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※同時掲載をしていない求人も
　一部ございます。　

［全国版求人サイト］イーアイデム4/19 ホームページが
さらに便利に

生まれ変わります！

■リハビリ型デイサービス

時 920円～1,100円☆祝日は50円UP!
パいなべ市大安町／介護リハビリスタッフ

☎0594-78-3338
いなべ市大安町平塚2433-1

応募R アールリハビリスタジオ

介護リハビリスタッフ（パート）募集!☆30代・40代子育て世代活躍中♪
〈仕事内容〉送迎、入浴、器具へ誘導、利用者さんとおしゃべり
［資格］要普免 ［休日］土・日、他応相談
［時給］920円～1,100円☆祝日は50円UP!
［時間］（1）9：00～13：40 （2）12：00～17：30の間で応相談

週1～3日
でもOK

無資格・未経験
でOK

（採用担当）

■武藤牧場直売店

時 980円～
アパ桑名市蓮花寺／販売係

職種

桑名市
蓮花寺
1576-1山嘉やまよし

〈営業時間〉10：00～19：00 ◎火曜定休
☎0594-24-8500（採用担当）応募

販売係

時間・曜日は応相談♪

980円～
昇給有

時
給

★50歳位まで活躍中♪

週2日～勤務OK

［時間］（1）10：00～13：00（12：00） （2）15：00～19：00
　　　★17：00～19：00の高校生もOK

★土・日どちらかできる方歓迎！

■コンビニエンスストア

時

パア三重郡川越町／コンビニスタッフ
900円～

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

［時間］9：00～22：00
　　　内で応相談
［待遇］社会保険完備、制服貸与、
　　　マイカー通勤OK

時給

900円～

週1日、1日1h～OK・高校生OK/同時給

■美容室

日（半日）3,000円・（1日）5,000円
アパ桑名市桑栄町／移動美容車（3t）ドライバー

［本部］桑名市桑栄町1-1
　　　サンファーレ1F

☎0594-23-3305
訪問美容部

［資格］要旧普通免許 
　　　※美容師（理容師）免許お持ちの方大歓迎!別途支給も有
［時間］9：00～17：00頃の間※午前のみ、午後のみの場合も有
　　　※勤務日時はシフト制の為、事前に相談して決めていきましょう

1日

移動美容車（3t）ドライバー募集!

担当
大橋（ ）

仕事
内容

日給

各老人施設などへ伺う美容車の
運転及びスタッフ業務の補助
（準備・後片付け等）

［応募］お気軽にお問い合わせください

半日3,000円
5,000円

安全運転の
できる方なら
年齢不問!

午前のみ
午後のみ

■うなぎ専門店

W時 900円～＋交通費
ア桑名市繁松新田／ホールなど

☎0594-23-3911（採用担当） ※土曜定休

う  し ま つ

桑名市繁松新田68-2
（大桑国道沿）  

［応募］お問い合わせだけでもOK！ まずはお気軽にお電話下さい。

［時間］①9：30～14：00位 ②17：00～20：00
　　　※上記時間内で応相談

ホールなど職
種 900円～＋交通費時

給

アルバイト募集!
★学校帰りにもオススメ!
週2・3日からOK!

新高校1年生・大学1年生OK!

平日夜できる方歓迎!

給下記参照
パア三重郡朝日町／（1）夕刊配達 （2）集金スタッフ

■新聞販売店

三重郡朝日町
小向2221伊勢朝日専売店

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。★勤務開始日応相談

0120-33-4532（担当／中村）
有限会社 伊勢あさひ新聞店

［待遇］寸志年2回、中日年金、交通費規定支給

［職種］（2）集金スタッフ
［給与］歩合制（件数による） 月収例1万円～3万円位
［時間］月末～翌月10日の空いている時間（実働3日）

（1）（2）の組合せ勤務もOK！

女性やシニアの方も活躍中!
［職種］（1）夕刊配達
［月給］4万円～5万円位（月23～25日勤務）
［時間］14：30～1時間（1時間半）程度
［休日］日・祝・年末年始、他応相談

月10～15日の勤務でも可

コロナ対策をしており安心です!

■整形外科・リウマチ科・リハビリテーション科

月 260,000円～
正桑名市野田／看護師（正・准）

看護師さん［常勤］募集

看護師（正・准）
［時間］8：30～12：30・15：30～19：30
［休日］水曜午後、土曜午後、日曜、祝日
［待遇］昇給年1回、賞与年2回、交通費支給、
　　　車通勤可、各種社会保険完備、ほか

260,000円～月給職種

経験不問!
スタッフが丁寧に
教えます

桑名市野田
3丁目19-9

☎0594-31-8000
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。（採用担当）

月 20万円～30万円以上
正桑名市大字坂井／電気設計・機械設計及び組付加工

■専用機設計製作

経

電気設計の経験のある方大歓迎!
業種を問わず設計経験のある方は
初めからお教えしていきますので
ご安心下さい!

［時間］8：30～17：30（休憩60分）
［休日］週休2日制（土・日）、
　　　祝、GW、夏季、年末年始 ※年間115日
［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、有給休暇、退職金制度有、車通勤可

☎0594-31-0031（採用担当）桑名市大字
坂井560番地1

シモエダエンジニアリング株式会社

［応募］まずは電話連絡の上、履歴書（写真貼付）ご持参下さい。

電気設計・機械設計及び
組付加工
主にグレーチングを作る機械の
設計・製作及びメンテナンスです。

20万円～30万円以上月給

正社員募集！

職  

種

給お問い合せ下さい。
パ正岐阜県海津市南濃町／看護師

経験者の方は打ち合わせにより
給与・待遇等優遇いたします! 
経験者の方は打ち合わせにより
給与・待遇等優遇いたします! 

［待遇］《各種保険》雇用・健康・厚生年金 
　　　《諸手当》職務・資格・通勤・家族（子供）、
　　　　　　　引っ越し（入職にあたっての移転）、
　　　　　　　一時金有（処遇改善＋一時金）

頑張り次第で
短期昇給有!!

働く時間帯は
応相談

資格取得
支援制度有!

60代の方も
活躍されております。

見学やお問い合せは
お気軽にどうぞ♪

看護師
（正職員・パート）

職種

■デイサービス・ショートステイ

☎0584-56-1808（担当）採用担当
まずはお電話下さい!応募
ショートステイよもぎ

海津市南濃町
太田681（ ）デイサービスよもぎ

（ ）海津市南濃町
太田682番地1

養老線
石津駅
すぐ

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

オススメ
簡単作業

週休3日

車・バイク
通勤OK 夕方から

働きたい方に
オススメ

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］社保完備、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.］
332104029

1,050円

金土日休み・扶養内！

◎シンプルでカンタン作業

時
給

◎友達と一緒に応募もOK
◎即日勤務可!!短期・長期選べる勤務！！

朝日町・川越町・四日市北部からも通勤便利です!
桑名市内 在良駅より徒歩10分勤

務
地

職
種

＋交通費
　全額支給（規定）

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

経

ホームページもご覧ください。 ▼ https://mokiki.jp

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：4/12（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！
簡単な検査等（座り仕事です）職種

（ ）

月 230,000円～340,000円以上
桑名市小貝須／（1）営業（現場管理・積算ができる方） （2）板金加工・板金取付工事

■住宅リフォーム、建築板金、屋根工事、外壁工事

経
正

（1）営業（現場管理・積算ができる方）
（2）板金加工・板金取付工事

職種

［時間］8：00～17：00 ［休日］日曜、年末年始 ※詳細は面談時に説明
［待遇］昇給あり、社会保険完備、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。

☎0594-87-7271（担当／五嶋）
桑名市小貝須1150

セールスはご遠慮ください。
有限会社 ゴトウ建装

未経験の方も丁寧に教えますのでご安心ください!

230,000円～340,000円以上月
給※経験に応じて考慮します ※3ヶ月間試用期間あり

ゴトウ

年齢不問!
シニアも
歓迎♪

時 880円
パ桑名市多度町／会社内の日常清掃

■たがねせんべい・カレーせんべい製造メーカー

［時給］880円 ［休日］土・日、他応相談 ［待遇］交通費規定支給、制服貸与
［時間］9：00～13：00 ☆働きやすい時間帯♪ ☆週3～5日で応相談

年齢不問

会社内の日常清掃職
種

☎0594-48-2612
桑名市多度町香取488-1

［応募］お気軽にお電話下さい。（担当／高桑・片山）
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短時間のオシゴト♪
未経験の方も大歓迎！

カンタン
作業♪

時下記参照
パア桑名市長島町／GW超短期アルバイト・長期パートタイマー

■総合レジャー施設　www.nagashima-onsen.co.jp

至R23湾岸長島IC湾岸長島IC湾岸長島IC

事務所
バス停（長島海岸）●

伊勢湾岸自動車道伊勢湾岸自動車道伊勢湾岸自動車道

（三交バスご利用の方は「長島海岸」下車）

10：0010：00

本社事務所
4/11■日・17■土・18■日・24■土・25■日

※就労時は、身だしなみ及び頭髪等整えて
　いただきます。（当社規定による）
※制服は貸与いたします。
※状況により勤務時間が短縮・延長する場合がございます。
※勤務等の詳細については面談にてご説明いたします。 

ナガシマリゾート
からの

就業に関しての
お願い 

GW超短期アルバイト! 長期パートタイマー（即日～）
◎週3～4日
　勤務できる方
◎平日のみの
　方も歓迎

面
接
日
・
時
間

面接用送迎バス

■発車時刻
〈桑 名 発 車〉9：30
〈長島温泉発車〉11：05、13：10

三交イン

UFJ

桑
名
駅 キング観光

1

Mrドーナッツ

桑名市
総合医療センター

至名古屋 至名古屋

至四日市至四日市

送迎バス乗り場

サン
ファーレ

ナガシマリゾートでは営業にあたり、
お客様や従業員の健康と安全を最優先に
各種感染予防対策を講じております。

1,190円 1,170円 1,150円

学生・一般
（18～59歳）

高校2、3年生・一般
（60～64歳）

高校1年生・一般
（65歳以上）

※8時以前と19時以降の勤務については、上記時給より300円増。

客室清掃係

浴場清掃係

10：00～15：00

8：00～13：00

7：00～12：00

9：00～13：00

8：00～13：00

14：00～19：00

18：00～23：00☆

4,410円
4,410円
4,710円
4,320円
4,710円
5,010円
5,760円

美化係

遊園地での清掃業務

湯あみの島での清掃業務

長島ピーエーでの清掃業務

ホテル花水木・ガーデンホテルオリーブ
での客室整備の業務

ホテル花水木・
ガーデンホテルオリーブ

での浴場及び
パブリックスペースの

清掃業務

4月29日（木・祝）～5月5日（水・祝）期間

［勤務場所］遊園地、湯あみの島、湾岸長島パーキングエリア※（株）長島ピーエーの運営
［職種・時間］サービス係、調理補助係、清掃係 等（7：00～22：00の間で6～8時間程度）

※期間応相談

［勤務場所］オフィシャルホテル（ホテル花水木、ガーデンホテルオリーブ）
［職種・時間］客室清掃係（8：00～15：00）、配膳調理補助係（17：00～21：00）
［勤務場所］オフィシャルホテル（ホテル花水木、ガーデンホテルオリーブ）
［職種・時間］客室清掃係（8：00～15：00）、配膳調理補助係（17：00～21：00）

人事課直通

※土日祝勤務の場合、時給170円増。☆印の時間帯の職種は、金・土・祝前日に時給170円増となります。
※土曜日（☆印は金曜日）の手当は時期により支給されない場合あり。
※☆印は車通勤可能な方。 ※60歳以上は別賃金となります。

◎他にもたくさんの職種をHPで公開中! まずはお気軽にお電話にてお尋ねください。

《長島観光開発（株） 人事課》
〒511-1192 三重県桑名市長島町浦安333

近鉄桑名駅よりスタッフ
無料送迎バス運行

勤務場所・仕事の内容職　種 時　間 日　給

[必要書類]履歴書（写真貼付）と顔写真2枚（タテ3.0cm×ヨコ2.5cm）、
　　　 年齢を確認できるもの（学生証または免許証等）。
◎応募書類の返却はいたしませんのでご了承下さい。◎電話での予約は不要です。
◎定員になり次第、募集を締め切らさせていただきます。

対象

時給

時 880円
パ桑名市大仲新田／清掃員・資源ゴミの回収整理

■スーパーサンシ株式会社（ビルメンテナンス業）

急

［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／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）
トイレの清掃・資源ゴミ回収・
その他清掃業務

内
容

職
種



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）

月（正社員）18万円～20万円＋各種手当 時（パート）950円
パ正桑名市桑部／組立・梱包・荷造りスタッフ

■建築設備用排水器材の製造・販売 www.kojima-core.co.jp/

☎0594-27-6771
090-3483-1040※☎不在の場合は （担当 宮田）

☆カンタン作業なのですぐ覚えることができます

男女共に活躍中!
パートは樹脂製品を扱う

軽作業です♪

土日祝休みで
休日出勤はありません☆

給与

（正社員）月給18万円～20万円＋各種手当
　　　　　　　※年齢・経験による ※試用期間有

（パート）時給950円

職種 組立・梱包・荷造りスタッフ

（株）小島製作所 検索

［勤務地］Kojima物流センター内
　　　　 桑名市大字桑部字松ヶ下1056-5
　　　　 ［八風バス 篠原下車］
［時　間］9：00～18：00（休憩1h有）
［休　日］土・日・祝、GW、夏季、年末年始（年間休日123日）
［待　遇］（正社員）昇給年1回、賞与年2回、
　　　　　　　　各種手当有、退職金制度有（在籍3年以上）
　　　　（共　通）社会保険完備、交通費規定支給、有給休暇有、制服貸与

年間休日
123日!

未経験でも

 大丈夫♪
働きやすい

 日勤です！

[本社]名古屋市中川区広川町5-1
［応募］お気軽にお電話下さい。面接時に工場見学も可能です！！履歴書は面接時に御持参して下さい。

正社員・パート増員!

パートは
時間・日数
応相談♪

）（

給〈月収例〉28万円～35万円
三重県内または名古屋市内／バス運転士

■会社概要〈設立／昭和19年（1944年）2月11日　資本金／40億1,701万円　事業内容／道路旅客運送業〉

正

0120-351-179
〒514-8635 三重県津市中央1-1（本社）

28万円～35万円

三重県内または
名古屋市内の営業所
路線バス運転士

月収例

職　種

勤務地

★マンツーマンで安心。自宅から参加OK！オンライン説明会も平日毎日開催中！

［資格］年齢不問（60歳定年）※他条件HP参照  ［休日］年間107日（5勤2休）※休日出勤有
［時間］6：00～23：00の間で交替制 ※時間外勤務有（所定実働時間：1日7.5h）※コースにより異なる 
［待遇］昇給有、賞与年2回支給、社会保険完備、通勤手当有、単身寮完備、年次有給休暇有

［開催時間］①10時 ②13時 ③15時

お仕事説明会【少人数予約制】★所要時間は1時間程度（説明＋質疑応答）★採用HP内「お仕事説明会予約」よりご予約ください

名古屋採用事務所
（名古屋市中区錦1-7-2 楠本第15ビル）

4/12（月）4/13（火）4/14（水）4/15（木）4/16（金）4/17（土）4/19（月）4/20（火）

〇〇〇

〇 〇

三重交通 研修所
（四日市市生桑町字神田962-1）

〇 〇

〇

〇

※各種手当含む

説明会の予約、
応募はこちらから↓

［応募］履歴書をご送付下さい。追って面接日程等連絡致します。 ［受付］平日9：00～17：00（人事課 運転士採用係）

入社後、大型二種免許取得 取得費用は会社負担！ 積極採用中!
専属指導員による充実した研修!
未経験の方にも丁寧にサポート。
専属指導員による充実した研修!
未経験の方にも丁寧にサポート。

採用
専用HP

正社員 バス運転士

特別支援金支給
大型二種免許
お持ちの方
（規定による）

総
額30万円

お持ちで
ない方

配
属
時10万円

普通免許でOK!

月［正］300,000円～ ［准］260,000円～
正桑名市多度町／正・准看護師

■医療法人財団青木会

経

急募

www.daiso-cn.com/roken/

［応募］お気軽にお問い合せください。入社日応相談

☎0594-48-5311連絡先 （担当／森）

桑名市多度町柚井字境川132番地（大桑クリニック併設）

年間休日120日! 年齢不問

（A）大桑クリニック
（Ｂ）介護老人保健施設だいそう

勤務先（下記住所）※（A）または（B）での勤務

施設経験のない方、ブランクがある方も歓迎

［時間］（A）9：00～18：00
　　　（B）8：30～17：30（夜勤の場合16：00～翌9：00）
　　　　　※日・夜勤 2交替制
［休日］シフト制（年間休日120日）
［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、有給休暇、
　　　65歳以上は給与改定有、制服貸与、車通勤可

施設見学
OKです♪

働きやすい環境！充実した待遇♪
《正》300,000円～

正・准
看護師

職
種

月給 ※経験3年
　以上の方

（当直4回分込み）

《准》260,000円～

時1,000円～ ※昇給有
アパ桑名市内／簡単なおそうじ係（エリアキャスト）

■清掃・管理業

一般道から通勤できます 主婦の方にオススメ

時給

勤務地

職 種

東名阪自動車道大山田パーキングエリア
上り（桑名市播磨）
下り（桑名市大字蛎塚新田）

簡単なおそうじ係（エリアキャスト）［パ］［ア］1,000円～
◎交通費別途支給

9：00～15：00（休憩有り）時 間

名古屋市千種区内山三丁目7番3号 NTPプラザ千種内山

株式会社ナゴヤクリーン ☎052-731-3890（担当／中村）
面接は現地にて［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

　　　受付（平日9：00～17：00）

学校の行事・家庭の都合等考慮致します★土日スタッフ大募集

昇給有

時 900円～1,500円
パ桑名市大字大仲新田／お弁当の配達

■委託業務

年齢
不問

桑名市大字大仲新田29-1 就労継続支援A型事業所 ピュア

☎0594-82-5022（担当／廣瀬）
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。 

［資格］要普免（AT限定可）

［時給］900円～1,500円 ☆昇給有!
［時間］（1）8：00～12：30 （2）8：30～13：00 ※時間・日数は応相談
［休日］日・祝、他 応相談 ［待遇］交通費規定支給、服装自由、車通勤可

普通免許
でOK 30代～50代の主婦の方活躍中!

☆未経験者も歓迎!

午前中の短時間のオシゴト♪
お弁当の配達職種

ココ
421

142

142 桑名
東員
線 シャトレーゼ

サンシパーク

至星川

至ネオポリス

至いなべ

西之坪

大仲池前

東員病院入口

大仲新田第1

月 時［正］19万円～25万円以上 ［パ］900円～
パ正桑名市中央町／生花スタッフ

■冠婚葬祭業

未経験者大歓迎!!
イチから丁寧に教えます!

☎0594-23-5806桑名市中央町3-47

株式会社ビーレジェンド
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。（採用担当）

生花スタッフ
（生花の装飾や配送のお仕事です）

［資格］要普免（AT限定OK）
［時間］9：00～18：00 ※パートは時間・曜日・勤務日数応相談
［休日］［正社員］月6～7日 ［パート］応相談
［待遇］［正社員］社会保険完備
　　　［共　通］昇給有、業績により賞与有、交通費規定支給

男女共に
20代・30代
活躍中!

月給19万円～25万円以上
※経験・能力による
※研修期間（3ヶ月）は18万円
時給900円～

正社員

パート

給
与

職
種

業務拡大につき増員

残業はほぼありませんので
プライベートを大切にしたい方

にもオススメです!

残業はほぼありませんので
プライベートを大切にしたい方

にもオススメです!

未経験者大歓迎!!
丁寧に教えます!

増員 お花の知識は
不要です!

時 875円～1,000円
パア桑名市中央町／洋裁の指導・雑務

■専門学校

経

www.kuwana-bunka.jp

［時　間］10：00～15：00（休憩1h）
［勤務日］月・水・木・金 応相談
［待　遇］昇給有、賞与有、
　　　　交通費支給、駐車場有

［応募］お気軽にお電話下さい。（担当／加藤）
☎0594-22-4401桑名市中央町1-92

学校法人 伊藤学園 桑名文化専門学校

875円
～1,000円

時
給

洋裁の好きな方、
経験者優遇♪

専門学校の

指導・雑務
基礎縫いか

ら教えて

いただきま
す

職 種

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

■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。

［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！

等

同時募集 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

☎0594-84-1232 詳細は
面談にて（採用担当）

土・日・祝休み♪増員募集！！

時（1）950円～ （2）900円～
パ桑名市額田／食堂の調理補助 

■ビジネスホテル

@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）

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］9：00～15：00

［時給］950円～
［時間］5：00～9：00

職
種

シンプルな作業が中心の
食堂スタッフ急募!
50・40・30代のパートタイマーさん活躍中！

食堂の調理補助
（盛付・配膳・洗浄）

週3日前後
出勤
出来る方

即日
勤務可

経時下記参照
パ桑名市多度町／介護

■老人介護サービス https://www.fukujima.jp/

［待遇］制服貸与、交通費、有給休暇など
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。★見学だけも歓迎♪

［時間］①7：00～16：00または②10：00～19：00

夜勤

［介 護 福 祉 士］

1,150円～

◎男女共に若手からシニアの
方まで幅広く活躍しております

◎男女共に若手からシニアの◎男女共に若手からシニアの

介護 パート

アットホームな環境で
新たに始めませんか？

時　給

かけもち
勤務可

［未経験・無資格］

1,050円～
［給与］21,480円～/回
［時間］16：00～翌10：00（休憩2時間）

［経験有・その他］

1,100円～
夜勤は
2名体制
なので安心!

医療法人福島会

☎0594-48-7727（担当／槙本）

介護付きホーム エクセレント多度
〒511-0102 桑名市多度町香取483-1
（イオン桑名より車で10分）（道の駅南濃から車で15分）

勤務日数はご都合に合わせて応相談!週1日～OK

月 280,000円～380,000円
いなべ市大安町／バラセメントの運送

■運送業

正

［資格］大型自動車免許
［時間］5：00～（当社運行スケジュールによる）

［月給］280,000円～380,000円
　　　（仕事量による）
［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

☎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

勤務地

安定の仕事量×毎日帰宅安定安定 仕事量×仕事量×
正社員

地場の運送で
夜間運行はありません♪

給下記参照
正桑名市大字蓮花寺／（1）粉体塗装作業員 （2）塗装補助員

■機械塗装

（1）粉体塗装作業員
（2）塗装補助員
職
　
種

勤
務
地

ヤマザキマザック
マニュファクチャリング（株）
精工製作所内（下記住所）

［資格］普通運転免許
［時間］8：25～17：10（休憩時間45分）
　　　※繁忙状況により8：25～翌2：00の変則2交替
［休日］週休2日（土・日） ※作業状況により土曜日出勤有り
［待遇］賞与年2回、各種保険、通勤費、扶養手当、食事手当、車通勤可

090-3305-2295
桑名市大字蓮花寺413 ヤマザキマザックマニュファクチャリング（株）精工製作所内

［応募］まずはお気軽にお電話下さい（担当／西川）

有限
会社西川塗装店

日給月給 23万円～30万円以上可

正社員大募集!
手に職を付けたい方、技術はイチからお教えします。
他業種からの転職者も歓迎!入社日応相談!

いなべ市・東員町・
弥富市からの
応募者も大歓迎!

経験者優遇!

■イオングループのコンビニ

時 880円・930円・980円
アパ桑名市多度町／コンビニスタッフ

☎0594-48-6101
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。（採用担当迄）

ミニストップ 多度町店

コンビニスタッフ
（レジ・陳列・清掃等）

［時間］① 6：00～ 9：00　② 9：00～14：00
　　　③14：00～19：00　④17：00～20：00
　　　※時間・日数はお気軽にご相談下さい
［待遇］昇給有、車・バイク通勤OK

桑名市多度町下野代574-1（下野代駅から徒歩5分）

イチから丁寧に教えますので
未経験の方もご安心下さい!

職
種

時
給

週2日程度
でもOK♪

土・日・祝は
時給100円
UP!

880円～
土・日出勤
歓迎!

■歯科・小児歯科・歯科口腔外科

経月（1）21万円～25.2万円 （2）18万円～22.2万円
正桑名市長島町／（1）歯科衛生士 （2）歯科助手

アットホームな雰囲気の
歯科医院です♪

［時間］（平日）9：00～12：00・14：00～19：00
　　　（土曜）9：00～12：00・14：00～17：00
［休日］完全週休2日制
［待遇］交通費支給、制服有、車通勤可、歯科医師国保、雇用保険

［応募］電話連絡の上、
　　　履歴書持参下さい。（採用担当）0594-45-8787TEL

FAX

桑名市長島町福豊833-4（23号線すぐ）
なばな歯科医院

昇給・賞与
年2回!

☆未経験OK!資格不要

経験者優遇
［職種］（2）歯科助手
　　 　（アシスタント）
［月給］18万円～22.2万円
※精勤手当（2万円）含む

［職種］（1）歯科衛生士
［月給］21万円～
　　　25.2万円
※精勤手当（2万円）含む

時 1,000円
パ桑名市長島町／院内清掃

■総合ビルメンテナンス・マネジメント http://www.saycogroup.co.jp

［時間］①8：30～12：00（実働3.5h）
　　　②8：30～16：30（実働7h・休憩1h）
　　　※①・②より選べます 
［待遇］制服貸与、有給休暇有、車通勤可
　　　※勤務時間等の詳細は面談時ご説明させて頂きます。
［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。現地面接致します。

★土日もできる方大歓迎! ★年齢不問!

若干名

長島中央病院

1,000円院内清掃職　種

勤務地

時給

短時間やフルタイムなど
ライフスタイルに

新規スタッフ募集!!

桑名市長島町
福吉271

増築
に伴い

星光ビル管理株式会社
〈東海営業第一部〉名古屋市中村区那古野1-38-1 星光桜通ビル

受付／4月12日（月）～
　　　9：30～18：00☎052-583-0940

［勤務］
週3～5日
程度

採用
担当

勤務曜日は応相談!


