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友だち登録してね!毎週更新中

地元のオシゴトや
おでかけ情報満載♪

■バラセメントの配送

経 急月 250,000円～ 350,000円
正三重県内／バラセメントのタンクローリードライバー

安心・安定の正社員募集！！

バラセメントのタンクローリードライバー
◎配送エリアは主に三重県内

☆新しい環境でチャレンジしませんか！
☆ルートは事前に決まっている為、焦る心配はありません！

［資格］要大型自動車免許 ◎未経験者もOK！
［月給］250,000円～350,000円
　　　（試用期間有）
［時間］6：00～16：00（残業有）
［休日］日曜、祭日、年末年始、ＧＷ、お盆
［待遇］昇給・賞与有、各種保険完備、交通費規定支給

職
種

090-5865-3222（採用担当/中瀬）

松阪市
宝塚町80-3株式会社 アシスト三重

[応募］まずはお気軽にお電話下さい。

■三重交通グループ 

急時下記参照
パ伊勢市内／ホテル客室整備・清掃

［休日］基本週休2日制（曜日・日数も選べます!）
［待遇］交通費規定支給（お車利用の方は駐車場代補助有）、有給休暇有、制服貸与

［応募］10/19（月）より電話受付け致します。まずはお気軽にお電話下さい。

平日9時～17時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）

勤務日数・曜日等相談可

ホテル客室整備・清掃仕事内容

土日祝のみでも可 未経験者歓迎

［時給］（平日）880円～920円 （土・日・祝）920円
［時間］9：00～15：00の間で5h程度

勤務地 ②三交イン伊勢市駅前（伊勢市宮後1丁目1-1）

［時給］（平日）875円～900円   （土・日・祝）900円～920円
［時間］9：00～14：30の間で4.5h程度

勤務地 ①伊勢シティホテルアネックス（伊勢市吹上2-5-11）

急時 900円～＋交通費別途支給
アパ伊勢市内／清掃スタッフ

■警備保障・貨物輸送・旅客運送・旅行業・総合建物管理業・人材派遣業

株式会社メイハン
総合建物管理事業部

［本社］名張市東田原2175☎0595-67-2501

伊勢市内の
家電量販店での
日常清掃

職
種

お子さまがみえる方や
シニアの方にも
働きやすい
時間帯です♪

週3～4日程度の
勤務です

［時間］9：00～13：00 ［待遇］交通費支給、制服貸与
［応募］お気軽にお電話ください。詳細はTELにて。
　　　（担当／古川）☆面接は現地近くで行います。

900円～
＋交通費別途支給

時 給

扶養内勤務希望の方に
オススメです♪

経時 880円～（※経験に応じて）
パ度会郡南伊勢町／調理補助

■ヘルスケアフードの明日を考える。

調理パートさ
ん大募集

名古屋支店／愛知県名古屋市中区栄2-3-1

0120-160-177【採用担当／小林】
※面接は現地で行います

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。
　　　電話受付 午前9時以降（月曜～金曜日）

正社員登用制度有、制服貸与、
社会保険完備、昇給・有給有り、
給与は経験・勤務時間を考慮の上決定、
残業時及び休日出勤時は別途手当支給

メディカルケア伊勢志摩
（度会郡南伊勢町）

勤
務
地

待
遇

［職種］調理補助〈パート〉

［時給］880円～
　　　（※経験に応じて）
［時間］5：00～14：00（休憩1時間）
　　　※週3日～5日（時間・日数の相談可）

時下記参照
伊勢市小俣町／ホームヘルパー

■介護保険事業

パ

経

伊勢市小俣町湯田1517-3☎0596-27-6227（担当/坂本）（平日8：00～17：00）

生活支援サービス・ポピー ヘルパーさ
ん募集！

職
種
ホームヘルパー
［パート］

株式会社 エムケイ・コーポレーション ホームページは
「エムケイコーポレーション」で検索

［時給］1,230円～
　　　※土、日、平日18時以降は割増
［時間］7：00～19：00の間で
　　　1日2時間～、週3日～

［時給］1,800円～
　　　2,000円
※業務内容・時間等は面接にて応相談

［待遇］賞与年2回、各種保険完備、有給休暇、通勤手当、健康診断、
　　　インフルエンザ予防接種会社負担、正社員登用制度有り
［応募］まずはお話だけでも、気軽にお問い合わせください。

①日勤
②
夜間
専従

共通項目

月 182,300円～235,300円（正）
正伊勢市船江／接客・パン製造

■高級食パンの製造・販売

★11月下旬OPEN！！正社員さん募集★

☎06-6646-0215（本社採用ダイヤル）
伊勢市船江3-11-6
HARE/PAN 伊勢店

［勤務地］純生食パン工房 HARE/PAN 伊勢店
　　　　※JR・近鉄「伊勢市駅」から徒歩17分
［職　種］接客（販売・レジ等）、製造（発酵・成型等）
　　　　※製造については、
　　　　　全て機械で行うので
　　　　　未経験の方も安心です！
［資　格］普通自動車免許（AT限定可）
［給　与］月給182,300円～235,300円
　　　　※研修1ヶ月あり（時給940円）
［時　間］3：00～19：00のうち、実働7.5時間
　　　　※週休2日のシフト制※残業ほぼなし
［待　遇］昇給あり、賞与あり、社会保険完備、
　　　　交通費支給（公共交通機関
　　　　またはガソリン代）、
　　　　バイク・自転車・車通勤OK、有給あり、
　　　　制服貸与、給料前払い制度あり、
　　　　役職・家族手当あり、
　　　　健康診断あり
［応　募］お電話もしくは右記二次元コード
　　　　よりご応募下さい。

高級食パン工房の、オープニングスタッフ募集！！

未経験
の方も
大歓迎♪

時 900円～1,200円（ア・パ）
パア伊勢市船江／接客・パン製造

■高級食パンの製造・販売

★11月下旬OPEN！！
アルバイト・パート募集★

☎06-6646-0215（本社採用ダイヤル）
伊勢市船江3-11-6
HARE/PAN 伊勢店

［勤務地］純生食パン工房 HARE/PAN 伊勢店
　　　　※JR・近鉄「伊勢市駅」から徒歩17分
［職　種］接客（販売・レジ等）、製造（発酵・成型等）
　　　　※製造については、
　　　　　全て機械で行うので
　　　　　未経験の方も安心です！
［給　与］時給900円～1,200円
　　　　※3時～5時は、時給1,200円
　　　　※3時～勤務であれば別途手当
　　　　　（200円/日）支給（条件あり）
［時　間］3：00～18：00のうち、4時間～
　　　　※勤務時間はお気軽にご相談ください！
［待　遇］昇給あり、交通費支給（公共交通機関のみ）、
　　　　バイク・自転車・車通勤OK、
　　　　有給あり、制服貸与、
　　　　給料前払い制度あり
［応　募］お電話もしくは右記
　　　　二次元コードよりご応募下さい。

高級食パン工房の、オープニングスタッフ募集！！

未経験の方も
大歓迎♪

急月 162,000円～210,000円 時 900円～
アパ正鳥羽市相差町／レストラン業務

■ホテル

内 容

☎0599-33-6518
鳥羽市相差町1522-12

正社員・パート、アルバイト募集

［応募］まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

ホテルの詳細などは
ＨＰをご覧ください

https://www.michishio.co.jp/

［職種］洗い場・雑役・風呂掃除
［時給］900円～

162,000円
～210,000円

［時間］7：00～21：30の間で8時間程度
［休日］週休2日制
［待遇］社保完備、賞与年2回、昇給、
　　　交通費規定支給、忘年会、制服貸与

未経験OK
お食事の際に配膳・接客など（仲居さん）

正
社
員

パ
ー
ト

時給
月給 900円～

同時募集

住み込み希望の方も大歓迎

寮完備

週1日～
OK

［時間］7：00～21：30
　　　の間で応相談

給下記参照
パ正度会郡南伊勢町／職種複数

■訪問看護・介護ステーション

★勤務スタート時期応相談！★未経験者・初心者の方も歓迎!★外国人の方もOK！

サポート体制万全♪正社員・パート募集☆
事前に職場見学もしていただけます！

［待遇］各種社保完備、交通費規定支給、年2回賞与支給、制服貸与、マイカー通勤可 

住宅型有料老人ホーム希望の里 福寿株式会社
度会郡南伊勢町斎田316-84（鵜方より車で35分）

☎0599-65-0061（ 担当
スズキ）［応募］9：00～18：00の間にお電話ください。土日も受付しています

清掃員（正職員・パート）
［正］月給150,000円以上
［パ］時給 900円～950円

［時間］8：00～18：00（応相談）

給
与

〈
職
種
〉

厨房員（パート）

900円～950円
［時間］13：00～19：00（応相談）

時
給

〈
職
種
〉

W給

パ正伊勢市内／職種複数

■介護事業

当社規定による（経験・能力に応じる）

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

〒516-1102 伊勢市佐八町1720-22

☎0596-39-0108（担当／間宮・谷川原）
森伸 検索http://www.morisin.co.jp

人にやさしい街づくり

株式会社 森 伸

◎メールでの応募も可

▲ ▲ ▲

kaigo-j@morisin.co.jp

施設管理者候補・夜勤できる方募集中!!

会社
説明会
予約は
不要です

10/24（土）
◎伊勢市労働福祉会館
■10：00～ ■11：15～ 
※いずれかご都合の良い時間でご参加ください

コロナ感染予防対策
しています。
最大10名までの
少人数制。
マスク着用・
検温・消毒の徹底

受講費用全額会社負担

★0歳児・1歳児募集中
★祝日・土曜日開園 ★自園調理給食
★11時間保育（延長・休日保育料なし）
★地域のお子さまも利用可能（受付中）

1K

研修制度

保育

働きながら
資格取得ができます!

（伊勢市勢田町）

募集職種（正社員・パート） ＊ハローワークに詳細を掲載中＊

スーパーや医療機関も近く、各施設への通勤も便利。

2DK ケアパートナー森伸・小俣・明野のすぐそば。
駅まで徒歩3分

家賃の約半額を
会社が負担いたします。社宅 駐車場

1台付

早・夕方～夜・日勤・深夜帯など、「決まった時間のみ」の就業も同時募集!

①サービス付き高齢者向け住宅職員
②グループホーム職員  ③訪問介護職員
④訪問看護職員  ⑤保育士  ⑥調理職員
⑦送迎職員  ⑧育成部門職員
※②は新ユニットオープンに向けて募集 ※③④は別途、資格手当・訪問手当あり
※⑥は早・遅及びお昼繁忙時間手当あり
◎貴方の経歴に合わせ、賃金試算いたします。

☎0596-22-5155

もりの実
保育園

■（財）日本医療機能評価機構認定病院 ISO9001取得病院 http://www.matsusaka-kousei.com/

経 急給下記参照
パ正松阪市久保町／正看護師、准看護師、看護助手、配膳・洗浄職員

☎0598-29-1311
〒515-0044 三重県松阪市久保町1927番地2松阪厚生病院

○外科 ○緩和ケア ○透析センター ○健診センター ○精神科 ○神経科 ○心療内科 ○内　科 ○消化器科
○胃腸科 ○循環器科 ○皮膚科 ○整形外科 ○眼　科 ○泌尿器科 ○精神デイ・ケア ○リハビリテーション ○歯　科

正職員・
パート募集
◇◆院内保育所あり◆◇

正 月給152,000円～（手当含む）

正

正

パ 時給1,460円
（日・祝は30円UP!）

月給238,500円～
（手当含む※夜勤4回を含む。夜勤回数については相談ください）

准看護師職種職種

正看護師職種職種

※勤務時間・曜日・頻度等については遠慮なくご相談ください。※勤務時間・曜日・頻度等については遠慮なくご相談ください。

支度金制度（最大20万円）・奨学金制度あり

支度金制度（最大20万円）・奨学金制度あり

正 パ 時給1,680円
（日・祝は30円UP!）

月給263,500円～
（手当含む※夜勤4回を含む。夜勤回数については相談ください）

看護助手（介護職）職種職種

パ 時給1,020円～
（日・祝は30円UP!）

◎介護福祉士お持ちの方は［正］手当…8,000円/月 ［パ］時給30円UP

月給213,000円～
（手当含む※夜勤5回含む。夜勤回数については相談ください）

配膳・洗浄職員職種職種

支度金制度（最大20万円）・奨学金制度あり

［待遇］規定により交通費・住宅手当・扶養手当支給、社会保険・労働保険完備、
　　　昇給・賞与（パートは寸志）・退職金制度あり、試用期間あり
［応募］ご不明な点・ご応募についてはお電話ください。《採用担当者／田中（タナカ）・田米（タゴメ）》

◎調理師資格をお持ちの方は［正］5,000円/月アップ
パ 時給920円
＊時間帯により時給1,100円

支度金制度あり



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）

■訪問介護事業所

時身体介護1,500円～  生活援助1,200円～
伊勢市小俣町／訪問介護登録ヘルパー

急

アパ

もう一度私達と
輝きませんか?

40代～60代
も歓迎!

身体介護1,500円～  生活援助1,200円～

［資格］ホームヘルパー2級以上
［時間］8：00～18：00の間で応相談
［待遇］交通費（規定内）支給 ［応募］お気軽にお電話下さい。

身体介護1,500円～
生活援助1,200円～

土日入れる方歓迎 1日
働ける方
優遇

時
給

プライベートの時間を大切にして
頂きたいので直行直帰OK!!

☎0596-72-8301（担当／山下まで）

伊勢市小俣町明野409の2 サンライフ明野203号室

合同会社えがおげんき
訪問介護事業所 小春びより

＋
処遇改善
加算

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

経 急月 250,000円以上
正玉城町／工場内輸送

［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

工場内輸送（大型）
度会郡玉城町

土日祝
お休み♪

正社員募集!!
勤務地

内　容男性活躍中

［月額］250,000円以上
［資格］要フォークリフト（リーチ）、大型免許
［時間］9：00～18：00 ★昼間の勤務です
［休日］土・日・祝 ［待遇］社会保険完備・退職金制度有・制服貸与

☆経験者さん歓迎！

■バラ園

急時［平日］880円～ ［土日祝］900円～
アパ伊勢市二見町／バラの収穫、出荷作業又は手入れ

［応募］まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

伊勢市二見町西851藪木バラ園
090-5457-2095 (藪木)

（受付時間9：00～17：00）

［資格］普通運転免許
［時間］（9月～7月の出荷期）8：00～13：00の間で3時間以上
　　　（7月～9月の剪定期）作業内容、時間は要相談

やる気のある方、
未経験歓迎

交通費支給 能力次第で時給upあり

週3～OK

主にバラの収穫、出荷作業
又はバラの手入れ

（平日）880円～ （土・日・祝）900円～

内 容

時 給

■訪問介護事業

経時（身体介護）1,500円～ （生活介助）1,200円～
パ伊勢市通町／訪問登録ヘルパー

［資格］介護職員初任者研修修了者と同等又はそれ以上
［時間］8：00～17：00の間で応相談 ［勤務］シフト制 相談OK

☎0596-29-5017（担当／中川）伊勢市通町
210-3

10月開設の新しい職場です♪

合同会社けい ヘルパーステーションささえ愛い

［応募］まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

年齢不問！！パート募集

（身体介護）1,500円～
（生活介助）1,200円～

訪問登録ヘルパー職種

時給

時1,100円以上 ＋交通費全額支給
派伊勢市船江／事務 

■人材のソムリエ（派27-010411）

30～50代
女性活躍中！
30～50代
女性活躍中！

伊勢赤十字病院
※伊勢市駅より徒歩15分

病院での事務

勤務地

【電話受付】9：00～18：00（土日祝除く）
https://www.taskforce.jp

0120-31-2058愛知県名古屋市東区葵
3-15-31 千種ビル3F

株式会社 タスクフォース
採用HPより、24h応募可能です!「人材のソムリエ」で検索!

時  給

職　種

未経験歓迎

事務経験の
ある方歓迎

安定して働きたい方必見!

［時間］8：30～17：00 ［休日］土日祝
［待遇］社保完備、交通費支給、制服貸与、
　　　食堂有、車通勤可
［応募］お気軽にお電話にてご応募下さい。

文書作成、検査予約、
電子カルテの代行入力など

1,100円以上＋交通費全額支給

車通勤OK

資格不要

時 890円
伊勢市宮後／客室清掃

経 急

パ

■ホテル www.pearlpier.com

一緒に働いてくださる
仲間、大歓迎!!

［勤務時間］9：30～15：30
　　　　（内休憩30分）

［時　給］890円
　　　　（試用期間の100時間は880円）
［勤務日数］2日以上OK、大学生大歓迎
［待　遇］社員駐車場あり、制服貸与、
　　　　交通費支給
※しっかり働きたい方大歓迎!

［勤務時間］9：30～15：30

女性スタッフ
活躍中!

ホテルの
客室清掃の
お仕事です。

3名《職種》客室清掃

伊勢市宮後2-26-22
近鉄《伊 勢 市 駅》徒歩2分
　　《宇治山田駅》徒歩5分

☎0596-26-3635［応募］まずはお気軽にお電話下さい。
（担当／藤浪・津村）

土・日・祝日・正月・お盆入れる方優遇

時 900円
アパ志摩市志摩町／施設内清掃

■医療総合アウトソーシング http://www.watakyu.co.jp/

未経験者歓迎!
清掃スタッフ募集!!

［時間］8：00～15：30（1名16：30まで）
［休日］週2日（シフト制、会社カレンダーによる）
［待遇］社会保険完備、制服貸与、車通勤可、
　　　交通費規定内支給

《勤務地》

施設内清掃
※詳細は面接時に
　説明します

三重営業所 〒516-0012 伊勢市通町500

☎0596-27-1270（採用担当迄）
［応募］詳細についてはお気軽にお問い合わせ下さい。面接は勤務地にて行います。

900円 ※時給アップしました♪

志摩市志摩町の
福祉施設

仕事
内容

時給

給下記参照
鳥羽市石鏡町／職種複数

■石鏡温泉・源泉の宿 22室（洋室14R、和室8R）

経
アパ正

安定した企業で
厚待遇なので安心♪

株式会社大塚商会（東証一部コード4768）　従業員数8,912名（連結子会社含む）
☎0599-32-5326（担当／伊藤）

［職種］レストランサービス及び客室清掃 ［時給］950円～　［職種］洗い場  ［時給］930円～

［応募］まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

［月給］185,000円～350,000円（諸手当含む）
［休日］年間休日106日+有休年5回 ※土・日も休めます。
［待遇］賞与年2回・昇給年1回・各種社保完備・
　　　企業年金完備・従業員寮完備・試用期間有

パート・アルバイト ［時間］1日3時間～OK

［時間］・7：30～12：15※休憩15分 ・17：30～20：45
［職種］レストランサービス及び客室清掃

［職種］調理スタッフ ★資格がなくてもOK
［時間］・7：00～11：15※休憩15分 ・15：30～19：30

鳥羽市石鏡町368-2

12km572円/1日
18km745円/1日
22km906円/1日
※正社員・パート共通

当社通勤手当
支給の目安（1日）

12km

当社通勤手当
支給の目安

注目
Point

給下記参照
パ正伊勢市東大淀町／宿直員・介護職員

■サービス付高齢者向け住宅

福郎の家いせアドニス株式会社
［応募］9：00～18：00の間にお電話ください。
　　　土日も受付しています（担当/橋本）

伊勢市東大淀町
2-33

﹇
連
絡
先
﹈ ☎0596-38-2960

年齢
不問

年2回賞与支給、昇給制度有、交通費規定支給、各種社保完備、制服貸与、マイカー通勤可共通待遇

◎介護資格の取得補助制度あり!
◎未経験者でも安心してご相談ください!

住宅型有料老人ホーム

住宅型有料老人ホーム

福郎の家いせ（伊勢市東大淀町2-33）
勤
務
地

月
給

宿直員 正社員 正社員パート宿直員 介護職員

［時間］18：30～翌7：00
180,000円～ 日

給

［時間］18：30～翌7：00
9,000円

月
給

［時間］7：00～19：00の
　　　間で8時間

185,000円以上
（手当含む）

事前に職場見学もしていただけます

経給下記参照
パ正伊勢市大世古／労務管理・給与計算、事務

■労働保険・社会保険の事務代行、給与計算、労働相談等

☎0596-24-8671
（電話受付 平日9：00～18：00 担当／豊田・山﨑）〒516-0079 伊勢市大世古3-1-91

伊勢労務管理事務所社会保険
労務士法人

［資格］短大卒以上  ［時間］8：30～17：30（昼休憩1時間）  ［休日］土、日、祝（※会社カレンダー 年間107日）
［待遇］賞与年2回、社会保険適用、通勤手当支給、マイカー通勤可、駐車場完備（隣接）、退職金制度有、
　　　制服貸与、資格取得支援制度あり

職種

経験

月額 基本給175,000円～240,000円＋賞与年2回

労務管理・給与計算のお仕事
［仕事内容］社労士業務のサポート・書類作成・入力業務・接客・給与計算 等

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。詳細は面接にてご説明致します。  HP ▼http://www.iseromu.com/

事務スタッフ募集！！

890円～1,000円時給
［時間］9：00～18：00の間で応相談 ［休日］土日祝、その他会社指定日　［待遇］制服貸与

パートタイマー

正社員

エクセル・ワードを使用できる・仕事で使用したことがある方

事務スタッフ募集！！事務スタッフ募集！！事務スタッフ募集！！
スタッフみんなが
未経験からスタート
しています。

・働き方について学べます ・いろんな業種の方との出会いがあります ・キレイな環境で快適にお仕事できます

20代～30代の
女性が

活躍しています

残業はありません残業はありません
正社員・

限定社員への
転換制度が
あります

正社員・
限定社員への
転換制度が
あります

担当業務に
よりますので
手当の詳細は
面接の際に

ご案内致します
※経験の有無により試用期間中の条件変更有 （ ）

職種 事務（ ）正社員のサポート
書類作成等

◎保育園へのお迎えに配慮します

◎駐車場完備

■介護保険・介護老人福祉施設

経給法人規定による（実務と経験に応じる）
正伊勢市・鳥羽市・志摩市／・介護支援専門員・介護職員 ・看護職員・保育士

募集職種

④勤務地

志摩市阿児町鵜方
2824-84

保育士

募集職種

③勤務地

志摩市阿児町鵜方
2824-85

介護職員
看護職員

募集職種

②勤務地

鳥羽市安楽島町
1075-58

介護職員
看護職員
介護支援専門員

ノーリフティングポリシーを推進し、
人に優しい介護を目指しています。

職員募集

給与等は実務や経験に応じさせていただきます。是非、お電話で相談して下さい。

☎0599-65-7727
志摩市阿児町鵜方2555-1

［応募］まずはお気軽にお問合せ下さい
　　　（受付/平日9：00～18：00）

募集職種

詳細はホームページをご覧下さい 恒心福祉会 検索https://koushin.or.jp

グローバルキッズルーム
①勤務地

伊勢市二見町三津
1201-68

介護
職員

［職種］介護職員 ［月給］221,000給与例 円～
（各種手当含む）

潜在
看護職員
歓迎!増床のため

急募

経月［介護職員］210,000円～ ［介護支援専門員］193,000円～ ［栄養士］186,000円～ 時 900円～
パ正伊勢市宇治浦田／介護職員・介護支援専門員・栄養士・事務員

■高齢者介護 http://www.kashuraku.or.jp

☎0596-20-1100
伊勢市宇治浦田3丁目23-15

賀集楽
［応募］お気軽にお問合せ下さい。（担当／村田）

お
問
合
せ

通勤手当【車通勤可、職員駐車場あり（無料）】・年末年始勤務手当・扶養手当、定期昇給（年1回）、賞与（年2回）あり、
社会保険完備、採用後3ヶ月間は試用期間、定年62歳、65歳まで希望者全員再雇用制度あり・65歳以上も勤務延長可

［勤務］早番・遅番・夜勤のシフト制 ◎日勤帯、夜勤帯のみも要相談 ◎パート朝夕の時間帯要相談 ◎兼業可能

介護職員

介護支援専門員

栄 養 士

非常勤

正職員

正職員

正職員

特別養護老人ホーム
ケアハウス

210,000円～

900円～

193,000円～手当含む
介護現場好きな方歓迎♪

186,000円～手当含む
食事状況把握のため、食事介助業務あり

＋実務経験年数を換算して決定
（夜勤手当（4回分）他＋各種手当支給）

幅広い年代活躍中

そ
の
他
手
当

経験に応じた給与支給

有給取得が
しやすい

介護の
分業制

資格・
経験不問!

無資格者
も歓迎♪

休暇制度
拡充実施

今年度給与の見直し実施

月
　
給

時
給

職
種

職
　
種

事 務 員 週4日・6時間程度
経理経験者歓迎


