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■就労継続支援

時 900円～
多気郡多気町／支援員 パ

［時間］8：30～17：00 ☆週2～3日程度
［休日］土・日、その他
［待遇］各種保険完備（条件による）、交通費規定支給、マイカー通勤可
［応募］まずはお気軽にお電話ください。

☎0598-49-2965（担当／新田）
〒519-2212 三重県多気郡多気町色太951-5

就労継続支援Ｂ型事業所フルライフ
株式会社フルライフ

パートスタッフさ
ん募集!!

支援員
支援業務、
送迎（軽・ミニバン）等

職種 時給

内容

900円～
女性活躍中の
職場です♪

未経験の方
歓迎!

経験・資格
不問!

給下記参照
ア松阪市・玉城町／個別指導員

経 急

■学習塾

週1～6日 PM3：00～9：30の間で1時間～OK!（希望の時間帯）

［応募］まずは、お気軽にお電話下さい。 ◎携帯可少人数
個別指導専門学 鈴 0120-005-395
☆松　阪　校（田村町アドバンスモール近く、166号線コスモ石油裏）
☆松阪南校（小片野町スーパータカオカ隣 2F）
☆玉城校（県道37号線サガミから車で2分、伊勢市駅から10分） 

☆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!
※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

■地域密着型通所介護事業

月 20万円～25万円 時 1,000円～1,500円
パ正松阪市光町／職種複数

［時間］8：15～17：15 ※パートさんは時間・休日応相談 ［休日］週休2日制
［待遇］昇給・賞与有、各種保険完備、交通費規定支給、各種手当
［応募］電話連絡の上、履歴書（写貼）持参でお越しください。

☎0598-67-8882（担当／安藤）
松阪市光町1067-1

リハビリデイサービスSinme

定員10名のデイサービス、
レクリエーション一切なし

4月にオープン
したばかり!
女性活躍中の
職場です♪

［職種］（1）介護職員（常勤）
［月給］20万円～25万円（経験・能力による）
［職種］（2）介護職員（パート）
［時給］1,000円～1,500円 ◎週1日～OK!

介護スタッフ　　募集!!追加

■古紙回収業

月 18万円～
正多気郡明和町／ドライバー
急

多気郡明和町有爾中1155-3
（ぎゅーとらさん近く）

（9時～18時）

☎0598-26-5444
080-5107-6541

［資格］要 準中型以上の免許（AT限定OK）
［月収］18万円～
　　　◎能力評価給あります!!
　　　　やる気次第でドンドンUP!↑
　　　◎残業代別途支給!
［時間］8：30～17：00 ［休日］シフト制

［応募］人事担当までお気軽にお電話ください。
　　　土・日・祝日も受付OK!

つながらない場合

［職種］エリア限定古紙のルート回収

古紙回収ドライバー募集!!

詳細は面談時に
お話しいたします

年齢・学歴・経験不問!女性ドライバーも
活躍しています

40代～50代
活躍中!

■一般貨物自動車運送事業 http://www.tanino.website/

経 急月 250,000円以上
正津市高茶屋小森／2tドライバー

［応募］まずはお気軽にお電話ください。月曜より受付スタート
☎0598-21-6925

松阪市泉町
1743番地の1株式会社 タニノ

2tドライバー正社員募集

［資格］要普通免許（H19年6月以前）
　　　又は中型免許（AT不可）
［月給］250,000円以上 ［休日］月・火
［待遇］交通費支給・退職金制度有・
　　　社会保険完備・制服貸与・車通勤可

津市高茶屋小森260-11

◎月・火連休です ◎作業が終わり次第終業

勤務地

内　容 家具類の配達・設置作業
2名乗務での作業です

未経験者
歓迎

■不動産情報サービス

時 1,150円
パ松阪市朝日町／物件のご案内など

新規パート募集!

受付/松阪支店
担当/伊藤

［勤務地］松阪支店（松阪市朝日町）
［時　給］1,150円　［資　格］普通免許
［時　間］10:00～17:00（応相談）
［待　遇］制服貸与　★土日勤務できる方歓迎
［応　募］まずはお気軽にお電話下さい。

物件のご案内、台帳作成
及び写真撮影など

松阪市朝日町
一区１０番地２６

週3～5日の勤務で
希望応相談

0598-50-0255

内
容

■人材派遣業 派24-040002

時 1,150円
派松阪市／食品製造

丸久産業株式会社
松阪市大口町346番地 ［応募］まずはお気軽にお電話ください。

出張面接いたします0120-32-0883

［時間］〈昼勤〉8：30～17：30
　　　〈夜勤〉16：30～翌1：30又は17：30～翌2：30
［休日］土・日・祝（派遣先カレンダーによる）

◎日払い・週払い制度あり ◎各種保険完備

1,150円
〈職　種〉食品製造
〈勤務地〉松阪市

時
給

男女活躍中!!急募！！

■総合ビル管理

時 1,000円＋交通費規定支給
パ松阪市大口町／工場内（事務棟）の日常清掃

株式会社  ジェクティ
〒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。

☎059-351-0573
〈採用担当者〉

〈勤務地〉松阪市大口町

［時給］1,000円＋交通費規定支給
［時間］8：00～12：00
［休日］土・日（会社カレンダー）
［待遇］制服貸与、車通勤OK、通勤手当（規定支給）

090-7035-8181

工場内（事務棟）の
日常清掃（パート）

職種

日常清掃スタッフ募集

未経験者

歓迎!
女性
活躍中!

時（1）900円～ 1,000円 （2）1,500円
パ松阪市嬉野島田町／介護職員・看護職員

■デイサービスセンター

職種（2）看護職員

共
通
[休日]土・日、その他
[待遇]賞与有、各種保険完備（条件による）、
　　　交通費規定支給、マイカー通勤可

デイサービス
スタッフ募集！（パート）
（1）介護職員職種

[時給]900円～1,000円
　　  ※経験・能力による
[資格]不問
[時間]8：30～13：00

[時給]1,500円
[資格]正・准看護資格 [時間]8：30～16：30

［応募］まずはお気軽にお電話ください。
☎0598-48-1500（担当／川合）
〒515-2301 松阪市嬉野島田町156-3

デイサービスセンターびわの里

土日を除く
週2日～3日程度
祝・祭日は
時給50円UP!

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

月下記参照
契松阪市内／運転スタッフ

■三重交通グループ

勤務地（2）

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

運転経験を
活かし
ませんか!!

面接
場所 三重交通 松阪営業所（松阪市大津町795番地3）

送迎車（キャラバンクラス）の運転内容
［資格］普通免許以上 

［時間］8：15～9：45、16：00～17：30
　　　1日3時間 ※月間18日程度
［休日］日曜日 他シフト制

月 額

月 額

松阪市下蛸路町勤務地（1）

［時間］8：25～10：10、15：25～17：10
　　　1日3.5時間 ※月間15日程度
［休日］土・日曜日 他シフト制

松阪市飯南町

6.5万円程度（諸手当等含む）

6万円程度（諸手当等含む）

■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

時 1,000円
パ多気郡明和町／配送スタッフ

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

37

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

http://www.fujiwork.co.jp/

時 1,100円
契松阪市内／職種下記参照

■請負業、労働者派遣事業（派27-150033）

松阪市内

［時間］8：45～17：30（休憩60分） 
［休日］土日、祝、その他長期休暇有
［待遇］社会保険完備、制服貸与、自動車通勤OK、
　　　交通費規定支給、資格取得促進支援制度、
　　　週払いOK（規定あり）

［月給］190,000円 ［時間］8：30～17：30（休憩60分・実働8.0h）
［待遇］社会保険完備、制服貸与、諸手当有り、資格取得支援制度、寮完備、賞与年2、退職金有り

同時募集

契大手企業で働ける

時給勤務地

健康機器商品の （1）組立、検査、梱包など （2）部品のラインへの供給など職　種

1,100円
増産によりスタッフ大募集

［応募］まずはお気軽にTEL下さい。
　　　※詳細はお問い合わせください。（沖広）

0120-69-2209 出張面接実施中四日市
事業所

四日市市安島1-2-18 三誠ビルディング6F

未経験者
大歓迎! 

平日のみの
お仕事

女性スタッフ
活躍中!! 

安心できるお仕事を提供する人材サービス企業

健康機器商品製造ラインの生産管理、品質管理など（正社員）職
種

■配送業務 https://www.dream-hd.jp/line/

給下記参照
正勤務地複数／管理者候補、2t・4tウィング・ゲート車共配ドライバー、2tゲート車（家具・家電配送）
急

☎0598-50-1091
［応募］まずはお気軽にお電話ください。
　　　詳しくは面接時にご説明いたします!受付：本社/松阪市大口町字子ノ新田532-1

ドリームライン株式会社

［資格］中型自動車免許（AT不可） 大型免許・フォークリフト免許取得者優遇
　　　★資格取得制度有 未経験、免許をお持ちでない方も是非一度お問い合わせください!
［休日］会社カレンダーによる（約月4～6日） ［待遇］昇給年1回（3月）、賞与年2回（8月・2月 ※業績による）、社会保険完備、交通費規定支給

共
通

［仕事内容］営業・事務及び配車業務  ［資格］運行管理者資格取得者（貨物）
［月　給］300,000円～350,000円
［時　間］9：00～18：00

管理者候補【 】・本社（松阪市大口町字子ノ新田532-1）所属
・津営業所（津市高茶屋小森上野町1336-14）所属業務拡張

◇集荷・配送ドライバー（2t・4t）
　同時募集！ ※詳細は面談時に。

〈正社員〉
につき

新規スタッフ急募!! その他
詳細は面談時

［仕事内容］雑貨の配送（フォークリフト運転あり）
［月　給］185,680円～186,580円  
［時　間］6：30～15：30（月平均10～20h残業あり）※残業手当13,388円～26,900円

2t・4tウィング・ゲート車共配ドライバー
【本社（松阪市大口町字子ノ新田532-1）所属】

［配送エリア］津市・松阪市

担当
東山・大石（ ）

2tゲート車ドライバー（家具・家電配送）
【本社（松阪市大口町字子ノ新田532-1）所属】

職種（3）

職種（2）

職種（1）

［仕事内容］家具・家電の組立・設置
［月　給］185,680円～187,580円
［時　間］8：00～17：00（月平均20～40h残業あり）
　　　　※残業手当26,775円～54,100円

［配送エリア］
伊勢・志摩・南伊勢・
玉城・度会方面

ツーマン運行

ドリームHDグループ

給下記参照
アパ正勤務地複数／警備員・受付・指導員・営業職・見張員

■警備業

警備・受付・指導員
スタッフ大募集!!

［待遇］交通費規定支給、各種保険加入制度あり、制服・備品貸与

◇アルバイト、週1日から可能!◇
昇給・賞与
あり

寮完備
〈家具・家電付〉

日払い・
週払いOK

年齢・経験不問 スクーター・社用車レンタル有

松阪市駅部田町85-1
三重警備保障株式会社

［応募］まずはお気軽にお問い合せください

☎0598-22-1515
（採用担当迄）

［時間］8：00～17：008,100円～
10,100円+交通費

内 容

［時間］8：00～17：00 入社祝金（会社規定有）

（1時間に2回程度見張りをする仕事です）

9,500円

勤務地

［時間］8：30～17：30
［休日］会社カレンダー
　　　による

月
給25万円
（試用期間有）

列車見張員 松阪・津・伊勢内 容 勤務地交通誘導警備 松阪・津・伊勢内　容 勤務地

松阪市上川町スケートパーク勤務地

駐車場警備駐車場警備 津市津市

［時間］8：30～17：00・8：30～21：00 ［休日］ローテーション制
◎休憩（基本）2時間～4時間あり（60分～90分毎に30分間）

日給

日
給

日給

5,400円～8,300円
●来客者のカウント警備
●自転車の台数カウント警備
●駐車場空きチェック警備 ●満車案内警備

カンタンな
お仕事です

経験のない方でも親切・丁寧に教育からスタートします

1年間通して
仕事あります!!

内 容 勤務地 松阪営業職［正社員］

10万円入社祝金（会社規定有）10万円

（2）スケートボード指導員

（1）受付業務

時給

内容

内容

［時間］19：00～22：30 ［休日］月曜（ローテーション制）

［時間］16：45～22：30
［休日］月曜（ローテーション制）

1,200円（経験者）

時給900円 土・日・祝
だけでも
OK!

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



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）

■ホテル

急月下記参照 時 900円～
アパ松阪市久米町／フロントスタッフ・清掃

☎0598-56-2532松阪市久米町1123-1
（松ヶ崎駅より徒歩5分）

ホテルアルベルティーナ

［応募］詳細は面談にて。お気軽にご応募ください。

［待遇］交通費規定内支給、各種手当、食事補助、プチ賞与あり
　　　車・バイク通勤OK（駐車場あり）、研修期間あり

スタッフ募集

客室清掃スタッフ職種 時給
［時間］9：00～25：00の間で応相談
◎週2・3日や土日だけでもOK!

900円～22時以降1,125円～

フロントスタッフ（3日に1回の勤務）職種

月 収

200,000円～
［時間］24時間のシフト制

1

月 収

102,500円～
［時間］12時間のシフト制

2

社員への登用制度
もあります

未経験の方も丁寧に指導いたします

■人材派遣業 派24-040002

月

派松阪市・亀山市／配送ドライバー
25万円～

［資格］普通免許・中型免許 ［時間］3：00～13：00
［休日］シフト制（派遣先カレンダーによる）

丸久産業株式会社
松阪市大口町346番地 ［応募］まずはお気軽にお電話ください。

出張面接いたします0120-32-0883

日払い制度あり・各種保険あり

松阪市・亀山市
月  給

25万円～

配送ドライバー（3t）募集

男女活躍中

職　種

勤務地

配送ドライバー
（3t車）

普通免許・
中型免許で可!

急時 1,100円～910円
パ松阪市久保町／調理員

■介護老人保健施設 aikeikai.or.jp/elderly/servise/ryokuhuen

☎0598-29-6775（担当／福森）松阪市久保町
1927-6
［応募］まずはお気軽にお電話ください。詳細ご説明いたします

［時給］　　　　　　 1,100円
　　　（その他時間帯）910円
［時間］9：00～17：00 他、早出・遅出
［待遇］交通費規定支給（車通勤可）、制服貸与

パート募集 職 種

経験・資格不問
6時～8時・17時～20時（ ）

調理員

■介護保険サービス事業・ビルメンテナンス等

時 900円
パ松阪市内・近辺／清掃

経

公共施設の定期清掃
（松阪市内・近辺）

パートさん募集

☎0598-26-3169（担当/中西）
三重中高年雇用福祉事業団

［応募］まずはお気軽にお電話ください。
松阪市大黒田町高見742 夢虹房内（花岡神社様横）面接地

［時間］8：00～16：00程度☆週4日程度
［待遇］通勤費規定支給、有休、雇用・労災保険有

内容

時給 900円

経験者歓迎 定年退職者も可

要 普通自動車免許

■デイサービス

急時当社規定により決定＋処遇改善手当有
パ松阪市下村町／介護職員

☎0598-67-0457（担当／中井）

松阪市下村町1965-26
（ワークセンター松阪近く）

［応募］まずは
お電話ください

［職種］デイサービス介護職員
［時間］8：30～16：30の間
［休日］日曜定休（他、シフトによる）
［待遇］各種保険、交通費規定支給 等

未経験でもしっかり
サポートします

職場見学OKです!
お気軽にお問い合わせください

急募!!

当社規定により決定＋処遇改善手当有時給

1日10名までの
デイサービスです

■警備業

月 230,000円～240,000円
正津市内／本部スタッフ

経 急

株式会社 伊勢湾ガード
津市上弁財町13-1 (採用担当）☎059-225-1341

施設
警備員
募集【正社員】
未経験者
歓迎

［時間］8：45～17：00
　　　（本部勤務時）
［休日］原則 隔週土・日・祝休日
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。
　　　（詳細は面接時に説明します。）

230,000円
（研修終了後240,000円）

施設内での
警備員業務、
警備員の
勤務調整・警備事務

職 

種

月 

給

■コニックスグループビル総合管理

時 900円～
パ松阪市内／清掃スタッフ
急

詳細は面談時ご説明いたします
☎059-351-8027
本社／〒510-0822  四日市市芝田1-2-13
三重コニックス株式会社

受付／平日
9：00～17：00（ ）

［資格］要普通自動車免許 ［時給］900円～
［時間］（1）　8：00～12：00 
　　　（2）13：00～17：00
　　　（3）　8：00～17：00（週2日～応相談） 
［休日］企業カレンダーによる  ［待遇］交通費規定支給

［時給］900円～  ［時間］9：00～18：00

（1）松阪市立野町
清掃作業

清掃スタッフ募集

※（1）（2）の
ローテーション）

パート

勤務地

職　種

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

女性
スタッフ
活躍中!

女性
スタッフ
活躍中!

（2）松阪市高町
清掃作業

勤務地

職　種
週2～3日
でOK
週2～3日
でOK

給（1）1コマ900円（2）1コマ1,500円～1,900円
ア契松阪市嬉野中川新町／学習塾講師

■個別指導の学習塾
開明

株式会社エイコス 〒514-0042 三重県津市新町1丁目12番17号

［資格］短大卒・四大卒または同等の学力をお持ちの方  
［時間］（1）16：00～22：00[通 常] 
　　　（2）10：00～22：00[夏期講習]
［休日］日曜日（GW・夏季・年末年始は約1週間の休みあり）

中川駅前校
（松阪市嬉野中川新町1-61）

指導
学年に
応じて
異なる（ ）

勤務地

給 

与2

1小学生指導1コマ50分 900円
中・高校生
指導
1コマ80分

1,500円
～1,900円

コマ給

コマ給

交通費支給（当社規定） 長期で働いて頂ける方大歓迎!

☎059-225-8000（受付／総務課 9：00～17：00 月～土）

駐車場有
車通勤可

講師の経験がなくても大丈夫。
研修制度があるので未経験の方もOK
☆勤務スタートは応相談☆

［応募］詳細は面談にて。まずはお気軽にお電話ください。

※日数、時間帯は応相談

元教師の方、社会人、
主婦の方大歓迎、
もちろん学生さんもOK

■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♪

■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（ ）

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

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

経

正パ松阪市内／障がい者の日常生活をサポート

■障害福祉サービス https://lifecarejapan.com/index.html

時パ 880円～ 月正 18万円～

障がい者の日常生活をサポートするお仕事ですスタッフ募集！

株式会社ライフケア・ジャパン
松阪市久保町1846-160

☎0598-31-3414
［応募］採用担当までお気軽にお電話ください。詳細は面談にて

職場の
事前見学
OK!

［休日］シフト制（応相談）
［待遇］交通費規定支給、資格手当、社会保険完備、
　　　車通勤可、資格取得支援制度有、試用期間有

時
間

勤
務
地

880円～
※昇給あり

（A）生活介護事業所ほっとランド（松阪市久保町）
（B）グループホームほっと家（ハウス）PLUS（松阪市射和町）
（C）グループホームほっと家（ハウス）
　　（松阪市久保町・駅部田町・垣鼻町）

内容

資格・経験・年齢不問!週1日～でもOK!
その他時間帯もご相談ください

◎ブランクあっても大丈夫♪
◎研修も充実！ ◎未経験者大歓迎！
◎勤務開始日相談OK♪
◎離職率10%未満の働きやすい職場です!

◎ブランクあっても大丈夫♪
◎研修も充実！ ◎未経験者大歓迎！
◎勤務開始日相談OK♪
◎離職率10%未満の働きやすい職場です!

正社員同時募集! ［月給］18万円～

時　給
（A）8：30～17：15
（B）（C）16：00～21：00（短時間）
　　　　21：00～翌9：00（夜勤帯）
　　　　16：00～翌9：00（実働8h）
　　　　※夜勤手当有

共
通

処遇改善手当
別途支給

時 1,300円～1,600円
パ松阪市内／バスの運転手

■貸切バス、ハイヤー、ジャンボタクシーの運行、自家用自動車管理業務の請負など

☎059-252-8887株式会社キタモリ津営業所

事業拡大につき 増員募集

三重県津市稲葉町425番地1

［応募］まずはお気軽にお電話ください。（採用担当）

［資格］大型一種免許 ★大型二種免許有れば優遇
　　　※その他詳細は面談にて
［時間］（1）6：00～9：00 （2）14：30～17：00
［勤務］週2日～応相談

スクールバス運転手（パート）

1,300円～1,600円
時  給

★シニアドライバーも大歓迎♪年金受給者の方もお気軽にご相談下さい。
松阪市久保町を中心に
松阪市、飯高町、大台町等を送迎するコースです。松阪市内

職　種

勤務地

急時（1）920円 （2）960円
契パ松阪市朝日町／院内清掃・廃棄物回収業務

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

勤務地 済生会松阪総合病院
（松阪市朝日町1区15番地6）

職種 病院内の日常清掃作業
★女性スタッフ活躍中
★土日祝日勤務出来る方、大歓迎
［時間］8：30～16：00

★男女スタッフ活躍中
   （6時間の勤務も可：時給930円）
［時間］6：00～9：00または10：00

（1）

（2）

病院内のお仕事で
す。

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

［時給］（1）920円 （2）960円
［休日］（1）シフト制（土日祝勤務出来る方大歓迎）
　　　（2）日曜日休み
［勤務］週4日から応相談
［待遇］制服貸与、有給休暇有、車通勤可（駐車場無料）

☎059-226-4149（採用担当） 
［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。 （受付）4/12（月）9：00～

共
通
項
目

月 18万円～27万円程度
松阪市／2t・4tドライバー

■一般貨物自動車運送事業

経

正

松阪市桜町8-10

株式会社 松田商事 090-5871-5678（担当／松田）
［応募］まずはお気軽にお電話ください。詳細は面談時にお話し致します。

MATSUSHO L INE EXPRESS

ヒロ☆グループ

直通

［月収］（2t）18～25万円程度 ★リフト免許所持者歓迎 （4t）20～27万円程度 ★リフト免許所持者
［時間］指定時間に到着できればOK! ［待遇］交通費規定支給、各種保険完備、制服貸与、車通勤可

2t・4tドライバー随時募集 30代・40代・50代活躍中!
日曜・祝日お休み!お盆・年末年始（正月含む）GW休暇もあります4t新規配送スタートの為、増員します！

◎荷物は一般貨物（パレット積み・手積みもあり）です
［休日］土・日・祝 土曜は出勤の場合もあり

◎荷物は断熱材です（1個16kgを20本程度）
［休日］日・祝 土曜は荷おろしのみ、休みの場合もあり

職種 4tウイング車ドライバー
愛知・大阪方面への配送です

静岡からの帰りは

 高速使用OK！
職種 2tドライバー

東海3県・静岡への配送です

数名 数名

時［平日］900円～ ［土日祝］1,000円～
アパ津市白山町／レストランホール

■ゴルフ場

☎059-264-0050
［応募］まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

津市白山町三ヶ野1335番地 （担当／野田）

［時間］8：00～16：00の間で4時間程度 ※フルタイム希望者も応相談
［休日］シフト制（応相談）　［待遇］交通費規定支給、有給休暇、車通勤可

勤務日数や曜日はご相談の上決定していきます。

ゴルフ場レストラン
ホールスタッフ募集♪

未経験
OK  

職場見学
大歓迎♪

レストランホール〈パート・アルバイト〉

時給

職種

［平日］900円～ ［土日祝］1,000円～


