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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

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

四日市・菰野・朝日・川越エリア2021.2.28 日 発行

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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18：003.3［WED］ 豊田スタジアム
ガンバ大阪

HOME

KICK OFF VS

16：003.6［SAT］ 豊田スタジアム
北海道コンサドーレ札幌

HOME

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.

Yuichi
MARUYAMA

3
丸山 祐市

ホーム開幕

時 1,250円～1,625円
派四日市市内／ピッキング

■労働者派遣業（派）24-300623

株式
会社ミネルバ

s.sanada@minerva2015.co.jp

☎059-390-1744応募
四日市市
楠町（本社）

★新築でキレイな職場なので快適♪勤務地
［休日］週休2日
（会社カレンダーによる）
土・日・祝でれる方

四日市市北部
手のひらサイズの精密部品のピッキング（派）
［時間］・　9：00～18：00
　　　・　7：00～16：00
　　　・18：00～翌3：00

男性
活躍中

■ガソリンスタンド

時 900円＋能力給
ア三重郡川越町／ガソリンの給油&洗車時の拭き上げ

三重郡川越町当新田468 ［定休日］日曜日

［時間］16：00～20：00の間

時
給
900円
＋能力給

☎059-364-5454応募

　の方もすぐできる!
ガソリンの給油&
洗車時の拭き上げ作業

★昇給有 ★学生OK
★フリーター活躍中

週1～勤務OＫ☆ シフト希望考慮!
職
種

時 1,000円
パ四日市市ときわ／（1）検査 （2）洗浄

■洗壜加工委託

有限会社 樽徳容器部
応募 ☎059-354-9724三重県四日市市ときわ5-3-35

［時間］8：30～17：00 ［休日］土日祝他 有休等

瓶の（1）検査・（2）洗浄スタッフ求む パ

※他詳細はお問い合せください。

1,000円時給
週3～OK

■清掃・管理

時 900円＋交通費
パ四日市市三ツ谷町／清掃スタッフ

清掃パートさん募集 未経験者OK! ＊週2日勤務

☎052-323-2885
（本社）名古屋市中川区八熊1-3-19

株式会社 東海クリーンズ

［時間］火曜…8：00～16：00の間で、2.5時間
　　　金曜…8：00～16：00の間で、2時間
［応募］まずは、お気軽に本社までご連絡ください。

面接は、現地にて
行います。

四日市市三ツ谷町勤務地 マンション清掃職種 時
給
900円
＋交通費

時 1,000円
パ四日市市ときわ／折込チラシの配送と仕分け

■折込広告の企画、立案、配送

☎059-352-7023
四日市営業所〒510-0834 四日市市ときわ5丁目2-48

［資格］準中型免許以上  
［時間］8：30～12：00 ※応相談
　　　業務多忙時は時間延長の場合有※詳細は面談にて。
［休日］日曜・祝日・夏期・年末年始  ［待遇］交通費規定支給

四日市営業所

［応募］電話連絡の上、履歴書を
　　　ご郵送またはご持参下さい。

勤務地

折込チラシの配送と仕分け職　種

（担当／古田）

1,000円時  給

パートさん大募集！！

月～土の間で
曜日応相談！

■カドワキ牧場直営 肉処・精肉販売

時 900円～
パ四日市市中野町／（1）キッチン （2）ホール
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至生桑↓

至東員↑
↑至大安

↓至菰野・桜

★
ココ

365

（1）キッチン （2）ホール

900円～
［時間］9：00～13：00、13：00～17：00の間で応相談
　　　《例》10：00～13：00、13：00～16：00など
［待遇］車通勤可、従業員割引あり、昇給、制服貸与 ［定休日］水曜日
［応募］まずはお電話ください。定休日以外でお願いします

職
種

時
給

☎059-339-8800

四日市市中野町2221-101
（日本梱包運輸倉庫様向かい）

肉処 和匠

和モダンの落ち着いた雰囲気の
お店でお仕事しませんか！？

週3日～・
1日3h～OK！！

土日のみ
OK！！

■土地家屋調査

給下記参照
ア正四日市市大宮町／土地の測量・図面書き

［時間］8：30～17：30の間で希望の時間で働けます☆
［休日］シフト制

正社員・アルバイト募集
土地の測量・図面書き

☎059-333-9277
四日市市大宮町26番27号

［応募］まずはお気軽にお電話ください。（出口）

株式会社 H＆I

経験者優遇

※その他詳細はお問い合わせください。
週1～OK

ア
ル
バ
イ
ト

［時間］9：00～18：00（休憩1h）
［休日］ 基本 土・日・祝（年間休日116日）
※土日祝出勤の場合有り。（会社カレンダーによる）

正
社
員

時給

月収例

1,100円～＋交通費（規定）支給

23万円～（能力・経験に応じて優遇）
内容

時 1,100円＋交通費支給
鈴鹿市内／検査・ピッキング作業

■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）

パートタイムで
働きやすいですよ♪

1,100円＋交通費支給時 給

検査・ピッキング作業職 種

鈴鹿市北西部勤務地

［時間］9：00～15：00（実働5h）　［休日］土・日
［待遇］制服貸与、無料駐車場完備、休憩室完備

20～40代の
女性スタッフ
活躍中

■デイサービスセンター

時 1,043円
パ四日市市楠町／デイサービス職員

☎059-364-4103（担当／伊藤）

［資格］要普通自動車免許（AT限定可）
［時間］8：30～17：30の間で応相談
［休日］日曜日含む週休2日
［待遇］交通費規定支給、制服貸与

デイサービス職員募集
パート

［応募］その他詳細は、面談の上にて決定。お気軽にお電話下さい。

四日市市楠町本郷勤務地

四日市市楠町
本郷1139番1「みのりの里」デイサービス

センター

1,043円時給

時 950円～980円
パ四日市市／マンション管理員

マンションパートナー(管理員)募集

［時給］950円～980円
［待遇］交通費全額支給、制服貸与  ※車通勤不可
［応募］まずは電話連絡後、履歴書（写貼）ご郵送下さい

四日市市鵜の森一丁目
近鉄四日市駅下車 徒歩10分

■マンション管理業（東急不動産ホールディングスグループ）

☎052-565-6655 受付3/1(月）～（担当/採用係）

コミュニティワン株式会社
〒450-0002 名古屋市中村区名駅4-2-28 名古屋第二埼玉ビル9階

日常清掃・受付・事務処理・
電球交換・設備点検立会等

仕事
内容 40～60歳男女活躍中

月・火・水・木／
8:00～15:00（休憩1ｈ）

時
間

勤
務
地

時
間

勤
務
地
四日市市久保田一丁目
近鉄四日市駅下車 徒歩15分
月・木／8:00～14:30（休憩1ｈ）
火・水／8:00～12:00（休憩なし）

時 980円～
パ四日市市内／調理補助

■給食請負業 http://www.ifsco-group.com/

☎052-222-2341（採用担当）
名古屋市中区丸の内1-17-19 キリックス丸の内ビル9F
一冨士フードサービス株式会社 中部支社

［応募］お気軽にお電話ください。面接は現地にて。

小学校給食の
調理補助野菜のカッ

ト、

洗浄などの

シンプル作
業

［資格］未経験、お仕事ブランク、主婦（夫）さん大歓迎!
［時間］8:30～15:00※休憩あり ☆扶養控除内勤務OK!
［休日］土日祝定休、春・夏・冬休み有 ※小学校カレンダーによる
［待遇］交通費支給、有給休暇、制服貸与、各種社会保険

四日市市川島町2046/城西町9-14
松本764/平津町99-1/采女町423-4
富田1-24-49/大矢知町1212

☆野菜のカット、盛付、洗浄などの
　調理補助業務と簡単な
　調理業務をお願いします!

仕
事
内
容

勤
務
地☆勤務地は応相談!現地面接します!

お仕事ブランクさんや、
主婦（夫）さんも歓迎!
一緒に子ども達の成長を
サポートしましょう!

980円～時給

お料理
好きに
ピッタリ☆

小学校給食の調理補助をお願いします。

和気あいあい
とした雰囲気で
すぐに馴染めますよ◎

パートさんを
募集!

□資格不問 □土日祝休み
□未経験OK □扶養内勤務OK
☆20～40代の主婦さん活躍中!
☆シンプル作業で未経験でも安心◎

時 900円
ア勤務地複数／教材の搬入及び付帯作業

■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

3月1日（月）から順次受付させて頂きます。

ブックセンター
キンバラ

［時間］8：00～17：00
［応募］まずはお気軽にお電話ください。

日間だけの

四日市本社・各学校
（本社から移動します）

時給

作業
現場

作業
内容

900円（給与は最終勤務終了後、現金支給）

各学校への教材
（参考書・辞書・問題集など）の
搬入および本社・学校内での作業

3/13（土）・3/15（月）・3/21（日）期間

10名
アルバイト募集!

3日間入れる方、優先採用させて頂きます♪
学生の方も大歓迎です!!
教材を運びますので、力仕事もございます!

3

時 880円
四日市市内／清掃作業

■総合ビルメンテナンス・マネジメント

急

パ

[HP]https://www.saycogroup.co.jp

お外でのお仕事です。
ソーシャルディスタンス
もバッチリ!
ご近所様大歓迎～!
手指消毒剤も完備

勤務地

［時間］9：00～12：00 ［勤務］週3日～応相談
［待遇］制服貸与、有給休暇有、
　　　使い捨てマスク・手袋完備
［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）3/1（月）9：00～

近鉄四日市駅周辺
のマンション

清掃作業職　種

時　給 880円

※写真はイメージです

未経験の方も丁寧に指導しますので

安心してご応募下さい

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）

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。

■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

■労働者派遣事業 派24-300631

時（1）～（4）1200円～（5）1100円～
派四日市市・いなべ市・鈴鹿市／職種下記参照

株式会社ネクステージ
本社／四日市市諏訪栄町1番8号 表参道ビル2F 0120-314-992

［応募］まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

［職種］入出荷・リフト運搬作業
［時間］8：00～17：00 ［休日］土日

［職種］部品ピッキング・
　　　入出庫業務
［時間］8：10～17：10 ［休日］土日

［職種］電子部品ピッキング・在庫管理
［時間］　7：00～17：50
　　　19：00～翌5：50
［休日］4勤2休

）2交替

［職種］自動車部品容器選別・清掃
［時間］　8：00～17：00
　　　20：00～翌5：00
［休日］土日

）2交替

◎男女活躍中 ◎募集人数3名

1,200円～
+交通費規定支給

時
給

勤務地
（3）いなべ市内

◎男性活躍中 ◎募集人数4名

1,200円～
+交通費規定支給

時
給

勤務地
（1）四日市市内

◎男女活躍中 ◎募集人数3名

1,200円～
+交通費規定支給

時
給

勤務地
（2）四日市市内

◎男性活躍中 ◎募集人数3名

1,200円～
+交通費規定支給

時
給

勤務地
（4）いなべ市内

◎男女活躍中 ◎募集人数5名

1,100円～
+交通費規定支給

時
給

勤務地
（5）鈴鹿市内

勤務地イロイロ！
選べるオシゴトたくさんあります♪

［職種］自動車板金部品製造
［時間］　7：00～16：05
　　　19：00～翌4：05
［休日］土日

）2交替

■三重交通グループ

給日額4,600円～（諸手当等含む）
契四日市市城東町／運転スタッフ

経 急

☎059-229-5558（採用担当）
〒514-8635 津市中央1-1 三重会館6階

［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

運転スタッフ募集

面接場所 三重交通研修所（四日市市生桑町962-1）

［時間］（平　日）　8：00～10：00
　　　　　　　15：00～17：00
　　　（土曜日）　8：00～12：00
※月間13日程度 ［休日］日曜日、祝日

［資格］
普通免許
以上

内容：ハイエースクラスの運転
未経験の
方も
大歓迎

で
す!四日市市城東町

日額4,600円～（諸手当等含む）
勤務地

給　与

時 1,100円
派四日市市采女町／カーディーラーでの洗車作業

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

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。

［時間］10：00～16：00
［勤務］水・木・金・土
［待遇］制服貸与、無料駐車場完備、休憩室完備

週4日勤務だからWワークでもOKです♪

四日市市采女町
カーディーラーでの洗車作業職　種

勤務地

10～60代の方が
活躍しています♪

1,100円
時給

■介護施設

経 急給下記参照
ア四日市市智積町／介護職員 パ正

（3）夜勤介護職員（アルバイト）

（a）20,000円 （b）9,000円
［時間］（a）16：00～翌9：30 （b）23：00～翌8：00
1勤務

交通費規定支給、
制服貸与、（正社員）は
別途社会保険完備、
賞与あり

☎059-327-1150（採用担当まで）

四日市市智積町806番地
デイサービスセンター のぞみ
住宅型有料老人ホーム

［応募］まずは、お気軽にお問い合わせ下さい。

新しい環境で
お仕事しませんか？

待
遇

（2）有料老人ホーム介護職員（パート）  

1,000円～ 
［資格］旧ヘルパー2級以上 ［時間］16：00～20：00
時給

（1）有料老人ホーム介護職員（正社員）

196,000円～ 
［資格］旧ヘルパー2級以上
月給 別途

夜勤手当

週3日～OK

■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!

時

派三重郡菰野町／小物部品の組み付け作業
1,300円～1,625円月収例30万円以上可

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］土日（企業カレンダーによる）、他、
　　　GW、夏季、年末年始 ◎年間休日121日
［待遇］社保完、作業服等貸与、食堂利用可、
　　　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.］
332102089

三重郡菰野町（ピアゴ菰野店スグ）
新名神菰野ICから車で10分

勤務地

1,300円～1,625円
職 種

時 

間

小物部品の組み付け
《月収例》

30万円以上可

即日面接OK!履歴書不要
デンソートリムでのお仕事!!
土日休み年間休日121日!!

（1）8：40～17：15
（2）17：10～翌1：45 or 18：55～翌3：30 or 19：55～翌4：30
※（1）（2）の2交替勤務実働7時間30分

15万円支給!!（当社規定）入社
祝金

20代
～40代
活躍中♪

時
給

カンタン作業なので
初めての方
でも安心!

家具付き
ワンルーム
寮完備

給下記参照
パ正四日市市西坂部／（1）栄養士 （2）調理補助

■総合給食サービス

調理のお仕事
はじめませんか!
四日市市西坂部町
1127番地
「陽光苑」

（1）栄養士（正社員・パートも可）職種

勤
務
地

月給

時給

愛知県あま市
下萓津坪井9番地☎052-442-1124
栄屋食品株式会社

［応募］まずはお気軽にお電話ください（採用担当まで） ［受付］平日9：00～17：00

［共通待遇］社会保険完備

（2）調理補助も同時募集中!
874円～［時間］　8：00～14：00　　　14：00～19：00

※経験者
優遇
します

（正社員）20万円～24万円
時給（パート）1,000円～1,300円

能力に
よる

［時間］8：00～17：30 ※週5日勤務出来る方

時 880円
パ四日市市内／清掃スタッフ

■総合ビル管理 http://jeqty.com

〒510-0085 四日市市諏訪町4-5 四日市諏訪町ビル8F（近鉄四日市駅徒歩7分）

［応募］まずは、お気軽にお電話下さい。

仕事内容

勤務地

☎059-351-0573 〈採用担当者〉（1）  080-6985-0199
（2）（3）  080-2633-4736

［時間］8：00～15：00（応相談）

事務所や共用部・トイレなどの日常清掃
（3）JR四日市駅徒歩圏の工場

仕事内容

勤務地

［時間］7：45～16：15

事務所やトイレなどの日常清掃、ゴミ回収等
（2）四日市市塩浜地区

仕事内容

勤務地

［時間］7：00～9：30
＊週2日～OK

会館内の日常清掃
（1）四日市市内 ◎未経験OK　

◎扶養内OK
◎シニアの方も歓迎
◎短時間のお仕事

［休日］土曜、日曜、他会社カレンダー、
　　　長期休日有（GW・お盆・年末年始）
［待遇］制服貸与、交通費規定支給、車通勤OK、有給休暇

清掃スタッフ募集

時 給 880円

時

派桑名市内／小物商品のピッキング作業
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

小物商品の
ピッキング作業

［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.］
332102091

未経験者大歓迎のカンタン作業です♪

1,050円時
給

職  種

金土日休み（週休3日）

扶養内！男女
活躍中

即日
勤務可!!

朝日町・川越町・四日市北部からも通勤便利です!

桑名市内 勤務地 ☆車・バイク通勤OK
在良駅より徒歩10分

オススメ
軽作業

夕方から
働きたい方に
オススメ

時 875円～（平日）・900円～（土日祝）
正アパ四日市市久保田／製造スタッフ

■餃子一筋の餃子専門店

急

http://www.shinmikaku.com/

［平　日］時給875円～
［土日祝］時給900円～
［平　日］時給875円～
［土日祝］時給900円～

［時間］8：30～17：30 ※詳細面談
［休日］月曜、第3月曜の翌日火曜 ※長期連休あり
［待遇］各種社会保険完備、通勤費規定支給、車通勤可、他

20代～40代活躍中

あん作りの下準備、持ち帰り箱の作成など
製造スタッフ
勤務開始日は相談にのりますので、まずはお気軽にお問合せ下さい。

アルバイト・パートさ
ん大募集！！

☎059-353-1724

［本店］四日市市久保田2-10-1
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。 3月1日（月）は

お休みさせて頂きます

職種

内容

★必要な経験は一切問いません！！★まかないあり
★正社員（ホール・キッチン・製造）も同時募集中!! ［月給］18万円～30万円 ◎昇給年1回、賞与年2回 

季節休暇などの長期連休あり
しっかり休んでいただけます

飲食店には珍しい！

給［年収例］540万円（30歳スタッフ） 650万円（40歳スタッフ） ※経験・能力を考慮
いなべ市大安町／・現場スタッフ ・現場監督

■土木工事一式、他（許可番号 知事一般 第18327号）

経 急
正

・現場スタッフ・現場監督

［資格］要普通自動車免許（AT限定可） ［時間］8：00～17：00（現場による）
［休日］日、年末年始、夏季休暇、GW
［待遇］昇給あり、賞与年2回＋決算賞与（業績に応じて金額アップ）、
　　　通勤手当（社用車支給!）、資格支援有、雇用保険、厚生年金、建設国保

土木工事一式・外構工事、エクステリア商品販売施工、
プログリーン施工、住宅基礎・造成工事、産業廃棄物収集運搬

職種
仕事
内容

給与 面談の上決定
（見習い期間あり）

540万円（30歳スタッフ）
650万円（40歳スタッフ）

年収例

http://sinwadoken.jp/

N
421

365
三
岐
鉄
道

員
弁
川

大安駅

介護あおい い
な
べ

総
合
学
園

い
な
べ
署

イオン大安店

ココ

文

★

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。（水谷まで）

三重県いなべ市大安町大井田301-3

☎0594-77-2548

これが、当社のキーワードです。今後も努力しつづけます。

◎未経験者・経験者
　ともに大歓迎！
◎人間関係もよく、
　働きやすい!

しんどいけど、やりがいのある仕事、やるなら稼げ!!
入社日応相談
若くて

やる気のある方
求めています!!

※経験・能力
　を考慮

時 1,100円～
パア四日市市霞／荷物の積み下ろし・仕分け・梱包等

■物流業務請負 www.ast-grp.co.jp

急

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！!

四日市市霞勤務地

職　種

時　給

研修期間有

［時間］8：30～17：00 ※残業有
［待遇］社保完、制服有、交通費規定支給1,100円～
正社員登用有（まわりと協力しながら作業）

荷物の積み下ろし・仕分け・梱包等

☎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）

週3日～
応相談

給下記参照
パ四日市市生桑町／職種下記参照

■医療・介護

経

共
通

［時間］8：30～17：30
　　　（週3・4日程度） ［時間］8：30～17：30 

※相談に応じます（週3・4日程度）

時
給

時給

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）

880円～960円
祝日勤務50円UP

同時募集

1,040円
～1,050円 
祝日勤務50円UP

（1）ヘルパー〈パ〉

［時間］勤務時間・曜日相談に応じます
　　　（8時半～15時半の間）

（資格無）880円以上
（資格有）930円以上 
時
給

（3）調理スタッフ〈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

（4）登録ヘルパー（パ）［時給］1,500円

［休日］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

パ

日祝時給

50円UP！
40～50代
活躍中★

資格のない
方や   も
OK

経験者優遇

時中型免許以上900円～
四日市市采女町／送迎ドライバー

■送迎バス運行請負

アパ

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

南自動車学校
（四日市市采女町340-1）

送迎ドライバー募集!

勤
務
地

☎059-348-0066 繋がらない場合はコチラ
（南自動車学校） ☎059-348-3373

定年された方大活躍中

［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
［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）

時 1,400円（研修期間1ヶ月1,300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

菰野町千草
（※派遣先）

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!

仕
事
内
容

1,400円 1,300円

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
［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。

［時間］（1）13：00～22：00〈男性活躍中〉
　　　（2） 4勤2休 ・8：00～17：40 ・20：00～翌5：40〈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

20～45歳
くらいまでの

方
活躍中

未経験から始められる
カンタン工場内作業

経験0スタートお仕事特集
ゼロ

勤
務
地

時
　
給

研修期間1ヶ月（ ）
月20h程度
残業有り



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 ☎059-351-0333 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
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

春
到
来
！
屋
外
で
働
こ
う
！

現
場
の
お
仕
事
特
集

4月
特集

3月
特集

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
！

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／／

資
格
を
活
か
し
て
新
た
な
環
境
で
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
ま
せ
ん
か
！

資
格
を
活
か
せ
る
お
仕
事
特
集

■放課後等デイサービス

給下記参照
（1）1,000円～
（2）950円～
（3）22万円～
（4）20万円～

正パア四日市市内・菰野町／軽度障がい児童の指導員
急

職
種

給
与

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、昇給あり

（1）（2）
アルバイト
パート

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

［時間］10：00～19：00（休憩60分）
　　　☆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、昇給・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～
■産業・一般廃棄物収集運搬業・リサイクル事業 http://www.530.co.jp

月

正四日市市中野町／3t・4tドライバー
30万円以上

☎059-339-7000〈受付／9：00～16：00〉〈採用担当〉

四日市市中野町
2010番地

［応募］お電話連絡の後、履歴書（写真貼付）ご持参下さい。※詳細面談にて

カラダを動かし健康的に稼げるお仕事！

［資格］45歳まで、要中免（8t限定可）、学歴・経験不問
［休日］日曜、他 ※有給休暇の消化率は80%以上です  
［時間］5：00～15：00（17時まで延長の場合あり 委細面談） 
［待遇］社保完備、昇給、賞与年2、諸手当、退職金、
　　　軟式野球チームあり（参加自由）、他

四日市市中野町2010（保々工業団地内）

3t・4tドライバー
勤務地

未経験入社の20代・30代が活躍しています
未経験入社でも入社祝金3万円支給！！

30万円以上（前月平均312,666円）月　給

職　種

時 1,300円＋交通費支給
派四日市市内／入出荷・リフト作業

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

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］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
勤務地

時　給

四日市市南部
職　種 入出荷・リフト作業

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

未経験の方に
オススメの
お仕事です!!

■介護施設

給下記参照
正パ四日市市大矢知／職種下記参照
W

［時給］1,000円～
［時間］（1）　6：30～　8：30
　　　（2）　7：00～　9：00
　　　（3）　7：00～16：00
　　　（4）17：00～19：00
　　　（5）16：00～18：00
　　　（6）16：00～翌9：00
※上記以外の時間を
　希望の方はご相談下さい。

180,000円～

介護スタッフ
正社員募集

老人ホームで働きませんか!

☆扶養範囲内OK
☆週1でも応相談

［応募］まずはお気軽にお電話ください。
☎059-327-6360（採用担当）

四日市市大矢知町
930-3株式会社 ライフサポート

正社員
登用有

［時間］シフトによる
［待遇］社保完備、昇給、
　　　各種手当、有給休暇 等

月
給

同時募集（パート）

共
通

夜勤スタッフ（パート）
1回 23,000円

給下記参照
勤務地複数／交通誘導警備

■交通警備業 三重県公安委員会認定 第55000165号

ア正

経 急

《月給》

［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。

245,000円～

《日給》
日勤10,000円～
夜勤13,500円～

（1）正社員

（2）アルバイト
週払い
応相談※実働

　8h以内

［時間］8：00～17：00〈夜勤の勤務もあります〉
　　　★勤務日相談に応じます
［休日］土日祝、GW、年末年始
［待遇］正社員登用有、単身寮応相談（光熱費込みで3万円）、
　　　昇給、研修期間有・試用期間有、各種手当、
　　　交通費規定支給、事務所からの送迎可、
　　　直行直帰OK（車通勤可）、制服貸与、［正］のみ社保完

安定の警備業界でお仕事しませんか!?

皆勤手当月1万円

交通誘導警備

《勤務エリア》 四日市インター、四日市東インター、鈴鹿インター周辺

《職　種》

通勤手段の無い方も相乗りで現場まで行く手段もあります ◎直行もOK
18歳以上
（警備業法による） 資格

5万円！入社
祝金

正社員のみ
（当社規定有）

お仕事内容はこちら↓

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 900円
パ四日市市水沢町／調理員

■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/

50～60食

月15～18日の出勤

調理スタッフ募集!!調理スタッフ募集!!

［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

調理・盛付・配膳・洗浄仕事内容

勤務地 四日市市水沢町

［時給］900円 
［時間］（1）8：00～14：30（6H） 
　　　（2）9：00～15：30（6H）
　　　（3）8：30～14：30（5.5H） 
　　　（4）9：00～15：00（5.5H）
［休日］日曜と他（シフト制）
［待遇］交通費別途支給、制服貸与

※（1）～（4）
　交替制

給 190,000円～288,000円
パ正四日市市下海老町／豚の飼育、管理

■養豚業

〒512-1203
四日市市下海老町
2170番地45

有限会社 あがたファーム

正社員募集

090-1789-6204（担当／水野）

動物好きな方大歓迎!!
男女ともに活躍中！！

豚の飼育、管理

［応募］まずはお気軽にお電話ください。

職　種

四日市市下海老町勤務地

（パートも同時募集）

［資格］要普免（AT限定不可）
［時間］8：00～17：30  ［休日］週休二日制

［給与］190,000円～288,000円（残業等含む）
［待遇］昇給年1回・賞与年2回有、交通費支給、諸手当有、
　　　社会保険完備、有給休暇有
　　　※残業は基本ありませんが、希望があれば可。
　　　　ご相談ください。

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

男性
活躍中!

即日面接OK!
履歴書不要

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

（当社規定）50,000円支給!!入社祝金

［時　 間］（1）8：00～17：40・20：00～翌5：40 ※2交替
　　　 　（2）13：00～22：00 ※遅番専属
［勤務・休日］（1）4勤2休のシフト制（GW、夏季、年末年始の長期休暇）
　　　 　（2）土日休み（GW、夏季、年末年始の長期休暇）
［待　 遇］社保完、作業服等貸与、交通費規定支給、有給休暇
　　　 　食堂利用可（仕出し弁当）※弁当持参でもOK
［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.］
332102090

1,250円
難しい作業はありません！

時給

《勤務地》
三重郡
菰野町

未経験の方も
大歓迎の

カンタン作業♪

給下記参照
正四日市市小古曽／介護・看護

■まごころ介護

優の里 デイサービスセンター 四日市（定員13名）職員募集

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 しず子）
　　　※受付は、月曜～金曜の9：00～18：00迄となります。

☎059-340-4357
又は☎059-380-5107（担当者：森・伊藤）

有限会社 優

四日市市小古曽6-15-1（山中胃腸科病院さん向い）
［四日市事業所］優の里 デイサービスセンター 四日市

1

［職種］デイ介護職員
［月収］245,000円
［時間］（常勤）8：00～17：30
※日曜含、毎月8日間公休（シフト制）

2

［職種］デイ介護職員（看護師資格)
［月収］250,000円
［時間］（常勤）8：30～17：30
※日曜含、毎月8日間公休（シフト制）

3

［職種］デイ介護職員（看護師資格)
［月収］285,000円
［時間］（常勤）8：00～18：00
※日曜含、毎月8日間公休（シフト制）

4

年齢不問

☆デイサービス介護職員 ［職種］デイ介護職員
［月収］210,000円～
［時間］（常勤）8：30～17：30
※日曜含、毎月8日間公休（シフト制）

■清掃業 http://www.takuei-3336.co.jp

時 950円
アパ三重郡菰野町／スーパーでの清掃

週3日～応相談！資格・経験不問！！

新規オープンの新しいスーパー
でのお仕事です♪

仕事内容

時  給

スーパーでの清掃作業

勤 務 地
三重郡菰野町
松尾2000-1

［時間］7：00～11：00
［待遇］各種社保（該当者）、制服貸与、マイカー・バイク通勤OK、研修期間有

950円 

☎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
［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。

3/25
勤務開始です♪

時 1,200円
四日市市生桑町／ワゴン車での送迎サービスドライバー

■車両運行マネジメント

契パ

四日市市諏訪栄町4-10
ヒカリヒューマン株式会社

☎059-356-0889
時間外受付はこちら 080-3687-8473
受付時間（平日）9：00～18：00（担当／佐藤・森田）

［資　格］普通免許 ※AT限定可　［時給］1,200円
［時　間］（1）7：15～18：15の間の8時間程度 ※詳細はお問合せ下さい。
　　　　（2）1日3時間～4時間程度 ※シフトによる ※詳細はお問合せ下さい。
［勤務日］火木土の週3日 ☆週3日でもしっかり稼げます!!　［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

同時募集 ［勤務地］鈴鹿市阿古曽町・桑名市筒尾 ［職種］マイクロバス送迎 ※詳細はお問合せ下さい。

仕事量は安定しているのでご安心下さい!

シニアの方、女性の方 大歓迎!!
四日市市生桑町の大手総合病院での勤務♬

ワゴン車での送迎サービスドライバー
透析患者様を自宅⇔病院間の送迎をお願いします。

職
種

勤務地

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。

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
エンジニアスタッフ募集［正］

給（Ａ）［基本給］200,000円～ 時（B）1,100円
パ正四日市市羽津町／保育士（正社員・パート）　

■保育園

経

https://crossroad2006.co.jp

［時間］（A）月～土 7：00～18：00で 実働8h・シフト制
　　　（B）7：00～12：00・9：00～16：00・13：00～18：00
　　　　　◎週2回～勤務可能な方
［待遇］交通費全額支給・車通勤OK・労災、賞与あり、社保完備、有給制度、
　　　完全週休2日制、昇給年1回、退職金制度有、住宅手当有「条件あり」
　　　（パート）交通費全額支給、車通勤OK、労災、昇給年1回、賞与あり

〈有給制度〉
〈産休・育休制度〉

〈柔軟な働き方も応相談〉

勤務地

職　種（A）保育士（正社員） （B）保育士（パート）

給　与

（本社）名古屋市西区牛島町6-1 名古屋ルーセントタワー 40F

☎052-569-2415（月曜日～金曜日の9：00～17：00）［応募］まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

株式会社 クロスロード Eメール/crossroad2006_1024@yahoo.co.jp
（kindergarten 本社）

事業所拡大
計画に向けて

ECCジュニア教室や
音楽・英語リトミックあり

保育士さ
ん募集保育士さ
ん募集

kindergarten 「はづ園」
（四日市市羽津町11番17号）

（A）［基本給］200,000円～＋処遇改善手当
（B）［時　給］1,100円 （A）（B）試用期間有※同条件

■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］7：30～9：00の間（ご都合の良い時間）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/

急時 1,400円＋交通費
派四日市市内／小分け作業＋リフトでの運搬作業

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）

［時間］8：00～17：00　［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

小分け作業＋リフトでの
運搬作業

1,400円＋交通費

リフト免許ない方も
1,400円の時給です!!
勤務地

職　種

四日市市北部

20～50代の
男性活躍中

時 給

■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

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

時 1,220円
派四日市市川尻町／職種下記参照

四日市市川尻町

四日市市富士町8-66（富士電機北側）

ホームページもチェック!

▲

http://www.nikkenmie.jp

1,220円

［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。

［時間］7：30～16：15 所定労働8時間
［休日］会社カレンダーによる
［待遇］通勤手当：全額負担、社保、検診、
　　　有給休暇、食堂、個人ロッカー有り

経験問いません　人気の昼勤務特集
電動工具を使用した簡単作業

☎059-333-8001
（担当／イエサキ）

廃家電の分解作業
（エアコン、テレビ、洗濯機、冷蔵庫）
電動ドライバー、インパクト、ニッパーを
使用しビスを外すなど

月26h程度
残業有り

勤務地

仕事
内容

時 給

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）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

1フロア14名の入居者様の就寝・起床介助、
朝食の配膳・下膳（一部食事介助）、がメインの仕事です。

月3日または4日程度勤務出来る方

入社祝金有 5万円 ※規定有

（交通費込み）

・体調不良者がいなければ、巡視は夜間21：00～と
 24：00～の2回程度で、その後はナースコールにて対応。
・他の時間は、当直室で待機（仮眠可）となるので
 実働6時間程度となります。
・夕食は他の職員が対応しますので、食事対応は朝食のみです。
・2フロアあり、各フロアに1名ずつの当直配置となりますので、
 気軽に相談・助け合いが出来ます。
・他に待機職員がいますので、緊急時は指示を仰げますし、
 ドクターの往診もあります。

時下記参照
パ勤務地複数／厨房内盛付

■給食サービス業 HP：bb-kyushoku.com

年齢
不問

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］まずはお気軽にお電話ください。

［休日］希望考慮致します 交通費支給

パート募集

シルバーさ
んも

大歓迎　

［職種］介護施設厨房内 盛付

［時間］15：00～18：30時給 875円～
勤務地（A） 四日市市采女

勤務地（B） 員弁郡東員町長深

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

時給 900円～

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

正看護師募集!!

［時間］10：00～3h～4h程 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
での正看護師

時　給職　種

アナタの経験活かしませんか！

1,500円

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

10名以上の募集です♪

1,250円～
1,563円
1,250円～
1,563円
時給UP 　　
しました♪

時
給

［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-54】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

［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

家具・家電付き寮完備!
※寮費補助3万円!

勤務地

職　種

冷暖房完備

遠方の方も大歓迎◎ 

“安心”“安定”
の食品業界!!
スタッフ追加募集!!

定着率
100%の
職場
です!

時 950円～
パ四日市市内／職種下記参照

■マット、モップ等レンタル・プロのおそうじ、家事代行

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
カン
　タン♪

［受付］平日9時～18時
[担当]森☎059-331-8206

［応募］まずはお気軽にお電話ください。

おそうじ
スタッフ

職
種
時
給
900円
～1,200円以上

土日祝100円UP
※詳細は面談にて。

月 200,000円～280,000円
正四日市市富州原町／職種下記参照

■放課後等デイサービス

月給

20万円～28万円［資格］学歴不問、PC（文章入力程度）、※それぞれ有資格者
［時間］〔平日〕10：00～19：00 〔土・長期休暇〕8：00～17：00
［休日］週休2日（日+平日1日）・祝日、GW、盆、年末年始
［待遇］昇給年あり、賞与あり（1ヶ月分：前年度実績）、社保完、交通費規定支給、有給等

（経験・能力により優遇）

☎059-337-9995
［応募］採用担当までお気軽にお電話下さい。

放課後等デイサービス 

四日市市富州原町348-4

三重郡川越町大字豊田263-1

○ひかり
○ひかりねくすと
○ひかりすてっぷC

A

B
四日市市富州原町1-12 

子供が好きな方大歓迎

（1）児童指導員 （2）保育士
（3）教員免許保持者スタッフ

職 

種

学齢期の障害のある子供たちに対し、放課後や長期休暇中において、日常生活における
基本的な動作の習得や集団生活への適性訓練等を行うサービスです。送迎あります。

児童福祉施設・
児童の福祉に係る業務（ ）正社員

大募集☆

時 930円～＋各種手当
パ菰野町吉沢／介護職員

■障がい者生活介護施設 三重県指定通知事業所番号 2412220085

急

扶養
範囲内
OK 様々な

手当ても
充実

残業
ほとんど
ありません

月12日
程度の
勤務

初心者の方も大歓迎！親切丁寧にご指導致します♪

☎059-325-7751
[応募]お気軽にお電話下さい。（月～金 9：00～15：00受付）

イーエスサービス
三重郡菰野町大字吉沢字中嶋1431番地

［時給］930円～＋各種手当
［時間］9：00～15：30（休憩45分）
［待遇］昇給、賞与、社保完、各種手当、交通費規定支給

★車通勤OK　★有給休暇あり

介護職員（パ）職種
お子様の急病やイベントなどでの
お休みもしっかりとれます

パートさんも
賞与・有給休暇
あります

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4日(木)・5日(金)・8日(月)・9日(火)・16日(火)

3月4日(木)・16日(火)

3月8日(月)・12日(金)SYNTHビジネスセンター近鉄四日市

鈴鹿市労働福祉会館鈴鹿

津

四日市

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。

10:30
～12:00

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（1）1,200円 （2）1,300円～
四日市市山之一色町／職種下記参照

■製造請負・製造派遣

契

［職種］（1）事務系 購買発注品の納品/検収
伝票処理及び伝票集配業務

http://tech-hp.com/

［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

1,300円～
［時間］8：30～17：15（実働7.75H）
［休日］4勤2休 年間120日以上休み

［職種］（2）クリーンルーム作業
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）

時　給

勤務地 四日市市山之一色町800

1,200円時　給

☎059-330-1362    070-3879-0803連絡先

正社員で働きたい方にオススメ日勤 経験・能力に応じて契約社員から

正社員登用☆

大手メーカー
工場内勤務［時間］8：30～17：15 ※月の中で残業有（10時間位）

［休日］週休2日（土・日）、祝日、GW、年末年始、
　　　その他休日有（年間休日120日以上）


