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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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ホーム開幕

■整形外科

月正25万円～ 時パ1,500円～
パ正亀山市栄町／正・准看護師

［休診日］水曜午後・土曜午後・日曜

さかえ整形外科

応募に際してのご要望は履歴書にお書き下さい。
返信用宛名明記、切手貼付の封筒を同封下さい。お願い

［応募方法］下記まで履歴書（写真貼付）をご郵送下さい。
［宛先］〒519-0111 亀山市栄町1488-17 さかえ整形外科☎0595-97-3335

スタッフ募集!! ★午後入れる方歓迎
★経験・年齢不問正・准看護師職種

■自動車部品・他の加工

時 880円～950円
パ鈴鹿市国府町／組立部品の供給と出荷作業

☎059-370-1020
鈴鹿市住吉
4丁目20-45

090-5118-9239木村製作所有限
会社

男性活躍中!
［時間］9：00～16：00の間で応相談
［休日］原則土・日 ※会社カレンダーあり
［応募］3/1（月）より受付（担当／木村）

組立部品の
供給と
出荷作業
※リフト免許不要

職
種

月 15.2万円～35万円
正亀山市菅内町／タクシードライバー

■タクシー事業、他

［資格］高卒以上、普通二種自動車免許（養成可）
［時間］6：00～翌2：00の間で実働8時間 ［休日］年間105日
［待遇］各種社会保険完備、交通費規定支給、制服貸与、昇給・賞与あり

バス乗務員からの転職者歓迎！
業界未経験者、二種免許をお持ちで
ない方も歓迎（養成制度あります）

☎0595-82-6844亀山市菅内町1450
［応募］ミエ・ドライビング・サービス採用担当までお気軽にお電話ください

小菅タクシー有限
会社

タクシードライバー募
集!小菅タクシー

再始動予定！

152,000円～250,000円（経験・能力による）
〈総支給〉152,000円～350,000円
月
給

ミエ・ドライビング・サービスグループ
運転代行業（ミエ・ドライビング・サービス）
貸切バス事業（荒河観光）

■亀山市

時 1,000円
契亀山市関町／国体推進員

［資　　格］令和3年4月1日から勤務可能な人
［任用期間］令和3年4月1日～令和4年3月31日
［勤務時間］8：30～17：15（7時間45分以内）
［勤務日数］月平均20日以内
［休　　日］土・日曜日、祝日、年末年始
　　　　　（イベントなどで土・日曜日、祝日に勤務する場合あり）
［待　　遇］期末手当、通勤手当、社会保険など

☎0595-96-1225亀山市関町木崎919番地1
（亀山市関支所文化スポーツ課国体推進G内）
［応募］亀山市文化スポーツ課国体推進グループまでお問い合わせください

三重とこわか国体
三重とこわか大会

国体推進員さ
ん募集！

亀山市実行委員会事務局

1,000円
時 給

［勤務地］亀山市関支所（下記参照）
国体推進員職　種

仕事内容 国体の開催準備に係る業務

■眼科

月当院規定により優遇
正鈴鹿市神戸／診療補助・受付事務

☎059-382-0758（採用担当）

鈴鹿市神戸1丁目
8－11滝川眼科

［応募］採用担当迄電話連絡の上、履歴書（写貼）ご持参下さい。

［月 給］当院規定により優遇
［休診日］金曜日午後、日曜日、祝日  ［待遇］各種保険あり

受付事務･診療補助

眼科スタッフ
募集（正社員）

AM8：30～12：00

PM2：30～　6：00

受付時間
○

○

月
○

○

火
○

○

水
○

○

木
○
金

○

○

土

経給下記参照
パ正鈴鹿市柳町／（1）看護師 （2）介護 （3）機能訓練士

■介護施設 https://www.friendc.net

社会福祉法人楊柳会

☎059-383-3838鈴鹿市柳町1519-3

通所介護事業所
居宅介護支援事業所フレンドクラブ

［応募］電話連絡の上、履歴書（写貼）ご持参下さい。（担当／スギタニ）

職員増員募集!!
天然温泉施設好評&ご利用者様増加につき

［時間］（正社員）8：15～17：30 
　　　（パート）8：15～17：30の間で3時間～応相談
［休日］日曜と平日1日、年末年始 
［待遇］昇給あり、賞与年2回、社会保険完備、交通費規定支給、他

職種（1）

職種（2）

職種（3）

看護師（正社員・パート）
〈介護施設未経験の方やブランクのある方も大歓迎〉

給与は前職を
考慮します

290,000円～ 

280,000円～

時給
（パート）

月収
（正社員）

月収

介護職員（正社員・パート）

機能訓練士
〈OT・PT〉（正社員）

（無 資 格）1,050円～※試用期間は910円
（介護福祉士）1,200円～※試用期間は960円

230,000円～＋手当（介護福祉士優遇）

月収
（正社員）

時給
（パート）

［正・准］

1,400円～

時

派亀山市関町／パック詰め包装作業
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

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.］
332102088

［時間］9：00～13：00 もしくは 13：00～17：00 ※時間帯は例です
［休日］週休2日～3日のシフト制（日曜＋1日or2日）
［待遇］交通費規定支給、労災保険・雇用保険、
　　　作業服貸与、食堂利用可、有給休暇
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

［勤務地］亀山市関町
JR関駅より車で5分

ミドル世代の女性活躍中！！
働きやすい時間帯ですよ!!

1,050円時  

給

午前から勤務・午後から勤務
選べます♪

土日休み
も応相談

カンタン作業なので
未経験の方も安心です！

仕
事
内
容

大手スーパーに
並ぶ商品の
パック詰め包装作業

1日4～5時間
程度

短時間!!

時 900円～＋諸手当有
パ亀山市内／販売補助・DTP販促

■呉服専門店

きものや
伝統文化が
好きな方!!

創業明治43年
おかげ様で112周年

呉服専門店
本店／亀山市東町2-2-5  エコー店／亀山市東御幸町222亀山エコー2F

☎0595-82-0135（担当／小菅まで）

www.kosugaya.jp小菅屋 検索

チラシ、DM等販促ツールの作成（簡単な接客対応含む）
※Illustratorの業務使用経験ある方に限ります

［勤務地］本店・エコー店（亀山エコー2F）

［時　給］900円～＋諸手当有
［時　間］10：00～19：00の間で5～8h程度（週3日～）
［定休日］木曜日 ※なるべく土・日勤務できる方
［待　遇］正社員登用有、社保完備、昇給有、交通費規定支給、駐車場有
［応　募］電話連絡の上、履歴書をご持参下さい。受付は（木）以外

きものの知識が身につきます

正社員
登用有

（2）DTP販促スタッフ職種

和製品の店頭販売と仕立加工、商品管理など。
★初めての方、未経験の方歓迎!!★女性活躍中のお仕事です

（1）販売補助スタッフ職種

月（1）26万円～（2）33万円～（3）38万円～
正亀山市関町／ドライバー （1）3t （2）6t （3）大型

■一般貨物自動車運送事業 ISO14001認証取得

☎0595-96-0333（担当/山川）
亀山市関町
市瀬34-1山川運輸 株式会社

正社員増員募集！

［時間］0：00～24：00の間で運行規定による（基本実働8時間）
［休日］年間休日104日
［待遇］社会保険完備、資格取得支援制度（大型・リフトなど）、制服貸与

共
通
項
目

［資格］大型免許  ［月給］380,000円～

（3）大型平型車

［資格］大型免許  ［月給］330,000円～
（2）6tクレーン車（建材の運搬・地場便）内容

内容

［資格］中型免許  ［月給］260,000円～
（1）3t平型車（建材の運搬・地場便）内容

イベント資材・建材などの
運搬・中～長距離（ ）

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社ください

ドライバー
職 種

業務拡大
につき

日（1）8,000円 （2）9,000円
ア亀山市菅内町／出荷品の確認業務

■一般貨物運送業・倉庫業・指定自動車整備事業

アルバイト募集!

トラックに積み込む前の荷物が
合っているかどうかを荷札と書類を
照合してもらうお仕事です

☎0595-82-7132（担当/辻）
亀山市天神二丁目3599-1 ［応募］まずはお電話ください

西川運輸株式会社

（1）6：15～15：50
　（休憩60分）

（2）15：40～翌0：40
　（休憩60分）

［勤務地］亀山市菅内町
［休　日］土曜・日曜、年末年始 ［待遇］車通勤可

出荷品の確認業務職種

令和3年5月までのお仕事！

学生バイトや定年退職者も大歓迎！
難しいお仕事ではありません!

時間
・
日給

内容

8,000円
9,000円

経時下記参照
パ鈴鹿市稲生／（1）介護職員（2）理学療法士・作業療法士

■医療法人 医秀会

医療法人 医秀会
通所リハビリテーション又はデイサービス勤務地（2）

☎059-389-6660

［共通待遇］交通費規定支給、制服貸与、各種手当あり
［応　募］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。

玉田医療福祉グループ

（担当/中谷）

鈴鹿市稲生4丁目4878-2

◎勤務開始日ご相談下さい
◎ブランクのある方も丁寧に指導しますよ♪

［職種］介護職員
［時給］1,070円～(初任者研修）
　　　1,310円～（介護福祉士）
［時間］　7：00～10：00
　　　16：00～19：00

［職種］理学療法士・作業療法士
［時給］1,500円
［時間］9：00～16：30の間で応相談

施設スタッフ募集パート

医療法人 医秀会 メディカルホームあおぞら
（サービス付き高齢者向け住宅）

勤務地（1）

含む1日4h～5hで応相談）

週3日程
度

の勤務

週2～3日

で応相談

★早番・遅番出来る方

急時 930円
パ鈴鹿市地子町／夜間守衛業務員

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

本社敷地内の見回り業務が
メインになります

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］930円
　　　※22：00～翌5：00 深夜割増手当1,163円/1時間
［時間］20：00～翌6：30（平日、日曜日）
　　　18：00～翌4：00（土曜日）
　　　18：00～翌6：30（祝日）
［休日］シフト制
［応募］まずは採用係までお気軽にお電話下さい。

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

会社
概要

〒513-0821
鈴鹿市地子町523-2

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

勤務地

内　容

◎月10日程度の勤務です!

定年退職者の方等
60代のシニアの方が
活躍している職場です!

定年退職者の方等
60代のシニアの方が
活躍している職場です!

夜間守衛業務員（パート）募集!

経給下記参照
パ正亀山市野村／（1）介護職員・施設介助員 （2）看護職員

■社会福祉法人 希望の里

介護職員（常勤）・施設介助員（パート）職種（1）

看護職員（常勤・パート）職種（2）

野村きぼう苑 亀山市野村3丁目28番20号

☎0595-84-7888
［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。（担当／萩・新堂）

［時間］〈常　勤〉シフト制による（詳細は面接時に致します）
　　　〈パート〉（朝）6：00～9：00 （夕）15：30～18：30

笑顔を大切にしている施設です

〈常　勤〉月給181,600円～（夜勤手当等は別途）給
与

経験者優遇
特別養護老人ホーム
/デイサービス

勤務地

［休日］月9回・年末年始休暇有
［待遇］昇給有、賞与有（常勤のみ）、交通費規定支給、
　　　制服貸与、各種社会保険完備、退職金制度あり
　　　（パートは対象者のみ社会保険・退職金があります）

共
通

〈パート〉時給880円～

［資格］正看護師 ［時間］〈常勤〉8：30～17：30 〈パート〉1日3時間～応相談

〈常　勤〉月給20万円～32万円（手当は別途）給
与〈パート〉時給1,400円～（手当は別途）

給下記参照
正パ鈴鹿市高岡町／薬剤師・介護福祉士・看護助手

■医療法人　社団義人会

［給与］当院規定により優遇
［時間］職種・勤務形態により異なる
　　　※パートスタッフの曜日・時間は相談に応じます
［待遇］制服貸与（その他、福利厚生も充実しています）

［応募］病院見学は随時受付をしております。お気軽にお問合せ下さい。
☎059-382-1385（採用担当：大西・柴田）

鈴鹿市高岡町550高木病院

詳細はHPをご覧ください。www.takagihp . jp

当院は79床の療養型病院です。

（2）介護福祉士
（3）看 護 助 手

病院スタッフ募集

［時給］2,000円
［時間］月曜～土曜の8:30～13:00（週20時間程度）
　　　※曜日・時間は相談に応じます

（1）薬剤師（パート）
仕事
内容

仕事
内容

長期療養患者さんの
調剤業務・投薬管理

常勤薬剤師が指導しますので、
ブランクのある方でも安心して働けます。
長期休暇も取得可能で安心して働けます。

療養病棟の
介護・看護補助業務

正職員
パート（ ）

鈴鹿市神戸／調理補助・調理師・栄養士・管理栄養士

■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

正パ
急給［正］17万円～22万円時［パ］900円～1,300円

勤務地

四日市市朝日町5-6

☎059-382-8450（担当／西森）

［待遇］各種社会保険完備、交通費規定内支給、制服貸与
　　　（正は昇給・賞与有）
［応募］まずは下記までお気軽にお電話下さい。
　　　面接は現地もしくはリモートで行います。
　　　ご不明な点等、お問い合わせも大歓迎!

正
社
員

職種

［時間］①6：00～15：30 ②10：00～19：30 （シフト制）※休憩90分
［休日］月7回～8回（月に23日出勤：シフト制） ※試用期間3ヶ月

給与

時給

170,000円～220,000円

（調理師）

5,000円/月
（栄養士）

10,000円/月
（管理栄養士）

20,000円/月

［時間］①　6：00～10：00 ②6：00～12：00
　　　③17：00～19：30 ※時間帯選択可
［休日］月8回～10回 （週に2日や3日でもOK ご相談ください）
　　　シフト制 ※試用期間3ヶ月

900円～1,300円
調理補助 盛り付け・

配膳・洗浄 等

村瀬病院（鈴鹿市神戸3-12-10）

調理師・栄養士の免許をお持ちの方は別途資格手当あり

資格のない方でも料理が好きな方、
これから調理師を目指している方、
栄養士免許を持っているけど
ブランクがある方等、
お気軽にお問合せください。
ベテランスタッフが
一から指導をさせて
いただきますので安心して
勤務していただけます。

［仕事内容］

ウイルス
対策万全

パ
ー
ト

■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・いなべ市／職種複数

経

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

［資格］59歳迄（定年の為） ［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

いなべ市大安町
（D）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

鈴鹿市平田町
（C）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］5：30～14：30・14：30～23：30 
　　　※1週間単位の交替勤務

協力し合える
雰囲気と活気の
ある職場です!

共通
項目

鈴鹿市伊船町
（B）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

本社営業所（鈴鹿市地子町）
（A）1tトラックドライバー

［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

職種

勤務地



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）

■介護事業

給下記参照
パ鈴鹿市高岡町／介護

介護スタッフ募集！！

デイサービス「はなやか」鈴鹿市高岡町2687

☎059-384-8739
［応募］受付はメディカルステイ「鈴鹿の華」で行います。お気軽にお電話下さい。

［担当］古市
［時間］9：00～18：00

介護
職員

（介護福祉士）……950円～
（初任者研修）……916円～
（資格なし）……886円～

時 

給

［資格］普通自動車免許（AT可）  ［時間］8：15～17：15の間で4h～応相談
［待遇］各種社会保険完備（法定通り）、交通費規定支給、制服貸与

土曜・祝日
手当
別途支給

職種

★ブランクのある方もしっかりサポートします！！経験に応じて優遇します。

週1日～5日勤務
で応相談
週1日～5日勤務
で応相談

扶養内
勤務OK

シフト応相談
（日曜休み）

■遊園地内での委託売店の運営

時 1,000円～1,100円
ア鈴鹿市稲生町／軽食の販売、簡単な調理、レジ管理等

［時給］1,000円～1,100円
［時間］8：30～18：00の4h～OK（応相談）
［待遇］制服貸与、交通費規定支給、車通勤可

090-4210-0078
いなべ市北勢町阿下喜1409大西考房

［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》
　　　メールでの応募もOK 　umano@dream.jp

採用
担当（ ）

軽食の販売、簡単な調理、レジ管理等
勤務地

内　容
鈴鹿サーキット内モトオアシス

勤務日数応相談
（土日入れる方優遇）

長期も
歓迎
します♪

3/20～の
春休みの
短期募集！

■清掃

時 950円
パ鈴鹿市神戸地子町／清掃

オープニング
スタッフ募集！

〒514-0033 津市丸之内9-13

☎059-227-6151
［応募］まずはお気軽にお電話ください（担当／田端・宮﨑）

丸ノ内ビル管理株式会社

［時間］8：00～10：00 ［勤務］火曜日～日曜日 ［休日］月曜日
［待遇］交通費支給、制服貸与、社会保険完備（該当者）

3月オープン！！

鈴鹿市神戸地子町
にオープンする
カーディーラー 950円

勤
務
地

職種

時給

清 掃

■人材派遣業 派 13-304674

時 1,450円
派津市中央／書類チェック・入力

〒450-6046 名古屋市中村区名駅1-1-4 JRセントラルタワーズ46階

エルダーさん歓迎!

官公庁関連の
書類チェック・入力
来客応対とカンタンな入力ができればOK!
研修あり＆複数スタートで安心♪

［期間］（1）3/8～6/30 （2）3/15～4/30
［時間］9：00～17：00（休憩60分・残業ナシ）
［休日］土日祝休み ［待遇］交通費別途規定支給

［応募］まずは電話でお問い合わせください。
☎052-561-1421 応募担当

株式
会社パソナ

［時給］

1,450円

内
容
申請書の受付、
書類のチェック、入力、発送 など勤務地津市中央

月収
20万
以上

■特別支援学校

時 938円
パ鈴鹿市石薬師町／学校労務員

三重
県立杉の子特別支援学校 石薬師分校

〈期間 令和3年4月1日（木）～令和4年3月31日（木）〉
※雇用延長の可能性もあります。

☎059-379-1611鈴鹿市石薬師町字
寺東452 ［応募］本校採用担当までお電話ください

［時給］938円 ［時間］7：20～16：30（実働7時間30分）
［休日］土曜、日曜、祝日、他（平日で2勤1休、週3～4日の勤務です）
［待遇］介助手当450円/日、車通勤可、交通費規定支給

スクールバスの添乗・校内清掃等仕事内容

4月から始まるお仕事です！

亀山市内にあるスクールバスの発着場に出勤し、
スクールバスにて学校との往復になります。
知的障がいのある児童生徒に理解があれば
資格・経験・年齢は問いません。

■心療内科・精神科

時 950円～1,050円
パ鈴鹿市神戸／受付・医療事務
W経

［時間］9：30～12：00・14：30～17：30
　　　※勤務時間応相談（長時間勤務も可）
［休診］木曜、日曜、祝日 ［待遇］車通勤可、交通費規定支給、制服貸与

☎059-383-0011
〒513-0801 鈴鹿市神戸1丁目11-2（萩原内科3F）※近鉄鈴鹿市駅前
すずかこころのクリニック

［応募］まずは採用担当まで
　　　お気軽にお電話下さい。

受付・医療事務員募集
仕事内容

時
給950円～1,050円

PC入力・受付 Wワーク可！

週3日程
土曜日出勤出来る方歓迎！

見習い期間有※時給900円

★医療業界に在籍した経験のある方優遇します！

■養鶏業

時 930円～
パ鈴鹿市上田町／包装出荷作業

週3～4日の勤務可能な方
定年を迎えた方や

もう少し頑張りたい方大歓迎!

［時給］930円～（土曜・祝日）1,030円～ ［休日］日曜、他
［時間］（1）8：55～16：00位 （2）8：00～16：00位
［待遇］雇用保険、制服貸与、慰労金 年2回、退職金制度あり、
　　　交通費規定支給あり、ハイパーメディカル加入

☎059-373-2105
［メール応募］
mz02@wmail.plala.or.jp鈴鹿市上田町1443-3

株式
会社室 善

ムロ　        ゼン

☆駐車場あり☆未経験者歓迎☆30～60代活躍中

［応募］まずはお気軽にお電話ください。（担当／山本）

〈職種〉包装出荷作業 たまごの包装ライン
でのお仕事です（ ）

■介護事業所

経月［正］22万円～ 時［パ］950円～
パ正鈴鹿市長沢町／介護

☎059-371-6688

介護スタッフ（正職員・パートさん）募集!!
〈亀山・菰野・笹川周辺からも通えます!!〉

鈴鹿市長沢町1750-1

［応募］採用係までお気軽に
　　　お電話下さい。

［資格］初任者研修取得者
［時間］9：00～18：00
［休日］（正）週休2日 （パ）週2日勤務～OK
［待遇］交通費規定支給（［正］社会保険完備、賞与年2回、有給休暇）

［正］月給22万円～ 各手当あり
［パ］時給950円～
給
与

経験者
優遇!!

■高速道路全般のメンテナンス

急日 12,000円～
正四日市市・鈴鹿市・亀山市／高速道路の維持管理

☎0598-86-2901（平日9：00～16：00）
　080-7882-9390（その他時間帯）

度会郡大紀町
滝原811-3

株式会社ＩＢＥＥ 滝原営業所

［応募］出張面接致します。お気軽にお電話ください。

［待遇］昇給有、賞与年2回、交通費規定支給、社会保険完備、
　　　有給休暇、資格取得費用全額負担、定年後の再雇用制度有

〈勤務地〉四日市・鈴鹿・亀山の高速道路
☆集合場所（四日市西郵便局ウラ）から社用車で現場へ

〈職 種〉高速道路の維持管理
　　　  （排水溝の補修・簡単な路面補修・警備業務等）

・未経験歓迎 ・40歳まで（省令3号のイ）
・業務に必要な資格は全額会社負担で取得できます

作業員大募集土日祝はお休み

［時間］8：00～17：00
［休日］土・日・祝 ◎夜勤応相談

年齢問わず
昇給

日
給12,000円～

大型運転手・
土木施工管理技士優遇!

■スーパーサンシ株式会社（ビルメンテナンス業）

時（A）880円 （B）910円
鈴鹿市算所／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

鈴鹿ハンターSCさんの清掃係さん（（A）（B）1名）職種

［勤務地］鈴鹿市算所2丁目地内　
［内 容］トイレの清掃・資源ゴミ回収・その他清掃業務
［時 給］（A）880円 （B）910円
［時 間］（A）7：00～11：30 （B）19：30～22：30
［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

鈴鹿市大池／フロント
時 950円

アパ

■ビジネスホテル www.hotel39.jp

人と接するお仕事が
好きな方大歓迎!　

950円
［資格］高校生不可 ［時間］17：00～22：00
［待遇］雇用・労災保険有、マイカー通勤可

フロント
職種 受付・電話応対・

簡単なパソコン入力等

鈴鹿市大池3-8-25

☎059-376-6363（担当／三上）連絡先

［応募］お気軽にお問合せ下さい。

時間・曜日は
応相談

時給

■三重交通グループ 

時 890円
パ鈴鹿市南玉垣町／清掃スタッフ

三交コミュニティ株式会社

0120-928-551（採用担当）
［応募］3/1（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。

津市丸之内9-18（津丸の内ビル4F）

幅広い年代の方が
活躍できます♪

［時間］13：30～17：30
［勤務］週3日程度で応相談
［待遇］交通費規定支給、制服貸与、
　　　マイカー通勤可

☆買い物にも便利です♪
未経験も大歓迎♪

勤
務
地
イオンタウン鈴鹿玉垣
（鈴鹿市南玉垣町5520番106）

職
　
種

清掃業務
床清掃・ゴミ回収・
駐車場のゴミ拾いなど

890円時給

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

スタート時期
応相談!!

［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（同条件）

衛生対策バッチリ!! 仕事量安定!

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

・　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

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

【
準
社
員
】

【
パ
ー
ト
】

共通
項目

未経験者多数活躍中!!
安心して働けます!

月（1）20万円～  （2）（准看）30万円～ （正看）32万円～
正亀山市西丸町／（1）看護補助 （2）看護師 

■長期療養病床・皮膚科・内科 http://www.tanaka-byoin.jp/

［時間］〔日勤〕8：00～17：00 〔夜勤〕16：00～翌9：00　［休日］週休2日制（シフト制）
［待遇］昇給年1回、賞与年2回、各種社会保険完備、制服貸与、通勤手当、夜勤手当、日・祝手当、その他手当

月
給月

給20万円～（諸手当含む）

☎0595-82-1335
三重県亀山市
西丸町539田中病院

［応募］まずはお気軽にお電話ください。
　　　その他詳細は面談時にご説明いたします。

正職員急募正職員急募 年間休日122日日勤のみOK

ブランクのある方も大歓迎します!!

50代～
大歓迎

療養型入院患者様の看護

（担当／谷口)

資格はいりません （2）看護師・准看護師職種（1）看護補助職種

勤務開始時期は相談に応じます。
在職中の方もご相談下さい。

入院患者様の病衣・シーツ・おむつ交換・食事介助業務等

未経験　  から
スタートした方も
活躍されています。

（准看）30万円～
（正看）32万円～

ともに
諸手当含む（ ）

給［収入］生徒数により異なります、各種援助制度あり
他三重県全域／公文式教室の指導・運営（算数・数学、英語、国語）

■教育・教室運営

津市羽所町700 アスト津10F

0120-834-414 受付時間/9：30～17：30
【土・日・祝日を除きます】

公文教育研究会 津事務局

くもんの先生になりませんか

［応募］まずは説明会にお越しください。 説明会予約はホームページ、お電話からお気軽にどうぞ。

検索くもんの先生◆詳しくはWEBで

特別な
資格は
不要です仕事 公文式教室の指導・運営（算数・数学、英語、国語）

場所 自宅もしくは貸会場など
［資格］55歳までの女性、充実した研修制度あり（研修費無料）
［時間］教室指導（週2回※1日5時間程度） ［収入］生徒数により異なります、各種援助制度あり

あんしんサポート制度
安心して生徒指導・教室運営ができるよう、充実した
サポートシステムを設けています。
収入面も強力にサポートし、教室開設を応援します。

くもんの
先生
説明会

時間日にち場所

3月8日(月)・12日(金)SYNTHビジネスセンター近鉄四日市四日市 10：30～12：00

3月4日(木)・16日(火)鈴鹿市労働福祉会館鈴鹿 10：00～11：30

3月11日(木)亀山市文化会館亀山 10：00～11：30

3月4日(木)・5日(金)・8日(月)・9日(火)・16日(火)津 公文教育研究会　津事務局 10：00～11：30

※完全予約制です。Webは7日前、それ以外は2日前（土、日、祝除く）までにご予約ください。
　日時が合わない場合は、個別に説明会をさせていただきます。
※新型コロナウイルス対策について、十分留意した上で説明会を実施いたします。

オンライン説明会
も承っております。

ご希望の方は
ご相談
ください。

採用
担当

時パート1,080円 アルバイト960円（高校生930円）
アパ鈴鹿市南玉垣町／店内スタッフ

■衣料・雑貨販売

未経験歓迎!出産から子育てまであらゆる
シーンに対応する幅広い商品展開◎

仕事内容 販売、陳列、レジ、商品管理等
［資格］経験不問
［時間］週5日勤務の内、
　　　短時間勤務9:45～13:15
　　　長時間勤務9:45～19:15、10:45～20:15
　　　上記の組み合わせで、
　　　長時間勤務が週3日以上可能な方
［休日］週休2日制
［待遇］昇給年1回、賞与年2回（業績により決算賞与あり）、
　　　正社員登用制度、有給休暇、慶弔休暇、産前産後休暇、
　　　育児休業、介護休業、通勤手当規定内支給、
　　　各種社会保険完備、財形貯蓄制度、従業員持株会、
　　　社員割引制度、定年(60歳）後、継続雇用制度有
［応募］まずはお気軽にお電話ください。（担当／店長）

アルバイト同時募集
［時間］9:45～20:15
　　　の間で応相談
［休日］応相談
［待遇］有給休暇、
　　　通勤手当規定内支給
時給960円（高校生時給930円）

時 給
1,080円

詳細は採用HP
をチェック!
WEB応募は
24時間OK♪

☎059-367-7313（担当/店長）鈴鹿市南玉垣町5520-106
バースデイ イオンタウン 鈴鹿玉垣店

未経験者
歓迎！

土日勤務
できる方
歓迎!

給下記参照
パ正鈴鹿市内／介護・看護

■まごころ介護

経

☎059-380-5107有限会社 優
［本部］鈴鹿市東磯山2-10-14
［応募］まずはお気軽にお問い合わせ下さい。（担当者:森・伊藤）
　　　※受付は、月曜～金曜の9：00～18：00迄となります。

有限会社 優 職員募集 ホームヘルパー職員

夜勤専従

日勤専従

［時間］（常勤）9：00～18：00

※毎月8日間公休(シフト制)

※毎月8日間公休(シフト制)

☆開設予定準備中 訪問介護事業所

☆サ高住の夜勤専従・日勤専従介護

月収245,000円 
［時間］（パート）7：30～8：00

給与
（30分）

［時間］（常勤）
夜勤入り16：30～明け9：40 月収276,000円 

［時間］（常勤）8：00～18：00
※毎月8日間公休(シフト制) 月収200,000円 

［時間］（パート）
夜勤入り16：30～明け9：30

夜勤入りと明けの1夜勤

19,000円

1

2

3

ケアマネージャー
［時間］（常勤）8：00～18：00
※毎月8日間公休（シフト制）

☆施設担当ケアマネージャー 月収275,000円 4

ケアマネージャー
［時間］（常勤）9：00～18：00
※日曜含、毎月8日間公休
　（シフト制）

☆地域担当ケアマネージャー
月収245,000円 5

デイ介護職員

［時間］（常勤）8：30～17：30
※日曜含、毎月8日間公休
　（シフト制）

☆デイサービス介護職員 月収200,000円
　　～245,000円

6

（時間外含）

年齢不問 1,000円 


