
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）

☎059-351-0333 A交￥ 週￥ 週1 扶《アイコンの説明》
経 W急未経験者歓迎 寮完備 長期 短期学生さんOK経験者優遇 急募 WワークOKシニア世代も歓迎 車通勤OK

日￥日払い可 交通費支給 週払い可 社会保険有 土日祝休 週1日～ 制服貸与 扶養控除内考慮 まかない・食事補助 深夜勤務
四日市本社

土日
祝休社

高校生OK高校

三重県四日市市浜田町5-12 第2加藤ビル3F

上記ＨＰより履歴書・職務経歴書が
ダウンロードできます。

アドサンアイ

四日市・菰野・朝日・川越エリア
アプリダウンロードはコチラから↑
※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！

FREE
PAPERにも
同時掲載

2021.

●日●日4 11
発行

時 875円～920円＋交通費（規定）支給
パ四日市市北浜町／厨房補助（近所出前2・3件有り）

☎059-352-4651（鷹）
090-7609-8307（近藤）

四日市市北浜町7番1号 ・定休/火
■創業90年 うどん・そばのメッカ

～15：00
15：00～

かどげん

北浜店応
募

（2）昼 厨房補助
近所出前2・3件有り

［時間］11：00～14：00

主婦・シルバーさ
んも歓迎

［時間］17：00～20：30頃
（1）夜 厨房補助

時給 875円～920円
＋交通費（規定）支給

時 1,590円
亀山市能褒野町／製造 派

☎0595-85-1318（採用担当迄）応募

■（派）13-010424  13-ユ-301067 http://www.furukawaelectric-fbl.co.jp

〒519-0212 三重県亀山市能褒野町20-16（古河電気工業株式会社三重事業所内）

30代男性
活躍中!!
勤務地
職 種 時給

亀山市能褒野町
製造

［時間］　8：00～16：45（休憩60分）
　　　16：35～23：35（休憩45分）
　　　23：25～翌8：10（休憩60分） 
［休日］土・日、他 年末年始、GW、お盆休みなど
［待遇］交通費規定支給、有給休暇、制服貸与など

3交替

1,590円

古河電工ビジネス＆ライフサポート 株式会社

時 1,250円～
亀山市能褒野町／倉庫内ピッキング 派

☎0595-85-1318（採用担当迄）応募

■（派）13-010424  13-ユ-301067 http://www.furukawaelectric-fbl.co.jp

〒519-0212 三重県亀山市能褒野町20-16（古河電気工業株式会社三重事業所内）

40代男性活躍中!!［勤務地］亀山市能褒野町
職種 時給倉庫内ピッキング
［時間］8：00～16：45（休憩60分）
［休日］土・日、他 年末年始、GW、お盆休みなど
［待遇］交通費規定支給、有給休暇、制服貸与など

1,250円～

古河電工ビジネス＆ライフサポート 株式会社

時

派

■労働者派遣業（派）24-300623

1,000円
四日市市塩浜／（1）弁当盛付 （2）弁当配達

s.sanada@minerva2015.co.jp株式
会社ミネルバ ☎059-390-1744応募

四日市市
楠町
（本社）

［勤務地］四日市市塩浜  ［休日］土・日・祝（他シフト制）
［時　間］（1）5：00～9：00 （2）9：00～15：30

職
種

時
給

　でやった事のない方もカンタンなので安心♪
シニアの
方もOK

1,000円
（1）弁当盛付
（2）軽自動車（AT可）で弁当配達

月 17万円～35万円
正四日市市内／エアコン等のハウスクリーニング

■ハウスクリーニング

お客様に
喜んでいただける
お仕事です☆

おそうじ本舗

おそうじ本舗 四日市中央店 検索ホームページはこちら

四日市中央店
四日市市別名1丁目10-19

［営業時間］10：00～19：00
［応募］お気軽にお電話下さい。（担当／鍋島）0120-660-500

［資格］要普免、35歳迄（省令3号のイ）　OK
［時間］8：30～17：00 ［休日］日＋他希望日（シフト制）
［待遇］昇給年1、賞与年2、交通費（規定）支給、社保、
　　　各種手当、資格支援制度、有給

エアコン等のハウスクリーニング

17万円～35万円＋能力給
（研修期間2ヶ月程度）

　の方も
やる気があれば
ドンドン昇給♪

独立を目指す方は全力で支援します!
職種

月給

正社員
募集

時 1,000円
アパ四日市市富士町／ホールスタッフ

■天ぷら専門店 http://tenpura-tenei.com

◎金・土・日出勤できる方優遇
◎フリーター・主婦（夫）歓迎

［時間］17：30～22：00（18：00～可）
　　　★週2～3日OK！
［休日］月曜定休、他応相談 ［待遇］制服貸与、車通勤可、まかない応相談

歓迎

☆調理見習い同時募集☆ ※詳細は面談にて

職種

時給

ホールスタッフ
1,000円 昇給有

☎059-333-0688
四日市市富士町4-9

［応募］まずはお気軽にお電話ください。

てんぷら

天英

ジャズが流れる店内で
楽しく働きませんか♪

女性活躍中の
お仕事

■介護事業

時 1,310円
パ菰野町千草／看護職員

☎059-394-6844三重郡菰野町
大字千草字城山888

社会福祉法人 千草きらら会
老人デイサービスセンター城山苑

介護施設でのお仕事です♪ 
看護職員職種

介護職員も同時募集中

［時給］1,310円
［時間］9：15～16：15（1時間休憩）
［休日］日曜、お盆休み（8/15）、
　　　年末年始（12/30～1/3）
［待遇］賞与（夏季0.6ヶ月分、冬季0.8ヶ月分、
　　　期末手当0.5ヶ月分）、交通費規定支給

［応募］まずはお気軽にお電話ください。

週2～3日
でOK

急給当社規程による
契四日市市・鈴鹿市・桑名市／電気主任技術者

■電気保安管理、メンテナンス、絶縁油分析・試験、ソフトウェア、再生可能エネルギー

四日市市安島1-1-3 第一富士ビル6F

電気主任技術者募集!!

0120-35-3955（担当／清水）

　50～60代の方が大勢活躍中!!
　安心のサポート体制で勤務出来ます。

●直行直帰OK
●月10～15日程の勤務でOK
●面接はご自宅近くで可能
●作業服や器材等は無償貸与
●交通費・駐車場代全額支給

高圧受電設備の点検保守管理
［勤務地］四日市・鈴鹿・桑名周辺の契約事業場を担当。
　　　　　※担当エリアは相談して決定します。
　　　　　資格・経験を活かせます
［資　格］電験3種以上、実務経験4～5年以上
    　     普通自動車免許
［時　間］作業内容により変動あり応相談
［給　与］当社規程による
［待　遇］作業服・点検車両・検査器具無償貸与
      　   交通費・駐車場代全額支給。

［応募］まずはお気軽にお電話を!!ご自宅近くで面接可能です!!

■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!

給下記参照
契パ四日市市下之宮町／職種下記参照

■総合ビルメンテナンス

［勤務地］四日市市下之宮町
　　　　（あさけプラザ）
［休　日］月曜、その他シフト制

新しい事業の
スタッフ募集

090-8957-9453（採用担当） 
四日市市野田2丁目1番7号

ご都合にあわせてご相談に応じます。

［応募］お気軽にお問合せください!

［時間］　7：15～14：45
　　　14：30～21：30
　　　シフト制（週2～3日でもOK）

［時間］　8：00～12：00・　8：00～17：00
　　　13：00～17：00・15：30～17：30
　　　シフト制（週2～3日でもOK）

［時間］　7：30～15：30
　　　14：30～21：30
　　　シフト制（週2～3日でもOK）

［時間］7：30～21：30の間で8h勤務
［休日］シフト制（週1～2日）

（2）警備員（パ）

（1）清掃（パ）内容

時給

内容

内容

時給

時給

880円

月給 25万円（電気工事資格保持者優遇）900円～1,000円

［無資格］900円 ［有資格］1,000円
（電気工事資格保持者優遇）

50～60代の方も活躍できるお仕事☆ （3）施設運転保守管理業務（パ）

内容（4）施設運転
　　保守管理業務（契）経験者

優遇（ ）

☎059-334-7771

WワークOK♪

社保完備

時 1,200円～
派四日市市・いなべ市／職種下記参照

■労働者派遣事業 派24-300631

［時間］8：00～17：00
［休日］土日

（1）勤務地 四日市市内
入出荷・
リフト運搬作業

職
種

1,200円～
＋交通費規定支給

時
給

男女
活躍中

男性
活躍中

株式会社ネクステージ
本社／四日市市諏訪栄町1番8号 表参道ビル2F

0120-314-992［応募］まずはお気軽に
お問い合わせ下さい。

（2）勤務地
いなべ市内

1,200円～
＋交通費規定支給

自動車部品
容器選別・清掃

職
種

時
給

［時間］　8：00～17：00
　　　20：00～翌5：00 
［休日］土日

※2交替

残りわずかです♪

高時給！
土日休み！！

時 880円～950円
パ四日市市赤堀／介護

■サービス付き高齢者向け住宅・有料老人ホーム・デイサービス・訪問介護・グループホーム

急

［時間］7：00～19：00の間で時間・曜日応相談
［待遇］各種社会保険（勤務時間による）、
　　　交通費規定支給、制服貸与

880円～950円
※経験・資格により優遇

時給

職種 介護職員（パート）

☎059-322-8787
赤堀

［応募］お気軽にお電話下さい。
（花びより笹川につながります。）［受付／伊藤］

四日市市赤堀1丁目4-7

赤堀

未経験の方も
大歓迎!!

プチボーナス
あり

平日のみ・
土日のみOK

週2日～OK! WワークOK!
扶養内OK!なので働きやすいですよ♪
時間応相談ですので、ご希望をお聞かせ下さい!!

時 950円～1,188円
紹四日市市内／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

[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☆
詳しいお仕事の内容はコチラ

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

116,800円
（月15日勤務の場合）

A.19:00～23:30
B.22:00～翌9:00(休憩有)

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、③カード獲得報奨金有

時給1,188円時給950円
①コスモ石油 四日市高角
　(四日市市高角町字神前左門1089-1)

※①②2交替③3交替ローテーション制（全てのシフトできる方）

月
収
例

力仕事や
給油業務なし！

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

時
　
間

116,100円
（月15日勤務の場合）

A.19:00～翌1:00
B.23:30～翌9:00(休憩有)

②コスモ石油 笹川
　(四日市市室山町字八幡1541)
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）

月
収
例

時
　
間

125,200円
（月15日勤務の場合）

A.7:00～16:00　B.14:30～0:00
C.23:00～翌8:00 ※全シフト休憩有

月
収
例

時
　
間

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で安心！

0120-128-400

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 1,000円
パ四日市市内／弁当配達

■ランチサービス

急

株式
会社港屋 四日市市浜旭町1（塩浜街道沿）

☎059-345-1491（採用担当）

［時間］8：30～15：00 ［休日］日曜日・祝日
［応募］まずはお気軽にお問合せ下さい。

1,000円時給職種 弁当配達
パートさん募集!!

■マット、モップ等レンタル・プロのおそうじ、家事代行

時 950円～
パ四日市市内／職種下記参照

［受付］平日9時～18時 [担当]森
☎059-331-8206

四日市市三ッ谷東町10-25
四日市

950円～
研修有

主に四日市市内

［時間］8時半～17時で応相談★半日～OK
扶養内もOK

週1～OK！勤務地

時　給

レンタル商品交換スタッフ募集 同時募集
［職種］おそうじスタッフ
［時給］ 土日祝100円UP
900円～1,200円以上
※詳細は面談にて。

応
募

カンタン♪

■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!!

■労働者派遣業（派）24-300623

時 1,250円～1,625円
派四日市市内／ピッキング

株式
会社ミネルバ

s.sanada@minerva2015.co.jp
☎059-390-1744［応募］まずはお気軽にお電話ください。

四日市市
楠町（本社）

★新築でキレイな職場なので快適♪ ★男性活躍中
勤務地 土・日・祝

でれる方
四日市市北部

職　種

時　給

ピッキング

手のひらサイズの
精密部品のピッキング

［時間］・9：00～18：00 ・7：00～16：00 ・18：00～翌3：00
［休日］週休2日（会社カレンダーによる）

  の方も
大歓迎

1,250円～1,625円

（派）

■総合ビル管理

時 900円
パ四日市市本町／清掃作業
急

http://jeqty.com

清掃
スタッフ
募集!!
清掃
スタッフ
募集!!

〒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）

週3～5日程度の勤務ですよ♪週3～5日程度の勤務ですよ♪

［時間］（1）6：30～16：30
　　　（2）（Ａ）6：30～12：00 （B）13：00～16：30
　　　※（2）固定ではなく、どちらでも対応できる方（シフト制）
　　　※お昼休憩60分、午前・午後は各30分
［待遇］制服貸与、交通費規定支給
［応募］まずは、お気軽にお電話下さい。

四日市市本町の
会館

会館内の共用部・
トイレ等の日常清掃

☎059-351-0573 090-7035-8181
〈採用担当者〉

仕事
内容

勤務地

時　給 900円

■東ソー株式会社100％出資の安定企業  総合物流業：陸上輸送・海上輸送・倉庫業・船舶代理店業・通関業・生産物流業ほか

月基本給17～25万円＋各種手当
正四日市市霞／職種下記参照

［資格］高卒以上、資格不問 ［時間］7：30～16：05・11：00～19：35
［休日］土日祝日の出勤有り（平日に休日振替とする）
［待遇］昇給年1回、賞与年2回（前年度賞与実績4.5ヵ月分/年）、
　　　社保完備、家族手当、交通費（規定）支給、退職金制度等
［応募］まずはお電話いただき、
　　　下記まで履歴書（写貼）・職務経歴書をご送付ください。
　　　　 hi_miura@tosoh-logi.co.jp

・生産現場での製造業務補助（運転助勢）、
　及び製品の包装・充填・出荷業務の管理
・製品・原料の入出荷業務（桟橋業務）
・船舶代理店業務（船長の代行業務など）

☎059-365-1420

月給

〒510-0011 四日市市霞一丁目8番

17～25万円＋ 各種手当基本給

募集

四日市
支社

仕
事
内
容

■株式会社 マメマーメ

月［正］228,000円～
四日市市小林町／介護福祉士 正

ショート
ステイ

［時間］シフト制　［休日］週休2日制  
［待遇］各種社会保険完備、交通費規定支給、制服貸与

★夜勤ができる方 ★賞与・退職金あり

介護福祉士

☎059-323-0007［応募］お気軽に　　　お問合せ下さい。

四日市市小林町3026-16
（三交バス「小林町西」停より徒歩1分）

正社員

228,000円～
※各種手当（夜勤6回分）含む

月 給

■安全と信頼の警備保障

日 7,000円～
ア勤務地複数／交通警備員

有限会社平成警備保障 三重
四日市市野田1丁目66番5号

☎059-331-6354（受付10：00～16：00）

［応募］まずはお気軽にお電話連絡の上、
　　　履歴書をご持参でお越しください。

交通警備員募集

［資格］18歳以上（警備業法による）
［時間］8：00～17：00

［業務内容］各現場にて交通警備のお仕事です。

★幅広い年代の方が活躍しています!★

交通警備員職種

日給 休日

ミニストップ

Vドラッグ

至
生
桑

至鈴鹿

至桑名

満殿の湯

ココ

365

477

1

快活CLUB

洋洋住研

マルハン

7,000円～
研修制度があるので安心です!!

日曜日

未経験の方
大歓迎!

■清掃業務

時［平日］950円
パ四日市市六呂見／更衣室などのカンタン清掃

祝日
休み

時
給

☎059-334-8000四日市市羽津3533-1

［応募］お気軽にお電話下さい。

株式会社

［時間］7：30～9：00の間（ご都合の良い時間）で
　　　勤務スタートしていただき、3.5h勤務

［勤務］平日2～3日勤務 ★お気軽にご相談下さい。
［待遇］交通費規定支給、制服貸与、福利厚生、ミニボーナス有

更衣室などの
カンタン清掃
四日市市六呂見

職 種

勤務地

950円

ゆっくり、
のんびり
働ける
お仕事☆
ミニボーナスもあるのでうれしい♪

［パート］

経 急給下記参照
アパ四日市市生桑町／看護・介護

■有料老人ホーム　通所介護事業所 http://www7.cty-net.ne.jp/̃mebaesou/index.html

☎059-334-8801（担当／後藤）

有料老人ホーム
通所介護事業所

四日市市生桑町328-1 mebaesou@m7.cty-net.ne.jp

［応募］まずは、お気軽に
　　　お電話下さい。

看護・介護
職員募集

午前中のみのお仕事です♪

入社祝金有 5万円 ※規定有

介護職員（パート）（B）職種

（A）職種看護師（パート）

［資格］男女不問　◎年1回昇給あり

［時給］980円～1,050円＋処遇改善手当
［時間］8：00～12：30または9：00～12：30
［勤務］週3日～応相談

［資格］正・准看護師 ［時間］8：00～12：30

［時給］1,400円～1,500円（交通費規定支給含む）

土曜・祝日勤務出来る方、優遇

週3～4日程度の勤務

8：00～9：00、土・祝は

時給50円UP!

8：00～9：00、土・祝は

時給50円UP!

時 930円～
アパ四日市市西浦／客室清掃

■ビル・マンション総合管理

930円930円 ※土日祝は1,030円
（地域手当含む） （休日手当含む）

時
給

勤
務
地

ホテルエコノ
四日市※車通勤不可

（アピタの近く）※近鉄四日市駅西口徒歩4分

☆☆未経験者大歓迎☆☆
家事の隙間時間に
働ける職場です♪

60歳以上の方活躍中
最大70歳まで働ける

※規定あり

http://www.chubu-goko.co.jp/

四日市市安島1丁目5番10号
中部互光株式会社 三重営業所

☎059-337-8020（担当／求人係）
現地面接致します

［時間］9：30～14：30又は9：30～13：30
［待遇］交通費規定支給
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。
　　　受付9：00～17：00（月～金、祝日除く）

時下記参照
四日市市堀木／職種下記参照

■ビジネスホテル

W

アパ

☎059-355-3332（採用係）ヒールイン四日市 検索

四日市市堀木町
一丁目4番12号ヒールイン四日市

［応募］まずはお気軽にお電話ください。

パートアルバイト募集
交通費（規定）支給昇給有

［時給］900円（＋深夜手当有）
［時間］・17：00～22：00
　　　・22：00～翌9：00

ごはんを炊き、
みそ汁を作る
カンタン朝食

［勤務］週1～ご希望の時間で働けます（シフト制）

職種（1）

ホテル
フロント

職種（2）

［時給］900円～
［時間］6：00～11：00
　　　（扶養内勤務OK）
☆50・60代
　主婦（夫）の方活躍中

大学生
OK

週1日
～OK

Wワーク
OK

時

派桑名市友村／計量・検品
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

食品工場での計量・検品等

［時間］（1）8：00～17：00 （2）12：00～21：00
　　　（1）（2）の2交替勤務
［休日］土日祝、ＧＷ、夏季・年末年始（会社カレンダーによる）
［待遇］社保完備、交通費規定支給、作業服・安全靴等貸与

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.］
332104030

1,050円
原材料等の計量作業、
包装前や包装後の製品の検品作業など

時
給

〈勤務地〉桑名市友村

仕
事
内
容

新着の
お仕事です♪

ＮＥＷ

土日祝
休み! 正社員

登用有!!

20代～30代男性活躍中♪

フォークリフト免許ある方も同時募集
［応募］まずはお気軽にお電話ください。現地説明致します。

時 900円～
パ契四日市市羽津中／セラミック製品の製造作業

■洋食器の設計開発 URL http://www.miyawo.co.jp

株式会社 ミヤオカンパニーリミテド
☎059-331-9182

四日市市羽津中3-2-5
（近鉄霞ヶ浦駅近く）

ミヤオカンパニーリミテド 検索［応募］電話にて受付します。（担当/高橋）

［時間］8：00～17：00（実働8時間）
［休日］土・日、年末年始、GW 、お盆
［待遇］賞与、通勤手当（社内規定による）、
　　　社会保険（パート除く）、車両通勤可、給食弁当補助、
　　　制服貸与、会員制ホテル「エクシブ」利用可

地元企業で安心・安定昭和6年創業

製造従業員大募集

パートタイマー
でも可（応相談）

仕事内容

時　給

製品を造る工程作業
900円～

見学可

未経験の方も大歓迎のお仕事

パートタイマー
でも可

（応相談）
若手従業員も
活躍中

セラミック製品の製造作業

時 1,200円
契四日市市山之一色町／事務系

■製造請負・製造派遣 http://tech-hp.com/

日勤
経験・能力に応じて

契約社員から

正社員
登用★

事務系
購買発注品の納品/検収
伝票処理及び伝票集配業務

［応募］お気軽にお電話下さい。（平日 9：00～18：00）（横山）

勤務地

職　種

時　給

四日市市
山之一色町800

1,200円

正社員で働きたい方にオススメ

［時間］8：30～17：15 ※月の中で残業有（10時間位）
［休日］週休2日（土・日）、祝日、GW、年末年始、その他休日有（年間休日120日以上）
［待遇］社会保険完備、制服貸与、車通勤OK、交通費支給（規定有）

テクノヒューマンパワー株式会社
四日市事業所 四日市市山之一色町800

☎059-330-1362連絡先
070-3879-0803

四日市市小古曽／（1）介護職員 （2）機能訓練指導員 （3）送迎運転手
経給下記参照
パ正

■デイサービスセンター

☎059-340-4165（担当／石川）〒510-0958 四日市市小古曽2丁目10番10号
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

dayservice-itsuki-ogoso.jp検索デイサービスいつき 小古曽

株式会社 樹小古曽

［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!
［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

昨年オープンしたばかりの
新しい施設です♪

ヨ イ ロ ウ ゴ

職種（2）機能訓練指導員
デイサービスにおける機能訓練業務等

◎理学療法士・作業療法士・言語聴覚士

［正社員］月給22.75万円～31.9万円
［パート］時給1,600円～1,750円
◎柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師

［正社員］月給20.75万円～29.9万円
［パート］時給1,100円～1,250円

給
与

職員昼食無料

正社員は
退職金制度有

（1）介護職員 
［資格］有資格者・経験者優遇、未経験者も歓迎

［給与］［正社員］月給17万円～29.9万円
　　　［パート］時給950円～1,250円
職種

職種

（3）送迎運転手（パート） 送迎業務・介護補助業務

未経験者OK 60代の方も活躍中

週3日以上勤務可能な方、定年退職者や年金受給者も大歓迎!
［資格］要普免（AT限定OK）、70歳迄（定年年齢）
［時給］900円以上

デイサービスにおける
介護業務全般



B雇用形態 / ：正社員正 ：契約社員契  ：パートパ ：アルバイトア  ：派遣社員派   ：紹介予定派遣紹 募集内容がひと目でわかります。 ：業務請負請  ：業務委託委 ：その他他 ☎059-351-0333 C交￥ 週￥ 週1 扶《アイコンの説明》
経 W急未経験者歓迎 寮完備 長期 短期学生さんOK経験者優遇 急募 WワークOKシニア世代も歓迎 車通勤OK

日￥日払い可 交通費支給 週払い可 社会保険有 土日祝休 週1日～ 制服貸与 扶養控除内考慮 まかない・食事補助 深夜勤務
四日市本社

土日
祝休社

高校生OK高校

三重県四日市市浜田町5-12 第2加藤ビル3F

5月
特集

家
事
や
学
校
と
両
立
で
き
る

週
2
日
〜
勤
務
O
K
の
お
仕
事
特
集

春
到
来
！
屋
外
で
働
こ
う
！

現
場
の
お
仕
事
特
集

4月
特集

フ
リ
ペ
・
求
人
サ
イ
ト
に
て

『
月
替
り
の
お
仕
事
』を
特
集
し
て
い
ま
す
！

三
重
の
求
人
サ
イ
ト 『
ア
ド
サ
ン
ア
イ
』

https://w
w

w.ad-sanai.co.jp
ア
ド
サ
ン
ア
イ

582
1084

＼＼三重のオシゴトなら／／

■産業・一般廃棄物収集運搬業・リサイクル事業 http://www.530.co.jp

月

正四日市市中野町／3t・4tドライバー
30万円以上

☎059-339-7000〈受付／9：00～16：00〉〈採用担当〉

四日市市中野町
2010番地

［応募］お電話連絡の後、履歴書（写真貼付）ご持参下さい。※詳細面談にて

未経験入社でも入社祝金3万円支給！！

［資格］45歳まで、要中免（8t限定可）、学歴・経験不問
［休日］日曜、木曜午後、土曜午後
［時間］5：00～15：00（17時まで延長の場合あり 委細面談） 
［待遇］社保完備、昇給、賞与年2、諸手当、退職金、軟式野球チームあり（参加自由）、他

四日市市中野町2010（保々工業団地内）

3t・4tドライバー
勤務地

未経験入社の20代・30代が活躍しています

300,000円以上
（コースドライバー前月平均328,957円）

月　給

職　種

急時 910円
パ三重郡川越町内／清掃スタッフ

■コニックスグループビル総合管理 www.conyx.co.jp/

清掃スタッフ募集!!
勤務地

時　給

［時間］（1）　8：30～12：00
　　　（2）13：00～17：00
　　　（3）　8：30～17：00
　　　※（1）（2）のローテーション
　　　　（3）は月1回程度のシフト制
［待遇］交通費規定支給

川越町公共施設

［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（ ）

910円
週3日～4日
勤務

勤務日数
応相談

■ガーデニング用品の輸入・植物の販売

時 1,000円
アパ四日市市赤水町／母の日用篭盛作り 等 

［期間］●4/25～5/5
　　　（内約6日～8日間） 
［時間］8：30～16：30
　　　（場合により多少時間変更あり）勤務日数・時間応相談

母の日用篭盛作り 等 
〈勤務地〉共同ガーデンセンター

立ち作業が中心のお仕事です!!
体力のある方大歓迎

職
種

短期
共同物産事務所（下記住所）
から西へ約500m

☎059-326-5555
四日市市赤水町2-1共同物産株式会社

［応募］まずは共同物産（株）までお電話ください。

女性活躍の
職場です

1,000円時 給

■清掃業務

時 950円
パ四日市市安島・四日市市寿町／清掃

空いた時間を
有効活用して働けます☆

☎059-334-8000四日市市羽津3533-1

［応募］お気軽にお電話下さい。

株式会社

※（A）or（B）又は両方もOKです
［待遇］交通費規定支給、制服貸与、福利厚生 

ご都合の良い時間から開始OK!
1日2.5H（火・金）

勤
務

パート

お気軽に
ご相談下さい

事務所内のカンタンおそうじスタッフ
勤務地（A）
四日市市安島

8：30～11：15の勤務です!
1日2.75H(月・水・金）

勤
務

勤務地（B）
四日市市寿町

950円
時給

■レンガ造りのかわいい喫茶店

時 900円+能力給
三重郡菰野町／カフェのホール・簡単キッチン

W

パア

学校・プライベートの都合等
シフト希望考慮♪

［時間］7：00～20：00の間で2h～OK
［待遇］制服貸与、食事補助

時
給

職
種

900円
+能力給

カフェのホール・
簡単キッチン

☎059-399-2228
三重郡菰野町永井西前野3092-1（ピアゴ菰野店駐車場内）

珈らく 珈琲香房
［応募］まずは、お気軽にTELください。

主婦（夫）・学生・フリーターの方、大歓迎

　の方も
カンタン♪

平日のみの
勤務もOK

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♪

時 950円～1,000円
パ四日市市内／調理員

■フードサービス（創業一世紀の給食事業のパイオニア） http://www.uokuni-s.co.jp/

経 急

［応募］お気軽にお電話下さい。現地近くにて面接致します。
　　　4/12（月）より受付けさせていただきます。

四日市市日永1丁目2-20

三重支社

0120-46-1320 ☎059-346-1320

四日市市内小学校
（四日市市羽津・采女町・日永・東阿倉川・桜町・大谷台・北町）

勤務地

職　種 時給 950円
～1,000円

調理員
  切菜・調理・
  配食・洗浄

学校給食調理
スタッフ募集!!

［時間］8：30～15：00（5.75Ｈ）
［休日］土日祝、（学校休校日）
［待遇］交通費別途支給、制服貸与
★試用期間あり　★経験により条件考慮

（ ）

20代～40代の主婦の方、多数活躍中!

時下記参照
他三重郡川越町／ヘルパー

■訪問介護

☎059-363-4425（担当／川村）

訪問介護センター川越

［応募］まずはお気軽にお電話下さい※セールスのお電話はご遠慮下さい。

三重郡川越町豊田598番地
（近鉄「川越富洲原駅」北すぐ）

［身体介護］［生活介護］

通常（　8時～18時）

早朝（　6時～　8時）

夜　（18時～22時）

深夜（22時～翌6時）

1,980円以上
2,475円以上
2,475円以上
2,970円以上

1,320円以上
1,650円以上
1,650円以上
1,980円以上

時給（※交付金込）ヘルパー

詳細は面談時に説明します

＊週1日からでもOK!
　午前のみ、午後のみ、夕方のみでもOK!
＊少しの空き時間でもOKですので一度ご連絡下さい!

登録ヘルパー
（直行・直帰）

大募集!
主婦（夫）の方や65歳以上の方も大歓迎!

［資格］有資格者
（旧ヘルパー2級以上）

雇用保険加入可!

時（1）1,100円～ （2）880円～
パア四日市市霞／（1）荷物の積み下ろし・仕分け・梱包等 （2）検品・軽作業

■物流業務請負 www.ast-grp.co.jp

急

1

2

四日市市霞
勤務地

☎059-338-7550（担当／伊藤・松原）
［応募］お気軽にお電話下さい。四日市市大鐘町六路山1539-3

株式会社 アスト四日市営業所
（物流本部）

女性
活躍中

［共通待遇］社保完、制服有、交通費規定支給

アルバイトから正社員登用もあります♪まずはお気軽にお問合せ下さい！!4月から心機一転！
未経験の方も経験者の方も
大歓迎♪【研修期間有】

職種

時給 ［時間］8：30～17：00※残業有

［時間］9：00～17：00（時間応相談）

1,100円～
（まわりと協力しながら作業）
荷物の積み下ろし・仕分け・梱包等

職種 時給 880円～検品・軽作業

正社員登用有

新しい職場でお仕事しませんか！？

週3日～
応相談

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)

経月 16万円～30万円以上
アパ正勤務地複数／理容師・美容師

■理容・美容室の経営

月給16万円～30万円以上

働きやすさ
重視！

あなたの都合
を最優先！

あなたの
願いを
叶えます。

0120-030-557
090-5214-5674（担当／さがら）〒306-0404 茨城県猿島郡境町長井戸798-1

アクア・HAIR AQUA

★お子様のいる方も多数活躍中！  ★年齢制限なし  ★社会保険完備
★通信教育支援制度有  ★週1日～OK！  ★連休可能！土日休み可能！
★働く時間帯もご相談にのります  ★ブランク有OK！

パート・アルバイト大募集！！
時給900円～1,200円以上
※曜日・時間により時給変動します。

［資格］理容・美容資格、専門卒歓迎、ブランクOK　［休日］月5日～ ※週休2日もOK! ※有給休暇有
［時間］8：30～17：00・10：30～19：00 ※勤務時間相談可
［待遇］昇給随時、交通費規定内支給、社会保険完備、特別手当有、有給有、日給制も可、
　　　マンション・寮完備、通信教育支援制度有、入社祝金5万円有、1日体験入店有
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。面接日・勤務開始日もお気軽にご相談下さい。

四日市店

うれしい
アクアで働く
Pointご紹介

◆選べる勤務地!アナタの街で働けちゃう!
…他にも勤務地全国多数有。
新店舗続々OPEN予定!!勤務店舗はお気軽にご相談下さい。

勤
務
地

【職場情報】

四日市市日永西2丁目20番3号
南日永駅より徒歩3分

検索アクアヘアサロングループ

新規OPEN予定の店舗も含め、
三重県、他各店舗からスタッフ大募集！！

全国200店展開中!! 

（1）理容師

（2）美容師

月給16万円～30万円以上

アクアで働くなら今がチャンス!!
理容師・美容師募集

※能力による

※能力による

■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

■宅配業務 http://yoshikei-dvlp.co.jp

月下記参照
正四日市市高浜新町／宅配&PR活動スタッフ

ヨシケイ三重
【本社（四日市）】四日市市高浜新町1番地19号

☎059-334-7001（三井）本社受付

［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
［応募］まずはお問い合わせください。

19万円～＋奨励金
（研修中17.4万円）

お子様の行事への
参加もしっかりサポート

宅配&
PR活動
スタッフ

職 

種

月 

給

正社員

時 1,300円～1,350円＋交通費規定支給
四日市市内／仕分け・ピッキング作業

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

派

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］8：00～17：00
［休日］土・日、祝
［待遇］制服貸与、
　　　ロッカー・休憩室・
　　　駐車場完備

1,350円

1,300円

桑名・いなべ方面からも
通勤しやすいですよ♪
勤務地

職種

時
　
給

四日市市北部
仕分け・ピッキング作業

＋交通費
規定支給リフト免許ない方は

リフト免許取得の方は

20～50代の男性活躍中

■総合ビル管理

時 1,000円
パ四日市市十七軒町／清掃スタッフ

http://www.chubu-s.co.jp

急募短時間だから
無理なく働けます!

未経験
OK

［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）

四日市市十七軒町の
公共施設の清掃

中高年の方や
未経験の方も
多数活躍中!!

時
給1,000円

［時間］7：30～11：30
［休日］土・日・祝
［勤務］週3日程度

■人材派遣センター（派）24-010003

時 1,400円＋交通費
派四日市市内／選別作業・リフト運搬作業
急

http://www.watermelon.co.jp/worldkoz/

マイペース　
 

で出来る　
  

簡単な仕分
け

作業です♪

クイック トーロク

0800-919-1069
受付時間／9：30～20：00
（採用担当）

四日市市日永西4丁目17-17
［応募］まずはお電話下さい。

［資格］リフト免許 ［時間］8：00～16：00（実働7h）
［休日］日・祝 ［待遇］無料駐車場、服装貸与

1,400円＋交通費規定支給

内
容

勤
務
地

四日市市
南部
選別作業・
リフト運搬作業
要るもの・
要らない物を
選ぶお仕事です（ ）

時給

20～50代
男性活躍中

■うなぎ・天ぷら

時 950円～
パ四日市市九の城町／ホール・キッチン

四日市市九の城町8-17（近鉄四日市駅から徒歩5～10分）

水曜
定休

☎059-351-4548 090-2947-4336

ホール・キッチン職種

未経験
OK
平日のみOK 土日のみOK

2時間～
OK

週2日～
OK

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

パートさ
ん募集！

［時間］　9：30～14：30
　　　16：00～20：30※シフト制

950円～※経験・能力により優遇 ※研修期間有
※その他、詳細は面談にて時給

午前のみ
午後のみOK

時 900円～
パア四日市市波木町／おそうじスタッフ

☎059-322-5111［応募］詳細等まずは
お問い合わせください。

■天然温泉

四日市市波木町1077-73（笹川団地すぐ西）
天然温泉 ジャブ

www.jab53.com

［時間］17：00～22：00

時給 900円～

★シニア世代に人気
★60代の女性活躍中
★年齢不問  ★　OK
★交通費規定支給

平日勤務も可能
週3日の
お仕事

従業員の方は無料で
お風呂に入れます!!
（勤務以外の日もOK♪）

従業員の方は無料で
お風呂に入れます!!
（勤務以外の日もOK♪）

おそうじスタッフ募集!

■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

月 200,000円～
正三重郡菰野町／材料加工スタッフ

■ベアリング製造

［資格］普通免許、リフト免許 
［時間］8：00～17：00・18：30～翌3：30（交替制） 休憩有
［休日］土日（土曜出勤月1回有り）、GW・盆・年末年始
［待遇］昇給有、賞与年2回、社保完備、
　　　交通費（規定）支給、各種手当、有給休暇

大募集

材料加工スタッフ
  材料を機械に乗せてボタンを押すお仕事
  別工場へ3tトラックにて配送業務もあります。

職種

月給 200,000円～
※経験・能力に応じる。※面接時に詳細は説明します。

入社日
応相談

リフト免許
取得支援有

月収例 勤続2年25～35万円

東海精工 株式会社
三重郡菰野町大字田光3251（八風中学校から東へ250ｍ）

［応募］お気軽にお電話ください。
※詳細は面談にて

☎059-396-0654
応募可 tksk@m4.cty-net.ne.jp

工場内
作業員

業界未経験の方も大歓迎 正社員
OK

40代～50代
の方活躍中

（ ）

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

三重トラフィックガード有限
会社

四日市方面

☎0595-98-4412（担当/伊藤）
四日市市平津新町480-31

〈本社〉亀山市南崎町741-3 山川ビル2C

☎059-336-5513（担当/根岸）

亀山方面

お仕事内容はこちら↓

給下記参照
正四日市市霞／職種下記参照

■プラントメンテナンス事業

経

正社員募集

〒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

☎059-364-8373
［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

給下記参照
パ四日市市生桑町／職種下記参照

■医療・介護

経

［時間］9：00頃～15：30頃
　　　※相談に応じます（週3・4日程度）

880円～960円
祝日勤務50円UP

（資格無）880円以上
（資格有）930円以上

時
給

時
給

★40～50代活躍中

共通共通共通［休日］希望シフト制 ［待遇］昇給あり、賞与年2、交通費（規定）有給、保険完備共通［休日］希望シフト制 ［待遇］昇給あり、賞与年2、交通費（規定）有給、保険完備

四日市市生桑町1455
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。みえ医療福祉生協・四日市

☎059-330-0808（桐山） ☎059-333-6471（診療所） ☎059-333-6756（介護事業所）

★介護福祉士さん優遇

［時間］勤務時間・曜日相談に応じます
　　　（8時半～15時半の間）

（2）調理スタッフ〈パ〉

スタッフさん
募集　パ

通所介護事業所（デイサービスいくわ・通所リハビリいくわ）の

（1）介護スタッフ〈パ〉 

資格の
ない方や
   もOK

経験者
優遇

祝日時給

50円
UP！

月（職人）300,000円  （見習い）中卒175,000円～  高卒220,000円～ 
正四日市市智積町／左官職人・見習い・手元

■左官工事請負業

急経

四日市市智積町3411-2

［応募］お気軽にお電話下さい。有限
会社姫野業務店

（担当／姫野）
080-4226-7650

あなたの経験を活かしませんか！？
もちろん未経験の方も大歓迎ですよ！

日給／7,000円～
月収／175,000円～

9,000円～
18,000円

年令・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!

［資格］15歳～（中卒可） ［時間］8：00～17：00 ［休日］日曜、GW、お盆、年末年始
［待遇］社保完、昇給・賞与（業績による）、交通費規定支給

見習い職　人

左官職人・見習い・手元職種

正社員大募集！！

中卒

高卒

日給／9,000円～
月収／220,000円～

能力・経験
による（ ）
日給

月収 300,000円

在職中の方も

相談に

のりますよ！

未経験・資
格が

なくても

手に職を

つけれます
よ！

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 900円～1,000円
アパ三重郡菰野町／客室清掃・食器洗浄

■天然温泉付き会員制リゾートホテルの運営 http://marronnier.info/

時間を有効活用しませんか!
幅広い年代の方が活躍中です スタート日応相談

週3日～OK

お仕事後に天然温泉への入浴もできますよ

☎059-392-3213三重郡菰野町菰野湯の山8563

オテル・ド・マロニエ 湯の山温泉
［応募］電話連絡後、
　　　履歴書（写真貼付）持参でお越し下さい

［時間］
9：30～15：00の間で
5時間程度
※休日は相談に応じます客室 清 掃

食 器 洗 浄
［時間］
（1）7：00～ （2）17：00～
※週3日程度の勤務

900円～
1,000円

職種
（パ・ア）

★年齢不問

60代の方も
活躍中!!

職種
（パ・ア）

交通費別途支給
 ※送迎手当200円～

時  給


