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経給下記参照
パ鈴鹿市・津市／職種複数

■病院・企業・学校の給食事業　あなたの力を私どもに!

［応募］お気軽にお電話下さい。

☎059-333-3033
（受付担当／丸岡）北勢事業部

四日市市陶栄町13番2号

［勤務地］鈴鹿市加佐登 病院内厨房
お料理好きな方には朗報ですヨ！

［共通待遇］各種保険完備、制服貸与、交通費支給（会社規定）

［職種］①栄養士（社員募集）又は調理補助 ②洗浄
［給与］①月給/20万円～ ②時給/875円  ［休日］①週休2日
［時間］①9：00～18：00  ②6：30～・12：15～・15：00～（時間帯応相談）

［勤務地］津市芸濃町 施設内厨房
［職種］盛付・洗浄 ［時給］900円～ ［休日］週休2日～応相談
［時間］①　5：00～14：00（8H） ②8：00～13：30（5H) 
　　　③14：00～18：30（4.5H)

［勤務地］鈴鹿市岡田 施設内厨房
［職種］調理員
［時給］1,000円～1,200円 
［時間］15：00～21：00 ［休日］土日 大型連休あり

50食程度の夕食調理

［勤務地］鈴鹿市三日市町 企業内厨房
［職種］①調理員（調理作業） ②調理補助 ③仕分け・配送・食事提供
［資格］要資格 ③要普通免許  ［休日］土日 大型連休あり 
［時給］①1,000円～1,200円 ②874円～ ③1,000円～
［時間］①7：00～16：00 ②9：30～14：00 ③7：30～16：30

時①1,010円 ②940円
派鈴鹿市内／①自動車用部品の組立 ②樹脂物品の選別作業

■労働者派遣事業（派24-090017）

［職　種］自動車用部品の組立（派）
［勤務地］鈴鹿市国府町
［時　給］1,010円
［時　間］8：30～17：30
［休　日］原則土日（会社カレンダーによる）

［職　種］樹脂物品の選別（派）
［勤務地］鈴鹿市御薗町
［時　給］940円
［時　間］9：00～17：00の間で
　　　　5時間程度（応相談）
［休　日］原則土日（会社カレンダーよる）

［共通待遇］社会保険完備、交通費規定支給、車通勤可、他

どなたでもできる作業です！
身近にある環境の良い職場で働いてみませんか？

☎059-370-3070（担当/松林）
090-2773-3527（担当/菅谷）

［応募］
いずれかに
お電話
ください

鈴鹿市広瀬町1432番地
ジャスト物流株式会社

①女性活躍中の職場です

②幅広い年齢の男女活躍中

週3日
よりOK

Let’s
    Challeng

e!!
給下記参照

パ正四日市市水沢町／看護補助、清掃

■医療法人 安仁会

急

職場見学大歓迎！
職員急募!

四日市市
水沢町638-3

 水沢病院医療法人 安仁会

☎059-329-3111
［応募］まずはお電話ください（担当/内山）

◎同時募集!

※看護補助（正職員）のみ
　夜勤手当（4回）を含んでいます

184,800円～月給 時給920円
職種 看護補助

900円時給職種

職種

清掃

薬剤師・看護師（正職員・パート）

時 1,100円～
正亀山市・鈴鹿市／入出庫作業員

■業務請負業

急経

リフト作業を伴った
入出庫作業

①亀山市内

［共通待遇］社会保険、交通費規定支給、
　　　　　皆勤手当支給（2ヶ月間試用期間あり）

［時間］8：00～17：00
［休日］週休2日（シフト制）

職　種

勤務地

時　給

②鈴鹿市内
［時間］6：00～15：00
［休日］原則土曜・日曜、大型連休（会社カレンダーあり）

勤務地

鈴鹿市国府町字高畔3917-6
豊栄パッケージ株式会社

［応募］お気軽にお電話下さい。（受付9：00～17：00 採用担当迄）
☎059-389-7117

リフト経験者
急募!!

1,100円～

給下記参照
パ正鈴鹿市内／介護

■通所介護・共同生活介護

鈴鹿市下箕田
二丁目5番5号有限会社ホワイト介護

☎059-395-1177（担当／箕田の北さんち 伊藤）
［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）ご持参ください。

［待遇］社会保険完備、賞与年2回、他は面談にて

介護スタッフ募集
とっても働きやすい職場環境です

月給

正社員《グループホーム（下箕田）》

206,000円～ 
［休日］年間108日以上（週休2日制）

時給

パート《グループホーム（下箕田・長太）・デイサービス（長太）》

1,015円～★勤務日数・時間は応相談
〈宿直専従者Ⓓは1勤務23,240円（夕・朝食付）〉

Ⓐ　7：30～16：00
Ⓑ　8：30～17：00
Ⓒ11：30～20：30
Ⓓ15：30～翌9：00
8：30～17：30

時
間
《グループホーム》

《デイサービス》

無資格
OK!

※夜勤4回含む

急時 1,000円～1,100円
パ四日市市石原町／事務所内の清掃、トイレ掃除など

■総合物流業 【URL】http://www.shin-ei-d.co.jp

（担当／木﨑）
☎059-345-25310120-882-531

杉栄開発 株式会社 四日市市
石原町1番地

シン　エイ

［時間］7：30～15：30　［休日］土・日・祝
［待遇］制服貸与、車通勤可、交通費支給（当社規定）、
　　　有給休暇有、インフルエンザ予防接種（会社負担）、
　　　従業員とその家族も利用できる福利厚生、永年表彰等あり
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

未経験の方・近隣の方、大歓迎!

1,000円～1,100円

勤
務
地

時
給

四日市市
石原町

40代～60代
の方も活躍中!急募

事務所内の清掃、
トイレ掃除など

職
種

土日祝休みのお仕事ですよ♪

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

急給［正］170,000円～220,000円 時［パ］900円～1,200円
パ正鈴鹿市神戸／調理師・栄養士・管理栄養士・調理補助

■病院・福祉・企業等のフードサービス及びレストラン事業等 マルタマフーズグループ

四日市市朝日町5-6

☎059-382-8450
（担当／川村）

 ［応募］まずは下記までお気軽にお電話下さい。面接は現地にて行います。ご不明な点等、お問い合わせも大歓迎!

正社員 ［職種］調理補助
［仕事内容］盛り付け・配膳・洗浄 等
［時給］900円～1,200円
［時間］①　6：00～10：00 ②　6：00～15：30
　　　③13：00～19：30 ④17：00～19：30
　　　　　　　　　　　　　　 ※時間帯選択可
［休日］月8回～12回 ※試用期間3ヶ月

パート

村瀬病院（鈴鹿市神戸3-12-10）勤務地

村瀬病院で働こう！！
［職種］調理師・栄養士・管理栄養士
［給与］170,000円～220,000円
　　　※調理師・栄養士の免許をお持ちの方は別途資格手当あり

［時間］①6：00～15：30 ②10：00～19：30（シフト制）※休憩90分
［休日］月7回～8回（月に23日出勤） ※試用期間3ヶ月

地域のみなさまから
選ばれる施設

（調理師）5,000円/月 （栄養士）10,000円/月 （管理栄養士）20,000円/月

給下記参照
パ正鈴鹿市高岡町／職種下記参照

■介護事業

デイサービスセンター「大家族」
☎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

［職種］④介護職員（正社員）
［資格］資格なくてもOK

18万円～（手当含む）月額
［時間］8：15～18：00（8h勤務 シフト制） ［休日］日曜、他
［待遇］昇給有り、賞与年2回、各種社会保険完備

［職種］⑤介護職員（パート） ［資格］資格なくてもOK
（無　資　格）886円～ （初任者研修）916円～
（介護福祉士）950円～

時給

［勤務］週2～5日 ［時間］8：15～18：00（8ｈ勤務 シフト制） 

未経験の方やブランクのある方もしっかりサポートします！！

介護スタッフ募集！！
★パートは扶養内勤務OK ★シフト応相談（日曜休み）

［職種］②送迎ドライバー（パート） 1勤務1,500円給与

［職種］③送迎介助員（パート） 1勤務1,350円給与

［時間］Ⓐ　8：00～　9：30
　　　Ⓑ16：30～18：00 ［勤務］週3～6日（日曜休み）

［職種］①送迎ドライバー（パート）

鈴鹿市高岡町
1820-1

1,000円（交通費込み）時給
［時間］13：00～17：00の間で1～2時間程度

②③は、Ⓐ・Ⓑいずれか（1勤務）でもⒶⒷ両方（2勤務）でもOK!

［勤務］週3～6日
（日曜休み）

交通費
込み（ ）

（規定あり）入社
祝金5万円支給

経時①1,300円～ ②1,200円～
請鈴鹿市内／①リフト作業 ②配膳作業

■派24-300013

［時間］6：00～15：00
職種

時給1,200円～

2 50代位の方も活躍中のお仕事です♪

配膳作業［請］

男性活躍中

［応募］まずはお電話下さい。
☎059-370-0908

鈴鹿市平野町丸山476-3

株式会社 伊東商会

鈴鹿市内
勤務地

正規社員も
随時募集中!

［時間］　6：00～15：00
　　　15：00～24：00
　　　（2交替）

職種

時給1,300円～

1

［休日］土日
　　　（会社カレンダー）
［待遇］各種社会保険
　　　加入制度有、
　　　交通費支給

共通

「地　元」
「安　定」
「高時給」
当社の
オススメ
求人

要リフト免許 30代・40代活躍中!2交替でしっかり稼げます

リフト作業［請］

朝が少し早い分早目の
夕方以降も活かせます!〈 〉

＋
＝

男性活躍中

急月

パ正鈴鹿市地子町／事務員
①170,000円～200,000円 時 1,000円 経

■一般貨物自動車運送業・倉庫業 http://www.toruki.co.jp

三重トルキ株式会社
〒513-0821鈴鹿市地子町523-2

［応募］まずは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

［月給］170,000円～200,000円  ［時間］9：00～17：30
［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、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

［時給］1,000円
［時間］9：00～17：30

事務員急募!
（正社員・パート） 
社内の事務を幅広く担当して頂きます
主な仕事は社内文書作成・管理・保管、
電話・来客の対応、日々のデータ入力、
伝票・請求書作成等のお仕事です

仕
事
内
容

要普免（AT限定可）、
事務経験2年以上、
エクセル・ワード操作できる方、
40歳迄（省令3号のイ）

①
正社員

②
パート ［休日］土日、祝日（土曜日は月に1回程度出勤日あり）

［待遇］制服貸与、社会保険完備、安全活動手当

資
格

［勤務地］

鈴鹿市地子町
（本社）

経

パ正鈴鹿市・津市／①事務員（正）　②介護助手（パ）　③厨房スタッフ（パ）

■社会福祉法人 アイ・ティ・オー福祉会

給下記参照

社会福祉法人 アイ・ティー・オー福祉会
☎059-245-5099［応募］受付は本部にて。まずはお気軽にお電話ください。

津市河芸町浜田860

事務員①職種

③職種

［共通待遇］昇給あり、各種社会保険完備、交通費支給、制服貸与

［時間］8：30～17：30 ※残業は基本的にはありません
［休日］日曜日他1日　［待遇］賞与年2回

［内容］ご利用者様のご家族の来訪受付や
　　　PCを使用してのカンタンな入力業務等

祝金最大

300,000円支給
仲間と協力し合えるあたたかい
雰囲気と活気のある職場です!

正規職員

［内容］ベットメイク、清掃業務

※規定有

厨房スタッフ
［勤務］週3日～応相談（日曜休み）
［時間］8：00～16：00の間で4hより応相談

カンタンな盛付け・洗い場 等

月 給 155,000円
～184,000円

介護助手②職種

［時間］1日4時間以上～応相談 ［勤務］週3～応相談
◎扶養範囲内のお仕事です!

パート

パート

時 給 881円～943円

時 給 911円～ ◎空いた時間を有効活用しませんか!
◎扶養範囲内のお仕事です!

ハートヒルかわげR23 
津市河芸町一色39番地1

ハートヒルすずか
鈴鹿市野村町148-1

ハートヒルかわげ
津市河芸町浜田860

急時1,100円
派鈴鹿市南玉垣町／コーヒーの原料の調合

平日も休みたい方、
必見のお仕事でました！！

http://www.tkg.co.jp

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（ （

勤務地

職種

■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

［時間］①8：00～16：25 ②16：00～24：25 
　　　※①②のどちらかの勤務
［休日］日曜日＋平日1日 ※企業カレンダーによる
［待遇］社保完、作業服貸与、交通費規定支給、食堂利用可、有給休暇

［広告No.］
332010037

20代～50代男性活躍中

鈴鹿市南玉垣町
コーヒーの原料の調合

時給1,100円

50,000円支給!!入社
祝金

（当社規定）

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

新着

時 880円～
アパ亀山市内／スポーツ施設管理業務

■総合ビル管理

☎0595-82-1144
［応募先・面接地］亀山市野村二丁目5-1

（西野公園体育館に繋がります）
（担当／奥川・柿塚）

三幸 株式会社

男女とも活躍中！
　 未経験者もOK!

［時給］880円～ ［休日］シフト制、年末年始
［時間］8：00～22：00の内で4.5h～応相談
［待遇］正社員登用制度あり、交通費規定支給、
　　　車通勤可、研修あり、制服貸与、各種手当あり
［応募］まずはお気軽にお電話ください

施設窓口での対応、電話対応、
利用者の案内・補助、
清掃・施設巡回・グラウンド整備など

職
　
種

週3～5日からOK!曜日・時間帯応相談（フルタイムもOK）

亀山市内のスポーツ施設勤務地

時Ⓐ874円 Ⓑ950円
パ四日市市河原田町／Ⓐ調理補助 Ⓑ栄養士

■総合給食サービス

人生を楽しむ  食  サポート

愛知県あま市
下萓津坪井9番地☎052-442-1124
栄屋食品株式会社

［応募］まずはお気軽にお電話ください ［受付］平日9：00～17：00

Ⓐ調理補助 Ⓑ栄養士
Ⓐ874円 Ⓑ950円

［待遇］社会保険完備

四日市市河原田町
「南部陽光苑」

勤務地

職
種

時
給

8：00～17：00
（休憩60分）

9：00～16：00
（休憩45分）

時
間
Ⓐ Ⓑ

給 1夜勤ⓐ20,000円 ⓑ19,000円 経 急

パ鈴鹿市内／夜勤介護職員

■介護事業

Wワーク

OKです!

［資格］初任者研修以上　［勤務］週1日～OK

［給与］1夜勤ⓐ20,000円
　　　　　　ⓑ19,000円 
［時間］ⓐ17：00～翌9：00 
　　　ⓑ18：00～翌9：00
［待遇］各種社会保険完備、交通費支給、制服貸与

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

職
種夜勤介護職員（パート）

夕方からの時間と
有効活用しませんか!
夕方からの時間と
有効活用しませんか!

有料老人ホームさと和の家 鈴鹿勤
務
地☎059-389-6614（担当／伊藤）
（鈴鹿市野町中2-22-12）

経 急

■RESORT AMIGO 有料老人ホーム http://www.amigo-net.jp/

給下記参照
パ四日市市日永／介護スタッフ

介護スタッフ
急募!

検索あみーごネットワーク

四日市市波木町2040-6・四日市市日永5丁目1番21号（イオン日永店様横）
WEBも公開中080-4740-5170応募は

コチラへ

四日市・四日市日永

夜勤パート

［給与］（介護福祉士）22,800円/回
　　　（初任者研修）22,000円/回
［時間］16：00～翌9：00
①

②
［給与］（介護福祉士）20,600円/回
　　　（初任者研修）19,900円/回
［時間］18：00～翌9：00

日勤パートも同時募集

業務内容

［時間］6：00～20：00の間で
　　　1日4時間～応相談

夜間帯の巡視、コール対応

業務内容 入浴、食事、排泄介助等
LINEのQRコード
での応募OK

W給下記参照
アパ三重郡菰野町・亀山市上野町／施設警備員

■警備業

モータープール内の警備

株式
会社

☎059-386-3335

三重郡菰野町・亀山市上野町
（四日市市・鈴鹿市・亀山市からも通えます）

仕事内容

勤 務 地

鈴鹿市稲生4丁目16-3 ［応募］まずはお電話下さい。

［給与］（土日昼勤務）　　6,500円以上
　　（土日夜勤務）　　8,500円以上
　　（土日24h勤務）15,000円以上
　　　※経験・能力により相談に応じます
［時間］（土日昼勤務）　8：00～17：00
　　　（土日夜勤務）17：00～翌8：00（仮眠あり）
　　　（土日24h勤務）　8：00～翌8：00（仮眠あり）
　　　※監視、継続的勤務になります

モータープール
警備員募集!寮あ

り

経験は一切
問いません!!

週1回～OK！！
WワークOK！！

土日のみ!!

月 22万円～
正鈴鹿市上田町／養鶏場農場作業員

■鶏卵場

株式会社伊藤養鶏 鈴鹿市上田町1708
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

正社員募集！
養鶏場
農場作業員募集

（丸菱商事 内）☎052-381-5163

［月　 給］220,000円～
　　　　　+休日出勤手当
［仕事内容］農場における各種諸作業
［時　 間］8:00～17:00(休憩1.5ｈ)
［資　  格］55歳未満(経験不問)
　　　　  ※省令3号のイ
［休　 日］隔週2日(シフト制)
［待　 遇］昇給有、賞与年2回、
　　　　 各種社会保険完備、
　　　 　 交通費規定支給(上限10,000円/月)、
　　　　  各種手当有(通勤・残業・休出他)、
　　　　 車通勤OK(駐車場完備)

急時1,150円～1,438円
派鈴鹿市国府町／カンタン組立て

http://www.tkg.co.jp

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（ （

■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

［時間］6：30～15：30・15：20～24：20 ※2交替
［休日］土日祝、長期連休 ※企業カレンダーによる
［待遇］社保完、作業服貸与、交通費全額支給/規定あり、
　　　食堂利用可、有給休暇、残業手当（法定時間以上）
［応募］まずはお気軽にお電話ください。

［広告No.］
332010028

1,150円
～1,438円

新しくキレイな工場&空調完備！

軽量プラスチックをセットし取り出すだけ!
プラスチック部品の組立て

未経験の方にも安心のラクラク作業です♪

鈴鹿市国府町※車・バイク通勤OK

職種

勤務地

土日祝休みのお仕事です!!

時
給

当社
規定50,000円支給!!（ ）

入社
祝金

20～40代男女活躍中

時職種により異なる
請派鈴鹿市・亀山市・四日市市など／軽作業・製造・物流など

■人材派遣サービス・アウトソーシング 派 24-300613

弊社まで
お越し頂き
ご登録に
なります

お電話か
HPから
ご予約を
頂き

登録の
流れ

ネット受付24時間OK!他にもたくさん仕事あります！
ホームページはこちらまで→http://www.linkate.co.jp

鈴鹿市広瀬町1461株式会社リンクエイト まずはお気軽にお電話下さい。

0120-811-098
応募

☎059-367-1607

キャンペーン期間　2020年10月31日（土）まで

新規派遣スタッフさ
ん登録キャンペーン実施中！

ご登録いただいた方には
QUOカード1,000円分をプレゼント!

派遣reco様サイトより鈴鹿市でおすすめする派遣会社1位になりました

職
種

勤
務
地

鈴鹿市、亀山市、
四日市市など

軽作業、製造、
物流など

みなさまのご希望の条件などを教えてください!

お仕事多数あります！
男女とも活躍中!

時契（準）990円～1,145円・パ 920円～1,180円
鈴鹿市伊船町／食品製造・事務

■食品製造

契パ

http://www.maru-kyo.co.jp

【準社員】
・7：00～15：001,010円
【パート】
・7：00～11：00　 940円

共通項目［休日］日曜、他月2～3日［待遇］交通費規定支給、制服貸与、従業員貸付制度、慶弔見舞金制度、研修あり

時間・時給

事務職
受注入力や伝票発行などの事務業務

［職種②］

・　1：00～　9：001,145円 ・7：00～15：001,010円
・　8：00～16：001,000円 ・9：00～17：00　 990円

時間
・
時給

・　1：00～　5：001,180円 ・9：00～13：00　 920円
・12：00～16：00　 920円

時間
・
時給

製造部［職種①］ ライン作業（軽量・パック等）やカット作業、トリミング作業（成型、食肉の筋・脂のカット）

［専属待遇］賞与（寸志）、退職金制度、皆勤手当、家族手当（規定あり）、各種社会保険、慰労金、退職金共済加入、社員登用制度

［専属待遇］雇用保険あり

未経験の方も多数活躍中です!
仕事量も安定していて衛生面も安心して働けます!

株式会社 丸協食産 ☎059-371-6600
［応募］電話連絡の上、必ず履歴書（写真貼付）を
　　　ご持参ください（担当／舘・中川）

受付電話

鈴鹿工場　鈴鹿市伊船町1948－6

【準社員】

【パート】

ご不明な事は
何なりと

ご質問下さい!

時 950円～1,200円
派鈴鹿市・四日市市／保育士

■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）

〈フ ル タ イ ム〉1,000円～1,200円
〈フルタイム以外〉　  950円～1,000円

時給

〈職　種〉保育士
〈勤務地〉鈴鹿市・四日市市

［時間］9：00～13：00、9：00～16：00、14：00～18：00、
　　　7：00～10：00、8：30～17：00 等
［待遇］各種保険完備（勤務日数による）、交通費支給 

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。

保育園のお仕事な
ら

フジスタッフィングに

お任せください！

要保育士
資格

週2日～
週5日

60代も
活躍中

フルタイムの
方は

別途手当あり

給下記参照
パ正鈴鹿市内／正看護師・准看護師・介護支援専門員

■社会福祉法人天年会

☎059-383-0955
［応募］受付はかなしょうず園にて。まずはお気軽に
　　　お問い合わせください。事前見学も可能です。

鈴鹿市地子町字金生水814-30

社会福祉法人 天年会
（担当/徳山）

［職種］介護支援専門員
　　　（パート）
［時給］1,200円～
［勤務］週30時間程度

同時募集！
居宅介護支援事業所
かなしょうず園

◎勤務開始日ご相談下さい ◎ブランクのある方も丁寧に指導しますよ♪
［共通待遇］昇給年1回、各種社会保険完備、交通費支給、制服貸与、各種手当あり職員さん募集！
［職種］（正職員）正看護師・准看護師
［月給］23万円～35万円 夜勤なし
［時間］週40時間（シフト制）
［休日］4週8休（年間休日111日）

［職種］（パート）正看護師・准看護師
［時給］1,200円～1,650円
［勤務］土日いずれか含む週2日～シフト応相談

勤
務
地

鈴鹿市地子町
字金生水814-30（ ）

◎特養かなしょうず園（正・パ）

鈴鹿市地子町
字金生水620番地1（ ）

◎デイサービス きらめき（パ）

◎養護老人ホーム 南山（パ）
　（鈴鹿市山辺町1055番地1）

勤
務
地

時 1,400円
派三重郡菰野町／職種下記参照

■一般労働者派遣事業 派24-300235 有料職業紹介事業24-ユ-300071

高時給！作業は簡単！
スグ覚えられます！

追加募集決定

菰野町千草（※派遣先）勤務地

四日市市富士町8-66
（富士電機北側）

☎059-333-8001
（担当／イエサキ・斎藤）

ホームページもチェック!

▲

http://www.nikkenmie.jp

自動車ギア部品、クラッチ部品の
検査や部品の移動・整理、
オペレーター 等
★作業は簡単、重量物もないので男女共に活躍中です!

仕
事
内
容

時
給1,400円

男性活躍中

女性活躍中

［休日］会社カレンダーによる
［待遇］社会保険完備、検診・有給休暇あり、
　　　精勤手当15,000円、食堂あり
［応募］まずはお気軽にご連絡いただき、
　　　履歴書（写真貼付）と職務経歴書をご持参ください。

時
間

①　8：00～17：40
②20：00～翌5：40

5勤2休

4勤2休

③　8：00～17：00

20～40歳
までの方
活躍中

※月20h程度残業有り

時 880円
パ鈴鹿市内／調理補助

■フードサービス（創業一世紀の給食事業のパイオニア）

急

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

［応募］お気軽にお電話下さい。現地近くにて面接致します。
　　　10/19（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

①鈴鹿市東磯山

皮むき、カット、
調理準備、盛付、提供、洗浄など

調理補助パート募集!!

60歳迄の女性活躍中♪

勤務地

②鈴鹿市平田東町勤務地

③鈴鹿市中旭が丘勤務地

［時給］880円 ［待遇］交通費別途支給、制服貸与

仕
事
内
容

［時間］8：30～14：30（5H）
　　　※時に15：00までの
　　　　勤務延長の場合あり

［時間］［A］8：30～14：00（5H）
　　　［B］9：00～14：30（5H）
　　　※［A］［B］交替できる方

［時間］［A］9：00～14：00（4.5H）
　　　［B］9：00～14：30（5H）
　　　※［A］［B］交替できる方

週3～4日
勤務

週3～4日
勤務

週5日勤務

［休日］土・日・祝

［休日］土・日・祝

［休日］日・祝・他

保育園・認定こども園内
厨房でのお仕事です
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安
定
の
福
祉
の
職
場
で
働
こ
う
！

介
護
・
看
護
特
集

11月
特集

ス
キ
ル
よ
り
も
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
重
視
！

1
0
代
・
2
0
代
積
極
採
用
特
集

10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／／

急給日給月給240,000円～
正鈴鹿市南玉垣町／設備員

■コニックスグループビル総合管理 www.conyx.co.jp/

☎059-351-8027
本社／〒510-0064　四日市市新正四丁目1-1（チトセビル3F）
三重コニックス株式会社

正社員募集！

受付／平日
9：00～17：00（ ）

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。詳細は面談時にご説明致します。

240,000円～
勤務地 職種

日給月給

設備員鈴鹿市南玉垣町

パートも
同時募集

車通勤可［時間］7：30～16：30
［休日］週休2日制のローテーション
［待遇］昇給・賞与、
　　　交通費規定支給、
　　　社保完、有給休暇

急募

■デイサービス・訪問介護・居宅介護支援・サービス付高齢者住宅

W給下記参照
パ四日市市日永／介護

☎059-340-3010（担当／長井）

ケアヒルズ 四日市
〒510-0885 四日市市大字日永5380-157

［応募］お気軽にお問い合わせください。

昇給・賞与有、(実績による)、社会保険完備、交通費支給、
資格・役職手当有、夜勤手当有、有給休暇有、車通勤可

〈職種〉②夜勤専従介護［資格］初任者研修資格取得者
［給与］1勤務17,500円
［時間］16：00～翌9：00（中休憩あり） ※月1回からOK!

〈職種〉①デイサービスの介護〈資格のない方もOK〉

［時給］950円～
［時間］8：30～16：00の間で短時間もOK!
　　　午前中のみも大歓迎!（土・日休み）

共通
待遇

介護スタッフ募集!!

土日祝出勤できる方歓迎!

Wワーク
できる方に
ピッタリですよ

■内科・外科・循環器内科・呼吸器内科・リハビリテ－ション科 http://www.kawaiclinic.jp

急給面談時にご説明致します
正津市河芸町／看護師・医療事務

看 護 師
医療事務
スタッフ募集

☎059-245-5900（担当／西井・原田）
〒510-0314 津市河芸町浜田688-1
かわいクリニック

常勤
正社員
各1名

河芸町町民の森近くの
明るく楽しい職場です!!

経験者優遇
［時間］8：00～12：30・15：30～19：00 ［休日］木・日　
［待遇］社会保険完備、昇給年1回、賞与年2回、
　　　交通費支給、有給休暇、車通勤可、制服貸与
［応募］お気軽にお電話下さい。

■整骨院

時 930円 17：00以降950円
アパ鈴鹿市東磯山／受付・診療の補助
W急

時間・曜日応相談
☆週2～3日でも可

［応募］まずはお気軽に
　　　お電話下さい。☎059-386-7058

鈴鹿市東磯山
3丁目2-12五島整骨院

［資格］高卒以上 ［休日］日・祝、木・土 午後 休診
［時間］15：00（15：30）～19：00

受付・診療の補助
930円 時給

職種

時間を有効活用
しませんか!

医療関係初めての方も大歓迎!

17：00以降950円 
年齢
不問

■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

☎059-348-0066 繋がらない場合はコチラ（南自動車学校）

☎059-348-3373

定年された方大活躍中

［資格］中型免許以上
［時給］〔中型免許以上〕900円～※研修期間有
［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）

■断熱工事請負

経月 25万円～45万円以上可
正鈴鹿市住吉／吹付工事手元作業

鈴鹿市住吉5-9-16sky 株式会社

手元作業員（正社員）募集！

［FAX］059-370-6021

［資格］要普通自動車免許（AT限定可）※2tトラックに乗れる方
［年齢］40歳まで（省令3号-イ。若年層育成のため）

［月給］250,000円～450,000円以上も頑張り次第で可
［時間］8：00～17：00（現場により異なります）
［休日］日曜日、他、年末年始・GW・お盆
［待遇］賞与年2回、昇給年１回、有給休暇、社会保険完備、
　　　1ヶ月間の研修期間あり、社員旅行あり

発泡ウレタンによる
断熱の吹付工事手元作業

職種

［応募］お気軽にお電話またはファックスにてご応募ください
　 090-1287-2346（担当直通）

給下記参照
正四日市市霞／機械・電気・計装分野の工事管理

経

正社員募集

［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

520万円／40歳 月給33万円

給
与

年
収
例

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 残業・
諸手当含む

機械・電気・計装分野の
工事管理

職
種

■プラントメンテナンス事業

☎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

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

急時 1,150円～1,438円
派亀山市長明寺町／機械オペレーター及び検査

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

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（ （

［広告No.］
332010036

亀山市長明寺町
機械オペレーター及び検査

1,150円～1,438円

勤務地

仕事
内容

時　給

［時間］①8：30～17：25
　　　②例）13：00～21：55・16：00～24：55・20：30～翌5：25
　　　※①②の交替制 ※休憩80分
［休日］土日祝 ※企業カレンダーによる（長期連休有）
［待遇］社保完、交通費全額支給（規定あり）、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。

※井田川駅より
　車で7分

40代前半迄の男女活躍中♪

（当社規定）

50,000円支給!!入社
祝金

　　未経験の方も
ブランクのある方も大歓迎!

ＮＥＷ

急時 950円
アパ鈴鹿市長太栄町／スーパーの清掃

■清掃業

時  給

950円
http://www.takuei-3336.co.jp

週3日～応相談!
職種▶スーパーの清掃

☎059-354-3674
（担当／牛場）

本社/四日市市垂坂町884-50株式会社 拓栄商会

［勤務地］鈴鹿市長太栄町  ［時間］6：00～11：00 
［待　遇］各種社保（該当者）、制服貸与、車通勤・バイク通勤OK、研修期間有

［応募］まずはお気軽にお電話ください。面接は現地にて行います。

経給下記参照
パ正鈴鹿市内／介護職員

■グループホーム・デイサービス ■グループホーム

〒510-0201 鈴鹿市稲生町字北野5545番地
（Fマート 鈴鹿サーキット通り店 北側のY字路スグ）

社会福祉法人 夏秀会（かしゅうかい）

虹の丘グループホーム

☎059-324-5519（担当／玉田）

［時間］［早番］7：00～16：00 ［日勤］10：00～19：00 
　　　［遅番］12：00～21：00 ［夜勤］20：30～翌8：30
［休日］月8～9日（有給休暇あり）
［待遇］社会保険、雇用保険、労災保険、特殊業務手当、
　　　通勤・勤続・夜勤・資格手当、他 ※試用期間あり

［応募］ご希望の施設に電話予約のうえ、履歴書を持参ください。

グループホーム介護職員募集!
180,000円～
266,000円

900円～1,200円
※介護福祉士資格のある方優遇 月  

給

デイ
サービス

グループ
ホーム 資格・経験により優遇

夜勤手当
を含む

鈴鹿市西條町
495-1

☎059-383-8383（担当／上垣外・高木）

虹の丘
グループ
ホーム

太陽の家 介護職員募集

（ ）［時間］右記虹の丘グループホームと同じ
［待遇］各種社会保険完備、賞与年2回、交通費規定支給、
　　　資格手当、時間外・休日手当、夜勤手当、
　　　交代勤務に伴う時間割増手当

［時間］1日4時間～応相談
［待遇］社会保険完備、交通費規定支給、資格手当

グループホーム・
デイサービス（ ）！

900円～ ※資格・経験不問時給

時給

時 950円～
アパ津市内／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］8：00～16：30  ［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～

ムズカシイお仕事ではないので
未経験・シニアの方も大歓迎!!

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

急月

正津市内／工事施工技術者

■官公庁受注主体の安定企業 ・空調設備のメンテナンスサービス ・運転監視及び保守管理 ・工事設計施工の専門会社 http://mie-kuucho.com/

200,000円～

■官公庁受注主体の安定企業 ・空調設備のメンテナンスサービス ・運転監視及び保守管理 ・工事設計施工の専門会社

☎059-226-1001
〒514-0047 津市桜田町9番10号

三重空調株式
会社

・社員30名  ・設立／昭和45年　・ダイキン工業（株）・三菱重工業（株）・三菱電機（株）、サービス認定店及び特約店会社概要

（ （人事担当
西 村

［資格］高卒以上、経験不問、30歳位まで（省令3号のイ）
［時間］8：30～17：15
　　　（第1・3・5土曜は8：30～12：30）
［休日］日、祝、第2・4土曜日、年末年始
［待遇］各種社会保険完備、賞与年2回、有給休暇有、
　　　交通費支給、制服貸与、資格取得制有、誕生日祝金有
［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）・
　　　職務経歴書ご持参下さい。
　　　※入社日は相談に応じます。
　　　　詳細は面談にてお話しいたします

フロン排出
抑制法
改正に伴い社員

急募!!
■官公庁受注主体の安定企業 ・空調設備のメンテナンスサービス ・運転監視及び保守管理 ・工事設計施工の専門会社■官公庁受注主体の安定企業 ・空調設備のメンテナンスサービス ・運転監視及び保守管理 ・工事設計施工の専門会社

［資格］
［時間］8：30～17：15
　　　（第1・3・5土曜は8：30～12：30）
［休日］日、祝、第2・4土曜日、年末年始
［待遇］各種社会保険完備、賞与年2回、有給休暇有、
　　　
［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）・
　　　職務経歴書ご持参下さい。
　　　※入社日は相談に応じます。
　　　　詳細は面談にてお話しいたします

改正に伴い社員
急募!!急募!急募!!
就職祝金あり

20万円～月
給

工事施行技術者職
種

時間外は
別途支給

（正社員）

（ ）

手に職つける
チャンスです!
未経験の方も
歓迎します☆

経給下記参照
正鈴鹿市・いなべ市／職種複数

■一般貨物自動車運送業・倉庫業 http://www.toruki.co.jp

三重トルキ株式会社
〒513-0821鈴鹿市地子町523-2

［応募］まずは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

［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

①鈴鹿市平田町 ②鈴鹿市伊船町
Ⓑ構内作業員職種

勤務地
［内　容］トラックで運ばれた製品を指定された場所に配り、
　　　　空になった台車を引き上げる作業です。

［月収例］170,000円～＋残業代
［時　間］①5：30～14：30・14：30～23：30 
　　　　　※1週間単位の交替勤務
　　　　②8：00～17：00

いなべ市大安町
Ⓒ4t・10t定期便ドライバー職種

勤務地
［内　容］台車に積まれた自動車部品を納入先へ届け、
　　　　空台車を積み得意先に戻る便です。（1日3～4往復します。）
　　　　フォークリフトの操作が中心で、正確な操作が求められます。
［資　格］中型免許（8t限定可・AT限定不可）
　　　　フォークリフトの運転技能講習修了証
※大型を希望される方は、大型免許が必要になります。
　免許取得支援制度で入社後のステップアップも可能です

［月収例］260,000円～（各種手当含む）
［時　間］（1勤）6：00～16：00 （2勤）16：30～翌2：30  ※残業込み

鈴鹿市伊船町
Ⓐ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)

［月収例］194,000円～（各種手当含む）＋残業代
［時　間］5：00～14：00

業務拡大に伴い
正社員募集!
業務拡大に伴い
正社員募集!

鈴鹿市安塚町／Ⓐ給食員 Ⓑ栄養士 Ⓒ管理栄養士 Ⓓ臨床検査技師 
給［正］Ⓐ165,000円～170,000円 時［パ］Ⓐ920円 Ⓑ1,200円 ⒸⒹ1,500円

パ正

■病院

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］給食員・栄養士は栄養科／中原迄
　　　検査技師は総務課／鏡迄

☎059-382-1311（代表番号）

［給与］165,000円～170,000円 賞与・諸手当有
［時間］①6：00～14：00 ②7：00～16：45 ③10：30～19：30 ※交代制勤務

共通 ［待遇］交通費支給、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

Ⓐ給食員

正社員

［時給］920円+諸手当 ［時間］7：00～16：45 ※時間相談応ずパート

パート

「安定」の「医療業界」でお仕事しませんか!
調理補助・盛り付け・食器洗浄・給食業務全般職種 内容

職種 内容

［休日］週休2日制（指定日） 

女性
活躍中!

［時給］1,200円［時間］①6：00～14：00 ②7：00～16：45 ③10：30～19：30 ※交代制勤務 ※時間相談応ず
Ⓑ栄養士 調理補助・盛り付け・食器洗浄・給食業務全般［休日］週休2日制（指定日） 

交代制勤務 ※時間相談応ず

女性活躍中!

パート

職種

［時給］1,500円［時間］①6：00～14：00 ②7：00～16：45 ③10：30～19：30 ※交代制勤務 ※時間相談応ず
Ⓒ管理栄養士 ［休日］週休2日制（指定日） 内容 調理補助・盛り付け・食器洗浄・栄養指導・給食業務全般

パート

職種

［時給］1,500円［時間］①8：00～16：30 ②8：30～16：30 ※時間相談応ず
Ⓓ臨床検査技師 内容 ①検診業務 ②臨床検査技師

W 急日 4,500円/回
パ鈴鹿市／清掃

■清掃業

津市久居新町
635-12株式会社 楓クリーナー

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

［時間］9：00～ 3h程度の作業　［待遇］車通勤可、制服貸与

鈴鹿市内の3ヶ所の
工場・事務所等
（1日で3ヶ所を廻ります）

4,500円/回日
額勤務地

職　種 事務所（共用部）やトイレなどの清掃

★移動中も時給がつきます!  ★未経験OK!  ★女性活躍中

平日の月2回だけの
お仕事です! 急募!!

■委託給食のスペシャリスト

急

パ亀山市住山町／調理員・調理補助
時900円～1,000円

調理員・調理補助
清和の里内厨房（安全の里敷地内）
（亀山市住山町）

◎フルタイム同時募集 社保完備、社員登用あり
◎20代～幅広い年齢の調理スタッフが活躍中です!

調理スタッフ大募集!

0120-39-7253桑名市城山台55番地

株式
会社 三重給食センター

［応募］お気軽にご連絡ください。（受付時間）9：00～17：30 月～金（祝日のぞく） 

［時給］900円～1,000円
［時間］5：30～20：00の間の3h以上
［待遇］交通費支給（会社規定あり） ［出勤日数］週2日以上

年齢不問

職　種

勤務地

■運転代行 三重県公安委員会認定 第180号

W時①2種免許1,200円～ ②1種免許1,000円
委鈴鹿市内／運転代行

《職種》

［応募］お気軽にお電話にてお問い合わせ下さい。
090-3309-5653 担当直通／水谷

運転代行えふわん鈴鹿市算所3丁目9-46

ドライバー急募！

（月～木）19：50～翌2：00
（金・土）19：50～翌3：00
（日 曜）18：50～翌1：00

30代～50代男女活躍中

WワークＯＫ♪

［資格］2種免許 
※お持ちでない方も当社規定により
　資格取得支援制度あります

［時給］（2種免許）1,200円～

［資格］普通免許
（1種免許）

1,000円

★週1日～OK!

未経験の方も
大歓迎

運転代行

① ②

勤務

﹇
時
給
﹈

12：00～18：00

）19：50～翌2：00
）19：50～翌3：00

（日 曜）18：50～翌1：00 12：00～18：00
応募受付時間

■運送業

月①20万円～　②30万円～
正鈴鹿市国府町／配送スタッフ

☎059-379-0102（採用担当まで）
鈴鹿市国府町3278-1

株式会社　UCHIDA

配送スタッフ募集!
［資格］普通免許でOK!
　　　（AT限定OK!）
［月給］①20万円～ ②30万円～
　　　※内容により異なります
［時間］8：00～17：00 または
　　　7：00～16：00 が基本（残業あり）
［休日］原則土曜・日曜（取引先カレンダーによる）
［待遇］各種保険完備、その他詳細は面談にて
［応募］電話連絡後、履歴書（写真貼付）
　　　持参でご来社ください

協力業者様
も募集中!!

経時 1,300円
派四日市市三田町／一般事務

■一般労働者派遣業（派）13-304645

〒510-0853 四日市市川合町5番　 https://www.mcpartners.co.jp

三菱ケミカルグループ

0120-930-676（月曜～受付開始）

職　種

勤務地

一般事務
内　容

電話対応、データ入力、在庫確認、
出荷伝票の処理等一般事務業務

四日市市三田町
（鈴鹿方面からの通勤も便利）

大手企業で
事務のお仕事

［時間］8：00～16：30
［休日］土、日、祝（派遣先カレンダー）
［待遇］派遣初日から各種保険制度加入、
　　　派遣開始3ヶ月経過後から
　　　有給休暇10日支給、
　　　慶弔規定、資格支援制度、交通費支給、制服貸与、他
［応募］まずはお電話でお問い合わせください。

★エクセルを用いてのデータ入力がメインのお仕事
★受動喫煙防止の為、完全禁煙の職場です

1,300円
時  給

給下記参照
正鈴鹿市三日市南／建築板金職人

■建築板金施工

鈴鹿市三日市南3丁目2番36号
森井板金工業株式

会社

☎059-383-4154（担当／稲垣まで）
［応募］下記までお気軽にお電話下さい。

建築板金職人

［時間］8：00～17：00（現場により変動することがあります）

［給与］①〈見習い〉200,000円～
　　　②〈経験者〉280,000円～
　　　②は（技能レベルに応じて上乗せあり）
［休日］日曜、隔週土曜、盆、年末年始、5月連休有
［待遇］社会保険完備、交通費支給、
　　　海外研修旅行あり（年1回、全額会社負担）

★在職中の方は
　勤務スタート日
ご相談に応じます

事業拡大につき、

ご相談に応じます

一生食べていける技術を身につけたい!!
森井板金工業は、そんなあなたのための会社です。

賞与
年2回

正社員大募集!!
職
種

社宅あり※早い者勝ち年間休日105日

■警備業

W時 1,000円以上
アパ鈴鹿市内／交通誘導スタッフ

［事務所］
津市栄町4-263
寺辺ビル 2F

株式会社セペック
☎059-221-2001[担当／尾崎]

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

時  給

交通誘導スタッフ募集

1,000
現場は鈴鹿市内です

未経験
OK!

［時間］8：00～17：00
　　　（内1時間休憩有） 
［休日］日曜 ※勤務曜日応相談
［待遇］社会保険完備（法令準拠）、昇給あり、交通費支給、制服貸与

★日払支給有 ★短期もOK!
★週3日～OK ★直行直帰もOK

年齢不問!友達同士の応募もOK!

円
以上

■清掃・ビルメンテナンス

時 889円
パ四日市市水沢町／清掃スタッフ

年齢
不問

［時間］① 6：30～10：00 
　　　② 8：00～10：30 
　　　③13：30～17：30
［待遇］交通費支給（当社規定による）、
　　　車通勤可能、ユニフォーム有

☎052-825-6885
080-8472-9815（担当/安藤）

名古屋市南区曽池町2-38
［応募］下記までお気軽にお電話下さい。 

（受付／平日9：00～17：00）

株式会社サカイ

長期清掃スタッフ募集！！

四日市市水沢町
（ゴルフ場 クラブハウス内） 889円
扶養内で働けるお仕事です!女性活躍中！

☆週2～3回の勤務
☆土・日勤務
　出来る方歓迎！

勤務地 時給

面接は
現地にて

時 910円～ 土・日・祝は1,010円～
亀山市内／宝くじ売場の窓口スタッフ

■宝くじの販売

パ

☎059-226-2976〒514-0028　津市東丸之内33番1号 津フェニックスビル6F

株式会社中部商事 三重支店
［応募］まずはお気軽にお電話ください。
　　　※月曜日から受付開始。

亀山市内の
宝くじ売場

勤務地

時　給

［時間］① 9：40～14：40 ②13：10～18：50
　　　③10：40～18：50（休憩時間13：30～14：30）
　　　※①②③シフト制
［待遇］昇給有、交通費支給、福利厚生制度有、車通勤可

☆他にもご自宅の近くの売場をご提案します☆
気になる売場をお気軽にご相談下さい♪

910円～ 土・日・祝は1,010円～

宝くじ売場の
窓口スタッフ募集

週4日程度の
勤務です。

土日は月4回の
勤務あり。

お子様が大きくなり
手が離れた方に
 人気の職場♪

パ正鈴鹿市若松西／ケアマネージャー・相談員

■社会福祉法人　慈童会

月［正］202,000円～ 時［パ］1,300円～

正職員給与 パート

［資格］介護支援専門員、社会福祉士 ［時間］8：15～17：15
［休日］（正職員）年間休日107日（特別休暇、育児・介護・看護休暇有）
［待遇］（正職員）各種手当、賞与年3回（3ヶ月）、各種社会保険完備、退職金制度、制服貸与
　　　（パート）通勤手当、制服貸与、昇給有り ※勤務時間・日数は応相談

［居宅］ケアマネージャー  ［特養］相談員

☎059-385-3100［応募］まずはお気軽にお電話ください。 （採用担当）

鈴鹿市若松西
6丁目28番18号

特別養護老人ホーム
居宅介護支援事業所くすのき園

職種

〈月給〉202,000円～ 〈時給〉1,300円～

自己啓発の為の各種研修受講、資格取得支援制度あり

亀山市阿野田町／左官職人・見習い・手元

■左官工事請負業

月 150,000円～① 日② 12,000円～
正

経

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

［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 亀山市阿野田町2150

［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。

（担当／山川）090-2619-9986

給
与

〈仕事内容〉タイル貼、壁塗、ブロック積 他

左官職人・
見習い・手元

職
種

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!

◆仲間と協力し合える雰囲気と活気ある職場です!

年齢・性別
不問!

時下記参照
派鈴鹿市・亀山市、他／①保育士　②放課後児童クラブの先生

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

急

☎059-389-7381
［応募］お気軽にお電話を！履歴書郵送もOK！

〒510-0201 鈴鹿市稲生町 8830-32

［時間］9：00～16：00、9：00～13：00、13：00～17：00 等
　　　7：00～20：00の間で1日3時間～応相談

私立保育園・認定こども園
保育士職 種

時 給

勤務地

来年1月・4月スタート可！

子ども好きな方にピッタリのお仕事です♪

午前のみ・午後のみ、
週2～3日勤務も可

要資格

（パ ー ト） 950円～1,100円950円～1,100円 通勤
手当＋

1,000円～1,350円1,000円～1,350円 通勤
手当＋（フルタイム）

〈小さなお子様がいても安心して働けます〉

［時間］（月・金）14：30～18：00　（水）13：30～18：00

時 給

勤務地

職 種

（無資格者）900円～  950円 通勤
手当＋

950円～1,100円 通勤
手当＋（有資格者）

［休日］土日祝、年末年始、GW、お盆休みなど他希望日 ［待遇］通勤手当、社会保険完備（規定による）、有給休暇 等共　通

放課後
児童クラブの先生

［放課後児童支援員、教員免許、保育士等］

鈴鹿市内の放課後児童クラブ

月・水・金の
週3日のお仕事です

★土日祝休み ★扶養内OK ★残業なし ★未経験者OK ★WワークOK

勤務前見学
あります

時 1,330円～2,242円（仕事内容による）
鈴鹿市南玉垣町／訪問ヘルパー

■通所介護事業所・訪問介護事業所　富士ライフケアネット株式会社

経
パア

訪問登録ヘルパー

1,330円～1,829円 （処遇改善手当含）＋
交通費（1回/150円）
日・祭日は時給アップ

［資格］初任者研修以上 ［時間］週に1回1時間からでもOK・午前のみ・午後のみでもOK

職種

時
給

生活

1,630円～2,242円身体

鈴鹿市南玉垣町5520

玉垣あんしん館 ☎059-384-8806
（担当／鈴木・寺前）

[応募]まずはお電話ください。

まずはお問い合せ下さい!!新しい仲間を大募集!
☆心のこもった寄り添うサービスを!

富士電機GRの会社で安心
有給休暇取得率100%

☆ブランクのある方も大歓迎! ☆勤務開始日ご相談下さい!
☆週に1回1時間～でもOK!働き方ご相談下さい!

交通費（1回/150円）

［資格］初任者研修以上 ［時間］週に1回1時間からでもOK・午前のみ・午後のみでもOK

時 900円～ ・875円～
パア亀山市羽若町／コンビニスタッフ

■コンビニエンスストア

W

◎6：00～9：00

ファミマスタッフ募集♪
〈学生さん大歓迎!!〉

900円～
875円～◎9：00～22：00

　（時間帯応相談）

時給

時給
週1日～
OK!

☎0595-84-0275
［応募］お気軽にお電話下さい。亀山市羽若町537-3

亀山羽若店

土日祝
いずれか
入れる方!

給下記参照
アパ正勤務地複数／警備員・見張員

■警備業

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

職　種 交通誘導警備 勤務地 津・松阪・伊勢
入社
祝金 万円支給!!30※当社規定あり

警備スタッフ
大募集!!
交通費規定支給、
各種保険加入制度あり、
制服・備品貸与

待
遇

経験のない方でも親切・丁寧に
教育からスタートします

年齢
経験
 不問！

8,100円～10,100円
+交通費

駐車場警備◎カンタンなお仕事です
日給

［時間］8：00～17：00
9,500円日給

職種 列車見張員
勤務地 津・松阪・伊勢

［時間］9：30～17：30
900円時給

職種 施設警備
勤務地津市

職種 勤務地

日
給

［時間］8：30～17：00・8：30～21：00
［休日］ローテーション制
◎休憩（基本）2時間～4時間あり（60分～90分毎に30分間）

津市

5,400円～8,300円●来客者のカウント警備
●自転車の台数カウント警備
●駐車場空きチェック警備
●満車案内警備

昇給・賞与
あり

寮完備
〈家具・家電付〉

日払い
週払いOK

年齢・経験
不問

スクーター・
社用車レンタル有


