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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♪

■おこのみ焼き・たこやき

時 900円
松阪市本町／ホール・洗い場

急
アパ

［内容］ホール・洗い場
［時給］900円
［時間］月曜～土曜10：00～14：00
◎未経験の方も大歓迎!

パート・
アルバイト

☆松阪駅から歩いて5分!!

募集
☎0598-26-6455

松阪市本町2106-5（木曜定休）
応募

■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。

■コインランドリー

時 900円
アパ松阪市下村町／コインランドリースタッフ

［応募］まずはお気軽にお電話ください。詳細は面談時にてご案内致します。
080-6922-9384（担当／塩崎）

コインランドリー 洗濯名人
多気郡多気町土羽1117

「一人での作業なのでマイペースで働けます」

［勤務地］下村店
（松阪市下村町1044-3）

☆ 　未経験の方にも
　丁寧に指導致します
☆ちょっとしたお小遣い
　稼ぎに最適です!

900円
コインランドリースタッフ
店内片付け、店内清掃全般
お客様に機械の使い方の説明など

職
種

時
給

5月にリニューアルオープン
したばかりのキレイな店舗で
楽しくお仕事しませんか♪

几帳面で掃除と接客が好きな方にピッタリ！ 長期勤務希望

［勤務日］月～金 ※平日のみ
［時　間］18：00～21：00の3時間

経 急時 1,120円+交通費
派多気郡多気町／組立・外観検査

■人材派遣業 派27-302981 27-ユ-302295

090-4284-1126（内山）

☎0598-51-1888

松阪市久保田町字上沖127番地
M’sテラス No.6

受付

土日祝専用
《平日9：00～18：00》

ガッツリ稼げるお仕事！

［時間］20：30～翌8：30（残業含む） ［待遇］社保完備、制服貸与、車通勤可
［休日］土・日（その他会社カレンダーによる）
［応募］他にもご紹介先ございます!
　　　お気軽にお電話ください。★現地面接いたします

多気郡多気町 1,120円+交通費時
給

勤務地

内　容 工場内で
プラスチック精密部品の組立・外観検査

3ヶ月の短期〈夜勤〉

月30万円
以上可能！！

未経験
ＯＫ！

働きやすい
職場です！

20代～40代
男女活躍中！

■三重交通グループ

急月 6～7万円（諸手当含む）
契松阪市久保町／送迎車の運転

☎059-229-5558
〒514-8635 津市中央1-1 三重会館6階
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

三重交通株式会社 自家用営業部

三重交通
松阪営業所
（松阪市大津町795-3）

あなたの運転経験を
活かしませんか!!

［時間］7：15～9：15・15：00～17：00
　　　1日4時間 ※月間13～15日程度
［休日］日曜日・祝日

松阪市
久保町

ワゴン車の
運転

勤
務
地

職
　
種

《資格》

普通免
許

以上

《面接場所》
月
額6～7万円（諸手当含む）

時下記参照
アパ松阪市山室町／清掃スタッフ

■清掃業

フコク商事株式会社
美しい環境づくりに奉仕する

松阪営業所：松阪市高町201-2

☎0598-50-2355（採用担当者）受付／全日8：00～20：00

勤務は週2日～4日で応相談!
30代～60代の女性活躍中！

資格・経験不問!扶養内OK！

［待遇］各種社保完備（該当者）、
　　　交通費（規定）支給 ※上限7,000円迄、制服貸与、
　　　マイカー通勤可、無料駐車場有、有給休暇制度有、研修期間有
［応募］お気軽にお電話ください。詳細は面接にてご説明致します。

勤務地

時　給

花の丘病院（松阪市山室町707-3）

［勤務地］介護老人保健施設 カトレア
　　　　（松阪市山室町690-1）

［時　給］900円～＋交通費
［時　間］7：00～14：00　［休日］土曜、日曜、他

930円～＋交通費

同
時
募
集

［時間］7：00～14：00もしくは
　　　7：00～12：00で応相談

清掃スタッフ

休日

土曜、
日曜、他

経時 950円～1,500円
正パ松阪市岡本町／指導員

■アムール有限会社

☎0598-30-6668（堀出・辻）松阪市岡本町231-3

アネックスあい

［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します

児童発達支援・放課後等
デイサービス

　　　　業務拡張の為、
教諭・保育士さ

ん募集!!
急募!!

共通
項目

［休日］日曜定休、その他シフト制
［待遇］労災、雇用保険有、交通費規定支給

［資格］教員免許お持ちの方

［時給］1,300円～1,500円
［時間］14：30～18：00（応相談）

［資格］保育士又は幼稚園教諭免許
　　　お持ちの方

［時給］950円～1,000円
［時間］13：30～17：30（応相談）

＊お子さまの宿題等を
　サポートして頂きます

＊学齢のお子さんを対象に、
集団や個別の活動支援

〈職種〉学習指導員

〈職種〉指導員

◎週2日～OK!!

「正職員さ
ん」も同時募集！！

時 900円～
アパ松阪市早馬瀬／店舗スタッフ

■ラーメン・ぎょうざ

［応募］まずはお気軽にお電話ください（担当／江崎）

松阪市早馬瀬90-5

☎0598-28-6318
090-2612-5252

［休日］木曜定休（祝日は営業）＋シフト制
　　　☆勤務日数は応相談
［待遇］交通費規定支給、制服貸与、まかないあり

10：30～21：00の間で3時間以上土日

17：00～21：00の間で3時間以上平日

900円～

☆土日祝できる方歓迎
☆週2・3日からOK 
☆高校生OK!

急募！！

店舗スタッフ 時給職種

時
間

スタッフ同士の
仲が良いお店です♪♪

がんばる方には
昇給あり!!

経給［報酬例］150,000円～450,000円以上可
委鈴鹿市・津市・松阪市／キュービクルの保守・点検 他

■電気設備保安業務

［資　格］電気主任技術者第3種以上
　　　　※実務経験のある方
［時間・休日］あなたの予定に合わせて
　　　　時間･休日はお任せします
［応　募］まずはお気軽にお電話か　 ください。
　　　　面接は現地で行います。

☎0594-33-1277 080-2636-4569
〒511-0947 桑名市大字大仲新田字新井水掛542

三重支部

年齢問わず活躍中!!
子育て世代～シニア世代まで募集

キュービクルの保守・点検 他
営業活動はありません!

〈報酬〉出来高制

勤務地

職 種

北中勢地域（自宅から現場へ直行直帰）

150,000円～
450,000円以上可

報
酬
例

ito.tadahiro@pixel.co.jp

多気町・松阪市・津市／保育士
時 950円～1,200円

派

■一般労働者派遣業（派24-090004） 【URL】http://www.f-staffing.com

鈴鹿市長沢町字新沢1815-3（東名阪鈴鹿ICより東へ100m）

0120-554510
ゴーゴー シゴ   ト

管理No. ITO 1018［応募］お気軽にお電話下さい!

（担当／伊東）

多気町・
松阪市・津市

職　種

勤務地

時
　
給

他の時間／希望時間・日数がありましたら
相談させて頂きます。

保育士のお仕事は
フジスタッフィングへ!!

［時間］9：00～13：00・9：00～16：00・14：00～18：00
　　　8：30～17：30・13：00～17：00
［待遇］各種保険完備（勤務日数による）、交通費支給

〈フル タイム〉1,000円～1,200円
〈フルタイム以外〉950円～1,000円

要保育士資格 週2日～週5日 60代も活躍中

保育士

フルタイムの方は別途手当あります!

日 8,100円～10,100円+交通費
勤務地複数／警備員

■警備業

アパ正

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

［時間］8：00～17：00
［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

警備スタッフ大募集!!
経験のない方でも親切・丁寧に教育からスタートします

8,100円～10,100円+交通費

職 種 交通誘導警備
勤務地

日 給

松阪・津・伊勢

［時間］8：00～17：00

30入社
祝金 万円支給!!

※当社規定あり

昇給・賞与あり 年齢・経験不問

寮完備〈家具・家電付〉 スクーター・社用車
レンタル有日払い・週払いOK

時 1,500円～1,875円＋交通費
パ正契松阪市内／バリ取り作業

■労働者派遣事業 大臣許可番号(派）24-300304　有料職業紹介事業 大臣許可番号24-ユ-300107

経 急

日払い・週払いOK!!
1R寮完備!!

株式
会社シー・アイビス

松阪市駅部田町85-1 〔ホームページ〕http://www.c-ibis.co.jp
［応募］お気軽にご連絡ください。
◎土日も受付致します。☎0598-22-3358

［時間］8：30～17：30
　　　20：30～翌5：30
［休日］土・日　［待遇］各種社会保険完備
※その他、詳細は面談にてご説明します。

バリ取り作業

松阪市勤務地

職種

1,500円～1,875円
＋交通費

時給

（2交替）

55歳くらいまでの男性活躍中!

W急時①③900円～②1,000円～※土日祝は50円UP
パア松阪市大黒田町・下村町／①③店内外清掃②厨房清掃

土日祝は

50円UP

［職種］①店内外清掃など［時給］900円～
［時間］7：00～ 9：00、8：00～10：00、
　　　8：00～11：00、13：00～16：00
　　　※全ての時間帯が勤務可能な方

［職種］②厨房清掃［時給］1,000円～
［時間］18：00～21：00

勤務地 ぎゅーとらラブリー大黒田店
（松阪市大黒田町）

■環境サービス事業

サマンサジャパン株式会社 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

http://www.samansa.co.jp

0120-303903（担当／採用係）

［待遇］賞与年2回、交通費規定支給、制服貸与、
　　　マイカー通勤可、有給休暇
※ぎゅーとら様の業務とは異なります。
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。
　　　10/19（月）9：00～受付開始 ※土日祝は除く。

［職種］③店内外清掃など ［時給］900円～
［時間］7：00～12：00・14：00～17：00
　　　※両方の時間帯が勤務可能な方

勤務地 ぎゅーとら下村店
（松阪市下村町）

女性活躍中
（女性トイレ清掃など）

土日勤務できる方、
大歓迎！

経 急給下記参照
正津市・松阪市／介護職員、看護職員、理学・作業療法士、管理栄養士

［給与］当法人規定による（資格手当）　［時間］8：30～17：30管理栄養士

■社会福祉法人

社会福祉法人 あけあい会
☎059-239-1000

サオリーナ●
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●
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至松阪

至鈴鹿

至久居

コンビニ

津IC

津新町駅

阿漕駅

津
市
水
道
局

J
R近

鉄

中
勢
バ
イ
パ
ス伊

勢
自
動
車
道 ココ〒514-0825 津市緑が丘一丁目1-1法人本部事務局

［応募］電話連絡後、履歴書(写真貼付)、
　　　免許証、資格証の写しをご郵送ください。（担当／川瀬・内田）

勤
務
地

特別養護老人ホーム明合乃里（津市安濃町）
介護老人保健施設あのう（津市安濃町）
特別養護老人ホームグリーンヒル（津市緑が丘）
有料老人ホームグリーンヒル（津市緑が丘）
介護老人保健施設つつじの里（津市白山町）
特別養護老人ホームきずな（津市白山町）
介護老人保健施設やまゆりの里（嬉野中川町）
特別養護老人ホーム・養護老人ホームやまゆりの里（嬉野中川町）

正規職員募集！
各職種・職歴換算いたします

来春卒業予定の方も
お気軽に

ご相談ください

10：00～16：00
（法人本部事務局）

共
通
項
目

［賞与］年間5.0ヵ月　［休日］年間114日
［待遇］職員旅行・食事会助成制度、誕生日休暇・リフレッシュ休暇、永年勤続表彰制度、
　　　保険完備（雇用・労災・健康・厚生）、昇給（年1回）、退職金、特殊業務手当、
　　　夜勤・宿直手当、通勤手当、扶養手当、住居手当、有給休暇、慶弔休暇、
　　　育児介護休暇、制服貸与

職
種

［給与］当法人規定による（特殊業務手当、資格手当）　［時間］8：30～17：30理学・作業療法士職
種

［給与］当法人規定による（夜勤5回、特殊業務手当、資格手当）
［時間］8：30～17：30・16：30～翌9：30看護職員職

種

［資格］介護職員初任者研修（ヘルパー2級）以上※無資格でもOK

［給与］238,900円～（夜勤5回、特殊業務手当、介護福祉士手当、通勤費10km含む）
［時間］早番・日勤・遅番・夜勤の交代シフト制（日勤のみの勤務も可）

介護職員職
種

10/31（土）就職説明会

経 急給下記参照
正多気郡大台町／①介護職員 ②看護職員 ③理学・作業療法士

［賞与］年間5.0ヵ月　［休日］年間114日
［待遇］職員旅行・食事会助成制度、誕生日休暇・リフレッシュ休暇、永年勤続表彰制度、保険完備（雇用・労災・健康・厚生）、昇給（年1回）、
　　　退職金、特殊業務手当、夜勤・宿直手当、通勤手当、扶養手当、住居手当、有給休暇、慶弔休暇、育児介護休暇、制服貸与

勤務地 大台町介護老人保健施設みやがわ（大台町江馬）
［資格］介護職員初任者研修（ヘルパー2級）以上※無資格でもOK

［給与］238,900円～
　　　（夜勤5回、特殊業務手当、介護福祉士手当、通勤費10km含む）
［時間］早番・日勤・遅番・夜勤の交代シフト制（日勤のみの勤務も可）

［給与］当法人規定による（夜勤5回、特殊業務手当、資格手当）
［時間］8：30～17：30・16：30～翌9：30

［給与］当法人規定による（特殊業務手当、資格手当）
［時間］8：30～17：30

正規職員募集！
各職種・職歴換算いたします

来春卒業予定

の方もお気軽に

ご相談ください

共
通
項
目

①介護職員職
種

②看護職員職
種

③理学・　作業療法士
職
種

10/31（土）就職説明会 10：00～16：00

報徳診療所江馬南

社
会
福
祉
協
議
会

宮
川
支
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■社会福祉法人

社会福祉法人 あけあい会
☎059-239-1000

〒514-0825 津市緑が丘一丁目1-1法人本部事務局
［応募］電話連絡後、履歴書(写真貼付)、
　　　免許証、資格証の写しをご郵送ください。（担当／川瀬・内田）

☆参加ご希望の方は事前予約をお願い致します



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）

W急時①1,100円～  ②1,000円～
ア松阪市及び松阪周辺／代行ドライバー

■自動車運転代行業 ashisutotaki.online

080-3077-1897（12時～18時 担当/濵田）
アシスト多気 多気郡多気町

東池上104番地2

お客様に“安全”と“安心”を届ける

運転代行スタッフ募集!!

※二種免許取得支援制度あり（規定あり） ★能力により昇給あり
◉勤務時間・出勤日数・曜日等面談時にご相談ください
◉1ヶ月程度の研修期間あり

［資格］普通免許
②

［資格］二種免許
①

初心者も大丈夫！
丁寧に指導します！

Wワーク・
週1日～
勤務OK!

［勤務地］松阪市を中心に周辺区域
［職 種］運転代行ドライバー

［応募］まずは気軽にご相談ください。詳細は面談時に

時
給1,100円～ 時

給1,000円～

■うなぎ屋

W月 200,000円～ 時 1,000円～＋交通費
パ正多気郡明和町／職種下記参照

［月給］200,000円～ ［休日］週休2日制（水曜＋他1日）
［時間］8：00～20：00内でシフト制
［待遇］各種社保（該当者）、制服貸与、交通費（規定）支給、
　　　マイカー通勤OK、研修期間有
パート
同時募集

［時給］1,000円～＋交通費
［時間］8：00～20：00内で応相談

うなぎ焼き・うなぎ刺し
スタッフ［正社員（見習い可）］

明和店

☎0596-55-2581 担当／松本
多気郡明和町行部80（R23沿）

https://unagi-matsumoto.co.jp

水曜定休

お客様と接する機会の少ない裏方のお仕事です!
特別な資格や経験は必要ありません!
年齢・職歴は不問です!

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。（受付時間10：00～19：30）

勤務は週2日
～応相談!

［休日］週休2日制（水曜＋他1日）

お客様と接する機会の少ない裏方のお仕事です!

男性
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！

■ホテル

急時 900円～
アパ松阪市久米町／客室清掃スタッフ

☎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。

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
［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

時給 900円～ 22時以降1,125円～

社員への登用制度もあります!
経験者・未経験者問わず大歓迎！

週2・3日や
土日だけでもOK

経 急時 1,100円+交通費
派多気郡多気町／製造・梱包作業

■人材派遣業 派27-302981 27-ユ-302295

090-4284-1126（内山）

☎0598-51-1888

松阪市久保田町字上沖127番地
M’sテラス No.6

受付

土日祝専用
《平日9：00～18：00》

カンタンな製品検査のお仕事！

［時間］8：45～18：00（実働8時間、休憩1時間15分）
［休日］土・日（その他会社カレンダーによる）
［待遇］社保完備、制服貸与、車通勤可
［応募］他にもご紹介先ございます!
　　　お気軽にお電話ください。★現地面接いたします

多気郡多気町

1,100円
+交通費

時
給

勤務地

内　容 化粧品、薬の製造・梱包等の作業

未経験ＯＫ！丁寧な指導あり！
安心してご応募ください！

20代～50代
活躍中！

6人位で1ラインの作業

急募！！

時 1,400円～＋交通費支給
松阪市内／リフト作業

急

派

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

1,400円～＋交通費支給
リフト作業

［時間］8：30～17：30・20：30～翌5：30
　　　※実働8h 残業1～2h ※2交替（変則交替制）
［休日］シフト制・大型連休
［待遇］制服貸与有、無料駐車場・休憩室完備

新着の
お仕事
ですよ♪

20～50代の
男性スタッフ活躍中

2交替でガッツリ稼ぎませんか!?

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。

勤務地松阪市内職種

時給

時 900円～（祝日は1,000円～）
アパ松阪市大黒田町／ガソリンスタンドスタッフ

■ガソリンスタンド

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

［勤務地］松阪SS
［内　容］フルサービスの
　　　ガソリンスタンド業務
［資　格］要普通免許

［時　給］900円～  （祝日）1,000円～
［時　間］8：00～19：00の間で応相談
　　　　①8：00～17：00、②8：00～18：00、
　　　　③9：00～19：00
［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。

◎土曜休みもOK!
◎従業員割引あり!
◎祝日は昼食つき♪
◎未経験の方も
　大歓迎

日曜お休み

時 900円
松阪市上川町／ルート配送

経 急

パ

■事業所向け日替り弁当・委託給食・会議・イベント用弁当

☎0598-51-7700松阪市上川町1711-5

株式会社 松阪給食センター

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。10/19（月）AM11：00より受付開始

パートスタッフ募集!!
土日祝日お休みです!

［時間］9：00～14：30
［休日］土・日・祝日・夏期・年末年始
［待遇］交通費規定支給、皆勤手当、昇給年1回

ルート配送
（軽バンのAT車です）

職種

時給900円
急時

アパ玉城町佐田／［A］食品製造 ［B］梱包・荷出し

■食品の製造 （株）ドトール・日レスホールディングスのグループ会社

900円

①〈早番〉朝6：00～12：00〈3名〉 
②〈後番〉12：00～19：00〈3名〉 
◎交替勤務ではありません。①か②選べます

〈職種〉［A］パスタソースやお惣菜の製造

日本レストランプロダクツ株式会社☎0596-58-3135（担当/シバタ・オカダ）つながらない場合…

080-4355-4742（担当直通）度会郡玉城町佐田626

900円時
間

〈職種〉［B］

梱包・荷出し〈2名〉

［応募］まずはお電話の上、履歴書（写真貼付）をご持参ください。※ご質問等、お気軽にお問い合わせください。

［勤務地］度会郡玉城町佐田626（ミマス株式会社内）
　　　　※田丸駅より徒歩15分
［待　遇］交通費規定支給、制服貸与、車通勤OK ※高校生不可

パート・
アルバイト募集

勤務日数・曜日
ご相談に応じます

時給
900円時給

9：00～17：00時間

月 18万円～30万円時1,000円～
パ三重県内／ルート配送（3t）

■山崎製パン（株）の商品を三重県のほぼ全域へ配送・管理 http://www.all-one-inoue.co.jp

① 時 880円～②

未経験
大歓迎♪

★男女活躍中!★・松阪営業所 ・関営業所

時　給

時　給

［月収例］18万円～30万円
（コース、勤務日数により異なる）1,000円～

880円～（相談の上決定）

［時間］Ⓐ2：30～12：30 Ⓑ1：45～11：45 ＊コースにより異なる

難しいお仕事ではないのですぐに覚えていただけますよ♪

三重県内のスーパー・コンビニへの
パンのルート配送（3t）内容①

メーカー5社のパンを共同配送
県内のスーパーに配送のお仕事です

内容②

勤務地

リフトパワーゲート付きトラックなので体への負担も少なく、らくらく作業。

県内配送なので安心！！3tドライバー大募集♪

◎松阪営業所／松阪市高須町3460-130
◎関 営 業 所／亀山市関町新所西崎南1363三重配送センター

☎0598-51-1829［担当］小出・木場［応募］お気軽にお電話下さい。その後、履歴書・免許証をご持参下さい。

［資格］要普通（中型）自動車免許 
［待遇］交通費支給、無事故手当有、社会保険完備

共通項目

［時間］3：00～12：30

正社員登
用

制度有!!

給下記参照
パ正津市久居新町・津市榊原町／介護助手・正看護師・介護福祉士・調理補助職・栄養士・調理師

■医療法人 http://www.ohrin-mc.jp/

准看護師も
募集中！

260,000円～
（別途夜勤手当1回11,000円支給）
（勤務5年・残業ゼロ）

1,500円～
（週30時間以上勤務の場合）

常勤
月給例 

パート
時給

津市榊原町

②正看護師職
種 ③介護福祉士職

種

勤務地

195,000円～
（別途夜勤手当1回8,000円支給） 
（勤務5年・残業ゼロ）

1,030円～
（週30時間以上勤務の場合）

常勤
月給例 

パート
時給

津市榊原町勤務地

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。
　　　（担当／法人本部 杉山・長谷川）

医療法人 凰林会
榊原白鳳病院
介護老人保健施設さくら苑・介護老人保健施設第二さくら苑
介護老人保健施設伊賀さくら苑・久居さくらディサービスセンター

☎059-252-2309 E-mail:somu@ohrin-mc.jp

津市榊原町5630番地

応募の前に施設見学だけでもできますので、お気軽にお問合せ下さい。

近鉄久居駅及び榊原温泉口駅より
無料の送迎バスがあり、通勤にも便利です

栄養士・調理師 常勤・パートも大募集
院内託児所は、24時間365日
運営しております

60歳前後／未経験 残業なしの場合150,000円～
（早出勤務の方は、別途早出手当が1,000円/回があります）

900円～時給例 60歳未満（30h/w以上）

④調理補助職 栄養士・調理師の方も年齢・性別不問ですので、
気軽にご連絡下さい。

職
種

時　給

勤務地

880円～

パート①介護助手
津市久居新町（久居さくらデイサービスセンター）

介護サポート、送迎運転手など職
種

常勤
月給例 

パート 時給

勤務地 津市榊原町

津市久居新町又は

相談・見学・ご説明いつで
もお受け致します

1人1回250円（昼食とおやつ2回付き）

早朝5時～8時
短時間

アルバイトも
募集!

■コンビニエンスストア

急時 900円～
アパ松阪市京町／コンビニスタッフ

900円～※試用期間有
◎半年後には950円（一定基準満たした方）

時
間

時
給

学生・
主婦（夫）さん
大歓迎♪

［日勤］8：00～15：00の間で応相談
　　　（勤務例）8：00～12：00や12：00～15：00
［夕勤］15：00（又は18：00）～22：00の間で応相談

［仕事内容］レジ、接客、商品の品出し・陳列、清掃など
［待　　遇］制服貸与、車・バイク通勤OK、昇給有、研修有
☆寮完備（規定あり）※詳細は面談時に説明

2人体制でサポート抜群!未経験者も安心♪
空いた時間を有効活用しませんか？駅近でアクセス抜群！

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。（担当／米田）
☎0598-22-1015松阪市京町字松場215-1（「松阪駅」より徒歩2分）

松阪駅南店

スタッフ大募集♪

■サービス付き高齢者向け住宅の運営

W時 950円～
ア松阪市久保町／介護職員

［資格］普通自動車免許、
　　　介護福祉士または初任者研修修了者（旧ヘルパー2級）
［時間］9：00～（3H～5H）※休憩なし ◎週3日～要相談
　　　☆土・日・祝日出来る方大歓迎!!
［待遇］交通費規定支給、車通勤可、制服貸与

☎0598-29-1305松阪市久保町1294-1

デイサービスでのお仕事です!
体操・リハビリ・入浴
排泄・食事介助

［応募］まずはお気軽にお電話ください（担当／井上）

介護職員職種

時給950円～※日曜日は時給150円UP!

■（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


