
D★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）

☎059-381-0081
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■業務請負業

時1,150円～1,250円以上可
派請正鈴鹿市国府町／職種下記参照
急

津市安濃町田端上野874-96 ［応募］お気軽にお問い合わせ下さい。
株式会社 光栄 ☎059-268-5572（採用係）

勤務地

職　種

［時間］（A）8：00～17：00 （B）5：30～14：30 （C）14：30～23：30
［休日］土日　［待遇］各種保険完備

☆40代～60歳位迄の方活躍中
鈴鹿市国府町
（1）中型・大型ドライバー（近距離）
（2）構内作業及びリフト作業（入社後リフト免許取得可）

男女活躍中!

月 19万円～＋奨励金（研修中17.4万円）
正鈴鹿市阿古曽町／宅配&PR活動スタッフ

■宅配業務 http://yoshikei-dvlp.co.jp

正［資格］要普免 ［休日］土・日、GW、夏季、冬季
［時間］9：00～18：00（※17：00退社可）
［待遇］昇給年1、賞与年2、手当、社保、
　　　退職金、交通費（高速使用可）、有休 等

宅配&
PR活動スタッフ

19万円～＋奨励金（研修中17.4万円）

ヨシケイ三重 ☎059-334-7001（三井）
【本社】四日市市高浜新町1番地19号
応募

鈴鹿営業所
（鈴鹿市阿古曽町）

勤
務
地

要
普免

月給

■外科・内科・胃腸科

時 1,500円～
パ鈴鹿市岸岡町／正・准看護師（パート）

［資格］正又は准看護師
［休日］日曜・祝日・木曜・土曜午後
［時間］（1）8：30～12：30 （2）15：30～19：00
　　　※（1）（2）のいずれかのみでも可

☎059-388-1682（採用担当）
服部医院

看護師さ
ん募集！

パート

仕事内容

時　給

外来診療業務

〒510-0226
 三重県鈴鹿市岸岡町3385-1
（R23号マクドナルド東へすぐ）

［応募］まずは、お気軽にお電話ください。

1,500円～

◎在職中の方は勤務スタート
　ご相談に応じます

■惣菜の調理・販売

急時 900円～＋交通費規定支給
パ鈴鹿市算所／惣菜の陳列・調理など

土日
手当有

土日どち
らか

出勤出来
る方

ひよっこ鈴鹿ハンター店

午前中のみのお仕事です♪

900円～

☎059-364-7428「セントラルミート・パック」につながります。（ ）
※月～金10：00～15：00にご連絡ください。
鈴鹿市算所2-5-1（サンシ鈴鹿ハンター店内）

［時間］8：00～12：00   ［休日］週休2日（応相談）
［待遇］昇給有、制服貸与、交通費規定支給、社会保険完備、有給休暇、車通勤OK
［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でお越し下さい。
　　　面接はサンシ鈴鹿ハンター店にて行ないます。

惣菜のカンタンな
陳列・調理など

スーパーサンシ
鈴鹿ハンター店内
（鈴鹿市算所2-5-1）

職
種

時
給 ＋

交通費
　規定支給

勤務地

■美容室

月 250,000円以上
正鈴鹿市内／美容師

勤務地（1）Fマート店 （2）白子店
［年齢］不問　［時間］9：00～19：00
［休日］週休制＋1日、有給休暇有
［待遇］社会保険、昇給、慰安旅行有、車通勤可、その他
［応募］ご希望の店舗の採用担当までお電話下さい。

〈スタイリスト〉

月給250,000円以上

美容師さん大募集

（1）Fマート店 三重県鈴鹿市稲生4-1-1 ☎059-387-7557（カノウまで）

（2）白子店 三重県鈴鹿市白子駅前15-12 ☎059-388-3335（サワヤマまで）
※Fマート店は月曜休み

月 18万円～25万円時 900円～
パア鈴鹿市北玉垣町／資源ゴミ回収車助手等

［職種］資源ゴミ回収車ドライバー等
［月給］18万円～25万円
［時間］8：00～17：00
［待遇］制服貸与、社会保険有

［時給］900円～ ［待遇］制服貸与
［時間］（1）8：00～12：00
　　　（2）8：00～17：00（午後からはその他作業）

職種 資源ゴミ回収車 助手及びその他作業
☆アルバイト募集☆

正社員同時募集正社員同時募集

〈正・ア共通〉
［休日］土・日

［応募］まずはお気軽にお電話にてお問い合わせ下さい。
★その他詳細は面談時にご説明いたします。

☎059-382-1265

〒513-0085 
三重県鈴鹿市
北玉垣町58-1
（採用担当迄）

2人1組で行動なので安心!!
男女活躍中!!

■一般廃棄物収集運搬・浄化槽清掃 ■労働者派遣事業（派）24-300417・有料職業紹介事業・業務請負業 〔URL〕http://www.eiwa-w.com

給（1）出来高制 時（2）1,100円～1,200円
他派鈴鹿市／職種下記参照

鈴鹿市三日市町・津市安濃町にもお仕事あります！

［応募］採用担当迄お気軽にお電話下さい。 ［受付］8：00～19：00

〒510-0231 
三重県鈴鹿市江島台
2丁目2番11号

☎059-387-7357
エ イ ワ へ イ コ ー ヨ

0120-810-154

今週のオススメお仕事情報!

職　種
時
給

勤務地 鈴鹿市国府町 
自動車部品の入出庫作業

職　種 プラスチック製品のバリ取り（内職）
給　与 出来高制

内職さん募集! ◎集配エリアはご相談に応じます

［時間］8：00～17：00 ［休日］土・日・大型連休
［待遇］各種保険、有給休暇、通勤手当（社内規定）あり

1,100円
～1,200円2

1

◎男女活躍中！

■鈴鹿国府専売所

月 7万円以上
パ鈴鹿市国府町／朝刊配達

［応募］まずはお気軽にお電話下さい!!〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町3277
☎059-378-7241（担当／打田）FAX059-370-7222

［運営会社］
株式会社 UCHIDA打田新聞店

経験 年齢性別 不問！！
定年後の方も活躍できます!

月収 70,000円以上

朝刊配達
（要原付免許）

職種

［時間］3：00～1.5時間程度
［休日］週1日+休刊日

■介護事業

給下記参照
パ正鈴鹿市西条／（1）機能訓練指導員 （2）送迎

職種

〒513-0809 三重県鈴鹿市西条3丁目3-13

［資格］理学療法士又は作業療法士、普通自動車免許
［給与］（正）月給21万円～ （パ）時給1,400円～
［時間］8：00～17：00 ［休日］土曜、日曜
［待遇］社保完備、賞与年2回（正社員のみ）、昇給あり、車通勤可

［資格］普通自動車免許 ［時給］1,000円（交通費なし）
［時間］A.　8：00～　9：00  B.12：00～13：30 
　　　C.16：30～17：30   ※シフト制
［休日］土曜、日曜（週3日～5日の勤務です） ［待遇］車通勤可

リハビリデイサービス「ヘルシーメルシー」

☎059-384-8739
［応募］受付はメディカルステイ「鈴鹿の華」で行います。お気軽にお電話下さい。

［担当］古市
［時間］9：00～18：00

半日型のリハビリデイサービスです
入浴や食事のサービスはありません

（1）機能訓練指導員（正社員・パート）

（2）送迎ドライバー（パート）職種

四日市からも
通えます

月 18万円～40万円※経験・能力による
正津市河芸町／ダクトエンジニア

■トータルプラン・快適環境 https://saki-kuuchou.co.jp

［時間］8：00～17：00※残業平均12時間/月
［休日］日・その他 弊社カレンダーによる
［待遇］各種社保完備、昇給年1回、賞与年3回、
　　　交通費規定支給、車通勤可、
　　　資格取得をバックアップします!!
　　　試用期間3ヶ月あり（※同条件）
［応募］まずはお気軽にお電話下さい

☎059-244-1144（担当／﨑）
〒510-0303 三重県津市河芸町東千里1227-1
有限会社 﨑 空調

そう思われた
未経験の方も大歓迎!

地域密着の当社で新たな
一歩をスタートしませんか。

各種ダクトの制作・施工

月給 180,000円～400,000円
※経験・能力による

職種 ダクトエンジニア
内 容

ダクトって何なんだ!?
給当院規定による

パ正鈴鹿市庄野東／看護師

■内科・循環器内科・消化器内科・小児科

（採用担当まで）☎059-375-2266

〒513-0832
三重県鈴鹿市
庄野東3丁目1-30

正社員

看護師さ
ん募集!!

www.hirai-familyclinic.jp

パート

鈴鹿市庄野東3丁目1-30
［資格］准・正看護師
［給与］当院規定による
［時間］　8：45～12：30
　　　15：15～19：00
　　　（木曜・土曜 8：45～12：30）
［休日］木曜・土曜の午後、日曜日、祝日

※パートさんは勤務時間・日数応相談
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

勤務地

■請負業・労働者派遣事業（派）22-300671

時 1,000円～
派鈴鹿市御薗町／ピッキング

バイク備品の
ピッキング

スタッフ
大募集！

株式会社 三共梱包
080-4068-8024

〒513-0826
三重県鈴鹿市
住吉1-30-15
住吉ビル２F-1

［応募］携帯までご連絡ください（担当/村上）

職　種

鈴鹿市御薗町
（派遣先）

勤務地

［時間］8：10～17：10（希望者は2時間程度の残業も可）
［休日］土曜・日曜、他会社カレンダー（大型連休など）による
［待遇］社会保険完備、交通費規定支給

新規事業！

1,000円～
時給

スタート時期ご相談下さい!
GW明けスタートもOK!

新たな季節とともに
新たなスタートをしてみませんか！

月 230,000円～
正亀山市野村町／一般廃棄物の収集運搬及び仕分け

■事業所ゴミの中間処理場

〒513-0018 三重県鈴鹿市上田町北火之坪192-2

☎059-374-4444（採用担当）

業務拡張につき
正社員募集!

［月給］230,000円～
　　　（試用期間は時給1,000円）
［時間］6：00～15：00
［休日］週休2日（シフト制）
［待遇］社会保険完備、交通費規定支給、
　　　退職金制度、制服貸与
［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）でお越し下さい。

一般廃棄物の
収集運搬
及び仕分け作業（正社員）

1人仕事なので自分のペースで働けます
亀山市野村町勤務地

職
種

月下記参照
正鈴鹿市下箕田町／飼料の製造・包装・検品

■飼料の製造等

リフト免許取得者歓迎!ない方も入社後の取得支援制度があります!

［月給］年齢給及び職能給をベースに算出　
　　　（30才月収例 243,000円 ※年齢給・職能給・職務手当、家族手当）
［時間］6：00～19：00の間で実働8時間　［休日］土、日、祝、お盆、年末年始
［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、退職金制度、制服貸与

☎059-385-5647　〒513-0051 三重県鈴鹿市下箕田町1081-1
清和酵源 株式会社

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）
　　　持参でご来社ください。

飼料の製造・包装・検品・出荷準備など
（流れを一通り学んでいただき、その後メインの職務に配置されます）

地元で正社員!異業種からの転職者や未経験者も活躍中!

職
種

（採用担当 川瀨まで）

これからを
担う若い世代の
みなさんへ

給下記参照
パ正鈴鹿市南玉垣町／（1）通所介護職員〈正〉 （2）通所看護職員〈パ〉 （3）訪問登録ヘルパー〈パ〉

■通所介護事業所・居宅介護支援事業所・訪問介護事業所　富士ライフケアネット株式会社

（3）訪問登録ヘルパー〈パート〉
〈有給休暇付与〉

1,460円～184,000円～

〒513-0816 三重県鈴鹿市南玉垣町5520
玉垣あんしん館

☎059-384-8805（担当／鈴木・寺前）

［応募］まずは採用担当者までお電話下さい。
　　　※詳細のお問い合わせも大歓迎♪
　　　　事前の職場見学も大歓迎。お気軽にお電話下さい。

◎富士電機GRの会社で安心!
　有給休暇取得率100%

日・祭日は時給アップ
（処遇改善手当含）＋交通費（1回/150円）

［資格］初任者研修以上 ［時間］8：30～17：30
［休日］日曜 その他 週休2日制
［待遇］昇給あり、賞与年2回、社会保険完備、交通費規定支給

［資格］准・正看護師
［時間］8：00～17：30
［休日］日曜 ［勤務］週3日程度

（1）通所介護職員〈正社員〉
1,330円～1,829円

時
給

生
活

1,630円～2,242円身
体

時
給

月
給

（2）通所看護職員〈パート〉

心のこもった寄り添うサービス
を提案します!

処遇改善
手当含む（ ）

※資格・経験・能力により考慮します

新しい仲間を大募集!

給下記参照
他パ正勤務地複数／介護職員・介護支援専門員

■社会福祉事業

経

シルバーケア豊壽園ふくしのオシゴト相談会　  開催採用面接
同　　時

まずはお気軽にお電話ください

☎059-222-7700
法人本部 人事課（担当／山口・杉本）

［応募先］〒514-0831 津市本町26番13号

人の役に立ちたいという方、福祉の仕事は初めてという方、ブランクのある方など興味がある方はぜひご参加ください

※新型コロナウイルス感染防止のための対策を実施して行います。
※時間・日程が合わない場合、改めてご連絡させていただきますので、まずはお気軽にお電話ください。

採用エントリー制を導入しています。採用エントリーにご自身のキャリアをご登録いただくことで、
その後、当方が求人募集をする場合、その都度個別にオファーさせていただきます。

日程 令和3年4月11日（日）10：00～16：00 会場 亀山市文化会館（亀山市東御幸町63番地）

・飛び込み参加OK ・履歴書不要 ・服装自由 ・お子様連れOK ・随時個別対応

パート

介護職員

介護支援専門員

［日給］（資格有）　9,060円 　  （資格無）　8,500円
［夜勤］（資格有）24,040円/回 （資格無）23,120円/回
（夜勤できる方歓迎） 別途（特定）処遇改善加算9,000円/月有

［日給］9,400円　［時間］8：30～17：30

［時給］1,000円～1,250円 ［時間］週3日以上から 時間は応相談

［待遇］【共通】交通費別途支給、制服貸与、各種社会保険完備 【準職員】勤勉手当あり（満額150,000円/年）

正規介護職員・介護支援専門員・看護師・保育士・ケアドライバーなども同時募集 ※詳しくは説明会にてお話しします。
◎新卒の方も大歓迎

準職員

準職員

時 950円～ 1,188円
紹鈴鹿市・四日市市／ガソリンスタンドでの監視業務

■職業紹介事業許可番号 13-ユ-300060 詳しいお仕事の内容はコチラ

60歳以上の方積極採用中!

[資格]危険物乙種第4類の資格が必要です※70歳迄（定年制）
[待遇]交通費規定支給、雇用保険加入、制服貸与、有給休暇、車通勤可、カード獲得報奨金有

時給1,188円
時給950円 ①コスモ石油 セルフ鈴鹿インター　

　(鈴鹿市伊船町字西堺塚1916)
②コスモ石油 セルフピュアフレスポ鈴鹿
　(鈴鹿市道伯町2554)

※全シフト休憩有　※3交替ローテーション制（全てのシフトできる方）

時間／Ａ.6：30～15：30  Ｂ.14：00～23：30  Ｃ.22：30～翌8：00

110,200円
（月13日勤務の場合）

①②
月収例

勤
務
地

125,200円
（月15日勤務の場合）

③
月収例

★7名募集
6月上旬

新規オープン予定
みんな一緒のスタート！

室内（冷暖房完備）から
モニターでの監視業務がメインです

22:00～翌5:00

③コスモ石油 四日市上海老
　(四日市市上海老町字東大沢648-178)
時間／Ａ.7：00～16：00 Ｂ.14：30～0：00
      Ｃ.23：00～翌8：00

力仕事や
給油業務なし！

勤
務
地

[応募]まずはお気軽にお電話下さい。☆面接は現地で行います☆

トコスエンタプライズ株式会社
(受付：月～金（祝日除く）9時～17時)愛知県弥富市鯏浦町西前新田35
0120-128-400

■三重交通グループ

日 5,600円～
鈴鹿市安塚町／運転スタッフ 契

運転スタッフ募集 運転経験を

活かしませんか!!

［面接場所］三重会館6階（津市中央1番1号）

ハイエースクラスの運転内　容

日　額

鈴鹿市安塚町勤務地

5,600円～
［資格］普通免許以上
［時間］7：00～9：00、14：00～17：00＊月間15日程度
［休日］日、他シフト制　［待遇］各種社会保険完備

☎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

（諸手当等含む）

■木製部品等の製作

日 8,240円以上
正鈴鹿市御薗町／自動車関連のお仕事

［勤務地］鈴鹿市御薗町 ［日給］8,240円以上
［時 間］（1）6：20～15：05 （2）15：00～23：45 ※交替制
［休 日］土・日、GW、夏期、年末年始（土曜出勤の場合有）
［待 遇］交通費規定支給、社保完、昇給、賞与有、寮完備

四日市市北町8-4有限会社アイコー
0120-567-959

　の方も活躍できる

［応募］お気軽にお問い合わせください。
　　　その他詳細は面談にて（担当／児玉）

（本社）☎059-352-2310

自動車関連のお仕事♪

正仕事
内容

・台車に積まれた部品を指定場所へ配る業務
・部品の荷揃え、仕分け等の出荷業務
・品番・数量のチェック等

中高齢者多数活躍中!!

時（身体）2,000円  （生活）1,300円
パ鈴鹿市三日市／登録ヘルパー

■訪問介護

☎059-381-3070〒513-0807
三重県鈴鹿市三日市
1丁目19-27

訪問介護ステーションらくらく

［応募］まずは気軽にお電話下さい。詳細は面談にて。

◎処遇改善加算手当別途支給

［資格］介護職員初任者研修
　　　（旧ヘルパー2級以上）
［時間］8：00～18：00（応相談）

登録ヘルパーさん

1,300円生
活2,000円身

体

週1日～
OK!

朝の1件
だけでもOK!

入社時期
応相談!

時
給

■ポリウレタンの成形・加工

月 18万円～23万円（資格・能力による）
他四日市市南小松町／出荷・梱包作業

☎059-323-1231（担当／大橋）
〒510-0971 三重県四日市市南小松町2572-7
東名化成株式会社 三重工場

［時間］8：15～17：30（8時間勤務）
［休日］土曜・日曜（会社カレンダー）、GW、夏期、年末年始、年間109日
［待遇］車通勤可、制服貸与、交通費規定支給

製造の機械から出た
製品の出荷・梱包出荷・梱包作業

社 員 募 集

（資格・能力による） ※正社員登用制度あり
180,000円～230,000円月給

職種

［応募］電話連絡の上、履歴書持参でご来社ください。

内容

直接雇用と正社員登用有で
安心して働けます!

■請負業務・飲食業

給日給月給183,600円～
正四日市市大治田／ゴム製品の製造と管理作業

〒510-0218 三重県鈴鹿市野町西3丁目2番3号 ［応募］まずはお気軽にお電話下さい。 
HIRO株式会社

090-8672-9725（担当/いとう）

☆土・日曜休み!
☆残業なしのお仕事です!

ゴム製品の製造と管理作業
◎クリーンルーム内の作業です！

職　種

勤務地 四日市市大治田の工場
［資格］18歳以上（深夜勤務の為）
［時間］（1）　6：45～15：00 
　　　（2）14：45～23：00
　　　（3）22：45～翌7：00
［休日］土、日曜（会社カレンダーによる）
［待遇］各種社会保険完備、交通費規定支給

三交替） 日給月給

183,600円～
（日給9,000円～）

18歳～50歳位迄の男性活躍中!

急時 1,000円＋交通費規定支給
派鈴鹿市内／一般事務（電話応対、入力業務）

■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）

鈴鹿市南西部勤務地

職　種 時給

［時間］9：00～14：00（実働4h）［休日］土・日・大型連休
［待遇］制服貸与、無料駐車場あり

☆未経験OK♪
☆20～40代の女性スタッフ活躍中♪

扶養内で働けます!!

1,000円
＋交通費規定支給

一般事務
（電話応対、入力業務）

■三重交通グループ 

時 880円～920円
パ四日市市安島／ホテル客室整備・清掃
急

”近鉄四日市駅すぐ！”
新規メイドさ

ん大募集！
”近鉄四日市駅すぐ！”
新規メイドさ

ん大募集！

［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）

職場見学OK キレイホテル

三交イン四日市駅前
（四日市市安島町1-1-20）

勤務地

［時間］9：30～14：30（実働4.5h程度）
［勤務］週4日程度 ※シフト制につき土日祝勤務あり
［時給］880円～920円
［待遇］制服貸与、年次有給休暇法定通り付与、交通費規程内支給

急募

■運送業

時 950円
鈴鹿市内／配送及び構内作業スタッフ

急

アパ

鈴鹿市須賀
1丁目21-27☎059-369-0782

有限
会社トップファイター

配送及び構内作業スタッフ募集

［時間］9：00～18：00（1時間休憩） 
［休日］月・火  ※詳細は面談時に御説明します。
［応募］電話連絡の上、履歴書ご持参下さい!
　　　★他にもお仕事あります

950円

大手ホームセンターでの
配送及び構内作業

勤務地

時　給

鈴鹿市内

仕事内容

★60歳位までの男性活躍中

同時募集 ［職種］配達員 ★詳細は面談にて。

研修
期間あり

時 1,000円～※別途食事手当あり
アパ鈴鹿市内／介護（見守り等）

■介護業、福祉用品の販売・レンタル業

経

Wワーク
OK!

週1回からの勤務でOK!!
難しい業務はありません♪

☎059-387-9951鈴鹿市東旭ヶ丘4丁目5-3

有限会社メイショウ
［応募］お気軽に電話にてお問い合わせ下さい。（採用担当）

介護（見守り等）
重度の障がいをお持ちの方の
お宅へ訪問し生活の手助けや
見守り等を行います。

夜間
見守り

時
給

鈴鹿市内※車通勤可 勤務地

職　種

1,000円～※別途食事手当あり
［資格］介護職員初任者研修又は重度訪問介護
［時間］17：00～翌9：00（応相談） ☆仮眠もできます!
※その他詳細は電話又は面談時にご説明いたします。

1人で1人を見るので
ゆったり働けます

体力に自信のある方
歓迎です！

時

派亀山市関町／パック詰め包装作業
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

働き方選べます！！
カンタン作業なので
未経験の方も安心です！

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.］
332104028

1,050円
大手スーパーに
並ぶ商品の
パック詰め包装作業

短時間…（扶養内OK）
9：00～13：00・13：00～17：00

［休日］シフト制（土日休みも応相談）
［待遇］交通費規定支給、労災保険・雇用保険、
　　　作業服貸与、食堂利用可、有給休暇
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

フルタイム…9：00～18：00

勤務地

時　給
仕事
内容

【短時間】1日4時間★働きやすい時間帯ですよ!!
時間
どちらか
専属

ミドル世代の
女性活躍中!!

短時間でもフルタイムでもOK♪

亀山市関町 JR関駅より車で5分

（ ）

経 急給下記参照
正ア勤務地複数／交通誘導警備

■交通警備業 三重県公安委員会認定 第55000165号

週払い
応相談
（規定有

）

皆勤手当
月1万円

（17日以上
勤務）

［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。

［日勤］　8：00～17：00
［夜勤］19：00～翌4：00
※現場により多少変動の場合あり

［日勤］10,000円～
［夜勤］13,500円～

［正社員］月給245,000円～

［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

集中工事の為、大募集!!
週1日～OK!!

日給

勤務
時間例

同時募集

日勤のみやＷワークも大歓迎♪
四日市インター、四日市東インター、鈴鹿インター周辺

交通誘導警備

《勤務エリア》

《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 ◎直行直帰もOK
18歳以上
（警備業法による） 資格

※夜勤8時間以上勤務で15,000円

お仕事内容はこちら↓

三重トラフィックガード有限
会社

鈴鹿方面

☎0595-98-4412（担当/伊藤）
鈴鹿市道伯5丁目2-38

〈本社〉亀山市南崎町741-3 山川ビル2C

090-3304-8889（担当/板倉）

亀山方面

時 1,350円～
派津市あのつ台／自動車部品製造

■請負業、派遣業（派）24-300345

株式
会社BCスタッフ

〒514-0315 三重県津市香良洲町1760番地

（採用担当）☎059-273-6360

自動車部品製造ボタンを
押すだけです。

津市あのつ台（サイエンスシティ内）

［休日］土曜、日曜、大型連休 ◎平日のみのお仕事
［待遇］社会保険完備、皆勤手当（月5,000円）、
　　　交通費規定内支給、マイカー通勤OK
［応募］お気軽にお電話下さい。現地面接いたします。

勤務地

職　種

環境バツグン!!
しっかり稼げる
お仕事です!!

未経験大歓迎!!男性活躍中!冷暖房完備

1,350円～＋各種手当
　7：00～16：00
15：50～翌0：40

時給

時間 （休憩60分）

時（パート）950円～1,100円+通勤手当 （フルタイム）1,000円～1,350円+通勤手当
派鈴鹿市・亀山市、他／保育士

■労働者派遣事業（派24-300502）・有料職業紹介事業（24-ユ-300241）

☎059-389-7381
［応募］採用担当までお電話を！履歴書郵送もOK！

〒510-0201 三重県鈴鹿市稲生町8830-32

［時間］9：00～15：00、9：00～13：00、14：00～18：00 等
　　　7：00～20：00の間で1日3時間～応相談
［休日］土日祝、GW、お盆休み、年末年始など他希望日
［待遇］通勤手当、雇用、労災、社保（フル）、有給休暇 等

私立保育園・認定こども園
保育士職 種

時 給

勤務地

◉小さなお子様がいても安心して働けます♪

要資格

（パ ー ト） 950円～1,100円950円～1,100円
1,000円～1,350円1,000円～1,350円（フルタイム）

《残業はありません》

通勤
手当＋
通勤
手当＋

経験
能力
による（ ）週2～3日の勤務も可

未経験者OK 扶養範囲内OK

午前のみ・午後のみでも可

ブランクのある方も可

入社時期相談に応じます
（GW明けスタートもOK!!）

給下記参照
鈴鹿市・亀山市／介護・看護

■まごころ介護

パ正

経

☎0595-84-3111〒519-0104 三重県亀山市椿世町201-1
優の里デイサービスセンター 亀山

［応募］まずはお気軽にお問い合わせ下さい。（担当者／［ロイヤル］森 ［亀山］松村・野原） ※受付は、月曜～金曜の9：00～18：00迄となります。

☎059-380-4570問
合
せ
先

〒510-0257 三重県鈴鹿市東磯山2丁目9-1
有限会社 優

優の里 ロイヤル

優の里 ロイヤル

優の里 亀山

年齢不問
職員募集

［職種］ホームヘルパー（HP2級～介護福祉士資格）
月　収210,000円
賞与毎月　35,000円 
総支給245,000円

［時間］（常勤）9：00～18：00

［職種］夜勤専従（介護福祉士資格）
月　収241,000円
賞与毎月　35,000円 
総支給276,000円

（1）介護の優 ロイヤル訪問 / 亀山訪問 （2）サ高住の夜勤専従

［時間］（パート）
朝毎日7：30～8：00

1回30分1,000円

毎月8日間公休（シフト制） 毎月8日間公休（シフト制）
［時間］（常勤）夜勤入り
16：30～明け9：40

夜勤入りと明けの1夜勤
19,000円

パートHP2級～介護福祉士資格
：仮眠休憩3.5h
夜勤入り16：30～明け9：40

（1）～（4）は
こちらへ

（1）（3）（4）は
こちらへ

［職種］（3）デイ（看護師資格）介護職員
月　収240,000円
賞与毎月　35,000円 
総支給275,000円

［時間］（常勤）
8：30～17：30
※日曜含、毎月8日間
　公休(シフト制)

［職種］（4）デイ（介護福祉士資格）介護職員
月　収210,000円
賞与毎月　30,000円 
総支給240,000円

［時間］（常勤）
8：30～17：30
※日曜含、毎月8日間
　公休(シフト制)

給下記参照
パ他正鈴鹿市高岡町／職種下記参照

■医療法人　社団義人会

ブランクのある方や未経験の方も
安心して働けます。病院スタッフ募集 当院は

79床の療養型
病院です。

［休日］（正・嘱）年間休日112日※シフト制、別途リフレッシュ休暇7日 （パ）週3日勤務～応相談
［待遇］各種社会保険完備（法定通り）、昇給・賞与あり、制服貸与、
　　　交通費規定支給、車通勤可、休日・祭日・準深夜等各種手当あり
　　　（その他福利厚生も充実しています）

［応募］病院見学は随時受付をしております。お気軽にお問合せ下さい。（採用担当：大西・柴田）

☎059-382-1385〒513-0014
三重県鈴鹿市高岡町550高木病院

詳細はHPをご覧ください。
www.takagihp . jp

共
通
項
目

［職種］
薬剤師

［職種］
看護師
准看護師
（経験考慮）

病
棟病

棟

外
来

パート ［月給］2,000円
［時間］8：30～13：00

［月給］239,000円～※諸手当含む
［時間］8：30～16：30

［月給］（介護職員）177,400円
　　　（介護福祉士）191,500円
　　　※諸手当含む ※当直なし
［時間］8：30～16：30

［月給］（看）272,500円～
　　　（准）253,200円～
　　　※諸手当含む ※当直4回込み
［時間］8：30～16：30・16：30～翌8：30（2交代）

［月給］（看）226,500円
　　　（准）207,200円
　　　※諸手当含む ※当直なし
［時間］8：30～16：30

［時給］880円 ［時間］8：30～16：30
※2日で6時間以上/週（応相談）

［月給］（介護職員）194,400円～
　　　（介護福祉士）208,500円～
　　　※諸手当含む ※当直2回込み
［時間］8：30～16：30・16：30～翌8：30（2交代）

［時給］（看）1,300円（准）1,100円
［時間］8：30～13：00

［時給］（看）1,800円（准）1,500円
［時間］16：00～19：00

［時給］（看）1,300円（准）1,100円
［時間］8：30～16：30 ※2日で6時間以上/週（応相談）

正職員

パート

パート

正職員 正職員

嘱　託

パート

嘱　託

［職種］
介護職員
介護福祉士
含む ）（

時 960円～
パ亀山市田村町／検査及び試験補助

■グリースのトップメーカー

［時間］8：30～16：30 ［勤務］月～金（週5日勤務） ［休日］土・日・GW・夏期・年末年始（年間休日124日）
［待遇］賞与年2回、有給休暇、交通費全額支給、退職金制度有、各種保険完備、マイカー通勤可

☎0595-85-2111
（担当／打田）

亀山事業所▶〒519-0213 三重県亀山市田村町1778-31 FAX 0595-85-2129 
〈ホームページもご覧下さい http://www.kyodoyushi.co.jp〉

協同油脂株式会社
［応募方法］まずはお気軽にお電話下さい。

各種保険完備などなど…当社だから得られる安心と待遇!!

亀山市田村町勤務地 時給職種
カンタンな検査業務および
試験の補助業務（品質管理部門） 960円～

パートさ
ん募集! 女性活躍中!!未経験も歓迎!

昇給有! 賞与年2回有! 年間休日124日!
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現
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4月
特集

フ
リ
ペ
・
求
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イ
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月
替
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の
お
仕
事
』を
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し
て
い
ま
す
！
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サ
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w.ad-sanai.co.jp
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＼＼三重のオシゴトなら／／

急給日給月給19万円～25万円
正勤務地複数／清掃

■コニックスグループビル総合管理 www.conyx.co.jp/

各現場をチームで
清掃します

幅広い年齢
の方が

活躍できます
♪

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。
☎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（ ）

清掃
19万円～25万円

★賞与有  ★要普免  ★試用期間あり

仕事内容

日給月給

女性
 活躍中♪

［時間］8：00～16：30（休憩2時間）
［休日］隔週週休2日制 ［待遇］交通費規定支給、社保完

正社員募集！
体力に自信のある方、大歓迎♪

■プラントメンテナンス事業

経給下記参照
正四日市市霞／職種下記参照

正社員募集

☎059-364-8373〒510-0011
四日市市霞
一丁目1番地

東ソー霞エンジ株式会社

［資格］高卒以上、経験者優遇 ［時間］8：20～17：00(休憩60分)
［休日］会社カレンダーによる※年間125日
［待遇］昇給年1回、賞与年2回、社保完備、退職金制度有、
　　　通勤手当規定支給有、有給休暇有、制服貸与

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

給与

年収例  ＊残業・諸手当含む

ご経験、資格を十分考慮させて
いただき、給与額をご相談させていただきます。

・380万円／23歳 月給24万円  ・520万円／40歳 月給33万円

機械・電気・計装・
土建分野の工事管理

職
種

時 1,250円+交通費規定支給
派四日市市水沢町／農作業、工場内梱包作業

■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）

農作業、工場内梱包作業

茶畑で働きませんか？

1,250円+交通費規定支給
［勤務地］四日市市水沢町
［勤　務］週3～6日で応相談　［時間］8：00～17：00
［期　間］即日～10月中旬（期間の相談OK）
［待　遇］無料駐車場、服装自由、休憩室

職 種

時 給

10名以上の
大量募集!20～50代男女活躍中

週3～OK、平日のみOK!

■介護施設

時 930円～
パ亀山市川合町／介護

うさぎ亀山介護施設
デイサービス・グループホーム・有料老人ホーム・居宅介護支援

☎0595-84-0550〒519-0103
三重県亀山市川合町1119-38
［応募］まずお気軽にお電話下さい。（採用担当者迄）

［時間］8：30～17：30（基本）
　　　・その他時間帯もあり ・短時間もOK!
［休日］シフト制（応相談）
［待遇］昇給あり、賞与年2回、社保完備、交通費規定支給

［職種］夜勤専属介護スタッフ（パート）も募集中
［給与］1勤務15,000円～　［待遇］交通費規定支給
［時間］16：00～翌9：00（時間応相談）

介護職員募集！！（パート）

月1回～OK!!

930円～時給 3ヶ月間、
以後昇給あり（ ）

月（1）250,000円～ 時（2）900円
パ正鈴鹿市寺家／ケアマネージャー・介護

■介護

経

（2）デイサービス介護職員
　　（若干名）

〒510-0254  三重県鈴鹿市寺家1丁目11-22

社会福祉法人 優の森 山鹿会
☎059-380-3990（担当／森田）
［応募］お気軽にお問い合わせください。
　　　（月）～（土）の8：00～17：00

メール応募：syahuku-yuu-morita@bird.ocn.ne.jp

明るい笑顔が
あふれる職場です

［勤務地］優の森 デイサービスセンター（下記所在地）
［休　日］（正）日曜定休日含む月9日間公休 （パ）週3日勤務～応相談
［待　遇］各種社会保険完備、交通費規定支給、駐車場あり、他

（1）主任ケアマネージャー
　　（1名）

［月給］250,000円～ ［時間］9：00～18：00正

パ

［時給］900円
［時間］　8：30～17：30・9：00～13：00
　　　13：00～17：00
　　　いずれかお選びください

共通項目

居宅介護支援新規開始

月 190,000円～（試用期間2ヶ月あり）
正鈴鹿市国府町／生産管理（主に事務業務）

■（派）24-300241 24-ユ-300108

〒513-0827 三重県鈴鹿市大池3丁目14番1号

☎059-379-2816（担当／黒田）

［時間］8：30～17：30（1h休憩）　［休日］土、日、他（週休2日制）、GW・夏期・年末年始 ※年間休日118日
［待遇］社会保険完備、昇給、賞与年2回、交通費規定支給、退職金制度あり、
　　　福利厚生制度、リフレッシュ休暇制度、別途手当あり（皆勤手当等）

［応募］まずはお気軽にお電話にてお申し込み下さい。面接時には履歴書（写真付）・職務経歴書をご持参下さい。

鈴鹿市国府町3361-1
生産管理（主に事務業務）［条件］自動車部品製造ラインの生産管理が出来る方

勤務地

職　種

月給 190,000円～（試用期間2ヶ月あり ※同条件） 

生産管理　　 募集!

仕事
内容

・生産計画作成　・お客様との電話応対・在庫管理
・事務管理、データ入力、伝票仕分け※ワード・エクセルの他専用ソフトを使用します
・納品の指示等も行っていただきます ・現場作業応援有り（残業月20h程度）

主に
事務業務（ ）

入社後はしっかりサポートしますご安心して勤務出来ますよ! 今が
チャンス!
積極採用中
です!

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

経

■保育園 https://crossroad2006.co.jp

［時間］月～土 7：00～18：00で 実働8h・シフト制
［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」

〈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 保育士
（正社員）

給　与
［基本給］

（本社）〒451-6040 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）

ECCジュニア教室や音楽・英語リトミックあり

園児・職員にも「やさしく・丁寧」な保育を目指しています!

保育士さん募集保育士さん募集

試用期間有※同条件

200,000円～＋処遇改善手当

kindergarten
・イオンモール四日市北園
・はづ園（四日市市羽津町11番17号）
・あけぼの園（四日市市曙1丁目1番8号）

（B）パート保育士
同時募集中!

　7：00～12：00
　9：00～16：00
13：00～18：00
◎週2回～勤務可能な方時給1,100円 時給1,000円～

「あけぼの園」「イオンモール四日市北園」「はづ園」

（四日市市富州原町221-2）
イオンモール四日市北店赤レンガ棟

時
間

時 880円～ ※昇給あり
アパ津市河芸町／ホール・厨房スタッフ

■うなぎ屋

津市河芸町上野173-1うなふじ支店

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。（受付／9時～19時）
☎059-245-4500（採用担当）（火曜定休）

［職種］ホール・厨房スタッフ
［時給］880円～ ※昇給あり

10：00～14：00（15：00）
17：00～19：00（20：00）時間

※火曜定休 詳細はお電話にて

急募

シフトは
ご相談に
応じます!

扶養内勤務
OKです♪

アルバイト
・パート

時 1コマ900円
他パア津市内／パソコンインストラクター

■パソコン教室 https://wakadeki.spot.jp

急

［資格］ワード・エクセルの基本操作ができる方 
［休日］日曜日、年末年始・GW・夏季・その他勤務地カレンダーによる
［待遇］車通勤可、交通費支給（当社規定）、
　　　研修1ヶ月程度

主婦の方大活躍中です

エイコス株式
会社

〒514-0042 三重県津市新町1丁目12-17
［応募］まずはお気軽にお問合せ下さい。

☎059-225-8000
（受付／総務課）
（受付時間／月～土 9：00～17：00）

午前・午後長時間・短時間
週の日数など変更できます

※面接でスタート時期（4月・5月）の相談できます
※準社員・正社員の登用制度もあります

パート社員
1コマ〈1時間〉

900円
（研修期間880円）

働きながらパソコンスキルが身につき、長く勤めて頂けます！

20～40代の
男女スタッフ活躍中です未経験者OK

津新町校
（津市新町2丁目10-46）

［月～土］
10：00～17：30

久居校
（津市久居射場町1番地ヤマゲンビル2F）

［月～土］
9：20～16：40

パ正鈴鹿市安塚町／（A）給食員　（B）臨床検査技師

■病院

給［正］月（A）165,000円～170,000円 時［パ］（A）920円　（B）1,500円

〒513-8630 三重県鈴鹿市安塚町山之花1275番地53

三重厚生連 鈴鹿中央総合病院 ［応募］まずはお気軽にお電話下さい。
　　　給食員は栄養科／中原迄
　　　検査技師は健診センター／畑中迄

☎059-382-1311（代表番号）

［時給］920円+諸手当

パート

パート

［月給］165,000円～170,000円 賞与・諸手当有
［時間］（1）6：00～14：30 （2）8：30～17：00 （3）10：30～19：00 ※交代制勤務

正社員

職種

［時給］1,500円 ［時間］8：00～16：30 ※時間相談応ず
（B）臨床検査技師 内容 健診業務

あなたの「経験」を活かしませんか!
［待遇］交通費規定支給、制服貸与、有給休暇（法定付与）、
　　　各種社会保険完備、定期健康診断、車通勤可

共通 

職種（A）給食員 内容 調理補助・盛り付け・食器洗浄・給食業務全般
◎女性活躍中!　［休日］週休2日制（指定日） 

（1）　6：00～14：30 （2）　7：00～12：30
（3）13：30～17：00 （4）10：30～19：00
※時間相談応ず

﹇
時
間
﹈

時 874円
パ四日市市鹿間町／お中元ギフトのセット組み

■一般労働者派遣事業 派24-300260

急

三重センコーロジ株式会社
［応募］まずは上記までお気軽にお問い合わせ下さい。面談日を決めて職場にもご案内いたします。

5月6日（木）～7月初旬まで
★勤務開始日・期間などご相談下さい。

男性も活躍できる
お仕事あります!

［時給］874円　［時間］9：00～15：00
［勤務］週3日～5日程度（応相談）
★土・日・祝はお休みです。

四日市市鹿間町字古屋敷715
センコー㈱第2PDセンター

お中元ギフトのセット組み

勤務地

期間

職種

空調完備・広い休憩所あり
キレイな職場ですよ～♪

［鈴鹿営業所］〒513-0802 鈴鹿市飯野寺家町字筋違303☎059-369-0064（担当／坂東）

短期パート
さ
ん

20名大募集

夏休みまでの
短期間お仕事しませんか
☆子育て世代の女性が活躍している職場です!☆
☆一週間ごとに『お休みしたい日』伺います!☆

☆お友達同士でのご応募大歓迎!!☆

★初めての方もご安心下さい★

■送迎バス運行請負

時中型免許以上900円～
アパ四日市市采女町／送迎ドライバー

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

時
給

☎059-348-0066 繋がらない場合はコチラ（南自動車学校）

☎059-348-3373

［資格］中型免許以上
［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）

定年
された方
大活躍中

〔中型免許以上〕

900円～※研修期間有

W月8万円位～10万円位
パ津市内／牛乳配達

■大内山牛乳の配送・配達

大内山牛乳有限会社 タ  ニ
津市安濃町
曽根236-4☎059-268-5020
［応募］電話連絡の上、履歴書持参でご来社下さい。※詳細面談 ※長く勤められる方

60歳
前後の方
歓迎!

9：00～17：00
（日曜休み）

牛乳の家庭への配達

8万円位～10万円位

午前2時～午前7時の間で
3.0時間～4時間位、
深夜手当・交通費支給

月収

社用車使用

日曜休み［配達日］週6日 ※週3日も有
■幼児給食

時 900円
パ津市大谷町／園児の給食調理業務全般

株式会社三重栄養調理研究社 幼児給食部門
〒514-0007 三重県津市大谷町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）
内
容

時
給

☆勤務開始日もお気軽にご相談下さい☆

900円

週3日
～

OKで
す

幼稚園での給食作りのお仕事です♪
土日祝はお休み

時

パ鈴鹿市神戸／清掃

■コニックスグループビル総合管理 www.conyx.co.jp/

900円～

パートさん募集!!
勤務地

経験は問いません!丁寧に指導します!

［職種］施設内清掃 ［時給］900円～
［時間］8：00～14：00（実働4.5H） ［休日］日曜、その他
［待遇］交通費規定支給、制服貸与

介護老人保健施設ひまわり
（鈴鹿市神戸）

他にも勤務地がありますのでお気軽にお問合せ下さい。

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。（採用担当）
☎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（ ）

勤務日数
応相談

パ鈴鹿市桜島町／（1）朝刊配達 （2）集金

■新聞販売店

月（1）5万円～10万円 給（2）出来高制250円/件

〈決まった地域ダケ！〉
1日の配達は80～100軒

〒513-0817
三重県鈴鹿市桜島町5-16-11

［応募］TEL後、履歴書（写貼）持参下さい。

担当の決まった地域のお宅やお店に
新聞を届けたり、集金するだけ!

［職種］（2）集金スタッフ

YC鈴鹿南部
☎059-399-7030（担当／酒井）

［給与］出来高制250円/件
毎月25日～翌月5日程（実4h×10日程）
★空き時間の活用にピッタリ◎

［職種］（1）朝刊配達スタッフ
［月給］5万円～10万円
　　　★部数によって加算手当有!
［待遇］バイク貸与
［時間］1：30～5：30内で1日2h程度の短時間

車通勤
OK★土地勘が無くても一度覚えるだけでOK

［資格］要原付免許 ★学歴・経験・性別不問
［休日］相談に応じます

空き時間を活用して20～70代男女が未経験から活躍中!!

月 250,000円以上可
派鈴鹿市御薗町／かんたん軽作業（梱包作業）

■労働者派遣事業許可 派23-302621

女性
大活躍中!
女性

大活躍中! かんたん軽作業
（梱包作業）

月 給

［応募］下記電話へお気軽にご連絡下さい。お問合せも大歓迎!（最寄の駅周辺にて面接可）
　　　履歴書持参下さい。 ※日曜日は　080-3673-6825へ、月曜日以降はどちらでもOK!

15名大募集!

（本社）〒473-0917 愛知県豊田市若林西町 宮下20番地の1

（担当／舘・宮前）☎0565-52-2215
（三重担当窓口）

（担当／浅野）080-3673-6825

［時間］8：00～17：00　［休日］週休2日制（企業カレンダーに準ずる）
［待遇］社会保険完備、寮完備、交通費支給（条件有）等　★経験不問! ★年齢不問! ★前払い制度有

鈴鹿市御薗町

TIG株 式 会 社

勤務地

GAIKOKUJIN mo OK!
（フィリピン・ブラジル・ペルーの方、活躍中!）

人気のお仕事の為 応募はお早めに♪

250,000円
以上可

職 種

時（2）900円～950円
パ正鈴鹿市秋永町／（1）デイサービススタッフ（正社員） （2）デイサービススタッフ（パート）

■有料老人ホーム・訪問・デイサービス・グループホーム http://hidamari.in/

月（1）171,000円～215,000円

デイサービススタッフ（正社員・パート）募集!

デイサービススタッフ（正社員）

内容

月給

［資格］未経験の方でもOK！要普通免許（AT限定可）  ［年齢］45歳迄（省令3号のイ）
［時間］7：30～17：00の間で8時間勤務（日勤のみです!） ［休日］月9日休み＋年間2日調整休暇＋誕生日休日、年間休日111日
［待遇］社会保険完備、賞与あり、交通費規定支給、退職金あり、制服貸与

・有給休暇は、就業6ヶ月後から、法定通り。 ・各種研修補助、資格取得祝金あり※規定あり

◎ブランクのある方も大歓迎!! ◎勤務スタート日もご相談に応じます!

〒510-0258 三重県鈴鹿市秋永町2079
［E-mail］nagaya@hidamari.inデイサービス 陽だまり長屋 鈴鹿

☎059-380-3399 ☎050-3754-0359（担当：坂上）担当直通

デイサービス（定員32名）で高齢者の
「レクレーション・機能訓練・入浴・見守り・排泄介助」などのお世話をして頂きます

171,000円～215,000円（資格・経験による） ※試用期間2ヶ月（同条件）

［応募］電話連絡の上、履歴書持参でお越し下さい。メールでの応募・お問い合わせもOK

デイサービススタッフ（パート） 時給職種（2）

職種（1）

［資格］不問  ［時間］8：00～17：00の間の7時間以上で応相談  ［休日］日曜日  ［勤務］週3日以上の勤務

900円～950円

給下記参照
亀山市・鈴鹿市／（1）夜勤介護職員 （2）施設内介護職員 （3）調理員

■介護事業

パ

経 急

http://www.anjyu.co.jp /詳しくはコチラ
［応募］まずはお気軽にお問い合わせ下さい。さと和グループ

［共通待遇］昇給年1回、各種社会保険完備、交通費規定支給、制服貸与

新しい環境でスタートしませんか!

勤務地

（1）夜勤介護職員（パート）職 種
［資格］初任者研修以上、18歳以上（省令2号）  ［勤務］週1回～OK
［給与］Ⓐ1勤務19,000円 Ⓑ1勤務20,000円
［時間］Ⓐ18：00～翌9：00 Ⓑ17：00～翌9：00

サービス付高齢者住宅さと和の家 亀山（〒519-0166 亀山市布気町634-10） ☎0595-97-3086（担当／伊藤）

サービス付高齢者住宅さと和の家 亀山（〒519-0166 亀山市布気町634-10） ☎0595-97-3086（担当／伊藤）

有料老人ホームさと和の家 鈴鹿

勤
務
地 （〒510-0216 鈴鹿市野町中2-22-12）☎059-389-6614（担当／伊藤）

［内容］入居者への生活、
　　　身体支援
［時間］9：00～18：00
　　　の間で4H以上 
［時給］886円～（無資格）
　　　916円～（初任者研修以上）
　　　950円～（介護福祉士）

［内容］就寝介助、
　　　夕食の配膳下膳
［資格］初任者研修以上
［時間］16：00～
　　　18：00の2H

［時給］1,000円～

［内容］見守り介助、朝食の
　　　盛り付け、配膳下膳、片付け
［資格］初任者研修以上
［時間］6：00～9：00（2H～3H）

［時給］1,100円

［内容］朝食の湯煎、
　　　盛り付け、配膳下膳、
　　　片付け
［時間］6：00～8：30

［時給］1,000円～

（2）施設内介護職員（パート）職種 （3）調理員（パート）職種

経験無し・無資格OK経験者のみ

■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／職種複数

経

契正

三重トルキ株式会社
〒513-0821 三重県鈴鹿市地子町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

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（残業あり）

（各種手当含む）
＋残業代

［資格］要普通自動車免許（AT限定可）

（正 社 員）［月収］170,000円～
（契約社員）［時給］1,100円
［時間］（1）　8：00～17：00
　　　（2）17：00～翌2：00

鈴鹿市伊船町

※1週間単位の交替勤務

鈴鹿市平田町

（C）構内作業員職種

勤務地

勤務地

［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

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］174,000円～＋残業代
［時間］7：00～16：00（残業あり）

職種

勤務地

協力し合える雰囲気と活気のある職場です!

［内容］大手自動車メーカー工場内での作業となります
　　　専用台車に積まれた製品を
　　　指定された場所に配る作業と
　　　空になった台車等の片づけをするお仕事です

月（2）20万円以上可 時（1）1,000円～1,200円 （3）（4）（5）874円～1,200円
鈴鹿市内／（1）配達ドライバー （2）昼勤専属ドライバー （3）組立 （4）検査 （5）出荷準備

■一般貨物自動車運送業・請負業

ア請正

（3）組立 （4）検査 （5）出荷準備職種

時給

［応募］担当者までお気軽にお電話下さい。※履歴書郵送可

夢生商会 ☎059-375-4040
担当者への直接電話はこちら 090-4854-3003

〒513-0835 三重県鈴鹿市
平野町石丸7744-7

［時間］8：00～17：00・9：00～16：00（時間帯選べます）
［休日］週休2日制、年末年始、GW、お盆 ［待遇］社保完備（法定通り）※詳細は面談にて

（職種・能力により異なります）

鈴鹿市内

□

男性・女性問わず
活躍できてしっかり稼げます

（1）配達ドライバー（4t車）職種

勤務地

時給1,000円～1,200円

874円～1,200円
請

☆週5日働ける方歓迎!! ☆週2・3日～OK ☆男女問わず大歓迎
［時間］18：00～23：00

［時間］7：00～16：00［休日］週休2日制、年末年始、お盆
［共通待遇］社保完備（法定通り）、制服貸与、車通勤可

夜間アルバイト

月給 20万円（詳細は面談にて）職
種

正社員（2）昼勤専属
　  ドライバー（4t車）

お友達との
応募も
OKです!

経

正亀山市阿野田町／左官職人・見習い・手元
月 150,000円～（1） 日 12,000円～（2）

■左官工事請負業

☆年齢・性別不問!

新規正社員募集!!

月収150,000円～（能力・経験による）（1）
見習い

日給12,000円～（能力・経験による）（2）
職人

［応募］お気軽にお電話下さい。応募のお電話は
　　　9：00～17：00の間でよろしくお願いします。

［資格］15歳～（中卒可）
［時間］8：00～17：00
［休日］日曜、GW、お盆、年末年始（変更有）

山川左官創業。〒519-0137三重県亀山市阿野田町2150

（担当／山川）090-2619-9986

給 

与

年齢・学歴・経験は関係ありません!
中卒の方でも大歓迎! 将来は独立も可能です!

左官職人・見習い・手元
〈仕事内容〉
タイル貼、壁塗、ブロック積 他

職
種

お知らせ

〒513-0809  鈴鹿市西条4丁目48 西条ビル2D ☎059-381-0081株式会社 アド三愛 鈴鹿支社

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！！『アド三愛推奨』メディア広告のご案内

・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

YouTubeCM
を使ってみませんか?

地元密着
放送局 を使ってみませんか?

テレビCM（三重テレビ） ラジオCM（FM三重）

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？

※イメージ

Digital SignageDigital Signage Cinema AD

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!!

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!!

映画館CMを使ってみませんか?

お知らせ

〒513-0809  鈴鹿市西条4丁目48 西条ビル2D ☎059-381-0081株式会社 アド三愛 鈴鹿支社

WEBのみ
掲載も可能

TOPページの目立つ場所へお手頃価格！
更に大手求人サイトにも掲載されます！

WEB
オプション
※ ※3点セット［新聞折込・フリーペーパー・WEB］or2点セット［フリーペーパー（スペシャルカンパニー・

ピックアップカンパニー）・WEB］掲載の方限定。※詳細や価格は営業担当までお尋ね下さい。

※イーアイデムイメージ

（TOPページの目立つ場所へ掲載）
ピックアップ求人 大手求人サイトにも

同時掲載できます

W E B 「あなたの街」のお仕事が探せる求人サイト

ピックアップ求人

W E B

「あなたの街」のお仕事が探せる求人サイト＋

大手求人サイトにも
同時掲載できます！！

メッセージ WEB応
募

W E B

RENEWAL!!
デザイン・システムを一新、より使いやすくリニューアル！

会員登録

4/19
【月】


