式会社
キャリアコンサルティング課

40～50代
活躍中！大手ガス会社で料金プランの案内

■陶磁器製造販売

急時 875円～
パ三重郡菰野町永井／軽作業

三鈴陶器 検索

［時間］9：00～16：00の間で
　　　　日数・時間共応相談

［時給］875円～

三重郡菰野町永井3098-1
（コメリ菰野店さん近く）

（採用担当迄）

三鈴陶器 株式会社

年齢不問!!軽作業!!
平日週2～5日

のお仕事!!

☎059-396-0529［応募］お気軽にお電話下さい。

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

■清掃業務

時 970円（研修期間950円/2週間程度）
パ四日市市内／日常清掃

☎059-334-8000四日市市羽津3533-1

［応募］お気軽にお電話下さい。

株式会社

［資格］要普通免許 ［休日］日・祝、GW、盆、年末年始
［時間］8：30頃から5h～7hの間でご相談
　　　ご希望の開始・終了時間、曜日をご相談下さい
［待遇］交通費全額支給、制服貸与、ミニボーナス有り、社用車有、福利厚生

空いた日に少し働きませんか?

970円 研修期間950円＊2週間程度

職
種

時
給

アパート共用部の巡回清掃及び
オフィス等の日常清掃（パ）

ほとんどが、お1人でのお仕事となります

（ ）
未経験の方も大歓迎　

週3～4
OK!

30代～50代の女性活躍中!

年齢
不問

■飲食店

時（1）900円＋能力給 （2）950円＋能力給
アパ四日市市大井手／ホール・調理補助スタッフ

［時　間］（1）10：00～14：00 （2）17：00～22：00
［勤務日］月木金土日
［待　遇］制服貸与、まかない有
［応　募］お気軽にお電話下さい。

☎059-325-7792 090-3564-9896

四日市市大井手
2丁目5-12
（定休／火・水曜）

（担当／加藤）

ハコイリ鳥
国産鳥専門の焼肉屋

ホール・
調理補助スタッフ職種

時給
（1）900円＋能力給
（2）950円＋能力給

同時募集 店長候補

スタッフ大募集
主婦（夫）・学生さん大歓迎♪
能力次第で

1,000円以上も可

■介護施設

時下記参照
四日市市大矢知／介護スタッフ

W

パ

介護 パート

夜勤スタッフ急募

扶養範囲内OK 週1でも応相談

［時間］16：00～翌9：00
23,000円日給

1,000円～時給

時間

［応募］まずはお気軽にお電話ください。※詳細は面談にて。
☎059-327-6360（採用担当）

四日市市大矢知町
930-3老人ホーム

（A）6：30～　8：30 （B）　7：00～　8：30
（C）9：00～18：00 （D）10：00～19：00
（E）8：00～12：00 （F）12：00～18：30

正社員登用有

■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

■食肉加工等

時 880円～＋交通費規定支給
パ四日市市霞／盛付け・商品仕分け

☎059-364-7428（担当／伊藤）
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）

［時給］880円～＋交通費規定支給
［時間］9：00～15：00 ［休日］週休2日 曜日応相談
［待遇］交通費規定支給、社会保険完備、有給休暇有、車通勤OK

女性活躍中の働きやすい
時間帯ですよ♪
盛付け・商品仕分け職種

未経験大歓迎

☆時間・曜日応相談  ☆見学OK

■三重交通グループ 

時 900円
四日市市安島／クリーンスタッフ パ

急

職　種

勤務地

内　容 車通勤可
（駐車場なし）

［時間］6：30～9：30
［勤務］週3～5日程度（相談可）
［待遇］制服貸与、交通費規定支給、有給休暇あり

109シネマズ四日市
（四日市市安島）

クリーンスタッフ
主に掃き・拭き掃除、
ゴミ回収、トイレ清掃など

［応募］1/18（月）9：00より電話受付け致します。まずはお気軽にお電話下さい。

三交コミュニティ株式会社

（採用担当）0120-928-551津市丸之内9-18
（津丸の内ビル4F）

土・日・祝日
勤務あり

［時給］

900円

清掃スタッフ募集！！
★未経験の方も大歓迎です!★

時

派三重郡菰野町／部品をセットする作業
1,250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

［時間］8：00～17：40・20：00～翌5：40 ※2交替
［勤務］4勤2休のシフト制（GW、夏季、年末年始の長期休暇）
［待遇］社保完、作業服等貸与、
　　　食堂利用可（仕出し弁当）※弁当持参でもOK、
　　　交通費規定支給、有給休暇
［応募］まずはお気軽にお電話ください。

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.］
332101043

1,250円

業務好調につき、
追加募集！
未経験の方も大歓迎のカンタン作業♪ 男女活躍中!

新着
（当社規定）50,000円支給!!入社祝金

自動車部品を並べたり、
入れ替えたり、
セットする簡単作業

仕
事
内
容

時
給

《勤務地》
三重郡菰野町

急時 1,100円～(介護福祉士は加算あり)
パ四日市市赤堀南町／職種下記参照

■介護・看護事業

介護職員・送迎ドライバー
募集!

リハ特化型ですので入浴介助はありません
未経験でも丁寧に指導します。介護・医療の資格不要

［資格］普通自動車免許 ［待遇］交通費規定支給
［休日］土・日 ＊週1日勤務～OK
［応募］まずはお気軽にお問い合せ下さい。

1,100円～（介護福祉士は加算あり）

リハビリテーションスタジオあすか

時給

職種

勤務
施設

合同会社Habilis
■リハビリテーションスタジオあすか
本社／四日市市赤堀南町6-7　［E-mail］asukanurse@nifty.com

☎059-340-6700（人事担当／事務 白石）

介護職員・送迎ドライバー・
機能訓練補助スタッフ

週1日～でもOK♪

急月 197,000円～276,000円
正四日市市十七軒町／ルート営業

正社員募集！！

■書籍・文具・CD・DVD・絵画・趣味用品

☎059-353-1468（担当／金原）
四日市市十七軒町12-1

27日（水）以降から面接させて頂きます。

ブックセンター

月
給

新しくお仕事始めませんか！？

［時間］8：30～17：30、年齢35歳迄（省令3号のイ）
［休日］土・日・祝、他（お盆・年末年始）、
　　　（ただし土曜日は新学期などの繁忙期に出勤あり。）
［待遇］賞与年2回、交通費規定支給、社会保険完備、退職金制度
［応募］まずはお気軽にお電話ください。

教育機関を中心とした
担当先への定期訪問、納品、受注

197,000円
～276,000円

キンバラ

仕事
内容

資格
・
経験

普通自動車免許（AT限定不可）、
簡単なパソコン操作（定型フォームへの入力）

時 900円～950円
アパ菰野町潤田／化粧品製造・箱詰め

■化粧品の製造・販売

［職種］化粧品製造・箱詰めスタッフ
［内容］商品の中身を注入して頂いたり、
　　　箱に詰めて頂くお仕事です

［時給］900円～950円
［時間］8：45～17：45※週3日～OK
［休日］土・日・祝
［待遇］通勤費支給（当社規定内）、
　　　マイカー通勤可、駐車場完備
［応募］電話連絡の上、履歴書（写貼）持参下さい

☎059-391-1810（担当／関・服部）
三重郡菰野町潤田字六反田4046-1

土・日・祝休みで
子育て世代に
ピッタリな仕事です★

3月末迄の短期!

キレイで
衛生的な
職場

急募

20代～40代
男女スタッフ活躍中!

カン

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） 

月 230,000円～270,000円（経験・能力による）
正四日市市大字泊村／調理師

■総合給食サービス

栄屋食品株式会社
愛知県あま市
下萓津坪井9番地☎052-442-1124
［応募］まずはお気軽にお電話ください（担当/採用係）
［受付］平日9：00～17：00

あなたの資格を活かしませんか!

［時間］　5：30～14：30
　　　10：00～19：00

調理師（正社員）職種

月給

《内容》調理・配膳・盛付けの他、メニュー考案や食材管理

230,000円～270,000円
［休日］月6～8日［待遇］社会保険完備、昇給有、賞与年2回※休憩60分　

四日市市大字泊村

「寿楽陽光苑」
勤
務
地

（経験・能力による）

社会保険完備 未経験の方でも可!

時平日1,030円～1,350円
四日市市／①焼肉店のホール・キッチン ②お肉の販売

■精肉、しゃぶしゃぶ、焼肉

ア 正パ

女性活躍
している
職場です

☎059-321-2055

四日市市小生町
西川原769-5大剛 （担当／廣田）（受付／本店）（定休日／水曜）

［応募］まずはお気軽にお電話下さい!!

◎年3回賞与・各種手当有り（皆勤・有給休暇等） ◎社会保険完備 
◎交通費（規定）支給 ◎正社員登用制度 ◎研修有り（時給900円）
◎福利厚生、制服あり ◎車・バイク通勤OK

パート募集!誰でも
できる
お仕事

★勤務開始日相談OK  ★週2～OK
★勤務日・時間は希望考慮（シフト制）
★扶養内の方も大歓迎♪
★土日祝勤務歓迎

パート雇用でも
充実した待遇!

ボーナス年3回!

お肉の販売※詳細は面談にて職種②

職種① 焼肉店のホール・キッチン
パートで

学生・
フリーター・
主婦（夫）の方
活躍中

時
給

☆高時給・高待遇のお仕事

詳細は面談時にて御説明致します

＊1年ごとに見なおし☆能力 勤務年数 出勤率

［時間］9：00～22：00の間
1日4h～OK

四日市市曽井町
1541-2本店 曽井店

土日祝歓迎

1,030円～1,350円

正社員同時募集

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

［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） 

仕事
内容

大型トラックドライバー募集
30万円～35万円
（諸手当等含む）

［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）勤務地

仕事内容
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

正

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

給与
（月収）

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。

☎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

勤務地

自動車整備士同時募集 正 159,500円～178,900円
＋各種手当

月収
基
本
給

月
収
例25万円

時 1,100円～
アパ三重郡菰野町／WEBデザイナー

http://www.neo-group.bz■仮設資材・パレット
［勤務］週3日～、1日4h～ＯＫ！ ［休日］土日祝

　　 HPの更新スタッフ
（画像加工・HTML・ワードプレス等）
職 種

1,100円～
完全土日祝休み!!

☎059-394-7621
三重郡菰野町福村344 ［定休日］土・日
応募

［資格］高卒以上
HP更新できる方

時給

■マット、モップ等レンタル・プロのおそうじ、家事代行

時 950円～
パ四日市市内／職種下記参照

［受付］平日9時～18時 [担当]森
☎059-331-8206

四日市市三ッ谷東町10-25
四日市

950円～
研修有

主に四日市市内

［時間］8時半～17時で応相談★半日～OK
扶養内もOK

週1～OK！勤務地

時　給

レンタル商品交換スタッフ募集 同時募集
［職種］おそうじスタッフ
［時給］ 土日祝100円UP
900円～1,200円以上
※詳細は面談にて。

応
募

カンタン♪

■コンビニエンスストア

時・1,000円～ ・900円～
パア四日市市富士町／コンビニスタッフ

週1日、1日1h～OK☆WワークOK! ☆学生、フリーター大歓迎!!

四日市市富士町2-3（富士町交差点角）
☎059-334-8722四日市富士町店 応募

［待遇］社会保険完備、制服貸与、マイカー通勤OK

6：00～9：001,000円～
9：00～22：00900円～

6時～22時で
好きな時間でOK
6時～22時で
好きな時間でOK

時
給
表

時
　
間

月160,000円～
正四日市市内／事務

■ランチサービス

急

株式
会社港屋 四日市市浜旭町1（塩浜街道沿）

☎059-345-1491（採用担当）

［時間］8：00～17：00 ［休日］日曜日・祝日（土曜日は月2回）
［応募］まずはお気軽にお問合せ下さい。

160,000円～月給職種 一般事務員
正社員募集!!新しくお仕事

始めませんか!?

時下記参照
四日市市内／軽作業・工場内での清掃

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

派

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）

女性
スタッフ
活躍中

ウレシイ土日祝休み♪

［待遇］制服貸与、無料駐車場完備、休憩室完備

四日市市中心部勤務地

冷暖房完備

未経験OK！

［時間］8：30～17：15
　　　（実働5h～OK）
［勤務］週3日～OK
［休日］土・日・祝・大型連休

職種

1,050円
＋交通費支給

時給 年齢
不問

［時間］8：30～17：15
　　　（時短勤務OK）  
［休日］土・日・祝・大型連休
☆時短勤務も相談下さい♪

軽作業職種

1,100円
＋交通費支給

時給

工場内での清掃

■レンガ造りのかわいい喫茶店

時 900円+能力給
三重郡菰野町／カフェのホール・簡単キッチン

W

パア

主婦（夫）・学生・
フリーターの方、大歓迎
学校・プライベートの都合等シフト希望考慮♪

［時間］7：00～20：00の間で2h～OK
［待遇］制服貸与、食事補助

　の方も
　カンタン♪職種

時給 900円+能力給

カフェのホール・
簡単キッチン

☎059-355-3332
三重郡菰野町永井西前野3092-1（ピアゴ菰野店駐車場内）

珈らく 珈琲香房
［応募］まずは、お気軽にTELください。

■労働者派遣業（派）24-300623

時下記参照
派勤務地複数／職種下記参照

この季節に最適☆冷暖完備!
新築でキレイな職場なので快適♪

勤務地

勤務地
時 給

職種（B）

職種（A）

時 給
カンタン手のひらサイズの精密部品のピッキング（派）
四日市市北部 1,250円～1,625円

★男性活躍中
★ガッツリ稼げます

［時間］9：00～18：00 ［休日］週休2日（会社カレンダーによる）

大手工場内にてキレイな製品を
洗浄して更にキレイにするお仕事（派）
四日市市川尻町

1,250円～1,625円 月収例 35万円可

★正社員登用実績有 ★入社の日程等調整可
★日払い・週払いOK 入社祝金

15万円（規定有）

株式
会社ミネルバ 四日市市

楠町（本社）

s.sanada@minerva2015.co.jp

☎059-390-1744［応募］まずはお気軽に
お電話下さい。

■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

派三重郡菰野町／部品をセットする作業
1,070円～1,250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

［休日］基本土日、GW、夏季、年末年始
［待遇］社保完、作業服等貸与、食堂利用可（仕出し弁当）※弁当持参でもOK、
　　　交通費規定支給、有給休暇
［応募］まずはお気軽にお電話ください。

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.］
332101042

業務好調につき、
追加募集！ＮＥＷ

未経験の方も大歓迎のカンタン作業♪ 
日勤で働きたい方も午後から
ゆっくり働きたい方も選べます♪

男女
活躍中！

50,000円支給!!
（当社規定）入社

祝金

三重郡
菰野町

自動車部品を並べたり、
入れ替えたり、セットする簡単作業

（2）13：00～22：00…1,250円

（1）　8：00～17：00…1,250円
　  検査業務は時給1,070円

勤
務
地

時
間
・
時
給

仕
事
内
容

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♪

経 急給下記参照
アパ四日市市生桑町／看護・介護

■有料老人ホーム　通所介護事業所 http://www7.cty-net.ne.jp/̃mebaesou/index.html

☎059-334-8801（担当／後藤）

有料老人ホーム
通所介護事業所

四日市市生桑町328-1 mebaesou@m7.cty-net.ne.jp

［応募］まずは、お気軽に
　　　お電話下さい。

夜勤介護・看護職員（パート）（C）職種

看護・介護職員募集

［資格］正・准看護師又は介護経験者 ［時間］17：00～翌9：00
［給与］（1勤務）［介護］16,000円 
　　　　　　　［看護］18,000円

介護職員（パート）（B）職種

看護師（パート）（A）職種

［資格］男女不問 ［勤務］週3日～応相談　◎年1回昇給あり
［時給］980円～1,050円＋処遇改善手当
［時間］9：00～12：30又は9：00～16：30

［資格］正・准看護師 ［時間］9：00～12：30又は9：00～16：30
［時給］1,400円～1,500円（交通費規定支給含む）
　　　※土・祝は時給50円UP!

入居者30名を2人体制で運営し
実働6時間程度となります。
他の時間は当直室で待機（仮眠可）となります。

月3日または
4日程度勤務出来る方

土曜・祝日勤務出来る方、優遇

週3～4日程度の勤務

入社祝金有 5万円 ※規定有

土曜・祝日のみ
時給50円UP

（交通費込み）

時①1,200円 ②1,300円～
契四日市市内／職種下記参照

■製造請負・製造派遣

　　　多い休日で
プライベートも充実♥（契）

http://tech-hp.com/

☎059-330-1362    070-3879-0803連絡先

［応募］お気軽にお電話下さい。（平日 9：00～18：00）（横山）

テクノヒューマンパワー株式会社
四日市事業所 四日市市山之一色町800

［時間］8：30～17：15（残業月10H位）
［休日］週休2日（土・日）年間120日～

メーターをみてタブレットに入力する
設置点検のカンタンなお仕事

［待遇］社会保険完備、制服貸与、
　　　車通勤OK、交通費支給（規定有）

1,200円
勤務地

時　給

四日市市安島1丁目6番14号4A
ラ・テラビル4階

日勤

①一般事務員職種

PC操作
可能な方

［時間］8：30～17：15（実働7.75H）
［休日］4勤2休 年間120日以上休み 

1,300円～
勤務地

時　給

四日市市山之一色町800

②クリーンルーム作業職種

大手メーカー
工場内勤務

正社員登用有

時

派桑名市内／小物商品を箱に入れる作業
1,050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

職　種

朝日町・川越町・四日市北部
からも通勤便利です!

桑名市内
在良駅より徒歩10分
車・バイク通勤OK

小物商品を
箱に入れるだけ

勤務地

［時間］16：30～21：30（実働5H） ［休日］金・土・日
［待遇］労災・雇用保険、交通費全額支給/規定あり、作業服貸与
［応募］まずはお気軽にお電話ください。現地説明致します。

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.］
332101041

男女活躍中

扶養内!即日勤務可!!
未経験者大歓迎の
カンタン作業です♪

1,050円
時 給

時（1）（2）900円～ （3）900円（深夜手当有）
四日市市堀木／職種下記参照

■ビジネスホテル

W

アパ

☎059-355-3332（採用係）ヒールイン四日市 検索

四日市市堀木町
一丁目4番12号ヒールイン四日市

［応募］まずはお気軽にお電話ください。

パート・アルバイト募集
交通費（規定）支給昇給有

［時給］（1）（2）900円～ （3）900円（深夜手当有）
［勤務］週2～ご希望の時間で働けます（シフト制）

（1）ごはんを炊き、
　　みそ汁を作るカンタン朝食

職種

［時間］6：00～11：00
　　　（扶養内勤務OK）

職種
［時間］17：30～、3時間程度

［時間］22：00
　　　～翌9：00

職種（3）夜間フロント
大学生
OK

週1日
～OK

週4日☆接客ないので安心

☆50・60代
　主婦（夫）の方活躍中

Wワーク
OK

（2）簡単な調理・仕込

■医療・介護

経給下記参照
正パ四日市市生桑町／職種下記参照

共
通

［時間］①②8：30～17：30
　　　※〈パ〉は相談に応じます（週3・4日程度）
［休日］〈正〉週2日（日ともう1日/シフト）〈パ〉希望シフト制
［待遇］昇給あり、賞与年2、交通費（規定）、有給、保険完備

880円～960円

[正]180,000円以上月給

四日市市生桑町1455 ［応募］まずはお気軽にお電話下さい。
みえ医療福祉生協・四日市

☎059-330-0808（桐山）☎059-333-6471（診療所）
☎059-333-6756（介護事業所）

祝日勤務50円UP

③PT・OT（パ） 同時募集 ［時給］1,400円

[パ]1,040円～1,050円 祝日勤務50円UP時給

時給

①ヘルパー〈正〉〈パ〉

スタッフさ
ん募集

通所介護事業所（デイサービスいくわ・通所リハビリいくわ）の

②介護スタッフ〈パ〉◎入浴介助のみ等短時間も可

正社員・パート

資格のない方や
　もOK

登録ヘルパーも
同時募集[パ]

1,500円時給

時

派三重郡川越町／マシンオペレーター加工
1,200円 ※月収例250,000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.］
332101037

1,200円

新着 45歳迄の男性活躍中♪

自動車部品（1kg程）の加工と検査

朝日町・四日市北部からも通勤便利!

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

マシンオペレーター加工職　　種

仕事内容

（当社規定）50,000円支給!!入社
祝金

※月収例250,000円

時 

給

［勤務地］三重郡川越町豊田 ［休日］土日（企業カレンダー）
［時　間］①　6：00～15：00
　　　　②14：45～23：45
［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）

※1週間毎の
　交替勤務)

稼げます!!

■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・いなべ市／職種複数 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

［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

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

正社員募集！

共通項目

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］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～
［時間］5：00～14：00

（各種手当含む）
＋残業代

（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

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］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

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)
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＼＼三重のオシゴトなら／／

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

急時 1,300円＋交通費支給
派四日市市内／入出荷・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）

［勤務地］四日市市南部 ［時間］8：15～17：30
［休 日］土・日、大型連休 ［待遇］制服貸与、ロッカー・休憩室・駐車場完備

1,300円＋交通費支給
職種

時給

入出荷・リフト作業

未経験の方にオススメのお仕事です!!
先輩スタッフが
わかりやすく
教えますよ♪

20～
50代の
男性
活躍中

急時 900円
パ四日市市内／清掃

■コニックスグループビル総合管理 www.conyx.co.jp/

清掃スタッフ募集!!

時給

仕事内容

［時間］13：30～16：30（実働3時間）
［休日］基本土日祝（その他、学校休日に準ずる）
［待遇］交通費規定支給、試用期間あり

近鉄四日市駅より徒歩5分

［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（ ）

近鉄四日市駅周辺の
専門学校内清掃

900円 未経験の方も大歓迎♪

給下記参照
四日市市内・菰野町／軽度障がい児童の指導員

■放課後等デイサービス

急

正パ

職
種

放課後等デイサービス

シフトの相談もお気軽に♪
資格取得者・経験者優遇!

［共通資格］要普通免許（AT限定可） ※試用期間あり 

菰野町に新規OPEN予定の為、新規大募集!

090-3257-6643（担当直通）

四日市きた
四日市市垂坂町522-1 
☎059-340-8833

四　日　市
四日市市浜田町17-10 
☎059-340-3601

［時給］（1）940円～  （2）980円～
［時間］14：00～18：00の間で1日2h～・週1日～OK!
　　　☆土曜・祝日（学校休校日）は9：30～16：00
［休日］日曜・GW、お盆、年末年始、他
［待遇］交通規定支給、賞与あり

（1）（2）
パート

（1）（3）指導員（無資格OK）
（2）（4）児童指導員
（有資格：保育士・教員免許・その他）

［月給］（3）18万円～  （4）22万円～
［時間］10：00～19：00（休憩60分 ※土祝・休校日も同様）
　　　☆土曜・祝日（学校休校日）は8：30～17：30
［休日］週休2日（日+他1日）、GW、お盆、年末年始、他
［待遇］社保完、有給休暇・賞与有、交通費規定支給

（3）（4）
正社員

［応募］お気軽にお電話ください。

（5）児童発達支援管理責任者も募集中!［月給］27.5万円～

アットホーム
な

職場です

急時

派四日市市大協町／製品の補充作業
1,300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.］
332101044

50,000円支給!!入社
祝金

1,300円時　給

製品の
補充作業

勤務地四日市市大協町

仕事内容

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

（当社規定）

誰もが知っている
アノ企業で
入社後6ヶ月で
正社員
登用有!!
20～40代
男性
活躍中

車・バイク
通勤OK

日勤で
高時給!!

未経験
の方も
大歓迎!

［時間］8：00～16：30 ［休日］土・日（企業カレンダー）
［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）

時 950円
アパ四日市市東邦町／工場内事務所清掃

■清掃業

急

http://www.takuei-3336.co.jp

☎059-354-3674（担当／牛場）

土日祝休みのおシゴトですよ♪

四日市市東邦町
近鉄海山道駅より徒歩3分

急募!!
勤
務
地

内 

容

時  給工場内
事務所清掃

［時間］8：00～15：00（1時間休憩）
［休日］土日祝、大型連休 ［待遇］各種社保（該当者）、制服貸与、研修期間有

本社/四日市市垂坂町884-50

株式会社 拓栄商会

950円 

［応募］まずはお気軽にお電話ください。詳細は面接にてご説明いたします。面接は現地にて行います。

資格・経験

不問

幅広い
年代の女性
が活躍中!

月 190,000円～230,000円
正四日市市内／経理及び総務事務全般

■宅配業務 http://yoshikei-dvlp.co.jp

ヨシケイ三重
【本社（四日市）】四日市市高浜新町1番地19号

☎059-334-7001本社受付

［応募］まずはお問い合わせください。（三井）

急募 経理及び総務事務全般
職 
種

月 

額
基本給155,000円～185,000円
（月平均労働日数21.3日）※試用期間3ヶ月あり（基本給-1万円）

［食事手当］5,000円 ［職務手当］30,000円～40,000円

出納業務、帳簿作成、
計算表他財務諸表作成、
電話応対、来客応対、給与計算等

190,000円～230,000円［資格］高卒以上、パソコン（ワード・エクセル）、
　　　経理実務経験2年以上
［時間］9：00～18：00（※17：00退社可） 
［休日］土・日、GW、夏季、冬季 
［待遇］昇給年1、賞与年2、手当、社保、
　　　退職金、交通費、有休 等

詳細は
面談にて。

お子様の行事への参加もしっかりサポート

正社員募集

四日市市高浜新町1-19勤務地

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～

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）

■社会福祉法人日の出福祉会 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。

光陽桑部保育園
（桑名市桑部1482）

40～60代
の方
活躍中

月10日～1
5日

程度のお仕
事

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

■送迎バス運行請負

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）

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

（詳細面談時）

南自動車学校（四日市市采女町340-1）勤務地

定年
された方
大活躍中

給下記参照
パ正四日市市浜一色町／（1）看護師 （2）介護スタッフ （3）看護師 （4）介護スタッフ

■介護施設 http://sakuracom.or.jp/

看護師・介護士職員募集

［応募］☆詳細等のご質問もお問い合わせください。※まずは見学OK。

社会福祉法人 桜コミュニティ
E-mail ▼ info@sakuracom.or.jp
☎059-340-0001（担当／海野）

〒510-0031 三重県四日市市浜一色町15番14-1号

勤務日・時間は希望を考慮致します勤務日・時間は希望を考慮致します

未経験・無資格の
方も歓迎（（2）（4））

年齢不問

［待遇］［正］昇給年1回、賞与年2回、交通費（規定）支給、社保完備、各種手当、
　　　　　退職金制度、3月に勤勉手当有※処遇改善手当含む
　　　［パ］昇給、交通費（規定）支給、社保完備、有給休暇 ※処遇改善手当含む

［月給］183,800円～287,100円
　　　（各種手当含む） 
［時間］シフト勤務（夜勤有り）

職種：（4）介護スタッフ［パ］

［時給］《有資格者》1,000円～
［時間］7：00～19：00の間で4時間以上

［月給］211,800円～306,100円
［時間］シフト勤務（夜勤有り）

［時給］1,500円～ 
［時間］7：00～22：00の間で6時間以上

職種：（3）看護師［パ］

職種：（2）介護スタッフ［正］職種：（1）看護師［正］

入社日
応相談

特別養護老人ホーム

■清掃業務

時［平日］950円
パ四日市市六呂見／更衣室・トイレなどの簡単な日常清掃

パートさん急募

☎059-334-8000四日市市羽津3533-1

［応募］お気軽にお電話下さい。

株式会社

［時間］8：00～9：00の間で勤務スタートしていただき、3.5h勤務

［勤務］平日2～3日勤務 ★お気軽にご相談下さい。
［待遇］交通費規定支給、制服貸与、福利厚生、ミニボーナス有

30代～50代活躍中 年齢・経験不問

職　種

勤務地 時給

更衣室・トイレなどの
簡単な日常清掃

四日市市六呂見 950円
祝日休み

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

日 11,000円＋交通費支給
派四日市市内／トラックドライバーさんの補助業務
急

未経験
OK!

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）

［時間］6：00～18：30（実働8h 休憩4.5h）
［休日］シフト制 ［待遇］無料駐車場完備、休憩室完備

11,000

勤務地 四日市北部
トラックドライバーさんの
補助業務（台車の運搬作業）

ウレシイ日当11,000円！！
稼ぎたい方には必見です♪

職　種

日　給

［勤務］週3～6日

円
＋交通費支給

時 880円
パ鈴鹿市・四日市市／（1）調理員 （2）調理補助

■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/

［勤務地］四日市市中納屋町
［仕事内容］調理補助（盛付・配膳・洗浄）
［時　間］10：00～13：30（3.5H）2

［勤務地］鈴鹿市高岡町
［仕事内容］調理員（調理・盛付・配膳・洗浄）
［時　間］8：30～15：00（6H）
［休　日］日曜・他2日

［時給］880円 ［待遇］交通費別途支給、制服貸与

W
ワーク
OK！

1

調理スタッフ
募集!!
調理スタッフ
募集!!

月10～16日
迄の出勤

共通

60～70食

10～20食

週1日～の勤務もOK!勤務日数応相談

［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

鈴鹿市北部なので、四日市方面からの通勤も便利!!

時

派四日市市川尻町／製品の袋詰め・出荷作業
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

NEW

時給

［資格］フォークリフト免許
　　　※ペーパー、ブランクありの方も大歓迎
［時間］8：30～17：15（実働7時間15分） 
［休日］週休2日（日曜および他1日、企業カレンダーによる）
［待遇］交通費規定支給、社保完、作業服など貸与、有給休暇
［応募］まずはお気軽にお電話ください。現地説明致します。

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.］
332101039

1,280円

《勤 務 地》四日市市川尻町
《仕事内容》製品の袋詰め、出荷準備
　　　　  フォークリフトを使用した運搬

正社員登用
ありのお仕事！
50代迄の男性活躍中♪

（当社規定）50,000円支給!!入社祝金

高時給！！

時 900円～
アパ員弁郡東員町／職種複数

■地元で人気の中華料理店

［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

お試し短期もOK

900円～

柳麺飯店    080-6945-8779
員弁郡東員町大木2648-2

A

B
職
種

時
給

昇給有 まかない付 駐車場完備

平日昼は
相談に
応じます勤務時間相談にのります

土 日 平日夜スタッフ募
集

時 1,500円
パ四日市市生桑町／デイサービスでの看護師

■介護支援事業所

（担当者直通／三吉）090-5455-1803
☎059-331-2122

四日市市
生桑町1863-1
（毘沙門山近く）

デイサービス渚園 四日市

看護師募集!!

1,500円
［時間］9：00～の2～3hで応相談
［待遇］車通勤OK、交通費規定支給
［応募］まずはお気軽にお問合せ下さい。

デイサービス
での看護師

時　給職　種

アナタの経験活かしませんか！
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!

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）

時（1）1,250円～ （2）1,100円～
パア四日市市霞／（1）リフト作業（手作業含む） （2）荷物の積み下ろし・仕分け・梱包

■物流業務請負 www.ast-grp.co.jp

急

☎059-338-7550（担当／伊藤・松原）
［応募］お気軽にお電話下さい。四日市市大鐘町六路山1539-3

株式会社 アスト四日市営業所
（物流本部）

［待遇］社保完、制服有、交通費規定支給

高時給！2021年のスタートにいかがですか！？ 未経験の方も経験者の方も大歓迎♪

アルバイトから正社員登用もあります♪
まずはお気軽にお問合せ下さい！!

（1）リフト作業（手作業含む）

時
給

試用期間最大3ヶ月

［資格］リフト免許（経験1年以上）
　　　経験1年以上あれば即戦力
［時間］8：30～17：00 ※残業有
［休日］週休2日

1,250円～ 四日市市霞
勤務地

研修期間有

正社員
登用有

時
給

［時間］8：30～17：00 ※残業有

1,100円～ 週3日～
応相談

正社員
登用有（まわりと協力しながら作業）

（2）荷物の積み下ろし・
  　仕分け・梱包

時（1）1,500円 （2）1,350円
ア四日市市・鈴鹿市／（1）雪氷作業 （2）一般警備

■交通警備業 三重県公安委員会認定 第55000165号

W急

短期アルバイト

［応募］お気軽にご連絡下さい。ハローワークからも応募できますよ。

［時 間］8：00～17：00
　　　　※残業有
［勤務エリア］四日市IC・四日市東IC・
　　　　　鈴鹿IC周辺［時間］20：00～翌6：00

（1）雪氷作業

冬季限定

﹇
職
種
﹈

除雪時に除雪車や
一般車両を誘導する
お仕事です

四日市東インター集合で現場に向かいます

時給1,500円

（ ）

1,350円時給

［職種］

（2）一般警備員

お仕事内容はこちら↓

稼ぎたい方に
ピッタリ！

三重トラフィックガード有限
会社

四日市方面

☎0595-98-4412（担当/伊藤）
四日市市平津新町480-31

〈本社〉亀山市南崎町741-3 山川ビル2C

☎059-336-5513（担当/根岸）

亀山方面

時 1,400円
派三重郡菰野町／職種下記参照

■一般労働者派遣事業 派24-300235 有料職業紹介事業24-ユ-300071

高時給！作業は簡単！
スグ覚えられます！

追加
募集
決定

菰野町千草
（※派遣先）

勤務地

四日市市
富士町8-66
（富士電機北側）

☎059-333-8001（担当／イエサキ）
ホームページもチェック!

▲

http://www.nikkenmie.jp

自動車ギア部品、クラッチ部品の
検査や部品の移動・整理、オペレーター 等
★作業は簡単、重量物もないので男女共に活躍中です!※月20h程度残業有り

仕
事
内
容

時
給1,400円

男女活躍中
男性活躍中

男女活躍中

［休日］会社カレンダーによる ［待遇］社会保険完備、検診・有給休暇あり、精勤手当15,000円、食堂あり

時
間

・　8：00～17：40
・20：00～翌5：40（1）4勤2休 （2）　8：00～17：00

（3）13：00～22：00

［応募］まずはお気軽にご連絡いただき、履歴書（写真貼付）と職務経歴書をご持参ください。

45歳迄の方活躍中

■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


