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高校生OK高校

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

フリーペーパー・ホームページにも同時掲載中
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フリーペーパーに
記事掲載中名古屋グランパス応援月間
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緊急事態宣言の発出状況等によりキックオフ時間変更の可能性がございます。最新情報は名古屋グランパス公式サイトをご確認ください。（C）N.G.E.
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3
丸山 祐市

ホーム開幕

経時 900円～
パ桑名市末広町／受付スタッフ

■内科・小児科・皮膚科

受付スタッフ（パート）

☎0594-22-0348桑名市末広町
29番地 （受付：診療時間内）（採用担当）中村医院 応募

［時間］　9：00～12：00
　　　15：00～18：00
［休日］水曜午後、日曜他 ※変則週休2日制
［待遇］昇年1、賞年2、各種手当、通勤費 ※委細面談

午後勤務できる方大歓迎！

900円～時給

時 900円～
パ員弁郡東員町長深／厨房内での盛付

■給食サービス業 HP：bb-kyushoku.com

090-9949-4370（伊藤）
四日市市栄町1-11☎059-324-6929

株式
会社ベイビーズブレス 応募

★交通費支給

パ介護施設厨房内盛付

［時間］（1）5：30～　9：30 （2）　9：30～13：30
　　　（3）9：30～15：00 （4）15：00～19：00

員弁郡東員町長深

900円～

職 種
勤務地

時 給シニアさんも
大歓迎　

年齢不問  ［休日］希望考慮

月下記参照
正勤務地複数／職種複数

経

■介護・看護・リハビリサービス

［勤務地］東員町中上 ［職種］ケアマネジャー（常勤）

訪問看護師（常勤）
［勤務地］桑名市筒尾 ［月給］24万円～29万円
［待　遇］各種保険あり、退職金共済加入、通勤手当、賞与（夏・冬）あり

☎0594-75-0302
（担当／福本）

ナーシングホームもも
（有）だいち 員弁郡東員町中上790-1

応募

同時募集

急募

■コンビニエンスストア

時 900円～
パア三重郡川越町／コンビニスタッフ

三重郡川越町大字当新田（ラーメン横綱ナナメ前） ☎059-361-1177応募
名四亀須店 採用担当まで

［勤務］週1日～OK、1日1h～可
［待遇］社会保険完備、制服貸与、マイカー通勤OK

時
給

時
間 900円～9時～17時
☆他の時間帯もOK

シフト自由バイト!!高校生OK/同時給

時 900円＋交通費規定支給
パ桑名市多度町／清掃

■総合ビル管理（清掃・環境衛生・設備・警備・マンション・駐車場）

桑名市有楽町65（富士ビル6F）

☎0594-23-1161（代）［受付］月～金9：00～17：00
［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参下さい。（担当／加藤）

清掃
メタルクリエイト

［時間］8：30～12：30 ☆週2回（木曜日と他1日）
［待遇］制服貸与、車通勤可

（桑名市多度町御衣野金ヶ谷3639-15）

900円＋交通費規定支給時給

職種

勤務地

短時間で　　　お仕事♪ちょこっと

すぐに覚え
られます！

■施設警備事業  

月 20～22万円　下記参照
正三重郡川越町／オークション施設内警備･受付

勤務地 三重郡川越町

［給与］月給20～22万円
　　　  法定研修(日勤3日間･20h／計2万1600円支給)､　有
［時間］8:00～翌8:00･8:00～20:00･12:00～20:00 ※シフト制･休憩有
［休日］週休2日 ※シフトによる
［待遇］警備手当有､賞与年2回､社保完備､制服貸与､交通費規定､
　　　  退職金※勤務2年以上､6ヶ月後有給支給､研修1～3ヶ月

☎052-661-5964
名古屋市港区港陽3-13-4(本社/面接地)

株式会社さつき警備保障

オークション施設内警備急募!

［応募］お気軽にお電話下さい
担当／石原

◆自宅～現場まで車通勤可能な方◆

時 950円～
アパ三重郡朝日町／自動車部品の検査

■自動車部品製造・加工

☎059-377-2776（採用担当）
三重郡朝日町大字柿65-2

矢野ダイカスト工業 有限会社

パートさ
ん募集!

自動車部品の検査
（片手で持てるアルミ製品です）

職種

［時給］950円～
［時間］8：00～17：00の
　　　間の5h（応相談）
［休日］土日、GW、お盆、年末年始
［待遇］制服貸与、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。
　　　セールスはご遠慮ください。

ミドル世代
も歓迎♪

正社員
登用制度

有

急なお休み
対応します!

■新聞販売店

月（1）50,000円～ 時（2）1,500円以上
アパ桑名市長島町／（1）朝刊配達 （2）室内作業

☎0594-41-1500（採用担当）

〒511-1126
桑名市長島町
又木28-2

桑名長島販売店
［応募］お気軽に
　　　お電話下さい。

免許不要!年齢不問
朝の2時間だけで月収5万円以上♪

［時間］3：00～5：00

決められたルートにて、バイクor自転車で
新聞を各家庭に配達して頂きます。
勤務時間相談OK!
週1日～OKなので、空いた日で働けます♪

［休日］週休制＋休刊日
［待遇］交通損害保険、永年勤続表彰、車通勤可、
　　　自転車・バイク貸与、駐車場完備

［時給］1,500円以上
［時間］1：20～2：30［休日］週休制＋休刊日

★1時間30分程度で終わることも可能!
★上記の場合も既定の給与をお支払い♪

（1）朝刊配達職種

（2）室内作業（チラシの折込み）職種

月給 50,000円～

Wワーク
OK!

同時
募集

月 180,000円～230,000円
正桑名市桜木町／倉庫管理・室内軽作業

■書道、画材、化粧用品 専門商社 moribe-creation.o.oo7.jp

未経験OK

商品のセットアップ・検品・修正・梱包・
倉庫管理（出荷・格納）・
コンテナの荷下ろし（週1回程度）等

☎0594-29-1013（採用担当）桑名市桜木町
77-6

株式
会社モリベクリエーション
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

180,000円～230,000円
［資格］40歳以下（省令3号のイ）
［時間］9：00～18：00（休憩1H）
　　　※閑散期は17：00終業
［休日］土・日・祝、GW、夏季、年末年始
　　　※年12回程度（2～3H程度）の土曜出勤有
［待遇］昇給年1回、賞与年2回（業績による）、
　　　社会保険完備、交通費全額支給、有給休暇、私服でOK

仕事
内容

月給

倉庫管理・
室内軽作業♪

正社員

W時（1）950円～ （2）900円～
パ桑名市額田／調理補助 

■ビジネスホテル

30・40・50代の
パートタイマーさん活躍中！

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）

未経験
OK!

Wワーク
OK

即日勤務OK

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

★週3日前後出勤出来る方

簡単なお手伝い
がメイン

経時（1）1,000円～ （2）900円～
アパ正桑名市星川／学童保育所支援員

■学童保育所

☎0594-32-0370
桑名市星川1814-2

星見ヶ丘 学童保育所 太陽の子

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。（担当／フナハシ）

［資格］高卒以上　［休日］日曜、祝日
［待遇］交通費規程支給、車通勤可、試用期間有

［時間］13：00～19：00

［時給］1,000円～ 
　　　〈月収例〉165,000円～ ※手当含む

［時間］14：30～18：30

［時給］900円～

子どもが好きな方必見で
す!子どもが好きな方必見で
す!

パートさん・アルバイトさん募集♪

職種

内容

学童保育所支援員

（1）常勤［正職員］

（2）月10日程度［パート・アルバイト］

子どもと遊んだり、
子どもの生活全般の
手助けをしていただきます♪

保育士資格
所持者歓迎

賞与
年2回

シフト応相談

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

時 880円
いなべ市員弁町／共用部、来客エリアの清掃

急

アパ

共用部、来客エリアの清掃

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

880円
［時間］7：30～11：30（実働4時間）
［休日］土、日、他（会社カレンダーによる）
［待遇］通勤手当有（上限当社規定）、車通勤可
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

最大70歳まで働ける！！（当社規定による）

土日はお休み♪
午前中のみの
清掃スタッフ募集!

勤務地

職　種

時　給

勤務開始日も相談して下さい♪

いなべ市員弁町

未経験
大歓迎!!

急経月 230,000円～500,000円以上
ア正桑名市柳原／（1）営業 （2）整備士 

■自動車販売・整備・板金塗装・損害保険代理店

［時間］9：00～18：00（実働7.5H）※アルバイトは時間・日数応相談
［休日］日・祝・第2土曜、他GW・夏季・年末年始、有給
［待遇］（正社員）昇給年1回、賞与年2回、社会保険完備、各種手当有
　　　（共　通）交通費規定支給、試用期間有

［資格］35歳以下（省令3号のイ）［職種］（2）整備士
★見習いアルバイトでスタートもOK！
◎短期アルバイトもOK！◎資格取得支援制度有!

［職種］（1）営業★業界未経験の方もOK！

☎0594-27-7811（担当/中村）
桑名市柳原100

ナカショウカーズ 株式会社
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

230,000円～500,000円以上月
給
★経験・能力による ★頑張り次第で随時昇給します!

地元で成長し続ける
安定企業です!

未経験や他業種からの転職者も大歓迎!

最初はわからない事も多いと思いますが、
先輩スタッフが一から

丁寧に教えますのでご安心下さい。

月 190,050円～＋各種手当別途支給
正桑名市桑部／造園工・剪定補助

■植木販売兼造園・設計・施工

経

桑名市桑部1276-2
株式
会社グリーン伊藤

［応募］まずはお気軽にお電話下さい

☎0594-22-8380（担当／伊藤）

［資格］要普免（AT限定可）　［時間］8：00～17：00（休憩75分）
［休日］日曜日、第2・4土曜日、GW、夏季、年末年始、有給休暇
［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、
　　　退職金制度有（勤続5年以上）、試用期間有（3ヶ月）

未経験者OKの正社員募集!
造園工・剪定補助

職種 庭園・公園などの樹木管理、
造園・植込み工事など（ ）

日給
月給190,050円～＋各種手当別途支給

給下記参照
契桑名市明正通／職種下記参照

■創業文化元年（1804年） 味噌・醤油・食品製造業 http://www.san-j.co.jp/public/top

〒511-0823　桑名市明正通1-572-1  総務課 岡宛宛先

サンジルシ醸造
株式会社

☎0594-22-3333お問いあわせ

［応募］履歴書（写真貼付）をご郵送下さい。
　　　書類選考の上ご連絡します。
　　　（応募書類は返送いたしかねますのでご容赦下さい）

［時　間］（1）（2）8：00～17：00
　　　　（3）［A］8：00～17：00 ［B］12：00～21：00
　　　　　　［C］16：30～翌1：15
［休　日］週休2日制（土・日・祝・ＧＷ･盆・年末年始）
　　　　※会社カレンダーによる 年間114日
［待　遇］昇給年1回、賞与年2回、社会保険完備、通勤手当、
　　　　残業手当、車通勤OK、有給休暇、月１回味噌・醤油等の配給

安心・安定の長期勤務

老舗企業で働きませんか
［契約社員］※1年毎に更新

（3）《職種》食品の製造及びライン作業など（交替勤務有）
［内　容］みそ・しょうゆのカップ詰ライン、
　　　　即席みそ汁セットアップ作業ほか
［時　給］1,020円～（研修期間＝920円）
［月収例］196,860円～（1日8h×21日勤務（残業20h））

（2）《職種》みそ・しょうゆ醸造工程
［内　容］主原料の受入、洗浄、浸漬、製麹、仕込ほか
［時　給］920円～
［月収例］177,560円～（1日8h×21日勤務（残業20h））

（1）《職種》事務職
［内　容］総務課内における事務
　　　　給与計算、社会保険、電話対応、来客者対応ほか
［時　給］920円～
［月収例］154,560円～（1日8h×21日勤務（残業なし））

月 210,000円～＋各種手当別途支給
正桑名市西別所／視能訓練士

■医療法人 尚徳会

［応募］まずはお気軽にお電話またはメールをください。

☎0594-25-8688（担当／柳川）
●http://www.yonaha.jp/ ●Email: yanagawa@yonaha.jp

医療法人 尚徳会 〒511-0838 桑名市和泉8-264-3

ヨナハ総合病院

視能訓練士（正職員）
［資格］視能訓練士免許取得者（見込み含）　［休日］4週8休制、夏期、年末年始、他（年間約120日）
［時間］（1）8：30～17：30（月・火・水・金） （2）8：30～12：30（木・土）
［待遇］昇給年1回、賞与年3回 4.5ヶ月分（前年度実績）、社会保険完備、交通費規定支給、
　　　各種手当有、退職金制度有（勤続3年以上）、試用期間有（3ヶ月間）

210,000円～月
給

職
種

移転までの
間は

他院

（名古屋市立
大学病院）

に研修へ行
って

頂きます。

新規スタッフ募集!
2021年秋 桑名インター近くに新病院移転予定につき

各種手当
別途支給＋

月 20万円～30万円以上
桑名市多度町・員弁郡東員町／職種下記参照 正

経

■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

職
　
種

月
　
給

本社（員弁郡東員町）での勤務も応相談

残業ほぼなく働きやすい
環境が整っています!

［資格］職種による
［時間］8：00～17：00 ※職種により異なる
［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

（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）

（3）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!

（1）工場スタッフ（リフトの運転も有）
☆トラックの運転や管理もできる方大歓迎!

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

大型や重機
乗れる方更に優遇!

桑名市多度町下野代谷3575-1番地

☎0594-48-6511受付／月～金 8：30～17：00［担当/神農・谷口］

［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。



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）

桑名市和泉／（1）倉庫内での電線の選別作業及び機械設備の管理補佐・機械の投入作業 （2）倉庫内での機械の投入作業補佐・電線の選別作業

■被覆電線ナゲットリサイクル

アパ正

月 時［パ・ア］（2）1,000円～［正］（1）250,000円～＋残業代別途支給 経

www.s-kanematu.jp

安定した仕事量で安心して長く働けます!
当社は被覆電線や銅資材等のリサイクル加工販売をしている会社です。

中高年・定年退職者・
年金受給者の方も大歓迎!

職種（2）倉庫内での機械の投入作業補佐・電線の選別作業

［時給］1,000円～ ★能力に応じて時給UP!
［時間］9：00～16：00
　　　 隔週土曜は15：00まで、昼休憩1時間、
　　　 午前・午後に15分の休憩あり
　　　※時間・曜日は応相談（シフト制となります）
　　　※繁忙期は変動有
［休日］日・祝、隔週土曜、GW、お盆、
　　　年末年始（当社カレンダー）※他応相談（シフト制）
［待遇］賞与年2回、交通費規定支給、車通勤OK、試用期間有

現場作業経験者歓迎！
すぐに覚えられる簡単なお仕事です

☎0594-21-4345
［本社］桑名市和泉530番地

株式会社 カネマツ産業 受付（月～金）／9：00～17：00

長期できる方大歓迎!!

［応募］お気軽に電話連絡の上、履歴書（写真貼付）ご持参下さい。

未経験者大歓迎！無資格の方もOK!
各種資格取得支援制度有!（全額会社負担）

職
種

（1）倉庫内での電線の選別作業及び
　　機械設備の管理補佐・機械の投入作業

［資格］フォークリフト免許所持者歓迎 ★ない方には資格取得支援制度有!

［月給］250,000円～
　　　＋残業代別途支給
［時間］8：00～17：30（昼休憩1時間、午前・午後に15分の休憩あり）
［休日］日・祝、隔週土曜、月1回平日休有、
　　　GW、お盆、年末年始（当社カレンダー）
　　　※年間休日113日（2020年度）
［待遇］昇給年1回、賞与年2回＋業績により決算賞与有、
　　　交通費規定支給、社会保険完備、退職金制度有、
　　　有給休暇有、車通勤OK、試用期間有（1～3ヶ月） 桑名警察署

警察署前

新日本工業

豊運送

城南小
城南幼

N

ココ
市民センター

258
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至名古屋

至四日市

正社員 パート・

アルバイト
まだまだ
元気な

★能力に応じて昇給有

（ ）

OK
です  

☆車両系建設機械免許
　所持者優遇!

※月の平均残業時間10時間前後

時 900円～
パ桑名郡木曽岬町／プレス作業・検査員

■自動車部品製造

［時間］（1）　8：20～12：00 
　　　（2）12：50～17：00 
［休日］日曜日、隔週土曜日、GW、夏季、年末年始 ※会社カレンダーによる、他応相談
［待遇］社会保険完備、有給休暇有、交通費規定支給、制服貸与、車通勤OK

自動車部品の
外観目視検査等（ ）プレス作業・検査員

☎0567-68-3741
桑名郡木曽岬町大字三崎553

株式会社 向井工作所

パートさん大募集!!未経験でも丁寧に教えますのでOKです!

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

職
種

日本ハムプラント

至四日市

伊藤産業

鍋
田
川

境港

GS佐藤石油

木曽岬温泉方面

23 三崎IC 木曽岬IC

レストラン
木曽岬

★
ココ

ビジネスインNAGASHIMA

入社時期
は

相談に

応じます
ので

在職中の
方も

ご安心下さ
い♪900円～時給

※時間・曜日
　応相談

※試用期間
　（3ヶ月）有

時 1,000円＋特別手当
パ桑名市八間通／イベント案内やアンケート業務等

［休日］土・日・祝、GW・夏季・年末年始 ★他、平日も希望の曜日休めます!  ［待遇］交通費支給、車通勤OK、服装自由
■フォトスタジオ・貸衣裳・葬儀場・結婚式場など幅広く展開 www.life-p.jp

［応募］まずはお電話連絡の上、
　　　履歴書（写真貼付）ご持参下さい。ライフプラン株式会社

桑名市八間通39 3F桑名店 ☎0594-82-7792
（採用担当）

1,000円＋特別手当
職種

時給時間

オープニングスタッフ大募集!
4月 南濃店、8月 西別所店新規オープンに伴い

10：00～15：00（休憩1h）
☆長い時間働きたい方も応相談

イベント案内やアンケート業務等
土・日・祝お休み♪ 急なお休みもOK♪ 子育て中の方も活躍中♪

給下記参照
正四日市市大鐘町／エンジニア

■清浄なる空気をもとめて、清廉・誠実に取り組む企業。 http://www.puretec.co.jp

〒512-8053 三重県四日市市大鐘町六路山1539-11

（担当／中村）☎059-337-3633
soumu@puretec.co.jp

［応募］まずはお電話または　 にてご応募ください。

［時間］フレックスタイム制（勤務目安：1日7時間45分）※残業は月20～40h。残業代は全額支給。スケジュールは各自行っていただきますので、定時で帰ることも可能。
［休日］年間休日125日、週休2日制（土・日）、祝、年末年始、GW ※休日出勤した場合は振替休日がしっかり取れます
［待遇］昇給年2回、賞与年2回（5ヶ月分※2018年度実績）、交通費規定支給、社保完、時間外労働分全額支給、出張手当（2,200円※1日あたり）、
　　　宿泊手当（8,800円※1日あたり）、有給休暇（入社日に即日付与）※有給休暇連続取得制度有

510万円／27歳（入社3年目）月給26万円　～720万円／42歳（入社11年目）月給34.8万円

［給与］前職でのご経験、年収、資格を十分に考慮させて
　　　いただき給与額をご相談させていただきます。

エンジニアスタッフ募集［正］
四日市事業所
当社製品の空調集塵設備、クリーン機器の
設計製図～設置・据付までの全体管理

勤務地

仕事内容

（四日市市大鐘町六路山1539-11）

給与例・年収例

ご家庭の家賃の半額支給
※上限4万円
※当社規定有

若年者
独立手当有り!

OK

時 880円～950円
パいなべ市藤原町市場／（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/

［応募］お気軽にお電話下さい。現地近くにて面接致します。
　　　3/1（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

いなべ市藤原町市場

（切菜・調理・配食・洗浄）

勤務地
※いなべ市役所・藤原庁舎スグ

学校給食調理スタッフ募集!!

［休日］土日祝（学校休校日）
［待遇］交通費別途支給、制服貸与
★試用期間あり ★経験により条件考慮

共通
項目

（2）調理補助 880円～
915円［時間］9：30～15：00（5Ｈ）

※月に数回8：00～13：30の勤務有

時給
職
種

（1）調理員 915円～
950円［時間］8：00～13：30（5Ｈ）

時給
職
種

（食器出し等作業・配食・洗浄）

急給面談時に説明
パ正いなべ市員弁町／ペットフードの製造

［待遇］昇給有、賞与年2回、
　　　交通費規定支給、皆勤手当有、
　　　社会保険完備、有給休暇、
　　　制服貸与、駐車場有、車通勤可、
　　　　　　 試用期間3ヵ月あり

（原料計量・投入、機械操作）

［職種］（1）ライン専属 
　　　（2）袋詰め・箱詰め等
［時給］950円（研修期間1ヶ月）
※その他詳細はお問い合わせください

（フル・短時間）パートさ
ん同時募集

給与・時間は面談時に説明
20代・30代男性活躍中!

新商品製造により
業務拡大！

元気に

働ける方歓
迎!

冷暖房完
備で

快適♪

正社員
ペットフードの製造職種

◎休日◎
土・日・祝

■ペット食品製造

いなべ市員弁町
平古543番地高畑食品株式会社

［応募］まずは電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社ください。
☎0594-84-1232 詳細は

面談にて（採用担当）

土・日・祝休み♪

増員募集！！

時 900円～月20万円～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

ホームページもご覧ください。 ▼ https://mokiki.jp

経

正社員
パート
大募集!!

若手活躍中
!

冷暖房完備

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）受付：3/1（月）9：10～（担当／若山）

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。

正
社
員

パ
ー
ト

［時給］900円～
［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

★30代・40代主婦（夫）活躍中！
簡単な検査及び仕上げ加工（座り仕事です）職種

（ ）

月 280,000円～380,000円
正いなべ市大安町／バラセメントの運送

■運送業

［資格］大型自動車免許 ［時間］当社運行スケジュールによる

［月給］280,000円～380,000円
［休日］土・日・祝（土曜は出勤になることもあります）、夏季、年末年始
［待遇］賞与年2回、社会保険完備、
　　　交通費規定支給、
　　　各種手当、有給休暇、制服貸与

現地にて
面接致します。

☎052-301-1662（担当／青山）
［応募］電話連絡の上、履歴書（写貼）持参でお越しください。

名古屋市中川区
江松3丁目155番地株式会社 東和商事

三重営業所（いなべ市大安町）

バラセメントの運送職　種

名古屋本社、正社員募集中!

勤務地

安定の仕事量
×

毎日帰宅
地場の運送で

夜間運行はありません♪

正社員

同時募集 （下記住所） （幹部候補）

■鯉料理・季節料理がメインの田舎料理店 http://daiwa-koi.com

急時（1）1,100円 （2）950円
パ桑名市多度町／（1）接客スタッフ （2）清掃スタッフ

パート
タイマー

［休日］水曜日（不定休） ［待遇］交通費支給、制服貸与、研修期間有

開店前清掃スタッフ職種（2）

急募

950円時
給

1,100円
+交通費

☎0594-48-3751
［応募］お気軽にお電話下さい。（担当／櫻木）

桑名市多度町下野代712

平日のみ可！！

昼間のみ、夜のみ、
勤務時間、曜日応相談

［時間］9：30～11：30
　　　勤務日、曜応応相談

料理お運び・接客スタッフ職種（1）
時
給［時間］10：00～15：00（14：00）・

　　　17：00～21：00

■スーパーサンシ株式会社（ビルメンテナンス業）

時 880円
桑名市大仲新田／清掃員・資源ゴミの回収整理

急

パ

［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）

クリーンスタッフさ
ん緊急募集!!

当初2ヶ月はアルバイト契約です

［勤務地］桑名市大仲新田字新井戸下84-1

［時　給］880円　［時間］8：00～12：00
［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

サンシ桑名店の清掃係さん（1名）職種
［内容］トイレの清掃・資源ゴミ回収・その他清掃業務

■ライフサポート事業

月 24万円以上 【（2）月収例35万円以上】
正桑名市小貝須／（1）スタッフ （2）マネージャー候補

http://mamiya-inc.com/

ライフサポート事業部（清掃など）
桑名市小貝須1050-8

ま　　みや

株式会社 真宮
☎0594-24-8886［応募］まずはお気軽に

　　　お電話下さい。 （採用担当まで）

（1）スタッフ （2）マネージャー候補

月給24万円以上【（2）月収例35万円以上】

20～30代の男性活躍中!!

給与

職種

内容

経

［資格］要普免（AT限定不可） ※経験・学歴不問
［時間］8：00～17：00（休憩60分、残業あり）
［休日］月8日～のシフト制（曜日応相談）
［待遇］社会保険、昇給・賞与あり、通勤費支給、試用期間有、他

一般のご家庭や店舗等の整理に伴う
ハウスクリーニング、不用品の回収・片付け、配送など
暮らしのお困りごとを解決するお仕事です。

■東芝三重工場内食堂

給下記参照
パ正三重郡朝日町／管理栄養士/栄養士

［休日］土・日・祝・盆・GW・年末年始 ［待遇］交通費（規定）支給、社保、制服貸与

☎059-377-4420（受付／近藤まで）
三重郡朝日町縄生2121

株式会社 マルベル 三重事業所

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

社員食堂での勤務
献立作成、発注業務、伝票管理、営業対応、応接 他

［月給］18万円～+諸手当有り
［時間］（A）8：00～17：00まで （B）8：30～17：30まで

職種（1）管理栄養士/栄養士（正）

職種（2）管理栄養士/栄養士（パート）

駅チカのお仕事
仕事
内容

［時給］1,000円～
［時間］（A）8：30～15：30まで （B）多少の時間変更可能

［時間］まずは
ご相談下さい。

■小型モーター

給面談にて説明
他三重郡川越町／モーター製造

有限
会社新喜電機製作所 ☎059-364-2192

三重郡川越町亀須新田118 ※詳細は
　面談にて

アラキ

※当社が配達いたします。

内 職 作り方は丁寧に教えますので
安心してください。

応募

研修有

モーター納め方内容 ◎簡単な面談有り。
※履歴書不要。 30～60

代
活躍中

■コンビニエンスストア

時 900円～
パア桑名市陽だまりの丘／コンビニスタッフ

桑名市陽だまりの丘2丁目2409番地
採用担当まで桑名陽だまりの丘店

☎0594-33-2323応募

［待遇］社会保険完備、制服貸与、マイカー通勤OK

時
給

時
間 900円～
週1日、1日1h～OK・高校生OK/同時給
17時～22時
☆他の時間帯もOK

給下記参照
いなべ市員弁町／職種下記参照

経

パ正

■ゆかた・和装全般の卸とネット販売 和の心 小雪▶https://store.shopping.yahoo.co.jp/koyuki/

いなべ市員弁町大泉新田42（すき家さん向かい）
株式会社スターリンク

［応募］お気軽に電話連絡の上、履歴書持参下さい。
☎0594-74-6311（担当／今村）

［給与］［正］月給18万円～25万円［パ］時給900円～950円
［時間］9：30～18：30 ☆パートは短時間でもOK♪
［休日］土・日（繁忙期は土曜出勤有）、GW・年末年始
［待遇］社会保険完備、各種手当有、交通費支給

アマゾン・楽天・ヤフーへの和装品のネット販売業務
仕事内容
簡単な
PC操作や
梱包・仕分け等


