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■製作所

時 880円
他パ伊勢市御薗町／簡単な軽作業

［時間］9：00～15：45
［休日］土・日・祝日

簡単な軽作業
880円パート・

内職募集
090-8957-7961

伊勢市御薗町高向937-2
応募ヒロセ製作所

職種
時給

■学習塾

給下記参照
ア玉城町／個別指導員

経 急

週1～6日 PM3：00～9：30の間で1時間～OK!（希望の時間帯）

☆40代・50代の指導経験者も大歓迎！☆
初めての方からサポート・応援します! 【研修期間有】

＊指導経験者優遇/社会人・学校講師・学生も多数活躍中!

1,200円～2,000円

個別指導 〈英語または算数・数学〉

平均時給

やる気と能力次第で給与大幅アップ!

少人数
個別指導専門学 鈴

［応募］まずは、お気軽に
　　　お電話下さい。◎携帯可0120-005-395

（県道37号線サガミから車で2分、伊勢市駅から10分） 

玉城校

※各種手当有
（詳細面談時に）
◎交通費支給

＊塾生募集スタッフ募集中!［出来高制］
個別指導講師小・中学生

高校生対象 急募

■医療総合アウトソーシング

時 900円
アパ志摩市志摩町／施設内清掃

http://www.watakyu.co.jp/

清掃スタッフ募集!!

［時間］8：00～15：30（1名16：30まで）
［休日］週2日（シフト制、会社カレンダーによる）
［待遇］社会保険完備、制服貸与、
　　　車通勤可、交通費規定内支給

三重営業所 〒516-0012 伊勢市通町500

080-9594-4071 ☎0596-27-1270迄
繋がらない場合は採用担当

［応募］詳細についてはお気軽にお問い合わせ下さい。面接は勤務地にて行います。

900円
志摩市志摩町の
福祉施設

（ ）

未経験者
歓迎!

施設内清掃
※詳細は面接時に説明します

時給

夕方までのお仕事なので主婦（夫）の方も安心♪☆

勤務地

仕事内容

■労働者派遣事業〔派 13-304415〕有料職業紹介事業〔13-ユｰ304167〕登録支援機関〔19登-001190〕業務請負委託事業

時（1）1,150円  （2）1,220円
派伊勢市下野町／職種下記参照

派遣スタッフ募集

0120-421-155（採用担当）
伊賀市上野丸之内74-1 プラザあかもん2F
日本ワークプレイス

NEW

職種
（1）

一般事務・
伝票の内容確認

［応募］まずはお気軽にお問い合わせください。

［時間］8：00～17：00 ※休憩60分
［休日］土、日、祝、GW、盆、年末年始 ［待遇］交通費全額支給

［勤務地］伊勢市下野町

時
給

面接交通費1,000円支給！
　の方も

カンタンお仕事

なので安心★

1,150円
職種
（2） 梱包・養生 時

給1,220円

時 928円以上＋交通費規定支給 　　　　
アパ伊勢市船江／職種下記参照

■ビル管理､清掃業､警備業など

［応募］まずはお気軽にお電話下さい♪
［採用担当迄］☎052-231-8821

名古屋市中区錦2-2-13 名古屋センタービル5Ｆ
株式会社アサヒファシリティズ

伊勢市船江の総合病院
［時給］

職種②廃棄物回収作業

［時間］ 7：30～12：00
　　　　★週3日～OK！土日祝勤務できる方大歓迎！

［時間］7：30～16：30(休憩1h)★土日祝のみ

［待遇］社会保険完備､年次休暇､制服貸与､法定健康診断
　　　車通勤OK(駐車場完備) ≪現地面接致します≫

感染対策も万全!

伊勢市駅
徒歩15分!

928円以上＋交通費規定支給

未経験歓迎★シニア活躍中★長期安定

週3日～ＯＫ! 土日祝できる方歓迎!

男性活躍中!!Wワーク大歓迎♪

勤務地

職種①病院内の清掃スタッフ
廊下､階段､病室などの日常清掃
午前のみ！30～60代女性活躍★

時 1,050円～
鳥羽市内／小型タンカー船での給油業務の補助

■ガソリン・液化石油ガス等の販売

経 急

アパ

その他詳細については
面談時にご説明させていただきます

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。
　　　面談時は履歴書（写真貼付）を
　　　ご持参の上ご来社下さい。

☎0599-25-6262（担当／阿部）
鳥羽市鳥羽3丁目32-12

株式会社アワヘイ

週4日
程度
出勤

パート・アルバイト募集

鳥羽湾における
小型タンカー船
での給油業務の補助

［時間］8：00～15：00（実働6時間）
［待遇］各種社会保険完備、交通費規定支給
◎60歳以上の方も歓迎!

1,050円～
仕事
内容

時給

月下記参照
正伊勢市・松阪市／構内作業

■構内作業

経

☎0596-23-7424（担当／小川）

三重近物通運株式会社
伊勢市小俣町湯田216-1 ［応募］お気軽にお電話ください

［休日］企業カレンダーによる
［待遇］各種社会保険完備、交通費規定支給、
　　　昇給・賞与・退職金制度あり、制服貸与、試用期間有

正社員 伊勢市
松阪市

大手企業でのお仕事です［仕事内容］構内作業

業務拡張につき ［勤務地］

共
通

［月収］20万円～23万円
［時間］8：00～17：00

［月収］20万円～22万円
［時間］7：30～16：30

伊勢市御薗町勤務地

松阪倉庫勤務地

要リフト
免許
所持者

要リフト
免許
所持者

急募!! 2名

時 1,000円
パ度会郡玉城町／メール集配業務

■総合ビルメンテナンス・マネジメント

急

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

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（受付）4/12（月）9：00～（採用担当）

少ない日数で
無理なく働けます!

1,000円

メール
集配業務

内
容

玉城町の工場勤務地

時　給

［資格］普通運転免許
［時間］8：15～16：45（実働7.5ｈ）
［待遇］制服貸与、有給休暇有、車通勤可
［休日］土・日・祝完全休み、
　　　あとは工場カレンダーによる
　　　（GW、盆、正月は休み）
［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。
　　　現地にて面接致します。

［勤務］週1～2日

月 240,000円～400,000円 残業代＋交代手当含む
正玉城町／マシンオペレーター　

■精密機器具、ベアリング、自動車等の部品製造

未経験OK! 20代～40代の男性が活躍しています!!

240,000円～400,000円 残業代＋交代手当含む月給

マシンオペレーター職種

伊勢市小俣町本町770

［時間］8：00～20：00・20：00～8：00※2交代制※時間外労働あり（月平均30時間程度）
［休日］4勤2休、年末年始、ＧＷ、夏季に長期休暇有
［待遇］社会保険完備、賞与年2回（3～3.8ヶ月/年）有、昇給有、
　　　交通費規定支給、退職金制度有（勤務3年以上）、正社員登用制度あり

検査職同時募集

☎0596-25-7111
受付時間：平日8：00～18：30（担当／高倉）
［応募］電話連絡の上、履歴書をご持参ください。

受注増
により

給下記参照
パア正志摩市磯部町／介護職・調理職・送迎ドライバー

■介護

［時間］（1）5：30～9：30 （2）9：00～14：00 （3）15：00～20：00

0120-93-9830
志摩市磯部町
迫間375

（株式会社フロンティアの介護 採用担当迄）

株式会社フロンティアの介護

・介護付有料老人ホーム しまの憩
志摩市磯部町
恵利原126-16

・グループホーム しまの憩
・デイサービス スタジオささゆり

自分にピッタリの仕事を選んで頂けます♪

recruit@frontier-coltd.co.jp

［応募］まずはお気軽にお電話ください。

調理職 老人ホームでの調理のお仕事です。
レシピ通りに作る簡単調理♪仕事内容職　種介護職

☆介護記録はタブレット端末で簡単入力
※ICT化の実現でスタッフの負担軽減＆業務効率UP! 勤務地 時　給志摩市磯部町迫間375

勤務地志摩市磯部町恵利原126-16/志摩市磯部町迫間375
980円～

シフト制 社会保険完備、昇給、賞与年2回、制服貸与、
有給休暇、車通勤OK

［資格］自動車免許必須（オートマ限定可）
［時間］8:30～17:30

［時間］(1)　7：00～16：00 (2)　9：00～　18：00
　　　(3)10：00～19：00 (4)16：00～翌10：00 送迎ドライバー デイサービスご利用者様の送迎業務仕事内容職　種

職　種 仕事内容

勤務地
時　給

志摩市磯部町恵利原126-16

874円～
月　給 192,500円～299,500円※能力経験による 時間や日数の

相談可♪
経験等も

相談ください!

待
遇

共
通
休
日

入所者に対する介護業務です

正社員

［時間］(1)7：00～16：00 (2)9：00～18：00
　　　(3)10：00～19：00
時　給900円～1,050円

パート・アルバイト

時 1,000円
パ多気郡明和町／配送スタッフ

■医療用医薬品、医療機器、医療材料、臨床検査試薬等の卸売業

お問い合わせ先〈受付 9:00～17：30〉
（採用係）☎052-509-2075

〒515-0315 多気郡明和町大字蓑村順礼野370-18南勢支店

URL:http://www.mediceo.co.jp

〈会社概要〉2020年３月31日現在
売上高／2兆326億7400万円
決算月／３月３１日
拠点数／138拠点

[資格]学生不可、要普通運転免許（AT限定可）

[仕事内容]病院や診療所、調剤薬局、ドラッグストアなどの医療機関様へ
　　　医薬品を納品する業務。検品も行います。
　　　※ワンボックス車（普通又は軽自動車）での配送と一部庫内業務

[待遇]交通費別途支給、車輌通勤相談可、各種社会保険完備、有給休暇、制服貸与
　　  年2回準社員登用制度有※準社員は無期雇用で8h勤務となります
[応募]まずはお気軽に下記番号迄お問い合わせ下さい。
　　  面接時、履歴書（写真貼付）、免許証をご持参下さい。

[休日]土曜・日曜・祝日（GW・年末年始）※月2回程度土曜出社の場合有(午前中のみ)
[時間]8：00～17：00の間で6h以上勤務できる方(休憩60分)
[時給]1,000円（研修中でも規定通り同額時給支給）

東証一部上場企業
グループ会社ならではの

安定感が魅力。
長く働いて頂ける方大歓迎！

男女・年齢不問！
お得意様にお届け

お薬を積み込んで出発

〈交通アクセス〉「明和団地前」バス停より徒歩5分

ルート配送スタッフ
★ルート固定で
　覚えやすい
★お子様の
　学校行事等の
　お休みも
　ご相談下さい！

未経験者
大歓迎！

近鉄山田線

明和病院

ジップドラッグ

しまむら
修正小

伊勢カントリー
クラブ
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世古1
有爾中西

斎宮駅

文

ココ
第三銀行
ぎゅーとら

ファミリーマート

有爾中

給下記参照
伊勢市御薗町／（1）介護職員 （2）介護事務職員

■デイサービスセンター

経

パ正

［時間］8：30～17：30（休憩60分） ※パートは1日3時間以上、週2日から相談可能 ★土曜日・祝日出勤できる方歓迎!
［休日］年間休日110日、週休2日制（正社員）
［待遇］［正社員］昇給年1回、賞与年2回、各種社会保険完備、交通費規定内支給、制服貸与
　　　［パート］各種社会保険完備、交通費規定内支給、制服貸与

http://dayservice-itsuki-ise.jp/

お問い合わせはお気軽にどうぞ（受付／月～土曜日 8：30～17：30）

デイサービスセンターいつき伊勢 検索

伊勢
事業主：株式会社 樹
〒510-0074
三重県四日市市鵜の森2丁目2番12号
Urban Forest Parkイ イ ロ ウ ゴ

☎0596-20-1165［応募］まずはお気軽にお電話下さい。（担当／濱口）

職員
昼食無料

正社員は
退職金制度有

（1）職種：介護職員デイサービスにおける介護業務全般 （2）職種：介護事務職員
デイサービスにおける事務業務全般 ☆PCを使うお仕事です。有資格者歓迎！

月給16.5万円～29.4万円

（正社員）
［資格］
有資格者・
経験者優遇

（正社員）月給16.5万円～29.4万円
（パート）時給950円～1,250円

伊勢市御薗町長屋2234番地☆車通勤OK!!勤務地

新規スタッフ大募集！デイサービス
でのお仕事です

月 188,000円～ 給月収例24万円以上可（残業代・各種手当含む）
正伊勢市内／空調完備な工場内での機器の組立補助

■労働者派遣業（派23-020255）・無期雇用派遣 http://www.sysm.co.jp

月
収
例24万円以上可（残業代・各種手当含む）

［資格］高卒以上、普通自動車免許（AT限定可） ［時間］8：00～16：55 
［休日］土日祝 ※年間休日115日（企業カレンダーに準ずる）
［待遇］昇給年1回、賞与年2回、各種社会保険完備、有給・慶弔休暇、残業・休出割増、
　　　工具・制服無償貸与、退職金制度、定期健康診断、交通費全額支給、
　　　住宅手当（1万円）、配偶者手当（1万2,000円）、子供手当（第1子3,000円・第2子2,000円・第3子1,000円）
　　　※各種手当には規定有、試用期間3ヶ月（同条件）

職 種

派遣先
・
勤務地 伊勢市内

0120-436-250
〒451-6038 名古屋市西区牛島町6-1 名古屋ルーセントタワー38F

HPからも応募できます。
登録番号「C-325」

［応募］★4/11（日）より、受付
　　　★出張面接/平日夜間・土日も相談可能

JR「五十鈴ヶ丘駅」から車で15分
・車通勤OK ・無料Pあり

空調完備な工場内での機器の組立補助

月給188,000円+各種手当（住宅、配偶者等）+残業25hで算出
※月給には一律職務手当15,000円含む
※各種手当は待遇欄参照（規定あり）

☆やる気とコミュニケーションが取れればOK
☆20代～40代の方が活躍中! 未経験OK!

日勤のみ!

勤務地複数／職種複数
経時下記参照
派

■人材派遣事業（派）13-300054 ■有料職業紹介許可番号13-ユ-300810 http://www.morita-ei.co.jp/ 

記載のないお仕事（短時間など）も複数あります♪求職者様を応援しています♪

☎0596-24-1130
伊勢市船江1-9-11（ミタスの湯前）

［応募］お気軽にお電話下さい。伊勢営業所
森田電機産業株式会社

●各種社会保険完備、制服貸与
●扶養範囲内での勤務もご相談下さい。 即勤務可!即勤務可!

［時間］9：00～15：30
［休日］土・日・祝(企業カレンダー)

人気の短時間のお仕事です!!!

1.勤務地 伊勢市

金属部品の組立及び梱包職種

時給920円
［時間］9：00～14：15
［休日］日・祝(企業カレンダー)

短時間で短期のお仕事です。

2.勤務地 伊勢市

ハーネス組立検査職種

時給920円
［時間］8：15～16：45
［休日］土・日・祝(企業カレンダー)

女性活躍中。急募!!!

3.勤務地 伊勢市

金属部品の組立職種

時給950円～

［時間］8：00～17：00
［休日］土・日・祝(企業カレンダー)

男女活躍中。急募!!!

4.勤務地 伊勢市

組立作業職種

時給1,000円～
［時間］8：15～16：45(勤務時間短縮も応相談)
［休日］土・日・祝(企業カレンダー)

女性活躍中。急募!!!

5.勤務地 鳥羽市

部品組立作業職種

時給950円～
［時間］8：00～17：00
［休日］土・日・祝(企業カレンダー)

男性活躍中!!!

6.勤務地 大台町

製品の研磨・加工職種

時給1,100円



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）

お知らせ

・YouTubeチャンネルを作成
・配信タイプを決めて、動画を作成
・配信設定資料の作成

映画館CMを使ってみませんか?

YouTubeCM

Cinema AD
イオンモールサイネージ広告を

企業・商品PRなどで活用しませんか？

『アド三愛推奨』メディア広告のご案内
弊社アド三愛は“総合広告代理店”です！！弊社アド三愛は“総合広告代理店”です！！

・

※イメージ

子供から高齢者まで
幅広い視聴者がいます。
そのため、広告のターゲットに
合わせて番組を選定すれば
効果が期待できます!!

地元密着
放送局 

Digital SignageDigital Signage

三重県は車を使った移動が
とっても多い地域です!!
カーラジオでのCM放送は
効果が期待できます!!

テレビCM（三重テレビ）ラジオCM（FM三重）
を使ってみませんか?

〒515-0011 松阪市高町450-1 丸亀ビル4-A ☎0598-20-8881
株式会社 アド三愛 松阪支社

を使ってみませんか?

給下記参照
パ正度会郡南伊勢町／職種複数

■訪問看護・介護ステーション

★勤務スタート時期応相談！★未経験者・初心者の方も歓迎!★外国人の方もOK！
サポート体制万全♪正社員・パート募集☆ 事前に職場見学もしていただけます！

［待遇］各種社保完備、交通費規定支給、年2回賞与支給、制服貸与、マイカー通勤可 

フク トモ

訪問看護・介護ステーション 福  寿 福寿株式会社
度会郡南伊勢町斎田316-84（鵜方より車で35分）

☎0599-65-0061（ 担当スズキ）［応募］9：00～18：00の間にお電話ください。土日も受付しています

☆資格不要
［正］月給250,000円以上
　　　　（諸手当含む）

［パ］時給1,500円以上
　　　　（諸手当含む）
［時間］8：00～17：00

訪問入浴介護事業所
新規OPENに付きスタッフ募集！

看護職員
〈
職
種
〉

正社員
パート（ ）

180,000円～
（諸手当含む）

［時間］8：00～17：00

介護職員
〈
職
種
〉

（正社員）

900円～1,200円
1日短時間でもOK。
週3日～5日

通院送迎員〈
職
種
〉（パート）給与

月給 時給

900円～950円
［時間］8：00～18：00
　　　（応相談）

清掃員〈
職
種
〉（パート）

時給

経給［正］205,000円～（夜勤5回諸手当含む）時［パ］880円
パ正伊勢市上地町／介護職員

■居宅介護、同行援護

職　種

介護職員

入社支度金
制度あり

［待遇］［正］賞与有、各種社会保険完備、夜勤手当、介護報酬手当、会議手当等
　　　［正・パ共通］昇給有、交通費支給、車通勤可、制服貸与

［給与］205,000円～（夜勤5回諸手当含む）
　　　＋資格手当・交通費 
［時間］シフト制（夜勤あり）
［休日］当社シフト制（週休2日）

［給与］15,000円/回
［時間］17：00～翌9：00

［時給］880円
［時間］シフト制

〈夜勤のみのパート〉☆ダブルワーク可!

和みの里は資格なしでもOK!

パ
ー
ト

正
社
員

悠 ・々和みの里介護スタッフ大募集!

［正職員・パート］

伊勢市上地町5019-3

住宅型有料老人ホーム 悠々
☎0596-20-7665（担当／辻）

伊勢市上地町5019-1

介護付有料老人ホーム和みの里
［応募］
まずはお気軽に
お電話下さい。

資格所持者・経験者優遇!
未経験者OK!働きながら
資格を取得して頂けます!

悠々

和みの里

☎0596-20-6011 担当
堀口・黒木（ ）

入浴介護、
生活支援 等（ ）

小規模の施設ですので、のんびり仕事をして頂けます。

時（1）1,080円～ （2）1,100円～
派度会郡玉城町／（1）プラスチック製品の簡単な補助作業 （2）プラスチック製品の軽作業

■創業37年の確かな実績 ■製造請負・人材サービス（派）13-050206

［休日］土・日（会社カレンダー）、大型連休あり
［待遇］社会保険完備、交通費規定支給、週払い可共通

シグマグループ

津事務所

津市東丸之内33-1 津フェニックスビル4F
0120-033-490

ミ ナ サ ン 　 シ グ マ

応募先
FAX応募も随時受付中! 
FAX059-229-1561

※フリーダイヤルは携帯、PHSからもご利用いただけます。
※履歴書をFAX下さい。こちらから折り返しご連絡致します。個人情報保護法に基づき管理・処理を行っております。

［応募］まずは電話連絡の上、履歴書（写真貼付）をご持参下さい。（採用担当）

他にも勤務地ございます
掲載終了後もお気軽に
お問い合わせ下さい

（1）プラスチック製品の簡単な補助作業職種

1,080円～時給 ［時間］8：00～17：00

（2）プラスチック製品の軽作業職種

1,100円～時給 ［時間］17：00～翌2：00

新着
急募

20代～40代の
男女スタッフ活躍中!

未経験の方も大歓迎!!
新しい環境で

お仕事始めませんか♪♪
入社日は柔軟に対応します

勤務地 度会郡玉城町

時 900円～（祝日は1,000円～）
松阪市大黒田町／ガソリンスタンドスタッフ

■ガソリンスタンド

アパ

経

www.suzusada.co.jp

鈴定燃料株式会社

☎0598-21-0315（担当／福本）
松阪SS 松阪市大黒田町石川44-1

◎土曜休みもOK! 
◎従業員割引あり!
◎祝日は昼食つき♪

［勤務地］松阪SS　［資格］要普通免許
［時　間］

［待　遇］危険物資格手当、従業員割引、
　　　　社会保険制度、制服貸与、社員登用制度、
　　　　車通勤可、研修期間有
［応　募］お気軽にお電話ください。

フルサービスの
ガソリン
スタンド業務

内 

容

時 

給

900円～
（祝日）

1,000円～

未経験
の方も大歓迎

（1）8：00～17：00、
（2）8：00～18：00、
（3）9：00～19：00

8：00～19：00
の間で応相談

日曜お休み

給下記参照
パ契伊勢市小俣町／デイサービス介護スタッフ

■介護保険事業

経

株式会社 エムケイ・コーポレーション

伊勢市小俣町
湯田1517-3

☎0596-27-6227
（担当/坂本）（平日8：00～17：00）

ポピー・デイサービススタッフ募集!!

職種

［時間］8：00～17：00　［勤務日］月曜～土曜日
［休日］週休2日（日曜日＋シフトによりもう1日）
［待遇］賞与年2回、各種保険完備、有給休暇、
　　　マスヤグループ共通の福利厚生制度等
［応募］気軽にお問い合わせください。

※ 正社員への登用制度あり （2019年実績：1名）

週3日～応相談

前職の給料考慮・経験者優遇

デイサービス介護スタッフデイサービス介護スタッフ

アットホームな雰囲気で、
笑顔と笑い声が
溢れる職場で

一緒に働きませんか？

契約社員 158,900円～198,000円
900円～

ホームページは「エムケイコーポレーション」で検索

資格不要
未経験者大歓迎

注目ポイント!

パート

月
給
時
給

急月 130,000円～ 時 880円
アパ正松阪市下村町／惣菜加工および販売

■松阪牛・黒毛和牛の専門店

松阪市下村町852-1下村店

☎0598-60-1129（担当／中村）
［応募］電話連絡の上、履歴書（写貼）をご持参ください。

未経験さんもOK♪
経験者優遇!
アットホームなお店です！

［時間］10：00～18：00
［休日］水曜日、第三火曜日 ［待遇］各種保険有

［時間］14：00～18：00 ［時給］880円

給与

内容 惣菜加工および販売
130,000円～

正社員募集!!

アルバイト・パート 同時募集

丸中
下村店

給前職を考慮致します
パ正伊勢市勢田町／職種下記参照

■内科・糖尿病内科・内分泌内科・腎臓内科

職　種

〒516-0035 伊勢市勢田町431 ☎0596-21-1112
［応募］書類選考を行いますので履歴書をクリニックまでご郵送下さい。

MG糖尿病・内分泌・甲状腺クリニック

月 火 水 木 金 土 日

9：00～12：00

15：00～18：30

○ ○ ○ 　 ○ ★

○ ○ ○ 　 ○

曜日
時間

★9：00～13：00 ［休診日］木曜日・日曜日・祝日

［給与］前職を考慮の上、決定致します。
［待遇］各種社会保険完備

正社員・パート募集！！

経験を活かして
クリニックで働きませんか

ブランクのある方も歓迎

（1）看護師
（2）臨床検査技士
（3）管理栄養士

給基本給（1）200,000円～（2）190,000円～
正伊勢市内／浄化槽清掃、資源・可燃ごみ回収
急

■清掃業

☎0596-24-3115
伊勢市中須町
716-1山田清掃有限

会社

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。 HPも是非ご覧下さい↑

正社員募集！

職場見学可！！
浄化槽清掃

〈半日程度、見学していただけます〉

［資格］45歳まで（省令3号のイ）、普通自動車免許（AT不可）
［時間］8：00～17：00
［待遇］各種保険完備、交通費規定支給、作業着貸与、賞与有、
　　　試用期間有（3ヶ月）、皆勤・職務手当有、休日出勤あり

★トラックの運転ができる方優遇

［勤務］
月・火・水・木・金

（1）職種

基本給

正社員

200,000円～

基本給 190,000円～
資源・可燃ごみ回収（2）職種 正社員

［休日］第2・第3土曜、日曜、祝日、年末年始等

給下記参照（経験・能力による）
契パ伊勢市・多気郡／調理師・調理員・調理補助

■味と真心で社会に奉仕する　ISO9001・14001 認承取得

調理スタッフ募集♪

［休日］月8～9回ローテーション
［待遇］社会保険完備、有給休暇、
　　　車通勤可能、制服貸与

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。《受付：平日9：00～》（採用担当）

〒514-0006 津市広明町418-1 グローリア広明1階
株式会社ニチダン三重営業所

☎059-226-9880 面接は勤務地付近で行います。

共通
栄養士
同時募集

職種

〈勤務地〉（C）菊川産婦人科（一之木）

未経験の方も遠慮なくご応募ください♪

調理補助

職種 調理師・調理員

職種 調理師

職種 調理補助

《仕事内容》調理・盛付・洗浄他

正社員登用制度有り

［時間］6：00～15：00又は9：00～18：00（休憩1H）

［時間］9：30～19：30の間で応相談

［時給］・17：00以降1,200円  ・17：00まで900円
［時間］（1）15：30～19：30 （2）9：00～15：00（1H休憩）

〈勤務地〉（B）グループホームふたみ（二見町）

〈勤務地〉（A）ウェルハート明和（明和町）

［時間］・6：00から5h～8h勤務 ・19：00までの5h～8h勤務
［時給］1,000円～1,200円

［日給］8,000円～10,000円

［時給］900円～1,000円

■ドア錠等の組立・梱包までの一括加工 http://himeya-kougyo.com

時 880円～
パ伊勢市津村町／錠前部分の組立・検査

職　種

勤務地

錠前部分の組立・検査

津村工場 880円～時
給

お子様にあわせた
勤務時間もOKです♪

［時間］9：00～15：30 又は 
　　　9：30～16：00（応相談）
［休日］土曜・日曜・祝日を含む
　　　当社カレンダーによる 
　　　☆急な用事の時もご相談下さい!
［待遇］労災保険・雇用保険加入、通勤費支給 

業務好調！増産の為

新規パート募集

未経験の方
大歓迎!

ヒメヤ工業有限会社
〈津村工場〉 伊勢市津村町白木732-1
☎0596-39-1581（担当／姫子松）お問合せ

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真添付）持参でご来社下さい。面接時に工場見学していただけます。

土日祝休みのお仕事です♪

時（契）1,100円～ （パ）920円
パ契玉城町／かんたん組立・梱包作業

■業務請負業 労働者派遣事業（派）24-301389

経

★勤務開始日ご相談に乗ります! ★快適な職場で働ける♪

美和ロック工場内
当社は美和ロックの
請負会社です（玉城町）

かんたん組立・
梱包作業
（契約社員・パート）

土日休み!!働き方も選べて充実ライフ♪

［休日］土日祝・年末年始・ＧＷ・夏季休暇（会社カレンダー）
［待遇］交通費支給・各種保険完備・有給休暇・制服貸与

パ
ー
ト

3万円支給
（規定有）

時　給

［時間］8：20～16：55

1,100円～+交通費（規定有）時　給契
約
社
員

20万円～23万円以上可月収例

［時間］8：20～16：55の間で4～5時間50分の勤務
　　　（1）9：20～15：55 （2）8：20～12：10
　　　（3）12：55～16：55
※スタート時期など上記時間帯以外でも相談OK

920円

新生サポート株式会社
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。掲載終了後も随時受付。
［受付］9：00～19：00・年中無休・携帯電話OK（担当/菊池・中村）

0120-711-027伊勢市御薗町王中島796

勤
務
地

内
　
容

「定時派」
「残業有派」
選べます!

期間
限定

入社祝金 今が
チャンス!!

■三重交通グループ 

時（1）900円～920円 （2）880円～920円
パ伊勢市・鳥羽市／ホテル客室整備・清掃
急

［応募］4/12（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。

（採用担当）0120-928-551

三交コミュニティ株式会社
津市丸之内9-18（津丸の内ビル4F）

［時間］9：00～14：30 ［休日］基本週休2日制（曜日・日数応相談）
［待遇］交通費規定支給（お車利用の方は駐車場代補助有）、
　　　有給休暇有、制服貸与

ホテル客室整備・清掃
勤務地（1）

仕事内容

未経験者
歓迎！！

黙々作業が好きな方にオススメです！！

伊勢シティホテルアネックス
（伊勢市吹上2-5-11）

900円～920円時
給

勤務地（2）

ロードイン鳥羽
（鳥羽市鳥羽1-63-11）

880円～920円時
給

■県内26施設展開中38年の信頼と実績

時 952円
パ伊勢市二見町／運転手・生活支援員

経

伊勢市二見町茶屋310番地（アクセス：JR二見浦駅から徒歩5分）
二見生活介護支援センター潮音
社会福祉法人伊勢亀鈴会

［応募］まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
☎0596-72-8822（担当／辻田）

【短時間パート】生活支援員

【パート】送迎スタッフ職種

職種

アットホームな職場で
働きやすさ抜群!

［勤務］週3日～可 ［資格］普通自動車免許（AT可）
［時給］952円 ［時間］7：30～18：00の間で4h程度

［資格］普通自動車免許（AT可）［時給］952円［休日］シフトによる
［時間］（1）8：00～10：00 （2）15：00～17：00

［待遇］各種社会保険完備、賞与有、制服貸与、有給休暇、
　　　研修制度、提供リゾート施設あり、交通費規定支給

随時見学会開催中♪

時 1,200円
パ志摩市磯部町／清掃

1,200円
（1勤務1,800円）

時 給

職 種閉店後清掃

■ビルメンテナンス

勤務地 志摩市磯部町

0120-061-230
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］

［勤務］火・金・土
※いずれか1日だけでもOK!組み合わせもOK!相談下さい。
［時間］23：15～24：45
［応募］お気軽にお問合せください。現地にて面接致します。

（採用受付センター）

［受付時間］（平日）9：00～20：00まで （土日）9：00～18：00

Wワーク
大歓迎!!

■ホテル

時 900円以上♪
アパ伊勢市村松町／清掃スタッフ

経 急

☎0596-38-1005［担当／杉本］
［応募］上記までお気軽にお電話下さい。

伊勢市村松町
内野4928ホテル サティス

900円以上♪
※研修期間有
★がんばり次第で時給UP♪

スタッフ募集!!

［時間］10：00～17：00
　　　（土・日のみ～週4日）

時 

給

職
種清掃スタッフ

未経験の方も
大歓迎!!

20～50代の
男女スタッフ活躍中!

ベッドメイク、
浴室清掃（ ）


