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■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

■清掃

時 900円
アパ津市内／清掃

土日祝お休み♪
清掃スタッフ

〒514-0033 津市丸之内9-13

☎059-227-6151
［応募］まずはお気軽にお電話ください（担当／田端・宮﨑）

丸ノ内ビル管理株式会社

［時間］7：30～16：15　［休日］土・日・祝
［待遇］交通費規定支給、制服貸与、社会保険完備（該当者）

丸之内近郊の
オフィスビル

900円

勤
務
地

時
給

◎「働きたい」気持ち応援します♪
◎扶養内勤務もできますよ♪
◎平日週3日～相談OK♪
未経験の方大歓迎♪

年齢
不問

■美容室

月 250,000円以上
正津市高茶屋小森町／美容師

勤務地 F★MART津南店
［年齢］不問 ［休日］週休制＋1日、有給休暇有
［時間］9：00～19：00
［待遇］社会保険、昇給、慰安旅行有、車通勤可、その他
［応募］採用担当コマダまでお気軽にお電話下さい。

〈スタイリスト〉

月給250,000円以上

美容師さん大募集

☎059-253-7332

〒514-0817
三重県津市
高茶屋小森町字
中山1172-1

■「常に現場を科学する」研究開発型の農業カンパニー

時 930円～1,000円
パア津市高野尾町／樹木の管理作業＋運搬作業（植木）

［職　種］樹木の管理作業＋運搬作業（植木）
［時　給］930円～1,000円 
　　　　※資格・経験による
［時　間］8：00～15：00（週3日程度）
［休　日］土日祝
［資　格］要普通免許（MT）、中型免許 優遇
［待　遇］交通費規定支給、労災・有給制度完備
［応　募］まずはお電話ください。
　　　　【受付／9：00～17：00（土日祝定休）】

☎059-230-0574［担当／鈴木］
津市高野尾町1186-2

株式会社浅井農園

樹木の管理作業＋運搬作業員大募集!!
緑に触れるお仕事で一緒に汗を流しませんか？

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!?
時 900円

パ津市羽所町／朝食スタッフ

■ホテル https://www.sanco-inn.co.jp/tsu/

〒450-0002 名古屋市中村区名駅3丁目21番7号
名古屋三交ビル6F  株式会社三交イン  採用担当／戸越（とごえ）

（受付は10：00～18：00 ※土日祝除く）☎052-589-0035
株式会社 三交イン

☆10代～60代の方歓迎
☆朝の短時間で空いた時間にピッタリ

［勤務地］三交イン津駅前（津市羽所町）
［時 間］6：30～10：30 ☆週3日～応相談
［待 遇］交通費規定支給、制服貸与、車通勤応相談
［応 募］まずはお気軽にお電話下さい。

朝食スタッフ
朝食バイキングの
準備・片付け等（ ）

職
種

時給

900円

未経験者歓迎!

年齢不問!

時下記参照
パ津市神納・大園町／デイケアスタッフ

■医療法人 桂会

経

［時給］［無資格の方］900円
　　  ［初任者研修修了以上］1,050円
［時間］9：00～17：00の間で応相談
　　　9：00～16：00もOK!!
［休日］日・祝、その他シフト制
［待遇］交通費規定支給、制服貸与

デイケアスタッフ募集

車での送迎や入浴介助はありませんので　未経験の方も安心。
職場見学も歓迎!お仕事の様子や雰囲気を見て頂いてからの

応募もOKですので安心してお電話下さい♪

☎059-222-5111
〒514-0046 津市大園町4-29新町整形外科診療所

〒514-0054 津市神納57-16いのうえ心身クリニック

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。
（応募受付：新町整形外科診療所 担当／内田）

デイケアスタッフ

・いのうえ心身クリニック
・新町整形外科診療所

週3～4日
の勤務です。

職
種

勤
務
地

※勤務地選択可

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 1,000円
パ津市内／厨房清掃
W

■環境サービス事業 http://www.samansa.co.jp

1,000円
［時間］19：00～21：00
［待遇］賞与年2回、交通費規定支給、制服貸与、
　　　車通勤可、有給休暇
　　　※ぎゅーとら様の業務とは異なります。

厨房清掃
勤務地

職種

時給

ぎゅーとらラブリー渋見店

サマンサジャパン株式会社

0120-303903（担当／採用係）
鈴鹿営業所 〒510-0236 鈴鹿市中江島町15-11 江島ランタンビル1F

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。4/12（月）9：00～受付開始

短時間の
お仕事

シフト
応相談

土日祝は
50円UP

 ※土日祝は
＋50円UP

扶養内OK・
WワークOKの
働きやすい職場ですよ♪

週2日～3日でOK！！
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）

月 200,000円～ 250,000円+インセンティブ＋賞与（経験･能力考慮）
正津市東丸之内／ウィッグスタイリスト（理・美容師）

■各種毛髪商品サービスの提供・販売

〒151-0053  東京都渋谷区代々木3-40-7（本社）

完全週休2日制 残業少なめ♪ 充実の研修制度有 社会保険完備

株式会社アートネイチャー 
☎03-3379-7092（担当／落合）

電話もしくは履歴書（写貼）を、下記住所（本社）「採用
担当宛」へご郵送ください。まずは話しを聞いてみた
いという方もお気軽にお問合せください。

応　募

［仕事内容］リピートのお客様へカット、カラーなどの技術を提供し、
　　　　ウィッグでお客様にキレイになっていただくお仕事です。
　　　　完全予約制の為、1日4～5名の接客です。
［資　格］理容師もしくは美容師免許をお持ちの方  ※ブランク不問
［時　間］9：40～19：10（実働8h、休憩1h）
　　　　※完全予約制なので残業少なめ（月平均12h程度）
［休　日］完全週休2日制（シフト制）、年末年始、特別、
　　　　有給、慶弔、育児休業、産前産後休暇
［待　遇］昇給年1回､賞与年2回、社会保険完備、
　　　　交通費全額支給、退職金制度、
　　　　社員会制度、確定拠出年金
　　　　※試用期間6ヵ月（待遇に変更なし）

上場企業ならでは、充実の福利厚生･研修制度！
理･美容師の資格を活かして長く働ける環境があります!!

レディース津松菱サロン（津市東丸之内4-10  松菱百貨店6F）
※津駅よりバスで10分。岩田橋の停車場より徒歩1分。
※近鉄線津新町駅から徒歩15分。

勤務地

20～40代活躍中!!

こちらからも
ご応募できます

時 1,100円以上 月 190,000円
契津市あのつ台／生産スタッフ

■従業員規模6,501人のザイマックスグループが手掛けるリネンサプライ事業

リネンやユニフォーム類の投入、
洗浄、仕上、検品、結束などを行う
単純軽作業になります。
機械操作を覚えてしまえば
すぐに慣れる仕事です。

生産スタッフ（契約社員）

内
容

ザイマックスカレス本社工場
（津市あのつ台1-1-1）
中勢バイパス大里小野田町交差点から車で2分

［給与］ 時給1,100円以上◎試用期間：2ヵ月
　　　月給190,000円
［時間］8：30～17：30
［休日］月間9日休み（年間休日107日）
［待遇］社会保険完備、制服貸与、車通勤（駐車場完備）
［応募］電話・メールにてお気軽にお問合せ下さい。

新規スタッフ募集!!

rk-saiyo@xymax.co.jp
☎059-253-1626（採用担当） 080-4366-2583（採用担当直通）

本社工場株式会社ザイマックスカレス
［2019年7月稼働、連結売上高1,008億円（2020年3月期）］

交通費規定支給車通勤歓迎！
（無料駐車場完備）

職　種

勤務地

時 1,150円（研修期間920円）
契パ津市博多町／ベビーシッター・経理担当

■自動車教習所

急

http://www.tsudora.co.jp/

津市博多町3-15

☎059-224-0188（担当／マエヤマ）

※詳細はお気軽にお問合せ下さい。
（研修期間920円）

新規事業に伴い
スタッフ急募

［時給］1,150円
［待遇］通勤手当規定支給、車通勤可
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

共
通
項
目

ベビーシッターさ
ん

（登録スタッフ）

［資格］認定ベビーシッター又は下記のいずれかお持ちの方
　　　 看護師・保育士・家庭的保育士・
　　　 ベビーシッター養成研修修了・子育て支援研修修了（ ）

職種（1）

［資格］普通免許
［時間］10：00～13：00（時期によって延長あり）
　　　※土曜日は8：50～11：50

仕訳伝票・決算書・
貸借対照表
などの作成等（ ）

経理担当（パート）
職種（2）

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～

■寿司屋

時 950円〈土・日1,000円〉
アパ津市久居元町／飲食店スタッフ
W

［時間］（1）金・土・日の16：00～22：00の間
　　　（2）土・日の8：00～ 3h程度
［待遇］制服貸与・車通勤可 未経験OK♪

スタッフ
募集!!

（1）料理の配膳と片付け （2）仕込みの手伝い仕事内容
時　　給 950円〈土・日1,000円〉

津市久居元町
1704-5都寿司 ［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

◇前回掲載の電話番号に誤りがありました。大変申し訳ございません。

☎059-256-6611

月 19万円～＋奨励金（研修中17.4万円）
正津市一志町／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

津営業所
（津市一志町）
勤
務
地

要
普免

月給

■全国にまっ白な思いやり「さわやかシステム」の店

時 1,000円
パ津市稲葉町／軽作業

パートスタッフ募集！

本社工場内（津市稲葉町）勤務地

内　容

日・祭日はお休みです!!

クリーニング工場内での軽作業

［時給］1,000円 ［時間］9：00～16：00
［休日］日・祭日＋平日（週1日）、夏季・年末年始
［待遇］交通費支給、車通勤可
［応募］お気軽にお問合せください。詳細は面談にて
　　　ご説明致します。12日（月）9：00より受付致します。　

本社／津市稲葉町3-32

☎059-252-1887（担当／鈴木）

日本さわやかグループ
株式会社イセヤ

■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

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

時 927円
アパ津市半田／施設清掃
急

■快適空間創造業
つやげん  名古屋 検索

株式会社つやげん
〒464-0094 
愛知県名古屋市千種区赤坂町2-21

施設清掃スタッフ

［時間］8：30～17：00（実働7時間） 週2日※シフト制
　　　上記の内、半日出勤日が月1回あります。
［応募］まずはお気軽にお電話にてお問合せください。
　　　面接時、履歴書（写真貼付）をご持参ください。※現地面接有ります。

※車通勤可

交通費 月5,000円まで支給

斎場の清掃担当を
募集しています。

927円

職 種

時 給

津市半田
「いつくしみの杜」（斎場）

勤務地
きれいな環境でのお仕事です!!

☎052-722-4141（石原迄）

■パソコンサポート・試験会場の運営

時 875円～
津市羽所町／試験監督員

経 W
ア

津市羽所町345番地津駅前第一ビル6階
合同会社 WINKIDS

短期スタッフ募集!!
国家資格試験等の会場スタッフ

［時間］9：00～17：00（応相談） ［待遇］車通勤可、研修期間有
［応募］まずはお気軽にお電話ください。
　　　試験中などはお電話が繋がりにくくなる場合がございます。
　　　ご了承ください。

875円～
（能力により昇給あり）

津駅前第一ビル6階勤 務 地

仕事内容

時
給

週1～2日
からOK！！

土・日に関しては
お問合せ下さい！

［電話受付］9：00～17：00 ☎059-253-6988

急

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

時 1,100円＋交通費規定支給
パ津市雲出／ピッキング

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）

未経験の方に大人気!!
簡単な作業ですよ♪

［時給］1,100円＋交通費規定支給
［時間］9：00～17：00 ［勤務］土・日・祝を含めた週3日～5日
［休日］シフト制 ［待遇］無料駐車場、服装自由

［勤務地］津市雲出
［内　容］ピッキング

20～50代

女性活躍中

■清掃業

時 900円～
津市久居／清掃

W

パ

090-4860-9182（採用担当）
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

日常清掃
スタッフ

土日休みで
プライベート
充実!

津市久居新町
635-12株式会社 楓クリーナー

津市久居の
介護施設
※複数あります

［時間］9：00～11：00　［休日］土・日

未経験の方も大歓迎

WワークもOKです!900円～

勤務地

職　種
［時給］

日 10,000円
パ津市庄田町／道路用アスファルト乳剤を車両にて散布する業務

■道路舗装材料の製造販売 https://www.nichireki.co.jp

［資格］年齢不問 ☆中型免許所有者優遇!入社後の取得も可!（費用補助有）
［日給］10,000円

☎059-255-6021
〒514-1255
三重県津市庄田町1921-3ニチレキ株式会社 三重営業所

未知に挑み、
「道」を創る。

私達と一緒に誰もが使用する「大切な道」を創りませんか？

（平日8：30～17：30）
担当／横山［応募］まずはお気軽にお電話ください。

道路工事現場において、タンク付き2t～4tの散布専用車両にて
「アスファルト乳剤」を散布する車両オペレーター業務。
・ベテランオペレーターが丁寧にお教えいたします。
・公共事業が中心なので長く安定して働いて頂けます

仕事
内容 平均勤続年数14年の

離職率の低い職場です!

［時間］8：30～17：30 ［待遇］交通費規定支給、作業服等貸与
☆現場見学も随時受付中♪
お気軽にお問合せください☆

散布作業を会得するまでは、出社日は会社都合による出社となります。
散布業務を会得していただいたら、希望に応じて月給制に切り替えいたします。

経験・
資格不問

給下記参照
津市柳山津興／ケアマネージャー・介護職員

■介護事業所

経 急
パ正

（担当者直通／三吉） ※土日も可
090-5455-1803
☎059-227-7737（平日8：30～16：30）

津市柳山津興382-4
（ヨットハーバー近く）渚園グループホーム

デイサービス
［応募］まずはお気軽にお問合せ下さい。

グループホーム介護職員

［休日］週休2日制・夏季・冬季  年間110日
［待遇］各種社保完備、昇給・賞与あり、退職金制度あり、交通費規定支給、有給休暇あり

［時間］8：30～17：30
［休日］土日、夏季・冬季、
　　　年間110日

［時間］8：00～17：00
※待遇はグループ
　ホームと同条件です
［休日］日・平日1日

土日休み
[夜勤なし]20.4万円～
[夜勤あり]23.4万円～正

社
員

居宅

月給

23万円～
27万円月給

20.4万円～
資格手当・
交通費あり

月給

［時間］8：30～18：00の中で8h・
　　　17：30～翌9：30

980円～
介護福祉士
資格有……………………
資格無………………………

1,030円～パ
ー
ト

時給

経験のない方も丁寧に指導致します

週1日～
OK

ケアマネージャー
デイサービス
介護職員職種

職種
職種

資格手当
交通費あり

■総合ビルメンテナンス〈ISO9001・14001認証取得〉昭和24年創業 http://www.chuho.co.jp/

時 875円～
アパ津市栗真町屋町／清掃・ゴミの回収
急

★初めての方も安心して働けますよ

株式会社 中央保健工業社
［本社］京都市右京区西院清水町65-4 （担当／採用係）

0120-11-22-64
☎075-315-2340

マスク着用・手指の消毒等、
感染対策を徹底しています!

☆40代～60代が活躍中の職場です

［職種］（1）大学施設内の清掃

勤務地津市栗真町屋町

［時間］8：00～14：45
　　　※実働5.25h（休憩90分）

［時給］875円～ ［休日］土・日・祝 及び 年末・年始、他大学カレンダーによる
［待遇］交通費支給（当社規定による）、有給休暇有、制服貸与、他詳細は面談時に
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。面接は現地にて行います。4/12（月）9：00より受付いたします

女性スタッフ
元気に活躍中!

男性スタッフ
元気に活躍中!

［職種］（2）大学施設内のゴミの回収
［時間］8：30～15：15
　　　※実働5.25h（休憩90分）

☆土日祝休みで働きやすい♪

共
通

未経験
OK!

車通勤
OK

■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
津市一身田／（1）介護職員 （2）看護職員 （3）送迎運転手

■デイサービスセンター

経

パ正

［時間］（1）（2）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!
　　　（3）（A）8：00～10：00・15：30～17：30 （B）8：00～12：00・15：30～17：30 ★長い勤務できますよ! 
［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
［休日］年間休日110日 週休2日制（正社員） ［応募］まずはお気軽にお電話下さい。 ★職員昼食無料 ★正社員は退職金制度有 ★前職給与保証可

dayserv ice - i tsuk i - tsu . 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）
ヨ イ ロ ウ ゴ

☎059-272-4165
検索

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

（担当／石川）

津
デイサービスセンターいつき津

［資格］要普免（AT限定OK）、70歳迄（定年年齢）
［時給］☆週5日勤務の方1,000円以上
※週5日未満の方は950円以上になります

60代の方も活躍中!週3日以上勤務可能な方

津市一身田平野32番地の1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 （1）職種：介護職員 介護業務全般
正社員［月給］

パート［時給］

16.5万円～29.4万円
950円～1,250円

有資格者・
経験者優遇

﹇
資
格
﹈

（2）職種：看護職員 看護業務等
正社員［月給］

パート［時給］

正看護師28万円以上 准看護師27万円以上
正看護師1,500円以上 准看護師1,400円以上

［資格］正・准看護師

（3）職種：送迎運転手 送迎業務・介護補助業務

未経験者
OK

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

時 1,300円＋交通費規定支給
派津市久居／組立作業
急

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］8：30～17：20 ［休日］土・日・祝・大型連休
［待遇］制服貸与、無料駐車場完備、休憩室完備

津市久居
組立作業

1,300円
＋交通費規定支給

職　種

勤務地

時
　
給

冷暖房
完備

未経験
OK！

20～40代の
男女スタッフ活躍中ウレシイ土日

祝休み♪

■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

時（1）（2）1,100円～ （3）1,000円
派津市内／職種下記参照

■業務請負・人材派遣

［休日］土・日・祝・GW、お盆、年末年始（会社カレンダーに準ずる）
［待遇］社保完備、交通費別途支給、各種手当有、退職金制度有

有限会社 リアライズ
津市久居明神町
1180-9 ☎059-254-4585
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。（採用担当）

《職種（2）》NC加工業務 8：00～
17：101,100円～

《職種（1）》工場内製品組立・リフト集荷作業
（A）8：30～17：30
（B）7：00～15：50 1,100円～時給

時給 時間

《職種（3）》機械のスイッチ操作（2・3ヶ月程度の短期）
19：00～24：00
※22時以降割増有

★男女活躍中
★週2日～OK1,000円時給 時間

時間

休日がしっかりしているから
プライベートも充実できます♪♪津市内に複数あります

勤務地

※（A）・（B）で
　選べます

■三重交通グループ

日 4,000円 （諸手当含む）
津市河芸町／運転スタッフ 契

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

4,000円
津市河芸町

［資格］普通免許以上
［時間］7：45～9：15
　　　15：45～17：15の間で、
　　　1日3時間※月間17日程度
［休日］日曜日 他シフト制

送迎車（ハイエースクラス）の運転内 容

勤務地

日 給 （諸手当等含む）

［面接場所］
三重会館6階
（津市中央1-1）

運転経験を
活かし
ませんか!!

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

■ホテル

☎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

［時間］9：00～25：00の間で応相談
◎週2・3日や土日だけでもOK!

時給 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

未経験の方も丁寧に
指導いたします

社員への
登用制度
もあります

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

給当社規定による
パ委津市高茶屋小森町／内職・事務員

■部品の組立

W

内職

☎059-235-4747（採用担当）
津市高茶屋
小森町1074-1三 愛 工 業

み  　    え
N

F1マート
日本板硝子

165 至
R23

ココ

［応募］詳しい内容は電話連絡時に。まずはお気軽にお電話下さい。

家でも
社内でも
できます

1日フルや午前だけ、午後だけなど選べます

Wワーク
に最適!!

パートスタッフも募集中

事務員も同時募集中

空いた時間を有効活用

短時間でもOK!相談下さい。

社会人の方の
Wワークも大歓迎♪

急時 900円～1,000円
アパ津市内／日常清掃

■総合ビル管理 http://www.chubu-s.co.jp

未経験・シニアの方も大歓迎の
日常清掃のお仕事です!

［共通待遇］制服貸与、各種社会保険（労働条件による）

［応募］まずはお気軽にお電話ください。（採用担当）
☎059-225-5984

津市北丸之内191（受付時間：平日9時～17時）

［勤務地］津駅東口スグのオフィスビル

900円時給

［時間］7：30～14：00（休憩1h）
［勤務］月・木+週2～3日応相談 ［休日］日曜日・他

新着

急募
（交通費上限5,000円/月）

［勤務地］津市北丸之内のオフィスビル

1,000円時給
［時間］8：00～11：00
［勤務］月曜日のみ

［勤務地］津市一志町田尻 ぎゅーとらラブリー一志店

950円時給 ［時間］7：00～11：00
［勤務］金・土

［勤務地］津市城山の公共施設

900円（交通費上限5,000円/月）時給

［時間］（A）7：00～10：00 （B）7：00～16：00
　　　（C）8：30～16：30

午前のみ午後のみ
など（応相談）

［勤務］週5日程度

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
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 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

時 950円～
パ津市内／クリーンスタッフ

■総合清掃業務

定年65歳!
定年後再雇用
あります!

☎059-292-3637（担当／今井）
繋がりにくい場合はこちら 090-8499-8244

津市内の病院

［時間］8：00～14：00  ［休日］日曜日・他シフト制
［待遇］各種保険完備、交通費規定支給、制服貸与、車通勤可 ［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

クリーンスタッフ 950円～

GW明けスタートも
相談に応じます♪

勤務体系など
お気軽に
ご相談下さい

勤務地

職　種

時
　
給

今井商事有限会社
津市香良洲町高砂3685-1

未経験・シニアの方も活躍中のお仕事ですよ♪
即日OK!

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

給下記参照
パ正津市内／介護スタッフ・看護スタッフ・送迎ドライバー

■有料老人ホーム・デイサービス

経

有料老人ホーム・デイサービス安心庄田（津市庄田町3561-1）
有料老人ホーム安心（津市下弁財町津興3032）
有料老人ホーム安心戸木（津市戸木町7054-2）

勤務地※勤務地は希望と通勤距離を最大限考慮します。

［共通待遇］賞与年2回［正社員（昨年実績）］、各種保険完備、通勤費規定支給、制服貸与、車通勤可

初任者研修950円～ 介護福祉士1,000円～時給

月
給

無資格も
OK♪

2
1

3

（1）（2）［早番］　7：00～　16：00
           ［遅番］　9：00～　18：00
　　　　［夜勤］16：00～翌10：00
　　（3）［早番］　7：00～　16：00
　　　　［遅番］　9：30～　18：30
　　　　［夜勤］16：00～翌10：00

［勤務］週2日～又はフルタイム ・時間・日数応相談

パ
ー
ト

正
社
員

有料老人ホーム介護スタッフ

220,000円～

勤務開始日も遠慮なく相談ください♪

勤務地

［資格］初任者研修修了
　　　又は介護福祉士

デイサービス安心庄田
（津市庄田町3561-1）

初任者研修 950円
介護福祉士 1,000円
送迎ドライバー 1,000円

時
給

時
給
（正看）1,450円～
（准看）1,350円～

230,000円～
※経験を考慮します。

月
給

月
給

170,000円～
＋資格手当等

無資格もOK♪

パート正社員デイサービス看護スタッフ

パート正社員デイサービス介護スタッフ

※日数・時間応相談

［資格］初任者研修修了以上または
　　　介護福祉士
［休日］週休2日

時
間

☎059-253-7110
［応募］ご質問や問合せもお気軽にお電話下さい♪
　　　（担当／安心庄田担当まで）

HP

安心庄田
有料老人ホーム・デイサービス

し ょ う だ

津市庄田町3561-1・津市戸木町7054-2・津市下弁財町津興3032

ブランクのある方も全くの未経験の方も

僕たちが全力サポートします♪

お知らせ

〒514-0054  津市神納60-6 オザワテナント2F ☎059-213-7070
株式会社 アド三愛 津支社

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

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＋

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！！

メッセージ

WEB応
募会員登録

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！

4/19
【月】

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

経 急時 1,500円
派鈴鹿市内／リフト作業

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）

［待遇］制服貸与・無料駐車場・休憩室完備

2交替
［時間］　8：00～20：00
　　　20：00～翌8：00
［休日］5勤2休（土日休み）

日　勤［時間］8：00～17：00 
［休日］日+他1日 シフト制

◎20～40代活躍中
◎日勤or2交替選べます!
◎日勤・4勤2休のお仕事もございます♪

リフトの
お仕事! 1,500円鈴鹿中心部
大量募集の

高時給
案件

時
給

勤
務
地

■ビル管理・リース・警備業

経給勤務評価により諸手当加算
ア契三重県中部／交通誘導警備員

男女交通
誘導警備員

有限会社中部新国際警備
〒514-0018
津市中河原111-12☎059-225-4913
［応募］電話にて面接の予約をお願いします。（担当／谷口）

伊賀方面でもお仕事あります。面接は現地で行います!

［給与］勤務評価により諸手当加算 ※詳細は面談にて

未経験の女性も活躍して頂けますよ!
週2～3日のアルバイト（平日のみ）でも可

日払い・週払い可!

［年齢］18歳以上

■有限会社 青木新聞店

W月 60,000円以上
アパ津市内／朝刊スタッフ

配達スタッフ募集♪

※部数により異なる

［応募］ご希望の店舗にお問い合わせ下さい。

★幅広い年代の方活躍中! ★WワークもOK♪

［資格］原付免許以上（自動二輪免許保有の方優遇します）
［時間］3：30～5：00（実働1h～1.5h）
［休日］月5日前後（連休の取得も可）
［待遇］皆勤手当有、車通勤可

朝刊配達スタッフ職種

60,000円以上＋諸手当月給

大光堂新聞舗津市栄町1丁目825
0120-282-867

津橋南専売所津市上弁財町15-8
0120-30-0585

定年退職
を

された方
も

 大歓迎♪

■派24-300689

時 1,300円
派亀山市関町／建築資材の仕分け作業

経 急

☎059-271-9993 FAX：059-271-9992

株式会社 テンププロモーション
〒514-0125 三重県津市大里窪田町1764-1

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。（採用担当）

勤務地 亀山市関町 時給1,300円～
職　種 建築資材の仕分け作業

［時間］9：00～18：00（実働7.5h） ［休日］日曜日＋他1日

ゆっくりした
 お仕事です♪

作業着は現場で
洗濯・乾燥が無料で出来ます。
天井クレーン・玉かけ・フォークリフト
免許いずれかお持ちの方優遇。
なくても当社で取得して頂けます。
天井クレーン・玉かけお持ちの方であれば
60歳以上でも体力自慢なら、
ご応募お待ちしています。

交通費
規定支給

男性
活躍中

月 165,000円～※年齢・経験による
正津市香良洲町／受付事務員

■内科・消化器内科・糖尿病内科・皮膚科・小児科
〒514-0323
津市香良洲町1875-1
（香良洲総合支所となり）

（採用担当まで）090-5620-5909
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。詳細は面談時にお伝えします。

受付事務員さ
ん募集

☆ブランクのある方も大歓迎
☆入職日は柔軟に対応致します♪

［時間］（午前）8：30～13：00
　　　（午後）15：30～18：45
［休日］木曜午後、土曜午後、日・祝日
［待遇］昇給・賞与有、厚生年金加入、
　　　制服貸与、有給休暇あり、
　　　交通費支給（上限10,000円）、車通勤可

165,000円～月給

パソコン
操作
できる方

※年齢・経験
　による

研修期間
も

あるので
丁寧に

指導致し
ます。

■労働者派遣事業／派14-301109　有料職業紹介事業／14-ユ-300110

時 1,250円～1,563円＋交通費規定支給
派四日市市宝町／調味料の箱詰め、検査、検品作業

［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-62】0120-39-5741 出張面接致します

対面面接もOKです

［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

20代～50代の男女活躍中♪

四日市市宝町

食品製造
［内容］調味料の箱詰め、検査、検品作業

1,250円～1,563円1,250円～1,563円

勤務地

職　種

時　給

冷暖房完備

家具・家電付き寮完備!
※寮費補助3万円!
遠方の方も大歓迎◎ 

感染症対策の為、
Web面接実施中!
ケータイ1つで
面接できます♪

時 900円～
パ津市森町／清掃スタッフ

■総合ビル管理

日本アメニティーサービス株式会社
（本社）東京都中野区本町4-48-13 栗原ビルディング 2階

［勤務］月～金、月1～2回土曜日出勤あり
［時間］8：00～12：00（実働3.75ｈ/休憩0.25ｈ）
［休日］日・祝・上記の指定土曜日以外、
　　　夏期・年末年始休暇、GW、他
［待遇］交通費規定内支給（ガソリン代含む）、有給休暇、
　　　制服貸与、保養所有、車・バイク通勤可

［応募］4/12（月）より受付開始。現地にて面接いたします。
　　　まずはお気軽に本社までお問合せ下さい。

清掃スタッフ

パートさん急募!!

試用期間約3ヶ月は時給880円
900円～
ニューファクトリーひさい工業団地内

大手企業内 日常清掃のお仕事

未経験者歓迎！！ 扶養範囲内で働けます!!
廊下、階段、洗面所、トイレ清掃等共用部

■午前中のみのお仕事です！ ■長期勤務者歓迎!!

時
給

職　種

勤務地

内　容

0120-29-2501☎03-3229-2501（採用担当迄）

経給 260,330円～280,330円
正津市白山町／看護師

■介護・看護サービス URL▷http://www.kaigo-kango.or.jp

［時間］8：30～17：30 ☆週5日常勤型

看護師
月給

職種

260,330円～280,330円
◎職場環境良好 ◎賞与平均3か月/年
◎職員101人　◎年商5億4015万円

［応募］早めにお電話ください。（採用担当）

☎059-264-0505優美

津市白山町二本木4009勤務地

特別養護老人ホーム優美

本部 社会福祉法人実践
☎059-225-4320津市大倉10番21号

正看護師または准看護師

http://care-net.biz/24/ko-ken/■ケアホーム

時 950円
パ津市寿町／世話人
急

☎059-226-8801（採用担当）［応募］お気軽にお電話下さい。

特定非営利活動法人 コーケン 
ことぶき学園 津市寿町11番28号

仕事内容

世話人さ
ん募集

特に資格はいりません

［勤務］（月・火・木）7：00～10：00
　　　（土 曜 日）7：00～15：30
［資格］普通自動車免許（AT限定可）

［時給］950円
［待遇］通勤手当・社会保険、処遇改善あり、他

年齢不問!
勤務時間・休日についてはご相談下さい!

施設内での支援業務
（お掃除、洗濯、調理など）

給下記参照
津市一身田町／職種複数

■医療法人 十愛会

パ正

幸和病院 介護医療院
〒514-0114津市一身田町767（高田本山東隣り）

☎059-231-6001（担当／オクジ）

年齢不問・未経験の方も歓迎

（3）介護職員
160,000円～

240,000円～

月給

（2）看護職員職種

職種

月給

［待遇］賞与年2回、昇給あり、各種社保完備、
　　　駐車場完備、交通費上限18,500円迄支給、食事半額負担
［応募］その他、詳細はお気軽にお問合せ下さい。

正職・パート・日勤のみも可 パートさ
んは曜日・

時間応談可

240,000円～
（1）理学療法士職種

月給

［時間］8：30～17：30 ［休日］土・日・祝

［時間］8：30～17：30・17：00～翌9：00　
［休日］週休2日制 ※4週8休のローテーション

［時間］8：30～17：30・17：00～翌9：00　
［休日］週休2日制 ※4週8休のローテーション

時 1,200円
正パア津市白山町／エサ箱等の清掃

■松阪牛の肥育

W

［休日］当社規定によるシフト制
［待遇］正社員登用制度あり、
　　　交通費支給（当社規定内）
［応募］下記まで履歴書と健康診断書をご郵送下さい。
　　　追って面接の日時等をご連絡させて頂きます。

未経験の方も大歓迎!!

正社員も同時募集

堀坂牧場松阪牛
株式会社 堀坂

検索堀坂牧場

（本社・勤務地）〒515-3132 津市白山町北家城1073

☎0595-41-2983 木曜定休（担当／鈴木）

動物が好きな方なら
大丈夫ですよ♪♪

津市白山町北家城勤務地

時　給

職　種 牛舎内でのエサ箱等の清掃

1,200円
勤務
時間

　8：00～17：30
　8：00～15：30
13：00～15：30
13：00～17：30

フルタイムで
働ける方
大歓迎

日数・曜日

応相談!

時（1）920円 （2）1,200円・900円
アパ津市内／（1）食器洗浄 （2）調理配膳盛付・食器洗浄

■総合ビルメンテナンス

［共通待遇］交通費規定支給、制服貸与、各種保険完備

工場・病院施設の日常清掃員同時募集中！

（1）久居インター近くの総合病院

（2）津市大里町の総合病院

http://www.nitto-cs.jp/

☎059-221-0668
［三重支店］三重県津市羽所町515 第2いけだビル5Ｆ

スタッフ募集！
未経験の方も大歓迎
WワークもOK♪

採用担当

勤務地

職　種

［時間］16：00～20：00 
食器洗浄

勤務地

職　種

［時給］1,200円　［時間］5：00～9：00
朝食調理配膳盛付

職　種

［時給］900円　［時間］15：30～20：00
食器洗浄

週2～5日で応相談

週2～5日で応相談

週2～5日で応相談

［時給］920円

［応募］月曜日から電話受付スタート（受付時間9：00～17：00）

時 880円～1,100円
ア津市雲出本郷町／店舗スタッフ

■書店

W急

スタッフ同士なんでも話しあえるアットホームな職場です♪

☎059-234-2233（採用担当）
津市雲出
本郷町1732津店

20～30代
の

男性スタ
ッフ

活躍中!

店舗スタッフ
880円～1,100円

職種

時給

勤務日数
・

曜日など

何でもご
相談

下さい

1つでも

当てはま
る

方はスグ

応募を♪

□Wワークで働きたい
□未経験でもやってみたい
□昼間よりも夜働きたい
□友達同士で働きたい
□長期的に働きたい
□シフトの融通を聞いてほしい
□将来は店舗運営に興味がある

［応募］まずは、お気軽にお電話下さい。

［時間］（1）　9：00～18：00 （2）12：00～21：00
　　　（3）21：00～翌6：00 （4）　0：00～　9：00
　　　※（1）～（4）で選べます! ※固定時間制
［待遇］交通費支給、社会保険完備、研修期間有、正社員登用制度有

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)

時下記参照
津市高茶屋小森町／ホール・キッチン 正パ

W

■飲食店 http://www.pierthirty.co.jp/

☎059-253-2909

［時間］9：00～21：00の間で応相談 
［待遇］交通費規定支給、社員割引、制服貸与、まかない（食事補助有）、社員登用制度有、バイク・自転車通勤OK

正社員も
同時
募集中

おいしい職場で働こうっ♪

・ホール
・キッチン

時  

給

職
　
種

一　般1,050円～ 
高校生950円～

［平　日］

一　般1,200円～ 
高校生1,050円～

［土日祝］

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

津市高茶屋小森町145番地龍神丸 イオンモール津南店
受付/平日9：00～20：00（採用担当）

★週1日・1日3h～OK！ ★平日のみOK♪
★学生・フリーターさんも大歓迎♪ ★WワークOK!

☆週2日だけ働いてもカツオ食べられます
☆1日3時間だけ働いてもカツオ食べられます
☆Wワークしててもカツオ食べられます

月 時下記参照
正津市内／職種下記参照

■トータルアウトソーシング（派）24-300289 業務請負業 有料職業紹介業24-ユ-300172 www.thanks-mie.co.jp

希望の方は寮対応も可!職場近くで生活できる♪

★GW・お盆・正月の長期休暇あり!!
★未経験者大歓迎♪カンタン作業でガッチリ♪ 万円支給!!

入社祝金5 ※規定有

月 給

職 種

勤務地 津市戸木町 ◎20～40代活躍中♪

212,800円～228,000円
＋夜勤手当・残業手当・交通費

〈月収例〉301,750円

（1）樹脂製品の検査と積載

正社員募集 ◎男女不問 ◎社会保険完備 
◎賞与あり ◎有休制度 
◎制服貸与 ◎車通勤OK 
◎大手企業内勤務

［時間］　8：30～17：20
　　　17：05～翌0：15
　　　　0：00～　8：45
［休日］土・日休み又は日・月休み

（21日稼働+残業26h+深夜45h+諸手当）

〒514-0033 三重県津市丸之内11番10号

株式会社 サンクス
［応募］まずはお気軽にご連絡ください。月曜より受付スタート 8：30～17：00（土日祝除く）

0120-158-394
休日・時間外は 080-4355-8479（採用担当）

検索津 サンクス

時 給

職 種

勤務地 津市片田町◎20～50代活躍中♪

1,200円～1,500円＋交通費
〈月収例〉253,000円

（2）機械部品の組立・検査

［時間］　8：15～16：45
　　　16：40～翌0：55
　　　※2交替
［休日］基本土日祝（会社カレンダーによる）

夜勤専属のお仕事もあります。

（20日稼働+残業32h+深夜48h+諸手当）

5～10名の
大募集!!3名

急募!!


