ハローワーク四日市
Ｎｏ．１１１ 平成３０年１月１１日号

求人情報(一般）

平成29年12月25日～平成30年1月5日受付分

℡ 059-353-5566

◎詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合せください。
◎面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。◎他のハローワークで受付けた求人のうち、就業場所がハローワーク四日市管内にある場合も掲載しております。
◎一般求人の場合、賃金は月額換算です。
◎ハローワークでは随時紹介を行っていますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。

番号

職種

年齢

賃金

求人者名

次回発行日

1月17日

求人番号
休日/
所在地 ( 就業場所 )
就業時間
加入保険等
必要な免許資格
事業所番号
週休二日
求人番号 23110-24107671 愛知県知立市西町亀池４１番地１
(1) 9時00分～18時00分 土日他
雇用・労災 普通自動車免許（ＡＴ限定
事業所番号 2311-407224-2 ( 公益財団法人 三重北勢地域地場産業振興
毎 週
可）
センター（じばさん三重）四日市市安島１－３－
１８ )

指導員（新入社員教育ク
ラス担任）（三重県） 【正
社員以外】

不問

196,800円～ ＡＲＭＳ 株式会社
196,800円

企画営業職／四日市市
【正社員】

36歳
以下

240,000円～ Ｍａｎ ｔｏ Ｍａｎ 株
355,000円 式会社

婦人服・婦人服飾雑貨の
接客及び販売／四日市
市 【正社員】

不問

170,000円～ アイア株式会社 営業 求人番号 13070- 1209481 東京都渋谷区渋谷１－８－７ 第２７ＳＹビル７Ａ 9時30分～20時30分の 他
180,000円 管理部
事業所番号 1307-638506-4 ( 四日市市諏訪栄町７－３４ 近鉄百貨店四日 間の7時間程度
その他
市店２Ｆルーニィ四日市近鉄店 )

雇用・労災・ 不問
健康・厚生

予約電話受付 【正社員】

不問

160,000円～ アクアイグニス片岡温 求人番号 24010- 418381
三重郡菰野町菰野４８００－１
250,000円 泉（有限会社ｋａｔａｏｋ 事業所番号 2401-614939-5 ( 所在地に同じ )
ａ）

8時00分～21時30分の 他
間の8時間程度
その他

雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定
健康・厚生 可）

営業 【正社員】

40歳
以下

225,000円～ アパートメント建物管
350,000円 理 株式会社

求人番号 24010- 159281
四日市市新正２丁目７－１７
事業所番号 2401-615981-2 ( 所在地に同じ )

(1) 9時30分～19時00分 他
その他

雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定
健康・厚生 可）

入出荷業務 【正社員】

59歳
以下

195,000円～ イング 株式会社
245,000円

求人番号 24010-16233671 四日市市東富田町３－３
事業所番号 2401- 6033-0 ( 四日市市富田浜元町９－５ )

(1) 9時00分～18時00分 土日祝他 雇用・労災・ 普通自動車免許
その他
健康・厚生

7

高圧ガス製造技術職（四
日市ガスセンター） 【正社
員】

18歳
以上

246,000円～ エア・リキード・オペ
296,000円 レーション株式会社

求人番号 28030- 140281
兵庫県尼崎市南塚口町４－３－２３
事業所番号 2803-613425-3 ( 四日市市山之一色町８００番地 )

(1) 7時30分～14時30分 他
(2)14時30分～22時00分 その他
(3)22時00分～ 7時30分

雇用・労災・ 普通自動車運転免許ＰＣスキル
健康・厚生 （ワード・エクセル・パワーポイン

8

大型自動車運転手 【正社 21歳～ 211,000円～ エス・エヌ・ケー・テクノ 求人番号 24010- 298081
四日市市清水町４番４５号
員】
40歳
280,000円 株式会社
事業所番号 2401-104941-8 ( 四日市市小杉町字東川原４３７－１ 運輸部
小杉事務所 )

(1) 8時00分～16時30分 日祝他
隔 週

雇用・労災・ 大型自動車免許
健康・厚生

ピットスタッフ 【正社員】

不問

170,000円～ オートバックス 桑名 求人番号 24050- 82281 事 桑名市大仲新田３１９－２７
280,000円 店 （株式会社 ロー 業所番号 2405-913477-4 ( 所在地に同じ )
タス）

(1) 9時45分～19時05分 他
(2) 9時45分～19時35分 毎 週
(3) 9時45分～13時45分

雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定
健康・厚生 可）

販売スタッフ 【正社員】

44歳
以下

170,000円～ オートバックス 桑名 求人番号 24050- 84081 事 桑名市大仲新田３１９－２７
280,000円 店 （株式会社 ロー 業所番号 2405-913477-4 ( 所在地に同じ )
タス）

(1) 9時45分～19時05分 他
(2) 9時45分～19時35分 その他
(3) 9時45分～13時45分

雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定
健康・厚生 可）

1

2

3

4

5

6

9

10

求人番号 23020- 1130681 名古屋市中区新栄１丁目７番７号 ＲＴセンター (1) 9時00分～18時00分 土日他
事業所番号 2302-626709-5 ステージビル４Ｆ
毎 週
( 四日市市三栄町３－１５ コバヤシビル５ＡＭａ
ｎ ｔｏ Ｍａｎ 株式会社 四日市オフィス )
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雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定
健康・厚生 可）

ト）初級高圧ガス製造責任者資
格あればなお可

番号

職種
歯科衛生士 【正社員】

11

年齢
59歳
以下

求人番号
所在地 ( 就業場所 )
事業所番号
195,000円～ くすの木歯科クリニッ 求人番号 24010- 38681 事 四日市市上海老町２１００－１０
225,000円 ク
業所番号 2401-613959-4 ( 所在地に同じ )
賃金

求人者名

休日/
加入保険等
必要な免許資格
週休二日
(1) 8時30分～19時00分 木日祝他 雇用・労災・ 歯科衛生士免許
(2) 8時30分～17時00分 毎 週
健康・厚生
就業時間

（派）介護職 デイサービ
ス 四日市市 Ａ０２４９
12 【有期雇用派遣】

不問

154,800円～ グリーンストック株式会 求人番号 24030- 250181
津市大門４－３岡半ビル
(1) 8時30分～17時30分 他
258,000円 社
事業所番号 2403-614132-2 ( 四日市市大矢知町１０６１ケアパートナー株式
毎 週
会社 デイサービスケアパートナー四日市 )

雇用・労災・ 不問
健康・厚生

（派）理学療法士 デイ
サービス 四日市市 １４１
13 【有期雇用派遣】

不問

258,000円～ グリーンストック株式会 求人番号 24030- 251081
津市大門４－３岡半ビル
(1) 8時30分～17時30分 他
309,600円 社
事業所番号 2403-614132-2 ( 四日市市大矢知町１０６１ケアパートナー株式
毎 週
会社 デイサービスケアパートナー四日市 )

雇用・労災・ 理学療法士
健康・厚生

（派）看護職 デイサービ
ス四日市市 １３７ 【有期
14 雇用派遣】

不問

258,000円～ グリーンストック株式会 求人番号 24030- 252381
津市大門４－３岡半ビル
(1) 8時30分～17時30分 他
309,600円 社
事業所番号 2403-614132-2 ( 四日市市大矢知町１０６１ケアパートナー株式
毎 週
会社 デイサービスケアパートナー四日市 )

雇用・労災・ 准・正看護師 「看護」
健康・厚生

（派）作業療法士 デイ
サービス 四日市市 １３９
15 【有期雇用派遣】

不問

258,000円～ グリーンストック株式会 求人番号 24030- 253681
津市大門４－３岡半ビル
(1) 8時30分～17時30分 他
309,600円 社
事業所番号 2403-614132-2 ( 四日市市大矢知町１０６１ケアパートナー株式
毎 週
会社 デイサービスケアパートナー四日市 )

雇用・労災・ 作業療法士
健康・厚生

防災業務 【正社員】

59歳
以下

172,500円～ グループサポート株
199,100円 式会社

フィリピン人実習生の管理
業務 【正社員】

59歳
以下

200,000円～ コ・クリエーション協同 求人番号 24010- 35181 事 四日市市小古曽３丁目２－９
300,000円 組合
業所番号 2401-617354-9 ( 所在地に同じ )

(1) 8時30分～17時00分 土日他
毎 週

雇用・労災・ 普通自動車運転免許（ＡＴ
健康・厚生 可）

建築現場監督（未経験
者） 【正社員】

34歳
以下

210,000円～ サカイ創建株式会社 求人番号 24010- 96381 事 三重郡菰野町宝永台７５
250,000円 三重支店
業所番号 2401-914458-4 ( 所在地に同じ )

(1) 8時00分～17時00分 日祝他
その他

雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ可）
健康・厚生

建築営業 【正社員】

59歳
以下

300,000円～ サカイ創建株式会社 求人番号 24010- 97681 事 三重郡菰野町宝永台７５
300,000円 三重支店
業所番号 2401-914458-4 ( 所在地に同じ )

(1) 9時00分～18時00分 木日他
その他

雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定
健康・厚生 可）

建築設計［未経験者］ 【正
社員】

34歳
以下

210,000円～ サカイ創建株式会社 求人番号 24010- 100081
三重郡菰野町宝永台７５
250,000円 三重支店
事業所番号 2401-914458-4 ( 所在地に同じ )

(1) 8時00分～17時00分 土日祝他 雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ可）
毎 週
健康・厚生

建築現場監督（一級建築
施工管理技士） 【正社員】

59歳
以下

320,000円～ サカイ創建株式会社 求人番号 24010- 101381
三重郡菰野町宝永台７５
420,000円 三重支店
事業所番号 2401-914458-4 ( 所在地に同じ )

(1) 8時00分～17時00分 日祝他
その他

不問

246,500円～ サン・クエスト 株式会 求人番号 43010- 1021981 熊本県熊本市東区上南部２丁目１－１００
9時00分～20時00分の 他
350,000円 社
事業所番号 4301-115271-5 ( 三重郡菰野町大字宿野神明田３５７ イオンタ 間の8時間程度
隔 週
ウン菰野店「サンキューカット イオンタウン菰野
店」 )

16

17

18

19

20

21

美容師・理容師／サン
キューカットイオンタウン
22 菰野店 【正社員】

求人番号 24010- 169081
四日市市鵜の森２丁目６－３
事業所番号 2401-105692-5 ( 所在地に同じ )
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(1) 8時00分～17時00分 土日祝他 雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定
毎 週
健康・厚生 可）

雇用・労災・ １級建築施工管理技士また
健康・厚生 は１級建築士普通自動車免
許（ＭＴ）
雇用・労災・ 美容師免許または理容師免
健康・厚生 許

番号

職種

年齢

求人番号
休日/
所在地 ( 就業場所 )
就業時間
加入保険等
必要な免許資格
事業所番号
週休二日
266,500円～ サン・クエスト 株式会 求人番号 43010- 1093281 熊本県熊本市東区上南部２丁目１－１００
(1) 9時00分～19時00分 他
雇用・労災・ 美容師免許または理容師免
350,000円 社
事業所番号 4301-115271-5 ( 三重郡菰野町大字宿野神明田３５７ イオンタ
隔 週
健康・厚生 許
ウン菰野店「サンキューカット イオンタウン菰野
店」 )
賃金

求人者名

美容師・理容師（Ｂ）／イ
オンタウン菰野店 【正社
23 員以外】

不問

英会話教室の講師兼事
務 【正社員】

不問

180,000円～ サンシャインスクール 求人番号 24010- 426381
四日市市芝田１丁目２－４４
(1) 8時00分～17時00分 土日祝
180,000円
事業所番号 2401-614428-6 ( ＊四日市校 四日市市芝田１－２－４４（近鉄
毎 週
中川原駅）下車徒歩（５）分 または＊津校 津
市垂水８７４ )

安全巡視監督員（契約）
【正社員以外】

不問

171,360円～ ジェイエムテクノロ
228,480円 ジー株式会社 四日
市事務所

求人番号 24010- 85281 事 四日市市安島１丁目５－１０ＫＯＳＣＯ四日市西 (1) 9時00分～17時00分 土日祝他 雇用・労災・ 不問
業所番号 2401-922212-0 浦ビル７Ｂ
(2)14時00分～22時00分 毎 週
健康・厚生
( 四日市市山之一色町８００番地（東芝四日市
工場）桑名市多度町御衣野１５００（富士通） )

カスタマーエンジニア 【正
社員】

18歳
以上

217,000円～ ジェイエムテクノロ
405,000円 ジー株式会社 四日
市事務所

求人番号 24010- 240381
四日市市安島１丁目５－１０ＫＯＳＣＯ四日市西 (1) 9時00分～17時30分 他
事業所番号 2401-922212-0 浦ビル７Ｂ
(2) 8時00分～16時30分 毎 週
( 四日市山之一色町８００番地（東芝四日市工 (3)15時30分～ 0時30分
場）桑名市多度町御衣野１５００（富士通） )

雇用・労災・ 不問
健康・厚生

営業（ルートセールス）（三
重営業所） 【正社員】

34歳
以下

213,800円～ シマツ 株式会社
232,800円

求人番号 23110-24031971 愛知県刈谷市神明町４丁目４１８
(1) 9時00分～17時30分 日他
事業所番号 2311-300330-5 ( 四日市市広永町１４０５－１ シマツ株式会社
その他
三重営業所 )

雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定
健康・厚生・ 可）
財形

工事部門 設計 （ＣＡＤ
不問
オペレーター） 【正社員以
28 外】

242,400円～ ジャパンマテリアル
242,400円 株式会社

求人番号 24010- 29381 事 三重郡菰野町大字永井３０９８－２２
(1) 8時00分～17時00分 土日祝他 雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定
業所番号 2401-104177-5 ( 四日市市中村町字塚田２５０９－１東芝メモリ
毎 週
健康・厚生 可）
（株）四日市工場内Ｆ棟２階 )

常勤ケアスタッフ（四日
市） 契約社員 【正社員
29 以外】

不問

188,934円～ セントケア三重 株式 求人番号 24010- 51181 事 四日市市安島１－７－１２ 向陽２ビル３Ａ
247,616円 会社
業所番号 2401-613814-0 ( 四日市市新正４－７－５セントケア四日市 )

8時00分～18時00分の 他
間の8時間程度
その他

雇用・労災・ ヘルパー２級または初任者
健康・厚生 研修修了者以上普通自動
車免許（ＡＴ可） 「介護」

現場監督・管理 業務
（派） 三重県四日市【未
30 経験者歓迎】 【無期雇用
派遣】

不問

200,000円～ セントラルエンジニアリ 求人番号 14150- 66181 事 神奈川県横浜市港北区新横浜２－３－１９ 新 (1) 8時00分～17時00分 土日他
410,000円 ング 株式会社
業所番号 1415-622956-7 横浜ミネタビル３階
毎 週
( 四日市市 )

雇用・労災・ 【必須】普通自動車運転免
健康・厚生 許（ＡＴ限定可）

開発アシスタント／四日市
【無期雇用派遣】

59歳
以下

175,000円～ セントランス 株式会
295,000円 社

求人番号 13040- 1407681 東京都港区海岸３－１８－１ ピアシティ芝浦ビ (1) 8時30分～17時15分 土日祝
事業所番号 1304-240843-0 ル５階
毎 週
( 四日市市山之一色町８００番地中部東芝エン
ジニアリング（株）四日市事業所 )

雇用・労災・ 不問
健康・厚生・
財形

半導体エンジニア（ＮＡＮ
Ｄ前工程製品開発業務）
32 ／四日市市 【無期雇用派
遣】

59歳
以下

180,000円～ セントランス 株式会
220,000円 社

求人番号 13040- 1408981 東京都港区海岸３－１８－１ ピアシティ芝浦ビ (1) 8時30分～17時15分 土日祝
事業所番号 1304-240843-0 ル５階
毎 週
( 四日市市山之一色町８００番地中部東芝エン
ジニアリング株式会社 四日市事業所 )

雇用・労災・ 不問
健康・厚生・
財形

パン・和洋菓子及び関連
商品の製造・販売 【正社
33 員以外】

不問

143,424円～ タカラ食品 株式会社 求人番号 23060- 237281
愛知県稲沢市天池遠松町１０番地
143,424円
事業所番号 2306-261162-3 ( 桑名市・いなべ市・川越町の各店舗 )

24

25

26

27

31

34

総合職（店長候補）／チム 18歳～ 260,000円～ チムニー 株式会社
ニー 【正社員】
34歳
390,000円

雇用・労災・ 不問
健康・厚生

7時00分～21時00分の 他
間の8時間
毎 週

雇用・労災・ 不問
健康・厚生

求人番号 13030- 69881 事 東京都台東区柳橋２－１９－６ 柳橋ファースト 10時00分～ 5時00分の 他
業所番号 1303-621317-5 ビル３階 ( 四日市市浜田町４－１８ 新栄ビ 間の8時間
毎 週
ル１Ｆさかなや道場 近鉄四日市店近鉄南部線
近鉄四日市駅 下車徒歩３分 )

雇用・労災・ 不問
健康・厚生
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番号

35

36

職種

年齢

18歳～ 260,000円～ チムニー 株式会社
34歳
390,000円

ホール・キッチンスタッフ
／チムニー 【正社員】

18歳～ 190,000円～ チムニー 株式会社
34歳
330,000円

求人番号 13030- 323781
東京都台東区柳橋２－１９－６ 柳橋ファースト 10時00分～ 5時00分の 他
事業所番号 1303-621317-5 ビル３階 ( 四日市市浜田町４－１８ 新栄ビ 間の8時間
毎 週
ル１Ｆさかなや道場 近鉄四日市店近鉄南部線
近鉄四日市駅 下車徒歩３分 )

雇用・労災・ 不問
健康・厚生

求人番号 24010-16241671 三重郡菰野町大字大強原赤坂２４６０
事業所番号 2401-102459-0 ( 所在地に同じ )

(1) 8時30分～17時30分 土日
毎 週

雇用・労災・ 不問
健康・厚生・
財形

(1) 9時00分～18時00分 日祝他
その他

雇用・労災・ 不問
健康・厚生

230,000円～ デンソートリム 株式
290,000円 会社

不問

200,000円～ トランスシティコン
求人番号 24010- 129981
四日市市千歳町８番地
300,000円 ピュータサービス株式 事業所番号 2401-104395-7 ( 所在地に同じ )
会社

はるやま四日市北店／販
売（総合職） 【正社員】

40歳
以下

195,000円～ はるやま商事株式会
206,000円 社

求人番号 33010- 519581
事業所番号 3301- 8206-5

岡山市北区表町１丁目２－３
(1) 9時45分～19時00分 他
( 四日市市平町２－１８ はるやま四日市北店 ) (2)10時45分～20時00分 その他

雇用・労災・ 不問
健康・厚生・
財形

はるやま四日市北店／販
売（一般職） 【正社員】

40歳
以下

178,000円～ はるやま商事株式会
188,000円 社

求人番号 33010- 520881
事業所番号 3301- 8206-5

岡山市北区表町１丁目２－３
(1) 9時45分～19時00分 他
( 四日市市平町２－１８ はるやま四日市北店 ) (2)10時45分～20時00分 その他

雇用・労災・ 不問
健康・厚生・
財形

営業スタッフ 【正社員】

18歳
以上

200,000円～ フランス総合医療株 求人番号 24010- 148781
四日市市生桑町１０ー１
400,000円 式会社 四日市支店 事業所番号 2401-922561-0 ( 満殿の湯（四日市市末永町）、グリーンホテル
（三重郡菰野町）、クア・ガーデン（鈴鹿市稲生
町） 他 )

(1)10時00分～18時00分 他
(2)16時00分～ 0時00分 毎 週
又は 9時30分～18時30
分の間の7時間

雇用・労災・ 普通自動車免許
健康・厚生・
財形

配送ドライバー／三重郡
川越町 【正社員】

40歳
以下

216,000円～ ロジトライ中部 株式
389,000円 会社

(1) 8時00分～16時30分 日祝他
(2) 8時00分～15時30分 その他
(3) 8時00分～17時00分

雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定
健康・厚生 不可）

(1) 8時00分～17時00分 日祝他
隔 週

雇用・労災・ 大型１種・牽引・フォークリフ
健康・厚生 ト技能者運転資格

システムエンジニア及び
ネットワークエンジニア
38 【正社員】

41

42

求人番号
休日/
所在地 ( 就業場所 )
就業時間
加入保険等
必要な免許資格
事業所番号
週休二日
求人番号 13030- 150381
東京都台東区柳橋２－１９－６ 柳橋ファースト 10時00分～ 5時00分の 他
雇用・労災・ 不問
事業所番号 1303-621317-5 ビル３階 ( 四日市市浜田町４－１８ 新栄ビ 間の8時間
毎 週
健康・厚生
ル１Ｆさかなや道場 近鉄四日市店近鉄南部線
近鉄四日市駅 下車徒歩３分 )

不問

37

40

求人者名

総合職（調理長候補）／
チムニー 【正社員】

経理 【正社員】

39

賃金

求人番号 23020-93847671 名古屋市中川区広川町５－１
事業所番号 2302- 22880-1 ( 三重郡川越町高松１５３２－１ロジトライ中部
（株） 四日市事業所 )

トラック運転手（中・長距離 21歳～ 400,000円～ 阿倉川運送 株式会 求人番号 24010- 219481
のトレーラー）（四日市営
59歳
530,000円 社
事業所番号 2401- 844-3
43 業所） 【正社員】

44

45

トラック整備士（大治田営
業所） 【正社員】

250,000円～ 阿倉川運送 株式会 求人番号 24010- 223381
300,000円 社
事業所番号 2401- 844-3

トラック乗務員 １５ｔ（四日 21歳～ 305,000円～ 阿倉川運送 株式会 求人番号 24010- 227481
市営業所） 【正社員】
59歳
443,000円 社
事業所番号 2401- 844-3

事務職 【正社員】

46

不問

59歳
以下

160,000円～ 旭電気 株式会社
185,000円

四日市市内堀町２７７－１５
( 四日市営業所 )

四日市市内堀町２７７－１５
(1) 8時20分～16時50分 日祝他
( 四日市市大治田２丁目１９－３大治田営業所
隔 週
)

雇用・労災・ 整備士
健康・厚生

四日市市内堀町２７７－１５
( 四日市営業所（北勢市場向い） )

雇用・労災・ 大型自動車免許
健康・厚生

(1) 8時00分～17時00分 日祝他
隔 週

求人番号 24010-16225671 四日市市上海老町字東大沢１６４８－９０
(1) 8時15分～17時00分 土日他
事業所番号 2401- 3860-9 ( 三重郡菰野町大字永井３０９５－９５当社 菰
その他
野第５工場 （裏面地図第１工場と同敷地内） )
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雇用・労災・ 普通自動車免許（通勤用）
健康・厚生・
財形

番号

職種

年齢

求人番号
所在地 ( 就業場所 )
事業所番号
求人番号 24010-16226571 四日市市上海老町字東大沢１６４８－９０
事業所番号 2401- 3860-9 ( ※菰野工場勤務の場合もあります。（三重郡
菰野町永井３０９５） )

休日/
加入保険等
必要な免許資格
週休二日
(1) 8時15分～17時00分 土日他
雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定
その他
健康・厚生・ 可）
財形
就業時間

40歳
以下

165,000円～ 旭電気 株式会社
230,000円

診療補助員 【正社員】

40歳
以下

146,000円～ 医療法人 ふかつ眼 求人番号 24010- 434381
四日市市富田４－６－１５
220,000円 科
事業所番号 2401-105088-7 ( 所在地に同じ )

(1) 8時30分～18時30分 木日祝
(2) 8時30分～12時30分 毎 週

歯科衛生士 【正社員】

不問

210,000円～ 医療法人 皐瑛会 さ 求人番号 24010- 367881
四日市市大字茂福１０８－１
420,000円 いとう歯科
事業所番号 2401-104079-2 ( 所在地に同じ )

(1) 8時30分～18時30分 水日祝他 雇用・労災・ 歯科衛生士
毎 週
健康・厚生

歯科助手 【正社員】

不問

160,000円～ 医療法人 皐瑛会 さ 求人番号 24010- 371981
四日市市大字茂福１０８－１
320,000円 いとう歯科
事業所番号 2401-104079-2 ( 所在地に同じ )

(1) 8時30分～18時30分 水日祝他 雇用・労災・ 不問
毎 週
健康・厚生

医療事務 【正社員】

40歳
以下

158,000円～ 医療法人 田中内科 求人番号 24010-16200571 四日市市東日野町３５１－１
190,000円 クリニック
事業所番号 2401-102462-7 ( 所在地に同じ )

(1) 8時30分～19時00分 木日祝
毎 週

雇用・労災・ 不問
健康・厚生

四日市市中部８番１５号
( 介護老人保健施設ちゅうぶ )

(1) 8時30分～17時30分 他
(2)17時00分～ 9時00分 毎 週
(3) 6時00分～15時00分

雇用・労災・ 不問
健康・厚生

48

49

50

51
介護職員 【正社員】

52

18歳～ 195,000円～ 医療法人 里仁会（二 求人番号 24010- 3081 事
59歳
213,000円 宮病院・介護老人保 業所番号 2401- 751-2
健施設ちゅうぶ）

雇用・労災・ 不問
健康・厚生

病棟介護士 【正社員】

18歳
以上

160,000円～ 医療法人社団 山中 求人番号 24010- 91781 事 四日市市小古曽３丁目５－３３
190,000円 胃腸科病院
業所番号 2401- 236-4
( 所在地に同じ )

(1) 8時30分～17時30分 他
(2)16時30分～ 9時00分 その他

雇用・労災・ 不問
健康・厚生

准看護師 【正社員】

18歳
以上

185,000円～ 医療法人社団 山中 求人番号 24010- 93281 事 四日市市小古曽３丁目５－３３
255,000円 胃腸科病院
業所番号 2401- 236-4
( 所在地に同じ )

(1) 8時30分～17時30分 他
(2)16時30分～ 9時00分 その他

雇用・労災・ 准看護師免許 「看護」
健康・厚生

正看護師 【正社員】

18歳
以上

218,000円～ 医療法人社団 山中 求人番号 24010- 95081 事 四日市市小古曽３丁目５－３３
270,000円 胃腸科病院
業所番号 2401- 236-4
( 所在地に同じ )

(1) 8時30分～17時30分 他
(2)16時30分～ 9時00分 その他

雇用・労災・ 看護師免許 「看護」
健康・厚生

電気工事士 【正社員】

不問

176,000円～ 井上電設 株式会社 求人番号 24010- 127381
四日市市大字六呂見７５０－２
396,000円
事業所番号 2401-922879-1 ( 所在地に同じ )

(1) 8時00分～17時00分 日祝他
隔 週

健康・厚生 普通自動車免許（ＡＴ限定
可）※第２種電気工事士等
資格者優遇

軽量鉄骨・ボード貼り 【正
社員】

44歳
以下

220,000円～ 永井内装
352,000円

建設業の安全管理 【正社
員】

59歳
以下

200,000円～ 横内建設 株式会社 求人番号 24010- 98981 事 四日市市小古曽町２８１２－１２６
300,000円
業所番号 2401- 4520-4
( 所在地に同じ )

53

54

55

56

58

求人者名

設計技術者 【正社員】

47

57

賃金

求人番号 24080- 2781 事
業所番号 2408-613325-4

北牟婁郡紀北町東長島７４－９
(1) 8時00分～18時00分 日他
( 四日市市楠町本郷３９６番地 四日市宿舎名
その他
古屋市緑区森の里一丁目９４号 )
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雇用・労災 不問

(1) 8時00分～17時30分 土日祝他 雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定
毎 週
健康・厚生 不可）

番号

求人番号
所在地 ( 就業場所 )
事業所番号
200,000円～ 横内建設 株式会社 求人番号 24010- 99581 事 四日市市小古曽町２８１２－１２６
359,000円
業所番号 2401- 4520-4
( 所在地に同じ )

年齢

施工管理（コンビナート建
設等） 【正社員】

59歳
以下

骨材プラント作業員 【正
社員】

不問

200,000円～ 岡本土石工業 株式 求人番号 24081- 14181 事 南牟婁郡紀宝町鮒田 ５０１
(1) 8時00分～17時00分 日祝他
230,000円 会社
業所番号 2408-613552-9 ( 四日市市南小松町１０８岡本土石工業株式会
その他
社 四日市建材センター )

雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定
健康・厚生 不可）

税理士・社会保険労務士
事務所の補助業務 【正社
61 員】

不問

170,000円～ 加藤良博税理士事務 求人番号 24010- 348981
四日市市新正四丁目１０番１５号
210,000円 所
事業所番号 2401-103885-0 ( 所在地に同じ )

雇用・労災・ 簿記２級（入社後取得可）
健康・厚生

来店型保険ショップ保険
テラス接客スタッフ（近鉄
62 四日市） 【正社員以外】

不問

200,000円～ 株式会社 ＥＴＥＲＮＡ 求人番号 28020- 358081
兵庫県神戸市中央区磯辺通３丁目２－１７
(1) 9時30分～18時00分 他
200,000円 Ｌ
事業所番号 2802-613809-5 ワールド三宮ビル４Ｆ
(2)10時00分～18時30分 その他
( 四日市市諏訪栄町７番３４号近鉄百貨店四日
市店６階 保険テラス 近鉄四日市店 )

雇用・労災・ 不問
健康・厚生

サービス管理責任者 【正
社員】

64歳
以下

208,800円～ 株式会社 ＦＬＡＴ（Ｌ 求人番号 24010- 150181
四日市市下海老町桜谷３８３－１７
271,200円 ｅａｆ）
事業所番号 2401-615249-5 ( 所在地に同じ )

(1) 8時30分～17時30分 土日
毎 週

雇用・労災・ サービス管理責任者研修
健康・厚生 （介護）受講済普通自動車
免許（ＡＴ可）

児童発達支援管理責任
者 【正社員】

64歳
以下

208,800円～ 株式会社 ＦＬＡＴ（Ｌ 求人番号 24010- 174881
四日市市下海老町桜谷３８３－１７
271,200円 ｅａｆ）
事業所番号 2401-615249-5 ( 所在地に同じ )

(1)11時00分～20時00分 他
(2) 8時30分～17時30分 毎 週

雇用・労災・ 児童発達支援管理責任者
健康・厚生 研修受講済普通自動車免
許（ＡＴ可）

現場管理者・土木作業員
【正社員】

59歳
以下

234,650円～ 株式会社 ＰＲＯＡＤ
395,200円

求人番号 24010- 160381
四日市市楠町本郷１５４－６ ２Ｆ
事業所番号 2401-616505-9 ( 所在地に同じ )

(1) 8時00分～17時00分 日他
な し

雇用・労災・ 普通自動車免許（ＭＴ）車両
厚生
系建設機械運転免許 必須
※土木施工管理技士資格
所持者優遇

営業 【正社員】

不問

330,000円～ 株式会社 ＴＭＨ
1,000,000円

大分県大分市下郡北３－１４－６ メゾンドール２－１ (1) 9時00分～18時00分 土日祝
求人番号 44010- 216881
事業所番号 4401-616500-3 号 ( ・大分市下郡北３－１４－６ メゾンドール２－
毎 週

59

60

63

64

65

66

67

70

求人者名

営業（契約社員） 【正社員
以外】

不問

330,000円～ 株式会社 ＴＭＨ
1,000,000円

国際業務 【正社員】

不問

220,000円～ 株式会社 ＴＭＨ
450,000円

国際業務（契約社員） 【正
社員以外】

不問

220,000円～ 株式会社 ＴＭＨ
450,000円

介護職員（尾平） 【正社
員】

18歳
以上

187,800円～ 株式会社 Ｗ
260,000円

68

69

賃金

休日/
加入保険等
必要な免許資格
週休二日
(1) 8時00分～17時30分 土日祝他 雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定
毎 週
健康・厚生 不可）

職種

就業時間

(1) 8時30分～17時30分 土日祝
その他

１号 大分本社・四日市市垂坂町１２１２－７ 中部地
区支店・東京都港区白金６丁目１０－１１ 東京支店
※何れか )
大分県大分市下郡北３－１４－６ メゾンドール２－１ (1) 9時00分～18時00分 土日祝
求人番号 44010- 219081
事業所番号 4401-616500-3 号 ( ・大分市下郡北３－１４－６ メゾンドール２－
毎 週
１号 大分本社・四日市市垂坂町１２１２－７ 中部地
区支店・東京都港区白金６丁目１０－１１ 東京支店
※何れか )
大分県大分市下郡北３－１４－６ メゾンドール２－１ (1) 9時00分～18時00分 土日祝
求人番号 44010- 228381
事業所番号 4401-616500-3 号 ( ・大分市下郡北３－１４－６ メゾンドール２－
毎 週
１号 大分本社・四日市市垂坂町１２１２－７ 中部地
区支店・東京都港区白金６丁目１０－１１ 東京支店
※何れか )
大分県大分市下郡北３－１４－６ メゾンドール２－１ (1) 9時00分～18時00分 土日祝
求人番号 44010- 233281
事業所番号 4401-616500-3 号 ( ・大分市下郡北３－１４－６ メゾンドール２－
毎 週
１号 大分本社・四日市市垂坂町１２１２－７ 中部地
区支店・東京都港区白金６丁目１０－１１ 東京支店
※何れか )

求人番号 24010-16201471 四日市市金場町４－３
(1) 8時00分～17時00分 他
事業所番号 2401-615536-6 ( 四日市市尾平町３８０３－１１「ういるグループ (2) 9時00分～18時00分 その他
ホーム尾平」 )
(3)17時00分～ 9時00分
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雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定
健康・厚生 可）

雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定
健康・厚生 可）

雇用・労災・ 不問
健康・厚生

雇用・労災・ 不問
健康・厚生

雇用・労災・ 不問
健康・厚生

番号

職種

年齢

求人番号
休日/
所在地 ( 就業場所 )
就業時間
加入保険等
必要な免許資格
事業所番号
週休二日
190,000円～ 株式会社 アートネイ 求人番号 13070- 1000481 東京都渋谷区代々木３－４０－７
(1) 9時40分～18時40分 他
雇用・労災・ 理容師、もしくは美容師免許
242,000円 チャー
事業所番号 1307-105769-6 ( 四日市市安島１－２－１８ 三誠ビルディング (2) 8時40分～17時40分 毎 週
健康・厚生・
２Ｆ )
財形
賃金

求人者名

理・美容師／レディース
アートネイチャー四日市
71 サロン 【正社員】

不問

分譲住宅の企画営業【地
域限定社員】（四日市営
72 業所） 【正社員】

59歳
以下

200,000円～ 株式会社 アーネスト 求人番号 13170- 371181
東京都西東京市北原町３－２－２２
350,000円 ワン
事業所番号 1317-301171-1 ( 四日市市堀木１－５－１４コーポ三滝事務所
「四日市営業所」 )

(1) 9時00分～18時00分 水他
毎 週

雇用・労災・ 必須：第一種普通自動車運
健康・厚生 転免許証（ＡＴ限定可）

【管理職候補】建築施工
管理（四日市営業所） 【正
73 社員】

59歳
以下

296,198円～ 株式会社 アーネスト 求人番号 13170- 372081
東京都西東京市北原町３－２－２２
327,344円 ワン
事業所番号 1317-301171-1 ( 四日市市堀木１－５－１４「四日市営業所」 )

(1) 8時00分～17時00分 日他
毎 週

雇用・労災・ 必須：第一種普通自動車運
健康・厚生 転免許証（ＡＴ限定可）

建築施工管理【全国勤務
社員】（四日市営業所）
74 【正社員】

59歳
以下

226,875円～ 株式会社 アーネスト 求人番号 13170- 373381
東京都西東京市北原町３－２－２２
441,146円 ワン
事業所番号 1317-301171-1 ( 四日市市堀木１－５－１４「四日市営業所」 )

(1) 8時00分～17時00分 日他
毎 週

雇用・労災・ 必須：第一種普通自動車運
健康・厚生 転免許証（ＡＴ限定可）

建築施工管理【地域限定
社員】（四日市営業所）
75 【正社員】

59歳
以下

240,268円～ 株式会社 アーネスト 求人番号 13170- 374681
東京都西東京市北原町３－２－２２
467,857円 ワン
事業所番号 1317-301171-1 ( 四日市市堀木１－５－１４「四日市営業所」 )

(1) 8時00分～17時00分 日他
毎 週

雇用・労災・ 必須：第一種普通自動車運
健康・厚生 転免許証（ＡＴ限定可）

木造住宅の検査【全国勤
務社員】四日市営業所
76 【正社員】

59歳
以下

200,000円～ 株式会社 アーネスト 求人番号 13170- 375981
東京都西東京市北原町３－２－２２
350,000円 ワン
事業所番号 1317-301171-1 ( 四日市市堀木１－５－１４「四日市営業所」 )

(1) 9時00分～18時00分 日他
毎 週

雇用・労災・ 必須：第一種普通自動車運
健康・厚生 転免許証（ＡＴ限定可）

店長候補（日永カヨー店） 18歳～ 180,000円～ 株式会社 あきんどス 求人番号 27060- 1000281 吹田市江坂町１－２２－２
(1) 9時00分～ 0時00分 他
【正社員】
35歳
215,000円 シロー
事業所番号 2706-419499-5 ( 四日市市日永４－１８９５－１『スシロー日永カ
その他
77
ヨー店』 )

78

広告の企画営業 【正社
員】

35歳
以下

180,000円～ 株式会社 アド三愛
250,000円

配管工 【正社員】

45歳
以下

176,000円～ 株式会社 イシダ設備 求人番号 24010- 454781
四日市市曽井町７６６－２
330,000円
事業所番号 2401-614946-2 ( 所在地に同じ )

(1) 8時00分～17時30分 日祝他
隔 週

雇用・労災・ 普通自動車運転免許（ＡＴ
健康・厚生 限定不可）

場内作業員 【正社員】

不問

140,000円～ 株式会社 ウエスギ
300,000円

求人番号 24010- 5681 事
業所番号 2401- 4780-3

四日市市天カ須賀新町１番地の３２
( 所在地に同じ )

(1) 8時00分～17時00分 土日他
毎 週

雇用・労災・ フォークリフト運転資格
健康・厚生

トラック運転手 【正社員】

20歳
以上

140,000円～ 株式会社 ウエスギ
300,000円

求人番号 24010- 11381 事 四日市市天カ須賀新町１番地の３２
業所番号 2401- 4780-3
( 所在地に同じ )

(1) 8時00分～17時00分 土日他
毎 週

雇用・労災・ 大型自動車運転免許又は中型
健康・厚生 自動車運転免許※車両系建設

不問

180,000円～ 株式会社 ウエスギ
350,000円

求人番号 24010- 15481 事 四日市市天カ須賀新町１番地の３２
業所番号 2401- 4780-3
( 所在地に同じ )

(1) 8時00分～17時00分 土日祝
毎 週

雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ可）土
健康・厚生 木施工管理技士（２級以上）
または建築施工管理技士の
いずれか。 「建築」

79

80

81

82

解体工事監督及び営業
【正社員】

求人番号 24010- 145981
四日市市浜田町５－１２ 第二加藤ビル３階
事業所番号 2401-100529-9 ( ＊本社（四日市市）、桑名支社、鈴鹿支社、
津支社、松阪支社のいずれか )

雇用・労災・ 不問
健康・厚生・
財形
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(1) 9時30分～17時30分 土日祝他 雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定
その他
健康・厚生・ 可）
財形

機械・フォークリフト・小型移動
式クレーン ・玉掛資格所持者
優遇

営業職 【正社員】

64歳
以下

140,000円～ 株式会社 ウエスギ
280,000円

求人番号
所在地 ( 就業場所 )
事業所番号
求人番号 24010- 27181 事 四日市市天カ須賀新町１番地の３２
業所番号 2401- 4780-3
( 所在地に同じ )

工場内軽作業 【正社員以
外】

不問

140,000円～ 株式会社 ウエスギ
180,000円

求人番号 24010- 43181 事 四日市市天カ須賀新町１番地の３２
業所番号 2401- 4780-3
( 所在地に同じ )

電気・計装工事作業員
【正社員】

不問

161,700円～ 株式会社 エイ・エス・ 求人番号 24010-16257371 四日市市小杉新町３０番地
323,400円 テクノ
事業所番号 2401-615775-1 ( 四日市市小杉新町３０番地 他各現場 )

(1) 8時00分～17時00分 日祝他
その他

一般事務 【正社員以外】

不問

160,000円～ 株式会社 エイジェッ 求人番号 24010- 235581
四日市市浜田町６－１１サムティ四日市ビル３
160,000円 ク 四日市オフィス
事業所番号 2401-615819-8 階
( 所在地に同じ )

(1) 9時00分～18時00分 土日祝他 雇用・労災・ 不問
毎 週
健康・厚生

道路保全推持管理 【正社
員】

不問

187,400円～ 株式会社 エイワ
187,400円

(1) 8時00分～17時00分 土日祝
毎 週

35歳
以下

280,000円～ 株式会社 エクストリン 求人番号 27020- 1756181 大阪府大阪市北区曾根崎２－３－５ 梅新第一 10時00分～21時00分の 他
350,000円 ク
事業所番号 2702-613781-2 生命ビルディング１６Ｆ
間の7時間程度
その他
( 四日市市西日野町１６０８－１ＭＥＧＡドン・キ
ホーテ四日市店モバイルステーション )

雇用・労災・ 不問
健康・厚生

モバイルアドバイザー（四
日市）＊急募＊ 【正社員】

35歳
以下

280,000円～ 株式会社 エクストリン 求人番号 27020- 1878081 大阪府大阪市北区曾根崎２－３－５ 梅新第一 9時30分～22時00分の 他
300,000円 ク
事業所番号 2702-613781-2 生命ビルディング１６Ｆ
間の8時間程度
その他
( 四日市市西日野町１６８０－１ドン・キホーテ四
日市店内 モバイルステーション )

雇用・労災・ 不問
健康・厚生

コーヒーマシンのメンテナ
ンス 【正社員】

不問

200,000円～ 株式会社 オーサキ
350,000円

雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ可）
健康・厚生

婦人専門店販売（イオン
モール四日市北ｅｘ－ｓｅｌ
91 ｅｃｔ） 【正社員】

59歳
以下

180,000円～ 株式会社 オン・コー 求人番号 23060- 340881
240,000円 ス
事業所番号 2306- 5673-8

番号

職種

83

84

85

年齢

86

87

モバイル店舗管理者（四
日市市）＊急募＊ 【正社
88 員】

89

90

賃金

求人者名

求人番号 24010- 396681
四日市市久保田２丁目１１番６号
事業所番号 2401-100944-9 ( 所在地に同じ )

求人番号 15010- 548181
新潟市東区江南５丁目１番２６号
事業所番号 1501-506697-7 ( 四日市市小古曽２丁目１－２１三重サービス
センター )

休日/
加入保険等
必要な免許資格
週休二日
(1) 8時00分～17時00分 日他
雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定
毎 週
健康・厚生 不可）

(1) 8時00分～17時00分 他
毎 週

雇用・労災・ 不問
健康・厚生

雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定
健康・厚生 可）＊電気工事士保有者優
遇

就業時間

(1) 8時30分～17時30分 他
毎 週

雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ可）
健康・厚生

愛知県一宮市せんい１－９－３
(1) 8時40分～17時30分 他
( 四日市市富洲原町２番４０ イオンモール四 (2)13時20分～22時10分 その他
日市北２階 当社「ｅｘ－ｓｅｌｅｃｔ 四日市北店」 )

雇用・労災・ 不問
健康・厚生・
財形

紳士服「カルバンクライン」 不問
の販売／四日市市 【正社
92 員以外】

172,500円～ 株式会社 オンワード 求人番号 23020- 1743381 名古屋市中村区名駅南４－１１－３１
(1) 9時30分～18時10分 他
276,000円 樫山 名古屋支店
事業所番号 2302-133590-6 ( 四日市市諏訪栄町７－３４近鉄百貨店 四日 (2)10時30分～19時10分 その他
市店「カルバンクライン」 )
(3)11時30分～20時10分

雇用・労災・ 不問
健康・厚生

婦人服「２３区」「自由区」
のＳサイズ販売／四日市
93 市 【正社員以外】

(1) 9時30分～18時10分
172,500円～ 株式会社 オンワード 求人番号 23020- 1766881 名古屋市中村区名駅南４－１１－３１
276,000円 樫山 名古屋支店
事業所番号 2302-133590-6 ( 四日市市諏訪栄町７－３４近鉄百貨店 四日 (2)11時30分～20時10分
(3)10時30分～19時10分
市店 )

他
その他

雇用・労災・ 不問
健康・厚生

(1) 8時00分～17時00分 他
(2)16時00分～ 1時00分 その他

雇用・労災・ 不問
健康・厚生・
財形

94

店舗接客スタッフ 【正社
員】

不問

又は 9時30分～20時10分
の間の7時間以上

18歳～ 219,600円～ 株式会社 キング観
64歳
219,600円 光

求人番号 24050- 169481
桑名市中央町１－９６
事業所番号 2405-100734-0 ( キング観光 各店舗 )
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番号

職種

年齢

求人番号
事業所番号
250,000円～ 株式会社 グリーンズ 求人番号 24010- 195681
350,000円
事業所番号 2401- 7099-1
賃金

求人者名

所在地 ( 就業場所 )

調理師（和食）しゃぶしゃ
ぶと日本料理「みやび」
95 【正社員】

18歳
以上

廃車・リサイクル用車両の
引取 【正社員】

不問

165,000円～ 株式会社 サービス
250,000円 ネット

営業（企画提案広告募
集） 【正社員】

40歳
以下

184,200円～ 株式会社 サイネック 求人番号 24010- 455881
四日市市中村町２２９３－８
207,500円 ス 東海支店
事業所番号 2401-917670-5 ( 所在地に同じ )

販売及び店舗運営、管理
業務／鈴鹿市・四日市市
98 【正社員】

35歳
以下

179,700円～ 株式会社 サンドラッ 求人番号 13200- 280881
233,400円 グ
事業所番号 1320- 3864-0

東京都府中市若松町１－３８－１
(1)10時00分～19時00分 他
( 【鈴鹿市・四日市市】各店舗＊全国に転勤の
その他
可能性あり )

雇用・労災・ 不問
健康・厚生・
財形

販売及び店舗運営、管理
業務（登録販売者）鈴鹿・
99 四日市 【正社員】

38歳
以下

184,700円～ 株式会社 サンドラッ 求人番号 13200- 366981
238,400円 グ
事業所番号 1320- 3864-0

東京都府中市若松町１－３８－１
(1)10時00分～19時00分 他
( 【鈴鹿市・四日市市】各店舗＊全国に転勤の
その他
可能性あり )

雇用・労災・ 登録販売者資格のある方
健康・厚生・
財形

機械設計・検図（派） 【有
期雇用派遣】

不問

230,720円～ 株式会社 シニア東
263,680円 海

求人番号 23030- 200181
名古屋市熱田区金山町一丁目５－２ クマダ７ (1) 8時30分～17時15分 土日他
事業所番号 2303-616768-1 ７ビル６階
毎 週
( 三重郡菰野町千草字中原野４６３２－１（株）
東海精機 )

雇用・労災・ 不問
健康・厚生

総務職（事務）（派） 【有期
雇用派遣】

不問

197,760円～ 株式会社 シニア東
247,200円 海

求人番号 23030- 209281
名古屋市熱田区金山町一丁目５－２ クマダ７ (1) 8時30分～17時15分 土日他
事業所番号 2303-616768-1 ７ビル６階
毎 週
( 三重郡菰野町千草字中原野４６３２－１（株）
東海精機 )

雇用・労災・ 不問
健康・厚生

カラオケ店社員／近鉄四
日市駅前店 【正社員】

18歳
以上

160,000円～ 株式会社 シン・コー 求人番号 13080- 1901081 東京都新宿区山吹町３４６－６日新ビル４階
(1)19時30分～ 4時00分 他
250,000円 ポレーション
事業所番号 1308-634590-0 ( 四日市市諏訪栄町５－４ 四日市水谷ビル３ (2)20時30分～ 5時00分 その他
Ｆ当社 近鉄四日市駅前店 )
(3)12時00分～20時00分

雇用・労災・ 不問
健康・厚生

96

97

100

101

102

103

現場管理職員（四日市）
【正社員】

電気工事士 【正社員】

四日市市浜田町５－３
( 四日市市諏訪栄町７－２８四日市シティホテ
ル ２Ｆ「四日市みやび」 )

休日/
加入保険等
必要な免許資格
週休二日
7時00分～23時00分の 他
雇用・労災・ 調理師免許
間の8時間程度
その他
健康・厚生
就業時間

求人番号 24010-16210771 四日市市日永東３丁目１３－５
事業所番号 2401-105533-7 ( 所在地に同じ )

18歳～ 240,000円～ 株式会社 スリーエス 求人番号 23060- 216581
59歳
260,000円 物流
事業所番号 2306- 487-9

(1) 8時50分～18時00分 日祝
その他

雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定
健康・厚生 不可）※中型（８ｔ）以上の運
転免許をお持ちの方、尚
良。

(1) 8時30分～18時00分 他
その他

雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定
健康・厚生・ 可）
財形

愛知県一宮市丹陽町九日市場字中田６３－１ (1)15時00分～ 0時00分 日他
( 四日市市大鐘町六路山１５３９－３ 当社 四
その他
日市営業所 )

雇用・労災・ 不問
健康・厚生

不問

174,000円～ 株式会社 セクト
262,000円

求人番号 24010-16215071 四日市市新正５丁目４番１４号
事業所番号 2401-613678-8 ( 所在地に同じ )

(1) 8時00分～17時00分 日祝他
その他

雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定
健康・厚生 不可）第二種電気工事士
（無くても電気工事経験２年
以上であれば可）

18歳
以上

207,500円～ 株式会社 センチュ
212,500円 リークリエイティブ

求人番号 24050- 187781
桑名市大央町４８－１ コート・エル１Ｆ
事業所番号 2405-102173-4 ( 四日市市波木町２０４０－６あみーご倶楽部
四日市 波木 )

(1) 9時00分～18時00分 他
(2) 6時00分～15時00分 毎 週
(3)11時00分～20時00分

雇用・労災・ 介護福祉士または同等程度
健康・厚生 の資格「介護」

看護職員／あみーご倶楽 18歳～ 198,000円～ 株式会社 センチュ
部四日市 波木 【正社
59歳
242,000円 リークリエイティブ
106 員】

求人番号 24050- 34181 事 桑名市大央町４８－１ コート・エル１Ｆ
業所番号 2405-102173-4 ( 四日市市波木町２０４０－６あみーご倶楽部
四日市 波木 )

(1) 9時00分～18時00分 他
(2) 6時00分～15時00分 その他
(3)11時00分～20時00分

雇用・労災・ 看護師・准看護師 【 看護
健康・厚生 】

104
介護職員（介護福祉士）
／あみーご倶楽部 四日
105 市 波木 【正社員】
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求人番号
所在地 ( 就業場所 )
事業所番号
求人番号 24050- 35081 事 桑名市大央町４８－１ コート・エル１Ｆ
業所番号 2405-102173-4 ( 四日市市波木町２０４０－６あみーご倶楽部
四日市 波木 )

休日/
加入保険等
必要な免許資格
週休二日
(1) 9時00分～18時00分 他
雇用・労災・ 介護福祉士および同程度資
(2) 6時00分～15時00分 その他
健康・厚生 格（応相談）取得見込み応
(3)11時00分～20時00分
相談

生活相談員／あみーご倶 18歳～ 227,500円～ 株式会社 センチュ
楽部 四日市 波木 【正
59歳
240,000円 リークリエイティブ
108 社員】

求人番号 24050- 36381 事 桑名市大央町４８－１ コート・エル１Ｆ
業所番号 2405-102173-4 ( 四日市市波木町２０４０－６あみーご倶楽部
四日市 波木 )

(1) 9時00分～18時00分 他
(2)11時00分～20時00分 その他
(3) 6時00分～15時00分

雇用・労災・ 介護福祉士および同程度資
健康・厚生 格（応相談）取得見込みも可

介護職員／あみーご倶楽
部 四日市 波木 【正社
109 員】

18歳
以上

190,000円～ 株式会社 センチュ
190,000円 リークリエイティブ

求人番号 24050- 37681 事 桑名市大央町４８－１ コート・エル１Ｆ
業所番号 2405-102173-4 ( 四日市市波木町２０４０－６あみーご倶楽部
四日市 波木 )

(1) 9時00分～18時00分 他
(2) 6時00分～15時00分 毎 週
(3)11時00分～20時00分

雇用・労災・ 介護職員初任者研修修了
健康・厚生 者（ホームヘルパー２級）以
上「介護」

訪問看護 【正社員】

不問

180,000円～ 株式会社 ティーダ
230,000円

求人番号 24010- 132281
四日市市桜台本町６２
事業所番号 2401-616663-4 ( 所在地に同じ )

(1) 9時00分～17時00分 土日祝他 雇用・労災・ 准看護師又は正看護師免許
毎 週
健康・厚生 普通自動車免許（ＡＴ限定
可） 「看護」

訪問介護 【正社員】

不問

150,000円～ 株式会社 ティーダ
180,000円

求人番号 24010- 133181
四日市市桜台本町６２
事業所番号 2401-616663-4 ( 所在地に同じ )

(1) 8時00分～17時00分 他
毎 週

土木施工管理技術者・積
算技術者 【正社員以外】

不問

264,895円～ 株式会社 ティーネッ 求人番号 24010- 158881
四日市市鵜の森２丁目２－１堀田ビル
(1) 9時00分～18時00分 土日祝他 雇用・労災・ ・普通自動車免許（ＡＴ限定
479,785円 トジャパン 三重営業 事業所番号 2401-921199-3 ( 四日市市・松阪市・桑名市・亀山市・津市等の (2) 8時30分～17時30分 毎 週
健康・厚生 可）※土木関係の有資格者
所
各現場事務所 )
優遇（１級または２級土木施
工管理技 士、測量士等）

土木施工管理技術者 土
木設計積算技術者（正社
113 員） 【正社員】

59歳
以下

275,180円～ 株式会社 ティーネッ 求人番号 24010- 162981
四日市市鵜の森２丁目２－１堀田ビル
( 四 (1) 9時00分～18時00分 土日祝
390,820円 トジャパン 三重営業 事業所番号 2401-921199-3 日市市・松阪市・桑名市・亀山市・津市等の各
毎 週
所
現場事務所 （事業所所在地での業務の他、
上記の現場事務所での業務も あります。） )

雇用・労災・ ・普通自動車免許（ＡＴ限定
健康・厚生 可）※土木関係の有資格者
優遇（１級または２級土木施
工管理技士、測量士等）

（請）メカ組立保守・メカ配
線（三重県） 【正社員以
114 外】

59歳
以下

328,000円～ 株式会社 デジタル・ 求人番号 20140- 227481
長野県諏訪市大字四賀赤沼１８２１ 松木ビル２ (1) 8時00分～18時00分 土日
360,800円 スパイス
事業所番号 2014-102740-6 Ｆ
毎 週
( 四日市市山之一色町８００（請負先事業所に
ついて：ハローワーク窓口でご確認ください） )

雇用・労災・ 不問
健康・厚生

店舗スタッフ【正】／（四日
市富田店） 【正社員】

45歳
以下

173,000円～ 株式会社 トライアル 求人番号 40120- 216281
福岡市東区多の津１丁目１２－２ トライアルビ (1) 8時30分～18時00分 他
231,000円 カンパニー
事業所番号 4012-109555-8 ル
(2)14時00分～23時30分 その他
( 四日市市大字茂福７７１－１『スーパーセン
タートライアル 四日市富田店』 )

雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ可）
健康・厚生

インフラシステムの管理
［工場内システム］（請）／
116 四日市市 【正社員】

35歳
以下

190,000円～ 株式会社 トラスト・
230,000円 テック 名古屋オフィ
ス

求人番号 23020- 343881
名古屋市中村区名駅１丁目１番１号 ＪＰタワー (1) 8時30分～17時15分 土日祝他 雇用・労災・ 不問
事業所番号 2302-615341-6 名古屋２４階
毎 週
健康・厚生
( 四日市市山之一色町８００中部東芝エンジニ
アリング株式会社 当社事業所 )

半導体メモリのＳＩＭＳ分
析［半導体製品］（請）／
117 四日市 【正社員】

59歳
以下

190,000円～ 株式会社 トラスト・
280,000円 テック 名古屋オフィ
ス

求人番号 23020- 349981
名古屋市中村区名駅１丁目１番１号 ＪＰタワー (1) 8時30分～17時15分 土日祝他 雇用・労災・ 不問
事業所番号 2302-615341-6 名古屋２４階
毎 週
健康・厚生
( 四日市市山之一色町８００中部東芝エンジニ
アリング（株）当社事業所 )

製造工程の生産管理［半
導体製品］（請）／四日市
118 市 【正社員】

35歳
以下

190,000円～ 株式会社 トラスト・
230,000円 テック 名古屋オフィ
ス

求人番号 23020- 352281
名古屋市中村区名駅１丁目１番１号 ＪＰタワー (1) 8時30分～17時15分 土日祝他 雇用・労災・ 不問
事業所番号 2302-615341-6 名古屋２４階
毎 週
健康・厚生
( 四日市市山之一色町８００中部東芝エンジニ
アリング株式会社 当社事業所 )

番号

職種

サービス提供責任者／あ
みーご倶楽部 四日市
107 波木 【正社員】

年齢
59歳
以下

110

111

112

115

賃金

求人者名

232,500円～ 株式会社 センチュ
245,000円 リークリエイティブ
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就業時間

雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定
健康・厚生 可）介護職員初任者研修修
了者以上 「介護」

番号

職種

年齢

賃金

求人者名

求人番号
休日/
所在地 ( 就業場所 )
就業時間
加入保険等
必要な免許資格
事業所番号
週休二日
求人番号 23020- 359481
名古屋市中村区名駅１丁目１番１号 ＪＰタワー (1) 8時30分～17時15分 土日祝他 雇用・労災・ 不問
事業所番号 2302-615341-6 名古屋２４階
毎 週
健康・厚生
( 四日市市山之一色町８００中部東芝エンジニ
アリング（株）当社事業所 )

半導体製造工程の品質
向上［半導体製品］（請）
119 ／四日市 【正社員】

59歳
以下

190,000円～ 株式会社 トラスト・
260,000円 テック 名古屋オフィ
ス

経理事務 【正社員】

39歳
以下

200,000円～ 株式会社 ナルックス 求人番号 24010-16272071 四日市市天カ須賀５－４－１３
253,100円
事業所番号 2401- 228-4
( 本社事務所：三重郡川越町豊田５００－１ )

(1) 8時30分～17時30分 日祝他
その他

雇用・労災・ 普通自動車免許 日商簿記
健康・厚生・ 又は建設業経理士（あれば
財形
尚可）

建築土木 【正社員】

不問

179,000円～ 株式会社 ナルックス 求人番号 24010-16273371 四日市市天カ須賀５－４－１３
325,400円
事業所番号 2401- 228-4
( 本社事務所（三重郡川越町豊田５００－１） )

(1) 8時30分～17時30分 日祝他
その他

雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定
健康・厚生・ 可）
財形

半導体製造装置に関わる
業務全般 【無期雇用派
122 遣】

18歳
以上

180,000円～ 株式会社 ハマエン 求人番号 24010- 136681
四日市市久保田２丁目８－１ 糸与ビル１Ｆ
(1) 7時00分～16時00分 他
280,000円 ジニアリング三重営業 事業所番号 2401-921958-4 ( 四日市市山之一色町８００「東芝メモリ株式会 (2)19時00分～ 4時45分 その他
所
社」四日市工場 )

雇用・労災・ 不問
健康・厚生

回転寿司業務（店長候
補）／四日市羽津店 【正
123 社員以外】

18歳
以上

203,000円～ 株式会社 はま寿司
203,000円

他
その他

雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定
健康・厚生 可）

18歳～ 210,000円～ 株式会社 はま寿司
35歳
233,500円

求人番号 13040- 298481
東京都港区港南２－１８－１ ＪＲ品川イ－ストビ (1) 9時00分～18時00分 他
事業所番号 1304-259705-7 ル
(2)12時00分～21時00分 その他
( 三重郡菰野町大字宿野４０６－２菰野店 )
(3)15時00分～ 0時00分

雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定
健康・厚生 可）

回転寿司業務（店長・幹 18歳～ 210,000円～ 株式会社 はま寿司
部候補）／四日市東日野 35歳
233,500円
125 店 【正社員】

求人番号 13040- 441781
東京都港区港南２－１８－１ ＪＲ品川イ－ストビ (1) 9時00分～18時00分 他
事業所番号 1304-259705-7 ル
(2)12時00分～21時00分 その他
( 四日市市東日野１－４－４０四日市東日野店 (3)15時00分～ 0時00分
)

雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定
健康・厚生 可）

回転寿司業務（店長・幹 18歳～ 210,000円～ 株式会社 はま寿司
部候補）／四日市羽津店 35歳
233,500円
126 【正社員】

求人番号 13040- 565181
東京都港区港南２－１８－１ ＪＲ品川イ－ストビ (1) 9時00分～18時00分 他
事業所番号 1304-259705-7 ル
(2)12時00分～21時00分 その他
( 四日市市羽津４４８０－１四日市羽津店 )
(3)15時00分～ 0時00分

雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定
健康・厚生 可）

回転寿司業務（店長候
補）／四日市東日野店
127 【正社員以外】

18歳
以上

203,000円～ 株式会社 はま寿司
203,000円

求人番号 13040- 1661281 東京都港区港南２－１８－１ ＪＲ品川イ－ストビ 9時00分～ 0時00分の 他
事業所番号 1304-259705-7 ル
間の8時間程度
その他
( 四日市市東日野１－４－４０四日市東日野店
)

雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定
健康・厚生 可）

回転寿司業務（店長候
補）／菰野店 【正社員以
128 外】

18歳
以上

203,000円～ 株式会社 はま寿司
203,000円

求人番号 13040- 1899081 東京都港区港南２－１８－１ ＪＲ品川イ－ストビ (1) 9時00分～18時00分
(2)12時00分～21時00分
事業所番号 1304-259705-7 ル
(3)15時00分～ 0時00分
( 三重郡菰野町大字宿野４０６－２菰野店 )

雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定
健康・厚生 可）

120

121

回転寿司業務（店長・幹
部候補）／菰野店 【正社
124 員】

129

130

求人番号 13040- 3196781 東京都港区港南２－１８－１ ＪＲ品川イ－ストビ (1) 9時00分～18時00分
(2)12時00分～21時00分
事業所番号 1304-259705-7 ル
(3)15時00分～ 0時00分
( 四日市市羽津４４８０－１四日市羽津店 )

又は 9時00分～ 0時00分
の間の8時間程度

他
その他

又は 9時00分～ 0時00分
の間の8時間程度

プリント基板製造業務 【正
社員】

40歳
以下

160,000円～ 株式会社 ピーダブ
200,000円 ルビー 三重工場

求人番号 24010-16216371 三重郡菰野町大字千草中原野４５９４－７
事業所番号 2401-919665-7 ( 所在地に同じ )

法人営業（三重） 【正社
員】

45歳
以下

171,000円～ 株式会社 フジ・コー 求人番号 04011- 80081 事 宮城県富谷市成田１－７－１
(1) 9時00分～19時00分 他
500,000円 ポレーション
業所番号 0401- 11275-1
( 四日市市泊町４－３『タイヤ＆ホイール館フジ
その他
スペシャルブランド四日市店』 )
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(1) 7時00分～16時00分 日他
(2)13時00分～22時00分 毎 週
(3) 8時30分～17時30分

雇用・労災・ 不問
健康・厚生・
財形
雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定
健康・厚生 可）

番号

職種

年齢

求人番号
所在地 ( 就業場所 )
事業所番号
281,250円～ 株式会社 フジショウ 求人番号 24010- 77281 事 四日市市小杉町４７４－４
406,250円 （エール調剤薬局四 業所番号 2401-615456-9 ( エール調剤薬局四日市店 )
日市店）

休日/
加入保険等
必要な免許資格
週休二日
(1) 9時00分～19時20分 木日祝他 雇用・労災・ 薬剤師免許
毎 週
健康・厚生

(1) 9時00分～19時20分 日祝
(2) 9時00分～12時20分 その他

賃金

求人者名

就業時間

薬剤師 【正社員】

不問

医療事務 【正社員】

23歳
以下

150,000円～ 株式会社 フジショウ 求人番号 24010- 82481 事 四日市市小杉町４７４－４
200,000円 （エール調剤薬局四 業所番号 2401-615456-9 ( 所在地に同じ )
日市店）

ほっともっとアシスタントマ
ネージャー（地域総合職）
133 三重 【正社員】

不問

155,000円～ 株式会社 プレナス
222,600円

ほっともっとアシスタントマ
ネージャー（総合職）／三
134 重 【正社員】

不問

155,000円～ 株式会社 プレナス
222,600円

59歳
以下

147,000円～ 株式会社 ヘルシー
195,000円 ハウス

生命保険・損害保険の営
業・事務・受付／四日市
136 市 【正社員】

不問

150,000円～ 株式会社 ほけんの１ 求人番号 23020- 995681
愛知県名古屋市中区錦１丁目４－２５ 伏見ＩＴ 10時00分～19時00分の 他
400,000円 １０番 東海支社
事業所番号 2302-933582-4 ビル５階Ｂ号
間の8時間程度
毎 週
( 四日市市生桑町榎下１６７－１ほけんの１１０
番 スーパーサンシいくわ店 )

雇用・労災・ 不問
健康・厚生

生命保険・損害保険の営
業／四日市市 【正社員】

不問

150,000円～ 株式会社 ほけんの１ 求人番号 23020- 1102881 愛知県名古屋市中区錦１丁目４－２５ 伏見ＩＴ (1)10時00分～19時00分 他
400,000円 １０番 東海支社
事業所番号 2302-933582-4 ビル５階Ｂ号
毎 週
( 四日市市生桑町榎下１６７－１ほけんの１１０
番 スーパーサンシいくわ店 )

雇用・労災・ ＡＦＰ・ＣＦＰ・生保ＦＰ・ＦＰ技
健康・厚生 能検定２級以上が望ましい

営業（輸入車）［三重四日
市］ 【正社員】

59歳
以下

202,200円～ 株式会社 ホワイトハ 求人番号 23010- 1282881 名古屋市名東区本郷３丁目１３９番地 ホワイト (1) 9時30分～19時00分 水他
340,000円 ウス
事業所番号 2301-504731-9 ハウスビル ２Ｆ
その他
( 四日市市日永西３丁目２７番５号 プジョー三
重四日市 )

雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定
健康・厚生 可）

フロント（輸入車） ［三重
四日市］ 【正社員】

59歳
以下

171,000円～ 株式会社 ホワイトハ 求人番号 23010- 1283281 名古屋市名東区本郷３丁目１３９番地 ホワイト (1) 9時30分～18時30分 水他
310,000円 ウス
事業所番号 2301-504731-9 ハウスビル ２Ｆ
その他
( 四日市市日永西３丁目２７番５号 プジョー三
重四日市 )

雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定
健康・厚生 可）

整備士（経験者：輸入車）
［三重四日市］ 【正社員】

59歳
以下

181,000円～ 株式会社 ホワイトハ 求人番号 23010- 1284181 名古屋市名東区本郷３丁目１３９番地 ホワイト (1) 9時30分～18時30分 水他
320,000円 ウス
事業所番号 2301-504731-9 ハウスビル ２Ｆ
その他
( 四日市市日永西３丁目２７番５号 プジョー三
重四日市 )

雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定
健康・厚生 可）整備士免許

事務（輸入車）［三重四日
市］ 【正社員】

59歳
以下

177,200円～ 株式会社 ホワイトハ 求人番号 23010- 1285081 名古屋市名東区本郷３丁目１３９番地 ホワイト (1) 9時30分～18時30分 水他
315,000円 ウス
事業所番号 2301-504731-9 ハウスビル ２Ｆ
その他
( 四日市市日永西３丁目２７番５号 プジョー三
重四日市 )

雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定
健康・厚生 可）

介護スタッフ 【正社員】

18歳
以上

165,000円～ 株式会社 ボンドワイ 求人番号 23050- 186381
愛知県岡崎市洞町東前田２４番地
(1) 9時00分～18時00分 他
250,000円 エム
事業所番号 2305-615645-4 ( 四日市市松寺２丁目５－７ サービス付き高齢 (2) 7時00分～16時00分 毎 週
者住宅「よい館四日市北」 )
(3)10時00分～19時00分

雇用・労災・ 介護福祉士・ヘルパー２級
健康・厚生 以上（介護）

131

132

介護スタッフ 【正社員】

135

137

138

139

140

141

142

求人番号 40010- 1582581 福岡県福岡市博多区上牟田１－１９－２１
(1) 0時00分～23時59分 他
事業所番号 4001-104189-9 ( 内のほっともっとの店舗のいずれか（研修期間中は
その他
原則として現住所から通勤可能な店舗）＊就業地住
所は主だった所のみ記載＊転勤範囲：岐阜・愛知・
三重 )
求人番号 40010- 1583481 福岡県福岡市博多区上牟田１－１９－２１
(1) 0時00分～23時59分 他
事業所番号 4001-104189-9 ( 日本全国のほっともっとの店舗のいずれか（研修期
その他
間中は原則として現住所から通勤可能な店舗）＊入
社１ヶ月目は福岡にて研修の可能性あり )

求人番号 24010- 288281
四日市市西坂部町１１２６
事業所番号 2401-615817-2 ( 四日市市波木町１１６８－４ 「第二陽光苑デ
イサービスセンター」 )
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(1) 8時30分～17時30分 日祝他
その他

雇用・労災・ 不問
健康・厚生

雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定
健康・厚生・ 可）
財形
雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定
健康・厚生・ 可）
財形
雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定
健康・厚生 可）

番号

職種

年齢

賃金

求人者名

求人番号
所在地 ( 就業場所 )
事業所番号
求人番号 14040-22763971 横浜市鶴見区尻手２－４－８
事業所番号 1404-616405-4 ( 四日市市日永西４－７－１２ 当社四日市事
業所 )

休日/
加入保険等
必要な免許資格
週休二日
(1) 8時30分～17時00分 日祝他
雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定
隔 週
健康・厚生・ 可）
財形
就業時間

溶接スタッフ・配管スタッフ 59歳
（四日市市） 【正社員】
以下

235,160円～ 株式会社 ユニオン
294,570円 【画像情報あり】

現場管理（四日市市） 【正
社員】

59歳
以下

235,160円～ 株式会社 ユニオン
294,570円 【画像情報あり】

求人番号 14040-22766371 横浜市鶴見区尻手２－４－８
事業所番号 1404-616405-4 ( 四日市市日永西４－７－１２ 当社四日市事
業所 )

(1) 8時30分～17時00分 日祝他
隔 週

雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定
健康・厚生・ 可）ガス溶接技能者
財形

インテリア雑貨販売員／
四日市北店 【正社員以
145 外】

18歳
以上

154,880円～ 株式会社 ライフ・
154,880円 ビート

求人番号 34010- 1935281 広島県広島市西区三滝町２２－１５
事業所番号 3401-613450-8 ( 四日市市富州原町２－４０ イオンモール四
日市北２Ｆ ルームルーム 四日市北店 )

(1) 8時30分～17時30分
他
(2)10時00分～19時00分
毎 週
(3)13時30分～22時30分
又は 8時30分～22時30分
の間の8時間程度

雇用・労災・ 不問
健康・厚生

現場監督 【正社員】

59歳
以下

291,000円～ 株式会社 リフォックス 求人番号 24010- 421781
四日市市伊坂町１６９３－２
500,000円
事業所番号 2401-103871-4 ( 所在地に同じ )

(1) 9時00分～17時00分 日祝
その他

雇用・労災・ 普通自動車免許
健康・厚生

販売（寝具・寝装品） 【正
社員以外】

不問

168,000円～ 株式会社 ロマンス小 求人番号 26020-36436171 京都市下京区室町通仏光寺上る白楽天町５１ (1) 9時45分～18時15分 他
168,000円 杉
事業所番号 2602- 23895-1 ７
(2)10時00分～18時30分 その他
( 四日市市諏訪栄町７－３４ 近鉄四日市店 )

一般事務／三重郡川越
町 【正社員以外】

不問

140,000円～ 株式会社 安藤・間
150,000円 名古屋支店

大工 【正社員】

40歳
以下

172,000円～ 株式会社 伊豆建設 求人番号 24040- 70781 事 多気郡明和町大字平尾４９９－５８
172,000円
業所番号 2404-102898-5 ( 本社もしくは四日市事業所 )

(1) 8時00分～17時00分 日祝他
隔 週

雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定
健康・厚生・ 不可）
財形

施工管理（トライアル雇用
併用求人） 【正社員】

45歳
以下

172,000円～ 株式会社 伊豆建設 求人番号 24040- 71881 事 多気郡明和町大字平尾４９９－５８
390,000円
業所番号 2404-102898-5 ( 本社もしくは四日市事業所 )

(1) 8時00分～17時00分 日祝他
隔 週

雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定
健康・厚生・ 不可）二級建築士あれば優
財形
遇

現場作業員 【正社員】

不問

196,000円～ 株式会社 雅断熱
294,000円

(1) 8時00分～17時00分 日他
その他

雇用・労災・ 普通自動車運転免許（ＡＴ
厚生
限定可）

配送・倉庫係 【正社員】

不問

180,000円～ 株式会社 五光商会 求人番号 24010- 221181
250,000円
事業所番号 2401- 3504-2

不問

175,500円～ 株式会社 御幸翔栄 求人番号 24010- 435681
四日市市野田２丁目１番１０号
214,500円
事業所番号 2401-614533-6 ( 所在地に同じ )

(1) 8時00分～17時00分 他
その他

雇用・労災・ 不問
健康・厚生

不問

190,080円～ 株式会社 御幸翔栄 求人番号 24010- 436981
四日市市野田２丁目１番１０号
190,080円
事業所番号 2401-614533-6 ( 四日市市朝明町サンレックス工業内 「森吉
通運」作業場 )

(1) 8時30分～17時30分 日他
その他

雇用・労災・ フォークリフト技能者資格
健康・厚生

143

144

146

147

148

149

150

151

152
プラント内でのバルブ交
換及びクリーンアップ作業
153 【正社員】

154

リフトオペレーター 【正社
員】

雇用・労災・ 不問
健康・厚生・
財形

求人番号 23020- 1008181 愛知県名古屋市中区丸の内１丁目８－２０
(1) 8時30分～17時15分 土日祝他 雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定
事業所番号 2302- 19394-5 ( 三重郡川越町大字北福崎４９８番地 ハマナ
毎 週
健康・厚生 可）
スＴ．Ｙ１０３号室 安藤・間ＪＶ川越土木作業所
仮事務所 )

求人番号 24010- 130781
四日市市東坂部町１３３９
事業所番号 2401-615747-0 ( 各現場 )

四日市市昌栄町４番５号
(1) 8時00分～17時00分 土日祝他 雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ不可）
( （１）本社：事業所所在地（２）津営業所：津市 (2) 8時00分～14時30分 その他
健康・厚生
高茶屋小森上野町１０６８－１※（１）又は（２）の
就業場所で、御希望により相談に応じます。 )
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番号

155

156

157

158

159

160

年齢

リフトオペレーター（パナソ
ニック電工） 【正社員】

不問

（請）（四）リフト作業員【河
原田】 【正社員以外】

不問

196,560円～ 株式会社 光和
226,800円

求人番号 24090- 6281 事
業所番号 2409-101489-2

鈴鹿市神戸１丁目１９－２５ 北栄ビル４０５号
( 四日市市河原田町本田１５４３－１４ )

(1) 8時30分～17時00分 土日他
その他

雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定
健康・厚生 可）フォークリフト運転技能修
了者

（請）（四）リフト作業員
【霞】 【正社員以外】

不問

196,560円～ 株式会社 光和
226,800円

求人番号 24090- 8081 事
業所番号 2409-101489-2

鈴鹿市神戸１丁目１９－２５ 北栄ビル４０５号
( 四日市市霞２－２ )

(1) 8時30分～17時00分 土日他
その他

雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定
健康・厚生 可）フォークリフト運転技能修
了者

（請）（四）一般作業員 【正
社員以外】

不問

237,615円～ 株式会社 光和
260,400円

求人番号 24090- 9381 事
業所番号 2409-101489-2

鈴鹿市神戸１丁目１９－２５ 北栄ビル４０５号
( 四日市市霞２丁目１６－５ 中部コールセン
ター内 株式会社 光和 霞事業所 )

(1) 7時30分～16時30分 日他
その他

雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定
健康・厚生 可）

（請）（四）入出庫業務
【霞】 【正社員以外】

不問

181,440円～ 株式会社 光和
211,680円

求人番号 24090- 10581 事 鈴鹿市神戸１丁目１９－２５ 北栄ビル４０５号
業所番号 2409-101489-2 ( 四日市市霞２－２ )

(1) 8時30分～17時00分 土日他
その他

雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定
健康・厚生 可）

（請）（四）入出庫業務【河
原田】 【正社員以外】

不問

181,440円～ 株式会社 光和
211,680円

求人番号 24090- 11481 事 鈴鹿市神戸１丁目１９－２５ 北栄ビル４０５号
業所番号 2409-101489-2 ( 四日市市河原田町本田１５４３－１４ )

(1) 8時30分～17時00分 土日他
その他

雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定
健康・厚生 可）

型枠大工 【正社員】

不問

194,400円～ 株式会社 宏栄
367,200円

求人番号 18020- 99181 事 福井県鯖江市舟津町３丁目３番４号
(1) 8時00分～17時00分 日祝他
業所番号 1802-614568-3 ( ＊石川県白山市＊四日市市・亀山市安坂山
その他
＊長野県長野市 各工事現場 )

雇用・労災・ 普通自動車免許
健康・厚生

事務（ＯＡ機器オペレー
ター） 【正社員】

不問

155,000円～ 株式会社 三ツ星
160,000円

求人番号 24010- 81581 事 四日市市中部１－２０
業所番号 2401- 6897-0
( 所在地に同じ )

雇用・労災・ 不問
健康・厚生・
財形

161

162

ビジネスホテルのフロント
スタッフ／四日市市 【正
163 社員】
（菰野）障害者の業務指
導（病院の看護補助） 【正
164 社員以外】

賃金

求人者名

18歳～ 156,000円～ 株式会社 三交イン
35歳
161,000円

(1) 8時30分～17時30分 土日祝
毎 週

(1) 8時00分～16時00分
求人番号 23020-93811371 愛知県名古屋市中村区椿町７番２３号
事業所番号 2302-622644-8 ( 四日市市安島１－１－２０三交イン 四日市駅 (2)13時00分～21時00分
(3)17時00分～ 9時00分
前)

他
その他

雇用・労災・ 不問
健康・厚生

又は 8時00分～22時00分
の間の7時間

不問

130,050円～ 株式会社 三厚連ウイ 求人番号 24090- 197381
鈴鹿市安塚町山之花１２７５番地１８４
198,900円 ズ
事業所番号 2409-614665-3 ( 三重郡菰野町大字福村７５番地菰野厚生病
院内 )

(1) 8時30分～17時00分 土日祝
毎 週

雇用・労災・ ●（正または准）看護師・精神保
健康・厚生 健福祉士、社会福祉士作業療

法士、臨床心理士、障害者職業
生活相談員資格認定者のいず
れか 又は病院勤務経験者

生活相談員 【正社員】

18歳
以上

203,600円～ 株式会社 三陽
243,600円

求人番号 24010- 196981
四日市市水沢町２５０３－５
事業所番号 2401-613668-2 ( ＊三美福祉センター )

(1) 8時30分～17時30分 他
(2)15時00分～ 0時00分 その他
(3) 0時00分～ 9時00分

雇用・労災・ 生活相談員に有する資格介
健康・厚生 護福祉士 社会福祉主事任
用資格など 「介護」

介護職（三美福祉セン
ター） 【正社員】

18歳
以上

190,600円～ 株式会社 三陽
218,600円

求人番号 24010- 203881
四日市市水沢町２５０３－５
事業所番号 2401-613668-2 ( ＊三美福祉センター )

(1) 8時00分～17時00分 他
(2) 8時30分～17時30分 その他
(3)15時00分～ 0時00分

雇用・労災・ 不問
健康・厚生

165

166

求人番号
休日/
所在地 ( 就業場所 )
就業時間
加入保険等
必要な免許資格
事業所番号
週休二日
184,800円～ 株式会社 御幸翔栄 求人番号 24010- 450681
四日市市野田２丁目１番１０号
(1) 8時00分～17時00分 土日他
雇用・労災・ フォークリフト技能者資格
184,800円
事業所番号 2401-614533-6 ( 四日市市大字馳出字北新開６０パナソニック
毎 週
健康・厚生
電工 内 )

職種
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番号

職種

工程管理作業（洗浄・乾
燥・梱包・出荷） 【正社員
167 以外】

170

171

172

求人番号
休日/
所在地 ( 就業場所 )
就業時間
加入保険等
必要な免許資格
事業所番号
週休二日
求人番号 24010- 10081 事 四日市市川尻町１０００番地（三菱化学株式会 (1) 8時30分～17時30分 日他
雇用・労災・ 不問
業所番号 2401-919375-8 社四日市事業所川尻工場内）
その他
健康・厚生
( 所在地に同じ )

機械工 【正社員】

40歳
以下

170,000円～ 株式会社 水貝製作 求人番号 24050- 115081
いなベ市員弁町市之原２３３１－１７
(1) 8時00分～17時00分 土日他
350,000円 所
事業所番号 2405-100040-8 ( いなべ市員弁町（本社）四日市市桜町（技術
毎 週
研究所） いずれか )

雇用・労災・ 不問
健康・厚生・
財形

大工（建築）（三重支店）
【正社員】

64歳
以下

250,000円～ 株式会社 盛匠
350,000円

求人番号 25060-14874971 滋賀県栗東市綣５丁目４番２１号 パームコート (1) 9時00分～18時00分 日他
事業所番号 2506-614979-8 １０２
その他
( 四日市市釆女町８６３－３ （株）盛匠 三重支
店)

雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定
健康・厚生 可）

店長（四日市生桑店）／
正社員 【正社員】

18歳～ 225,385円～ 株式会社 扇屋西日 求人番号 13010- 1495181 東京都文京区関口１－４３－５ 新目白ビル４Ｆ (1)15時00分～ 0時00分 他
59歳
454,080円 本
事業所番号 1301-658298-8 ( 四日市市小杉町字東川原４１５－１ 備長扇
その他
屋 四日市生桑店（当社直営） )

雇用・労災・ 普通自動車運転免許（ＡＴ
健康・厚生 限定可）

店長（四日市日永店）／
正社員 【正社員】

18歳～ 225,385円～ 株式会社 扇屋西日 求人番号 13010- 1497381 東京都文京区関口１－４３－５ 新目白ビル４Ｆ (1)15時00分～ 0時00分 他
59歳
454,080円 本
事業所番号 1301-658298-8 ( 四日市市日永５－１９９７－１ 備長扇屋 四
その他
日市日永店（当社直営） )

雇用・労災・ 普通自動車運転免許（ＡＴ
健康・厚生 限定可）

店長（菰野店）／正社員
【正社員】

18歳～ 225,385円～ 株式会社 扇屋西日 求人番号 13010- 1506481 東京都文京区関口１－４３－５ 新目白ビル４Ｆ (1)15時00分～ 0時00分 他
59歳
454,080円 本
事業所番号 1301-658298-8 ( 三重郡菰野町大字菰野９８４－１ 備長扇屋
その他
菰野店（当社直営） )

雇用・労災・ 普通自動車運転免許（ＡＴ
健康・厚生 限定可）

59歳
以下

180,000円～ 株式会社 中央
200,000円

分析試料採取補助（外
勤） 【正社員以外】

不問

150,000円～ 株式会社 東海テクノ 求人番号 24010- 443981
150,000円
事業所番号 2401- 5490-6

四日市市午起二丁目４番１８号
(1) 8時30分～17時15分 土日祝他 雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定
( 四日市分析センター四日市市午起１－２－１
毎 週
健康・厚生 可）
５)

総務・経理事務 【正社員】

不問

250,000円～ 株式会社 内藤
350,000円

求人番号 24010- 398581
事業所番号 2401- 30-1

三重郡川越町大字豊田字杉ノ木６７５
( 所在地に同じ )

(1) 8時00分～17時00分 土日他
毎 週

雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ可）
健康・厚生

営業（補助） 【正社員】

35歳
以下

220,000円～ 株式会社 内藤
350,000円

求人番号 24010- 399481
事業所番号 2401- 30-1

三重郡川越町大字豊田字杉ノ木６７５
( 三重郡川越町大字南福崎４６４－１当社 南
福崎工場 )

(1) 8時00分～17時00分 土日他
毎 週

雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定
健康・厚生 可）ＴＯＥＩＣ６５０点以上

旋盤工 【正社員】

不問

250,000円～ 株式会社 内藤
350,000円

求人番号 24010- 400381
事業所番号 2401- 30-1

三重郡川越町大字豊田字杉ノ木６７５
( 三重郡川越町大字南福崎４６４－１当社 南
福崎工場 )

(1) 8時00分～17時00分 日他
毎 週

雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ不可）
健康・厚生

設計技術者 【正社員】

不問

230,000円～ 株式会社 内藤
450,000円

求人番号 24010- 401681
事業所番号 2401- 30-1

三重郡川越町大字豊田字杉ノ木６７５
(1) 8時00分～17時00分 土日
( 豊田市市木町５丁目 当社豊田事務所 また
毎 週
は、三重郡川越町大字南福崎４６４－１ 当社
南福崎工場 ※ 就業場所は応相談 ※ )

175

176

177

178

求人者名

170,000円～ 株式会社 新菱 三
170,000円 重工場

配送兼事務（入出荷管
理）（四日市支店） 【正社
173 員】

174

賃金

不問

168

169

年齢

求人番号 26030- 354781
京都市伏見区横大路下三栖宮ノ後５
事業所番号 2603-101620-9 ( 株式会社 中央 四日市支店 四日市市赤
堀南町３番２１号 )
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(1) 8時30分～17時00分 他
その他

雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定
健康・厚生・ 可）
財形

雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ可）
健康・厚生

番号

職種

年齢

賃金

求人者名

求人番号
事業所番号
求人番号 24010- 402981
事業所番号 2401- 30-1

所在地 ( 就業場所 )

フライス工 【正社員】

不問

250,000円～ 株式会社 内藤
350,000円

店舗運営スタッフ（四日市
／正社員）【地域限定】
180 【正社員】

39歳
以下

200,060円～ 株式会社 梅の花
230,070円

求人番号 40050-19131371 福岡県久留米市天神町１４６
10時00分～22時30分の 他
事業所番号 4005- 6440-7 ( 四日市市波木町２０８３－３ 「梅の花 四日市 間の8時間程度
その他
店」 )

雇用・労災・ 不問
健康・厚生・
財形

土木作業員 【正社員】

不問

212,000円～ 株式会社 柏新
318,000円

求人番号 24010- 186381
四日市市蒔田２丁目８－４
事業所番号 2401-617370-9 ( 所在地に同じ )

(1) 8時00分～17時00分 他
その他

雇用・労災・ 不問
健康・厚生

機械設計 【正社員】

不問

240,000円～ 株式会社 翼テクニク 求人番号 24010- 172481
四日市市海山道町３丁目１７
400,000円 ス
事業所番号 2401-615868-2 ( 所在地に同じ )

(1) 8時30分～17時30分 土日他
毎 週

雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定
健康・厚生 可）

企画営業職 【正社員】

不問

220,000円～ 株式会社ＢＩＧＳＨＩＰ
240,000円 四日市営業所

(1) 9時30分～18時00分 土日祝他 雇用・労災・ 不問
毎 週
健康・厚生

建築工務（三重県） 【正社
員】

40歳
以下

200,000円～ 株式会社イシカワ 三 求人番号 24010-16251771 四日市市日永東３丁目１０－４
(1) 8時30分～17時30分 土日他
315,000円 重支店
事業所番号 2401-922743-0 ( 四日市市日永東３丁目１０－４ 中日ハウジン
その他
グセンター内 )

雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定
健康・厚生・ 可）※二級建築士免許以上
財形
あれば尚可

建築営業（三重県） 【正社
員】

40歳
以下

200,000円～ 株式会社イシカワ 三 求人番号 24010-16252871 四日市市日永東３丁目１０－４
(1) 9時00分～18時00分 水木他
315,000円 重支店
事業所番号 2401-922743-0 ( 四日市市日永東３丁目１０－４中日ハウジング
その他
センター内 株式会社イシカワ 三重支店 )

雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定
健康・厚生・ 可）※二級建築士免許以上
財形
あれば尚可

理容師又は理容師補助
業務（ときわ店） 【正社員】

不問

180,000円～ 株式会社カットツイン 求人番号 27150- 176181
大阪府高槻市芥川町１丁目７番２６号 カワノビ (1) 9時00分～19時30分 他
350,000円
事業所番号 2715-406856-0 ル５階
その他
( 四日市市ときわ１－７－１２ ときわ店 )

雇用・労災・ 不問
健康・厚生

美容師又は美容師補助
業務（ときわ店） 【正社員】

不問

170,000円～ 株式会社カットツイン 求人番号 27150- 449181
大阪府高槻市芥川町１丁目７番２６号 カワノビ (1) 9時00分～19時00分 他
230,000円
事業所番号 2715-406856-0 ル５階
その他
( 四日市市ときわ１７－１２ 美容カットエー とき
わ店 )

雇用・労災・ 不問
健康・厚生

美容師又は美容師補助
業務（生桑店） 【正社員】

不問

170,000円～ 株式会社カットツイン 求人番号 27150- 450681
大阪府高槻市芥川町１丁目７番２６号 カワノビ (1) 9時00分～19時00分 他
230,000円
事業所番号 2715-406856-0 ル５階
その他
( 四日市市生桑町榎下１６７－１ スーパーサン
シ生桑 美容カットエー 生桑店 )

雇用・労災・ 不問
健康・厚生

自動車整備士 【正社員】

不問

200,000円～ 株式会社スマートマネ 求人番号 24010-16243471 四日市市新正４丁目１－１ チトセビル ３Ｆ
(1) 9時00分～18時00分 土日祝他 雇用・労災・ 不問
350,000円 ジメント
事業所番号 2401-615774-9 ( 四日市市大字西阿倉川１０２１－１クルマ買取
毎 週
健康・厚生
ドットコム )

179

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

（請）施設常駐警備／四
日市市 【正社員】

18歳～ 182,860円～ 株式会社スリーエス
59歳
182,860円 三重支店

三重郡川越町大字豊田字杉ノ木６７５
( 三重郡川越町大字南福崎４６４－１当社 南
福崎工場 )

休日/
加入保険等
必要な免許資格
週休二日
(1) 8時00分～17時00分 日他
雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ不可）
毎 週
健康・厚生
就業時間

求人番号 24010- 470781
四日市市城東町１７－３３ ２Ｆ
事業所番号 2401-922896-4 ( 所在地に同じ )

求人番号 24090- 18681 事 鈴鹿市算所３丁目１６番３０号 ハヤカワビル３Ｆ (1)17時00分～ 5時00分 他
業所番号 2409-917001-8 ( 四日市市千歳町６番地６日本トランスシティ
(2)18時30分～ 8時00分 毎 週
株式会社 )
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雇用・労災・ 不問
健康・厚生

番号

191

192

193

職種

年齢

賃金

求人者名

求人番号
休日/
所在地 ( 就業場所 )
就業時間
加入保険等
必要な免許資格
事業所番号
週休二日
求人番号 24090- 19981 事 鈴鹿市算所３丁目１６番３０号 ハヤカワビル３Ｆ (1)17時00分～ 5時00分 他
雇用・労災・ 不問
業所番号 2409-917001-8 ( 四日市市千歳町６番地６日本トランスシティ株 (2)18時30分～ 8時00分 その他
健康・厚生
式会社 )

（請）施設常駐警備／四
日市市 【正社員以外】

18歳
以上

182,860円～ 株式会社スリーエス
182,860円 三重支店

（請）施設常駐警備／四
日市市 【正社員以外】

18歳
以上

182,860円～ 株式会社スリーエス
182,860円 三重支店

求人番号 24090- 20781 事 鈴鹿市算所３丁目１６番３０号 ハヤカワビル３Ｆ (1) 9時00分～ 8時59分 他
業所番号 2409-917001-8 ( 四日市市末広町１３－２６伊藤製油株式会社
その他
)

雇用・労災・ 不問
健康・厚生

18歳～ 182,860円～ 株式会社スリーエス
59歳
182,860円 三重支店

求人番号 24090- 21881 事 鈴鹿市算所３丁目１６番３０号 ハヤカワビル３Ｆ (1) 9時00分～ 8時59分 他
業所番号 2409-917001-8 ( 四日市市末広町１３‐２６伊藤製油 株式会社
毎 週
)

雇用・労災・ 不問
健康・厚生

（請）施設常駐警備／四
日市市 【正社員】

薬剤師 【正社員】

不問

281,250円～ 株式会社ハート（ふじ 求人番号 24010- 66481 事 四日市市貝家町３０３－４
406,250円 ハート調剤薬局）
業所番号 2401-921848-0 ( 所在地に同じ )

(1) 9時00分～19時20分 木日祝
毎 週

雇用・労災・ 薬剤師免許
健康・厚生

医療事務 【正社員】

23歳
以下

150,000円～ 株式会社ハート（ふじ 求人番号 24010- 73581 事 四日市市貝家町３０３－４
200,000円 ハート調剤薬局）
業所番号 2401-921848-0 ( ふじハート調剤薬局 )

(1) 9時00分～19時20分 日祝他
(2) 9時00分～12時20分 その他

雇用・労災・ 不問
健康・厚生

重要事項説明書の説明
／営業事務（名古屋市）
196 【正社員】

不問

200,000円～ 株式会社プレサンス
200,000円 住販

求人番号 27010- 429881
大阪市中央区城見１－２－２７ クリスタルタ
(1) 9時30分～21時15分 水他
事業所番号 2701-427524-8 ワー２８Ｆ ( 愛知県名古屋市中区錦１－２０－
隔 週
１９ 名神ビル１Ｆ又は当社販売物件のマンショ
ンギャラリー（名古屋市中区・東区・四日市市） )

雇用・労災・ 宅地建物取引士
健康・厚生

不動産営業（名古屋市）
【正社員】

59歳
以下

250,000円～ 株式会社プレサンス
500,000円 住販

大阪市中央区城見１－２－２７ クリスタルタワー２８Ｆ (1) 9時30分～21時15分 火他
求人番号 27010- 433681
事業所番号 2701-427524-8 ( 愛知県名古屋市中区錦１－２０－１９ 名神ビル１Ｆ
隔 週

雇用・労災・ 不問
健康・厚生

営業アシスタント（名古屋
市） 【正社員以外】

不問

200,000円～ 株式会社プレサンス
200,000円 住販

大阪市中央区城見１－２－２７ クリスタルタワー２８Ｆ (1)12時30分～21時15分 火他
求人番号 27010- 451581
事業所番号 2701-427524-8 ( 名古屋市中区錦１－２０－１９ 名神ビル１Ｆ 弊社
隔 週

雇用・労災・ 宅地建物取引士
健康・厚生

営業事務（名古屋市） 【正
社員】

不問

200,000円～ 株式会社プレサンス
200,000円 住販

大阪市中央区城見１－２－２７ クリスタルタワー２８Ｆ (1) 9時30分～21時15分 水他
求人番号 27010- 478481
事業所番号 2701-427524-8 ( 愛知県名古屋市中区錦１－２０－１９名神ビル１Ｆ
隔 週

雇用・労災・ 宅地建物取引士
健康・厚生

営業アシスタント（名古屋
市） 【正社員】

30歳
以下

200,000円～ 株式会社プレサンス
200,000円 住販

求人番号 27010- 1015481 大阪市中央区城見１－２－２７ クリスタルタワー２８Ｆ (1) 9時30分～18時30分 火他
事業所番号 2701-427524-8 ( 名古屋市中区錦１－２０－１９ 名神ビル１Ｆ 弊社
隔 週

雇用・労災・ 不問
健康・厚生

建築・土木施工管理見習
／四日市市 【正社員】

35歳
以下

190,000円～ 株式会社プロサーチ 求人番号 23020- 469681
愛知県名古屋市中村区名駅３丁目２２番８号
250,000円 名古屋営業所
事業所番号 2302-629679-0 大東海ビル５０４号
( 四日市市諏訪栄町４－１０ アピカビル３Ｆ四
日市営業所 )

(1) 8時00分～17時00分 土日祝他 雇用・労災・ 不問
毎 週
健康・厚生

電気工事施工管理見習
／四日市市 【正社員】

35歳
以下

190,000円～ 株式会社プロサーチ 求人番号 23020- 495481
愛知県名古屋市中村区名駅３丁目２２番８号
250,000円 名古屋営業所
事業所番号 2302-629679-0 大東海ビル５０４号
( 四日市市諏訪栄町４－１０ アピカビル３Ｆ四
日市営業所 )

(1) 8時00分～17時00分 土日祝他 雇用・労災・ 不問
毎 週
健康・厚生

194

195

197

198

199

200

201

202

又は当社販売物件のマンションギャラリー（名古屋市
中区、東区、四日市市） )

販売センターまたは、その他弊社販売センター（名
古屋市中区・東区、四日市市） )

又は当社販売物件のマンションギャラリー（名古屋市
中区・東区・四日市市） )

販売センターまたは、その他弊社販売センター（名
古屋市中区・東区、四日市市） )
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番号

職種

年齢

求人番号
所在地 ( 就業場所 )
事業所番号
200,000円～ 株式会社プロサーチ 求人番号 23020- 533581
愛知県名古屋市中村区名駅３丁目２２番８号
300,000円 名古屋営業所
事業所番号 2302-629679-0 大東海ビル５０４号
( 四日市市諏訪栄町４－１０ アピカビル３Ｆ四
日市営業所 )

休日/
加入保険等
必要な免許資格
週休二日
(1) 8時00分～17時00分 土日祝他 雇用・労災・ 不問
毎 週
健康・厚生

賃金

求人者名

就業時間

電気工事施工管理補助
／四日市市 【正社員以
203 外】

不問

土木施工管理補助／四
日市市 【正社員以外】

不問

200,000円～ 株式会社プロサーチ 求人番号 23020- 557681
愛知県名古屋市中村区名駅３丁目２２番８号
300,000円 名古屋営業所
事業所番号 2302-629679-0 大東海ビル５０４号
( 四日市市諏訪栄町４－１０ アピカビル３Ｆ四
日市営業所 )

(1) 8時00分～17時00分 土日祝他 雇用・労災・ 不問
毎 週
健康・厚生

建設施工管理補助／四
日市市 【正社員以外】

不問

200,000円～ 株式会社プロサーチ 求人番号 23020- 582581
愛知県名古屋市中村区名駅３丁目２２番８号
300,000円 名古屋営業所
事業所番号 2302-629679-0 大東海ビル５０４号
( 四日市市諏訪栄町４－１０ アピカビル３Ｆ四
日市営業所 )

(1) 8時00分～17時00分 土日祝他 雇用・労災・ 不問
毎 週
健康・厚生

自動車関連部品の外観
検査及び梱包作業要員
206 【正社員】

40歳
以下

172,000円～ 株式会社ムロコーポ 求人番号 24010- 137981
三重郡菰野町大字永井字西川原３０８０－１８
226,000円 レーション 菰野工場 事業所番号 2401-613910-8 ( 所在地に同じ )

(1) 8時20分～17時10分 土日
毎 週

雇用・労災・ 不問
健康・厚生・
財形

介護支援専門員（憩いの
里四日市ケアホーム） 【正
207 社員】

不問

180,000円～ 株式会社ライフ・テクノ 求人番号 24010- 166881
四日市市大治田２丁目１８番１９号
260,230円 サービス（憩いの里
事業所番号 2401-922345-3 ( 憩いの里四日市ケアホーム )
四日市ケアホーム）

(1) 8時30分～17時30分 他
その他

雇用・労災・ 介護支援専門員 「介護」
健康・厚生

児童発達支援管理責任
者 【正社員】

59歳
以下

220,000円～ 株式会社ワンプレイス 求人番号 24010- 146581
三重郡菰野町宿野３５７
220,000円 わかばタウン菰野店 事業所番号 2401-617199-8 ( 所在地に同じ )

イオンタウン菰野内 (1)10時30分～19時30分 日他
(2) 9時00分～18時00分 毎 週

雇用・労災・
健康・厚生

指導員 【正社員】

59歳
以下

180,000円～ 株式会社ワンプレイス 求人番号 24010- 147481
三重郡菰野町宿野３５７
180,000円 わかばタウン菰野店 事業所番号 2401-617199-8 ( 所在地に同じ )

イオンタウン菰野内 (1)10時30分～19時30分 日他
(2) 9時00分～18時00分 毎 週

雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定
健康・厚生 可）

児童発達支援管理責任
者 【正社員】

59歳
以下

220,000円～ 株式会社ワンプレイス 求人番号 24010- 151081
四日市市波木町１０６６番地
220,000円 わかば四日市はぎ店 事業所番号 2401-616830-6 ( 所在地に同じ )

(1)10時30分～19時30分 日他
(2) 9時00分～18時00分 毎 週

雇用・労災・
健康・厚生

指導員 【正社員】

59歳
以下

180,000円～ 株式会社ワンプレイス 求人番号 24010- 154981
四日市市波木町１０６６番地
180,000円 わかば四日市はぎ店 事業所番号 2401-616830-6 ( 所在地に同じ )

(1)10時30分～19時30分 日他
(2) 9時00分～18時00分 毎 週

雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定
健康・厚生 可）

タンクローリー乗務員（四
日市） 【正社員以外】

不問

280,000円～ 紀泉運送 株式会社 求人番号 27140- 8255571 泉佐野市住吉町５番７号
(1) 8時00分～17時00分 日祝他
280,000円
事業所番号 2714-360121-1 ( 四日市市小古曽東２丁目１－２１紀泉運送株
その他
式会社 四日市営業所 )

雇用・労災・ 大型自動車運転免許１種必
健康・厚生 須危険物取扱者（乙４種）必
須牽引（トレーラーの場合）
あれば尚可

建築事業部の現場管理
【正社員】

不問

190,000円～ 恭和工業 株式会社 求人番号 24010- 218581
330,000円
事業所番号 2401- 3276-1

(1) 8時00分～17時00分 日祝他
その他

雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定
健康・厚生・ 不可）
財形

セールスドライバー 【正社
員】

不問

225,000円～ 近物レックス株式会社 求人番号 24010- 55981 事 四日市市東茂福町２－３１
285,000円 四日市支店
業所番号 2401-911407-9 ( 所在地に同じ )

(1) 8時30分～17時30分 日祝他
その他

雇用・労災・ 普通自動車免許フォークリフ
健康・厚生 ト運転資格所持者優遇

204

205

208

209

210

211

212

213

214

四日市市高浜町９－７
( 所在地に同じ )
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＊児童発達支援管理責任者資格保
持者または介護福祉士、社会福祉
士、保育士、教員免許、介護職員初
任者研修修了者のいづれかの資格
保持者。＊普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

＊児童発達支援管理責任者資格保
持者または介護福祉士、社会福祉
士、保育士、教員免許、介護職員初
任者研修修了者のいづれかの資格
保持者。＊普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

番号

職種

年齢

求人番号
所在地 ( 就業場所 )
事業所番号
167,208円～ 近物レックス株式会社 求人番号 24010- 59881 事 四日市市東茂福町２－３１
200,719円 四日市支店
業所番号 2401-911407-9 ( 所在地に同じ )

休日/
加入保険等
必要な免許資格
週休二日
(1) 8時30分～17時30分 土日祝
雇用・労災・ フォークリフト運転資格
毎 週
健康・厚生

賃金

求人者名

就業時間

業務員 【正社員】

不問

事務員 【正社員】

不問

168,208円～ 近物レックス株式会社 求人番号 24010- 65581 事 四日市市東茂福町２－３１
200,719円 四日市支店
業所番号 2401-911407-9 ( 所在地に同じ )

(1) 8時30分～17時30分 土日祝他 雇用・労災・ 不問
毎 週
健康・厚生

配管作業員 【正社員】

35歳
以下

250,000円～ 金子工業 株式会社 求人番号 24030- 348181
300,000円
事業所番号 2403- 2463-4

津市安濃町清水字長田２６０－１
( 四日市市曙町１８－３０四日市営業所 )

(1) 8時10分～17時00分 日祝
その他

雇用・労災・ 普通自動車運転免許（ＡＴ
健康・厚生 限定不可）

小形モータの組立 【正社
員】

59歳
以下

152,000円～ 銀河電機工業 株式 求人番号 24010- 180481
250,000円 会社
事業所番号 2401- 909-3

三重郡川越町大字高松６
( 所在地に同じ )

(1) 8時25分～17時15分 日祝他
その他

雇用・労災・ 不問
健康・厚生・
財形

一般事務 【正社員以外】

不問

136,000円～ 菰野町役場
149,600円

三重郡菰野町大字潤田１２５０
( 所在地に同じ )

(1) 8時30分～17時15分 土日祝
毎 週

雇用・労災・ 不問
健康・厚生

機械組立加工・サービス
業務 【正社員】

45歳
以下

170,000円～ 宏和工業 株式会社 求人番号 24010- 165781
四日市市北小松町字西山１７１０
280,000円
事業所番号 2401-100322-3 ( 所在地に同じ )

(1) 8時30分～17時30分 土日他
その他

雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定
健康・厚生 可）※フォークリフト技能者資
格尚可

フィールド職（仕分け：四
日市営業所） 【正社員以
221 外】

不問

154,800円～ 佐川急便株式会社
154,800円

求人番号 23170- 467681
愛知県小牧市三ッ渕惣作１３５０
事業所番号 2317-306164-2 ( 四日市市大字羽津字山之奥戊１０１－１ 佐
川急便（株）四日市営業所 )

8時00分～21時00分の 他
間の8時間
その他

雇用・労災・ 不問
健康・厚生

清掃 【正社員以外】

不問

180,000円～ 三重コニックス 株式 求人番号 24010- 465181
四日市市新正四丁目１番１号 チトセビル３Ｆ
200,000円 会社
事業所番号 2401-101742-9 ( 四日市市内の各現場 )

(1) 8時00分～16時30分 木他
その他

雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ可）
健康・厚生

地域限定バス運転士（北
勢地域） 【正社員以外】

不問

175,000円～ 三重交通 株式会社 求人番号 24030- 188381
175,000円
事業所番号 2403- 1010-4

津市中央１－１
5時00分～ 0時00分の
( 桑名営業所 桑名市大字小貝須字新堀北１５９３番 間の8時間程度
地３北勢事業所 いなべ市北勢町大字麻生田字中
道１４３８番地四日市営業所 四日市市川島町字目
代４１０２番地１ )

他
その他

雇用・労災・ 普通自動車免許取得後３年
健康・厚生 以上

バス運転士 【正社員】

59歳
以下

174,980円～ 三重交通 株式会社 求人番号 24030- 197681
180,380円
事業所番号 2403- 1010-4

津市中央１－１
( 四日市営業所：四日市市 5時00分～ 0時00分の 他
川島町字目代４１０２番地１中勢営業所 ：津市 間の8時間程度
その他
あのつ台４丁目１－１伊賀営業所 ：名張市西
田原字大野田４５０番地 )

雇用・労災・ 普通自動車運転免許（取得
健康・厚生 後３年以上）

18歳～ 160,000円～ 三重交通 株式会社 求人番号 24030- 199581
22歳
162,400円
事業所番号 2403- 1010-4

津市中央１－１
5時30分～22時00分の 他
( 桑名営業所 ：桑名市大字小貝須字新堀北１ 間の8時間程度
その他
５９３番地３四日市営業所：四日市市川島町字
目代４１０２番地１ )

雇用・労災・ 普通自動車運転免許（ＭＴ）
健康・厚生

津市中央１－１
( 四日市市川島町字目代４１０２番地１四日市
営業所 )

雇用・労災・ 中型自動車免許（８ｔ車限定
健康・厚生 可、ＡＴ限定不可）

215

216

217

218

219

220

222

223

224
育成運転士 【正社員】

225

226

ルート配送運転士（四日
市営業所） 【正社員以外】

不問

求人番号 24010- 128681
事業所番号 2401- 2030-5

124,558円～ 三重交通 株式会社 求人番号 24030- 201381
124,558円
事業所番号 2403- 1010-4
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(1) 3時48分～14時10分 他
(2) 5時08分～20時20分 その他
(3)13時38分～20時28分

18歳
以上

求人番号
所在地 ( 就業場所 )
事業所番号
160,000円～ 三重綜合警備保障株 求人番号 24010- 88381 事 四日市市鵜の森２丁目６－３
210,000円 式会社
業所番号 2401- 4206-5
( 本社 )

休日/
加入保険等
必要な免許資格
週休二日
(1) 7時30分～16時30分 土日祝
雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定
(2)12時00分～21時00分 毎 週
健康・厚生 不可）
(3) 7時00分～16時00分

技術職（ＡＬＳＯＫセキュリ
ティシステムの運用）（施
228 工） 【正社員】

40歳
以下

181,000円～ 三重綜合警備保障株 求人番号 24010- 89681 事 四日市市鵜の森２丁目６－３
241,000円 式会社
業所番号 2401- 4206-5
( 所在地に同じ )

(1) 9時00分～18時00分 土日祝
その他

雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定
健康・厚生 不可）

営業職（ＡＬＳＯＫセキュリ
ティシステムの販売） 【正
229 社員】

40歳
以下

196,700円～ 三重綜合警備保障株 求人番号 24010- 90481 事 四日市市鵜の森２丁目６－３
231,000円 式会社
業所番号 2401- 4206-5
( 本社または当社各営業所（県内） )

(1) 9時00分～18時00分 土日祝
毎 週

雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定
健康・厚生 可）

整備及び受付スタッフ
【正社員】

不問

154,000円～ 三重日産自動車株式 求人番号 24030- 1581 事
250,000円 会社
業所番号 2403- 143-5

津市垂水５５７－１
( 各店舗（四日市、鈴鹿、津 他） )

(1) 9時30分～18時15分 水他
その他

雇用・労災・ 普通自動車運転免許（ＡＴ
健康・厚生 限定不可）

営業及びショールームス
タッフ 【正社員】

35歳
以下

154,000円～ 三重日産自動車株式 求人番号 24030- 2481 事
250,000円 会社
業所番号 2403- 143-5

津市垂水５５７－１
( 各店舗（四日市、鈴鹿、津 他） )

(1) 9時30分～18時45分 水他
その他

雇用・労災・ 普通自動車運転免許（ＡＴ
健康・厚生 限定可）

製造職（組立・加工） 【正
社員】

40歳
以下

156,884円～ 三鈴工機 株式会社 求人番号 24010- 439781
226,284円
事業所番号 182996

四日市市楠町北五味塚５３０番地
( 所在地に同じ )

(1) 8時10分～16時50分 日祝他
毎 週

雇用・労災・ 不問
健康・厚生・
財形

建築作業員 【正社員】

35歳
以下

250,000円～ 山中組
400,000円

求人番号 24010- 67781 事 四日市市川島町３１５９－３
業所番号 2401-922797-9 ( 所在地に同じ )

(1) 8時00分～17時00分 日他
その他

不問

調理スタッフ（みのりの里）
【正社員】

64歳
以下

170,000円～ 四日市マルタマフー
200,000円 ズ 株式会社

求人番号 24010-16207071 四日市市朝日町５－６
(1) 5時30分～14時30分 他
事業所番号 2401-104881-1 ( 四日市市楠町本郷１１３９－１ 介護老人福祉 (2) 8時30分～17時30分 その他
施設みのりの里 )
(3)10時00分～19時00分

雇用・労災・ 不問
健康・厚生

一般事務（保険年金課）
【正社員以外】

不問

128,650円～ 四日市市役所
128,650円

求人番号 24010-16219471 四日市市諏訪町１番５号
(1) 8時30分～17時15分 土日祝他 雇用・公災・ 不問
事業所番号 2401-100958-5 ( 四日市市役所本庁舎３Ｆ 保険年金課保険料
毎 週
健康・厚生
収納室 )

薬剤師 【正社員】

59歳
以下

284,400円～ 社会医療法人 居仁 求人番号 24010- 327281
360,000円 会 （総合心療セン
事業所番号 2401- 900-9
ターひなが）

介護職（特別養護老人
ホーム） 【正社員】

18歳
以上

158,400円～ 社会福祉法人 ほほ
215,900円 えみ福祉会

介護職員（デイサービス）
【正社員】

不問

157,400円～ 社会福祉法人 ほほ
214,900円 えみ福祉会

番号

227

230

231

232

職種

年齢

警送警備員（本社） 【正社
員以外】

233

234

235

236

237

238

賃金

求人者名

四日市市大字日永５０３９番地
( 所在地に同じ )

就業時間

(1) 8時30分～17時00分 日祝他
毎 週

雇用・労災・ 薬剤師
健康・厚生

求人番号 24010- 337081
三重郡川越町大字亀崎新田字里中１５番地２
事業所番号 2401-615027-2 ( 所在地に同じ )

(1) 6時00分～15時00分 他
(2) 8時30分～17時30分 毎 週
(3)12時00分～21時00分

雇用・労災・ 不問
健康・厚生

求人番号 24010- 338381
三重郡川越町大字亀崎新田字里中１５番地２
事業所番号 2401-615027-2 ( 所在地に同じ )

(1) 8時30分～17時30分 日他
毎 週

雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定
健康・厚生 可）
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番号

職種
理学療法士 【正社員】

年齢
不問

239
生活支援員 【正社員】

242

介護職（ケアワーカー）
（智積） 【正社員】

18歳～ 163,900円～ 社会福祉法人 英水 求人番号 24010- 30581 事 四日市市日永５５３０－２３
64歳
214,000円 会
業所番号 2401-103451-0 ( 四日市市智積町中須３４－１ )

(1) 8時30分～17時30分
他
(2) 7時00分～16時00分
その他
(3)10時00分～19時00分
又は12時00分～21時00分
の間の8時間

雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定
健康・厚生 可）介護福祉士あれば優遇
「介護」

介護職（ケアワーカー）
（日永） 【正社員】

18歳～ 163,900円～ 社会福祉法人 英水 求人番号 24010- 37381 事 四日市市日永５５３０－２３
64歳
214,000円 会
業所番号 2401-103451-0 ( 所在地に同じ )

(1) 6時40分～15時40分 他
(2)10時00分～19時00分 その他
(3)13時00分～22時00分

雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定
健康・厚生 可）介護福祉士あれば優遇
「介護」

ム「かすみの里」智積町字大谷２８９６－１障害者支
援施設 「エビノ園」 )

生活相談員 【正社員】

64歳
以下

181,700円～ 社会福祉法人 英水 求人番号 24010- 48581 事 四日市市日永５５３０－２３
220,000円 会
業所番号 2401-103451-0 ( 所在地に同じ )

8時00分～19時00分の 他
間の8時間程度
その他

雇用・労災・ 介護福祉士・普通自動車免
健康・厚生 許（ＡＴ限定可） 「介護」

ケアマネージャー（日永）
【正社員】

64歳
以下

181,000円～ 社会福祉法人 英水 求人番号 24010- 53381 事 四日市市日永５５３０－２３
210,000円 会
業所番号 2401-103451-0 ( 所在地に同じ )

(1) 8時30分～17時30分 他
又は 8時00分～19時00 その他
分の間の8時間

雇用・労災・ 介護支援専門員・普通自動
健康・厚生 車免許 「介護」

ヘルパー 【正社員】

64歳
以下

186,100円～ 社会福祉法人 英水 求人番号 24010- 61081 事 四日市市日永５５３０－２３
(1) 9時00分～18時00分 他
230,000円 会
業所番号 2401-103451-0 ( 四日市市鵜の森１丁目１０－２駅前英水苑在
毎 週
宅介護サービスセンター )

雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ可）・ヘル
健康・厚生 パー２級（介護職員初任者研修

245

246

施設介護（夜勤必須）介
護福祉士 【正社員】

18歳～ 176,600円～ 社会福祉法人 三重 求人番号 24010- 297181
四日市市西坂部町１１２７
59歳
225,000円 福祉会
事業所番号 2401-100860-0 ( 特別養護老人ホーム 陽光苑 )

介護職員 【正社員】

18歳～ 168,300円～ 社会福祉法人 三重 求人番号 24010- 301181
四日市市西坂部町１１２７
(1) 8時00分～17時00分 他
59歳
191,500円 福祉会
事業所番号 2401-100860-0 ( 四日市市大字泊村１０５０－１３養護老人ホー (2) 8時30分～17時30分 その他
ム寿楽陽光苑 )
(3)16時30分～ 9時30分

247

248

(1) 7時30分～16時30分 他
(2) 9時00分～18時00分 その他
(3)16時00分～ 9時00分

終了者）以上 ※介護福祉士・
サービス提供責任者優遇 「介
護」

雇用・労災・ 介護福祉士 普通自動車免
健康・厚生 許 「介護」

雇用・労災・ 不問
健康・厚生

施設介護（夜勤必須） 【正 18歳～ 168,300円～ 社会福祉法人 三重 求人番号 24010- 305981
四日市市西坂部町１１２７
社員】
59歳
207,500円 福祉会
事業所番号 2401-100860-0 ( 特別養護老人ホーム「陽光苑」 )

(1) 7時30分～16時30分 他
(2) 9時00分～18時00分 その他
(3)16時00分～ 9時00分

雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定
健康・厚生 可）

ケアワーカー 【正社員】

(1) 8時15分～17時15分 他
(2)10時00分～19時00分 その他
(3)16時30分～ 9時30分

雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定
健康・厚生 可）

(1) 8時30分～17時00分 他
(2) 8時30分～12時30分 な し

雇用・労災・ 社会福祉士普通自動車免
健康・厚生 許（ＡＴ限定可）

249

250

休日/
加入保険等
必要な免許資格
週休二日
(1) 8時30分～17時30分 日他
雇用・労災・ 理学療法士
その他
健康・厚生
就業時間

雇用・労災・ 不問
健康・厚生

243

244

求人者名

四日市市采女町字森ヶ山４１８－１
18歳～ 161,200円～ 社会福祉法人 永甲 求人番号 24010- 343281
(1) 6時40分～15時40分 他
59歳
187,400円 会
事業所番号 2401-104626-6 ( 采女町字森ヶ山４１８－１特別養護老人ホーム「うね (2)13時00分～22時00分 その他
めの里」白須賀１丁目１２番８号 特別養護老人ホー (3)21時50分～ 7時50分

240

241

求人番号
所在地 ( 就業場所 )
事業所番号
169,200円～ 社会福祉法人 永甲 求人番号 24010- 410981
四日市市采女町字森ヶ山４１８－１
195,400円 会
事業所番号 2401-104626-6 ( 四日市市智積町２８９６番地の１ 「障がい者
支援施設「エビノ園」 )
賃金

ソーシャルワーカー 【正
社員】

18歳～ 153,300円～ 社会福祉法人 青山 求人番号 24010- 7581 事
64歳
209,400円 里会
業所番号 2401- 5416-9

64歳
以下

四日市市山田町５５００－１
( 当法人運営施設（四日市市内および亀山市
内） )

193,700円～ 社会福祉法人 青山 求人番号 24010- 14581 事 四日市市山田町５５００－１
195,700円 里会
業所番号 2401- 5416-9
( 所在地に同じ )
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番号

職種
調理員 【正社員】

251
看護師 【正社員】

252

年齢
64歳
以下

求人番号
所在地 ( 就業場所 )
事業所番号
131,800円～ 社会福祉法人 青山 求人番号 24010- 17881 事 四日市市山田町５５００－１
137,000円 里会
業所番号 2401- 5416-9
( 所在地に同じ )
賃金

求人者名

18歳～ 234,600円～ 社会福祉法人 青山 求人番号 24010- 22581 事 四日市市山田町５５００－１
64歳
242,800円 里会
業所番号 2401- 5416-9
( 当法人運営施設（四日市市内および亀山市
内） )

休日/
加入保険等
必要な免許資格
週休二日
(1) 9時00分～17時30分 他
雇用・労災・ 不問
(2) 6時00分～15時00分 その他
健康・厚生
(3) 6時00分～10時30分
就業時間

(1) 8時15分～17時15分 他
(2)16時30分～ 9時30分 その他

雇用・労災・ 看護師 「看護」
健康・厚生

介護職（サテライトみなと・
交替制） 【正社員】

18歳
以上

187,000円～ 社会福祉法人 風薫 求人番号 24010- 356981
四日市市高砂町６－５
(1) 7時00分～16時00分 他
259,000円 会
事業所番号 2401-104403-0 ( 四日市市高砂町６－５ 特別養護老人ホーム (2)13時30分～22時30分 毎 週
サテライトみなと )
(3)22時15分～ 7時15分

雇用・労災・ ホームヘルパー２級・介護福
健康・厚生 祉士 （応相談） 「介護」

看護職員（特別養護老人
ホーム 風の路） 【正社
254 員】

不問

232,000円～ 社会福祉法人 風薫 求人番号 24010- 360081
四日市市高砂町６－５
(1) 8時00分～17時00分 他
330,000円 会
事業所番号 2401-104403-0 ( 特別養護老人ホーム 風の路四日市市塩浜
毎 週
栄町４７１ )

雇用・労災・ 正看護師普通自動車免許
健康・厚生 （ＡＴ限定可） 「看護」

介護職（特養風の路） 【正
社員】

18歳
以上

187,000円～ 社会福祉法人 風薫 求人番号 24010- 361381
四日市市高砂町６－５
259,000円 会
事業所番号 2401-104403-0 ( 特別養護老人ホーム 風の路 四日市市塩
浜栄町４７１ )

(1) 7時00分～16時00分 他
(2)13時30分～22時30分 その他
(3)22時15分～ 7時15分

雇用・労災・ ヘルパー２級・介護福祉士
健康・厚生 応相談 「介護」

看護職（特養アリビオ）
【正社員】

不問

232,000円～ 社会福祉法人 風薫 求人番号 24010- 362681
四日市市高砂町６－５
330,000円 会
事業所番号 2401-104403-0 ( 四日市市塩浜栄町１４９－１ 特別養護老人
ホーム アリビオ )

(1) 8時00分～17時00分 他
その他

雇用・労災・ 正・准看護師普通自動車免
健康・厚生 許（ＡＴ限定可） 「看護」

介護職（特別養護老人
ホーム アリビオ） 【正社
257 員】

18歳
以上

187,000円～ 社会福祉法人 風薫 求人番号 24010- 363981
四日市市高砂町６－５
259,000円 会
事業所番号 2401-104403-0 ( 四日市市塩浜栄町１４９－１ 特別養護老人
ホーム アリビオ )

(1) 7時00分～16時00分 他
(2)13時30分～22時30分 毎 週
(3)22時15分～ 7時15分

雇用・労災・ ホームヘルパー２級または
健康・厚生 介護福祉士（応相談） 「介
護」

看護師 【正社員】

不問

232,000円～ 社会福祉法人四日市 求人番号 24010- 230181
四日市市別名三丁目３番１０号
292,000円 福祉会 垂坂山ブ
事業所番号 2401-103666-6 ( 所在地に同じ )
ルーミングハウス

(1) 9時00分～19時00分 土日祝他 雇用・労災・ 正看護師免許 「看護」
(2) 9時30分～19時30分 毎 週
健康・厚生・
財形

管理栄養士 【正社員】

45歳
以下

157,500円～ 社会福祉法人四日市 求人番号 24010- 236481
四日市市別名三丁目３番１０号
249,000円 福祉会 垂坂山ブ
事業所番号 2401-103666-6 ( 所在地に同じ )
ルーミングハウス

(1) 5時30分～15時30分 他
(2) 8時30分～18時30分 その他
(3) 9時30分～19時30分

技術職（異動なし）／四日
市市 【正社員以外】

不問

233,230円～ 住友林業ホームテック 求人番号 13010-56588172 東京都千代田区神田錦町３－２６ 一ツ橋ＳＩビ (1) 9時15分～17時30分 火水
332,690円 株式会社
事業所番号 1301-562836-5 ル８階
毎 週
( 四日市市鵜の森１－３－２３ナカジマビル２階
三重支店 )

雇用・労災・ ・普通自動車免許必須（ＡＴ
健康・厚生・ 車限定可）・建築士若しくは
財形
建築施工管理技士又は同等
の知識

総合職（地域限定社員）
／四日市市 【正社員】

59歳
以下

233,230円～ 住友林業ホームテック 求人番号 13010-56824672 東京都千代田区神田錦町３－２６ 一ツ橋ＳＩビ (1) 9時15分～17時30分 火水
332,690円 株式会社
事業所番号 1301-562836-5 ル８階
毎 週
( 三重支店；四日市市鵜の森１－３－２３ナカジ
マビル２階 )

雇用・労災・ ・普通自動車免許必須（ＡＴ
健康・厚生・ 車限定可）・建築士若しくは
財形
建築施工管理技士又は同等
の知識

不問

300,000円～ 城本クリニック 森上
400,000円 和樹

雇用・労災・ 看護師免許又は准看護師免
健康・厚生 許

253

255

256

258

259

260

261

正・准看護師／日勤／美
容外科スタッフ／四日市
262 【正社員】

求人番号 13080- 1412381 新宿区西新宿１－４－２ １４１ビル６階
事業所番号 1308-450518-6 ( 四日市市鵜の森１－１－１９ 澄懐堂ビル２Ｆ
城本クリニック四日市院 )
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(1)10時00分～19時00分 他
毎 週

雇用・労災・ 管理栄養士・普通自動車免
健康・厚生・ 許（ＡＴ可）
財形

番号

職種

年齢

賃金

求人者名

求人番号
所在地 ( 就業場所 )
事業所番号
求人番号 13080- 9954572 新宿区西新宿１－４－２ １４１ビル６階
事業所番号 1308-450518-6 ( 四日市市鵜の森１－１－１９ 澄懐堂ビル２Ｆ
城本クリニック四日市院 )

休日/
加入保険等
必要な免許資格
週休二日
(1)10時00分～19時00分 他
雇用・労災・ 看護師免許・准看護師免許
毎 週
健康・厚生

求人番号 23060- 109381
事業所番号 2306- 566-3

愛知県一宮市神山１－１４－２４
( 四日市市朝明町１ 当社 四日市事業所 )

(1) 8時30分～17時30分 日他
その他

就業時間

正・准看護師／日勤／美
容皮膚科スタッフ／四日
263 市 【正社員】

不問

300,000円～ 城本クリニック 森上
400,000円 和樹

倉庫作業員（四日市事業
所） 【正社員】

59歳
以下

189,200円～ 森吉ロジスティクス
189,200円 株式会社

一般事務 【正社員】

不問

155,520円～ 成和運送 株式会社 求人番号 24010- 119381
198,720円
事業所番号 2401- 5242-8

四日市市馳出１０６３－１
( 所在地に同じ )

(1) 8時00分～17時00分 土日祝他 雇用・労災・ 普通自動車免許（ＭＴ）
隔 週
健康・厚生

トレーラー運転手 【正社
員】

21歳
以上

198,000円～ 成和運送 株式会社 求人番号 24010- 120581
213,000円
事業所番号 2401- 5242-8

四日市市馳出１０６３－１
( 所在地に同じ )

(1) 8時00分～17時00分 土日祝
隔 週

雇用・労災・ ・大型・けん引
健康・厚生

トレーラー運転手 【正社
員】

21歳
以上

175,000円～ 成和運送 株式会社 求人番号 24010- 124281
195,000円
事業所番号 2401- 5242-8

四日市市馳出１０６３－１
( 所在地に同じ )

(1) 8時00分～17時00分 土日祝
隔 週

雇用・労災・ ・大型・けん引
健康・厚生

歯科助手 【正社員】

30歳
以下

165,000円～ 生桑いとう歯科医院
175,000円

求人番号 24010- 238881
四日市市生桑町６５１－２
事業所番号 2401-102662-3 ( 所在地に同じ )

(1) 9時00分～19時00分 木日祝
(2) 9時00分～18時00分 毎 週

雇用・労災・ 不問
健康・厚生

歯科衛生士 【正社員】

35歳
以下

225,000円～ 生桑いとう歯科医院
235,000円

求人番号 24010- 239281
四日市市生桑町６５１－２
事業所番号 2401-102662-3 ( 所在地に同じ )

(1) 9時00分～19時00分 木日祝
(2) 9時00分～18時00分 毎 週

雇用・労災・ 歯科衛生士免許
健康・厚生

税理士業務補助 【正社
員】

不問

180,000円～ 税理士法人 黒田・杉 求人番号 24010- 313681
四日市市鵜の森二丁目７－１５
300,000円 田事務所
事業所番号 2401-100981-2 ( 所在地に同じ )

(1) 9時00分～17時00分 土日祝他 雇用・労災・ 日商簿記２級程度普通自動
毎 週
健康・厚生 車免許（ＡＴ限定可）

一般職 【正社員】

40歳
以下

240,000円～ 川越運送 株式会社 求人番号 24010-16265371 三重郡川越町大字亀崎新田１１６番地
270,000円
事業所番号 2401- 5158-1 ( 四日市市霞ふ頭内 )

(1) 8時30分～17時00分 土日
毎 週

不問

250,000円～ 大黒天物産株式会社 求人番号 33030- 266581
岡山県倉敷市堀南７０４－５
( ラ・ムー豊橋 6時00分～22時00分の 他
400,000円
事業所番号 3303-106556-2 店（愛知県豊橋市牟呂町松崎１番地６）ラ・ムー 間の8時間程度
その他
小牧店（愛知県小牧市外堀１－１－７）ラ・ムー
四日市店（四日市市富士町８－２５ ） )

技術職（積算）／四日市
市 【正社員】

59歳
以下

216,000円～ 大東建託株式会社
求人番号 23020- 2919981 愛知県名古屋市中川区福住町１－１５４階
(1) 9時00分～17時30分 土日祝他 雇用・労災・ ２級・１級建築士もしくは１級
324,000円 本社積算部 地域積 事業所番号 2302-935568-3 ( 四日市市城西町３番１１号 プライムスクエア１ (2) 7時00分～20時00分 毎 週
健康・厚生・ 建築施工管理技士普通自
算センター 愛知セン
階当社 四日市支店 )
(3)11時00分～20時00分
財形
動車免許（ＡＴ限定可）「建
ター
設・建築」

一般事務 【正社員】

不問

140,000円～ 大洋総合法律事務所 求人番号 24010- 111981
四日市市諏訪町４５四日市諏訪町ビル７階
200,000円
事業所番号 2401-922618-0 ( 所在地に同じ )

264

265

266

267

268

269

270

271
（愛知県・三重県）店長候
補・各生鮮部門社員 【正
272 社員】

273

274
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雇用・労災・ 普通自動車免許フォークリフ
健康・厚生 ト免許

雇用・労災・ 普通自動車運転免許（ＡＴ
健康・厚生・ 可）
財形
雇用・労災・ 不問
健康・厚生・
財形

(1) 9時00分～18時00分 土日祝他 雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定
毎 週
健康・厚生 可）

番号

275

276

住宅のアフターサービス
【正社員以外】

不問

208,000円～ 大和ハウス工業株式
358,000円 会社 四日市支社

求人番号
所在地 ( 就業場所 )
事業所番号
求人番号 24010- 197581
四日市市ときわ１丁目７番１４号
事業所番号 2401-103955-2 ( 所在地に同じ )

ＣＡＤオペレーター 【正社
員】

不問

200,000円～ 大和宏業株式会社
350,000円

求人番号 24010- 19181 事 四日市市六呂見７６０－１
業所番号 2401-101845-5 ( 所在地に同じ )

(1) 8時00分～17時00分 日祝他
その他

18歳～ 244,200円～ 大和宏業株式会社
40歳
466,200円

求人番号 24010- 21981 事 四日市市六呂見７６０－１
業所番号 2401-101845-5 ( 所在地に同じ )

(1) 8時00分～17時00分 土日祝他 雇用・労災・ 普通自動車免許（ＭＴ）
隔 週
健康・厚生

職種

現場監督者 【正社員】

277

278

279

280

281

282

年齢

賃金

求人者名

雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ可）
健康・厚生

鉄骨溶接技術者 【正社
員】

不問

177,600円～ 大和宏業株式会社
466,200円

求人番号 24010- 24781 事 四日市市六呂見７６０－１
業所番号 2401-101845-5 ( 所在地に同じ )

(1) 8時00分～17時00分 土日祝他 雇用・労災・ 普通自動車免許（ＭＴ）
隔 週
健康・厚生

工場加工、組立技術者
【正社員】

不問

177,600円～ 大和宏業株式会社
310,800円

求人番号 24010- 26281 事 四日市市六呂見７６０－１
業所番号 2401-101845-5 ( 所在地に同じ )

(1) 8時00分～17時00分 土日祝他 雇用・労災・ 普通自動車免許（ＭＴ）
隔 週
健康・厚生

現場監督（建築・土木）
【正社員】

59歳
以下

250,000円～ 池田建設 株式会社 求人番号 24010-16261271 四日市市城北町１０－２
400,000円 四日市オフィス
事業所番号 2401-922476-0 ( 所在地に同じ )

(1) 8時00分～17時00分 日祝他
その他

雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定
健康・厚生 不可）１級または２級建築施
工管理技士あれば優遇

メガネ店頭接客・販売（四
日市店） 【正社員】

59歳
以下

212,500円～ 中部オプチカル 株
253,000円 式会社（メガネ赤札
堂）

求人番号 23130- 196981
事業所番号 2313- 2127-6

愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字伊勢帰９７
( 四日市市城西町６６４－１「四日市店」 )

(1)10時00分～19時30分 他
毎 週

雇用・労災・ 不問
健康・厚生

メガネ店頭販売（四日市
店） 【正社員以外】

不問

204,500円～ 中部オプチカル 株
204,500円 式会社（メガネ赤札
堂）

求人番号 23130- 283981
事業所番号 2313- 2127-6

愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字伊勢帰９７
( 四日市市城西町６６４－１ 「四日市店」 )

(1)10時00分～19時30分 他
毎 週

雇用・労災・ 不問
健康・厚生

59歳
以下

236,500円～ 中部オプチカル 株
266,500円 式会社（メガネ赤札
堂）

求人番号 23130- 376281
事業所番号 2313- 2127-6

愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字伊勢帰９７
( 四日市市城西町６６４－１「四日市店」 )

(1)10時00分～19時30分 他
毎 週

雇用・労災・ 不問
健康・厚生

(1) 8時00分～17時00分 日他
その他

雇用・労災・ 不問
健康・厚生

店舗マネージャー（メガネ
赤札堂・四日市店） 【正社
283 員】
警備員 【正社員】

284

18歳～ 155,925円～ 東亜総合警備株式会 求人番号 24010- 425081
四日市市海山道町一丁目１５５２－１
69歳
207,900円 社
事業所番号 2401-614448-7 ( 各現場（主に四日市市内） )

ショールーム受付アシスタ
ント（羽津店） 【正社員以
285 外】

不問

166,700円～ 東海マツダ販売 株
166,700円 式会社

生産管理 【正社員】

30歳
以下

200,000円～ 東洋工業 株式会社 求人番号 24010- 152381
270,000円
事業所番号 2401- 32-7

286

休日/
加入保険等
必要な免許資格
週休二日
(1) 9時00分～18時00分 水日祝他 雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定
毎 週
健康・厚生 可）
就業時間

求人番号 23030- 481581
名古屋市瑞穂区二野町３番１８号
(1) 9時45分～18時30分 火他
事業所番号 2303-212023-2 ( 四日市市白須賀１－１４－１２ 東海マツダ販
その他
売（株）羽津店 )
四日市市茂福町８番９号
( 所在地に同じ )
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(1) 8時00分～17時00分 日他
その他

雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定
健康・厚生 可）

雇用・労災・ 不問
健康・厚生・
財形

機械加工、組立 【正社
員】

40歳
以下

求人番号
事業所番号
182,000円～ 東洋工業 株式会社 求人番号 24010- 155581
255,000円
事業所番号 2401- 32-7

開発設計 【正社員】

40歳
以下

182,000円～ 東洋工業 株式会社 求人番号 24010- 156481
290,000円
事業所番号 2401- 32-7

ドライバー（２ｔ・４ｔ車） 【正
社員】

20歳
以上

168,000円～ 東陽コーポレーション 求人番号 24010- 94181 事 三重郡川越町大字当新田３６３－１
252,000円 株式会社 東海支社 業所番号 2401-918758-6 ( 所在地に同じ )

看護師（訪問看護） 【正社
員】

不問

233,000円～ 特定非営利活動法人 求人番号 24030- 77481 事 津市一志町井生１８７１番地
(1) 9時00分～18時00分 土日祝
333,000円 ナースカンパニー
業所番号 2403-613883-8 ( 四日市市楠町小倉４０５－１ユーレジデンス’９
毎 週
１ １－Ｅ号室 )

雇用・労災・ 看護師免許普通自動車免
健康・厚生 許（ＡＴ限定可） 「看護」

カーライフアドバイザー
（営業・四日市地域） 【正
291 社員】

35歳
以下

195,000円～ 日産プリンス三重販売 求人番号 24010- 179681
275,000円 株式会社
事業所番号 2401- 968-3

四日市市八田３丁目３番３２号
( 四日市中央緑地店、四日市本店 )

(1) 9時15分～18時30分 水他
その他

雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定
健康・厚生 不可）

テクニカルスタッフ（整備
士）（四日市新正店） 【正
292 社員】

45歳
以下

172,000円～ 日産プリンス三重販売 求人番号 24010- 208681
250,000円 株式会社
事業所番号 2401- 968-3

四日市市八田３丁目３番３２号
( 四日市市新正４丁目２－８四日市新正店 )

(1) 9時15分～18時00分 水他
毎 週

雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定
健康・厚生 不可）

製造 【正社員】

30歳
以下

234,660円～ 日本アエロジル株式
354,660円 会社 四日市工場

四日市市三田町３番地
( 所在地に同じ )

(1) 8時30分～20時30分 他
(2)20時30分～ 8時30分 その他

雇用・労災・ 不問
健康・厚生・
財形

事務 【正社員】

30歳
以下

155,000円～ 日本ケアシステム 株 求人番号 24010- 182881
四日市市ときわ２丁目１２－２３
(1) 8時30分～17時00分 日祝他
200,000円 式会社
事業所番号 2401-103004-9 ( 四日市市ときわ２丁目１２－２３（本社と同所在 (2)10時00分～18時30分 その他
地）四日市営業所 )

雇用・労災・ 普通自動車運転免許（ＡＴ
健康・厚生 限定可）

個室ダイニング箱屋四日
市店店長候補 【正社員】

18歳
以上

280,000円～ 箱屋四日市店ファス 求人番号 24010- 121481
四日市市諏訪栄町１２－２
450,000円 テストダイニング（株） 事業所番号 2401-922735-0 ( 所在地に同じ )

(1)15時00分～ 0時00分 他
(2)17時00分～ 2時00分 その他
又は15時00分～ 2時00
分の間の8時間程度

雇用・労災・ 不問
健康・厚生

箱屋四日市店 ホールス
タッフ接客・配膳 【正社
296 員】

18歳
以上

224,400円～ 箱屋四日市店ファス 求人番号 24010- 123881
四日市市諏訪栄町１２－２
400,000円 テストダイニング（株） 事業所番号 2401-922735-0 ( 所在地に同じ )

(1)15時00分～ 0時00分 他
(2)17時00分～ 2時00分 その他
又は15時00分～ 2時00
分の間の8時間程度

雇用・労災・ 不問
健康・厚生

箱屋四日市店 キッチン
スタッフ（調理係） 【正社
297 員】

18歳
以上

224,400円～ 箱屋四日市店ファス 求人番号 24010- 125181
四日市市諏訪栄町１２－２
400,000円 テストダイニング（株） 事業所番号 2401-922735-0 ( 所在地に同じ )

(1)15時00分～ 0時00分 他
(2)17時00分～ 2時00分 その他
又は15時00分～ 2時00
分の間の8時間程度

雇用・労災・ 不問
健康・厚生

経理事務 【正社員】

不問

140,000円～ 樋田会計事務所
300,000円

(1) 8時30分～17時00分 土日祝
毎 週

雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ可）
健康・厚生

番号

287

職種

288

289

290

293

294

295

298

年齢

賃金

求人者名

求人番号 24010- 6981 事
業所番号 2401- 4175-2

所在地 ( 就業場所 )
四日市市茂福町８番９号
( 所在地に同じ )

四日市市茂福町８番９号
( 所在地に同じ )

求人番号 24010-16246271 四日市市新々町２－２１
事業所番号 2401-100294-9 ( 所在地に同じ )
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休日/
加入保険等
必要な免許資格
週休二日
(1) 8時00分～17時00分 日他
雇用・労災・ 不問
その他
健康・厚生・
財形
就業時間

(1) 8時00分～17時00分 日他
その他

雇用・労災・ 不問
健康・厚生・
財形

(1) 7時00分～17時00分 日他
その他

雇用・労災・ 中型運転免許（８ｔ限定含
健康・厚生 む）・準中型免許（５ｔ限定含
む）※フォークリフト運転資格
所持者歓迎

番号

職種

年齢

求人番号
休日/
所在地 ( 就業場所 )
就業時間
事業所番号
週休二日
226,800円～ 菱江ロジスティクス株 求人番号 24010-16247971 四日市市日永東２丁目４－１６
(1) 8時30分～17時30分 日他
226,800円 式会社 四日市支店 事業所番号 2401-614107-8 三菱ガス化学株式会社四日市工場内
(四
その他
日市物流センター 四日市市内堀町東浦３２２
大治田倉庫 四日市市大治田２－１３－１２ )
賃金

求人者名

加入保険等

必要な免許資格

フォークリフト運転作業
【正社員以外】

不問

営業総合職（四日市営業
所） 【正社員】

40歳
以下

210,000円～ 富国生命保険相互会 求人番号 24030- 345781
400,000円 社 三重支社
事業所番号 2403- 268-8

明治の宅配専用人気商
品のサンプル配りと宅配
301 の申込み受付 【正社員】

59歳
以下

250,000円～ 布亀株式会社 マ
求人番号 24010- 457181
四日市市野田１丁目２－５
250,000円 ザーケア宅配事業部 事業所番号 2401-922070-1 ( 所在地に同じ )
四日市デリバリーセン
ター

(1) 8時30分～17時30分 土日祝他 雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定
毎 週
健康・厚生 可）

明治の宅配専用人気商
品の宅配 【正社員】

64歳
以下

222,000円～ 布亀株式会社 マ
求人番号 24010- 458081
四日市市野田１丁目２－５
222,000円 ザーケア宅配事業部 事業所番号 2401-922070-1 ( 所在地に同じ )
四日市デリバリーセン
ター

(1) 8時35分～17時00分 日祝他
(2) 8時35分～15時00分 その他

雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定
健康・厚生 可）

乳製品の営業 【正社員】

59歳
以下

202,000円～ 布亀株式会社 マ
求人番号 24010-16223071 四日市市野田１丁目２－５
202,000円 ザーケア宅配事業部 事業所番号 2401-922070-1 ( 所在地に同じ )
四日市デリバリーセン
ター

(1) 8時35分～17時00分 日祝他
(2) 8時35分～15時00分 その他

雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定
健康・厚生 可）

貸切バス乗務員／四日市
市 【正社員】

44歳
以下

230,000円～ 名阪近鉄バス 株式
275,000円 会社

299

300

302

303

304

305

306

307

一般貨物自動車運送業
務 【正社員】

津市東丸之内２２－１４
(1) 9時00分～17時00分 土日祝他 雇用・労災・ 普通自動車運転免許（ＡＴ
( 四日市市安島１－２－２５ ＨＴビル６Ｆ四日市
毎 週
健康・厚生・ 限定可）
営業所※入社後、計６ヶ月間は千葉ニュータウ
財形
ン研修センターで研修あり )

求人番号 23020- 1655981 愛知県名古屋市中村区名駅３丁目１３番２６号 (1) 9時00分～17時30分 他
事業所番号 2302- 30538-2 ( 四日市市日永東３丁目２番５５号当社 四日
隔 週
市営業所 )

雇用・労災・ 大型２種免許
健康・厚生

求人番号 24010- 469981
四日市市泊小柳町２－２０
事業所番号 2401-917705-9 ( 所在地に同じ )

雇用・労災・ 中型自動車免許フォークリフ
健康・厚生 ト運転資格

(1) 8時00分～17時00分 日他
(2) 6時00分～15時00分 その他

木箱（パレット）の製作
【正社員】

59歳
以下

150,060円～ 有限会社 アイコー
155,800円

求人番号 24010- 394081
事業所番号 2401- 5430-3

四日市市北町８－４
(1) 8時30分～17時30分 土日祝
( 四日市市白須賀２丁目７－１４テンケン内 当
毎 週
社事業所 )

雇用・労災・ 不問
健康・厚生

木箱（パレット）の製作
【正社員】

59歳
以下

142,680円～ 有限会社 アイコー
142,680円

求人番号 24010- 395381
事業所番号 2401- 5430-3

四日市市北町８－４
( 四日市市白須賀２丁目７－１４テンケン内当
社事業所 )

(1) 8時30分～17時30分 土日祝
毎 週

雇用・労災・ 不問
健康・厚生

一般工 【正社員】

不問

150,060円～ 有限会社 アイコー
155,800円

求人番号 24010- 397981
事業所番号 2401- 5430-3

四日市市北町８－４
( 四日市市富士町１－２７富士電機（株）内 )

(1) 8時30分～17時30分 土日祝他 雇用・労災・ フォークリフト技能者資格
毎 週
健康・厚生

308
運転手 【正社員】

309

310

20歳～ 161,500円～ 名鉄急配株式会社
59歳
216,500円 四日市営業所

雇用・労災・ フォークリフト運転資格
健康・厚生・
財形

プラント工事（常駐） 【正
社員】

18歳～ 325,000円～ 有限会社 エムエクス 求人番号 24010- 161681
三重郡川越町亀崎新田５３－６
35歳
437,500円 プレス
事業所番号 2401-104066-9 ( 所在地に同じ )

(1) 4時15分～15時15分 日祝他
(2) 5時15分～16時15分 その他
(3) 6時15分～17時15分

雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定不
健康・厚生 可）【必須】※大型自動車免許、

18歳～ 231,000円～ 有限会社 サンメンテ 求人番号 24010- 424181
四日市市海山道町１丁目１５５２番地１
34歳
346,500円 ナンス
事業所番号 2401-105264-1 ( 四日市市川尻町１００ＪＳＲ四日市工場 他 )

(1) 8時00分～17時00分 他
その他

雇用・労災・ 不問
健康・厚生
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牽引免許、フォークリフト技能者
資格、移動式クレーン免許 あ
れば尚良い

番号

職種

年齢

賃金

求人者名

求人番号
所在地 ( 就業場所 )
事業所番号
求人番号 21021- 32981 事 揖斐郡大野町大字五之里３９０番地
業所番号 2102-615325-3 ( 三重郡川越町大字亀崎新田７７番地３１ 四
日市梱包株式会社 )

休日/
加入保険等
必要な免許資格
週休二日
(1) 8時30分～17時00分 日他
雇用・労災・ 不問
隔 週
健康・厚生
就業時間

梱包・出荷作業及びその
他付帯業務（派遣） 【無期
311 雇用派遣】

59歳
以下

176,000円～ 有限会社 ジョイント
176,000円 アップ

現場作業員（プラント定期
修理工事・常駐工事） 【正
312 社員】

不問

223,000円～ 有限会社 トーアエン 求人番号 24010- 427681
四日市市海山道町一丁目１５５２－１
370,500円 ジニアリング
事業所番号 2401-104852-8 ( 四日市市近郊及び名古屋市近郊 )

(1) 8時00分～17時00分 日他
その他

雇用・労災・ 不問
健康・厚生

現場作業員（一般土木、
建築） 【正社員】

不問

222,300円～ 有限会社 トーアエン 求人番号 24010- 428981
四日市市海山道町一丁目１５５２－１
370,500円 ジニアリング
事業所番号 2401-104852-8 ( 四日市市内及び近郊 )

(1) 8時00分～17時00分 日他
その他

雇用・労災・ 不問
健康・厚生

コンクリート製品の製造・
加工 【正社員】

不問

168,000円～ 有限会社 トーアエン 求人番号 24010- 429581
四日市市海山道町一丁目１５５２－１
189,000円 ジニアリング
事業所番号 2401-104852-8 ( 四日市市内の工場 )

(1) 8時00分～17時00分 土日
毎 週

雇用・労災・ 不問
健康・厚生

フォークリフト運転手 【正
社員】

不問

160,300円～ 有限会社 トーアエン 求人番号 24010- 430881
四日市市海山道町一丁目１５５２－１
200,375円 ジニアリング
事業所番号 2401-104852-8 ( 四日市市近郊・鈴鹿市御薗町 各工場 )

(1) 8時30分～17時30分 日祝他
その他

雇用・労災・ フォークリフト運転資格 普
健康・厚生 通自動車免許

型枠大工 【正社員】

不問

271,700円～ 有限会社 トーアエン 求人番号 24010- 431281
四日市市海山道町一丁目１５５２－１
419,900円 ジニアリング
事業所番号 2401-104852-8 ( 四日市市近郊 )

(1) 8時00分～17時00分 日他
その他

雇用・労災・ 不問
健康・厚生

重機オペレーター 【正社
員】

不問

247,000円～ 有限会社 トーアエン 求人番号 24010- 432181
四日市市海山道町一丁目１５５２－１
370,500円 ジニアリング
事業所番号 2401-104852-8 ( 四日市市内及び近郊 )

(1) 8時00分～17時00分 日他
その他

雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定
健康・厚生 不可） 車両系建設機械

溶接工（配管・製缶） 【正
社員】

不問

271,700円～ 有限会社 トーアエン 求人番号 24010- 433081
四日市市海山道町一丁目１５５２－１
419,900円 ジニアリング
事業所番号 2401-104852-8 ( 四日市市近郊 )

(1) 8時00分～17時00分 日他
その他

雇用・労災・ 不問
健康・厚生

各種土質試験作業 【正社
員】

35歳
以下

200,000円～ 有限会社 トプラス
260,000円

求人番号 24010- 163581
四日市市貝家町２５５３－１
事業所番号 2401-104480-6 ( 所在地に同じ )

(1) 8時30分～17時30分 日祝他
隔 週

雇用・労災・ 普通自動車運転免許（ＡＴ
健康・厚生 限定可）

ルートセールス 【正社員】

35歳
以下

235,000円～ 有限会社 トプラス
265,000円

求人番号 24010- 167281
四日市市貝家町２５５３－１
事業所番号 2401-104480-6 ( 所在地に同じ )

(1) 8時30分～17時30分 日祝他
隔 週

雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定
健康・厚生 可）

調理師、調理補助（レスト
ラン） 【正社員】

不問

135,000円～ 有限会社 トミスミート 求人番号 24010- 135381
三重郡川越町大字豊田１８５－１番地
295,000円
事業所番号 2401-102431-8 ( レストラン トミスミート )

9時00分～22時00分の 火
間の7時間程度
その他

雇用・労災・ 不問
健康・厚生

精肉加工処理及び調理
補助 【正社員】

不問

185,000円～ 有限会社 トミスミート 求人番号 24010- 144681
三重郡川越町大字豊田１８５－１番地
295,000円
事業所番号 2401-102431-8 ( 所在地に同じ )

9時00分～22時00分の 火他
間の7時間程度
その他

雇用・労災・ 不問
健康・厚生

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322
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番号

323

職種

年齢

配送、鶏舎内作業 【正社
員以外】

不問

180,000円～ 有限会社 ヒグチ
300,000円 ファーム

運転手 【正社員】

不問

200,000円～ 有限会社 マツダ
250,000円

重機オペレーター・土工
【正社員】

不問

250,000円～ 有限会社 山下技建 求人番号 24010-16244771 四日市市ときわ４丁目６番１４号
400,000円
事業所番号 2401-104193-5 ( 四日市市周辺 各現場 )

(1) 8時00分～17時00分 日他
その他

雇用・労災・ 普通自動車免許（中型なら
健康・厚生 尚可）

不問

230,000円～ 有限会社 伸福工業 求人番号 24010- 244481
四日市市釆女が丘三丁目５５番地
350,000円
事業所番号 2401-104988-9 ( 四日市大字塩浜３０２１－２ )

(1) 8時00分～17時00分 日他
その他

雇用・労災・ 施工管理技術者の免許普通
健康・厚生 自動車免許（ＡＴ限定不可）
「建築」

一般作業員 【正社員】

不問

230,000円～ 有限会社 伸福工業 求人番号 24010- 245781
四日市市釆女が丘三丁目５５番地
350,000円
事業所番号 2401-104988-9 ( 四日市市大字塩浜３０２１－２ )

(1) 8時00分～17時00分 日他
その他

雇用・労災・ 普通自動車免許（ＡＴ限定
健康・厚生 不可）

電気工事 【正社員】

不問

184,800円～ 有限会社 櫻台電工 求人番号 24010- 222081
四日市市桜台２丁目５－５４３
346,500円
事業所番号 2401-616418-4 ( 所在地に同じ )

(1) 8時00分～17時00分 水他
その他

雇用・労災・ 不問
健康・厚生

移動式クレーンオペレー
ター 【正社員】

不問

250,000円～ 有限会社ハング
380,000円

大型乗務員【関西定期】
【正社員】

不問

300,000円～ 鈴鹿運輸 株式会社 求人番号 24010- 78181 事 四日市市楠町北五味塚１５１０－４６
340,000円
業所番号 2401- 6487-1
( 所在地に同じ )

327

328

330

求人番号
休日/
所在地 ( 就業場所 )
就業時間
加入保険等
必要な免許資格
事業所番号
週休二日
求人番号 29040- 19081 事 奈良県五條市小島町３１６－２
(1) 8時00分～17時00分 他
雇用・労災・ 中型自動車免許
業所番号 2904-101090-8 ( ・鈴鹿市和泉町大割７６７ ・亀山市安坂町安
その他
健康・厚生
楽４１７ ・三重郡菰野町潤田２０３９－２４ )
雇用・労災・ 普通自動車運転免許（ＡＴ
健康・厚生 限定可）

土木、建築現場技術員現
場主任および監督員 【正
326 社員】

329

求人者名

(1) 5時00分～14時00分 日祝他
な し

324

325

賃金

求人番号 24010- 143381
四日市市川島町６２００－６９
事業所番号 2401-102326-8 ( 四日市市采女町１７２４－２ 采女営業所 )

求人番号 24010-16260871 四日市市大字六呂見２４－２ 六呂見コーポラ (1) 8時00分～17時00分 日祝他
事業所番号 2401-105316-8 スＢ棟２０１号
その他
( 所在地に同じ )
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(1) 8時00分～17時00分 日祝他
毎 週

雇用・労災・ 大型特殊自動車運転免許、
健康・厚生 移動式クレーン免許

雇用・労災・ 大型自動車免許フォークリフ
健康・厚生 ト運転技能資格

