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■美容室

月 250,000円以上
正津市高茶屋小森町／美容師

勤務地 F★MART津南店
［年齢］不問 ［休日］週休制＋1日、有給休暇有
［時間］9：00～19：00
［待遇］社会保険、昇給、慰安旅行有、車通勤可、その他
［応募］採用担当コマダまでお気軽にお電話下さい。

〈スタイリスト〉

月給250,000円以上

美容師さん大募集

☎059-253-7332

津市高茶屋小森町字
中山1172-1

■ビルメンテナンス http://takanos.jp/

時 890円（8時まで早出手当別途支給）
アパ津市栄町／事務所ビル 清掃業務

津市丸之内24-16
タカノビル1F

☎059-224-1181
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。面接日時等相談させて頂きます。

［時給］890円（8時まで早出手当別途支給）
［時間］6：30～12：00（実働5時間） ［休日］土・日・祝
［待遇］交通費支給（当社規定による）、制服貸与

事務所ビル 清掃業務仕事内容

勤務地 三重県農協会館（津市栄町）
☆津駅より徒歩5分☆※車通勤不可

平日週5日
勤務です♪ 年齢不問

未経験者でも
大丈夫です

清掃スタッフ募集

（採用担当）
（受付／平日8：30～17：00） 

■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

■電機機械用のモーター巻線加工

給面談時にご説明いたします
パ津市藤方／モーター巻線加工

［給与］面談時にご説明いたします
［時間］9：00～15：50 ［待遇］車通勤可、交通費規定支給
［休日］土・日・祝、大型連休あり ☆勤務時間・日数応相談
［応募］まずはお気軽にお電話ください。

☎059-226-3444 （担当／高井）
津市藤方1903-1

有限会社 高井電機製作所

4月
スタート
OK♪

モーター巻線加工

小さなお子様がみえる方が
多数活躍している
アットホームな職場です♪

職種

☆未経験OK! ☆冷暖房完備!

■放課後等デイサービスの運営

急月 18万円～23万円
正津市白塚町／指導員

ドリームズ21 検索☎059-253-0082
〒514-1108 津市久居射場町63番2

ドリームズ・21st 津セノパーク校

津セノパーク校
（津市白塚町）

勤務地

［時間］10：00～19：00（応相談）
［休日］土・日・祝・GW・夏季・年末年始 
　　　☆年間120日☆
［応募］まずは気軽にお電話ください。面接は現地にて。
　　　（平日10：00～18：00）応募の秘密は厳守します。

子供好きな方大歓迎!
月給保障で土日も休めます♪
障害福祉教育の現場で一緒にスタートしませんか!

18万円～
23万円
※経験・能力による

月給

■各種セキュリティ・警備業務

月 150,480円～162,450円＋各種手当
請津市内／施設警備

30,000円～15,000円支給
施設警備スタッフ募集
入社6ヶ月
経過時祝金

未経験
OK♪

（1）～（6）
シフト制

［資格］18歳以上（省令2号）  ［休日］シフト制（週休2日制）
［時間］（1）8：30～翌8：29 （2）17：00～翌8：30
　　　（3）24：00～翌8：30 （4） 8：30～17：00
　　　（5）8：30～24：00 （6） 7：00～18：00
［待遇］各種社会保険完備、交通費規定支給
　　　※その他待遇は面談時にお話いたします

）

津市内（工場）

三重支店 津市栄町2丁目18-2きりん第7ビル2F

☎059-224-9000
［応募］まずはお気軽にご連絡下さい。（担当／津田・小野）

［勤務地］

月給
150,480円～162,450円
＋各種手当（月171時間の場合）
※夜勤時間・時間外勤務によりプラスされます。

■三重交通グループ

日 4,600円（諸手当別途）
津市大里窪田町／運転スタッフ 契

運転スタッフ募集

☎059-229-5558
〒514-8635 津市中央1-1 三重会館6階

（採用担当）

［応募］月～金 9：00～17：00電話受付致します。面接当日は履歴書を持参ください。

三重交通株式会社 自家用営業部

面接
場所
三重会館6階
（津市中央1-1）

運転経験を
活かし
ませんか!!

［資格］普通免許以上 ［休日］日曜日・祝日 他シフト制
［時間］7：40～9：40、15：30～17：30の間で、
　　　1日4時間 ※週3日程度

津市大里窪田町

4,600円
（諸手当等別途）

日  給

送迎車（ハイエースクラス）の運転内　容

勤務地

■清掃

時 900円
アパ津市内／清掃

清掃スタッフ

〒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］7：30～16：15
［勤務］月～金（平日）で週3日～勤務可
［待遇］交通費支給、制服貸与、社会保険完備（該当者）

清掃スタッフ
未経験の方大歓迎♪

丸之内近郊の
オフィスビル 900円

時給勤務地

◎扶養内勤務もできますよ♪
◎土日祝はお休み♪◎週3日～OK♪

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

時 880円～
津市羽所町／ホテル共用部清掃

急

アパ

ホテル共用部清掃
トイレ（女子トイレ有）、
  廊下、階段等の掃除機掛け

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］9：30～15：00（実働5時間）
［休日］週休2日制 ［待遇］通勤手当有（上限当社規定）、雇用保険有
［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）
未経験大歓迎!!

働きやすい時間帯の
お仕事ですよ♪

津駅から徒歩1分

職　種

時　給

勤務地

勤務開始日も相談して下さい♪

ホテルグリーンパーク津
（アスト津内）（津市羽所町 津駅東口隣接）※車通勤不可

）（

経給下記参照
正パ津市内／介護職、看護師

■介護・看護サービス URL▷http://www.kaigo-kango.or.jp

運営法人 社会福祉法人実践

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。（採用担当）

280,330円
※オンコールあり

ユニット型特養「優美」 白山町二本木

4曜日パート

☎059-225-4320

正規常勤 看護師職種

月給

介護職
職種
時給

職種

介 護 福 祉 士1,500円
初任者研修修了1,400円

［時間］8：30～17：30（60分休）

［時間］8：30～17：30（60分休）

デイサービス「夢窓苑」 大倉

月・火・木・土

津市大倉10番21号

月 200,000円～
正津市栗真小川町／技術スタッフ

■総合害虫管理業

経

［資格］年齢40歳くらい迄（省令3号のイ）
［時間］8：30～17：00
［休日］日曜、祝日（会社カレンダーによる）その他応相談
［待遇］昇給有、賞与年3回有（昨年実績）、
　　　交通費規定支給、社会保険完備、制服支給、
　　　資格取得支援制度有、各種手当
［応募］まずはお気軽にお電話ください
　　　（平日8：30～17：00）

技術スタッフ

技術スタッフ正社員募集
・経験・知識不問。 ・残業ほとんどなし！
・専門的な分野なので手に職が付けられる！
職
種

200,000円～
※試用期間有（待遇は変わりません）

月
給

☎059-231-1211（担当/波田）
津市栗真小川町1308-1

株式
会社ヤマト白蟻研究所

害虫・害獣の
防除作業等（ ）

給 80,000円程度
アパ津市河芸町／朝刊配達＋店内作業

■新聞販売店

急

スタッフ急募!!
未経験の方でも大丈夫!
最後までご指導致します。
短時間高収入!!
年齢不問!!
女性の方にも人気です♪

朝刊配達＋店内作業
［月給］80,000円程度
　　　（件数により異なります）
［時間］2：00～4：00
［休日］週に一度お休みがあります!!
［応募］詳しくはTELにて
　　　お気軽にお問い合わせ下さい。

職種

津市河芸町
中別保1585-10辻新聞店

☎059-245-1410（採用担当）

時 980円
津市内／クリーンスタッフ

■東証1部（株）トーカイグループ http://www.t-assist.jp/

パ

［時間］（1）7：30～16：30（実働8時間、休憩1時間）・8：00～12：00（実働4時間、休憩1時間）
　　　（2）7：30～16：30（実働8時間、休憩1時間）
［休日］（1）ローテーションによる週2日 （2）日・祝、他週1日 ※（1）・（2）ともに週5日勤務可能な方、大歓迎
［待遇］社会保険有、制服貸与、車通勤可、交通費支給（上限10,000円）

（病室内の清掃及びトイレ清掃、廊下清掃等になります）日常清掃

未経験、ブランクのある方でも
先輩スタッフが丁寧に
教えてくれるから安心♪♪

岐阜市若宮町9-16

株式
会社ティ・アシスト 0120-117-705

［応募］お気軽にお問い合わせ下さい。（採用担当まで）
［受付］3/1（月）より受付開始 9：00～17：30（土・日・祝除く）

職種

勤務地 時給980円（1）津市南新町にある病院
（2）津市北丸之内にある病院

マイカー

通勤は

出来ます

現地面接

いたします

患者様が安心して過ごせる環境を一緒につくりましょう!!

経時 950円～
津市河芸町／調理補助

■東証一部上場（株）トーカイのグループ会社 ●病院・老人施設などで食事の提供をさせて頂いております

パ

☎058-392-4995
〒501-6238 岐阜県羽島市江吉良町江中4丁目2番地

トーカイフーズ株式会社
応募受付 担当／鈴木　9：00～17：30（月～金）
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。現地にて面談致します。

施設利用者様の健康管理のお手伝い! 
「食」の提供で「笑顔」の和を広げませんか

調理補助
勤務地

職　種

津市河芸町の介護施設

［時間］14：00～19：30 実働5.5時間 ［勤務］週3～4日で応相談 ［休日］シフト表による

盛付、下処理、配下膳、
食器洗浄等 950円～

時給

未経験者歓迎 経験・年齢不問

短時間だから無理なく働けます！

（ ）

時（1）1,000円～1,100円 （2）1,300円～1,500円
津市内／（1）商品PRスタッフ （2）モニタリングスタッフ

■乳製品宅配事業

W

委

☎059-264-7444
津市中河原城之内2017

［応募］お気軽にお電話下さい。株式会社 森乳東海
パワーミルク三重宅配センター

【受付時間／月～金10：00～17：00】（担当／山田）

［内容］市内スーパー、ホームセンターなどの
　　　イベントスペースにて森永新商品のご案内

［時給］1,000円～1,100円
　　　※試用期間2ヶ月は950円～
［時間］10：00～17：00の間で応相談 ※扶養内OK

（1）PRスタッフ
［内容］一般家庭へお伺いし商品をご案内し、お客様との関わりを持って頂きます

［時給］1,300円～1,500円
　　　※試用期間2ヶ月は1,000円～ ※頑張り手当有
［時間］9：00～17：00の間で1日3～4h
　　　〈例〉9：00～12：00・13：00～16：00など

（2）モニタリングスタッフ ☆週3日～OK☆

〈共通項目〉［資格］要普通免許 ※自家用車を使用できる方 ［待遇］制服あり （1）昇給あり （2）ガソリン代規定支給、社割

20代～60代の
主婦（夫）
活躍中!

森永商品をご案内して頂く仲間をど～んと大募集♪♪

未経験でも大丈夫ですよ♪
［勤務地］
津市・松阪市
鈴鹿市周辺 

職種 職種

給本会給与規定による
パ津市内／記帳指導担当職員

■地元事業者のみなさまをしっかりサポート

記帳指導担当職員
（津市商工会支所窓口業務を含む）

☎059-262-3250（担当／青山）
〒515-3133 津市白山町南家城1034-3津市商工会本所

津市商工会 パート職員募集（1名）★令和3年4月1日採用予定★

［応募書類］履歴書（顔写真付き）、職務経歴書 ［応募締切］令和3年3月12日（金） ※津市商工会本所必着
［試験日時］令和3年3月20日（土）9：00～ ［試験会場］津市商工会本所2階研修室 ※その他不明な点は下記までお問合せ下さい

勤
務
予
定
地

職
　
種

津市商工会本所及び各支所（支所間異動あり）
●一 志 支 所/一志町田尻605-1 ●安濃支所/安濃町安濃2300-12
●香良洲支所/香良洲町1878-1 ●芸濃支所/芸濃町椋本1845-10
●美 杉 支 所/美杉町八知5392-4 ●美里支所/美里町三郷46-3

［資格］高卒以上で簿記3級以上の資格（若しくは令和4年2月までに取得できる方）を有しパソコンの基本操作のできる方。要普免。
［給与］本会給与規定による  ［時間］8：30～17：15（繁忙時残業あり）  ［待遇］社会保険（健保・厚生・労災・雇用保険）あり
［休日］土・日・祝日、年休付与（但し一定期間勤務者）※休日出勤を命ずることがあります 



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）

■幼児給食

時 900円
パ津市大谷町／園児の給食調理業務全般

週3日～
OKです

株式会社三重栄養調理研究社 幼児給食部門
〒514-0007 津市大谷町240（津駅西口前 大川学園内）

☎059-226-3131大川学園宛連絡先
［応募］まずはお気軽にお電話下さい♪（給食担当者まで）

 ［電話受付時間］平日9：00～受付

［資格］普通自動車免許（AT限定可） ［時間］7：30～13:30
［休日］土曜、日曜、祝日、その他会社指定日 ［待遇］交通費規定支給

未経験スタートの方大活躍中♪
お子さんの手が離れた世代の方が多く、

落ち着いた職場です!

園児の給食調理業務全般
（仕込、盛り付け、洗浄等）

幼稚園の給食作りませんか?

内
容

時
給

☆勤務開始日もお気軽にご相談下さい☆

土日祝はお休み

900円

■内科

急時 1,000円～＋各種手当・交通費
パ津市久居元町／事務スタッフ

［年齢］50歳位迄※省令3号のイ
［時間］8：30～12：30
　　　15：00～18：30
［休日］日曜、祝日、他
　　　（水曜午後は休診となります）
［待遇］季節手当等の各種手当有、
　　　交通費支給、車通勤可

1,000円～
特別な資格や
経験は必要
ありません

患者様の応対や会計、データ入力、電話応対等

☎059-256-7070 津市久居元町2327-5

ほらやま内科

事務スタッフ

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

時給

パート

各種手当・
交通費＋

※交替制

■専売店

給（1）50,000円～ （2）40,000円～
パ津市垂水／朝刊配達

津市垂水2862-1
（南が丘駅西口北へ300m）津南が丘新聞店

☎059-213-8772（受付時間／平日9：00～18：00）担当／井田

幅広い年齢層で
男女共に活躍中!!スタッフ募集

［職種］朝刊配達 ［休日］週1日

1

2
◎車で配達できます※車の場合、要普通免許

［給与］（月収）40,000円～（諸手当含む）
［時間］4：00～1時間ほど

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

詳しくは電話にてお問い合わせ下さい。

［資格］要原付免許　［時間］3：00～1時間30分ほど

［給与］（月収）50,000円～（諸手当含む）

■三重交通グループ 

時 895円
パ津市内／クリーンスタッフ
急

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）

未経験の方も大歓迎!!

◎車通勤不可 ◎複数勤務できる方優遇します!!

［時給］895円 ［時間］7：00～10：00
［勤務］月～土（週3～6日） ［休日］日曜日 ※祝日は出勤
［待遇］制服貸与、交通費規定支給、有給休暇あり

勤務地 津駅前のオフィスビル
職　種

内　容

クリーンスタッフ
各テナントの清掃・共用部、
トイレの清掃等

時 920円
パ津市芸濃町／店内清掃
W

■環境サービス事業 http://www.samansa.co.jp

［時間］7：00～10：00
［待遇］賞与年2回、交通費規定支給、制服貸与、車通勤可、
　　　有給休暇※ぎゅーとら様の業務とは異なります。

サマンサジャパン株式会社

0120-303903（担当／採用係）
鈴鹿営業所 〒510-0236 鈴鹿市中江島町15-11 江島ランタンビル1F

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。3/1（月）9：00～受付開始

扶養内OK・WワークOK
の働きやすい職場ですよ♪

920円

店内清掃

勤務地

職　種

ぎゅーとらラブリー芸濃店

 ※土日祝は
　＋50円UP

時　給

短時間のお仕事

シフト応相談

土日祝は50円UP

時 1,250円～ 1,563円＋交通費規定支給
派四日市市宝町／調味料の梱包、検査、検品作業

■労働者派遣事業／派14-301109　有料職業紹介事業／14-ユ-300110

［応募］まずはお気軽にお電話ください。（採用担当迄） 
【大阪営業所】大阪府吹田市江坂町1-23-43ファサード江坂ビル602

株式会社 ミックコーポレーション
【広告No.A-55】0120-39-5741 出張面接

致します

四日市市宝町

調味料の梱包、
検査、検品作業

1,250円～1,563円1,250円～1,563円
［時間]・3交替制 7：00～15：45、14：00～22：45、
　　　 22：30～翌7：15（実働7.75ｈ、休憩60分）
［休日]土曜・日曜（その他会社カレンダー）、
　　　年末年始・ＧＷ・夏季休暇等長期休暇有
［待遇］社保完備、交通費支給（規定有）、マイカー通勤可、
　　　前払い制度（規定有）、制服貸与、
　　　食堂完備（夜勤でもお弁当注文可）、家電付き寮完備

冷暖房完備

時 給

職 種

勤務地
時給UP
しました♪

遠方の方も大歓迎◎ 

家具・家電付き寮完備で安心!
※寮費補助3万円!

“安心”“安定”の食品業界!!
スタッフ追加募集!!
10名以上の募集です♪

調味料の梱包、
検査、検品作業

冷暖房完備

遠方の方も大歓迎◎ 

定着率100%
の職場です!

時 1,100円+交通費規定支給
アパ津市南中央／スクールバス送迎ドライバー

■自家用自動車運行管理請負業務 arxs-inc.co.jp

［資格］中型限定解除以上
［時間］（午前便）7：15～ 9：15（2h）
　　　（午後便）15：30～17：30（2h）
［休日］土日祝、その他学校スケジュールによる

スクールバス
送迎ドライバー募集!
マイクロバスにて
津～松阪間の
送迎運行（定コース）

津市南中央（最寄り駅：阿漕駅）

1,100円+交通費規定支給

現地面接します

業
務
内
容

勤務地

時　給

☎0594-86-7150（採用担当）
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

桑名市額田
2027-3株式会社 アークス

時 1,000円
アパ津市片田町／工場警備員

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

工場警備員募集♪
工場警備
守衛室での受付・
工場内巡回等

津市片田町の工場勤務地

時給

仕事
内容

［時間］A.17：00～翌6：00（実働8時間30分）
　　　B.19：45～翌8：45（実働8時間30分）
　　　C. 8：45～17：00
　　　　  土日祝勤務 ※工場カレンダーによる
　　　　  実働7時間30分
［休日］月8日程度の勤務
［待遇］交通費規定支給、
　　　車通勤可
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

1,000円（深夜手当有）
（ ）

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

（ ）
60歳以上
積極採用！

土日の
昼のみ
勤務もOK!

W急給下記参照
アパ津市高茶屋／施設警備員

■警備業

大勢の仲間と一緒
に

働きませんか?

［資格］60歳～（省令3号の二）
［待遇］通勤費規定支給・マイカー通勤可・制服貸与
［応募］まずはお気軽に電話下さい。

☎06-6221-3989（担当／森田・嶋・友清）
〒541-0048 大阪市中央区瓦町1丁目4番8号 瓦町恒和ビル7階
株式会社ジェイケイシレス

施設警備員
勤務地

内容

職種

（A）8,680円1勤務あたり
9：00～21：00
（実働9h）

※組合せローテーション
※月間90～120時間（週3回程度）津市高茶屋

現地付近で面接可能です!

時
間

給
与

（B）9,640円 （C）10,010円
1勤務あたり21：00～翌9：00

（実働9h）
時
間

給
与

（D）10,610円
1勤務あたり6：00～21：00

（実働11h）
時
間

給
与

施設内での受付や巡回が主な業務です

60歳
以上の方
多数活躍中!

未経験者
も
歓迎大募集!

経 急給下記参照
パ正津市柳山津興／ケアマネージャー・介護職員

■介護事業所

（担当者直通／三吉）
※土日も可090-5455-1803

☎059-227-7737（平日8：30～16：30）

津市柳山津興382-4
（ヨットハーバー近く）渚園グループホーム

［応募］まずはお気軽にお問合せ下さい。

グループホーム介護職員職種

［休日］週休2日制・夏季・冬季  年間110日
［待遇］各種社保完備、昇給・賞与あり、
　　　退職金制度あり、交通費規定支給、有給休暇あり

［時間］8：30～17：30
［休日］土日、夏季・冬季、年間110日

土日
休み

[夜勤なし]20.4万円～
[夜勤あり]23.4万円～正

社
員

居
宅

月給

23万円～27万円月給

［時間］8：30～18：00の中で8h・17：30～翌9：30

980円～
介護福祉士
資格有……
資格無………

1,030円～パ
ー
ト

時給

丁寧に指導いたします!

週1日～
OK

ケアマネージャー職種

資格手当
交通費あり

急経月 180,000円～350,000円
正津市香良洲町／（1）水道工事作業員 （2）施工管理

■総合建設業

1日職場
体験も
OK！

衣・食・住の全てに必要な
「水道」のお仕事に
挑戦しませんか？

［資格］年齢40歳くらいまで（省令3号のイ）※経験者は応相談
［時間］8：00～17：00（現場により多少前後する場合有） 
［休日］日、他（当社規定による）☆希望休取得可☆
［待遇］昇給有、賞与有、交通費規定支給、各種手当、
　　　退職金制度、社会保険完備、有給休暇、制服支給

現場見学もお気軽にご相談ください♪

180,000円～350,000円月
給

職
種
（1）水道工事作業員（配管・オペレーター・手元）
（2）施工管理（水道工事現場施工管理業務）

経験者は経験を考慮の上決定します
年齢関係なく未経験の方でも習得の早い方はスグ昇給します!

［作業内容］手元作業補助等
［体験時間］3時間（応相談） ［給与］3,000円/日

★簡単な作業しかお願いしませんが、
　現場の作業の流れは体験頂けます！

体験をして「やってみたい！」と感じてからの面接もOKです♪

残業ほとんどナシ！

津市香良洲町3954-32株式会社 創建
090-3250-1813【担当者直通】

［応募］まずはお気軽にお電話ください。業者の方からのセールス電話はご遠慮下さい。

未経験の方も大歓迎!!

時 880円～
パ津市森町／清掃スタッフ

■総合ビル管理

日本アメニティーサービス株式会社
（本社）東京都中野区本町4-48-13 栗原ビルディング 2階

［勤務］月～金、月1～2回土曜日出勤あり
［時間］8：00～12：00（実働3.75ｈ/休憩0.25ｈ）
［休日］日・祝・上記の指定土曜日以外、
　　　夏期・年末年始休暇、GW、他
［待遇］交通費規定内支給、制服貸与、保養所有、
　　　車・バイク通勤可能、試用期間有

［応募］3/1（月）より受付開始。現地にて面接いたします。
　　　まずはお気軽に本社までお問合せ下さい。

0120-29-2501☎03-3229-2501（採用担当迄）

清掃スタッフ

パートさん急募!!

試用期間約3ヶ月は時給874円
時給880円～

ニューファクトリー
ひさい工業団地内

大手企業内 日常清掃のお仕事

勤務地

職　種

□未経験者歓迎！！ ■親切に指導いたします
□扶養範囲内で働けます!!　■長期勤務者歓迎!!

廊下、階段、洗面所、トイレ清掃等共用部
内容

時（1）900円 （2）1,000円　
アパ津市高茶屋／清掃

■ビルメンテナンス

急

繫がらない場合

  070-3351-8961

☎0598-50-5111

松阪市大平尾町408-3

中越クリーンサービス株式会社
［三重営業所］

（担当／杉山）

共通［待遇］駐車場完備、制服貸与　［応募］何時でもお気軽にTELください。出れない場合は折り返します。

［時給］900円
［時間］12：00～18：30

一勤務2,000円
［時給］1,000円
［時間］5：00～7：00（2時間）

（2）早朝清掃
未経験・
中高年の方・
Wワーク大歓迎

4月スタート♪
（1）店内清掃職種

職種

新規清掃スタッフ大募集!

［勤務地］津市高茶屋
※1ヶ月2,000円×
　25日の場合50,000円可能

経月 213,000円～
契津市一身田／障がい者の支援スタッフ

■社会福祉法人 三重県厚生事業団 http://www.mie-reha.jp/

年齢・経験
不問!!

20代から6
0代までの

幅広い年齢
の方が

活躍されてい
ます。

プライベート
も充実!!

年間休日1
26日＋

夏季休暇
5日＋

有給休暇
あり

有資格者
は

優遇します
!!

資格手当10
,000円/月

（介護福祉
士 等）

障がい者の支援スタッフ募集
身体障がいのある方の食事や入浴など生活全般に関わる支援や、
作業訓練・創作活動などの日中活動の支援をして頂きます。
職員のサポート体制も整っており、未経験の方でも安心して働いて頂けます。

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）をご持参ください。
＊事前の施設見学も可能です。採用担当（受付時間 平日8：30～17：00）

［待遇］賞与年3回、資格手当、残業手当、退職手当、交通費規定支給、有給休暇、
　　　夏季休暇、各種保険完備、昇給あり、正規職員登用選考制度あり

内容

月給

☎059-231-0155

三重県身体障害者総合福祉センター
〒514-0113 津市一身田大古曽670番地2

213,000円～
☆昇給あり。その他、資格手当や交通費が別途支給されます。

三重県厚生事業団は三重県の出資法人
なので安心して働いて頂けます。

※諸手当含む ※変則勤務あり
（夜勤手当は8,000円/回×3、福祉手当）

給下記参照
パ正津市内／介護スタッフ・看護スタッフ・送迎ドライバー

経

［共通待遇］賞与年2回［正社員（昨年実績）］、各種保険完備、通勤費規定支給、制服貸与、車通勤可

☎059-253-7110
［応募］ご質問や問合せもお気軽にお電話下さい♪
　　　（担当／安心庄田担当まで）

HP

安心庄田
有料老人ホーム・デイサービス

し ょ う だ

津市庄田町3561-1・津市戸木町7054-2・津市下弁財町津興3032

初任者研修950円～ 介護福祉士1,000円～時給

月給

無資格
もOK♪

有料老人ホーム・デイサービス安心庄田（津市庄田町3561-1）
2
1
有料老人ホーム安心（津市下弁財町津興3032）

3 有料老人ホーム安心戸木（津市戸木町7054-2）

［資格］初任者研修修了以上または介護福祉士 ［休日］週休2日
［時間］（1）（2）［早番］7：00～16：00 ［遅番］9：00～18：00
　　　　　　　［夜勤］16：00～翌10：00
　　　　　（3）［早番］7：00～16：00 ［遅番］9：30～18：30
　　　　　　　［夜勤］16：00～翌10：00

［勤務］週2日～又はフルタイム ・時間・日数応相談

勤務地※勤務地は希望と通勤距離を最大限考慮します。

パ
ー
ト

正
社
員

有料老人ホーム介護スタッフ

220,000円～

勤務開始日も遠慮なく相談ください♪

福祉の魅力 全力で伝えます!
施設未経験の方も楽しく働けます♪
福祉の魅力 全力で伝えます!

施設未経験の方も楽しく働けます♪
安心庄田

1周年!
安心庄田

1周年!

勤務地

［資格］初任者研修修了
　　　又は介護福祉士

デイサービス安心庄田
（津市庄田町3561-1）

初任者研修950円
介護福祉士 1,000円
送迎ドライバー 1,000円

時
給

（正看）1,450円～
（准看）1,350円～

月給 時給

230,000円～
※経験を考慮します。

月
給
170,000円～
＋資格手当等

無資格もOK♪

パート正社員デイサービス看護スタッフ

パート正社員デイサービス介護スタッフ

※日数・時間応相談

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

か 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5日(金)・11日(木)ハイトピア伊賀コミュニティ情報プラザ伊賀

3月4日(木)・16日(火)鈴鹿市労働福祉会館鈴鹿
3月11日(木)亀山市文化会館亀山

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


