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面接日・入職日
相談可能!
まずはお気軽に

お問い合わせください。

☎054-653-0710
JOB・DOMONETからもご応募受付中です！

子育てしながら
働くスタッフを応援しています｡
子育てしながら
働くスタッフを応援しています｡

医療法人社団　アール・アンド・オー

総合病院や診療所と連携し、様々なリハビリテーションの段階にあわせた

医療・介護サービスをトータルに提供しています。

総合病院や診療所と連携し、様々なリハビリテーションの段階にあわせた

医療・介護サービスをトータルに提供しています。

女性スタッフ

多数活躍中!女性スタッフ

多数活躍中!

育休産休や介護休業実績もあり、
将来ライフスタイルが変わっても

変わらないやりがいを持つために

働きやすい環境を整えてお待ちしています！

総合職募集総合職募集総合職募集法人事務局にて法人事務局にて

ココが

ポイント
★

ココが

ポイント
★

ココが

ポイント
★

賞与年2回･
昇給有

週休2日制
（土日祝）

託児施設有
（1才～3才）

経験は
問いません!!

グループ運営の中心となる法人事務局は

働くスタッフや病院全体を管理し、サポートする仕事です。

グループ運営の中心となる法人事務局は

働くスタッフや病院全体を管理し、サポートする仕事です。

静岡市葵区 yykn
7総合職･事務スタッフ(経験不問)

月給20万円～30万円＋諸手当　\

★注目求人★市内に展開する 
R&Oリハビリ病院グループにて募集！ 
＜土日祝休み＞＜未経験者歓迎＞ 
＜産休育休・介護休業実績あり＞
仕事 R&Oリハビリ病院グループの 

法人事務局にて総務･人事･経理の 
業務全般をお願いします。 
Excel･Word等の簡単なPC操作が 
できればOKです。 
総合職･事務経験は問いません。 
※社用車を使用しての業務もあり

【募集情報】
時間 9:00～18:00
休日 週休2日制(土日祝) 

※業務の都合で出勤の場合があり 
年末年始(12/30～1/3) 
年間休日113日

給与 月給20万円～30万円＋諸手当 
※経験等により決定します 
(月収20万円～30万円)

資格 短大卒以上　経験不問､年齢不問 
普通自動車免許(AT限定可能) 
Excel･Wordの基本操作ができる方

待遇 交通費支給(2万円迄/月)､有給休暇 
昇給有､賞与年2回有(業績により決算賞与
支給有)､厚生年金･雇用･労災･健康保険有 
退職金前払い制度有 
役職手当(～6万円)･住宅手当有 
育児休業･介護休業･看護休暇取得実績有 
試用期間3ヶ月有(条件変更なし) 
【福利厚生】 
海外研修･つみたてNISA等ライフプラン 
医療保険加入･ベネフィット･ 
エクシブ利用制度

【職場情報】
事業 医療業･在宅事業

002-2993382

医療法人社団 アール･アンド･オー法人事務局
☎054-653-0710　採用担当迄

〒420-0823 静岡市葵区春日2-12-25 
静清リハビリテーション病院2F

2019年3月
OPENした

訪問看護ステーション
 

あなたの経験に合わせた
業務内容からスタートして

いただきますので､ご安心下さい｡

●経験・能力が
　お給料に反映!
●年間休日125日!
●各種手当充実!

 
一緒に施設を

作っていきましょう

伝法小学校近く zyyumn
7①看護師　②ケアマネージャー

①月給22万8000円～47万8000円　\

☆★2019年3月OPENした新施設★☆ 
2職種同時募集！ 

年内応募、年明け入社OK"
仕事 2019年3月OPENの｢訪問看護ステーション

こはる｣でのお仕事となります。 
①患者様のご自宅へ訪問し基本的な看護
師業務や､患者様それぞれの必要な処置を
お願いします｡経験や能力に合った業務を
お願いしますのでご安心下さい｡最初は1
週間程度の同行から行ないます｡ 
②ケアマネージャー業務｡ご利用者様の状
況把握やケアプランの作成など｡

【募集情報】
時間 8:30～17:30　※実働8h　※休憩有 

①※週1～2回オンコール対応有 
　　(休日は当番制)

休日 土日祝 夏期 年末年始 (年間休日125日)
給与 ①※経験･能力による､前職の給与を考慮 

※一律手当(食事手当/8000円､職務手 
　当/2万円)含む 
※待機(オンコール)時/勤務が発生した場
合､時間給が発生します｡ 
手当別途支給(平日3000円･休日5000円/回) 
②月給17万8000円～30万8000円 
※一律手当含む(食事手当/8000円)

資格 普通運転免許(AT限定可) 
経験者歓迎　ブランクのある方もOK！ 
①正看護師　訪問看護経験者優遇 
②ケアマネージャー 
　(主任ケアマネージャー優遇)

待遇 各種保険完備 車通勤可 交通費規定支給 
扶養手当　精勤手当　賞与有

応募 まずはお気軽にお電話ください。 
その後履歴書を下記住所へご郵送下さい｡

【職場情報】
事業 運送業　訪問看護サービス

002-2988398

訪問看護ステーションこはる
株式会社佐野建材
A0545-30-6075
富士市伝法1568-9
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私達の職場は
子供たちの『喜び･達成感』
『笑顔』が溢れています。
一緒に成長していきましょう
 

東証一部上場｠KDDIグループ
アミティー イングリッシュ スクール
静岡県内4校で正社員募集!

子どもが好き

英語が好き
それが大事です!

「教えるの初めて」の方も大歓迎
充実の研修とフォローで安心!!

富士･富士宮･静岡･浜松 他 zyyukn
78児童英語インストラクター

7月給18万9000円～月給25万8500円　\

★東証一部上場のＫＤＤＩグループ★ 
英語力を活かせる・磨ける環境♪ 
子ども達に寄り添い一緒に成長できる 
素敵な仕事!詳細はJOBをご覧ください
仕事 ０歳～高校生への英語指導を行います。 

独自のデジタルコンテンツを使っての 
体験型のレッスンが中心。教材はすべて
画面の中｡レッスンの準備時間も短縮でき
るので､子ども達とも深く関われます。

【募集情報】
時間 710:00～21:00のうち実働8時間 

810:00～21:00のうち 
　 平日…実働6時間､土曜日…実働8時間

休日 週休2日(日・月)※勤務カレンダーによる 
GW･夏･冬季各1週間以上有 年間休日114日

給与 8月給17万1000円 
※試用期間2週間は､日給7120円。

勤務地 ★富士校…富士市元町16-16 望善ビル1F 
★富士宮校…富士宮市東町6-17  
★静岡駅南校…駿河区南八幡町8-22 
★浜松校…浜松市中区田町226-2 
※JOBをご覧ください。

資格 未経験歓迎 
短・専学卒以上(2020年春卒業予定者可) 
35歳迄（若手の長期キャリア形成の為) 
■求める英語スキル 
（TOEIC700点相当）※あくまで目安

待遇 7賞与年2回　退職金制度備　 
78昇給年1回　特別賞与　社会保険完 
交通費（月5万円迄）支給※当社規定 
住宅・家族・資格手当（英検・TOEIC）

応募 下記番号､又は弊社ＨＰより､お気軽にお
問合せ下さい。https://www.amity.co.jp 
冬期休業12/29-1/7はHPへお問合せ下さい

【職場情報】
事業 0歳～高校生を対象とする 

こども英会話学校の運営

003-1327442

株式会社　アミティー
A054-280-4588 (静岡駅南校)
岡山本社/岡山県岡山市北区厚生町2-3-23　

女性だけのフィットネス施設

カーブス★接客スタッフ

増員大募集-
＜5店舗から選択ＯＫ＞
①藤枝青島②牧之原相良
③榛原吉田④リベロ大東
⑤しずてつストア菊川南

.・＊スタッフより＊・.
利用者様もコーチも皆明るく笑顔溢れる
職場です｡コーチは20～40代迄と幅広く
女性多数！悩みは皆で相談し合い解決◎
雰囲気が良く､仲良く働いています♪
産休育休後の復帰も安心､長く働けます
未経験者歓迎◆運動経験不問◆充実
研修でサポート◆20～40代活躍中
…まずはお気軽にお電話下さい♪…

A0548-53-2400担当／原口

勤務店舗により異なる yyyDkn
7カーブスでの接客スタッフ

月収21万円以上\

)* 大好評につき増員募集 *) 
女性だけのフィットネス施設 
｢カーブス｣5店舗で合同募集" 

)*　20～40代が活躍中！　*)
仕事 お客様とのコミュニケーションが中心の 

お仕事です｡健康管理･アドバイス･商品 
販売･体操サポート･受付等お任せします｡ 

【募集情報】
時間 9:15～19:15(実働8h､早朝･深夜残業無) 

　＜営業時間＞ 
　平日／10:00～13:00､15:00～19:00 
　土曜／10:00～13:00

休日 日曜･祝日(週休2日) 
※夏季･年末年始･有給休暇･産休有

給与 月給18万円＋残業代(3～5万円/月)
勤務地 ①Curves藤枝青島(藤枝市内瀬戸1-73) 

②Curves牧之原相良(牧之原市波津3-28) 
③Curves榛原吉田(牧之原市細江2615-1) 
④Curvesリベロ大東(掛川市大坂2733) 
⑤Curvesしずてつストア菊川南 
　　　　　　　　(菊川市加茂3013-1) 
※引っ越しを伴う転勤はありません

資格 未経験歓迎！学歴･職歴･経験不問 
既卒者も歓迎(2019年度卒業､高卒以上)

待遇 交通費規定支給(月3万円まで支給) 
H年2回､D年1回､社保完備､制服貸与 
資格取得制度有､研修有､施設利用可

応募 お気軽にA下さい｡店舗見学も受付中！ 
※☎の際､ご希望の勤務地をお伝え下さい 

【職場情報】
事業 女性だけの30分健康体操教室 

＜東海エリアに266店舗展開中＞
  
 ■実際に働くスタッフさんの月収例■ 
 入社1年目／月収21万～24万円

002-3006143

株式会社ナイスケア カーブス事業部
A0548-53-2400(平日/10～19時)A原口
〒421-0522 牧之原市相良265

美容系の仕事では
珍しい日曜定休！

 
)子育てが終って、もう一度働きたい方
)美容部員経験者の技術サポートあり
)未経験者の方の研修制度充実

＜ 勤務地 ＞
【東部】富士店 A0545-64-4788
　　　　沼津店 A055-929-8777

 
【中部】清水店 A054-367-6600
　　　　静岡店 A054-254-3888

 
【西部】掛川店 A0537-24-8588
　　　　浜松店 A053-455-3388
　　　　磐田店 A0538-21-5880

 

静岡県東部・中部・西部 yykn
70エステティシャン

7月給19万3500円～月給27万6000円 \

自身の技術をしっかり向上! 
ノルマは一切ありません。 

JOBにも詳しい情報を掲載中!
仕事 フェイシャル･痩身のエステ施術をはじめ

サロン業務全般をお任せします。 
アットホームな店舗であなたも美しく輝
いてみませんか？

【募集情報】
時間 79:30～20:00の間でシフト制　 

※実働週5日で40時間勤務※70休憩有 
09:30～20:00の間で個々に応相談

休日 週休2日制(日曜＋月曜～金曜で1日)
給与 7①基本給…月給15万円②地域給 4万円 

　③業績給…3500円～5万6000円 
　(当月のサロンの業績により) 
　④消化手当…～3万円 
　(当月のサロンの施術量による変動) 
　①+②+③+④で 
　月給19万3500円～27万6000円 
　※別途､残業代(法定通り)と 
　　交通費(上限2万5000円)支給 
　※残業は1ヶ月平均10時間以下 
　※研修期間3ヵ月は 
　　基本給+地域給+残業代+交通費 
0時給1200円～

勤務地 静岡県東部・中部・西部 
※右記希望店舗まで直接お問合せ下さい

資格 0学生､主婦(主夫)､ﾌﾘｰﾀｰ､Wﾜｰｸ歓迎
待遇 昇給有､社保完備､有給休暇(法定通り) 

産休･育休取得実績有､扶養手当 
研修費用会社負担､制服貸与

応募 まずはお気軽にお電話下さい
【職場情報】
事業 エステティックサロンの経営
《会社から》30～60代の女性が活躍中！自分
自身も輝きたい方大歓迎！実務経験がなくて
も1から丁寧に教えますのでご安心下さい。

002-3000413

アートビューティー
A054-254-3888
静岡支店／静岡市葵区鷹匠2-13-15　401

上場企業で正社員として
働きませんか?

静岡県内､26店舗で
希望のお店で働けます!!

◎女性店長･男性店長
どちらも活躍中です♪

 

★ココがPoint!!
◆昇給･賞与年2回
◆東証一部上場企業グループ
◆業界トップクラス
◆半年毎に5連休を取得可能
◆｢働き方改革｣推進中

自らが｢ワクワク｣しながら働き
お客様を｢ワクワク｣させること

 
詳しくは掲載中の求人サイト
｢JOB｣もご覧ください｡

静岡･浜松･沼津､他 zyyukm
79店長･マネージャー候補 ※幹部候
補(カラオケ店の店舗運営･管理)

月給26万7000円～＋諸手当 ☆賞与年2回

まねきねこは全国520店舗以上展開中 
≪安定の上場企業で働きませんか≫ 
◎未経験者大歓迎★充実の待遇も用意
【募集情報】
時間 24時間の間でシフト制 

(週40H／変形労働時間制) ※店舗による
休日 交替制･月8～10日､有給･慶弔休暇 

リフレッシュ休暇(5連休×年2回)
給与 79月給26万7000円～＋諸手当 

※試用期間(6ヶ月)は8月給22万2000円～ 
※見込深夜･残業割増(超過分追加支給) 
　795万7000円 84万2000円を含む

勤務地 ･静岡本店 ･静岡青葉通り店 
･静岡両替町1､2号店 ･スーパーまねき店 
･藤枝駅前店 ･藤枝店 ･焼津店 
･浜松田町店 ･新浜松駅前店 
･沼津南､北口店 ･三島駅南口店 
･御殿場店 ･富士駅前店 
その他静岡県内全26店舗

資格 18歳以上(学歴･経験不問)､要普通免許 
※深夜帯勤務あり(18歳未満不可)

待遇 昇給年2回､賞与年2回､交通費規定支給 
車通勤可､社会保険完備､食事補助 
家族･残業･深夜･転勤手当､社員独立制度 
財形貯蓄制度､社員持株会制度 
リフレッシュ休暇(年2回／5連休) 
社員報奨旅行･社員研修旅行有(海外､他)

応募 お電話にて連絡後､履歴書(写真貼付)･ 
職務経歴書をご郵送ください｡ 
※電話は中日本事業本部がお受けします 
※近隣(静岡県内)の店舗にて面接します

【職場情報】
事業 カラオケまねきねこのチェーン展開
《会社概要》(株)コシダカホールディングス 
従業員数／3,800名(71,107名､012,693名) 
設立／1967年　年商／617億円(H30年8月期)

004-0908745

株式会社コシダカ 静岡営業部 (カラオケまねきねこ)
C0120-24-1620(月～金/10:00～18:00)

〒426-0025 
藤枝市藤枝5-15-1 (まねきねこ藤枝店)
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JR富士宮駅から車で10分位 yyykmn
78医療用器具の製造業務

月給19万5000円 ※8時給1300円も可

時間 8:00～16:15／16:00～翌0:15／ 
0:00～8:15(月～金･1週間毎の交替制)

休日 土日祝(会社カレンダー)※年間休日127日
勤務地 富士宮市舞々木町  

※当社富士宮事業所(請負先)
資格 学歴･経験･男女不問､7通勤可能な方
待遇 C規定支給､車通勤OK､社保完､昇給有､ 

残業･深夜手当､制服貸与､研修制度 
7賞与年2回､退職金制度 
81R寮完備､赴任旅費会社負担､ 
　週払い制度､正社員登用制度 ※規定有

事業 医療分野に特化した製造請負業

002-2999745

アルムメディカルサポート株式会社
C0120-964-192(9～18時･土日祝も可)
三島市寿町5-10(本社)
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浜松西店・豊橋店
12月新規OPEN‼
スタッフ大募集
県内ぞくぞく出店中
その他店舗同時募集中

≪先輩スタッフより≫
仕事も子育ても

両立出来て充実な生活を
送れるところがいいですね‼
◆働くママさん活躍中
◆業界未経験もOK
◆事務募集もあり‼
働き方など相談出来ます

中区･東区･西区･浜北区等 yyytmn
7営業､人事､経理､総務､一般事務 
  清掃、コピーライターなど

下記参照

仕事 ①A:不動産売買仲介アドバイザー業務 
　B:不動産賃貸仲介アドバイザー業務 
②不動産･賃貸管理事務　③売買開発 
④不動産営業管理職　⑤住宅設計 
⑥清掃スタッフ ⑦一般事務　 
⑧総務事務 ⑨経理･財務 ⑩人事管理職 
⑪広告デザイン ⑫Webデザイナー 
⑬コピーライター 
※詳細はJOBをご覧下さい 

【募集情報】
時間 9:00～18:00
休日 週休2日(水曜定休＋1日) 

※⑧⑨⑫⑬は週休2日 
※夏季･年末年始･GW休暇あり

給与 ①(A:売買)月給23万～45万円＋歩合 
①(B:賃貸)②月給18万5000円～33万円 
⑥～⑨⑪～⑬月給18万5000円～35万円 
③⑤月給23万～45万円＋歩合 
④⑩月給28万～50万円 
※各職種共に経験により優遇

勤務地 ①④⑦浜松中央支店･浜松東支店･ 
浜北店･浜松駅前店･静岡支店 
浜松西店・豊橋店(12月OPEN) 
②⑤⑥浜松中央支店 
③⑧～⑬本社(浜松市中区板屋町) 
※希望の勤務地を考慮致します

資格 要普免(AT可) PC(Excel･Word)できる方 
④⑤⑦⑨⑩⑫⑬経験者※新卒は未経験OK

待遇 車通勤OK　交通費規定支給　資格手当 
賞与有　昇給有　社会保険完備  
試用期間有　家族手当子供1人月5000円

応募 『DOMO別冊女性版を見た』とA下さい
【職場情報】
事業 不動産売買･賃貸･管理コンサルタント
《会社概要》 
従業員/250名 資本金/9800万円※グループ計

003-1329541

Ｓｍｉｆｅ(スマイフ) フジクリエイション株式会社
A053-450-5125
〒430-0928浜松市中区板屋町100-15(本社)

未経験OK♪
男女不問◎
お子様と出勤される方も
いるアットホームな職場
ほとんどの先輩が未経験
からのスタート☆

勤務地により異なる yyykmn
7店舗スタッフ

月給18万円～21万円以上

未経験歓迎☆異業種からの転職多数! 
お馴染みのmeiji製品を扱うお仕事♪ 
未経験からスタートできます◎ 
幅広い年代の女性が活躍中です★
仕事 店舗の管理･運営補助のお仕事です｡ 

まずは配達の業務からスタート｡お客様か
らの｢ありがとう｣を頂けるお仕事！商品
をお届けしながら、商品や当社のことを
少しずつ覚えていって下さい｡ゆくゆくは
配送の他､既存のお客様･配達スタッフさ
んのフォローや試飲などのPR活動なども
お願いします｡ 

【募集情報】
時間 9:00～18:00(休憩有)※残業月10h程度
休日 週休2日(水･土･日のうち2日休み) 

GW･夏季･年末年始
勤務地 本社･本店／静岡市駿河区津島町12-8 

島田店／島田市阪本207-5 
掛川店／掛川市青葉台21-13 
遠州森店／周智郡森町森1727-4 
相良店／牧之原市大沢327-3 
藤枝店／藤枝市小石川町1-3-40 
川根店／島田市川根町身成4760-1 
湖西店／湖西市鷲津330-6 
浜松南店／浜松市中区中島4-6-7 
浜北店／浜松市浜北区新原3686-3 
富士店／富士市中之郷829-2 
富士宮店／富士宮市万野原新田3745-1 
長泉店／駿東郡長泉町上土狩459-2 
※希望勤務地お伝えください♪

資格 要普通免許 未経験者歓迎 男女不問 
待遇 社保完 出産･育休有 車通勤可 有休有   

交通費規定支給 制服貸与
応募 まずはお気軽にお電話下さい。

【職場情報】
事業 (株)明治特約店

002-2997442

meiji　すんぷ宅配センター
A054-283-1117　担当／大塚
本社／静岡市駿河区津島町12-8
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アルファクラブ静岡株式会社 本社 ☎054-344-6900総合
受付

受付時間／9:00～17:30

アルファクラブ静岡　http://www.alphaclub-s.com/　　　　アルファクラブグループ　https://www.alphaclub-group.jp

アルファクラブグループは､冠婚葬祭という皆様の人生の節目に､心に響くサービスを静岡･埼玉･栃木･福島･岩手･山形･長野･島根でご提供｡
全国に広がるネットワークで｢安心の輪｣を拡げております｡静岡県内では､中部･東部･西部で現在40施設を展開中｡今後も更に拡大を予定しています!

※希望に応じます勤務地

ベルヴィ ラヴァンセーヌ

駿河区･葵区･清水区

仮宿･小石川町･城南

浜当目･石津

中央町

永田町･青島町･厚原･
原田･瓜島町

浅間町･三園平･源道寺町

中区､東区､北区

堀之内

北門

大原

静岡市
藤枝市
焼津市
島田市
富士市

富士宮市
浜松市方面
菊川市
掛川市
磐田市

未経験から
丁寧に
育てます!

年齢･経験
不問!

職場見学も
随時開催!

20～50代の女性が
　　　イキイキと活躍中!

担当したお客様から｢ありがとう｡本当に良くしていただいて｡

心強くて､嬉しかった｡｣と言っていただいた時は心から感激しました｡

様々な方の心に寄りそうことで､人としても成長できる仕事です｡

最初は初めての事ばかりで時には戸惑う事もありますが､

すぐ近くに先輩がいてアドバイスをもらえます｡

私たちもサポートしますから､安心して飛び込んできて下さい!

｢自分の想いではなく､
人の想いを人に伝える仕事に
チャレンジしたい｣

｢自分の想いではなく､
人の想いを人に伝える仕事に
チャレンジしたい｣ そう考えてこの仕事をスタートしました｡そう考えてこの仕事をスタートしました｡

接客が好きな方 長く続けられる方

アルファクラブ静岡㈱新入職員

入社規定改定につき､全社統一募集!!
アルファクラブ静岡㈱新入職員

入社規定改定につき､全社統一募集!!

･社会貢献できるやりがいがある仕事!
･充実の研修で異業種からの転職も安心♪
･安定から高収入まで､
　働き方に合わせた手当システム
･将来的に需要の高い安定業界!

幅広い世代が活躍できる理由!

20～60代の男女スタッフ活躍中!

月収30万円以上可(月25日勤務の場合)

冠婚葬祭サービス職 さまざまな経験が役に立ち
やりがいを感じて働ける環境です!

職員

選択コース 3～6ヶ月の基本研修後､希望と
適性を判断し、配属となります

どうぞお気軽に
お問合せください。
どうぞお気軽に
お問合せください。

会社説明会も
随時実施中！
会社説明会も
随時実施中！

適性と希望考慮し正社員･契約社員への登用も可!!

未経験からの研修スケジュールです

入社後の研修制度

ベーシック研修
(基本知識･活動･実務研修)

育成研修
(葬儀･結婚式の専門研修､
アドバイザー育成)

4～6ヶ月3ヶ月

未経験者大歓迎!
営業部総合職

儀式施行の獲得に向けた地域PRと
顧客のアフターフォローを行う部署です｡

接客が好きな方に適職です。

葬祭専門
葬儀・法事・仏壇等の専門知識を有し、
お客様のニーズに合った儀式を

運営します｡

冠婚専門
式場案内･プランニングを行い、
最適なプランを提案します。
提案力が大切な仕事です。

ＣＳ課
顧客フォローを専門とした
お客様センターです。

幅広い専門知識でご案内致します｡

勤務地により異なる yyykms
5冠婚葬祭サービス職

固定報酬日額1万2000円 \

業務 冠婚葬祭サービス職 
・営業部(総合職)　・葬祭専門　 
・冠婚専門　・CS課　※研修3～6ヶ月有 
3ヶ月の基本研修後､希望の配属コースを 
選択｡(コース選択は適性と希望を考慮し 
相談の上決定します｡)4～6ヶ月目迄は 
専門分野に応じた育成研修があります｡

【募集情報】
時間 9:00～17:30(時間応相談) 

※業務内容により時間変動する場合有
休日 日･祝､夏季･年末年始､他
収入 固定報酬日額1万2000円 

＋諸手当/研修3ヶ月(給与変動無し) 
☆研修後は､手当等､ 
　コースにより異なります。 
※4カ月目以降 固定報酬／月額24万円＋ 
　諸手当 月収30万円以上可

勤務地 静岡市内　駿河区･葵区･清水区 
焼津市､藤枝市､島田市 
富士市･富士宮市 
浜松市中区､北区､東区 
磐田市､菊川市､掛川市 
※勤務地応相談

資格 要普免､年齢･資格･学歴不問 
※未経験者歓迎

待遇 諸手当支給､職員旅行年1回､駐車場有､ 
職員割引制度､研修制度､ 
※正社員登用制度有

負担金 なし
応募 お気軽にお問い合わせください｡ 

※面接日時はAにてお伝えいたします
【職場情報】
事業 冠婚葬祭業､互助会運営 

経済産業大臣許可　互第3078号
《ＵＲＬ》http://www.alphaclub-s.com/

002-2999301

アルファクラブ静岡株式会社　本社
A054-344-6900　人事担当／岩田
本社／静岡市清水区長﨑新田125-1
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駿東郡長泉町 yyykmn
7①構内作業(冷蔵倉庫内作業) 
　②構内作業(常温倉庫内作業)

月給15万6000円～17万1000円　\

●東証一部上場企業での安定雇用● 
大手スーパーに並ぶ商品の物流業務"

【募集情報】
時間 ①24時間以内で実働8時間　※残業有 

＜勤務例＞4:00～13:00､6:00～15:00 
　16:00～翌1:00､18:00～翌3:00 
　21:00～翌6:00 
②7:00～19:00の間で実働8時間※残業有 
＜勤務例＞7:00～16:00､8:00～17:00 
　　　　　9:00～18:00､10:00～19:00 
※1ヶ月単位の変形労働時間制 
　(月平均172時間(21.5日)勤務)

休日 月8日～9日の週休シフト制
給与 ※フォークリフト免許は基本給＋5000円
勤務地 ①駿東郡長泉町上長窪359／ 

イオン長泉LC 
②駿東郡長泉町下長窪189-14／ 
マックスバリュ東海㈱長泉流通センター

待遇 社保完備　C規定　車可　昇給有　U 
賞与年2(夏冬)定年60歳(再雇用65歳) 
退職金制度有　特別有給休暇　制服貸与 
試用期間3ヶ月有※労働条件変更なし

応募 お電話･又は当社HPよりご応募下さい 
https://konoike-job.jp/

【職場情報】
事業 総合物流業(本社：大阪･東京)

004-0912942

鴻池運輸株式会社　長泉流通センター営業所
A055-989-2104 採用係(受付／9～18時)
住所／勤務地参照

保育園完備なので子どもを預けながら働けます!保育園完備なので子どもを預けながら働けます!保育園完備なので子どもを預けながら働けます!

看護師

介護職員

保育士保育士

栄養士栄養士

仕事／患者様･受診者様の健康チェック等仕事／患者様･受診者様の健康チェック等

仕事／利用者様の身の回りのお手伝い仕事／利用者様の身の回りのお手伝い

仕事／0歳児～6歳児の保育仕事／0歳児～6歳児の保育

仕事／病態別･形態別食の食事管理仕事／病態別･形態別食の食事管理

月給21万円～40万円月給21万円～40万円

月給15万5000円～20万円月給15万5000円～20万円

月給15万5000円～20万円月給15万5000円～20万円

月給14万5000円～19万5000円月給14万5000円～19万5000円

時間／7:30～16:30 16:30～翌9:30※休憩有
待遇／技能手当/3000円(ヘルパー2級)
　　　　　　　 5000円(介護福祉士)
　　　夜勤手当/8500円/回　完全週休2日
         夏･冬休み有　年2回賞与有
　　　住宅手当　家族手当

時間／7:30～16:30 16:30～翌9:30※休憩有
待遇／技能手当/3000円(ヘルパー2級)
　　　　　　　 5000円(介護福祉士)
　　　夜勤手当/8500円/回　完全週休2日
         夏･冬休み有　年2回賞与有
　　　住宅手当　家族手当

※月5回夜勤勤務の場合､プラス4万2500円の夜勤手当有※月5回夜勤勤務の場合､プラス4万2500円の夜勤手当有

時間／8:30～17:30※休憩有
待遇／技能手当/2万円　
　　　完全週休2日　夏･冬休み有
　　　年2回賞与有　住宅手当
　　　家族手当

時間／8:30～17:30※休憩有
待遇／技能手当/2万円　
　　　完全週休2日　夏･冬休み有
　　　年2回賞与有　住宅手当
　　　家族手当

時間／8:30～17:30※休憩有
待遇／技能手当/1万円～2万円　
　　　完全週休2日　夏･冬休み有
　　　年2回賞与有　住宅手当
　　　家族手当

時間／8:30～17:30※休憩有
待遇／技能手当/1万円～2万円　
　　　完全週休2日　夏･冬休み有
　　　年2回賞与有　住宅手当
　　　家族手当

時間／5:30～14:30 9:00～18:00
        ※休憩有
待遇／技能手当/1万円～1万5000円
　　　完全週休2日　夏･冬休み有
　　　年2回賞与有　住宅手当
　　　家族手当  

時間／5:30～14:30 9:00～18:00
        ※休憩有
待遇／技能手当/1万円～1万5000円
　　　完全週休2日　夏･冬休み有
　　　年2回賞与有　住宅手当
　　　家族手当  

1

2

4

3

完全
週休2日
完全

週休2日
完全

週休2日 年間休日
125日

年間休日
125日
年間休日
125日

フジ虎ノ門グループ　

医療法人社団　 青虎会
社会福祉法人　博友会

☎0550-89-9953
お電話後､履歴書(B貼)を持参もしくは郵送下さい

 担当／髙橋

ブランクある方の
職場復帰もOK☆

詳しくは

｢採用情報ページ｣

をご覧ください♪

未経験､
無資格可
未経験､
無資格可

年明けから新しいお仕事はじめませんか!?年明けから新しいお仕事はじめませんか!?年明けから新しいお仕事はじめませんか!?

御殿場市・駿東郡小山町 yyymnr
7①看護師　②介護職員 
　③保育士　④栄養士

7月給14万5000円～40万円　※右記参照

仕事 ※右記参照
【募集情報】
時間 ※右記参照
休日 完全週休2日､夏･冬休み有 

※年間休日125日　※右記参照
勤務地 ①②・フジ虎ノ門整形外科病院 

　　　御殿場市川島田1067-1 
　　・介護老人保健施設　あすなろ 
　　　御殿場市川島田1076-2 
　　・介護老人保健施設　菜の花の丘 
　　　駿東郡小山町竹之下321 
　　・特別養護老人ホーム　白雪 
　　　御殿場市川島田270 
　　・特別養護老人ホーム　すずらん 
　　　御殿場市上小林1527-19 
③・とらのこ保育園 
　　御殿場市川島田1073-1 
　・菜の花こども園 
　　駿東郡小山町竹之下570-1 
④・フジ虎ノ門整形外科病院 
　・介護老人保健施設　菜の花の丘 
　・特別養護老人ホーム　白雪 
　・特別養護老人ホーム　すずらん

資格 ①看護師　②不問､未経験､無資格可 
③保育士及び幼稚園教諭　④栄養士

待遇 社会保険完備､昇給有､賞与年2回有､ 
寮有､通勤手当(上限無)､車通勤可､ 
住宅･家族･保育手当(該当者) 
技能手当／①2万円 
　　　　　②3000円(ヘルパー2級)､ 
　　　　　　5000円(介護福祉士) 
　　　　　③1万円～2万円 
　　　　　④1万円～1万5000円 
夜勤手当／②8500円/回　※右記参照

【職場情報】
事業 病院･介護施設･保育園等の運営

004-0909659

医療法人社団 青虎会 社会福祉法人 博友会
フジ虎ノ門グループ
A0550-89-9953　担当／髙橋
〒412-0045　御殿場市川島田1067-1

沼津市下香貫 zyyumn
7経理部のチームリーダー候補

月給25万円～30万円※経験能力による

経理チームの充実を図る募集です+ 
土日祝休み-年間休日123日 
あなたしかできない経理を 
当社で実現してください

【募集情報】
時間 9:00～18:00 

※ほとんど残業なし 
※休憩有

休日 土曜・日曜・祝日 
夏季・年末年始休暇有

勤務地 本社／沼津市下香貫島郷2637
資格 経理経験者(5年～6年程度)
待遇 育児休業制度有　介護休業制度有 

交通費規定支給　制服貸与 
賞与年2回　昇給有　車通勤OK 
社会保険完備　試用期間2ヶ月(同条件) 
退職金制度(勤務2年以上)

応募 電話連絡後、履歴書をご持参下さい 

【職場情報】
事業 ワイヤーハーネス　設計製造販売 

電子機器　設計製造販売 
制御盤　設計製造販売 

《ＵＲＬ》http://www.n-takachi.com/

004-0913439

株式会社　高池
A055-935-0730
本社／沼津市下香貫島郷2637

御殿場市萩原 zyyumn
7クリニックでの正・准看護師

月給22万～30万円

正看護師・准看護師同時募集" 
★木・日休み＆残業ほぼなし★ 

お持ちの資格を活かして働けます*
仕事 採血や検査･診療補助など 

一般の看護業務をお願いします｡ 
◎きれいなクリニックでの募集です

【募集情報】
時間 月火水金／8:30～18:30　※休憩有 

土／8:30～13:30
休日 木 日 祝 他 

年末年始 夏季休暇  
年間休日数120日

給与 月給22万～30万円 
※経験・能力による

資格 正･准看護師資格所有者 
※経験のある方歓迎 
呼吸療法認定士お持ちの方歓迎

待遇 制服貸与　社会保険完備 
定年制有(一律60歳)再雇用有(65歳まで) 
資格手当(月2万円～3万円) 
職務手当(月1万円～3万円) 
賞与有(今年度実績:年2回･計2.4か月分) 
交通費実費支給(上限月1万5000円まで) 
車通勤可　有給休暇有　経験者優遇

【職場情報】
事業 呼吸器内科中心の内科クリニック

004-0913206

かみお呼吸器クリニック
A0550-82-3700　担当／神尾
御殿場市萩原1142-33
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沼津市本郷町 yymn
7保育士

月給19万円～26万円　他各種手当有　\

≪来年2月に増築♪≫働き易さに 
自信があります！昇給・賞与・ 
各種手当有など充実の待遇

仕事 食事･おやつの世話､着替え･排泄の世話､ 
お昼寝･遊び相手･見守り､安全管理､ 
連絡帳の書き込みや報告､保護者との 
連絡･連携など｡

【募集情報】
時間 月～金/7:00～18:30の間で実働8h 

　　　 (ローテーション勤務) 
土/7:00～18:00の間で実働8h(月2回程度) 
※休憩有 ※残業月平均3時間程度

休日 日曜･祝日 ※土曜出勤の場合平日代休 
年末年始､他長期休暇 年間休日120日以上

給与 月給19万円～26万円 ※交通費､残業代､ 
精勤手当1万円/月 別途支給 
年収例：322万5000円～455万円

資格 保育士資格
待遇 交通費規定支給 社会保険完備  

昇給年1 賞与年2※前年実績4.45ヶ月分 
有給休暇有 退職金制度有 車通勤可 
被服手当(年度末に7000円支給) 
研修参加費･交通費･宿泊費全額園負担 
健康診断･予防接種等全額園負担

【職場情報】
事業 保育園

004-0913339

社会福祉法人こひつじ会　小百合保育園
A055-931-5504
沼津市本郷町10-5

富士市内 yn
7①介護職 
　②看護職

①月給17万～24万円(一律手当含)\

2020年4月新施設 
*さくらの花OPEN予定* 

経験者優遇、未経験者もOK! 
子育て中のスタッフ在籍中♪

【募集情報】
時間 A.早出/7:00～16:00 

B.日勤/8:30～17:30 
C.遅出/10:30～19:30 
D.夜勤/16:30～翌9:30 
交替制によるシフト勤務　※休憩有 
夜勤明けの翌日は、基本公休日

休日 4週8休(シフトによる)/年間休日110日
給与 ②月給22万5000円～30万円(一律手当含) 

※経験考慮、夜勤手当(6000円/回)
勤務地 かりんの花(富士市松本134-1) 

ももの花(富士市三ツ沢427-1) 
▼2020年4月OPEN予定▼ 
さくらの花(富士市三ツ沢248-1) 
※オープン迄は既存の施設での勤務も可

資格 要普通自動車免許(AT可) 
②看護師または、准看護師資格

待遇 C規定支給、社会保険完備、資格手当有 
賞与年2回(昨年度実績)　経験者優遇

応募 お気軽にB下さい♪見学だけでもOK！
【職場情報】
事業 医療事業及び介護施設の運営

002-2988268

医療法人社団弘仁会　中根クリニック
A0545-23-2300　担当/半田
富士市一色495-1

*)フロントの募集*)
 

ビジネスマンや観光客の訪れる
清水町にあるホテル

フロントスタッフとして
おもてなしを提供しませんか？

 

入社5年目の24才の女性
も同職種で活躍中-

清水町役場から徒歩5分 zyyukn
7未経験者歓迎の 
　ホテルフロントスタッフ 

月給18万円～28万5000円　\

)サービスの"顔"となる人材を募集) 
未経験者歓迎"転勤なし! 

2人体制のため安心◎1月入社可能♪ 
２０代～３０代まで活躍中*定着率◎
仕事 チェックイン・チェックアウト業務。 

お客様のご要望、お問い合わせ、予約の
電話等、お客様が安心してホテルライフ
を過ごすことができる環境作り。

【募集情報】
時間 ① 7:00～15:40 

②12:20～21:00 
③15:20～24:00 
※①②③の交代制　いずれも休憩有 
※1ヶ月単位の変形労働時間制 
　月平均173h勤務

休日 月6～8日（シフト制） 
年間休日100日

給与 月給18万円～28万5000円 
(経験・能力による)

勤務地 ホテル・エルムリージェンシー
資格 30歳まで(長期勤続によるキャリア形成の

ため) 高卒以上 要普通免許
待遇 車通勤OK(無料R有) 交通費規定支給 

試用期間3ヶ月有 有給休暇有 昇給有 
賞与有(年2回･前年度実績2.5ヶ月分) 
社会保険完備 退職金制度あり 制服貸与  
60歳定年制(65歳までの再雇用有)

応募 TEL後、履歴書(写真貼付)をご持参いただ
き面接を行います。 
★JOB掲載中！24Hネット応募受付中☆

【職場情報】
事業 ホテル・スポーツクラブ
《期待人物像》〇人の役に立ちたい方 
〇人と接することが好きな方 
〇接客マナーを身につけたい方　

004-0913490

株式会社エルムジャパン
A055-976-7878　担当／渡辺･大瀧
駿東郡清水町堂庭262(清水町役場近く)

熱海市伊豆山 yyyFmn
7①介護　②デイサービス 
　③事務

①②月給19万6900円～21万6000円　③\

資格・経験を活かして働きませんか 
夜勤ナシ"ご家庭との両立可能です
仕事 ①施設内での訪問介護業務 

　利用者様の部屋を訪問し､身体の 
　介助や生活支援等日常生活の援助 
②施設内デイサービスにて､ご利用者様へ 
　入浴･食事･レクリエーション等 
③決まった介護ソフトのフォーマット 
　入力や請求業務､利用者さんの見守り等 

【募集情報】
時間 ①7:00～22:00の間の8時間 

　※休憩60分 
　時間外勤務あり(月平均10時間) 
②③8:30～17:30 ※休憩60分

休日 ①月9日(2月のみ8日)　※シフト制 
②③日曜を含む週休2日　※シフト制 
※①②③年間休日数107日

給与 ①②月給19万6900円～21万6000円 
　　※処遇改善加算手当(月3万円)含む 
　　※資格･経験により異なる 
③月給14万円以上

資格 ①ヘルパー2級以上お持ちの方 
②資格なしでもOK 
③未経験歓迎

待遇 育児休業取得実績あり 
社会保険完備　転勤なし 制服貸与 
退職金制度あり(勤続4年以上) 
単身者向け住宅 
車通勤可(無料駐車場あり) 
通勤手当実費支給(上限なし)

応募 まずはお気軽にAください 

【職場情報】
事業 介護事業

004-0913968

KTS株式会社　熱海伊豆山事業所
A0557-88-0022　採用担当まで
熱海市伊豆山1173-175

伊豆市湯ヶ島 yyykmE
7①サービススタッフ(バトラー) 
7②キッチンスタッフ　8③清掃

7月給23万～30万円　8時給1000円～

“サービスのプロとして成長したい” 
“進化したフレンチを学びたい” 
“家事経験や清掃経験を活かしたい” 
そんなあなたを､お待ちしております｡
仕事 ☆まずはお気軽に随時見学しませんか☆ 

①お客様のご到着からご出発まで、 
　サービスのプロフェッショナルとして 
　すべてのシーンに寄り添います。 
②フランス料理のご提供。 
③体を動かし､お部屋･施設のお掃除。 
①②20代～40代男女!③幅広い年代活躍☆

【募集情報】
時間 78:00～23:00内でシフト制(実働7時間） 

810:00～15:00※週2～OK※土日のみもOK
休日 月6日、有給休暇あり(初年度10日)
資格 経験者歓迎(他業種での経験含む) 

もちろん、未経験者も歓迎
待遇 交通費全額支給 社会保険完備 昇給有 

まかない有 スキルアップ祝い金制度 
資格取得補助制度有 車通勤可 単身寮有 
制服貸与(クリーニング会社負担） 

応募 JOB･DOMONET･メールは24Hご応募受付中☆ 
メール：recruitment@arcanaresorts.com 
“面接ドタキャン”悲しいのでご遠慮を!

【職場情報】
事業 リゾート温泉宿泊業、レストラン業

004-0911532

オーベルジュリゾート「アルカナ イズ」
A0558-85-2700　採用担当迄お気軽に♪
伊豆市湯ヶ島1662

新規事業立ち上げの為
☆スタッフ募集☆
介護事業の募集です

 
パソコンの起動から

表計算ソフト・ワープロソフトの
使い方まで学習することができます！

 
＼まずは気軽にお電話下さい♪／

静岡県東部で勤務地による yykn
7介護スタッフ

月給17万5000円～26万5000円

新規事業の介護スタッフ大募集！ 
あなたの希望で勤務地選択可★ 
資格･経験不問◎福利厚生充実！ 

PC知識が会社負担で身に着きます♪
仕事 当社派遣先にて介護業務全般。 

常用雇用なので安定していますよ。
【募集情報】
時間 24h内で実働8時間､派遣先企業による 

※休憩、夜勤有(派遣先シフトによる)
休日 月8～9日以上※派遣先よる
給与 月給17万5000円～26万5000円 

※試用期間6ヶ月間は月給15万7500円
勤務地 沼津市、伊豆の国市、三島市、 

駿東郡清水町・長泉町、富士市 
※当社派遣先

資格 経験･年齢不問 
無資格でも可能 
介護初任者研修(ヘルパー2級)、 
介護福祉士尚可

待遇 資格手当/介護初任者研修:月1万円 
介護福祉士:月2万円 
資格取得補助 
交通費全額支給 
Excel、Wordを動画で学習できます 
賞与有(業績による)　有給休暇有

応募 まずはお気軽にお電話ください。 
メールでも24h受け付けております。 
saiyo@hac-inc.co.jp

システム 当社に7として雇用後、派遣します。
【職場情報】
事業 一般派遣事業(派22-300993) 

ソフトウェア開発・ネットワークの 
設計・構築・運用管理・監視 
常用雇用型人材派遣介護事業

《ＵＲＬ》 
https://www.hac-inc.co.jp

004-0914387

エイチ・エー・シー株式会社
A055-941-4690　担当/北川
沼津市寿町9-18川口ビル3F
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富士宮市 yyyFkn
7カンタン軽作業★20～50代の女性活
躍中！/fj※平山での正社員雇用です

月給15万円　◆月収18.7万円以上可

)日勤×土日祝休み×年休１２６日) 
残業少なめ！ワークライフバランス◎ 
＼＼＼入社祝金１０万円支給"／／／
仕事 「検査」「組立」「梱包」など 

あなたに合ったお仕事へ配属します！ 
★未経験ＯＫ 
★取り扱うのは手の平サイズの 
　軽いプラスチック製品など 
★クリーンルーム内でのモクモク作業

【募集情報】
時間 [日 勤]8:00～16:30 または 

       8:15～16:45 ※勤務地による
休日 土･日･祝(会社カレンダー) 

ＧＷ､夏季､年末年始 ★年休126日
給与 ◎試用期間2ヶ月は時給900円
勤務地 富士宮市舞々木町or三園平 ※当社請負先
待遇 社保完､C規定､残業･休出手当､無塵着貸

与､車･バイク通勤可(R有)､食堂､給与前
払可(稼働分)､昇格､入社特典 等※規定有

応募 まずはお気軽にAを!(勤務日応相談◎)
【職場情報】
事業 派遣事業(派)13-310767／業務請負業等
《担当から》 
異業種からの応募もたくさん！ 
工場が初めてという方も丁寧な研修や指導が
あるのでご安心くださいね(´ω｀)ﾉ

042-0382264

株式会社平山 富士宮支店
C0120-445-877
富士宮市小泉1140-1

中区葵西／西区大平台 ym
7看護師 

月給28万～35万円　\

引越手当が10万円まで支給されます" 
さらに嬉しい"入社祝金5万円支給!

【募集情報】
時間 日勤/8:30～18:30(休憩2時間) 

夜勤/22:00～翌6:00 
　　 (週1回､希望者のみ) 

休日 4週8休 
※年末年始休暇有(12月31日～1月3日)

給与 看護師/月給28万～35万円 
准看護師/月給27～34万円 
※夜勤4回有りの場合は＋2万円& 

勤務地 中区葵西／西区大平台 

資格 看護師　准看護師　病棟経験2年以上 
外来看護、訪問看護の経験不問 

待遇 予防接種無料　昇給年1回　賞与年2回　 
有給休暇　医療費の補助制度あり 
入社祝金有　引越手当 

応募 B後､履歴書(B付)を持参下さい｡ 

【職場情報】
事業 外来看護　訪問看護

003-1328466

鈴木内科クリニック　グリーンケア
A053-438-5255　担当／鈴木
浜松市中区葵西4-20-17

看護師大募集
引越手当10万円まで！
さらに入社祝金5万円！

月給28～35万円

｢より身近な存在でありたい｣
そんな想いから今年度7店舗OPEN！
もうすぐOPENの店舗もあり増員募集★
 
＜未経験からも稼げる＞
月収17万～20万円以上可!!
店長や管理職へのキャリアアップ有!!
※(例)月収22万円～25万円可★
 
ノルマは一切ありません。
お客様との会話を楽しんでください♪

沼津市 yyytkn
7クリーニング受付

時給900円～1000円

男女不問★幅広い年代が活躍中!! 
随時昇給＋ステップアップの用意有◎ 
あなたの頑張り､見逃しません♪ 
お好きな勤務地お選びください☆
仕事 衣類のお預かり､お渡しなどをお願い 

します♪お預かりする衣類一つひとつ､ 
丁寧にご要望を聞いていってください｡ 
先輩が丁寧に教えてくれますので､ 
ご安心くださいね！

【募集情報】
時間 下記時間内で実働8hのシフト制 

① 9:00～20:00 
②平日/8:00～20:00 
　日祝/9:00～20:00 
③10:00～21:00 

休日 週休制(シフト制)他､GW･夏季･年末年始 
学校の行事やお子さんの用事､ 
ご家庭の用事などのお休みOK 

勤務地 勤務地お選び頂けます☆ 
①花園町店/沼津市花園町21-9 
②庄栄町店/沼津市庄栄町7-15 
③ららぽーと沼津店/ 
　沼津市東椎路字東荒301-3 

資格 未経験の方大歓迎です 

待遇 交通費規定､車通勤OK､従業員割引 
社会保険完備､有給休暇､制服貸与 

応募 まずは､沼津工場または携帯まで 
A下さい｡DOMONETの応募も受付中｡ 
携帯:080-4441-1493(酒井･西原) 

【職場情報】
事業 クリーニング店･コインランドリー運営

002-3005966

ピュアクリーニング　沼津市内3店舗合同
A055-967-0444　受付／沼津工場
勤務地参照

吉原中央駅近く yykm
78タクシー乗務員 
　　(2種免許養成制度あり)

7月給19万5800円＋歩合給＋各種手当

勤務時間・日数は柔軟に応相談 
ご自分のペースで働けるので 

家事・育児と両立しやすいです♪
【募集情報】
時間 76:00～翌2:00の間のシフト制 

87:00～19:00の間のシフト制 
※78所定7時間50分＋残業

休日 4勤1休(勤務交番表による) 
有給休暇、慶弔休暇

給与 7月給19万5800円＋歩合給＋各種手当 
　※月収20万円～32万円可能 
8月給17万8000円＋歩合給＋各種手当 
　※月収18万円～27万円可能

資格 普通免許(1種)取得3年以上なら未経験の 
方もOK　2種免許所持者尚歓迎 
※2種免許がない方も､当社で養成します 
760才未満の方(定年60才) 
860才以上可(2種免許所持者)

待遇 社保完､賞与年3回(業績による)､ 
制服貸与､車通勤可､2種免許養成制度有､ 
入社祝金10万円支給(当社規定による)

応募 お気軽にお問い合わせ下さい｡ 

【職場情報】
事業 タクシー･コミュニティバス事業

002-2986103

石川タクシー富士株式会社
富士急グループ
A0545-57-5111　担当/採用係
〒417-0051　富士市吉原4-10-9

沼津駅北口より徒歩8分 yyykmo
7焼肉店での店内業務全般 
　(ホール･キッチン)

月給17万～40万円※経験･能力による

【実際に女性がワークライフバランス 
を目指し､イキイキ活躍中です*】 
おもてなしの心､接客･調理の技術を 
身に付け､地元で働きましょう☆

仕事 経験不問☆アルバイト･パートさんや 
お店のサポート､ホール･キッチン業務等｡ 
10名のスタッフが活躍中♪ 
席数は1階フロアのみで､ 
最大30席のこじんまりした店内☆ 
チェーン店や居酒屋と違い､ 
せかせか忙しく！という感じは無し☆ 
一人一人のお客様を大切に､美味しく､ 
気持ち良くお帰りいただくスタイル!! 
働くあなたも焦らずご対応下さい☆ 
※頑張りに応じ昇給有♪現場でもあなた 
　を丁寧に､大切にしていきます☆

【募集情報】
時間 16:00～24:00(休憩有) 

※上記時間内でシフト制(実働8h)
休日 週休制(月曜定休､他応相談)
待遇 車･バイク･自転車通勤可､昇給有 

制服貸与､研修期間3週間～1ヵ月有 
深夜割増有､まかない有

応募 まずはお気軽に採用担当までお電話を♪
【職場情報】
事業 焼肉店

004-0913729

焼肉　遊山　沼津店
A055-924-6629 DOMONET24H応募受付OK
沼津市新宿町17-14

 
)フジビューホーム)

内部体制強化のため

新スタッフ大募集!!

フジビューホームだけの
働くポイントを紹介+

 
研修等サポート抜群☆
産休育休がしっかり取れて

お休み完備)他にも…↓

◆看護師◆
・賞与年2回
　(4.1ヶ月の昨年実績有)
・有給取得率高く
　半休も、連休も！
・女性スタッフ活躍中！
　雰囲気の良い職場です-

◆介護士◆
・男女比半々　定着率は抜群
・20年以上勤続者3名
・1年目以外にも勤続途中も
　専門指導者の研修ご用意

沼津市大岡 zyyunE
7特別養護老人ホームの①看護師 
　　　　　　　　　　　②介護士

①月給17万4204円～　②月給17万910円～

*) 初めての2職種募集" )* 
定着率抜群!産休･育休･有給取得率◎ 
DOMONETではより詳細に掲載中です

【募集情報】
時間 ①8:00～17:00/8:30～17:30(休憩有) 

②7:30～16:30/8:30～17:30 
　9:30～18:30/16:30～翌9:30(休憩有) 
※①②残業月5時間程度有 
※①待機/月10回程度 ※②夜勤/月4～5回

休日 月9日　※年間休日112日
給与 ①月給17万4204円～32万4000円 

(一律手当含む) 
※資格手当有(3000円／月) 
※待機手当有(1回1000円／月10回程度) 
②月給17万910円～21万3040円 
処遇改善手当一律 
特殊業務手当一律1万4810円～1万8640円 
介護職員処遇改善手当一律8000円　含む 
別途手当有　※試用期間6ヶ月の内､ 
最初の3ヶ月は1非常勤勤務 時給1050円 
介護福祉士資格所持者/時給1100円 
※処遇改善手当一律含む　※U有 
土日祝日＋時給50円　別途手当有 
※4ヶ月目以降は7として同条件

資格 63歳定年制　福祉関係での経験者歓迎 
①要准看護師･正看護師資格 短大卒以上 
②介護職員初任者研修修了者　高卒以上 
要普通免許(AT限定可)　介護福祉士優遇

待遇 社保完 有給休暇 産休･育休有 車通勤可 
無料駐車場有 C規定支給 退職金制度有 
試用期間6ヶ月有(①同条件) 昇給有 
②賞与年2回有(合計4.1ヶ月分) 
※昨年度実績 バイク・自転車通勤可

応募 DOMONETにて24時間受付中です。 
面接時に履歴書(B貼付)を持参下さい。

【職場情報】
事業 介護福祉事業

004-0912319

社会福祉法人　駿河厚生会　沼津フジビューホーム
A055-926-8500　担当／河野
沼津市大岡3571-1
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富士宮市万野原新田 yyykmn
7新規オープニング募集　保育士 
　(子供達の成長をサポート)

月給16万円(保育士手当1万円込み)+交通費

3月OPEN予定☆既存店と同時募集- 
子供たちの明るい未来を支えよう☆ 
現在10名の20代～50代男女活躍中! 
年休120日"ワークライフバランス◎
仕事 《JOB･DOMONETでは「入社のきっかけ」 

　「働きやすさ」などコメント掲載中》 
　☆自分の子供との同伴出勤OKです☆ 
学校終了後や学校の休校日に広い施設内
で一緒に遊びながら楽しみ過ごします。  
※日曜休み　※送迎業務有(1日4件程度)

【募集情報】
時間 平日／9:30～18:00(休憩有) 

土曜／9:00～17:30(休憩有)
休日 完全週休2日制(日＋その他1日)､祝日 

GW･夏季･年末年始休暇､★年間休日120日
給与 ※試用期間2ヶ月/時給900円＋ 

　一律保育士手当1万円
勤務地 konoki139：　　　 万野原新田3742-4 

konoki万野原新田：万野原新田3322-11-1
資格 要普免(AT限定可)､保育士免許 

放課後デイでの経験ない方も歓迎 
ブランクある方･他福祉施設経験者歓迎

待遇 昇給･賞与有､社保完､役職手当､有給休暇 
資格手当､資格取得支援制度､車通勤OK

【職場情報】
事業 福祉施設の運営

004-0914229

放課後等デイサービス konoki 「139」「万野原新田」
A0544-21-3011　採用担当まで
富士宮市万野原新田3742-4

沼津･函南･富士宮･富士 yn
7訪問介護員

月給17万5000～19万5000円以上＋各種手当

在宅への訪問1回につき1000円 
勤続年数や役職に応じた手当など 
充実の手当で収入アップ♪

【募集情報】
時間 1ヶ月単位の変形労働時間制 

(月160時間～177時間) 
※月により異なる

休日 月9日(シフト制)
勤務地 沼津市大諏訪･函南町平井･ 

富士宮市万野原新田･富士市宮島 
※訪問介護事業所

資格 ヘルパー2級以上
待遇 社会保険完備 有給休暇 

特別休暇 交通費規定支給 
育児介護休業 人事考課 
半日出勤制度 
賞与･住宅手当･退職手当金(基準有) 
勤続手当 経験手当 在宅手当 等

応募 写真付履歴書を下記までご郵送下さい｡ 
※ご希望の勤務地を記入して下さい｡ 

【職場情報】
事業 住宅型有料老人ホーム､グループホーム､

デイサービス､居宅介護支援･訪問介護 
事業所､福祉用具貸与･販売事業所

004-0911394

株式会社　イー･ケア
A055-924-5218(平日/9～18時)A人事課

〒410-0055　沼津市高島本町16-16　 
大樹生命沼津高島本町ビル2F

【事業拡大のため
社員数を大幅増員!!】
“成長したい”
“頑張りたい”
意欲のある方大歓迎!!
自分のスキルを
磨いていける環境です。

【経験不問!】
“IT”と聞くと難しそう…

実はそんなことないんですよ!
動画教育で入社前からでも

学習できる環境を
整えております！

 

まずはお気軽にA下さい
勤務開始日も相談可

静岡県、他 yyykmn
785①②IT関連技術者 
　　　　　(SE･PG･テスト業務)

78月給20万～40万円　\

資格や経験を活して働きませんか？ 
未経験の方もイチから指導します$ 
☆当社HPもぜひご覧ください☆

仕事 ①組込系エンジニア/ソフトウェア開発 
　　　　　　　　　 (C言語､C++､VC++) 
②Webアプリ(Java Script/Java)及び､ 
　業務アプリケーション開発

業務 委託業務の場合は､個人様のスキルに 
合わせた案件をご紹介し､ 
弊社の管轄下のもとでお客様環境にて 
作業を実施して頂きます｡ 

【募集情報】
時間 9:00～18:00(休憩有)
休日 土､日､祝日 

作業先により異なる
給与 78月給20万～40万円 

※経験･スキルに応じて決定します｡
収入 5月額報酬35万～70万円 

※AWS経験者考慮します。
勤務地 本社及び､静岡県東部･中部等 

※希望勤務地などは相談可能です｡
資格 経験不問 

※ソフトウェアに興味ある方大歓迎
待遇 7社会保険完備､時間外手当､役職手当 

交通費規定(最大10万円まで) 
住宅補助制度有 
8実績に応じて､正社員登用制度有

負担金 5なし
応募 まずはお気軽にお問い合わせ下さい

【職場情報】
事業 ソフトウェア開発･ネットワークの 

設計･構築･運用管理･監視 
(東京出張所)東京都港区港南1丁目 
アレア品川13Fエキスパートオフィス617 

《ＵＲＬ》https://www.hac-inc.co.jp

004-0914388

エイチ・エー・シー株式会社
A055-941-6490　担当／横小路
(本社)静岡県沼津市寿町9-18 川口ビル3F

勤務地により異なる yyyFkm
7①営業職　②一般･営業事務 
　③WEB入力

月給18万～25万円＋賞与年2回　\

実際に、ワークライフバランスを 
目指し女性がイキイキ活躍中☆ 

地域密着の不動産会社"未経験歓迎* 
地元でじっくり働きましょう"

仕事 ①アパート･マンション等の紹介斡旋業務 
②経理･一般庶務･情報処理･資料作成 
　営業サポート･事務･ネット管理等 
③HPの作成､更新等｡NET関連に携わるもの

【募集情報】
時間 《①》 

シーズン(1～3月)／9:00～18:00 
オフシーズン(4～12月)／10:00～18:00 
《②③》 
オールシーズン／9:00～18:00

休日 週休2日制(シフト制) ※シーズン制有
給与 ※①は＋インセンティブあり
勤務地 御殿場･長泉･沼津･三島･田方駿東エリア
資格 PCの初歩的知識がある方　①要普通免許
待遇 各種保険完備　賞与年2回有(業績による) 

車通勤可　寮完備　家族手当あり 
経験者・取引士・各種資格者優遇　 
営業職は基本給のほか､業績手当有

応募 面接日はご指定下さい｡※履歴書必須
【職場情報】
事業 総合不動産業

004-0912993

駅前賃貸センターグループ
A055-951-7333(代表)　A人事担当迄
沼津市大手町3-2-18

富士市､沼津市 yyyHkn
7経験者大歓迎の 
　簡単なホール･キッチンSTAFF

経験者／月給25万～35万円　\

新卒･既卒OK!年収400万円以上も可能 
**  女性スタッフ活躍中  **
仕事 ホール又はキッチンお選びできます｡ 

まずは店舗での基本業務を覚えて下さい
【募集情報】
時間 14:00～24:00(休憩2h)
休日 月6日(シフト交代制)※希望日を考慮 

年末年始･慶弔･有給休暇 
※完全週休2日制､月7日休み等も可能 
※土日休み･連休も可能です

給与 <ホール･キッチン一般職> 
経験者／月給25万～35万円 
未経験者／月給23万～25万円 
<店長or料理長>月給30万円以上 
※年齢･前職･能力考慮し､面談の上決定 
※完全週休2日制の場合､月給18万円～ 
※月7日休日は月給23万円～

勤務地 うお鶏 富士駅前店/富士駅北口徒歩1分 
うお鶏 沼津店/沼津駅南口～徒歩すぐ

資格 未経験OK　年齢不問　経験者大歓迎
待遇 社保完､HD有､社員割引(20％OFF) 

売上達成手当､C規定､制服貸与､車通勤OK 
賄い有(1日2回支給)､独立支援制度 
友達紹介制度有(社内規定による)

【職場情報】
事業 海鮮と産地鶏の炭火焼き｢個室居酒屋｣

002-3004970

株式会社ワンステップ
A054-274-2121(串ぐろ)　担当／平田
静岡市葵区両替町2-4-16　金龍ビル2F

*子育て中の
ママさん
活躍中*

～ブランクある方もご相談下さい～

◎育児中の社員も在席
◎やりがいバッチリ
「あなたのおかげで助かったよ」
その言葉が何よりのやりがいです

A055-952-1112
お気軽にお問合せ下さい

沼津駅から]1分 yykm
7保険コンサルタント社員

月給15万円～＋歩合給　\

ノルマなし"総合保険代理店です 
育児や介護のブランクがハンデに 
ならない…そんな環境を整えています 
保険・金融経験者の方大歓迎です
仕事 保険コンサルタントのお仕事です。 

お客様のライフプランにあった保険の 
提案と資産運用の提案。 
あくまでお客様にとって何が一番ベスト 
か、一緒に考えていただきます。 
☆ノルマは一切ありません。 
1ヶ月しっかり研修を行うので、 
安心して仕事を始めていただけます◎

【募集情報】
時間 9:00～17:00(休憩有) 

※業務により多少の前後有 
※週2日の朝礼(基本は月､木)以外の 
　スケジュールは各自で決められます｡ 

休日 土日祝　GW･夏季･年末年始休暇 
他､会社カレンダーによる 

給与 月給15万円～＋歩合給 
※年収1000万円以上も可能です 

資格 生命保険営業経験者大歓迎 
銀行など金融機関経験者歓迎 
その他､営業経験者も大歓迎 
要普通自動車免許(AT限定可) 
未経験者歓迎　高卒以上 

待遇 社会保険完備　車通勤可  
私服勤務　社員特典あり 

応募 まずはお気軽にAください｡ 

【職場情報】
事業 総合保険代理店

004-0909994

株式会社スマイル(総合保険代理店)
A055-952-1112　採用担当まで
沼津市大手町1-1-3　沼津商連会館ビル5F



20

沼津市内･清水町 zyyukE
7①地域担当スタッフ 
　②店内業務スタッフ

月給21万円～36万円＋報奨金有　\

"新聞屋さん"のイメージが変わる
仕事 ①担当地域への新聞配達､ 

　月末(月初)の集金 等｡ 
②新聞の仕分けや､折りこみ広告を 
　はさむなど配達時のサポート｡

【募集情報】
時間 朝刊／ 2:00～ 5:00 

夕刊／14:00～17:00 
※担当エリア･部数により若干変動有 
※慣れてきたら自分のペースで出来ます

休日 週1日(シフト)＋特別休暇有 
日･祝日午後

給与 月給21万円～36万円＋報奨金(毎月有)　 
※担当区域により異なる

勤務地 大手町本店､他沼津市･清水町4支店
資格 未経験者歓迎　要原付免許　年齢不問
待遇 制服貸与　交通費規定支給 

賞与年2回(8月に特別賞与有) 
社会保険完備　他手当有 
試用期間3ヶ月(給与等､待遇は同じです)

応募 (受付)月～土/9～17時　担当/高野･西岡 
※年末年始休暇は12/27～1/5まで

【職場情報】
事業 新聞販売店 

004-0910052

有限会社 佐野新聞店
C0120-89-2112　A055-962-2112
(本店)沼津市大手町4-3-15

勤務地による yyykno
7ホールスタッフ 
　キッチンスタッフ

月給18万円～40万円　※昇給有

*働きやすさを重視します"* 
未経験者OK"スタッフに寄り添った 
居心地の良いお店を目指し中♪ 
【2020年3月にサントムーンOPEN】

【募集情報】
時間 9:00～22:00(休憩有)※シフト制･実働8h 

※残業25h程度/月 
　(飲食店では少ない方です♪)

休日 週休2日制(当社シフトによる) 
※「バカンス5」有 
有給休暇利用で5連休も可!!

勤務地 富士店/富士市永田町2-29 
富士宮店/富士宮市三園平660 
富士宮イオン店/富士宮市浅間町1-8 
長泉店/駿東郡長泉町納米里200-1 
サントムーン柿田川店/ 
駿東郡清水町玉川61-2

資格 未経験OK　経験･資格･年齢不問 
料理好きor興味のある方大歓迎!!

待遇 社保完　昇給有　まかない有　制服貸与 
資格取得支援制度有　交通費規定支給 
バカンス連休有 毎月1000円分の食事券有

応募 ペア応募もOK!!気軽にお電話下さい!!
【職場情報】
事業 レストラン

002-2990198

PATAPATA 5店舗同時募集
株式会社かやはら
A0545-51-3780(事務所) 受付9時～18時
住所/上記参照

この春､富士に2店舗
Newオープン"
＊富士青島店＆富士瓜島店＊

オープニングスタッフ＆
東部の全店で大募集!!
好きなお店で一緒に働きませんか？

｠20代～50代の女性･｠
主婦スタッフ活躍中♪
☆未経験の方大歓迎☆
サトウは長く安心して働ける環境です

ご心配な点など
お気軽にご相談くださいね

富士・沼津・東部各地 yyykmn
78クリーニングの受付・軽作業 
　　(タグ付け・検品など)

7月給18万円以上 8時給890～1000円\

＊この春､２つの店舗がオープン"＊ 
東部エリア48店舗で募集♪ 

◎好きなお店で働きませんか？◎ 
時短勤務からのスタートもOKです☆
仕事 カウンター中心の店舗スタッフ／ 

受付対応・商品の受け渡しと､ 
商品へのタグ付け･検品等の軽作業です｡ 
※未経験スタートの方が多数です！ 
　ひとつずつ丁寧に教えていきます◎ 

【募集情報】
時間 8:00～20:00の内8時間(シフト制) 

※8は1日5時間～時間･勤務日ご相談OK
休日 7月8～9日
給与 7月給18万円以上 

　(固定残業手当26h分 2万8000円含む) 
　※残業が超えた場合は別途手当支給 
　※研修3ヵ月は8待遇として時給890円

勤務地 ◇富士青島店(2020年2月中旬オープン) 
◇富士瓜島店(2020年3月上旬オープン) 
＊その他、沼津・三島・富士宮・富士・ 
　清水町・御殿場・裾野・函南など､ 
　東部の各店舗があります。 
★ご希望の店舗をご相談くださいね♪ 
★転居をともなう転勤はありません

資格 未経験者･経験者ともに歓迎 
主婦･主夫、ブランクのある方､ 
第2新卒の方も歓迎です

待遇 昇給年1回　賞与年2回　社会保険完備 
交通費規定支給　車通勤OK　制服貸与　
社員割引あり　研修あり　退職金制度 
有給休暇　産休･介護休暇の取得実績あり

応募 まずはお気軽にお問合せください！ 
◎詳細はDOMONETにも掲載中です 

【職場情報】
事業 クリーニング業

004-0913502

クリーニングのサトウ(株式会社サトウ商会)
A055-939-7011(受付/月～土10～17時)
本社／裾野市千福72-1

沼津市･三島市･御殿場市 yyyHkm
78タクシードライバー 
　　(最新ナビ搭載で安心)

完全歩合制 ※月収30万～45万円可能

-若い方～40･50代女性活躍中- 
☆ワークライフバランス目指せます☆ 
*年収500万円以上の実績者多数* 
入社祝い金8～10万円＋賞与年2回支給
仕事 DOMONETでは「入社のきっかけ」や 

「働いてみて」等､先輩コメント掲載中! 
ワークライフバランス◎厳しい上下関係
も無く人間関係良く働ける環境です☆

【募集情報】
時間 変形労働時間制(週40時間) 

日勤､夕勤､夜勤のローテーション
休日 月6日 他会社カレンダーによる
勤務地 ・沼津営業所(沼津市松長) 

・本社営業所(三島市南二日町) 
・御殿場営業所(御殿場市東田中)

資格 ◎2種免許がない方も当社で養成します◎
待遇 経験者優遇 制服貸与 各種保険完備 

入社祝金8～10万円 
(入社後半年以内に支給) 
賞与年2回(規定有) 乗務員養成制度有

【職場情報】
事業 一般乗用旅客自動車運送事業 

《担当から》富士急ハイランドでお馴染みの 
“富士急グループ”が行うタクシー事業◎ 
充実の待遇･福利厚生で安定して長期働ける!

004-0911829

富士急静岡タクシー株式会社
A055-975-2714 担当／野澤
三島市南二日町1-35

駿東郡長泉町 yymn
7①児童発達支援管理責任者  
　②サービス管理責任者 ③保育士

①②月給23万円～25万円 ③\

完全週休2日制でプライベートとの 
両立が可能な職場です！ 

働きながら資格取得や技術を 
磨きたい方にはピッタリの職場☆
仕事 ①②子供たちの成長に合わせた個別支援

計画の作成､勉強のお手伝い､送迎業務等 
③放課後等デイサービスでの業務全般

【募集情報】
時間 10:00～18:00(休憩有)  

※状況により変動有 ☆残業は一切なし！
休日 完全週休2日制(土日祝)
給与 ③月給16万円～20万円　 

※①～③経験･能力により変動
勤務地 【北教室】駿東郡長泉町下長窪612-6 

【南教室】駿東郡長泉町南一色388-1 
【中教室】駿東郡長泉町桜堤2-10-1

資格 ①児童発達支援管理責任者の資格所持者 
②サービス管理責任者の資格所持者 
③保育士免許所持者 
☆ブランクのある方や資格を取り立ての
方も大歓迎です♪

待遇 H有(年2回) D有(企業査定により年2回) 
退職金制度有(規定による) 車通勤可  
R有 C規定支給 資格取得応援制度有

【職場情報】
事業 放課後等デイサービス

002-2996593

たんぽぽクラブ
A055-900-9010A090-5867-1101A丸山
駿東郡長泉町下長窪612-6

3月に御殿場店が
リニューアルオープン☆
☆新規スタッフ募集☆

未経験もOK◎
皆のサポート業務です!!
特別なPCスキル不要◎

勤務地により異なる yyykmn
7受付事務スタッフ

月給16万4500円(年齢による)\

年間休日120日♪プライベート充実!!
仕事 来店受付、電話対応、簡単な書類整理、

データ入力などが主なお仕事です。 
店舗のみんなのサポートしていただきま
す！難しいお仕事はありませんので、未
経験の方もご安心ください。転居を伴う
異動はないので､安定して勤務可能◎ 
是非、一緒に頑張りましょう

【募集情報】
時間 9:45～18:30(休憩1h)
休日 完全週休2日制(当社カレンダーによる) 

GW5日･夏季9日･年末年始7日(2019年度) 
※年間休日116日､2020年度から120日 
他､有給休暇など

給与 例／月給16万4500円(23歳)＋諸手当 
　　月給20万8000円(35歳)＋諸手当 
※年齢や経験を考慮 
※諸手当(家族･住宅･通勤･資格･時間外)

勤務地 富士永田店／富士市永田町2-78 
沼津店／沼津市東間門1-1 
函南店／田方郡函南町間宮352-1 
御殿場店／御殿場市ぐみ沢1186 
※その他､県内東部エリア各店舗も 
　相談OKです♪

資格 要普通免許　高卒以上　未経験歓迎
待遇 社会保険制度､退職金制度､昇給年1回､ 

賞与年2回､従業員割引､各種慶弔規定､ 
本田技研工業の研修制度､ 
扶養内勤務可､産休･育休制度有､ 
交通費規定支給､車通勤可

応募 応募は下記本社にお電話下さい｡WEB応募
も受付ます｡面接は本社にて行います｡

【職場情報】
事業 自動車販売及び車両整備､保険代理店業務
《企業情報》資本金／3億4500万円 
従業員数／429名(平成31年4月現在) 
売上高／222億円(平成31年3月期決算)

002-2999094

株式会社ホンダカーズ静岡
A054-263-5522 総務課/鈴木･太田･友田
本社／〒420-0817　静岡市葵区東静岡1-1-14
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駿東郡長泉町 yyykmn
78一般事務

7月給15万6000円～16万1000円　\

大手スーパーマーケットに並ぶ商品を 
扱う物流センターでのお仕事♪

【募集情報】
時間 77:00～16:00　8:00～17:00 

　9:00～18:00　※残業有 
8①8:00～17:00　8:30～17:30 
　　9:00～18:00　 
　　※時間選択可(固定勤務) 
　②18:00～翌9:00の間で実働8h 
　　21:00､0:00スタートも可 
　※1ヶ月単位の変形労働時間制 
　　(月平均21.5日勤務)

休日 7月8日～9日の週休シフト制　8週休制
給与 8時給900円～ ※昇給有、深夜割増有
勤務地 7駿東郡長泉町下長窪189-14／ 

マックスバリュ東海㈱長泉流通センター 
8駿東郡長泉町上長窪359／イオン長泉LC

待遇 社保完備　C規定　車通勤可　昇給有 
8賞与有(7月､12月ミニボーナス有) 
7賞与年2(夏冬)定年60歳(再雇用65歳) 
退職金制度有　特別有給休暇有 
制服貸与　試用期間3ヶ月有※同条件

応募 お電話･又は当社HPよりご応募下さい 
https://konoike-job.jp/

【職場情報】
事業 総合物流業(本社：大阪･東京)

004-0912940

鴻池運輸株式会社　長泉流通センター営業所
A055-989-2104 採用係(受付／9～18時)
住所／勤務地参照

富士宮市ひばりが丘 yykm
7コーヒーショップスタッフ　

月給17万円～24万円

人気のドトールスタッフ大募集$ 
研修制度があるので未経験者も安心$ 
わきあいあいとした楽しい職場で 
一緒に新しいスタートを切りませんか
仕事 ドリンクの作り方やレジ業務など､ひとつ

ひとつ丁寧に教えます｡未経験の方も安心
してスタートできますよ｡ 
季節のイベントに合わせた飾りつけ等も
行うので､楽しみながら働ける環境です！

【募集情報】
時間 6:00～23:30内で実働7時間45分の 

シフト制 ※勤務日シフト制
休日 月8日～9日
勤務地 ドトールコーヒーショップ 

EneJet富士宮バイパス店 
(富士宮市ひばりが丘700)

資格 未経験者大歓迎
待遇 制服貸与　車通勤可　社会保険完備 

試用期間3ヶ月(同条件)
応募 電話連絡後、履歴書(B付)持参下さい。 

24時間メール受付： 
head-office@okaju.net 
(氏名・職種・Bを必ずご記入下さい)

【職場情報】
事業 ガソリンスタンド・整備工場
《ＵＲＬ》http://www.okaju.net

002-2996663

岡重株式会社
A0544-27-4402　担当／木内
富士宮市ひばりが丘700

来年4月､新教室開校予定$

オープニング
スタッフ募集$
※既存教室でも同時募集中

 
★年間休日120日
★20代～40代女性活躍中！
★賞与年2回
(業績により年3回の可能性も)

「子供が好き！」
「資格を活かしたい！」
「キャリアUPしたい！」
そんな方にオススメです☆
 
♪事前に見学だけでもOK♪
まずはお気軽に
お問合せくださいね+

勤務地により異なる yzytun
7①児童発達支援管理責任者 
　②児童指導員

①月給23万円～(一律手当2万円含む)\

【来年4月に新教室開設"】 
既存の教室でも同時募集中" 
+20代～40代女性活躍中です+ 

★年間休日120日★
仕事 お子様の放課後や余暇での勉強や遊び、 

指導・健康管理などをお願いします。 

【募集情報】
時間 9:00～18:00(実働8h､休憩1h) 

※残業10h以下
休日 月10日(内2日は希望休)※年間休日120日
給与 ②月給18万円～(無資格者) 

　月給21万円～(児童指導員任用資格該当
者)

勤務地 ・下土狩教室 
/駿東郡長泉町下土狩(新教室) 
・桜堤教室 
/駿東郡長泉町上土狩68-1 
・南一色教室 
/駿東郡長泉町南一色327-1 関道ビル1F 
※基本は新教室の下土狩教室ですが、 
　シフトにより桜堤教室と南一色教室を 
　行き来していただくこともあります。 
（車で10分圏内です）

資格 ①児童発達管理責任者をお持ちの方 
②無資格･未経験OK　経験者歓迎 
　保育士､社会福祉士､介護福祉士､教員 
　免許いずれかをお持ちの方歓迎

待遇 昇給年1回　賞与年2回(業績により3回) 
交通費規定支給　試用期間3ヶ月有 
有給休暇有　社会保険完備　各種手当有 

応募 まずはお気軽にお問合せください。
【職場情報】
事業 放課後等デイサービス 

004-0913509

放課後等デイサービス　はぐくむ
A055-941-8996　採用担当
駿東郡長泉町上土狩68-1(桜堤教室)

沼津駅から徒歩10分 zyyukm
7①受付事務・歯科助手 
　②歯科衛生士

①月給15万5000円以上　②\

長く働きたい方必見!! 
人柄重視で採用します* 

働きやすいアットホームな環境です☆ 
駅から徒歩10分程度で通勤も便利♪
仕事 ①来院された患者様の応対､予約･再診 

　などの電話応対､会計などの入力 
　作業他､歯科診療の補助なども 
　お任せします｡ 

【募集情報】
時間 9:00～19:00※休憩有 

※水曜は午前のみ(9:00～13:00) 
※土曜は9:00～17:00(休憩有)

休日 日曜、祝日、水曜午後 
GW・夏季・年末年始

給与 ②月給21万円以上
資格 ②歯科衛生士
待遇 制服貸与　車通勤可(駐車場有)　昇給有

賞与有　歯科医師国保　有給休暇有 
試用期間3ヶ月有　受付事務経験者優遇 
勉強会の参加希望あれば費用負担します

応募 まずはお気軽にお電話下さい｡ 
履歴書の郵送をおねがいします｡ 

【職場情報】
事業 歯科医院

004-0913923

中央歯科医院
A055-962-3788　担当／佐藤
〒410-0888　沼津市末広町28

田方郡函南町上沢 yzytum
7ケアマネージャー(居宅管理者)

月給31万7500円～34万1000円　\

★令和2年1月オープン予定の新施設★ 
手当充実で女性にも優しい職場環境♪ 
プランを作るだけではなく寄り添った 
サービスを職員全員で考えましょう!
仕事 ・ケアプラン作成 

・実地指導などのコンプライアンス対応 
・他の職員と施設行事など立案･実行 
・日々のサービス提供指導など 
★看護職員･機能訓練職員･介護職員とも 
　協力し合える職場を目指しましょう!! 
　<<詳しくはJOBに掲載中です!!>>

【募集情報】
時間 8:30～17:30　※休憩有 

残業月平均10h有
休日 月9日休み(内4日は希望休可)
給与 ※一律手当含む
勤務地 ユーフォリア函南大場＜1月OPEN予定＞ 

田方郡函南町上沢675-6
資格 介護支援専門員
待遇 社会保険完備　昇給有　交通費規定支給 

車通勤可　試用期間3ヶ月有(同条件)　 
特別手当有(子供･教育･誕生日等) 
母子家庭手当有

応募 まずはお気軽にお電話ください♪
【職場情報】
事業 老人介護施設等の運営

004-0912783

株式会社ユーフォリアＷ＆Ｄ
A055-983-1181　担当／山梨
三島市八反畑100-34

*年間休日123日*
*土日祝はお休み*

*日勤のみ！残業ほぼナシ*
*正社員登用実績有*

 
「 フリーターや派遣として
　 働いているけどそろそろ
　 腰を据えて長く働きたい 」
「 子供が進学してお金もかかり
　 働く時間に余裕ができた 」
そのような同じ境遇だった方が
現在、当社では活躍しています

 
キリングループの一員

＼として一緒に働きませんか／

御殿場駅より車で15分 yyykms
9ボトル入り酒類製造ライン作業

月給16万円＋諸手当　

*女性スタッフが活躍中* 
正社員登用実績あります"経験不問" 
土日祝休み＆年間休日123日♪ 
詳しくはJOBをご覧ください◎

仕事 ボトル入り酒類の製品検査･包装･ 
セットアップ作業をお願いします。 
女性スタッフが活躍中♪ 

【募集情報】
時間 8:30～16:55(休憩45分) 

※月平均5～10h程度残業有
休日 土日祝 

GW･夏季･年末年始休暇有 
年間休日123日

給与 月給16万円＋諸手当
勤務地 御殿場市柴怒田970
資格 未経験者歓迎
待遇 賞与有(当社規定による)､各種保険完備､ 

諸手当有､社員食堂有､交通費規定支給､ 
制服･靴貸与､正社員登用制度･実績有 
自家用車通勤可 
就業開始から3か月後､精勤手当3万円支給

応募 履歴書(B貼)を下記までご郵送下さい｡ 
書類審査後､追って面接日時を 
ご連絡致します｡ 
※問い合せは10時～16時(土日祝を除く) 

【職場情報】
事業 酒類･清涼飲料の製造 

《担当から》 
初心者でも大丈夫です｡丁寧に作業教育を 
行いますので､安心してスタートすることが 
できます｡幅広い年代の男女スタッフが 
活躍しています♪

004-0911485

キリンディスティラリー株式会社
A0550-89-3336
〒412-0003　御殿場市柴怒田970
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御殿場ICから車で25分 yyykmn
8キャディ

月給27万円から(賞与年2回)　\

御殿場方面からも通いやすい◎ 
)20～40代女性スタッフ活躍中) 

<安定して稼げます！！> 
入社日もご相談ください♪

仕事 お客さんのバッグを電動カートで 
運んだり､打球の確認､お客様への 
アドバイスをお願いします｡ 
※未経験でも丁寧に教えますので安心 
　してお仕事ができます｡ 
※ゴルフ経験や知識がなくてもOK！

【募集情報】
時間 7:00～16:00(休憩有)
休日 4週7休　毎週水曜定休 

※柔軟に対応します
給与 月給27万円から 

※研修期間1ヶ月程度は月給20万円～
資格 未経験歓迎　
待遇 賞与年2回 昇給有  

交通費規定支給 被服貸与 
社会保険完備 社員旅行(2月1泊2日) 
車通勤OK 社員ゴルフ大会有 社員割引有 
御殿場市内～送迎バス､他面談の上決定

応募 TEL後､履歴書(写真貼付)持参でください 
※1月6日～8日はお休みです

【職場情報】
事業 ゴルフ場経営

004-0913428

株式会社箱根カントリー倶楽部
A0460-84-8571　　担当／川崎・勝俣
足柄下郡箱根町仙石原1245

三島広小路駅から徒歩3分 zyyukm
7①歯科衛生士 
　②歯科助手

①月給20万～25万円以上　\

☆未経験･ブランクある方歓迎☆ 
賞与年2回"2020年新卒も大歓迎" 
土日祝休み&長期休暇も充実です- 
残業がほとんどない職場で安心♪
仕事 ①ブラッシング指導､スケーリング､ 

　診療補助､その他付随する業務 
②器具の準備や片付け､診療補助等 
★時間･勤務形態もまずはお気軽に 
　ご相談下さい♪

【募集情報】
時間 午前/9:00～13:00　午後/15:00～19:00 

※休憩有(13:00～15:00) 
※土曜/9:00～14:00（月1回のみ出勤) 
※残業はほとんどありません。

休日 土日祝休み(月1回のみ土曜半日出勤有) 
※夏季・冬季にて1週間の長期休暇有

給与 ①月給20万～25万円以上 
②月給16万～18万円以上 
※経験･能力により異なる

資格 ①歯科衛生士資格取得者 ※未経験者OK。 
　これから免許取得予定の新卒大歓迎"

待遇 昇給有　賞与年2回有 
各種保険完備　車通勤OK　制服貸与 
時間外手当有(土曜出勤時など)

【職場情報】
事業 歯科医院

004-0913385

山口歯科医院
A055-976-5557　採用担当迄
三島市栄町1-24

店長候補の社員募集!!
20～40代の女性活躍中のお仕事♪

 

「濱文様」
日本の伝統文化「てぬぐい」を
中心とした和雑貨のお店です

 
接客販売・店舗運営経験
活かしたい方大歓迎！

 
 

毎月1000円分の商品を
＼　 プレゼント★ 　／

ラスカ熱海内 yyyHnE
7和雑貨店の店長

月給20万円以上

★20～40代の女性活躍中！★ 
日本の伝統文化｢手ぬぐい｣などの 
和雑貨店｢濱文様｣で社員募集♪

仕事 研修終了後､店舗の売上管理･発注･ 
アルバイトスタッフのシフト管理などの
業務を少しずつお任せしていきます｡ 
店舗運営業務は多岐に渡りますが､皆とお
店を作っていく仕事はやりがい充分！

【募集情報】
時間 8:30～20:30の間でシフト制(実働7.5h) 

早番／ 8:30～17:00 
中番／10:00～18:30 
遅番／12:00～20:30

休日 月7～9日(シフト制)　有給･慶弔休暇有
給与 月給20万円以上 

※経験･能力など考慮し､優遇します。
勤務地 ラスカ熱海店内(熱海市田原本町11-1)
資格 ◆雑貨が好き 

◆接客販売､店舗マネジメント 
　経験のある方 
◆やりがいや充実感のある仕事がしたい 
◆店長経験や店舗運営業務の経験を 
　活かしたい　など､みなさん歓迎

待遇 昇給年1回　賞与年2回　制服貸与 
社会保険完備　交通費全額支給 
住宅手当　家族手当　店長手当 
退職金制度　試用期間6ヶ月あり(同条件) 
＊毎月1000円分(誕生日月は5000円)の 
　自社商品プレゼントあり

応募 まずはお気軽にお電話下さい｡ 
※12月28日～1月5日まで年末年始休暇 
　の為､JOB･DOMONETからご応募下さい｡ 
※面接は現地(店舗)にて行います｡

【職場情報】
事業 和小物･和雑貨「濱文様」の制作･販売
《ＵＲＬ》http://www.hamamonyo.jp/

042-0382692

株式会社ケイス
A045-848-1382　担当/採用担当

(本社) 
神奈川県横浜市港南区港南中央通り8-22

沼津市東椎路 yyykmn
7事務スタッフ

月給17万～17万4000円　\

人気の事務スタッフ大募集! 
女性が安心して働きやすい環境あり" 
嬉しい土日祝日休み×未経験者OK 
勤務開始日もお気軽にご相談下さい
仕事 受発注業務･電話対応･伝票打込などの 

営業スタッフのサポートをお願いします
【募集情報】
時間 8:00～17:00　
休日 土曜･日曜･祝日･GW･夏期･年末年始　 

※当社休日表による　 
※年間休日106日(＋一斉有給取得日5日) 
※月1日程度の土曜出勤有

給与 研修期間3ヶ月中/月給16万～16万4000円
勤務地 沼津営業所／沼津市東椎路1390-7
資格 未経験者歓迎(営業事務経験者は尚歓迎) 

要普通免許(AT限定可)　 
45歳以下(省令3号のイ) 
PC基本操作できる方(Word/Excelなど)

待遇 社会保険完備　退職金制度　制服貸与　
交通費規定支給　車通勤可　昇給有 
賞与年2回　決算賞与有(業績による) 
研修期間3ヶ月(M･Oによる)　職能給 
育児産休制度　KDDIまとめて福利厚生

応募 電話連絡､又は､JOBよりご応募下さい｡
【職場情報】
事業 エクステリア商品等の卸販売

003-1329645

株式会社ヒキダ
A053-472-7161　担当／疋田・鈴木
本社／浜松市中区和合町144

御殿場ICから車で2分 yyyknE
7未経験者歓迎の売店スタッフ

月給20万円以上　\

創業40年以上"残業ほぼなし" 
接客･販売スタッフ募集" 

*女性が活躍している職場です* 
家事や育児との両立も可能です♪
仕事 1階の売店にて接客､レジ､電話対応等を 

お願いします｡団体のお客様や海外の 
お客様も多いお店です｡ 
※未経験･転職希望の方大歓迎$

【募集情報】
時間 8:30～17:00(休憩有) 

※残業ほぼなし
休日 月8日(週休制･シフト)　年末年始他
給与 月給20万円以上 

試用期間2ヵ月は時給1000円から
資格 未経験者歓迎
待遇 社会保険完備　交通費規定支給 

昇給･賞与有(業績による) 食事補助有 
車通勤可　制服貸与　経験者優遇 
皆勤･職務･奨励手当など手当有

応募 電話連絡後､履歴書ご持参下さい｡
【職場情報】
事業 製造･卸し･販売･レストラン業
《担当から》少人数制でとてもアット 
ホームな職場です｡笑顔と雰囲気を大事に 
しています｡無理なく楽しく働きましょう$

004-0913153

金時力まんじゅう･金時亭　
東山製菓株式会社
A0550-83-0881　担当/瀧
御殿場市二の岡1-24-5

現在､入社祝い金制度実施中!!
(最大20万円まで支給)

 
①78介護職員
　7月給24万5000円～25万5000円
　8時給1030円～1060円
②7サービス提供責任者
　月給26万円～
③8夜勤専門の介護スタッフ
　日給1万8500円～2万500円
④7ケアマネージャー
　月給25万5000円～
⑤7看護師
　月給30万5000円～33万5000円
⑥7事務員
　月給18万5000円～

☆経験者はもちろん､
未経験者･無資格の方も歓迎"
お気軽にご相談下さい☆

 
■男女・年齢不問！
■職場見学歓迎♪
■8勤務日数・時間は応相談◎
■入社日はご相談に応じています-
まずは一度、お話しをしましょう☆

三島・沼津・長泉・函南 yyykmn
①78介護職②7サ－ビス提供責任者
③8夜勤介護④7ケアマネ⑤7看護師

7①月給24万5000円～25万5000円　\

仕事 ①介護職/経験･資格不問 資格取得支援有 
②介護サービスの調整､相談､ 
　介護職員の実務管理等 
③夜勤専門の介護スタッフ※WワークOK 
④ケアマネージャー/経験不問 
⑤看護師　⑥事務員/介護保険請求業務

【募集情報】
時間 ①②A. 7:00～16:00 B.10:00～19:00 

　　C.17:00～翌9:00(休憩有･シフト制) 
　　※②はCの時間帯はありません｡ 
③17:00～翌9:00(休憩有) 週1日～OK 
④⑤⑥8:30～17:30(休憩有)

休日 7月9日休み
給与 ①7月給24万5000円～25万5000円 

　　(夜勤5回含む)& 
　8時給1030円～1060円 
②7月給26万円～ 
③8日給1万8500円～2万500円 
④7月給25万5000円～ 
　　(能力給/月3万円程度を別途支給) 
⑤7月給30万5000円～33万5000円 
⑥7月給18万5000円～

勤務地 三島・沼津・長泉・函南 
※静岡県東部に6施設、希望勤務地考慮

資格 要普通免許　年齢不問　 
①③⑥介護職員初任者研修 
　　(旧ヘルパー2級)以上 
②実務者研修修了者または介護福祉士 
④介護支援専門員　未経験者も歓迎 
⑤正･准看護師

待遇 入社祝い金制度 昇給(毎年)･賞与有 
C規定 車通勤OK 社保完 制服有 研修有 
U有 資格取得支援金制度有 産休･育休有 
①夜勤手当1回8000円～1万円

【職場情報】
事業 居宅介護支援事業､訪問介護事業､ 

福祉用具貸与事業

004-0910384

株式会社フェニックス
A055-929-9233　A伊藤／8:30～17:30
〒410-0064　沼津市共栄町10-5
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JR片浜駅徒歩15分 yyykmn
7一般事務スタッフ

月給16万6000円～19万6000円

)*人気の事務 正社員募集*) 
20～40代男女スタッフ活躍中+ 
簡単なPC操作ができればOK" 
【人柄重視】の採用です"

仕事 売上入力､伝票発行､電話対応､書類作成､
パソコンを使用した各種入力作業｡ 
◆簡単なPC操作ができればOK 
◆丁寧にお教えしますので安心下さい

【募集情報】
時間 8:30～17:00
休日 日曜､他会社指定日(4週7休)
給与 月給16万6000円～19万6000円 

<例>35歳･女性／月給19万6000円
待遇 昇給･賞与有　制服貸与 

社会保険完備　退職金制度 
交通費規定支給　車通勤OK

応募 まずはお気軽にお問い合わせください 
電話連絡後､履歴書(B貼)持参ください

【職場情報】
事業 繊維製品のクリーニング＆リース
《担当から》 
スタッフの定着がとても良く、 
雰囲気のいい職場です。 
男女が年齢や経験問わず活躍しているので、
未経験の方もご安心ください！ 
先輩スタッフが丁寧にお教えします！

004-0914385

株式会社デイベンロイ
A055-921-2632　受付／17時まで
沼津市大諏訪534 (国一バイパス沿い)

三島市 yyyDkn
7デイサービスの介護職(経験不問)

月給17万5000円～＋交通費　\

♪幅広い年代の女性活躍中♪ 
初心者大歓迎"働きやすさで定着率◎ 
完全週休2日制でプライベート充実" 
国家資格取得の支援も充実です0
仕事 小規模デイサービスは利用者様との 

距離が近く､個別の関わりを大切に 
仕事に取り組めます。

【募集情報】
時間 8:15～17:15(休憩有)
休日 日曜ほか勤務シフトで週休2日 

★月2回程度土曜休み有り 
★希望休もお気軽にご相談ください!

給与 月給17万5000円～
勤務地 デイサービス山風木(三島市加屋町10-1) 

ふじしろデイサービス(三島市藤代11-10) 
デイサービス若芝(三島市芝本町11-32)

資格 普通自動車免許(AT可)　経験不問
待遇 社保完備　交通費規定支給　車通勤可 

資格取得支援制度有(全額会社負担) 
経験者優遇

【職場情報】
事業 デイサービスセンター
《担当より》資格取得支援制度が充実してい
るので､最後はやっぱり｢介護福祉士｣取得! 
無資格からスタートし､国家資格まで取得 
した方が多数いますよ♪

004-0913157

ふじしろデイサービス
A055-975-2435　採用担当
三島市藤代町11-10

出会いたい人
がそこにいる。

やりたいこと
がそこにある。

｢高度外国人材紹介｣で
グローバル事業
に携わろう！

 
企業様の悩みに寄り添い
多くの求職者様に

活躍する場所を提供する。

 

人と企業を繋ぐ
やりがいのある仕事

新富士駅から車で10分 yymn
7①営業　②営業アシスタント事務 
　(自社募集)

①月給19万2000円～32万円＋歩合　\

10月にOPENした新部署でオープニング
STAFF募集中!!人と企業の架け橋 
として地元と世界を繋ぐお仕事。
仕事 ①グローバルマッチングアドバイザーと

して､人手不足でお困りの企業様へ人材の
提案･ヒアリング･アフターフォロー等｡ 
※新部署なので100%新規開拓です｡ 
②PCでの営業チラシや資料作成､電話･来
客応対｡その他､慣れてきたらTELアポでの
営業補助や企業説明会等のセミナーへの
同行など｡■応募動機は何でもOKです!!

【募集情報】
時間 8:30～17:30(休憩1h) 

※残業①20h/月程度　②10h/月程度
休日 週休2日制(土日) 他会社カレンダー 

GW　夏季　年末年始　年間休日115日
給与 ①月給19万2000円～32万円＋歩合 

 (経験・能力に応ず) 
※歩合は出来高制…1件につき3～5万円 
※能力に応じて随時昇給あり 
例)月収25万2000円も可!! 
　 ＝月給19万2000円＋歩合給6万円 
★頑張った分はしっかり還元します!! 
②月給16万円1150円～22万円

資格 高卒以上 
①営業経験者歓迎  
　人と話すことが好きな方歓迎 
②事務経験者大歓迎  
  基本的なPCスキル

待遇 社保完 H年2回(業績による) D(随時) 
C規定支給 車通勤OK 家族手当･残業手当 
資格取得支援制度有　試用期間3ヶ月

応募 お気軽にお問い合わせください。
【職場情報】
事業 人材コンサルタント  

有料職業紹介(22-ユ-300610)
《ＵＲＬ》www.tokai-protec.co.jp/hr/

002-3000293

東海プロテック株式会社
A054-385-5008 採用担当まで
静岡市清水区蒲原5269-8

富士市大淵 yyykmn
7障がい者支援スタッフ

月給18万円～(介護福祉士所持者) \

2020年4月1日から事業開始の 
社会福祉法人での募集です$ 
「即日から」「年明けから」等 
勤務開始日もご相談くださいね)

【募集情報】
時間 8:30～17:30(休憩有)
休日 日曜含め月9日(当社､カレンダーによる)
給与 ◆無資格者/月給16万円～ 

◆介護福祉士/月給18万円～ 
◆社会福祉主事/月給17万5000円～ 
◆社会福祉士､精神保健福祉士/ 
　月給18万5000円～ 
※別途､住宅手当(世帯主の場合)＋1万円 
※経験年数および実績考慮

勤務地 富士市立くすの木学園(富士市大淵2106-3) 
※研修は､富士山ドリームビレッジにて

資格 要普通免許(AT限定可)　未経験者歓迎
待遇 交通費規定支給　車･バイク通勤可 

社会保険完備　昇給･賞与(業績による) 
育休･産休制度　退職金制度　有給休暇

応募 応募受付／富士山ドリームビレッジ 

【職場情報】
事業 障がい福祉サービス事業

002-2998734

社会福祉法人 ふじのやま((株)富士山ドリームビレッジ)
A0545-30-7575　担当／工藤
静岡県富士市依田橋405-1

清水町卸団地内 yyyknE
7ルート営業

月給19万円～25万円＋諸手当\

静岡東中部の食品商社 
★☆転勤なし"ルート営業の募集☆★ 

人柄採用◎休日も充実☆ 
あなたの思いをお聞かせください‼
仕事 主に砂糖・小麦粉・食用油脂・ 

雑穀などの食品の営業・配送業務。 
先輩の同乗研修もあるので安心です！ 
営業エリア／静岡東部・小田原近辺 

【募集情報】
時間 8:00～17:00
休日 日曜・祝日・隔週土曜 

夏期、年末年始 
※土曜出勤日は午前中のみの勤務

給与 月給19万円～25万円＋諸手当 
※年齢・経験考慮

資格 未経験OK　経験者歓迎
待遇 昇給年1回　賞与年2回 

社会保険完備　交通費規定支給 
試用期間1～3ヶ月有

応募 電話連絡後、履歴書(B貼)持参ください
【職場情報】
事業 食品卸会社 

《ＵＲＬ》 
http://kimura-syouji.com/

004-0914221

木村商事株式会社
A055-971-6363　担当／丸山
本社／静岡県駿東郡清水町卸団地105

*完全予約制の歯科医院*

仲良く☆楽しくが
モットー！

 

①歯科衛生士
②歯科助手(経験不問)

　の募集を行います｡

残業なし
車通勤可！
交通費規定支給

 

ブランク有の方も歓迎♪
丁寧な指導を行います

駿東郡清水町伏見 zyyukn
7①歯科衛生士②歯科助手

基本月給①24万～28万円②17万～18万円

)…完全予約制の歯科医院…) 
職場では皆仲良しで笑顔が絶えない- 
《久々の募集》自分らしく楽しく 
働ける方歓迎しております♪

【募集情報】
時間 8:30～18:15(13:00～15:00は休憩時間) 

※残業なし 
1ヶ月単位の変形労働時間制(週44h) 
※特例措置対象事業 

休日 完全週休2日制 
(水曜と他1日、シフトによる) 
※夏季・年末年始・有給休暇有 
※年間休日117日 

給与 ①基本月給24万円～28万円(一律手当含む) 
　※経験･能力により考慮します｡ 
②基本月給17万円～18万円(一律手当含む) 
　※能力に応じて特別手当あり 
【各種手当】 
職能手当･精勤手当…1万円 
資格手当…2万円　土日手当…１万円/月 

資格 ①歯科衛生士 
②経験不問 

待遇 昇給有・賞与年2回(実績・業績による) 
交通費規定支給(上限:月額2万円 
マイカー通勤:13円／km)　車通勤可 
各種保険完備(雇用・労災・健康・厚生) 
経験者優遇　退職金制度有(勤続3年以上) 

応募 TEL後履歴書(B貼付)を持参してください 
)DOMONETでは24時間応募受付中) 

【職場情報】
事業 歯科医院

004-0913147

たかはし歯科
A055-973-3050　担当／高橋
駿東郡清水町伏見812
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富士宮市宮原 yykm
7車検事務スタッフ

月給17万円～24万円

車検事務スタッフ大募集! 
あなたの経験を活かしてお仕事しませ
んか#未経験者からのスタートも応援
します!お気軽にA下さい♪

仕事 主なお仕事は車検に伴うお客様応対、工
場との調整、代車の手配、書類作成等の
車検事務業務です。PC入力や電話連絡な
どを中心に行います。未経験でも丁寧に
教えるので安心して下さいね。

【募集情報】
時間 8:30～17:30内で実働7時間45分 

※勤務日シフト制
休日 月8日～9日
勤務地 岡重株式会社 クリア25車検富士宮店 

(富士宮市宮原387-1)
資格 未経験者大歓迎　車検事務経験者歓迎 

日商簿記3級取得者大歓迎
待遇 制服貸与　車通勤可　社会保険完備 

試用期間3ヶ月(同条件)
応募 電話連絡後、履歴書(B付)持参下さい。 

24時間メール受付： 
head-office@okaju.net 
(氏名・職種・Bを必ずご記入下さい)

【職場情報】
事業 ガソリンスタンド・整備工場
《ＵＲＬ》http://www.okaju.net

002-3006298

岡重株式会社 クリア25車検富士宮店
A0544-66-8511　担当／平石
富士宮市宮原387-1

☆2月・3月中☆
店舗新設につき

OPENスタッフ募集
不二家 ①沼津店・②清水町店 ③函南

｠❀一緒にペコちゃんの❀
　　　❀お店で働きませんか❀

*愛と誠心と感謝を込めて*
)　 お客様ご家族に、　)
*　おいしさ、楽しさ、　*
)　満足を提供します　)

 
ご応募お待ちしております!!

東部地域 yyykmn
7ケーキ製造・販売スタッフ

月給18万円から※経験･能力による \

*新規開設につき増員募集* 
ケーキ屋で働きたい夢が叶います+ 
☆楽しく♪働きませんか!?☆

仕事 ケーキの製造・販売スタッフ 

【募集情報】
時間 10:00～19:00　※休憩有
休日 会社カレンダーによる週休2日制 

年末年始・GW・夏季休暇
給与 月給18万円～23万円 

※経験･能力による
勤務地 ①沼津店 

②清水町店 
③函南店

資格 35歳以下(経験不問) 
要普通免許(AT限定可) 
中途/専門卒以上 
新卒/令和2年度3月卒業予定(短大・大卒)

待遇 車通勤可 
交通費規定支給

応募 まずはお気軽にお電話下さい｡ 
面接時には履歴書をご持参下さい｡ 

【職場情報】
事業 洋菓子専門店

004-0913965

不二家 ファミリーチェーン
A0120-396-296 人事部／関
本社/静岡県沼津市上香貫槙島町1354-1

静岡市駿河区･焼津市八楠 yyykmn
7中古車の買取メインスタッフ

月給21万～30万円＋歩合＋報奨金※DH有

*看板見たことあるかも"のブル* 
仲の良さ､雰囲気バツグン！

仕事 来店されたお客様やお問い合わせ頂いた
お客様の車の査定､車探しのお手伝い｡ 
★ノルマはないので安心です｡ 
★2週間～1ヵ月程､中古車の知識など 
基礎研修や先輩同行でじっくり丁寧に 
教えるので全くの未経験でも安心です♪

【募集情報】
時間 9:00～19:00(休憩有)　※残業ほぼなし
休日 週休制(月5～6日)※希望休相談下さい 

GW　夏季　年末年始
給与 ※試用期間3カ月程度は月給20万円～
勤務地 ・静岡店／静岡市駿河区中村町122-1 

・焼津インター店／焼津市八楠1-28-1 
★希望勤務地をお選び下さい！

資格 要普通免許 未経験者･経験者共に大歓迎 
高卒以上 年齢･男女不問

待遇 社会保険完備 昇給･賞与有 車通勤可 
報奨金有(規定有) 交通費規定支給 
制服貸与 家族･資格手当有 転勤なし 
当社全額負担の資格取得支援有(規定有)

応募 DOMONETからも応募できます！ 
会社見学やお問い合わせのみも大歓迎♪

【職場情報】
事業 中古車買取･販売

002-3002509

有限会社ブル
A054-203-5877　採用担当まで
静岡市駿河区中村町122-1

藤枝市･焼津市･島田市 等 yyykmn
7未経験から始められる学習塾教師

月給20万5000円から　\

　子供たちと共に成長していける 
やりがいのある仕事です！ 
子どもが好きな方大歓迎！ 

ほぼ100％未経験スタートで活躍中｡
仕事 小･中学生を対象とした 

集団授業または高校生個別指導を 
うけもちます。 
※研修制度が整っておりますので 
　ご安心ください。

【募集情報】
時間 13:30～22:30
休日 完全週休2日制(日曜日･他曜日1日) 

夏期(5日間)､秋期(5日間)､年始･GW(5日間) 
※年間休日約115日

給与 例)管理職／月給35万円(年収500万円)
勤務地 藤枝市･焼津市･島田市　等
資格 年齢･経験不問　教員免許不要 

要普通免許　車持ち込みできる方 
短大･四大･大学院卒以上(全学部･全学科)

待遇 昇給　賞与年2回　社会保険完備 
交通費規定支給　車通勤可 
家族･住宅･役職･自動車任意保険手当 
社員割引有　外部研修有

応募 電話連絡後､履歴書(B付)ご持参下さい｡
【職場情報】
事業 学習塾(学習指導､進路指導)

002-2996694

進学予備校　㈱未来教育舎
A054-622-0221(受付10時～18時 月～土)
〒421-0205　焼津市宗高960-1

駿河区用宗 yykm
7歯科衛生士

月給23万5000円

)正社員の歯科衛生士募集です ) 
経験や年齢など一切不問!! 
一から学べて働けます◎ 

家庭や育児と両立しやすいお仕事!
仕事 歯科衛生士業務 

※年4回程度､講習会の参加があります 

【募集情報】
時間 8:30～18:00 

※休憩12:30～14:00(90分)
休日 木､日､祝､夏季･年末年始
資格 歯科衛生士 

年齢･経験不問
待遇 昇給(勤務2年目より年1回)､ 

雇用保険､労災保険､健康保険､ 
車通勤可､ 
社員駐車場有､ 
スキルアップのための講習会参加有､ 
試用期間3ヶ月同条件､ 
勤務3年以上から退職金制度有､ 
資格･通勤･職能(貢献､技能)手当有

応募 電話連絡後､履歴書(B貼付)持参下さい｡ 

【職場情報】
事業 歯科医院

002-2988699

竹下歯科医院
A054-256-2772　担当／石川
静岡市駿河区用宗1-27-14
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東名静岡ICより車で5分 yyykno
7製本･製本補助

月給14万2500円～19万9500円

☆業績好調＆業務拡大につき増員☆ 
転勤なく静岡で長く働けます* 
知識・経験は無くても大丈夫です" 
初めての転職も応援!お気軽に♪
仕事 印刷物及び伝票の丁合とり､簡単な 

荷造り､発送作業､断裁･配送･入紙等。
【募集情報】
時間 8:30～17:30(休憩有) 

※多少残業有
休日 日曜･祝日 その他会社指定休日5日有 

夏季･年末年始･有給休暇有 
※年間カレンダーによる

給与 月給14万2500円～19万9500円 
※月給は経験･能力による

資格 高卒以上 未経験者歓迎
待遇 昇給年1回 賞与年2回 社会保険完備 

交通費規定支給 退職金制度 食事手当 
皆勤手当 配偶者手当 児童手当 転勤無 
経験者優遇 駐車場有

応募 電話連絡後、履歴書を持参下さい。
【職場情報】
事業 総合印刷業
《担当から》 
池田屋印刷株式会社は昭和36年創業。 
創業以来、増収増益を続け強固な経営基盤を
築いています。

002-2977260

池田屋印刷株式会社
A054-285-8275
静岡市駿河区中原746-1

モス
バーガー

大里
中学校

至静岡
IC↓

郵便局

SBS通り

マクドナルド

エスプリ･ド
･ナチュール

ミニストップ

中田自動車学校

丸源ラーメン

アセント
プラザホテル

当社

葵区水落 zyyumn
7受付・事務スタッフ

月給16万～17万円以上　

*受付スタッフ 募集* 
経験や資格は不問！残業少なめ◎ 
女性院長のアットホームな医院です+ 
＜昇給･賞与･退職金制度あり＞

仕事 受付や電話応対からスタートし､ 
慣れてきたらレセプトの発行などを 
お願いします｡ 
未経験の方も1から丁寧にお教えします｡ 

【募集情報】
時間 8:30～18:00(休憩有)…月水金 

8:30～17:00(休憩有)…火木 
8:30～12:00…土

休日 土曜午後･日曜･祝日 
月に3回程度午後休み有 
月に2回程度1日休み有 
夏季･年末年始休暇有

資格 経験不問　40才迄
待遇 昇給年1回 賞与年2回 社会保険完備 

交通費規定支給 車通勤可 退職金制度
応募 まずはお気軽にお電話下さい｡ 

午前中の方がお電話が繋がりやすいです｡ 
※12/29～1/5迄お休みとなります

【職場情報】
事業 内科 循環器内科 消化器内科

002-2980002

松浦内科
A054-245-5613　担当／朝香

〒420-0831　静岡市葵区水落町12-14 
　　　　　　(アイセル21裏)

年1回自己申告を提出頂き､自身の希望をお聞きし､今後の
参考にさせて頂きます｡介護職→生活相談員､管理者など
登用例多数｡ステップアップを目指したい方大歓迎です!

担当／中原☎080-4266-9755 ☎054-264-2505
※まずは下記携帯電話迄お電話下さい

リフレア聖一色

(清水区駒越中2-15-22)
デイサービス

リフレア清水駒越

(葵区上土2-13-35)
デイサービス･

介護付有料老人ホーム

リフレア上土

(清水区中之郷2-13-17)
デイサービス

リフレア草薙
(清水区村松2202-6)
デイサービス

リフレア清水村松

(駿河区聖一色165-1)
デイサービス･
ショートステイ

リフレア聖一色
(駿河区みずほ5-6-6)

デイサービス

リフレアみずほ

介護福祉手当　　　       円/月

夜勤手当　　       円/回以上支給

20,000
7,000

上記給与
に加え､
上記給与
に加え､

利用者様増加につきスタッフ増員強化中!利用者様増加につきスタッフ増員強化中!

キャリアアップ応援!人財積極活用中キャリアアップ応援!人財積極活用中

お気軽にご連絡下さい

久しぶりのお仕事復帰も歓迎!眠っている資格･経験が活かせます♪
無資格･未経験OKのお仕事もあり!子育て中のママさんも活躍中♪

経験者も未経験者も納得の好待遇経験者も未経験者も納得の好待遇
・制服貸与 
・交通費規定支給(車通勤OK)　
・試用期間有(3～6ヶ月)　
・夜勤手当､その他諸手当あり　

・TOKAIグループ
　保養施設利用可

・社会保険完備　

・処遇改善加算(一律)含む　
・資格手当各種あり　・賞与有

月給

24万9000円以上

経験者歓迎!

(各種資格手当有)

2
生活相談員

同時募集

経験者､夜勤出来る方歓迎!

月給27万8500円以上

3
正看護職員

夜勤専門看護職員

3万5000円/回以上
(リフレア上土勤務､

正看護師)

のここがポイント!のここがポイント!

“一緒に働くのを

楽しみに待ってまー
す!”“一緒に働くのを

楽しみに待ってまー
す!”

経験者歓迎!

月給

23万2000円
以上

4
機能訓練
指導員

経験者､夜勤出来る方歓迎!

月給20万1500円以上

月給18万4000円
以上

月給18万4000円
以上

1
介護職員

試用期間(3～6ヶ月)

笑顔
倍増の為､貴方の力を借して下さい笑顔
倍増の為､貴方の力を借して下さい笑顔
倍増の為､貴方の力を借して下さい

職場見学実施中!お気軽にどうぞ♪職場見学実施中!お気軽にどうぞ♪充実の待遇!充実の待遇!

静岡市清水区･駿河区･葵区 yymn
7①介護職員　②生活相談員 
　③正看護職員　④機能訓練指導員

\ ※C･各種手当※給与幅はMOによる

【募集情報】
時間 ①･デイサービス… 

　 8:00～18:00(実働8h) 
　･ショートステイ･有料老人ホーム… 
　 早番6:30～15:30 日勤8:30～17:30 
 　遅番10:00～19:00 
   夜勤17:00～翌9:00　 
②8:00～18:00(実働8hシフト制) 
③日勤8:30～17:30 夜勤17:00～翌9:00 
④8:30～17:30 
※休憩有

休日 月8～9日(シフトによる)
給与 ①月給20万1500円以上 

　試用期間(3～6ヶ月) 
　:月給18万4000円以上 
　※夜勤手当:7000円以上/回 
　※介護福祉士手当:月2万円 
②月給24万9000円以上 
③月給27万8500円以上 
　夜勤専門看護職員3万5000円/回以上 
④月給23万2000円以上 
※給与幅は経験･能力による 
※処遇改善加算(一律)含む 
※賞与･資格手当有

勤務地 ・リフレア清水駒越 
・リフレア清水村松 
・リフレア草薙 
・リフレアみずほ 
・リフレア上土 
・リフレア聖一色

資格 ①無資格でもOK ②介護福祉士､他 
③正看護師 ④PT､OT､ST､柔道整復師､ 
　あん摩マッサージ指圧師の何れか

【職場情報】
事業 デイサービス･ショートステイ･介護付 

有料老人ホームの運営

002-2997932

ＴＯＫＡＩライフプラス株式会社
A054-264-2505A080-4266-9755A中原
受付/静岡市駿河区聖一色165-1

葵区瀬名中央 yyykmn
7①家づくりの提案営業 
　②販売促進スタッフ

①月給30万円　②月給20万円以上　\

＼未経験スタートOK／ 
少人数の事業所で風通し抜群◎ 
職場見学OK!お気軽にお電話下さい
仕事 ①展示会等へ来て頂いた方への 

　マイホームづくりのサポートやご提案 
②自社HP･ブログ更新､広報､チラシ作成等

【募集情報】
時間 9:00～18:00(休憩有)
休日 GW､夏季､冬季､有給休暇 

①週休2日制(水曜＋他希望休1日) 
②日､祝､第2･第4土曜､会社指定の休日

給与 ①月給30万円　②月給20万円以上 
※経験･能力しっかり考慮します

資格 要普免(AT限定可)､第2新卒･既卒者歓迎 
経験不問､未経験者歓迎 
①住宅･建築業界経験者や宅建取得者は 
　尚歓迎 
②イラストレーター使用したことある方 
　優遇(使用経験がなくてもOK) 
　デザインに興味のある方歓迎

待遇 社会保険完備　昇給有(能力考慮) 
研修有　賞与有(業績による)　車通勤可 
交通費規定支給　育休産休有 
住宅･建築関連の有資格者は優遇

【職場情報】
事業 設計･施工の総合建築業

002-2996499

株式会社住宅工房コイズミ
A054-207-8300　担当／小泉
静岡市葵区瀬名中央3-5-45 コイズミビル1F

島田BP向谷ICから車で10分 yykm
7一般事務

月給18万円　\

《人気!一般事務の募集》 
未経験から正社員として活躍できる! 
スタッフ同士助け合いながら 
仕事を進めています+

仕事 伝票作成･データ入力･電話対応など、 
基本的な事務業務をお願いします｡ 
★分からないことは気軽に聞ける環境 
　です｡働きやすい職場なので 
　未経験の方も安心してくださいね｡

【募集情報】
時間 8:00～17:00(休憩含む)
休日 日曜　他当社カレンダーによる 

(夏季･年末年始休暇)
給与 月給18万円 

研修期間3ヶ月は月給16万円
勤務地 島田市金谷東2丁目 

★島田BP向谷ICから車で10分
資格 未経験者歓迎　年齢不問 

PC基本操作出来る方歓迎
待遇 各種保険完備　車通勤可
応募 B連絡後､履歴書持参ください。

【職場情報】
事業 一般貨物運送業
《担当から》 
年齢･経験は問いません｡人柄重視で採用を 
しております｡まずはお気軽にBください｡

002-2999652

東海ロジテク株式会社
A0547-54-5590　担当／酒井
島田市牛尾970-30
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静岡駅北口より徒歩5分 yxytek
7フロントスタッフ　\

月給20万円以上＋各種手当

)* 2020年2月に新規OPEN予定 *) 
オープニングスタッフ大募集"" 
説明会も随時実施予定！

【募集情報】
時間 10:30～翌11:30(仮眠･食事休憩有) 

※変形労働時間制(週平均40h)
休日 1勤3休制　※年間休日170日以上 

月14日～15日＋明け休み7日～8日
給与 月収例21万円以上可 

(月給20万円以上＋各種手当＋報奨金)
資格 業界･職種未経験者も大歓迎 

新卒(大学･短大･専門卒)歓迎 
第二新卒歓迎

待遇 社会保険完備 昇給年1回 
制服貸与 有給休暇有 ホテル宿泊割引有 
交通費全額支給 賞与年2回 
稼働･深夜手当 残業手当 資格手当 
過出勤手当 諸手当有 
報奨金制度(稼働･満室･会員獲得等) 
健康診断 慶弔見舞金制度 退職金制度

応募 ◇◆説明会&面接会にて応募受付中◆◇ 
日時や場所などの詳細は個別にお問い 
合わせください！応募受付は『東横 
INN 熱海駅前』にて受付しております｡

【職場情報】
事業 全国チェーンのビジネスホテル

004-0913925

東横INN　静岡駅北口
A0557-86-1045 (受付：熱海駅前)
静岡市葵区昭和町9-7

駿河区八幡・清水区草薙 yyyHFk
7新聞配達スタッフ

月給22万円～28万円＋報奨金

)30～60代までの男女活躍中) 
未経験からのスタート大歓迎$ 
効率よくがっつり稼げます｡ 

定着率も良く風通しよい職場です｡
仕事 各家庭や職場などに新聞を配達する 

仕事です｡担当区域の新聞配達メインで､ 
一部集金業務もお願いします｡

【募集情報】
時間 ① 2:30～ 6:00 

②15:00～17:30
休日 週休制　※当社カレンダーによる
給与 月給22万円～28万円+報奨金 

※月収30万円以上可能 
(月給+新規契約獲得による報奨金)

勤務地 A.八幡店(駿河区八幡1-3-12) 
B.清水店(清水区草薙杉道3-1-21) 
※勤務地は希望を考慮

資格 要原付免許以上 
未経験者歓迎　主婦(夫)歓迎

待遇 社会保険完備 
報奨金制度有 
バイク・自転車通勤OK

応募 まずはお気軽にお電話ください｡ 
24時間､DOMONETでも応募受付中です｡

【職場情報】
事業 新聞販売業

002-2997444

㈲水野新聞店 八幡店･清水店
A054-286-5815(日･祝除く10:00～16:00)
静岡市駿河区八幡1-3-12

焼津営業所 1/22･25 静岡営業所 1/29･2/1 全日程15:00～〈説明会あります〉

学校行事やお子さん
の発熱など急な
休みも取りやすい

休憩時間を
使ってお夕飯の
買い出しOK

二種免許
なくても､入社後

取得可能♪

〈とある女性社員の1日〉
8:00

自宅で
休憩

17:30～12:45

退勤夕飯買い出し
休憩

収入安定

かわいい専用のコンパクトカーあり

更衣室別途用意

かわいい制服あり

日勤のみ相談可

働く女性を応援します!
働く女性を応援します!

12:00

午後も
頑張るぞ!

16:30 17:00

家族との
時間♪

出社

静岡市・焼津市 yyyFmn
7タクシー運転手

月給20万円＋歩合給･諸手当　\

＼)　働く女性を応援　)／ 
急なお休みも対応可能♪ 

入社後、二種免許の取得も可能♪ 
0かわいい制服、かわいい車輛あり0
仕事 研修中は、先輩社員との同上研修！ 

病院を中心に、主要な所を回ったり、 
お客様を乗せたことを想定しての研修等 
丁寧にフォローします♪♪

【募集情報】
時間 24時間内で実働8時間 

(勤務表による) 
▷日勤だけも相談可能

休日 2勤1休または3勤1休 
(シフトによる) 
▷学校行事やお子さんの発熱など 
　急なお休みも取得しやすい

給与 月給20万円＋歩合給･諸手当 
▷試用期間3ヵ月『月給25万円最低保証』 
【月収例】 
入社半年・40歳女性/月収30万円

勤務地 静岡営業所/静岡市駿河区中島687-1 
焼津営業所/焼津市栄町2-9-2

資格 要普通免許(取得後､3年以上) 
2種免許保有者は歓迎

待遇 社会保険完備 
賞与年2回 
退職金制度 
制服貸与 
駐車場有 
2種免許取得制度(期間中補償あり) 
▷その他の待遇は右記参照！！

応募 各営業所へお電話下さい 
静岡営業所/A054-286-0410 
焼津営業所/A054-628-2151 

【職場情報】
事業 ハイヤー・タクシー・観光バス事業

002-3004437

株式会社アンビ・ア
A上記参照
住所／勤務地参照

清水区・葵区 yyyHkm
7①障がいヘルパー ②支援員･世話人 
　③介護職･放課後デイ ④看護師

月給16万円～35万円　※職種による

職場復帰･未経験･無資格の方等大歓迎
仕事 ①障がいヘルパー　②支援員･世話人 

③介護職･デイサービス介護･放課後デイ 
④看護師及び訪問看護

【募集情報】
時間 ① 8:00～ 17:00　14:00～23:00 

　23:00～翌8:00　※交替制 
② 7:00～ 16:00　13:00～22:00 
　21:45～翌7:15　※交替制 
③ 7:00～ 16:00　13:00～22:00 
　21:45～翌7:15　※交替制 
　デイサービスは8:30～17:30 
④ 8:00～ 17:00　9:00～18:00

休日 月10日前後(シフト制) 
年間休日120日以上

勤務地 清水区(3施設)／葵区(2施設) 
さらに来春､葵区瀬名に新施設OPEN!

資格 ①③介護職員初任者研修(ヘルパー2級) 
　または介護福祉士※資格ない方もOK 
②資格･経験なくてもOK　④正･准看護師

待遇 昇給有 賞与年2回 社保完 車通勤可 
C規定支給 退職金制度 定期健康診断  
扶養･住宅･夜勤手当･深夜割増有

応募 まずはお気軽にお問合せ下さい。
【職場情報】
事業 介護老人福祉施設

002-2999520

社会福祉法人恵和会
A054-344-7711　担当／栗田
静岡市清水区長崎新田311

島田市中溝町 yyykmn
7黒大奴の製造スタッフ

時給900円～1000円　※昇給有

創業300年の和菓子屋「清水屋」 
*心がほっと温まるお店で働こう* 
＝★女性スタッフ活躍中★＝ 

もくもく作業が好きな方にピッタリ+
仕事 黒大奴の製造をお願いします｡ 

未経験の方にも丁寧に教えます。 
★もくもくと作業ができるので集中力の 
　高い方はあっという間に勤務時間が 
　過ぎてしまいます。 
★お仕事のブランクがある方も 
　大歓迎です！

【募集情報】
時間 8:00～16:00(休憩有)
休日 土日､GW､夏季､年末年始
給与 月収14万～15万円可 

※研修期間3ヶ月時給885円
勤務地 中溝工場…島田市中溝町2432-2
資格 58歳まで(経験不問)
待遇 交通費規定支給　車通勤OK 

昇給･賞与有　制服貸与　社員割引有 
社会保険完備　皆勤手当有 
有給休暇有(6ヶ月連続勤務後)

応募 B後､履歴書(B付)をご持参下さい｡
【職場情報】
事業 和洋菓子の製造･販売

002-2998680

株式会社清水屋
A0547-37-2542　担当／清水
〒427-0022　島田市本通2-5-5
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静岡市駿河区 yyyHkm
7店舗スタッフ 
　（オープニングメンバー） 

月給21万円～ ※DH有

★☆ 2020年2月にOPEN予定 ☆★ 
《オープニングメンバー募集》 
語学力のある方大歓迎です♪ 

あなたのスキルを活かして下さい!
仕事 店内での接客・販売を中心に､商品管理等

の業務をお任せします。 
ショップには海外(中国など)からのお客
様が多くお越しになると思います。 
また当社では今後、中国市場向けの 
ライブ配信による商品販売も行っていく
予定です。

【募集情報】
時間 ①10:30～19:30　②12:30～21:30 

※休憩1.5時間
休日 週休2日（シフト制） 

※休日の希望考慮します 
※他､会社カレンダーによる

給与 研修期間1ヶ月は月給20万円～
勤務地 (新店舗)静岡市駿河区国吉田2-1-5
資格 未経験の方も歓迎　フリーター歓迎 

ブランド品に関する知識も不要です｡ 
英語 or 中国語が得意な方歓迎

待遇 社保完備､昇給有､賞与年2回､車通勤OK
応募 まずはお気軽にお電話ください。

【職場情報】
事業 インターネット商品販売、卸売販売

002-2999431

株式会社ファミールカンパニー
A054-368-6665　担当/柳本･西尻
(本社)静岡市清水区長崎69-1 イハラビル3F

静岡市駿河区向敷地 yk
7未経験からできる 
　営業(企画･提案･ルート)

月給23万～32万円

あなたの女子力活かせます! 
あなたの提案したスイーツがお店や 
ブライダルを盛り上げるかも" 

未経験者歓迎!
仕事 抹茶やほうじ茶など､お茶を使った 

商品を企画したり､結婚式場･PA等の 
お土産店等に商品のご提案をしたり 
するお仕事です｡

【募集情報】
時間 8:30～17:30 

※休憩有
休日 日曜･祝日､他希望日を月2日 

※繁忙期多少の変動有 
夏季・冬季、有給休暇、慶弔休暇

給与 ※月53時間分の固定残業手当(6.5万円） 
　を含む､超過分別途支給

資格 未経験者歓迎　要普免
待遇 昇給年1回　賞与年2回　社会保険完備 

退職金制度　社内旅行　懇親会有 
自社製品割引　産休・育休制度 
出産祝い金　慶弔見舞金有

応募 お気軽に下記本社迄まずはお電話下さい 
(応募受付 月～土 8:30～17:30) 
※ただし12/28～1/5を除く

【職場情報】
事業 緑茶の製造･販売及びカフェ運営

002-2997120

株式会社 小柳津清一商店
A054-258-3009 (採用担当／寺田)
本社／静岡市駿河区向敷地1198-1

ansが静岡市初出店!!

異業種からの転職も大歓迎異業種からの転職も大歓迎

これからライフスタイルが変化していく中で
働きやすい環境を求めて仕事を探していました。

ansは結婚や産休育休明けなど考慮してもらえる環境があり
待遇面も充実しているので、家庭との両立も目指せます。
平日休みも慣れるととても便利です。
仕事内容も面白く、知見や人脈が広がりました。自分が苦手な分野は
得意なスタッフに教えてもらうなどスタッフ同士が支え合う風土も気に入っています。

これからライフスタイルが変化していく中で
働きやすい環境を求めて仕事を探していました。

ansは結婚や産休育休明けなど考慮してもらえる環境があり
待遇面も充実しているので、家庭との両立も目指せます。
平日休みも慣れるととても便利です。
仕事内容も面白く、知見や人脈が広がりました。自分が苦手な分野は
得意なスタッフに教えてもらうなどスタッフ同士が支え合う風土も気に入っています。

他店舗スタッフに聞きました! ansの魅力他店舗スタッフに聞きました! ansの魅力

TV-CM放映中

住まいづくりの
相談窓口
住まいづくりの
相談窓口

正社員オープニングスタッフ募集!!正社員オープニングスタッフ募集!!
1月中旬『ans（アンズ）静岡南店』NEW OPEN1月中旬『ans（アンズ）静岡南店』NEW OPEN

未経験歓迎 ノルマなし

転勤なし 待遇充実◎

残業少なめ♪ 定休日＋シフト休み

20～30代
女性活躍中

全く別の業界からの転職者も大活躍中!
きちんとした研修をご用意しておりますので

知識や経験は無くても安心してスタートいただけます｡

全く別の業界からの転職者も大活躍中!
きちんとした研修をご用意しておりますので

知識や経験は無くても安心してスタートいただけます｡

静岡市駿河区･浜松市東区 yyytkn
7未経験歓迎のハウスアテンダント 
　(営業ではなくご案内･ご提案)

月給20万～40万円＋諸手当　\

｢どこの住宅会社を選べばよいの？｣ 
そんなお客様の要望を伺いマッチする 
住宅会社(住宅メーカー､不動産会社､ 
工務店etc)を案内するお店です｡

仕事 たくさんの住宅会社の中から 
お客様の要望に合った会社を 
アテンドするお仕事です｡ 
※店内にて住宅会社を資料でご紹介

【募集情報】
時間 9:30～18:30(休憩有) 

※残業は少なめ(月平均10h程度)
休日 週休2日制(水曜定休､その他シフト制) 

年末年始･有給･慶弔･特別･育児･結婚休暇
給与 月給20万～40万円＋諸手当 

※上記金額はあくまでも最低保証額です｡ 
　経験･年齢･能力は考慮いたします｡

勤務地 ・ans静岡南店(駿河区馬渕4-12-8) 
　※1月中旬OPEN 
　※採用日程にあわせてOPEN前に研修有 
・ans浜松柳通り店 
　※随時研修有

資格 要普通自動車免許 
※経験よりもチャレンジする方を重視 
※異業種からの転職大歓迎

待遇 交通費全額支給､車通勤可､昇給年2回有､ 
インセンティブ年2回有､資格手当､ 
役職手当､時間外手当､社会保険完備､ 
充実した研修制度､資格取得支援制度､ 
育児休暇制度､確定拠出年金､ 
持株会制度､同好会設立､ 
リロクラブ･ラフォーレクラブからの 
福利厚生サービス利用可能

応募 JOB/DOMONETからWEB応募も受付中です｡
【職場情報】
事業 マイホーム購入のサポート業務､ 

アフターサービス業務
《ＵＲＬ》https://www.ans-ans.co.jp

042-0384805

株式会社ans(アンズ)静岡南店
☎050-2018-3825(浜松柳通り店 宮内迄)
〒422-8063 静岡市駿河区馬渕4-12-8

藤枝市･静岡市･吉田町 zyyukn
7未経験から始められる店舗運営 
　スタッフ(店長補佐･バイヤー)

大卒／月給21万円以上＋各種手当　\

*20～30代女性が活躍する職場* 
子育て中でも安心して働ける環境♪ 
ブランク有､復職希望の方も大歓迎☆ 
定着率抜群で皆さん長期で活躍中-
仕事 お客様より店舗にお持ち頂いた商品の 

買取査定や鑑定(WEB含む)､販売など｡
【募集情報】
時間 10:00～20:00の間で実働8h(休憩有) 

※残業ほぼなし､あっても月10h程度です
休日 完全週休2日制(1ヶ月毎の自己申告制) 

※連休や月1～2回程度土日の休みも可能 
※特別休暇有､有給7日含め年間休日112日

給与 短大卒／月給20万円以上 
高　卒／月給19万円以上　※NM考慮

勤務地 ・ハードオフ･オフハウス 
　(藤枝店､清水岡町店､吉田インター店) 
・ハードオフ(静岡馬渕店)

資格 未経験者･ブランク有･復職希望歓迎 
2020年新卒(短大以上)･第2新卒者歓迎

待遇 D年2(5･11月) H年2(3･9月) 制服貸与 
車通勤可 C規定支給 職務手当 家族手当 
社会保険完備 退職金制度有 転勤なし 
産休育休制度有(実績有) 
慶弔見舞金 成果主義キャリア評価制度

【職場情報】
事業 各種商品の買取･販売

002-2994934

株式会社ソルーナ
A0548-23-7767　担当／北川･鈴木
焼津市高新田1416

中区葵西／西区大平台 ym
7看護師 

月給28万～35万円　\

引越手当が10万円まで支給されます" 
さらに嬉しい"入社祝金5万円支給!

【募集情報】
時間 日勤/8:30～18:30(休憩2時間) 

夜勤/22:00～翌6:00 
　　 (週1回､希望者のみ) 

休日 4週8休 
※年末年始休暇有(12月31日～1月3日)

給与 看護師/月給28万～35万円 
准看護師/月給27～34万円 
※夜勤4回有りの場合は＋2万円& 

勤務地 中区葵西／西区大平台 

資格 看護師　准看護師　病棟経験2年以上 
外来看護、訪問看護の経験不問 

待遇 予防接種無料　昇給年1回　賞与年2回　 
有給休暇　医療費の補助制度あり 
入社祝金有　引越手当 

応募 B後､履歴書(B付)を持参下さい｡ 

【職場情報】
事業 外来看護　訪問看護

003-1328465

鈴木内科クリニック　グリーンケア
A053-438-5255　担当／鈴木
浜松市中区葵西4-20-17

看護師大募集
引越手当10万円まで！
さらに入社祝金5万円！

月給28～35万円
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焼津市大島 zyyukE
7①作業支援員 
　②調理作業スタッフ

月給15万8400円～＋手当

①20名ほどの障がい者の方が 
在籍する作業所のスタッフ 

②特養隣接カフェでの調理スタッフ
仕事 ①生活支援､作業支援をお願いして 

います。個々のペースに合ったお仕事 
の振り分けなどをお願いします｡ 
②施設利用者の昼食づくりや焼き菓子 
作りなどをお願いいたします｡ 
施設利用者の方と職員の方が利用する 
カフェなので顔なじみが増えます"

【募集情報】
時間 8:00～17:30（休憩あり） 

※1年単位の変形労働時間制
休日 日・祝他　(年間休日107日) 

※月に1～2回程度土曜日出勤あり
給与 ①月給15万8400円～17万4000円＋手当 

②月給15万8400円～19万7230円＋手当
勤務地 ①緑遥作業所　焼津市大島132 

　つぶら作業所　焼津市五ケ堀之内628-5 
②福聚荘の隣　焼津市大島649

資格 経験不問・未経験者歓迎
待遇 処遇改善手当　職務手当　社会保険完備 

交通費規定支給(上限1万2000円) 
退職金制度(規定あり)

【職場情報】
事業 社会福祉法人

002-2999466

社会福祉法人嬰育会
A054-629-3637
静岡県焼津市五ケ堀之内759-1

焼津市下小田中町 yyykmn
7障がい児支援員

月給18万円～25万円

2020年3月､焼津市下小田中町にOPEN$ 
随時､職場見学も受付ています♪ 
≪子どもが好き≫≪資格を 

活かしたい≫そんな方を求めてます♪
【募集情報】
時間 8:30～17:30(休憩有)
休日 日曜含め月9日(当社､カレンダーによる)
給与 月給18万円～25万円以上 

※別途住宅手当(世帯主の場合)+1万円
勤務地 焼津市下小田中町9-4 

※オープンまで三和での勤務も可能
資格 要普通免許(AT可) 

未経験者歓迎 
小･中･高教諭資格もしくは､保育士､ 
児童指導員､障がい児施設での勤務 
年数が2年以上のいずれかがある方､ 
2020年新卒者も歓迎(四大･短大)

待遇 交通費規定支給　車･バイク通勤可 
社会保険完備　昇給･賞与(業績よる)

応募 まずはお気軽にお電話下さい！ 
24時間､DOMONETでも応募受付中です｡ 

【職場情報】
事業 就労継続支援A･B型

002-2998854

株式会社 富士山ドリームビレッジ
A0545-30-7575　担当／工藤
静岡県富士市依田橋405-1

正
社
員

パ
ー
ト

昇給年1回･賞与年2回
(4～4.4ヶ月分)

1日4h～､週2日～OK
子育て中の方も家庭と両立できるよう

時間･日数はご相談下さい

当院は美しい自然に囲まれた環境のもと､

各種治療訓練を行うリハビリテーション病院です｡

未経験スタートのスタッフも多数☆未経験スタートのスタッフも多数☆

①正･准看護師 ②看護補助者

月給21万8100円～

　　35万6400円

正看/時給1500円～

准看/時給1200円～

※経験･能力による

※　　 夜勤1回1万5000円

月給14万8500円～
時給900円～

※介護福祉士は
　月給16万2000円

事前見学や

お問い合わせ

のみも

大歓迎!

事前見学や

お問い合わせ

のみも

大歓迎!

ブランクのある方､
子育てが落ち着いて
復職を希望する方も大歓迎!!

ブランクのある方､
子育てが落ち着いて
復職を希望する方も大歓迎!!

20代～60代
女性活躍中!
20代～60代
女性活躍中!

残業なし､有給や休みも取りやすく
ワークライフバランス充実!
産休育休･介護･看護休暇
取得実績あり!福利厚生充実!

残業なし､有給や休みも取りやすく
ワークライフバランス充実!
産休育休･介護･看護休暇
取得実績あり!福利厚生充実!

静岡駅から
病院までの
送迎バスあり!
通勤ラクラク♪

静岡駅から
病院までの
送迎バスあり!
通勤ラクラク♪

注目
ポイント
注目

ポイント

正･准看護師　

看護補助スタッフ

正･准看護師　

看護補助スタッフ

正･准看護師　

看護補助スタッフ 増員大募集!!増員大募集!!増員大募集!!正社員 パート

離職率も低く､
定着率抜群!

それだけ働きやすい
環境を整えています｡

離職率も低く､
定着率抜群!

それだけ働きやすい
環境を整えています｡

葵区富沢 yyykmn
71①正･准看護師 
　　②無資格･未経験OKの看護補助者

①7月給20万5000円～25万2900円　\

仕事 ①患者さんの援助を行うのが主な仕事｡ 
②看護師の補助業務｡指示出しや専門的 
　な判断は看護師が行うので補助者は 
　精神的にも負担が少ないです｡

【募集情報】
時間 7日勤/8:30～17:00 

　夜勤/16:30～翌8:30 
　※休憩有　夜勤は月3回程度 
1上記時間内で1日4h～､週2日～OK L 
　※日勤のみ夜勤のみもOK 
　※1ヶ月毎のシフト自己申告制

休日 7土日祝　GW･夏季･冬季休暇 
　年間休日121日

給与 右記参照
資格 ①正･准看護師　②無資格･未経験OK
待遇 車通勤可 交通費実費支給(上限あり) 

有給休暇 深夜割増有 
1労災有 
7社会保険完備 昇給年1回 賞与年2回 
　財形 退職金制度(勤続3年以上)

応募 まずはお気軽にお問合せ下さい。 
事前見学も歓迎いたします。 
※12/28～1/5までは年末年始休暇です｡ 
※勤務開始日の希望も相談に応じます｡

【職場情報】
事業 内科･整形外科･リハビリテーション科･ 

歯科･歯科口腔外科
《担当から》 
ブランクある方､子育てが落ち着いた 
復職希望の方も大歓迎!! 
安心して復帰できますよ♪ 
一度入社すると皆さん長く勤続していて 
定着率も抜群です｡ 
それだけ働きやすい待遇･環境が 
整っているんです! 
応募前の見学やお問い合わせも大歓迎なので
まずはお気軽にお問い合わせくださいね♪

002-2986486

医療法人社団 清明会　静岡リハビリテーション病院
A054-270-1221　担当／総務課
〒421-1311　静岡市葵区富沢1405

JR用宗駅前 yyykmn
7歯科助手

月給16万円～＋交通費規定支給＋諸手当

★大型連休有＆年間休日120日以上★ 
20～50代の女性が活躍中♪ 

仲の良い定着率抜群の職場です- 
【　皆勤手当有り！職場見学OK◎　】
仕事 器材の消毒や片付け､歯科医師の簡単な 

補助業務をお願いします｡ 
※経験･資格は一切不問です｡ 

【募集情報】
時間 8:30～19:00(休憩有) 

休日 木曜 日曜 祝日 年末年始 GW お盆 
有給休暇 ※年間休日120日以上 

資格 未経験者歓迎 資格･年齢不問 

待遇 各種保険完備 交通費規定支給 
車通勤可 昇給有 退職金制度 
皆勤手当 奨励金有 有給休暇 
賞与年2回有 

応募 TEL後､履歴書(写真貼付)持参下さい｡ 
DOMONETからも24時間受付中★ 

【職場情報】
事業 歯科医院

002-2999959

藤本歯科医院
A054-256-0418　担当／藤本
静岡市駿河区用宗4-6-24(用宗駅前交差点)

焼津市策牛･藤枝市岡部町 yyyFkm
9①設計アシスタント　 
7②木工家具製造

①時給900円～ ※能力･経験による \

働くママさん応援！30～40代活躍中！ 
★★DOMONETにも詳細掲載中- ★★
仕事 未経験スタートがほとんどです! 

子育てとの両立もできる環境になります!
【募集情報】
時間 78:20～17:30(休憩70分)※残業月10h程 

9上記内で日数･時間応相談
休日 土日祝､夏季休暇･年末年始･GW 

※土曜､月1～2日勤務有※年間休日108日
給与 ①時給900円～　※能力･経験による 

②月給17万5000円～25万円(MO考慮) 
　※別途､皆勤手当10000円支給 
　※試用期間3ヶ月/時給900円～1000円 
　　(皆勤手当･職務手当なし)

資格 経験･学歴不問 
①簡単なPC操作できる方(Word､Exel等)

待遇 昇給有 賞与年2回 制服貸与 社保完 
交通費規定支給 有給休暇 再雇用有 
車通勤可(無料R) 育休実績有 
②7のみ 
退職金有(勤続3年以上) 財形貯蓄  
経験者･フォークリフト1t以上の免許を 
お持ちの方優遇有

【職場情報】
事業 洗面化粧台等の住宅設備製品の製造及び

ホテル特注家具･店舗什器の製造

002-2999683

ＦＰＫナカタケ株式会社
A054-621-3161 A/管理部　山本
静岡県焼津市策牛(むちうし)16-1
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JR静岡駅より徒歩5分 yykn
8営業サポート･事務(自社募集)

月給20万円以上

安心のドン･キホーテ､UNYの派遣会社｡ 
女性活躍中!未経験者歓迎 

まずは派遣に関する事務手続きの 
お手伝いからスタート!

仕事 県中～西部エリアでの各種量販店での 
DS(試食販売)などの営業サポート 
スタッフ手配･登録 
各種書類作成のお手伝い 

【募集情報】
時間 9:00～18:00(休憩1時間) 

休日 週休2日(ローテーションによる) 

資格 未経験者歓迎　高卒以上 

待遇 昇給あり(人事考課により) 
賞与年2回　各種保険完備 
有給休暇あり　使用期間3ヶ月あり 

応募 お気軽にお電話下さい｡DOMONETでは 
24時間応募を受け付けています｡ 

【職場情報】
事業 人材派遣業(派)23-060007
《ＵＲＬ》http://www.mysupport-inc.jp 

002-2991035

株式会社 マイサポート 静岡営業所
C0120-245-963
静岡市駿河区森下町4-30　メンテックビル8F

駿河区向敷地 yyykmn
7(未経験OK)落ち着いたレストラン 
　での調理補助STAFF

月給25万円～35万円 ＋交通費･手当有

＼難しくない！あなたも出来ます／ 
予約により､「休憩が5時間」 
「急な休日」になることも♪ 

＜　食事補助有★残業ほぼなし　＞
仕事 「お客様にちょっとした贅沢を｡」 

和食から洋食までの調理補助｡ 
野菜･魚･お肉などを洗う､切る､他 
盛付補助など簡単な内容をお任せ｡ 
★丁寧に指導するので､未経験でも安心！ 
★現在､20～50代男女活躍中！

【募集情報】
時間 9:30～21:00　★休憩有(予約により 

5時間あることも！家に帰ってOK) 
★残業ほぼなし

休日 火曜定休日 月6日＋不定休有(希望休) 
夏季 年末年始 有給休暇 
▶予約状況に応じて急な休暇も有り♪

資格 年齢経験不問 家庭料理経験のある方尚可
待遇 社会保険完備 随時昇給有 健康診断 

賞与年2回(業績による) 転勤なし 
車通勤可(無料駐車場有) 制服貸与 
交通費規定支給 食事割引有(1食150円) 
家族手当 住宅手当 売上目標達成手当

応募 TEL後､履歴書(写真貼付)持参下さい｡
【職場情報】
事業 月替わり和洋会席料理(洋食･和食)

002-3002124

さくら茶寮
A054-259-3901･090-8138-1847 A斉藤
静岡市駿河区向敷地35-2

正社員登用

制度有!!
正社員登用

制度有!!

20代～50代の

幅広い年代の女性活躍中の

アットホームな職場です♪

20代～50代の

幅広い年代の女性活躍中の

アットホームな職場です♪

昇給有!!
手当も充実♪

昇給有!!
手当も充実♪

研修フォロー

制度◎

研修フォロー

制度◎

業務拡大の為業務拡大の為業務拡大の為業務拡大の為

業績向上中!!

人員募集☆人員募集☆人員募集☆人員募集☆

働き方は
イロイロ
選べます!

働き方は
イロイロ
選べます!

働き方は
イロイロ
選べます!

お気軽にご相談下さい!お気軽にご相談下さい!

希望に合わせて希望に合わせて

直行直帰

OK
直行直帰

OK

ご応募お待ちしております

静岡市内･志太地区 yyykms
9催事業務の受付･ 
　パソコン入力スタッフ

時給1040円～1100円　※各諸手当＋昇給有

*女性スタッフ大活躍!!* 
研修フォロー制度も充実しています♪ 
未経験の方も安心です!手当充実◎ 
仕事のステップアップで昇給あります
仕事 受付およびデータ入力業務 

※作業はグループ対応なので安心です｡ 

【募集情報】
時間 8:00～21:00の内､6h～ 

休日 月7～8日(シフト制) 

給与 時給1040円+諸手当 ※昇給有 
※研修期間約1ヶ月は時給900円 
※リーダー時給1100円+諸手当 ※昇給有 
各種手当充実(季節手当･リーダー手当等) 

勤務地 静岡市内･志太地区 各催事会場 
※直行直帰可 

資格 未経験者歓迎　 
接客経験がある方歓迎 
パソコン操作(データ入力程度)出来る方 

待遇 昇給有　車通勤OK　直行直帰OK　 
社会保険完備　年次有給休暇付与　 
計画有休も実施中　 
正社員登用有 

応募 まずはお気軽にA下さい｡ 
受付／平日9～18時　 
担当／内田･山田 
DOMONETは24h受付中 

【職場情報】
事業 労働者派遣業(派)22-300497

002-2999470

富士テクノロジーサービス株式会社　アテンド事業部
A054-204-2031(平日9～18時)
静岡市駿河区八幡5-16-3

吉田町大幡 zyyumn
8CD･DVD製造に関わる作業スタッフ

時給1000円～　\

大手CD･DVD製造メーカーで 
新規スタッフ複数名増員募集" 

皆同じスタートで安心+未経験歓迎☆ 
詳しくはDOMONETをご覧下さい♪

仕事 CD／DVDの組立･機械操作オペレーター 
歌詞カード他資材を供給後､ 
自動で機械が生産しますので､ 
検査を行うのがメインの作業です｡ 
検査内容も決められた箇所をチェック 
するのみ!機械操作は簡単です｡ 
※20代～40代の男女活躍中

【募集情報】
時間 5:45～14:00　13:45～22:00 

※2交替または固定(実働7.5時間)
休日 土曜･日曜･祝日 

※祝日出勤有(会社カレンダーによる)
給与 土日祝出勤の場合､休日割増有(1.25倍)
資格 経験不問 未経験者歓迎
待遇 車通勤可 交通費規定支給 作業服貸与 

社員食堂有 深夜割増有 各種保険完備 
正社員登用有 給与改定年1回 残業手当有

応募 電話連絡後､履歴書(B貼)ご持参下さい｡ 
下記固定電話が繋がらない場合は､ 
A080-1008-9254までご連絡下さい｡

【職場情報】
事業 CD･DVD等の検品･梱包･セット作業

002-3004711

東和レコードサービス株式会社
A0548-28-7039　担当／千葉
榛原郡吉田町大幡1300-1

◆長期安定勤務◆
大手レコードメーカーが
取引先なので､安定の業務量!
　　各種保険完備!
　　給与改定年1回あり!
　　正社員登用あり!

田沼街道､ファミマ隣 yyykmn
7①受付･歯科助手(未経験OK) 
　②歯科衛生士(ブランクある方OK)

②月給23～25万円以上※昇給/賞与(年2)有

衛生士さん大歓迎"丁寧にサポート" 
残業ほぼなし(実績5h以下)" 

★☆①資格なし＆未経験もOK"☆★ 
☆②頑張り次第でUPする手当もあり☆
仕事 ①患者様の応対(電話応対･予約調整) 

　器具の準備･片づけ等のお仕事です｡ 
　未経験の方も歓迎いたします｡ 
②歯科衛生士業務です｡

【募集情報】
時間 8:30～12:00　 

【月・火のみ】14:00～19:00 
【水・金・土】14:00～18:00

休日 完全週休2日制(木曜･日曜)←その週に祝
日があっても変わりません。 
祝日　他休暇有　★年間休日約120日★

給与 月給①16万～18万円以上＋手当 
　　②23万～25万円以上＋手当

資格 年齢不問　医療事務等経験者優遇 
①経験･資格不問　②衛生士有資格者

待遇 賞与年2回　車通勤可　昇給 
交通費規定支給　皆勤手当　資格手当 
※頑張り次第で随時他手当がつきます。

応募 まずはお気軽にお電話ください。
【職場情報】
事業 歯科医院

002-3002238

河野歯科医院　
A054-636-5568
藤枝市与左衛門468-1
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藤枝市藤枝(瀬戸川橋横) yyykmn
7フラワーショップスタッフ

月収17万円以上　※能力･経験による

*お花がスキ*お花に興味がある* 
*フラワーアレジメントがスキ* 
貴方のスキを仕事にしませんか# 

20～40代の女性活躍中"
仕事 フラワーショップ内の業務全般｡ 

＜具体的には＞ 
▶店内での接客､レジ､販売 
▶商品のレイアウトや補充 
▶藤枝市近郊の式場やお客様宅への 
　お花の配達 
▶各種用途に合わせたお花のアレンジ 
★未経験の方にも丁寧に教えます

【募集情報】
時間 9:00～18:00　※休憩有 

★早出･遅出の場合有
休日 月6日程度(当社カレンダーによる) 

★シフト制　★休み希望は相談可
給与 時給890円以上　※能力･経験による
資格 未経験者歓迎　要普通免許(AT限定可)
待遇 制服･エプロン貸与､車通勤可 

社会保険完備､交通費規定内支給 
昇給･賞与有(※社内規定有)　 
有給休暇､社割有､試用期間3ヶ月(同条件)

応募 電話連絡後､履歴書(B貼)持参ください
【職場情報】
事業 生花販売･配達業務

002-2999675

フローリスツショップ　シーズ
A054-643-1187　担当／曽根
藤枝市藤枝1-1-1

JR用宗駅から徒歩15分 yyykmn
7未経験からできる建築塗装スタッフ 
　(マンションや戸建て住宅の塗装)

月給21万円～43万円以上　\

＼あなたの手で街をcolorfulに★／ 
20～60代の男女が元気に活躍中♪♪ 
【　嬉しい！月収43万円可能　】 
優しい社長で楽しく働けるのが魅力0
仕事 まずは､道具の運搬や清掃等､簡単な 

先輩の補助業務からお願いします♪
【募集情報】
時間 8:00～17:00(休憩2時間有) 

★残業ほぼなし！定時帰りがほとんど！
休日 日曜､GW･夏季･年末年始休暇､雨天時 

★8連休などの大型連休有 ★天候による
給与 月給21万円～43万円以上 

試用期間3ヵ月程(経験･能力により変動)
は､日給8000円 
★経験者は試用期間なし！

資格 未経験者歓迎 要普通免許(AT限定可)
待遇 社会保険完備 賞与有(業績による) 

昇給有(経験･能力による) 残業手当 
作業着･作業道具は全て会社で支給有 
交通費規定支給 車通勤可 職務手当有 
資格取得支援制度有 社用車有 転勤なし 
出産祝い 社長より誕生日プレゼント

応募 勤務開始日相談OK★ 
DOMONETからも24時間応募受付中!!

【職場情報】
事業 一般建築塗装

002-2988595

ＮＳ建装株式会社
A054-269-6466A090-5639-6560A那須
静岡市駿河区広野3-21-51

勤務地により異なる yykm
78タクシードライバー

下記参照

● 地域に選ばれる静鉄タクシーは ○ 
○  あなたの今と未来を創ります  ● 
● あなたの力を静鉄グループで！ ○
【募集情報】
時間 変形労働時間制　平均週40時間
休日 4勤2休 他　※3連休有(月に一度)
給与 完全歩合給　※規定有
勤務地 静岡市(葵区･駿河区･清水区)､藤枝市
資格 普通免許取得後3年以上の方 

定年60歳(定年延長67歳まで)
待遇 二種免許取得支援制度有 

賞与年2回(7･12月)､期末賞与有 
退職金制度(7のみ)､社会保険完備 
監督職登用制度有､企業年金制度 
自家用車車検割引､契約保養所有 
結婚休暇､産前産後休暇､年末年始休暇

応募 Aまたは下記書類をご郵送ください 
※必要書類: 
　履歴書(写真貼付) 
　運転記録証明書(5年)

【職場情報】
事業 運輸交通事業 

《担当から》ドライバーの7割が50～60代､ 
9割が未経験からのスタートです。全車カー
ナビ搭載なので安心です！ 教育制度､サポー
ト体制､防犯対策も万全！ 休暇･福利厚生面
も充実しています。 
本社･各営業所にて個別相談随時実施中!!  
　《http://www.shizutetsu-taxi.co.jp》 
[個別受付] 月～金の午前9時～午後5時30分 
●静岡本社2F（SBS東側 入船鮨 向かい） 
   静岡市駿河区南八幡町25-25 
●清水堂林営業所（清水銀行堂林支店 西側)  
   静岡市清水区西高町16-12 
●藤枝岡出山営業所（藤枝市役所 向かい） 
   藤枝市岡出山2丁目9-25

002-3002349

静鉄タクシー株式会社
A054-284-2111　総務課／村本
静岡市駿河区南八幡町25-25

静岡市駿河区向敷地 yymn
7未経験からできる一般事務

月給17万円～20万円　NMによる

お茶カフェ雅正庵を運営する小柳津で 
各部署事務スタッフ複数名募集" 
未経験でも大丈夫!女性活躍中です!
仕事 人事･製造･営業部門の各部署で事務を 

お願いします｡受発注他書類作成やTel応
対等のお仕事です｡

【募集情報】
時間 8:30～17:30(休憩75分有)
休日 日曜･祝日､他会社カレンダー指定の日数 

を希望申告で取得｡　※年間休日101日
給与 ◎給与は､ご経験･ご年齢等を考慮の上､ 

　決定｡ 
◎昇給･賞与は､個人の能力による｡

資格 パソコンの基本操作ができる方 
(ワード:文書作成､エクセル:表計算程度)

待遇 社会保険完備　交通費規定支給 
社員旅行などの社内懇親行事有 
車通勤可(敷地内無料駐車場有) 
制服貸与　社割有　有給休暇有 
特別休暇有　慶弔見舞金制度有

応募 お気軽に下記本社迄まずはお電話下さい 
(応募受付 月～土 8:30～17:30) 
※ただし12/28～1/5を除く 

【職場情報】
事業 緑茶の製造･販売及びカフェ運営

002-2997117

株式会社 小柳津清一商店
A054-258-3009 (採用担当／寺田)
本社／静岡市駿河区向敷地1198-1

静岡市清水区 yyykmn
7調理食品の製造スタッフ

月給17万円～21万円以上＋諸手当

冷凍食品業界では名の通った会社です
20～40代社員がイキイキ活躍中です! 

週休2日＆残業ほぼなし" 
【年間休日115日】快適な職場環境♪
仕事 業務用等冷凍食品(ハンバーグ･グラタン 

･デザート･コロッケなど)の製造に関わる
お仕事です。

【募集情報】
時間 シフト制 

※5:00～23:00で2交代制(1日8h勤務) 
＜シフト例＞ 
5:00～14:00や14:00～23:00 
※休憩有･残業ほとんどありません｡

休日 週休2日(土日祝)　※稀に土曜出勤あり 
※年間休日115日

給与 月給17万円～21万円以上＋諸手当 
※経験・資格・年齢・能力考慮

資格 未経験者歓迎　高卒以上 
40歳まで（長期キャリア形成の為）

待遇 昇給有　賞与年2回　社員食堂補助有 
マイカー通勤可　制服貸与 
交通費規定支給　60歳定年 
社会保険完備　退職金制度あり(規定有)

応募 まずはお気軽にお電話下さい｡
【職場情報】
事業 食品製造

002-2999191

株式会社ヤヨイサンフーズ
A054-364-4520　受付：月～金(8～17時)
〒424-0043 静岡市清水区永楽町3-5
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静岡市葵区･清水区 yyyHkn
7経験者大歓迎の 
　簡単なホール･キッチンSTAFF

経験者／月給25万～35万円　\

新卒･既卒OK!年収400万円以上も可能 
**  女性スタッフ活躍中  **

【募集情報】
時間 14:00～24:00(休憩2h)
休日 月6日(シフト交代制)※希望日を考慮 

年末年始･慶弔･有給休暇 
※完全週休2日制､月7日休み等も可能 
※土日休み･連休も可能です

給与 <ホール･キッチン一般職> 
経験者／月給25万～35万円 
未経験者／月給23万～25万円 
<店長or料理長>月給30万円以上 
※年齢･前職･能力考慮し､面談の上決定 
※完全週休2日制の場合､月給18万円～ 
※月7日休日は月給23万円～

勤務地 芋すけ／真砂町6-1 橋本ビル2F 
うお鶏 清水店／真砂町6-1 橋本ビル1F 
鶏菜 静岡駅前店／葵区黒金町55 静岡交
通ビル8F

資格 未経験OK　年齢不問　経験者大歓迎
待遇 社保完､HD有､社員割引(20％OFF) 

売上達成手当､C規定､制服貸与､車通勤OK 
賄い有(1日2回支給)､独立支援制度 
友達紹介制度有(社内規定による)

【職場情報】
事業 海鮮と産地鶏の炭火焼き｢個室居酒屋｣

002-3004926

株式会社ワンステップ
A054-274-2121(串ぐろ)　担当／平田
静岡市葵区両替町2-4-16　金龍ビル2F

葵区横内町 zyyumn
7管理部門スタッフ 
　(人事･総務･経理)

月給20万5400円～月給25万1100円　\

【創業108年】歴史ある当社で 
経験を活かし活躍しませんか？ 
将来の幹部候補を募集致します" 
≪残業ほぼなし≫≪待遇充実≫

【募集情報】
時間 9:30～18:30(休憩有)
休日 水曜+基本土日どちらか1日 

夏季･年末年始　※年間休日108日 
※シーズンにより多少異なる

給与 月給20万5400円～月給25万1100円 
年収例/キャリア3年年収280万～330万円

資格 PCの基本操作(Word･Excel)ができる方 
※総務･人事･経理の経験ある方歓迎 
※簿記資格ある方歓迎

待遇 昇給年1回･賞与年2回(昨年実績) 
社会保険完備(雇用･労災･健康･厚生年金) 
C全額支給　制服貸与(夏冬用)※規定有 
退職金制度　社員割引制度 
研修制度有　育休産休実績有　車通勤可 
※場合により呉服町又は車町への転勤の 
　可能性あり

応募 履歴書(B貼)､職務経歴書ご郵送下さい
【職場情報】
事業 ジュエリー･時計･メガネ･絵画美術品の 

販売

002-2997791

株式会社安心堂
A054-246-5210 管理部人事担当/内野

〒420-0832 
静岡市葵区横内町43(北街道沿い)

『子供が小さいので夜勤は難しい』
『時短での勤務からスタートしたい』
★働き方に関するご相談も相談可能★

―最初の電話は話を聞いてみたいでOK―

【 職場見学･体験 】開催
是非ご自身の目で見て感じて
不安を解消してください！

 
お子様や家族・趣味、大切な人との
大事な時間を尊重しながら働ける仕事
『子どもの急な発熱でお休みしたい』
そんな家庭事情によるお休み希望も、
みんなで協力しながら100％対応！

 
◆◇高速手当も全額支給(規定有)で
富士・藤枝から通っている方も◇◆

 
《 JOB/DOMONET!でも応募受付中 》

新東名新清水IC車で3分 yyykmn
7(未経験から挑戦できる) 
　介護生活支援員

月給19万5000円～22万5747円(大卒の場合)

【　子育て中の30～40代活躍中　】 
家庭・育児を優先した無理のない 
貴方に合った働き方を♪

仕事 利用者様の生活に寄り添いながら、 
共に成長し楽しむお仕事です。 
《詳細は。JOB/DOMONETに掲載中》

【募集情報】
時間 a.8:30～17:30   b.9:00～18:00 

c.16:30～翌9:30 (※全て休憩有) 
◇abcのシフト制 
◇cの夜勤は月4回程度 
◆「子供がまだ小さくて、 
　最初は夜勤が難しい…」等、 
　状況に合わせて夜勤勤務相談可能

休日 週休2日制､特別休暇､慶弔休暇 
年間休日107日　有給休暇

給与 ■年収：350万(時間外手当は別途支給) 
　月給19万5000円＋交通費＋夜勤手当＋ 
　処遇改善手当＋他(賞与年2回支給) 
■《高卒の場合》 
　月給16万5000円～22万5747円 
■試用期間3ヶ月(同条件)

勤務地 障害者施設『宍原荘』
資格 要普通免許 未経験者歓迎 経験者優遇
待遇 H年2回　D年1回　社保完備　車通勤OK 

退職金共済　財形　確定拠出型年金 
資格取得支援制度(全額補助も可) 
■各種手当有 
C規定支給・残業・処遇改善・役職・ 
夜勤(1万4800円/月4回分)・資格・ 
住宅(条件有)・家族(配偶者2万円・ 
第一子1万5000円・第二子1万円) 
高速利用(通勤距離・時間による)

応募 まずは､お気軽にお問い合わせ下さい。
【職場情報】
事業 障害者支援施設

002-2999399

社会福祉法人玉柏会(たまがしかい)
A054-394-0311　担当／総務部 小長谷
静岡市清水区宍原362

焼津市中里 yyykmn
7①介護士　②生活相談員

②月収22万円～(夜勤手当4回分含む)\

*)　2020年4月新施設OPEN　)* 
『新しい年』に『新しい施設』で 
楽しく働いてみませんか？？ 

＼ 資格を活かすも学びたいもOK! ／
仕事 ①日勤／日常生活の介護業務 

②日勤／ご利用等の手続きや､ 
　利用者様・家族に対する相談援助､ 
　日常生活の介護業務など 
▷①②共通　 
　夜勤／夜間の見守り業務・お手洗いの 
　お手伝い・施設の清掃など… 
　9名以下のご利用者様の見守り業務。 

【募集情報】
時間 日勤／7:00～18:45の間で実働8h 

夜勤／18:00～翌8:00(休憩有) 
▷4シフト制(夜勤は月3～4回)

休日 4週8休制
給与 ①月給17万円～(経験により応相談) 

　▷研修期間3ヶ月／月給16万円 
　▷夜勤手当1回5000円 
②月給20万円～(経験により応相談) 
　▷試用期間(3ヶ月)／月給18万円 
　▷夜勤手当1回5000円

勤務地 ゆうしん中里(仮)／焼津市中里145
資格 年齢・経験不問　未経験者歓迎 

①ヘルパー2級以上なお歓迎 
②介護福祉士､社会福祉士､社会福祉主事 
　いずれかの資格をお持ちの方

待遇 D(年1回) H(年2回) 制服貸与 C規定 
車通勤可 社保完備 資格手当 経験者優遇 
介護福祉士の資格取得支援金補助

応募 まずはお問い合わせからでも大歓迎！ 
系列施設の職場見学も可能です♪ 

【職場情報】
事業 介護事業・通所介護事業所

002-3000405

悠進　株式会社
A054-631-7725　担当／太田
〒425-0071　焼津市三ケ名1359-1

静岡市葵区･浜松市 yyyknE
7整体･スポーツトレーナー 
　(未経験からはじめられる)

月給21万～37万円+諸手当+インセンティブ

★…静岡駅チカ◎街中で働こう…★ 
【 職場の雰囲気が良いと評判♪ 】 
女性に優しい待遇･福利厚生ご用意+ 
☆浜松2店舗でも同時募集☆

【募集情報】
時間 ①③9:30～20:15　②9:30～22:00 

※実働8h､シフト制　※休憩90～120分有
休日 週休2日制(105日/年､シフト制)　
給与 ※研修期間を含む最初の2ヶ月間は 

　日給8100円
勤務地 ①静岡モディ店　 

②イオンモール浜松市野店(車通勤可) 
③メイワン浜松店

資格 高卒以上､未経験者大歓迎､資格不要
待遇 社保完備 C規定(定期券代支給) 昇給有 

費用会社負担の技術研修制度有 社割有 
制服支給(年2着まで白衣提供無償) 
各種イベント(本部主催) 独立支援有 
食堂･従業員休憩室有 有給･慶弔休暇有 
インセンティブ有(指名料支給) 表彰制度 
施設内店舗･近隣施設での特典割引有 
店長手当3～4万円､副店長手当5000円 
未就学児手当(小学入学前1人/3万円) 
◆育児休業取得可能

【職場情報】
事業 整体サロン

004-0912118

カラダファクトリー 静岡モディ店･浜松2店舗合同募集
A055-971-1234　担当/月岡
三島市玉川211-7　(本社/㈱三島印刷)

★品質のシャンソン化粧品★

更なる飛躍を目指し
新しい力を求めます!
　個性や志向が充分に活かせる

ここは一人ひとりが
"主役"として活躍できる会社です。

★年間休日124日"
★充実の手当＆待遇◎
★転勤無し　　　　　
★安心の丁寧な研修　　
詳細はJOBを要check!!

駿河区国吉田 yyyknE
7①生産技術スタッフ②物流スタッフ 
　③一般事務

月給18万～25万円　※経験・能力を考慮

未経験からのStart多数在籍! 
☆★ 研修も充実で安心です ★☆ 
雰囲気も良くスグになじめる環境です
仕事 ①生産技術スタッフ 

　化粧品の製造(仕込み･充填･包装)を 
　担当します｡原料秤量､機械操作と 
　分解洗浄などが主な仕事です｡ 
②物流スタッフ 
　当社製品の梱包や出荷業務全般に 
　携わります｡また製品の在庫管理も 
　行ないます。 
③総合受付､電話応対､荷物郵便対応 
　社内書類作成､その他サポート業務等 
　多岐に渡る業務を担当しています。

【募集情報】
時間 9:00～18:00 

※休憩60分 
※残業月平均…10h

休日 週休2日(土・日)､祝日 
GW､夏期休暇､年末年始 
※年間休日124日 
　有給休暇(初年度10日)

資格 未経験者歓迎 
要普通免許､高卒以上 
パソコン操作､定型フォーム入力程度 
35歳以下(長期キャリアの為)

待遇 昇給年1回(4月)､賞与年2回(7･12月) 
社会保険完備､健康診断､育児休暇､ 
時短勤務､看護休暇､勤続奨励金､ 
財形貯蓄制度､退職金制度､慶弔金 
社員割引､シャンソン会､各種手当 
試用期間6か月（労働条件に変更なし）

応募 電話にて応募後､履歴書(写真貼付) 
職務経歴書を郵送下さい。

【職場情報】
事業 総合化粧品製造業、OEM事業　化粧品、健

康食品、宝飾品の販売

002-3001961

株式会社シャンソン化粧品
A054-261-8181　担当 小塩
〒422-800　静岡市駿河区国吉田2-5-10
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静岡駅から車で15分 yyykns
9福祉未経験･無資格OKの 
　職業支援スタッフ

月給15万円＋交通費規定＋資格手当　\

社会貢献できるヤリガイある仕事☆ 
年間休日120日◎お休み柔軟対応OK◎ 
家庭と両立して40～50代主婦活躍中+ 
無資格･未経験歓迎"見学随時受付中
仕事 利用者様が一般企業に就職することを 

目標とした作業の支援をお願いします。
【募集情報】
時間 8:30～17:00(実働7.5h)※残業ほぼなし 

※基本週5日勤務､学校行事や家庭の都合 
　などの休みの融通利きます｡

休日 日祝　土曜はシフト制(平日代休有) 
GW 夏季 年末年始 有給休暇　 
※会社カレンダーによる､年間休日120日

給与 ※試用期間6か月は時給900円
資格 要普通免許(AT限定可)　未経験者歓迎 

障害施設･介護施設･保育施設での 
勤務経験がある方は尚歓迎

待遇 社会保険完備　賞与有(業績による) 
車通勤可　交通費規定支給　資格手当 
扶養手当　正社員登用制度有

【職場情報】
事業 福祉施設の運営
《担当から》ブランク有､職場復帰も応援" 
久々のお仕事が不安な方も大丈夫♪仲が良く 
和気あいあいとした雰囲気で働けます◎

002-2980282

就労継続支援A型事業所　アウル
株式会社ライフプラス 
A054-278-0017　担当／佐藤
〒421-1212　静岡市葵区千代1-10-20

葵区川辺町 yyykmn
7企画･PRスタッフ

月給25万円以上＋インセンティブ有　\

【人柄重視採用】楽しく働きたい！ 
夢中になれるものが欲しい！ 

挑戦したい！ 
そんな方をお待ちしています！

仕事 イベント会場での販売業務や取引先の対
応窓口等をお願いします。 
扱う商品は様々♪ 
色々な商品に関わることができ、自分の
アイディアで仕事を進められます。

【募集情報】
時間 9:00～18:00(休憩有)　※実働8時間 

※現場により前後あり
休日 週休2日制　※土日の休みも可能 

夏季･年末年始･有給休暇
給与 月給25万円以上＋インセンティブ有 

※年齢･経験考慮します
資格 40歳以下(未経験者OK) 

資格･学歴･性別不問 
※2020年卒の大学生も大歓迎です！

待遇 車通勤可(無料駐車場完備)　転勤なし 
交通費規定支給　社会保険完備 
昇給･賞与有　社員寮完備　各種手当有 
研修期間2週間(同条件)

【職場情報】
事業 イベント企画/イベント販売/ 

マーケティング

002-3004635

株式会社グランディール
A054-254-7733
静岡市葵区川辺町1-1-3

事務スタッフ
募集中!

＝ 未経験者大歓迎 ＝
　カンタンなPC作業等で安心♪

☆充実した待遇が魅力☆
定着率が良いのも自慢のひとつ！

牧之原市静波 zyyuDk
7一般事務

月給18万円から

★☆未経験からOKの事務のお仕事☆★ 
カンタンなPC作業等で安心♪ 

定着率が良いのが自慢のひとつです 
20代～40代のスタッフが活躍中！
仕事 葬儀に関わる事務、請求書の発行、 

料理・花・ギフトなどの発注、 
来客・電話対応など 
・充実した研修があるので安心です 

【募集情報】
時間 8:30～17:30 

休日 月9日(ローテーション制) ※年間108日 

勤務地 こすもす榛南／牧之原市静波73-5 

資格 高卒以上、35歳まで(経験不問) 
未経験者歓迎、要普通免許(AT限定可) 
2019年、大学・専門・短大既卒者歓迎 

待遇 昇給年1回(6月)、賞与年2回(5月・12月) 
交通費規定支給(上限3万円)、制服貸与 
社会保険完備、資格取得支援制度有、 
退職金制度有、健康診断有、有給休暇、
慶弔休暇、出産育児休暇、慶弔見舞金、
介護休暇、部署・社員・永年社員表彰、 
残業・役職・子供・住宅手当、他 
研修制度(社外研修・OJT研修、社長塾、 
部署間交流、イベント参加、他) 

応募 こすもす榛南までお電話下さい。
【職場情報】
事業 葬祭サービス業
《ＵＲＬ》https://www.lifeservice-group-
recruit.jp/2020/ 
※セレモニーホール｢こすもす｣｢ラビュー｣ 
　の運営会社です

002-2997116

ライフサービス株式会社
A0548-22-7111(こすもす榛南)
榛原郡吉田町片岡425

静岡市駿河区登呂 yyyknE
7造園・エクステリア 
　現場作業スタッフ

月給18万5000円～28万円+各種手当

*手に職をつけられる* 
未経験からスタートした女性スタッフ
が大活躍している職場です$ 

充実の待遇・制度でサポートします-
仕事 造園・エクステリアの現場作業。 

樹木の剪定や植栽、壁塗や門扉、 
フェンスの設置など。

【募集情報】
時間 8:00(8:30)～17:30(休憩2h)
休日 第2土曜日、日曜、祝日 

年末年始・夏季・GW
給与 月給18万5000円～28万円+各種手当
資格 未経験者歓迎  要普通免許(AT限定可)
待遇 昇給あり　賞与年2回 

退職金制度あり　社会保険完備 
交通費規定支給　車通勤可 
資格手当(月5000円)※経験･スキルによる 
技術･技能手当(月15000円) 
試用期間3ヶ月(同条件)

応募 電話連絡後､履歴書(㊢貼)ご持参下さい
【職場情報】
事業 造園業
《担当から》 
働きながら学べる環境です。女性が活躍でき
るステージはしっかり整えています◎

002-3004101

株式会社落合造園
A054-285-4928
静岡市駿河区登呂1-20-17

ディスカバリーパーク近く yyykmn
7事務員

月給15万5000円～20万円

フランクな上司や先輩が多いため､ 
楽しく和やかな雰囲気の職場です0
仕事 電話､来客等の受付対応｡ 

お客様からの入出庫のご依頼をPCへ 
入力し､現場へ展開します｡ 
その他､伝票の起票､在庫表の作成｡ 
事務所内外の清掃等の一般事務作業｡

【募集情報】
時間 8:00～17:00(休憩1時間)
休日 土曜･日曜･祝日･GW･夏季･年末年始休暇 

※会社カレンダーによる　※交代制
給与 ※年齢､経験を考慮の上､ 

　弊社規定により決定致します。
資格 高卒以上､要普免(AT限定可) 

経験不問､未経験OK､25歳以下
待遇 賞与有　車通勤可(無料R完備) 

交通費規定支給(月1万2900円迄) 
社会保険完備　試用期間3ヶ月(同条件) 
各種手当　制服貸与　有名登山ブランド 
の服を2割引で個人購入可能(カタログ有) 
財形貯蓄制度有　退職金制度有 
(勤続3年以上)　勤労者共済制度各種 
割引･補助有(会社全額負担) 

【職場情報】
事業 冷蔵倉庫業､鮮魚卸売業

002-2995021

深澤冷蔵株式会社<カネキボシ>
A054-623-4731　担当／鈴木･本川
〒425-0052　静岡県焼津市田尻1865-11

夢や目標に向かって
取組む貴方を応援します

 

自分らしく､キラキラ
笑顔で働きませんか%
0週休2日!日＆祝は定休日☆
0長期連休もしっかり♪
…3･5･7年ごとに特別休暇アリ!
0残業なし!プライベートも充実!
0賞与年2回･昇給年1回♪
0産休育休の取得実績あり♪
…復帰後は時短正社員OK！
 

*未経験スタート多数*

静岡済生会病院向かい yyykmn
7未経験からOKフィットネスジムの 
　接客スタッフ

7月給19万円以上　\

★お仕事しながら自分も健康に★ 
日祝は固定休+GWや年末年始はお休み 

早朝･深夜までの残業ナシ! 
**産休育休を取得した先輩も**
仕事 カーブスでの接客スタッフのお仕事｡ 

お客様との対話が中心です｡ 
その他健康についてのアドバイス､ 
かんたん体操のサポートも行います｡ 
「接客が初めて」「運動経験がない…」 
そんな方も安心！ 
充実した研修プログラムがあります！

【募集情報】
時間 9:30～19:30(実働8h)
休日 週休2日(日＋祝または平日1日) 

※シフト制 
※日祝は定休日 
GW大型連休有､夏季､年末年始休暇有

資格 高卒以上　運動経験不問 
※未経験歓迎

待遇 交通費規定支給　業務ウェア一部支給 
車通勤OK　社内研修充実　 
運動施設利用可　昇給年1回　 
賞与年2回(業績による)　 
他､報奨制度有　 
勤続年数により特別休暇有　 
社会保険完備　スポーツ祭有　 
産休育休取得実績有 
復帰後､短時間正社員制度有 
試用期間3～6ヶ月間有(同条件)

応募 お気軽にお電話下さい 
※面接は店舗にて行います 

【職場情報】
事業 女性だけの30分健康体操教室の運営 

※Curvesは日本全国約2000店舗展開中
《ＵＲＬ》http://www.curves.co.jp/

002-2999997

Ｃｕｒｖｅｓ(カーブス)静岡曲金
有限会社ワーク
A054-281-1041　採用担当(10～19時)
静岡市駿河区曲金5-4-61
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榛原郡吉田町川尻 yyykmo
7パッケージ及びWebデザイナー兼 
　事務作業スタッフ

月給18万5000円～　※経験･能力による

★業界トップクラスのシェア★ 
人の心を動かすお仕事をしませんか! 
経験･資格不問◎嬉しい高待遇" 
風通しがよく働きやすい職場です☆
仕事 ・様々なサイダーのパッケージデザイン 

　を創案 
・見積作成やお茶出し等の事務作業 
・販売促進や企画業務　等 

【募集情報】
時間 8:30～17:30(休憩有)
休日 土曜(第2･4)　日曜、祝日 

※GW･夏季･年末年始休暇有
給与 月給18万5000円～　※経験･能力による
勤務地 吉田工場／榛原郡吉田町川尻1082
資格 資格･経験不問　大卒以上 

未経験者は25歳以下
待遇 昇給年1回　賞与年2回　社会保険完備 

交通費規定支給　車通勤可　有給休暇 
給食補助　制服貸与　社員割引有

応募 TEL後､履歴書(写真貼付)持参下さい。 

【職場情報】
事業 清涼飲料水､酒類の製造･販売 

《ＵＲＬ》http://www.kimura-drink.net/

002-3000602

木村飲料株式会社
A0548-32-7555　担当／宮崎･木村
〒421-0302　榛原郡吉田町川尻1082

静岡駅から車で8分 yyykmn
9無資格・未経験OKの保育士

月給15万円～+資格手当5000円～1万円\

無理なく働ける環境で保育士として 
働きませんか？福祉に興味がある､ 
子供が好きな方にピッタリ☆ 

充実の資格取得支援や研修制度あり-
仕事 放課後や学校休校日に遊びを通じて 

小学1年～高校3年迄の障がいのある子供 
達を支援します｡音楽遊びや鬼ごっこ等 
楽しく遊ぶことを大切にしています｡

【募集情報】
時間 平日/9:30～18:00　土曜/9:00～17:30 

※休憩有､残業なし､家庭と両立OK
休日 週休2日制(日曜＋1日､他会社カレンダー) 

年間休日120日 
※希望休､有給取りやすい環境です

給与 ※研修期間6ヵ月は時給900円
資格 要普通免許(AT限定可) 保育士は尚歓迎 

(資格がない方も取得支援有) 
待遇 社会保険完備 車通勤可 賞与有 有給休暇 

資格取得支援有 C規定 研修期間有  
正社員登用有 資格手当(保育士･社会福祉
士/月1万円､児童指導員/月5000円)

【職場情報】
事業 福祉施設の運営
《担当から》20代～40代男女元気に活躍中☆ 
残業や持ち帰り仕事もなく休みもきちんとと
れるので安心して働き続けられる環境です♪

002-2978993

放課後等デイサービス　konoki中田
A054-260-6575　担当／望月
静岡市駿河区中田本町60-9

街中の歯科医院で
笑顔で働きませんか!!
 
定着率の良い明るい医院です
未経験からOK♪
1～3ヶ月程で覚えられる
お仕事です◎

■現在30名以上の
　　STAFFが活躍中■

★おすすめポイント★
■残業なし
■週休2日制･長期連休あり
■土日のどちらか休み
　(平日2連休も可能)
■有給消化率100％
■交通費も嬉しい全額支給
 
さ・ら・に!給与を

　　　　アップいたしました!

静岡市葵区追手町 yyyknE
7①歯科助手　②受付事務

①月給23万5000円～ ②月給23万円～ \

NEW STAFFを複数名の増員募集～* 
福利厚生しっかり＆お休みも充実- 
未経験の方も安心して始められる♪ 
新静岡駅スグ！街中好立地の職場☆
仕事 ①器具の消毒やレントゲン撮影の補助 

　などの診療補助をお願いいたします｡ 
　先生の簡単なサポート業務です♪ 
　※始めの1ヶ月は器具の名前を覚え 
　　たり､患者さんのご案内など簡単な 
　　ことからスタートします｡ 
　　徐々に慣れていき､およそ3ヶ月程度 
　　で一通り覚えられますよ♪ 
②患者さんの対応や医療事務､電話対応､ 
　お会計などの受付業務をお願いします｡ 
　※特別な資格は必要ありません｡

【募集情報】
時間 平日/ 9:15～13:30 

　　 14:50～19:05 
土日/ 9:15～15:05 
※休憩有(80分)

休日 週休2日制(土日のどちらか＋平日1日) 
※平日2連休も可能です 
祝日・GW・年末年始・有給休暇 
※有休の消化率も100％です!

給与 ①月給23万5000円～  
②月給23万円～ 
※本人の能力・経験を考慮し決定します

資格 40歳迄､経験不問､高卒以上
待遇 社会保険完備､交通費全額支給､ 

昇給年1回(毎年5000円昇給いたします)
応募 まずはお気軽にAください｡ 

※勤務開始日はご相談に応じます｡
【職場情報】
事業 歯科医院 

《ＵＲＬ》http://i-scdc.jp/

002-2999656

静岡歯科
A054-252-8148　※採用担当
静岡市葵区追手町2-15 MRK追手町ビル3F

駿河区東新田 yyyFkm
9未経験から始められる 
　放課後等デイサービススタッフ　

時給950円～1000円＋資格手当　\

福祉に興味がある､子供が好きな方に 
ぴったり♪未経験でもお気軽に- 
◎週休2日制＆年間休日120日◎ 

時間･日数等働き方は相談ください+
仕事 放課後や学校休校日に様々な遊びを通じ

て障がいのある子供達を支援します｡ 
音楽遊びや鬼ごっこ､ゲーム等楽しく 
遊ぶことを一番大切にしています｡

【募集情報】
時間 平日／9:30～18:00(休憩有) 

土曜／9:00～17:30(休憩有) 
※｢週3日で｣｢午後から｣や､お子様の急な 
　発熱や学校行事等の休み相談OK

休日 週休2日制(日曜＋他1日)､年間休日120日 
有給休暇　※会社カレンダーによる

給与 ※試用期間6ヶ月/時給900円
資格 要普通免許(AT限定可)　未経験OK 

ブランクある方や復職希望も大歓迎 
福祉･教育系大学出身者歓迎(経験不問)､ 
児童指導員､障害児福祉施設の実務経験 
が2年以上ある方尚歓迎

待遇 社保完備 車通勤可 資格手当 扶養手当 
制服貸与 賞与有(会社業績による) 
資格取得支援有 正社員登用制度有

【職場情報】
事業 福祉施設の運営

002-2978863

放課後等デイサービス　konoki東新田
A054-259-5008　担当／佐藤
静岡市駿河区東新田3-32-35

葉梨小学校北側 yyykmn
7一般事務

月給18万5000円～20万円　\

《人気の一般事務募集!》 
残業ほぼナシ◎日祝休み◎厚待遇◎
仕事 ★パソコン入力作業がメインです｡ 

　(勤怠管理･ネットショップ注文管理 
　 作業､出荷数量入力作業) 
　(Excel･Wordを使用します) 
★事務所へ来られた方への販売､レジ 
★箱詰めなど出荷作業のサポート

【募集情報】
時間 8月～3月／8:30～17:00 

4月～7月／8:30～17:30 
※残業あり／月平均2h　※休憩有

休日 日曜･祝日､水曜月2回程度 
年末年始　有給休暇　※年間休日106日

給与 勤務手当(3万5000円～5万円)含む
資格 学歴不問　要普通免許(AT限定可) 

パソコン操作(Excel･Word)
待遇 昇給有　賞与有　社会保険完備 

退職金制度有　交通費規定支給 
車通勤可(無料R有)　家族手当 
産休･育児休暇取得実績有　 
試用期間3ヶ月(同条件)

応募 TEL後､履歴書(写真添付)持参下さい。
【職場情報】
事業 高糖度トマト・ミニトマトの出荷・ 

パック詰め等

002-3004493

㈱サンファーマーズ　高糖度トマト集出荷場
A054-639-5516　担当／山川･芹澤
藤枝市下之郷1581-1

｢働き方改革｣に
力を入れています
◆育児･産休制度有
　定着率抜群な環境です◎

◆有給100%消化推奨＆長期休暇有
◆各種手当充実

◆空調設備完備で快適空間

モノづくりが好き0
DIYに興味がある0
≪≪気づいたら定時…！≫≫
時間を忘れて夢中になれる♪
そんなお仕事始めませんか?

◆20～30代女性活躍◆
 

即日～､4月入社など､
勤務開始日の相談応じます◎

焼津市八楠 yyykmn
7様々な工作品の組立作業

月給18万円～＋各種手当　\

≪DIYが好きな方､興味ある方必見≫ 
モノづくりの楽しさを味わおう$ 
各部材は軽いので､身体に負担なく 
働けます♪女性スタッフ活躍中$
仕事 イレクターといった､軽量のパイプを 

使用して､工業･産業用の棚や､台車､ 
福祉用の手すり等､様々な工作品の 
組立･製作作業をお願いします｡ 
◆オーダー品ですが､それぞれに図面が 
　あるので､安心して取り組めます｡ 
◆エンドユーザーが分かった上で､ 
　作業に取り組めるので､完成後の 
　使用状況などを､目で確認できます｡ 
　やりがい･達成感を実感できますよ！

【募集情報】
時間 8:30～17:30(90分休憩有) 

※納期により､多少の残業有 
※時短勤務も相談に応じます

休日 隔週週休2日制 
夏季､年末年始､ＧＷ､慶弔休暇､有給休暇

給与 ※固定残業として､2万8000円(24h分) 
　含む｡超過分は別途支給 
月収例／月収20万7000円(入社2年目)

勤務地 焼津工場／焼津市八楠1-11-12
資格 学歴不問　未経験者歓迎 

コツコツ作業が好きな方歓迎
待遇 賞与年1回　社会保険完備　退職金制度 

資格･免許取得支援制度　時間外手当 
能力手当　家賃手当　家族手当　 
慶弔金支給有　育児･産休制度有 
車通勤可　交通費規定支給　制服貸与 
上乗労災完備　住宅も準備可能(応相談)

応募 電話連絡後､履歴書(B貼)持参下さい｡ 
※お電話は､フリーダイヤル又は､ 
A054-336-1466までご連絡ください｡

【職場情報】
事業 工作品の組立･製作

002-2989911

株式会社颯エンタープライズ
C0120-36-1455又は上記迄　担当／川口
焼津工場／焼津市八楠1-11-12
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藤枝市田沼 yyyFkm
7①ケアマネージャー 
　②訪問介護スタッフ

①月給22万円　②月給20万円　\

＼20～40代女性スタッフ活躍中!／ 
髪色･髪型自由★お休みしっかり◎ 
系列のエステサロンで一部 

メニュー無料で施術が受けられます
仕事 ①介護相談､ケアプランの作成等 

②身体介護や調理･清掃などの訪問介護
【募集情報】
時間 8:30～17:30(休憩有) 

※②業務量により残業有(1日1～2h)
休日 土日祝､夏季･年末年始休暇 

※年間休日117日　※②希望休みもOK
給与 ①月給22万円以上＋諸手当 

②月給20万円以上(一律業務手当含む) 
　※試用期間6ヶ月有／月給18万円

勤務地 藤枝市田沼4-11-26
資格 年齢･性別･経験不問　要普通運転免許　 

①ケアマネージャー資格 
②介護福祉士資格

待遇 社会保険完備(勤務状況による) 
車･バイク通勤OK(無料駐車場完備) 
交通費規定支給　社員割引有 
昇給年1回　賞与年2回(業績による)

【職場情報】
事業 訪問介護事業所･居宅支援事業所
《ＵＲＬ》 
http://www.sense-of-fun.co.jp/

002-2997273

株式会社sense of FUN
A054-631-7894　担当／桜井
藤枝市高岡2-3-1

静岡駅･新静岡駅から]3分 zyyunE
7①歯科衛生士　②歯科助手 
　※完全予約制の矯正歯科

月給①24万円以上　②18万円以上\

20～30代女性スタッフ5名と院長先生 
少人数でアットホームな歯科です+ 
静岡駅前$お休み充実$残業ほぼ無し 
万全の待遇と働き易い環境をご用意*
仕事 ①歯科衛生士業務､筋機能訓練及び受付 

②受付･助手業務等 
※JOB､DOMONETも見て下さい♪

【募集情報】
時間 ①②月～水･金･第2､4水曜の週の土曜 

　　／9:30～19:30 
　　上記以外の土曜／13:30～19:30 
　②日／ 9:30～14:30 
＜休憩＞月～水･金･第2､4水曜の週の土曜 
　　　　昼休み1時間40分

休日 ①完全週休2日制(木･日･第2､4水曜･祝日) 
②週休制(木･第2､4水曜･第3日曜･祝日)

給与 月給①24万円以上②18万円以上 
※①②試用期間3カ月(給与－1万円)

資格 ①要歯科衛生士免許　②高卒以上 
土日勤務可能な方　未経験者歓迎

待遇 H2回､D1回､制服貸与､各種保険有(歯科
医師国保･厚生年金･労災･雇用保険)､ 
転勤無し､残業手当およびC規定支給

応募 電話連絡の上､履歴書持参してください｡
【職場情報】
事業 矯正専門歯科医院

002-2980240

わかお矯正歯科
A054-275-1111
〒420-0858 静岡市葵区伝馬町11-3 迦葉館2F

*怖い雰囲気は一切なし*

みんな温かい職場です♪
子供の急な発熱や

学校行事等にも柔軟に対応◎

)資格手当▶2万円　
)皆勤手当▶1万円有　
)勤務開始日の相談OK

静岡市駿河区東新田 yyyFmn
7①歯科衛生士 
　②未経験OKの歯科助手

①月給24万～28万円以上　②\

＼開院36年､勤続17年など定着率抜群/ 
30～50代女性活躍-温かい職場+ 
年休110日以上☆残業ほぼなし♪

仕事 ①歯石除去､歯周病予防､歯科保健指導､ 
　診療補助､受付､器具準備､ 
　カルテ管理等｡予約制診療です｡ 
　詳細はDOMONETを要チェック!! 

【募集情報】
時間 ☆休憩90分有､残業はありません 

月～金/8:40～18:40　土曜/8:40～18:00 

休日 木曜(祝日のある週もお休み)･日曜 
GW　夏季　年末年始　有給休暇 
年間休日110日以上 

給与 ②月給19万～21万円 

資格 歯科衛生士資格　年齢不問  
2020年3月卒業予定者(専門以上)歓迎 
ブランク有･復職希望･主婦(夫)大歓迎 

待遇 社会保険完備　車通勤可 
昇給年2回 
賞与年2回(前年度実績2.5ヶ月分)  
交通費規定支給(月2万円まで)  
皆勤･精勤手当(月1万円) 
試用期間1ヶ月 
資格手当(月2万円) 
退職金制度 

応募 TEL後､履歴書(写真添付)持参下さい。 
★職場見学OK 
★面接日･勤務開始日の相談OK 

【職場情報】
事業 歯科医院

002-2988085

医療法人社団　八木歯科東新田クリニック
A054-258-7555
静岡市駿河区東新田4-11-16

JR静岡駅構内 yyyFkn
7静岡駅構内でのお弁当販売

月給18万円から

☆★「東海軒」でスタッフ募集★☆ 
20代～60代の男女活躍中!! 
未経験者大歓迎!!お気軽に♪ 

駅構内&駅チカだから勤務ラクラク♪
仕事 静岡駅構内やホームの店舗にて東海軒 

自慢のお弁当や飲み物等の販売を 
お願いします。

【募集情報】
時間 ① 5:00～14:00 

②14:00～23:00 
※①②のシフト制､休憩有 
③ 6:00～22:00の間で実働8時間

休日 月8日～9日(年間105日)
給与 月給18万円から
勤務地 JR静岡駅構内の店舗
資格 59歳まで(60歳定年制の為) 

経験･資格不問 
未経験者歓迎

待遇 雇用･厚生年金､その他保険有､ 
昇給･賞与有､制服貸与､ 
交通費規定支給､時間外手当､ 
深夜割増有､研修有､有給休暇

応募 まずはお気軽にご連絡くださいね｡ 
DOMONETでも24h応募受付中！

【職場情報】
事業 お弁当の製造､販売運営

002-2986764

株式会社 東海軒
A054-654-0068  担当／加山
静岡市駿河区登呂6-5-35

TULLY'S COFFEEで
働きませんか!
未経験から正社員
として働けます!
研修があるので安心!

月給22万～31万円

通勤便利な駅ビル内+
　待遇充実!!

　　　◆社会保険完備｠
　　　◆賞与年2回
　　　◆交通費支給
　　　◆有給休暇有
　　　◆研修有

　女性スタッフ活躍中+
お気軽にお問合せ下さい+

駅ビルパルシェ内 yyyknE
7未経験者歓迎のカフェスタッフ

月給22万～31万円\

TULLY'S COFFEEで働こう+ 
年明けから等、勤務開始日相談OK♪ 
未経験から正社員として働けます! 
女性スタッフ活躍中の職場です♪
仕事 パルシェB1Fのタリーズコーヒーでの 

カフェスタッフです｡ 
お仕事は未経験でもマニュアルも 
ありますし､先輩達が丁寧に教えます 
ので安心です｡ 

【募集情報】
時間 6:30～22:00 

※シフト交代制
休日 週休2日制
給与 月給22万～31万円 

※試用期間2カ月間/月給18万円
資格 未経験者歓迎 

フリーター歓迎 
接客業などの経験者も歓迎です

待遇 昇給年1回 
交通費規定支給(上限800円/日) 
エプロン貸与 
スタッフ割引有 
社会保険完備 
有給休暇  
健康診断 
賞与年2回 
退職金有

応募 まずはお気軽にお電話ください｡
【職場情報】
事業 コーヒーショップ 

《担当から》 
待遇充実！働きやすい環境を整えています。 
新しくタリーズでお仕事始めましょう♪ 
駅ビル内なので通勤も便利です！

002-2999406

タリーズコーヒー静岡パルシェB1F店
A054-653-2320
静岡市葵区黒金町49 パルシェ内
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＼2020年4月 本店社屋完成／
新たな事業所で一緒に
成長できる仲間を募集！！
―★　募集職種は3職種　★―
◎①残業ナシ
｠｠②③短時間相談可能 で
　ライフワークバランス取りやすい
◎資格・経験を活かせる！
◎新事業所だから、人間関係も
　イチから築きやすい
 
環境に挑みたい方､やりがいと
チャンスを手にして下さい!!

藤枝市南新屋 zyyumn
7①社長秘書　②営業 
　③現場管理

月給16万円～25万円　\

2020年4月1日(予定)に藤枝市南新屋に 
本店社屋完成のため 

一緒に成長できる仲間を募集!! 
あなたの資格や経験を活かして働こう
仕事 ①秘書･総務業務全般｡ 

　・各種資料作り(Excel･Word･ 
　　パワーポイント･CAD) 
　・各種ドキュメントの回覧､ 
　　ファイリング 
　・来客対応､電話対応 
　・各種会合への出席業務 
　・役員対応等秘書業務全般 
　・お茶出し　など｡ 
②施主様･工務店様･建具販売店様へ主に 
　金属製建具を販売する仕事です｡ 
③工事現場にて､工程の作成管理､ 
　協力業者に指示をして現場を 
　まとめる仕事です｡

【募集情報】
時間 9:00～18:00　※①残業無し､休憩60分 

※②③休憩含む､短時間相談可
休日 ①完全週休2日制 

②③週休2日制(土日)祝※長期休暇完備
給与 ※②③経験を考慮の上､優遇｡
勤務地 藤枝本社(静岡県藤枝市南新屋260番15)
資格 ①短大卒以上　秘書経験1年以上 

　秘書検定資格保有者 
②③PC操作できる方(Excel･Word) 
　　経験者歓迎 
　　建築業界の事務経験ある方､ 
　　CAD設計業務経験ある方なお可

待遇 昇給有 賞与有 車通勤可能 社会保険完備 
交通費規定支給

応募 まずはお気軽にお電話下さい｡
【職場情報】
事業 建築業
《ＵＲＬ》https://www.sspc.co.jp/

002-2986391

ＳＳＰＣ・ＨＤ株式会社
A054-639-9471　担当／岡崎
本社／〒426-0066　藤枝市青葉町3-6-27

営業 増員募集！
)職種･業種未経験の方大歓迎)
地域の事務･オフィスをよりよいものに

◎地域密着!転勤なし!
◎分厚い待遇
◎定着率よし
◎働く女性を応援！

清水区元城町 yyykmn
7(未経験からのチャレンジ歓迎) 
　オフィス家具の提案営業

月給17万円～24万円　※昇給有

業界未経験だった方も多数活躍中！ 
｟ 地域密着の安定企業で働こう ｠ 
プライベートも充実しております♪ 
■詳細はJOBをご覧ください

仕事 オフィス機器､パソコン､オフィス家具 
などの商品･サービスの提案､販売営業 
※官庁･企業･学校等へ電話･訪問し､ 
　商品を提案 
※営業エリアは主に静岡県中部 
　(焼津～富士) 

【募集情報】
時間 8:15～17:15(休憩有)
休日 日曜･祝日､土曜(シフトによる) 

夏季･冬季休暇※年間休日110日
給与 月給17万円～24万円 

※経験･年齢考慮
勤務地 清水区元城町(OAセンター清水)
資格 未経験者歓迎　要普通免許　高卒以上
待遇 昇給年1回　賞与年2回　社会保険完備 

経験者優遇　交通費規定支給　駐車場有 
精勤手当有　住宅手当有

応募 まずは下記本社迄ご連絡の上､ 
履歴書を持参下さい｡面接致します｡ 

【職場情報】
事業 事務用品の販売･サービス 

《社長から》 
20代～40代の営業スタッフが活躍中｡ 
チームワークが良く､新しいスタッフを 
支える雰囲気がある職場･仲間です｡ 
男女問わず募集します｡明るい対応ができ､ 
積極的な姿勢があれば大丈夫です｡

002-2999754

株式会社　四葉商会
A054-366-2151　担当/佐藤

静岡市清水区元城町3-13 
オフィスソリューション事業部

*大人気の事務募集*
 
＜基本的なPC操作が出来ればOK＞

＜土日祝休み＞
＜食事補助･賞与有＞

 

安定基盤であなたらしく
＼働きませんか♪／

JR用宗駅より徒歩10分 yyykmn
7未経験からできる一般事務

月給16万5000円～20万5000円※D･H

創業52年目の安定企業" 
【すぐ働けます$】土日祝休み♪ 
昇給･賞与･交通費･食事補助有- 
未経験者歓迎☆丁寧に教えます"
仕事 ･電話応対　･来客応対　 

･電話､FAX､インターネットによる 
 注文対応　･請求処理　 
･納品日時の連絡調整 
丁寧に教えるので未経験でも 
安心して始められます｡ 

【募集情報】
時間 8:00～17:00(休憩有)　※残業多少有 

休日 土日祝(月1～2回は土曜日出勤有) 
GW　夏季　年末年始　有給休暇 

資格 PC基本操作できる方 
(入力は専用ソフトを使います) 
未経験者歓迎 
資格･経験･年齢不問　高卒以上 

待遇 社会保険完備　昇給年1回　賞与年2回 
車通勤可　制服貸与　食事補助　 
交通費規定支給　経験者優遇 
試用期間3ヶ月有(同条件) 

応募 すぐの入社可能です◎入社日相談下さい 
電話連絡後､履歴書(B貼付)持参下さい｡ 
お問い合わせのみも大歓迎です！ 

【職場情報】
事業 食材関連品の卸販売・物流 

《担当から》 
子育てもひと段落し､職場･社会復帰 
したいと考えている方には最適♪

002-2999232

株式会社コーゲツ　
A054-256-2020　担当／高澤
静岡市駿河区用宗1-20-3

静岡市
こどもクリエイティブタウン

『ま･あ･る』
スタッフ募集
＼業界･職種未経験者歓迎／

☆こどもたちの
未来を創る仕事☆

こどもたちが｢おしごと体験｣
をすることができる施設

『ま･あ･る』
体験を通じて､こどもたちの
自主性や創造性を育む､学校や
家庭とは異なる学びの場です｡
こどものまちの理念に共感して
頂ける方､一緒に施設を盛り
上げてくれる仲間を募集します!

JR清水駅西口(江尻口)]1分 yyyknE
8こども向け体験施設『ま･あ･る』の 
　企画･運営スタッフ

月給20万円～\

こどもたちの自主性･創造性を育む 
｢こどもバザール｣ 

の企画･運営Staff募集！
【募集情報】
時間 9:00～18:00(内休憩1時間)
休日 週休制､年間113日(シフト制) 

年次有給休暇､慶弔休暇
給与 月給20万円～ 

(経験､能力及び担当業務を考慮のうえ､ 
 当社基準により決定)

資格 ◇必須 
Word､Excelを使用し文字入力が可能な方 
◇歓迎 
｢こどもによる､こどものためのまち｣の 
コンセプトに共感し活躍して頂ける方 
教育施設での就業経験や資格不問

待遇 交通費:会社規定内支給 
社会保険:法定どおり

応募 履歴書(写真貼付､希望の勤務開始日を 
記載)､職務経歴書をご送付下さい｡ 
送付書類に｢静岡ま･あ･る運営担当／ 
採用係スタッフ応募｣を記載必須 
〒108-8220　東京都港区港南1-2-70 
株式会社丹青社 文化空間事業部　 
運営プロデュース部　採用担当 
※施設見学も可能です｡ 
　メールにてお問合せ下さい｡ 
　e-mail：maaru@maaru-ct.jp 
※選考は随時行います｡充足次第 
　募集を終了することがあります｡

【職場情報】
事業 こどもたちを対象にした施設運営 

(｢ま･あ･る｣で検索)
《ＵＲＬ》https://maaru-ct.jp/

042-0385048

静岡市こどもクリエイティブタウン ま･あ･る
株式会社 丹青社
☎03-6455-8138　採用担当
静岡市清水区辻1-2-1 えじりあ3階･4階
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グループホーム
笑和

 

介護スタッフ
大募集!!

ブランクがあり不安だ…
体力に自信が無い…

 

大丈夫です！
グループホームは｠

認知症ケア専門です｡

少人数対象のケアなので身体への｠
負担は比較的少ない施設です！

高洲中学校より徒歩1分 xyybmn
7介護スタッフ

月給23万100円　\

未経験者､無資格の方も 
お気軽にご相談下さい*

仕事 介護業務全般　※ワンユニット9名
【募集情報】
時間 24時間内で以下A～Dのシフト勤務 

A. 7:00～16:00　B. 9:00～18:00 
C.13:00～22:00　D.17:30～翌9:30 
(休憩有) 

休日 月8日 

給与 月給23万100円(夜勤6回､他一律手当含む) 
※夜勤手当1回7000円､ 
　超過分は別途支給有 

資格 高卒以上､経験･介護福祉士あれば尚可 

待遇 昇給有 早遅･土日手当 資格取得支援 
交通費規定支給 車通勤可 
私服勤務 社会保険完備 
退職金制度･賞与有 資格手当有 

応募 見学OK！まずはお気軽にお電話下さい｡ 

【職場情報】
事業 認知症対応型介護施設

002-3004244

グループホーム笑和
A054-636-7085/090-7024-0388 A本田
藤枝市与左衛門172-1

藤相田沼街道

高洲小

高洲中富士屋高洲南小

イレブン
セブンファミリー

マート

当施設

セブン
イレブン

東海道新幹線
至 藤枝駅方面

東名高速

*歯科助手STAFF募集*
 
　▶未経験からできます♪
　▶世代や年齢など
　　気にならない温かい職場
　▶繁忙手当や皆勤手当て有り
 

まずはニコニコ
＼できればOK／

駿河区手越 yyykmn
7未経験OKの歯科助手スタッフ

月給17万2000円～19万2000円以上　\

＼定着率抜群◎長期勤続者多数♪／ 
明るく患者さんと接して下さい★ 
福利厚生＆充実の環境で女性活躍中- 
安心･安定して長く働けます+

仕事 カルテ管理･器具の準備､ 
洗浄･診察の補助､ 
受付業務(予約受付なし)など！ 
★未経験でも1から丁寧に教えます 
★ブランクのある方も丁寧にフォロー 
　するので安心して職場復帰可能！

【募集情報】
時間 7月･火･水･金／8:00～18:00(休憩2h) 

　木･土／8:00～12:00　※週40h勤務
休日 日･祝　GW　夏季　年末年始　有給休暇 

他シフトによる
給与 試用期間2～3ヶ月／ 

月給15万3000円～17万円 
★能力に応じてしっかり昇給します！

資格 経験･学歴･資格不問　未経験者大歓迎
待遇 交通費規定支給　車通勤OK　制服貸与 

雇用･労災･厚生年金有　昇給･賞与有 
退職金制度　繁忙･皆勤･役職手当

応募 職場見学やお問い合わせのみも大歓迎!! 
詳細はDOMONETをチェック☆

【職場情報】
事業 歯科医院

002-2999648

医)藤誠会 近藤歯科医院
A054-259-9617　担当／近藤
静岡市駿河区手越122-5

アート・音楽のある空間♪
 

☆パルコ＆セノバ内の好立地☆

お洒落なCAFEで正社員募集
 

お客様と直に接する店舗(現場)の意見を
最も大切にし､店舗主導の店創りを行い､
｢お客様を喜ばせたい!｣という想いを

実現させています☆
メニュー開発などにもチャレンジOK♪

①葵区紺屋町②葵区鷹匠 zyyuHF
7カフェのホール･キッチンスタッフ 
　(店長候補･料理長候補)

月給20万500円～40万円

★PARCO＆セノバでアクセス良好★ 
東京発のお洒落な和カフェで 

店長・料理長候補の正社員募集！ 
嬉しい充実のキャリアアップ制度♪
仕事 店舗のホール・キッチン業務全般を 

まんべんなく学んで頂きます。 
ゆくゆくは新規企画や数値管理、 
人材育成など、店舗全体のプロデュース
もお任せ致します。

【募集情報】
時間 ① 9:00～21:00　※シフト制 

②10:00～23:00　※シフト制　
休日 月8日公休※夏季冬季休暇、慶弔休暇他
給与 月給20万500円～40万円 

※経験・能力考慮
勤務地 ①kawara CAFE＆KITCHEN 静岡PARCO店 

　静岡市葵区紺屋町6-7 静岡PARCO3F 
②atari CAFE＆DINING 新静岡セノバ店 
  静岡市葵区鷹匠1-1-1 新静岡セノバ5F

資格 飲食店での勤務経験がある方 
※店舗責任者・調理の経験ある方歓迎‼

待遇 交通費規定支給､賄い有､社会保険完備 
役職手当有､昇給有(年2回)､社員割引有 
私服勤務可(サロン貸与) 
業務連動型賞与有

応募 お気軽にご連絡下さい｡ 
面接の際には履歴書(写真貼付※スーツ着
用)をご持参下さい｡ 
※JOB・DOMONETでは24h応募受付中！

【職場情報】
事業 東京･横浜中心にカフェ･ダイニング展開
《ＵＲＬ》http://www.sld-inc.com/ 
《担当から》ウォールアートやこだわりの 
内装◆JAZZやソウルMUSICが流れる中､お洒落
なオリジナル料理を楽しめるCAFEです｡

042-0385016

①kawara CAFE＆KITCHEN　②atari CAFE＆DINING
株式会社エスエルディー
A03-6858-6073 担当/採用担当宛

①静岡市葵区紺屋町6-7 静岡PARCO3F 
②静岡市葵区鷹匠1-1-1 新静岡セノバ5F

【外構工事･エクステリアの提案営業】
 

≪ここがポイント≫
◇図面の見方から教えます☆
 
◇専門知識を身に付けて
　ステップアップしていけます♪
 
◇未経験スタートで
　月給32万円以上も可能!

【外構工事･エクステリアの提案設計】
≪ここがポイント≫

◇専門知識や経験は不要!　　　　
　入社後に身に付けていけます
 
◇デザインに興味ある方にピッタリ+
 
◇家事や育児とも両立しやすい職場☆
 
◇未経験スタートで　　　　　　
　月給25万円以上も可能!!

葵区東千代田 zyyuDm
7外構工事･エクステリアの 
　①提案営業　②提案設計

①月給32万～35万円 ②月給25万～35万円

◇DOMO初掲載◇30代スタッフ活躍中!! 
2職種とも未経験から 

じっくり学んでいけますよ☆ 
綺麗なオフィスで一緒に働きませか♪
仕事 ①住宅ハウスメーカーよりお客様の 

　要望や予算等に基づき図面･見積り 
　などを提出し商談して頂きます｡ 
②営業がヒアリングしてきたお客様の 
　要望､予算案に基づきCADで提案図面 
　を作成します｡ 

【募集情報】
時間 8:30～17:30(休憩有) 

※①残業あり(月平均26時間) 

休日 週休2日制(第2､第4土曜日) 
GW･夏季･年末年始　※年間休日110日 

給与 ①月給32万～35万円 
　※固定残業手当7万9000円～8万6000円､ 
　　45h分含む)& 
②月給25万～35万円 

資格 要普通免許(AT限定可)　高卒以上 
35歳以下(長期キャリア形成の為) 

待遇 社会保険完備　車通勤可 
昇給有(1年間の活動実績により決定) 
退職金制度有(勤続5年以上) 
経験者優遇 

応募 電話連絡後､履歴書(B貼付)ご郵送 
下さい｡ 

【職場情報】
事業 エクステリア･外構工事･造園工事･ 

土木工事設計･施工

002-2989713

株式会社アーキエイト
A054-264-2300　採用担当　村松
〒420-0801　静岡市葵区東千代田2-17-8
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＼OPENから2年／
新年の新規業務に向け

｠増員募集★

女性スタッフが9割☆
…働きやすい理由とは？
　★髪型･服装自由！

　☆受信業務のみで安心！｠
　★マニュアルどおりに｠
　　できれば◎研修充実

　☆産休育休､取得実績有｠
　　≫復帰後は時短勤務が可能！

♪面接日･入社日相談ＯＫ♪｠
若手スタッフからお子さんが
1～2歳の子育てママさん､
子育てに落ち着いた方まで

幅広く活躍中です！

静岡市葵区春日 xyyfkn
78①コールセンタースタッフ 
7②管理者

①7月給17万8500円～21万円＋交通費\

＼夕方･土日できる方歓迎!!／ 
1ヶ月毎のシフト自己申告だから 
プライベートの予定も組みやすい♪ 
ほとんどが未経験スタートです！
仕事 ①・大手エアコンクリーニングでの 

　　電話受付(受信)､商品やサービスに 
　　ついてのご案内 
　・大手脱毛サロンの予約受付､施術前の 
　　カウンセリング(健康状態の確認) 
②スタッフの育成･指導の他､クライ 
　アントへの業務報告､マネージャー 
　との定期mtg､業務改善などが主な 
　内容です｡業種を問わず､管理業務の 
　経験者を積極的に採用しています｡ 
　待遇面はご相談下さい｡ 
　男女スタッフ活躍中です｡

【募集情報】
時間 9:00～21:00の間で基本8h勤務 

※繁忙期の早出･残業あり 
※夕方･土日できる方歓迎 
<シフト例>9:00～18:00　12:00～21:00

休日 週休2日(シフト制)　年末年始休暇 
※1ヶ月毎の自己申告制 
　お休みの希望も出せます

給与 ①7月給17万8500円～21万円 
　　＋交通費(上限2万円／月) 
　8時給1000円～1200円以上 
②月給26万円～ 
　※経験･年齢･能力等により決定します

資格 未経験者大歓迎　高卒以上　年齢不問 
2020年新卒･第2新卒歓迎(大学･短大･ 
専門)

待遇 社保完 有給休暇有 昇給制度有 福利厚生 
健康診断 3ヶ月間の試用期間有(同条件) 
①交通費別途支給(規定有)

【職場情報】
事業 コンタクトセンター業

002-2997265

株式会社 NIC 静岡コンタクトセンター
A054-275-2271(受付時間9～18時)
〒420-0823　静岡市葵区春日3-3-9

3月リニューアルオープン
～新規スタッフ募集～

未経験もOK◎
皆のサポート業務です!!
特別なPCスキル不要◎
★年間休日120日★

静岡市内 yyykmn
7受付事務スタッフ

月給16万4500円(年齢による)　\

未経験OK!!女性活躍中☆ 
年間休日120日♪プライベート充実!!
仕事 来店受付、電話対応、簡単な書類整理、

データ入力などが主なお仕事です。 
店舗のみんなのサポートしていただきま
す！難しいお仕事はありませんので、未
経験の方もご安心ください。転居を伴う
異動はないので､安定して勤務可能◎ 
是非、一緒に頑張りましょう

【募集情報】
時間 9:45～18:30(休憩1h)
休日 完全週休2日制(当社カレンダーによる) 

GW5日･夏季9日･年末年始7日(2019年度) 
※年間休日116日､2020年度から120日 
他､有給休暇など

給与 例／月給16万4500円(23歳)＋諸手当 
　　月給20万8000円(35歳)＋諸手当 
※年齢や経験を考慮 
※諸手当(家族･住宅･通勤･資格･時間外)

勤務地 東静岡店／葵区東静岡1-1-14 
U-Select静岡店／清水区半左衛門新田20 
※その他､県内中部エリア各店舗も 
　相談OKです♪

資格 要普通免許　高卒以上　未経験歓迎
待遇 社会保険制度､退職金制度､昇給年1回､ 

賞与年2回､従業員割引､各種慶弔規定､ 
本田技研工業の研修制度､ 
扶養内勤務可､産休･育休制度有､ 
交通費規定支給､車通勤可

応募 応募は下記本社にお電話下さい｡WEB応募
も受付ます｡面接は本社にて行います｡

【職場情報】
事業 自動車販売及び車両整備､保険代理店業務
《企業情報》資本金／3億4500万円 
従業員数／429名(平成31年4月現在) 
売上高／222億円(平成31年3月期決算)

002-2999097

株式会社ホンダカーズ静岡
A054-263-5522 総務課/鈴木･太田･友田
本社／〒420-0817　静岡市葵区東静岡1-1-14

①看護補助職員
②入浴介助専門職員
経験･資格一切不問0
ブランク有､復職希望者
も大歓迎♪安心体制あり
職場体験･見学可能です!

＜＜＜注目ポイント＞＞＞
◎昇給年1回

◎賞与年2回(4か月以上)
◎送迎バスもあり通勤楽々
◎夜勤･休日･入浴介助･扶養･住宅･
　 資格･年末年始出勤手当等あり
◎土日祝休み
10～20年以上長期勤続者多数！
それだけ働きやすい環境や
厚待遇が整っているんです★

静岡駅から車で約25分 yyykmn
7無資格･未経験からOKの 
 ①看護補助職員 ②入浴介助専門職員

月給14万8500円 ※介護福祉士/16万2000円

20～60代女性元気に活躍中" 
ほとんどの方が未経験スタートなので 
無資格･未経験でも安心です◎ 

希望の勤務開始日をご相談ください☆
仕事 ①看護師の補助業務をお願いします。 

　指示出しや専門的な判断が必要な 
　業務は看護師が行うので補助職員は 
　精神的にも負担が少ないです｡ 
　70名以上のスタッフが活躍中です｡ 
※46床､夜勤は看護師1名･補助2名の 
　3名体制で安心です｡ 
②機械浴を導入しており､2～3名体制で 
　行うため体力的な負担が少ないです｡ 
　11名のスタッフが活躍中です｡

【募集情報】
時間 日勤／ 8:30～17:00(休憩有) 

夜勤／16:30～翌9:00(仮眠･休憩有) 
※残業なし

休日 土日祝 GW 夏季 年末年始 有給休暇  
①ローテーション制により月2回程度､ 
　休日出勤の場合有 
　(その場合は平日振替休日有)

給与 ※職務給(5000円)含む　※別途手当有 
夜勤手当1回1万円(当直食費－400円) 
休日出勤1回2000円､入浴介助1日2000円

資格 資格･経験不問　未経験者歓迎　60歳まで 
異業種からの転職･第2新卒･既卒歓迎　

待遇 社会保険完備　交通費規定支給 
車通勤可(無料駐車場有)　制服貸与 
賞与年2回(4か月分以上) 昇給年1回 
退職金制度有(勤続3年以上) 
通勤送迎バス有(静鉄藁科線) 
時間外･扶養･住居･資格手当　 
年末年始出勤手当(7000円/回)

応募 TEL後､履歴書(写真貼付)持参下さい。
【職場情報】
事業 病院

002-2998219

医療法人社団清明会　静岡富沢病院
A054-270-1201　担当／事務長　原田
静岡市葵区富沢792-1

*一般事務*
人気職種の募集!!
 
活気があってアットホームな職場です｡
定着率がよく､みなさん10年､
20年と長く勤務してくれています!

◆資格不要!!
◇年齢不問!!
◆待遇充実!!

女性スタッフ活躍中です♪♪
JOBからの応募も可能!

まずはお問合せからでもOK
あなたからのご連絡お待ちしております

流通センター zyyumn
7一般事務スタッフ

月給17万5000円～19万円　\

＼) 人気の一般事務募集 )／ 
経験を活かして働きませんか？ 

いろいろ理由あって 
働きやすくて定着率抜群なんです!
仕事 紙の注文受付､発注､伝票の起票､ 

PCオペレーションなど､一般的な 
受発注の事務をお願いします｡ 
～事務経験を活かして働きませんか？～ 
基本的なPC操作ができればOK! 
資格は必要ありません｡

【募集情報】
時間 8:30～17:30(休憩1h有)
休日 週休2日制･日曜･祝日 

他土曜(会社カレンダーによる) 
夏季･年末年始･有給休暇有 
※年間休日106日

給与 月給17万5000円～19万円 
※年齢･経験等､考慮します 
※住宅手当(5000～1万円)を含む 
※別途､家族手当(2万円／月)支給

資格 年齢･資格不問､高卒以上 
事務経験あれば尚可 
PC(Excel･Word等)操作できる方

待遇 昇給年1回　賞与年2回　社会保険完備 
家族手当　交通費規定支給　 
車通勤可(無料駐車場有) 
退職金制度有(勤続3年以上) 
育児休業取得実績有 
65歳までの再雇用有(定年60歳) 
試用期間6ヶ月有(同条件)

応募 電話連絡後､履歴書(B貼付)持参下さい｡ 
※12/28～1/5は年末年始休暇を頂きます｡

【職場情報】
事業 紙卸販売･紙加工品販売業 

《ＵＲＬ》 
http://www.dainichi-p.co.jp

002-2976668

大日三協株式会社
A054-263-2435　担当／渡井・中村
静岡市葵区流通センター12-1
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遠鉄第一通り駅徒歩1分 yyykns
7まつ毛エクステ専門店のアイリスト 
　

月給17万円～38万円

20～30代女性活躍中♪ 
免許が活かせる)経験は不問！ 
【　職場見学希望のお電話でOK　】

【募集情報】
時間 9:30～18:30(休憩含) 

※月毎の希望シフト制 
※基本は定時帰り！ 
　遅くても19:30には帰宅可能です。

休日 月7～8日(シフト制) 
GW・夏季・年末年始の長期休暇有・ 
有給休暇有(希望日に取得可能)

給与 月給17万円～38万円＋諸手当あり 
※試用期間(3～6か月)は時給900円 
※経験・能力に応じて随時昇給アリ

資格 美容師免許　未経験者歓迎
待遇 H有(年2回)､決算H有､D有､C全額 

支給､有給有､社保(雇用保険･労災保 
険)､海外社員旅行有､管理美容師手当(5000
円/月)､特別手当有(3000円～3万円/月)

【職場情報】
事業 まつ毛エクステ専門店
《お店から》 
基本は、先輩とマンツーマンの指導体制！ 
１から丁寧な指導を心がけています。 
資格はあるけど全くの未経験という方も、安
心してください。

003-1329978

Ｍスタイル
A053-454-0618･090-3380-0032　A村井
浜松市中区板屋町101-1　鐘八ビル北側3F

株式会社MSレンタル丸八不動産
グループ

〒430-0906　浜松市中区住吉4-14-1

053-478-0808☎

浜松駅前店・浜松住吉店・浜松三方原店・浜松入野店・浜松東店・磐田店・掛川店・藤枝店・藤枝駅北店

[NEW]浜松柳通り店※2020.1.OPEN予定
浜松駅前店・浜松住吉店・浜松三方原店・浜松入野店・浜松東店・磐田店・掛川店・藤枝店・藤枝駅北店

[NEW]浜松柳通り店※2020.1.OPEN予定

年間休日115日

｢残業なし｣という働き方､も｡正社員

ノルマが無いから､明確なライフプランを描いてください!!
個々の状況によって､働き方が選べるよう協力体制をとっています。

『残業ナシで､家庭やプライベートに時間を割きたい』『資格取得で給与とスキルを上げたい』
『役職チャレンジで責任と給与を目指したい』など…。未経験からキャリアアップも可能です。

明確なライフプランを描いて働くのが､当社の約束!

未経験からスタートした方が多数活躍中!! 20代…17人　30代…20人　40代…3人

不動産の知識は不要!ポテンシャル採用です♪不動産の知識は不要!ポテンシャル採用です♪不動産の知識は不要!ポテンシャル採用です♪
事業拡大に向けた増員募集!丁寧に育成します!

2020.1.
浜松柳通り店

OPEN

2020.1.
浜松柳通り店

OPEN

2020.1.
浜松柳通り店

OPEN

ぞくぞく
新規出店
予定あり

ぞくぞく
新規出店
予定あり

ぞくぞく
新規出店
予定あり

浜松、磐田、掛川、藤枝 yyyDkm
7営業、事務、管理職、広告などの 
　　　　　　　　　　　　　　各職種

月給25万円～40万円以上　\

仕事 賃貸マンション・アパートのお部屋探し
にご来店されるお客様の応対など 
▶物件のご案内　　　　 
▶地域オーナー様訪問 
▶物件管理業務　等　　 
※飛び込み営業はありません 
※一日のうち半分程度はPC入力等の 
 デスクワークがあります。 
(1)賃貸仲介/管理職候補 
(2)賃貸仲介/店頭アドバイザー 
(3)WEB及び店舗事務 
※詳細はJOBをご覧ください

【募集情報】
時間 9:30～18:30
休日 週休2日　▶土日祝休みも可 

GW休暇4日　夏季休暇4日　年末年始9日 
年間休日115日以上　（2019年実績）

給与 (1)月給25万円～40万円＋報奨金＋手当 
(2)月給19万円～30万円＋報奨金＋手当 
(3)月給19万円～25万円＋手当

勤務地 浜松市 磐田市 掛川市 藤枝市　等  
※勤務地の希望はお伝えください 
※詳細住所等はJOBをご覧ください

資格 業界・業種未経験者歓迎 
第2新卒者歓迎(学部専攻不問) 
PCの基本操作ができる方 
(1)要普通自動車免許(AT限定可)　 
　　※運転するのは軽自動車です　

待遇 ■社保完　■C規定　■退職金制度　 
■賞与年2回有　 ■車通勤可(規定有)　 
■有給休暇　■慶弔休暇 
■昇給有　■報奨金制度(平均4万円/月) 
■宅地建物取引士手当(2万5000円/月)　 
■FP手当、キャリアプラン有り 
  ※売買、賃貸管理、オーナー担当など

【職場情報】
事業 不動産の賃貸仲介・管理業務

003-1330156

株式会社MSレンタル(丸八不動産グループ)
A053-478-0808　A浜松住吉店(採用係)
〒430-0906　浜松市中区住吉4-14-1

三方原墓園より徒歩10分 zyyukn
7生活支援員(知的障がいのある方々 
　の生活･活動のサポート)

月給17万9800円～22万4800円\

◆DOMO!にて久々の求人募集"◆ 
産休・育休の実績あり"賞与年3回 
各種手当ありで長く働けます+ 

問い合わせや見学のお電話もOKですよ
仕事 知的障がいのある方々の生活･活動のサポ

ートをするお仕事です｡食事や入浴の介助 
散歩や外出等のサポート､利用者様とレク
リエーションを楽しんだりもします｡

【募集情報】
時間 A. 7:00～16:00　B. 8:30～17:30 

C.12:30～21:30　D.15:00～24:00 
E.7:00～10:00及び15:00～20:00(月3回位) 
F.15:00～翌7:00(夜勤･月3回位) 
※休憩有､A～Fの交替勤務

休日 4週8休制(年間休日114日) 
※リフレッシュ休日7日含む

給与 試用期間3ヶ月月給16万7300～21万2300円
資格 経験者も未経験者も歓迎、高卒以上、 

要普通免許(AT限定可)、福祉経験者歓迎
待遇 C規定､R有､資格手当､有給､社保完､昇給

年1･賞与年3回､退職金制度､扶養･住居手
当､リフレッシュ休日､夜勤･断続勤務手当

応募 まずはお気軽にお電話ください。
【職場情報】
事業 障がい者支援施設

002-2914379

浜松協働学舎根洗寮
社会福祉法人　ひかりの園
A053-430-0596　採用担当
浜松市北区根洗町681-5

浜松市中区砂山町 zyyunE
7かみ合わせ治療専門クリニックの 
　①歯科衛生士　②歯科助手

月給①24万～26万円 ②20万～22万円 \

【18:30終業！】年間休日124日♪ 
ブランク有もOK★経験者優遇！ 

スキルUPできる環境を整えています♪
仕事 ①歯科衛生士業務(PMTC･スケーリング)､ 

　診療補助､患者カウンセリング･受付､ 
　PC業務(Excel･Word･PowerPoint)､ 
　患者管理(来院患者数 約8名／日) 
②歯科助手業務(カルテ準備､会計､電話応 
　対事務､PC入力等歯科医療全般の補助)

【募集情報】
時間 月火木金…9:00～18:30(休憩120分) 

土曜…9:00～14:00(休憩なし･場合により
　　　終了時間が早まる可能性有)

休日 週休2日制(水曜･日曜)　祝日､他 
夏季･年末年始(12/28～1/3)　 
※年間休日124日

給与 ※一律手当含む
資格 年齢不問　 

①要歯科衛生士免許(業務経験3年以上) 
②PC操作できる方､資格不問(経験者尚可)

待遇 雇用・労災保険　皆勤手当　社割有 
制服貸与　昇給・賞与有(実績による)　 
退職金制度有　交通費規定支給

応募 電話連絡後､履歴書(B貼)持参下さい｡
【職場情報】
事業 デンタルクリニック

003-1329993

Ｇ＆Ｏデンタルクリニック
A053-455-1550　受付時間／9:00～18:30
浜松市中区砂山町350-1　大迫ビル2F
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アプレシオ田町店近く yyykns
8正社員登用前提のホテルの 
　フロントスタッフ(日勤のみ)

月給20万～30万円　※経験・能力による

【正社員登用を前提とした募集！】 
｟週休2日/賞与年2回/1日7h勤務｠ 

通勤便利なエキチカ 
未経験者歓迎！

仕事 宿泊のお客様の対応や､予約･問い合わせ
などの電話対応､その他PC入力などの事務
作業をお願いします

【募集情報】
時間 A. 7:30～15:30　  

B. 8:30～16:30 
C.13:00～21:00　 
※A～Cでシフト制

休日 週休2日制（シフト制）
給与 月給20万円～30万円 

※試用期間3ヶ月有…日給6500円～
資格 学歴・経験不問！未経験歓迎☆
待遇 制服貸与　交通費規定支給　深夜手当 

社会保険完備　正社員登用制度有 
保育所有　夜勤仮眠休憩有 
退職金制度あり(正社員登用後)

応募 電話連絡後､履歴書(B貼)持参下さい｡
【職場情報】
事業 東海エリア25店舗展開のホテルチェーン
《担当から》 
3ヶ月間の研修期間と1年間の契約期間終了後
、正社員登用致します。

003-1330136

くれたけイン・セントラル浜松
A053-454-1211　担当／岡本
浜松市中区田町224-25

西区館山寺町 yyykmn
7ホテルでの事務業務 
　(予約管理)

月給17万円～19万円　※別途手当支給

)観光客でにぎわう人気のホテル) 
実務の前に時間を掛けてじっくり研修 
を行うのでご安心ください。 

充実の待遇と各種休暇制度で働き易い
仕事 宿泊の予約受付をお願いします。 

※電話対応･取次ぎ･電話予約受付･ 
　予約データのPC入力(Excel)

【募集情報】
時間 9:00～17:30(実働7.5h)
休日 月8日(シフト制) ※希望の曜日相談OK 

※有給･慶弔･産前産後･育児･介護休暇有
給与 【月給例】※年齢に応じて相談 

18歳／月給17万円～＋各種手当 
22歳／月給19万円～＋各種手当

資格 経験不問
待遇 昇給年1回　社会保険完備 

退職金制度(勤続2年以上)　健康診断 
社員寮　社員割引　各種手当(宿直･通勤･
時間外･深夜･ヘルプ･家族･役職) 
制服貸与　車通勤可(駐車場有 規定有) 
誕生日祝制度有　他充実の福利厚生

応募 電話連絡後､履歴書(B貼)持参下さい｡ 
【受付】9:00～17:30(日祝除く)

【職場情報】
事業 ホテル･飲食店等の経営

003-1330548

舘山寺サゴーロイヤルホテル
A053-455-3541 担当/サゴー本社総務課
〒431-1209　浜松市西区舘山寺町3302

■職場見学随時受付中■
 
｢スタッフの幸せを追求すること
がお客様の幸せにもつながる｣

当社の想いです｡
 

私たちにとって仕事とは､
大好きな仲間に囲まれ､
夢中になれるコトに溢れ､
皆の夢が詰まった

ワクワクが止まらないもの

｢好きな場所で､
好きな人と､
好きなことを｣

という考えを大切にしております｡
親愛と敬意を込めて接することで､

家族のような温かい
雰囲気の中で働けます｡

 
私たちと一緒に､刺激的で､
やりがいのある日々を
過ごしていきましょう!

浜松市中区･浜松市西区 yyymno
7①ウェディングプランナー 
　②サービススタッフ

①月給18万5000円～41万円＋手当　②\

仕事 ①挙式がきまったお客様との打ち合わせ､ 
　当日のパーティーまでの 
　トータルプロデュース｡ 
②結婚式やディナーパーティーなどでの 
　サービス業務｡

【募集情報】
時間 (平日)10:00～20:00(挙式日)9:00～22:00 

※休憩有･実働8hのシフト制 
※夜の打ち合わせがある日などは､ 
　午後から出勤などにシフトを調整 
　していただく事も可能です。

休日 月8日 ※連休の取得可 ※年間105日(夏季
冬季休暇/5日 リフレッシュ休暇/4日)

給与 ①月給18万5000円～41万円 
[年収例]経験5年の場合:年収460万円 
②月給18万円～41万円 
[年収例]経験5年の場合:年収400万円

勤務地 THE ORIENTAL TERRACE(浜松市中区) 
ル グラン ミラージュ(浜松市西区)

資格 35歳迄　未経験者歓迎　異業種からの 
転職歓迎　第2新卒の方も歓迎

待遇 D年1回　H年2回　各保完　C規定　 
車通勤可　有休　制服貸与　食事補助 
産休･育休制度有　研修制度　試用期間 
リフレッシュ休暇 
▶年2回集団研修及びキックオフあり 
→運動会､おもてなしグランプリ､目標 
　設定研修､COMPASSの理解を深める 
　ワークショップ等を開催

【職場情報】
事業 レストラン･ブライダル事業
《ＵＲＬ》 
【HP】 
http://www.torizen.co.jp/ 
【採用ページ】 
http://www.torizen.co.jp/recruit/

003-1327514

THE ORIENTAL TERRACE/ル グラン ミラージュ
株式会社鳥善
A053-447-3241　担当／伊達
浜松市中区佐鳴台6-8-30

浜松市中区助信町 yyyFmn
7事務スタッフ

時給900円以上　※1年後より月給支給\

＼嬉しい土日祝休み★残業なし／ 
【【人気の事務のお仕事】】 
子育てが一段落した方大歓迎" 
長く安心して働けます♪

仕事 伝票発行､電話･来客対応､請求書作成等 
をお願いします｡ 

【募集情報】
時間 8:00～16:45　※実働8時間
休日 土･日･祝 

GW･夏季･年末年始休暇
給与 時給900円以上 

※能力により昇給随時あり 
★1年勤務後に月給での支給となります｡

資格 未経験者OK　かんたんなPC入力できる方 
EXCEL･WORDできる方歓迎

待遇 交通費規定支給　昇給･賞与あり 
車通勤可(軽自動車用の駐車場あり) 
社会保険完備　食事補助(半額) 
退職金制度･有給休暇(6ヶ月後から)あり

応募 電話連絡後､履歴書(B貼)持参ください｡ 
※お問い合わせも大歓迎です｡ 
※12/28～1/5は年末年始休暇となります 

【職場情報】
事業 織物の仕上げ・加工

003-1326546

秋田整理有限会社
A053-471-7293
浜松市中区助信町24-26

浜松市中区小豆餅 yyykmn
7介護士

月給18万円　\

未経験スタートのスタッフ活躍中" 
働きながらスキルアップできます◎ 
事前の職場見学も受付しています♪ 
年明けからの勤務開始もOKです"
仕事 看護師さんと協力しながら､体操や運動の

サポートをお願いします｡ 
その他食事や入浴介助をしており､無理の
ない運動や課題解決に向けたサポートも
お願いします｡

【募集情報】
時間 8:30～17:30　※休憩有
休日 週休2日制
給与 試用期間6ヵ月は時給950円 

※経験・能力による
資格 要普通免許　未経験者歓迎
待遇 交通費規定支給　車通勤可　制服貸与　

社会保険完備　各種手当有　経験者優遇
応募 電話連絡後､履歴書(B貼)持参下さい｡

【職場情報】
事業 デイサービス
《担当から》働く仲間と共により良いサービ
スを創造しましょう! 
わきあいあい明るい職場ですので､異業種か
らの転職の方もご安心下さい｡ 
働き方もライフスタイルに合わせて続けられ
るので男女問わず活躍していただけます｡

003-1328593

デイサービス　シンフォニー
A053-523-6056　担当／渥美
浜松市中区小豆餅4-1-8

社会復帰したい
扶養を超えた

収入が欲しい方必見♪
 

30･40･50代の女性活躍中
これから定年まで安定した
収入を得ていきませんか
末永く働ける職場です

中高年の方だから
できることがあると
わたしたちは考えます

 
ちょっとした気遣い
落ち着いた所作

家事で培った料理やお掃除経験
 

それを貸して頂けると幸いです｡

勤務地により異なる yyyFkn
7店内スタッフ 
 (調理･接客･店内業務など店長候補)

月給17万3000円～20万8000円(MOよる)

【4店舗合同募集】選べる勤務地+ 
未経験から安心してスタートできます 
マニュアル有♪丁寧な研修があります
仕事 【調理】 

厨房内での調理、盛り付け、仕込み 
タブレットのマニュアルがあり、 
作業を動画で覚えられるのが特徴です。 
【接客】 
注文聞きやお会計、お弁当のお渡し等 
写真入りのメニューを使うので 
初めての方も安心して対応出来ます。 
【店舗業務】 
開店準備、清算、発注業務 
店内清掃、整頓、アルバイト社員の教育

【募集情報】
時間 A. 9:00～18:00（休憩有) 

B.15:00～22:00（休憩有） 
★店舗により多少時間が異なる 
★A.のみ､B.のみでもOK 
★A.B.の交替制勤務でもできます。 
　あなたの希望を教えて下さい。

休日 週休2日制（シフト制） 
お休みの希望日は事前に相談可能です。

勤務地 ①磐田福田店／磐田市福田722-3 
　A0538-59-1115 
②磐田森下店／磐田市森下字中川原269-1 
　A0538-39-0051 
③掛川大池店／掛川市大池541-1 
　A0537-62-1920 
④袋井川井店／袋井市川井856-4 
　A0538-41-1671

資格 学歴･経験･年齢不問 
★要普通免許(AT限定可)

待遇 車通勤OK　交通費規定支給　制服貸与 
社会保険完備　社員割引有

【職場情報】
事業 お持ち帰り弁当

003-1330859

ほっともっと　4店舗合同募集(磐田･袋井･掛川)
A勤務地項目参照
住所／上記参照
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浜松市東消防署となり yyyFDk
7エアコンの取り付けスタッフ

月給18万円～21万円

まずは5日間の職場体験もＯＫ" 
エアコンドクター目指しませんか#
仕事 取り付け･メンテナンスなどを行います｡ 

自社内に研修施設も完備!未経験でも 
じっくりと仕事を覚えられる環境です 
※DOMONET､JOBにも詳しく掲載中！

【募集情報】
時間 8:00～17:30※休憩有 

※育児中の方は時間､休日相談出来ます
休日 土日､祝､GW､夏季､冬季(年間休日108日)
給与 経験､年齢､前職給与考慮します 

＜年収例＞入社5年　500万円
資格 44歳位迄(長期キャリア形成の為)､ 

経験不問､男女不問､要普通運転免許
待遇 賞与年2回､決算賞与年1回､昇給 

社会保険完備､交通費規定支給 
財形退職金制度､退職金共済 
住宅･家族･皆勤･職務･食事､有資格手当 
産休制度､育休制度､資格取得制度

応募 電話連絡後､履歴書(B貼)持参下さい
【職場情報】
事業 エアコンの保守メンテナンス
《担当から》業界的には男性職場のイメージ
が強いと思いますが､当社は「男女共同参画
社会づくり」宣言事業所の認証を受けており
男女どちらも歓迎です。

003-1328657

東海冷熱工業株式会社
A053-465-5355
浜松市東区篠ケ瀬町1369

西区志都呂 zyyuFm
7帽子屋の接客・販売スタッフ

月給18万円以上

～働きながらファッションの知識や 
　　コーディネートが身に付きます～ 
 *服装自由♪ネイル＆アクセＯＫ* 
 !モール内従業員割引も利用可能!
仕事 ◆帽子・バック・アクセサリーのご案内 

◆商品管理（品出し）◆お会計（レジ）
【募集情報】
時間 下記時間内で実働8h制 

A. 9:30～18:30(15:30までの勤務もOK) 
B.12:15～21:15 
C.12:00～20:00

休日 週休2日制
資格 未経験者歓迎　経験者優遇
待遇 昇給有　車通勤可　交通費規定支給 

社員割引有 深夜割増有 各種保険完備　 
服装自由(ネイル･アクセサリーOK) 
■モール内割引制度有　社保完備

【職場情報】
事業 帽子専門のセレクトショップ
《スタッフから》　帽子とハットでは種類も
形も全く違います｡Cabourgなら､働きながら
ファッションに関する知識や経験が身に付き
ますし､プライベートでのご自分のコーディ
ネートの幅も広がります｡ぜひCabourgで新し
い自分を見つけてください｡

003-1327721

帽子屋Cabourg(カブール) 志都呂店
A053-440-8333

浜松市西区志都呂2-37-1 
イオンモール浜松志都呂店 (3F)

未経験でも安心

土日休み!
残業少なめ!
年間休日118日
手当充実で厚待遇

浜松市南区富屋町 yyyknE
7お塩の営業

月給20万円以上 ※経験･能力を考慮します

暮らしを便利にする『塩』のシゴト 
塩ってどんな使い方があるんだろ？ 
という興味があれば大丈夫! 
未経験から始められます♪

仕事 既存顧客を中心に、塩の販売をします。 
最初は商品知識の習得からスタート。 
お客様は小売店様や製造メーカー様｡ 
塩と言うと食用の塩を思い浮かべるかも
しれませんが､使われ方は多々あります｡ 
お漬物製造､調味料製造､塗料製造の原料､ 
グラウンド用ライン剤･防塵剤･凍結防止
剤｡皮をなめす場合や健康や美容でも使わ
れています｡ちょっと変わった実はおもし
ろい商品です｡お客様からオーダーを受け 
満足頂けるよう塩をプロデュースして販
売します｡お客様のお役に立ちたいという
気持ちがあれば大丈夫です｡ 
　

【募集情報】
時間 8:30～17:15(休憩有)　※残業少なめ
休日 土･日　長期休暇有(夏季･GW･年末年始) 

年間休日118日
給与 月給20万円以上 

※経験･能力を考慮します
資格 未経験者歓迎､要普通免許､要PC基本操作
待遇 昇給年1回　H年2回(年によって変動有) 

社会保険完備　交通費規定支給 
家族手当　車通勤可 
通勤手当　試用期間3ヶ月有

応募 まずはお気軽にご連絡ください｡ 
面接時、履歴書(B付)ご持参下さい。 
職場を見学してから､応募をお考えいただ
くのもOKです｡お試し勤務もあります｡ 
JOBのWEB応募でも受付中｡ 
　

【職場情報】
事業 塩､化成品等の卸売業

003-1326263

浜松塩業株式会社
A053-426-1175
浜松市南区富屋町104

浜松市中区砂山 yyykmn
7企画･PRスタッフ

月給25万円以上＋インセンティブ有　\

【人柄重視採用】楽しく働きたい！ 
夢中になれるものが欲しい！ 

挑戦したい！ 
そんな方をお待ちしています！

仕事 イベント会場での販売業務や取引先の対
応窓口等をお願いします｡ 
扱う商品は様々♪ 
色々な商品に関わることができ､自分のア
イディアで仕事を進められます｡

【募集情報】
時間 9:00～18:00(休憩有)　※実働8時間 

※現場により前後あり
休日 週休2日制　※土日の休みも可能 

夏季･年末年始･有給休暇
給与 ※年齢･経験考慮します
勤務地 浜松市中区砂山355-4 

ハマキョウレックス浜松駅前南ビル4F
資格 40歳以下(未経験者OK) 

資格･学歴･性別不問 
※2020年卒の大学生も大歓迎です！

待遇 車通勤可(無料R完備)､社員寮完備 
C規定支給､社保完､DH有､転勤なし 
各種手当有､研修期間2週間(同条件)

【職場情報】
事業 イベント企画/イベント販売/ 

マーケティング

002-3004637

株式会社グランディール
A054-254-7733
静岡市葵区川辺町1-1-3

浜松市南区･東区 yyyFkn
70歳児～就学前までの乳幼児の 
　こども園の先生

月給17万7000円から

お友達･知人同士での応募も大歓迎+ 
資格・経験を活かして活躍できる職場
仕事 0歳児～就学前までの乳幼児の保育教諭 

(ごはんや外遊び補助など) 
0歳児(産休明け)から就学前までの乳幼児
の教育保育をするお仕事です。 
※1人で多くの乳幼児を見るということは
ありません｡必ず複数名の教諭で教育保育
を進めます｡

【募集情報】
時間 7:00～19:00の間でシフト制(実働8h)
休日 日･祝＋公休日※月3日程(希望日考慮) 

土曜休みの相談ＯＫ 年間休日110日
勤務地 A.太陽こども園(南区) 

B.太陽第二こども園(南区) 
C.太陽さぎのみやこども園(東区)

資格 保育士資格･幼稚園教諭資格所持者
待遇 社会保険完備 有給休暇有 昇給制度有 

交通費規定支給 扶養手当有 
処遇改善加算 住宅手当(月額上限2万円) 
家賃補助有(月額上限8万2000円) 
(現在のお住いも対象になります) 
育児･介護休業制度有 賞与年3回 
退職金制度有 公的資格取得援助制度有

【職場情報】
事業 幼保連携型認定こども園

003-1330466

太陽①こども園②第二こども園③さぎのみやこども園
A070-3155-9292　担当／佐藤
静岡県浜松市南区飯田町1507

働く時間の
融通ききます$
女性にもピッタリ♪
040～60代女性活躍中0

 

＼未経験者大歓迎／
免許の取得費用は
会社が負担します!

天竜川駅より車で8分 ym
7年齢不問のタクシードライバー

完全歩合制　\

)女性の方も大歓迎) 
好きな日程・時間で働けるのが魅力☆ 
アナタに合った働き方が選べます◎ 
稼ぐためのコツもレクチャーします☆
仕事 【計画ダイヤ】…好きな日程や時間で 

　　　　　　　　シフトが組めます。 
【既存ダイヤ】…あらかじめ会社が用意 
　　　　　　　　した時間帯で働きます 
上記どちらかお好きな働き方が選べます 
日勤だけ､夜勤中心等の働き方もOKです! 

【募集情報】
時間 変形労働時間制　 

週実働40時間 

休日 希望シフトでの週休制 

給与 完全歩合制 
※入社後3ヶ月間は月給20万円保証 

資格 普通2種免許をお持ちの方又は 
普通1種免許取得3年以上の方 
定年65歳(再雇用制度有/70歳迄) 

待遇 社会保険完備　 
賞与年2回　 
車通勤可 
退職金制度有　 
制服貸与 
7～20日程度の研修有(条件変わらず) 
普通2種免許取得期間給与支給(月給20万) 

応募 お気軽にお電話下さい。 
随時職場見学OK 

【職場情報】
事業 タクシー業務

003-1326611

浜松タクシー株式会社
A053-463-1003　 担当／太田
静岡県浜松市東区子安町1481
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ラフレ初生店近く yykm
7事務

月給16万5000円以上※経験･能力考慮

女性活躍中+ 
保険知識必要ありません

仕事 簡単なパソコン入力、書類整理、 
電話応対、来客応対等 
未経験から安心して始められますよ。 
1日1件程度外周り(市役所や公共施設) 
があります

【募集情報】
時間 9:00～17:00　11:00～19:00 

(シフト制) 
※残業ほぼなし

休日 土日祝 
(土曜祝日月1～2回程度出勤有) 
GW、夏季(7連休)・年末年始、他応相談

給与 月給16万5000円以上※経験･能力考慮
資格 PC操作出来る方  

要普通免許 
未経験者大歓迎

待遇 制服貸与、車通勤可、駐車場有 
※資格取得者優遇 
社会保険完備、賞与年2回、昇給年1回 
遅番手当2000円／月 
営業手当5000円以上／月

応募 電話連絡後、履歴書持参下さい。
【職場情報】
事業 保険代理業

003-1329824

株式会社セレクト
A053-420-2571(代)　担当／松井・今井
浜松市中区葵東2-26-21

勤務地により異なる yyyDkm
7教室長候補

月給20～23万円以上　※MOを考慮し優遇

業績好調のため業容拡大予定" 
独立して教室を持てるチャンス♪ 
教育を通して未来へ貢献しませんか!
仕事 まずは講師として小・中学生の英語・ 

数学を中心とした個別指導を担当して 
いただきます｡ 
並行して､教室長になるための運営・ 
営業業務も担当していただきます｡

【募集情報】
時間 13:00～22:00　※休憩有
休日 日曜　他　年間休日116日(昨年実績) 

※会社カレンダーによる
給与 ※みなし残業代2～5万円(20～45h分)含む 

※超過分は別途支給
勤務地 個別指導学院ヒーローズ 

・初生校／浜松市中区葵西2-15-1 
・根洗校／浜松市北区根洗町404 
・浜北校／浜松市浜北区沼109-1 
・笠井校／浜松市東区笠井町1024-1

資格 短大･大学卒業以上　2019年3月短大･大学
卒､及び第二新卒の方歓迎　未経験歓迎

待遇 昇給有　研修3ヶ月有　車通勤OK 
賞与有(実績による)

応募 電話連絡後､履歴書(B貼)持参下さい｡
【職場情報】
事業 個別指導学習塾

003-1330681

株式会社エイチアールエス
A053-439-9555
浜松市中区葵西2-15-1

[社保完備]年間休日113日(昨年実績)
■有給消化率100％(昨年実績)
■院長が学会参加のため､盆･年末年始の
　休み以外に年1回1週間程度の
　長期連休あり(昨年は6/19～25)
■産休・育休制度＆取得実績あり
 
経験の浅い方､ブランクのある方も歓迎
その人のスキルに合わせた
研修を丁寧にします♪
なので､20年ぶりに復帰した
40代スタッフも活躍中◎

 
当院はチェア4台の完全個室で
1日平均の来院数は40人前後です｡
患者様にしっかり向き合った
診療スタイルです｡

ホームページも
ご覧下さい♪

「浜松市　竹内歯科」で検索！

イオン入野店より]5分 xyyemn
7①歯科衛生士　 
　②歯科助手

①月給23万円～25万円以上　\

急募"【有給消化率100％】 
イオンまで車で2分! 

主婦(夫)の方も家事と仕事が 
両立できる環境です

仕事 ①歯科衛生士業務全般 
②歯科助手業務全般 
現在4名の歯科衛生士が活躍中です｡ 
助手を含めて他からの転職者も5名活躍し
ています｡

【募集情報】
時間 9:00～18:30　 

※休憩有／12:30～14:00 
※残業1日30分/月10時間程度あり。 

休日 日曜＋他1日 夏期･年末年始 
■↑他1日は土曜日になる事が多いです 
■毎年1回1週間程度の連休あり 
　※院長の学会参加に伴う休診 

給与 ①月給23万円～25万円以上 
②月給17万6000円～18万5000円 
※前職の経験などを評価し決定します。 

資格 ①要歯科衛生士免許 
※ブランクや経験年数は不問です。 

待遇 制服貸与 交通費規定支給  
車通勤OK 院内研修･研修補助制度有 
昇給年1回 有給休暇　賞与有 
歯科医師国保 雇用･労災保険 
厚生年金　産休・育休制度あり 

応募 まずはお気軽にお問い合わせください。
【職場情報】
事業 完全個室の歯科医院
《担当から》入社時期の相談はお気軽に♪ 
年明けからもOK$4月以降からもOK$

003-1329644

竹内歯科医院
A053-489-4618
浜松市西区入野町8871-6

東区有玉南町 zyyukn
7就労支援

月給15万5000円～　

＼「やりがい」を感じられるお仕事／ 
就労継続支援A型施設「カラフル」で 

就労支援スタッフ募集" 
*未経験者歓迎です*

仕事 障がいを抱える方の就労支援。 
社会人生活が送れるように支援します。

【募集情報】
時間 9:00～16:30　
休日 日曜を含む週休2日(シフト制)
給与 月給15万5000円～
資格 要普通免許 

未経験者歓迎
待遇 昇給･賞与有 

社会保険完備 
交通費規定支給 
各種手当 
車通勤可 
経験者優遇 
研修期間1ヶ月有

応募 ㈱ハーモニー(A下記参照)迄℡下さい。 
体験入社制度あります。

【職場情報】
事業 障がい者福祉施設の運営

003-1325773

Colorfulカラフル
A053-478-7032(㈱ハーモニー・鈴木迄)
浜松市東区有玉南町2378-1

浜松市南区安松町 yyyHDm
7現場管理(現場経験は問いません)

月給20万～30万円(経験･能力による)

現場業務経験不問の正社員募集です"
仕事 公共､民間工事の現場管理業務 

現場仕事に必要な段取り(作業員･機材の
手配､日程の調整など)や書類の作成など
を行って頂きます｡ 
専門用語などはお仕事をしながら覚えて
頂ければ問題ありません｡ 
書類作成などの業務が中心のお仕事なの
で力仕事もなく､女性の方でも安心してお
仕事に慣れて頂けます｡

【募集情報】
時間 8:00～17:00 (休憩有)
休日 日曜定休 ＧＷ･夏季･年末年始休暇あり 

その他当社カレンダーによる
給与 月給20万～30万円(経験･能力による)
勤務地 当社本社／浜松市南区安松町66-9
資格 要普通自動車免許 

基本的なＰＣ操作ができる方
待遇 昇給制度あり 賞与(会社実績による) 

車通勤可 退職金制度あり 有給制度あり 
雇用･労災･健康･厚生年金あり 各種手当 
試用期間(1週間程度)あり

応募 まずは下記番号へお気軽にお電話下さい
【職場情報】
事業 造園業(とび･土工)･廃棄物処理業など
《ＵＲＬ》http://www.cosmogreen.jp/

003-1328517

有限会社　コスモグリーン庭好
A053-443-7878　採用担当：石川
静岡県浜松市南区安松町66-9

＼２職種同時募集!!／
 

お客様の問題解決にリアルに
一緒になって取り組み、
達成感を味わえます！！

チームワークで仕事をするので、
コミュニケーションが上達し、
人としての魅力が高まります！！

 
【是非HPもご覧ください】
https://www.sanko-seisaku.co.jp/

遠鉄上島駅から徒歩9分 yyyFkn
7①営業サポート事務 
　②生産サポートスタッフ

月給18万円～　　\

*お客様に感謝される仕事です*
仕事 ①システムへのデータ入力､電話対応､ 

　来客対応､出荷準備など｡ 
②社内システムへの簡単なデータ入力､ 
　生産補助､ピッキング､梱包､ 
　出荷準備など｡製品の社内段取り､ 
　台車で運搬をして頂く作業もあります｡ 

【募集情報】
時間 8:00～17:00(休憩有)
休日 土･日　GW･夏季･年末年始 

(会社カレンダーによる) 
※月に1～2回土曜出勤有

給与 月給18万円～　 
※試用期間3ヶ月は､時給1000円

資格 未経験者歓迎 
①PC操作できる方

待遇 交通費規定支給　車通勤OK　制服支給  
賞与年2回　決算賞与　時短勤務(規定)

応募 お問い合わせも大歓迎！ 
電話連絡後､履歴書(B貼)持参下さい｡ 

【職場情報】
事業 輸送用機器･各種機械装置･医療機器･ 

光学機器等の部品への各種メッキ加工 
表面処理事業

003-1326976

三光製作株式会社
A053-471-6386
浜松市中区上島2-5-20
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磐田市 zyyukE
7売りたい人と買いたい人を 
　マッチングする提案営業

月給22～35万円＋歩合＋C＋各種手当

不動産Labo.は設立4年目の若い会社! 
原則残業は無く､みんな定時退勤! 
完全週休二日制!大手にはない風通し
の良い職場で一緒に成長しましょう!
仕事 顧客リストをもとに空地や空家の 

不動産活用や売却など様々な提案を 
していただきます｡ 
営業エリアは主に静岡県西部になります｡ 
未経験の方も､先輩スタッフが 
丁寧に教えますのでご安心ください｡

【募集情報】
時間 8:30～17:30(休憩60分) 
休日 水･木､火･土のローテーション　 

GW･夏季･年末年始
給与 年収例 26歳 入社2.6年目 540万円 

　　　 33歳 入社  3年目 780万円
資格 普通自動車免許(AT限定可)　経験不問
待遇 交通費規定支給　車通勤OK　無料R有 

社会保険完備　宅建手当(2万円/月) 
社員旅行有(H30年度はセブ島､H31年度は 
プーケット)

応募 まずはお気軽にご連絡下さい
【職場情報】
事業 不動産の売買､仲介､コンサルティング 

業務
《ＵＲＬ》https://fudousanlabo.com/

003-1327337

株式会社不動産Ｌａｂｏ．
A0538-33-6118
磐田市森下89

東名掛川ICより車で1分 yyyFkm
7在宅介護スタッフ

月給16万5000円～ ※経験･能力考慮

＼ご家庭と両立しやすい-日勤のみ／
初めて訪問介護をする方も 

イチから丁寧にサポートいたします★ 
)あなたの資格を活かせる職場です)
仕事 利用者様のご自宅に訪問し、 

身体介護や生活援助をお願いします。 
実務未経験の方、ブランクのある方も 
丁寧に教えますのでご安心ください。 
◆エリアは掛川周辺です

【募集情報】
時間 8:00～17:00 ※多少の前後有
休日 完全週休2日制(シフトによる)
給与 月給16万5000円～ 

※経験･能力考慮致します
資格 初任者研修修了者　要普通免許
待遇 D有 R無料 制服貸与 C規定支給  

社保完備 H年2回 退職金制度有(規定有)
応募 お問い合わせも大歓迎！

【職場情報】
事業 介護事業
《担当から》 
「訪問介護は初めてで不安･･･」 
経験や知識の豊富なスタッフがしっかり 
サポートしますのでご安心ください♪ 
スタッフ間の距離の近さが当社の魅力です★

003-1325510

訪問介護あげはり
有限会社アイティーオー
A0537-28-8484　担当／大砂
掛川市上張925-8 掛川プラザビル1F

20～50代の幅広い世代の
女性スタッフが活躍中♪
0完全週休2日制★
0月ごとの休みや時間
　の相談OK!
0残業はほとんどナシ
0嬉しい手当も充実♪

医院の雰囲気を
感じてもらうための
職場見学を
随時受付中!!!!

 
勤務開始日も
相談OKです!

イオン浜松西SC内 yyyHkn
7歯科衛生士

月給22万円～　\

月ごとに休みや時間が相談出来ます 
手当も充実◆ 

職場復帰を目指したい方にも最適)
仕事 口腔ケア･器具メンテナンス･治療補助 

【募集情報】
時間 9:30～22:00で実働6.5h(2シフト制) 

■午前勤/9:30～19:00 
　※13:00～15:00は休憩時間 
■午後勤/14:30～22:00頃 
　※18:00～19:00は休憩時間 
　※21:30に退勤になる場合もあり 
※月毎に時間/休みの希望申告可 

休日 完全週休2日(シフト制) 

給与 月給22万円～ 
※19時以降は夜間手当有 

資格 歯科衛生士資格 
ブランクある方も歓迎 
◆スタッフ平均年齢31.5歳 

待遇 交通費全額支給､イオンの従業員割引有､ 
車通勤可､健康診断(年1回)､ 
研修有(1～3ヶ月)､社会保険完備､ 
各種手当有 

応募 まずはお気軽にお問い合わせください。 
事前の職場見学も行っております。 

【職場情報】
事業 歯科・小児歯科 

003-1327430

サクラ歯科医院(イオン浜松西内)
A053-449-6480　担当迄
浜松市西区入野町6244-1(イオン浜松西SC内)

磐田市匂坂上 yyykmn
7フォークリフト車のルート輸送　 
　※手積み･手降ろしありません

月収41万円以上可能　\

力仕事が無いので過去には 
★女性★も活躍していました！ 
コツコツとできるお仕事です！ 
土日休み＆日帰り運行+

仕事 ちょっと珍しい､大手メーカーの 
フォークリフトをルート輸送する 
お仕事です｡

【募集情報】
時間 8:00～17:00 

※早出･残業有 ※日帰り運行です
休日 土曜･日曜休み 

他､GW･夏季･年末年始 有給休暇
給与 月給18万円以上＋各種手当 

※試用期間2ヶ月有(時給1200円以上)
資格 要大型免許 男女共に大歓迎 

大特･ローラー･リフト･車両系免許を 
お持ちの方歓迎 中･長距離希望相談可

待遇 資格取得支援制度 
(資格取得費用は当社全額負担) 
社会保険完備　退職金制度 
各種手当(家族･残業･皆勤･無事故･資格･ 
通勤･給食) 昇給年1回 賞与年2回(規定有) 
車通勤可 全線高速道路利用

応募 面接時に簡単な筆記試験があります。
【職場情報】
事業 石油製品販売､一般貨物運送事業

003-1325911

株式会社東海ケミカル　輸送事業部
A0538-38-6606　担当／採用担当
磐田市匂坂上285-2

上島駅から]7分 yyykmn
7サービススタッフ　

月給20万円～30万円以上※経験･能力考慮

*一緒に地域を元気にしませんか* 
お客さまの「ありがとう」に寄り添い 
たくさんの笑顔が集まるお仕事です。 
将来的にもニーズの増える業界♪
仕事 まずは現場で業務の流れを学ぶことから

スタート$(作業は2～3人のチーム制) 
*お部屋の整理、模様替え、家具の移動 
*庭木の手入れ、草刈り、草取り 
*各種お部屋のお掃除 
遺品整理の事業も拡大中です。 
女性ならではの気遣い･サービスで、 
男女ともに活躍できるお仕事です◎

【募集情報】
時間 8:30～17:30(多少前後あり) 

)残業は殆どありません
休日 週休2日､他応相談　ＧＷ･夏季･年末年始
給与 ※研修期間最長1ヶ月は月給18万円～
勤務地 本社集合後､市内の各現場へ向かいます
資格 学歴･経験･年齢不問　未経験大歓迎
待遇 社会保険完備 賞与あり 昇給あり 

各種手当 交通費･通信費規定 
車通勤OK(無料R) 制服貸与 
資格取得支援制度(規定有)

応募 まずはお気軽にBを。お問い合わせもOK
【職場情報】
事業 便利屋(生活支援サービス)ビジネス

003-1330965

街の便利屋さん「喜ばせ隊」 (ＭＩエージェント)
A090-2136-5225　担当／加藤
浜松市中区上島2-2918-1

)他業種からOK
)働くママ活躍中

 
ワークライフバランスを大切にして
好きな事を仕事にできる職場です0

定着率もバツグン◎
充実の待遇でお待ちしています

中区高林　152号線沿い yyykmn
7①フォトグラファー及び補助 
　②ヘアメイク･着付 ③デザイン

①②月給19万～29万円 ③\

＼楽しく夢のあるお仕事内容！／ 
20代～30代の女性スタッフが 
輝いている職場です♪ 

0興味のあるかた積極採用中0
仕事 ①ナチュラルなスタジオでの撮影やロケ

など楽しく夢のあるお仕事です！ 
小物作りやディスプレイが好きな方も 
大募集です！ 
②ヘアメイク､着付け､衣装管理など、 
人を美しくする事や､おしゃれに関心の 
ある方大募集！丁寧な研修でどんどん 
スキルアップ！ 
③写真加工やデザインなどが好きな方も
大募集！経験豊富なスタッフが丁寧にお
教えします。

【募集情報】
時間 8:45～17:45or10:15～19:15等の交替制
休日 火曜定休＋3日～5日(希望日考慮) 

夏期･年末年始･有給休暇･産育休暇 
慶弔休暇　★完全週休2日制あり

給与 ①②月給19万～29万円※6～12ヶ月程度の
研修期間は月給18万円以上 
③月給17万円～(経験による)

資格 未経験者歓迎
待遇 教育制度､社会保険完備､有給休暇､ 

産休育児休暇､介護休暇､社外研修､ 
視察旅行､セミナー参加､時短社員制度､ 
育児補助金制度､評価制度､時間外手当､ 
役職手当あり､昇給年1回､賞与年2回､ 
車通勤可(無料Rあり)､交通費規定支給

応募 お問合せも大歓迎！ 
まずはお気軽にご連絡ください。 
DOMONETは24h受付中！

【職場情報】
事業 フォトスタジオ･ヘアメイク･衣装･ 

アルバム製作
《ＵＲＬ》http://www.gr-alpha.com

003-1326521

Photostudioグラフィックアルファ
A053-478-2850　担当／渡邊・橋本
静岡県浜松市中区高林4-8-18
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中区葵西／西区大平台 ym
7①看護師　②介護福祉士 
　③サービス提供責任者　④⑤\

月給23万円以上　\

入社祝金5万円支給!
仕事 ④副管理者　⑤実務者 

【募集情報】
時間 日勤/8:30～18:30(休憩2時間) 

夜勤/22:00～翌6:00 
　　(週1回､希望者のみ)

休日 4週8休
給与 ①月給28万～35万円 

②月給24万～30万円 
③月給26万～32万円 
④月給27万～33万円 
⑤月給23万～29万円 
※夜勤4回有りの場合は＋2万円&

勤務地 中区葵西／西区大平台
資格 介護福祉士　実務者　初任者　看護師
待遇 予防接種無料　昇給年1回　 

賞与年2回　有給休暇　 
医療費の補助制度あり　入社祝金有

応募 B後､履歴書(B付)を持参下さい｡ 

【職場情報】
事業 訪問介護、訪問看護

003-1328464

鈴木内科クリニック　グリーンケア
A053-438-5255　担当／鈴木
浜松市中区葵西4-20-17

浜松市東区北島町 yyykmn
7一般事務

月給19万1000円以上　\

人気の｢一般事務｣で 
新しい仲間を増員します! 

未経験歓迎!丁寧にお教えします+ 
20～40代の女性活躍中の職場♪

仕事 契約しているリース車両の車検･点検の 
日程調整をお願いします｡ 
リース車両がある法人様と電話で 
都合の良い日程を聞いて､自社の工場 
スケジュールや代車の予定を調整します｡ 
※1日平均7～10件程度､ 
　電話連絡をして頂きます｡

【募集情報】
時間 8:30～18:00(休憩90分)
休日 日曜含む月7～12日 

GW･夏季･冬季休暇
給与 ※試用期間1～3ヶ月は時給950円
資格 高卒以上 未経験OK 要普通免許(AT限定可) 

Word･Excel基本操作できる方尚可
待遇 交通費規定支給　車通勤OK　 

制服貸与　社員割引(車購入･車点検時)　 
昇給･賞与(当社規定有)　 
社会保険完備　目標達成手当

応募 まずはお気軽にお電話ください
【職場情報】
事業 新車中古車販売･車検･整備･鈑金･ 

塗装･保険代理店

003-1327848

株式会社昭和自動車商会(アップル車検浜松)
A053-422-1147(9～17時)
浜松市東区北島町262

自由に働けて…､

1時間1589円～
(施術60分コースの場合)

 
20代～60代活躍中です♪
勤務中に空いた時間があると
・ものまねしたり
・ダンスしたり
・なぜか､なわとびしたり…
こんな職場めったにない(笑)

JR天竜川駅より]6分 zyyukm
5未経験から始められる 
　リラクゼーションサロンスタッフ

完全歩合制(施術60分コースで1589円～)

男女大募集"時間帯･日数は希望通り 
スタッフの7割は未経験スタート♪ 
主婦･Wワーク･学生さん活躍中! 

友達同士の応募もモチロン大歓迎です
業務 全身もみほぐしや足つぼ､アロマを使用し

た施術等をお願いします｡
【募集情報】
時間 10:00～翌1:00の間でシフト制 

※週1日～､1日4h～で曜日･時間応相談 
例／17:00～21:00(学生さんも間に合う) 
　　18:00～22:00(Wワークで働ける) 
　  土日10:00～17:00(お休みを活用)

収入 完全歩合制 
※お客様から頂く施術料金の50～55％が 
　支給されます 
　報酬UPのシステムや指名料バックも 
　あります 
【月収例】 
　入社1年目30歳フリーター(未経験) 
　施術60分(1589円)×1日6件×22日 
　＝月収20万9748円

資格 経歴･学歴は一切不問です　男女歓迎
待遇 入社祝金(会社規定あり)　車通勤可 

早番･遅番手当別途支給　制服貸与 
無料研修あり(2h～×14回､2週間程)

負担金 なし
応募 まずはお気軽にお問い合わせください｡ 

※職場見学随時OK　※友達同士の応募OK
【職場情報】
事業 リラクゼーションサロン
《担当から》 
無料の研修プログラムがありますので､ 
スクール等に通わなくても､基本から 
しっかり身につきます♪ 
経験者の方は即戦力として働けます｡ 
X'masには社長がホールケーキをくれたり､新
年会でふぐ料理をおごってくれたりします｡

003-1326564

もみかる 浜松自動車街店
A053-589-5373　採用担当
浜松市東区天龍川町11-4

浜松市南区寺脇町 ym
9動物病院の 
　①トリマー　②トリミング補助

時給900円以上

動物が好き｡動物のために何かしたい｡ 
そんな想いを当院は大切にしています 
勤務シフトはお気軽にご相談ください 
ブランクOK!復職希望の方も応援♬
仕事 動物病院での 

①トリミング業務　②トリミング補助 
　

【募集情報】
時間 ①A. 9:00～13:00 

　B.13:00～15:00 
②　13:00～15:00 
※日によって多少前後あり 
※月･火･水･金･土の間で週2～4日L 
　(日曜･木曜･祝日は休み)

資格 ①トリミング有資格者歓迎　トリミング
専門学校を卒業された方も歓迎します　
②経験不問

待遇 能力により昇給有　正社員登用有 
制服貸与　車通勤可　

応募 電話連絡後､履歴書(写真付)持参下さい｡
【職場情報】
事業 地域密着の動物病院(犬猫) 

　
《担当から》 
働きやすい職場です。不明な点がございまし
たら、お気軽にご相談ください。

003-1330004

白脇動物病院
A053-442-1405　担当／鈴木
浜松市南区寺脇町317-5(白脇協働センター東)

浜松市西区入野町 yyyFmn
7①看護師 
　②看護助手兼事務

①月給25万円～　②月給17万円～

30代～50代女性活躍中♪ブランクOK♪
定着率が高く、久しぶりの増員募集♪ 
明るく親切な気持ちで、患者様に寄り
添っていただければ大丈夫です♪

【募集情報】
時間 月火水金… 8:30～12:30 

　　　　　15:00～18:30 
木…8:30～12:30　 
土…8:00～12:30

休日 日曜･祝日､GW･夏季･年末年始休暇有
資格 ①看護師資格 

②経験･資格不問
待遇 経験者優遇､昇給年1回 

交通費規定支給､ 
制服貸与､車通勤可 
賞与年2回､各種保険完備

応募 電話連絡後､履歴書持参ください｡　
【職場情報】
事業 内科・消化器科・小児科 

《担当から》 
開院して13年目になります｡近隣の患者様が
多いので親しみやすく､働きやすい職場です｡ 
スタッフが気持ちよく働き、患者さんも気持
ちよく来院できるクリニックを目指していま
す｡まずはお気軽にご連絡ください！

003-1327905

鈴木内科消化器科医院
A053-415-0101
浜松市西区入野町9863-6(ユニクロさん近く)

フレッシュハンドメイドコスメ

LUSH
NEW STAFF募集!!

 

『自分らしく働く』
ハッピー&ヘルシーライフ
仕事を通じて

感じてみませんか？

ららぽーと磐田店内 zyyumn
7①トレーニーマネージャー(副店長) 
　②セールスアシスタント

①年俸280万円以上　②時給950円

仕事 ①接客､ショップマネジメントのお仕事 
　をお任せします｡店長と共にショップ 
　の運営､売上管理やスタッフ育成など 
　マネジメント業務もお任せします｡ 
②接客､店内清掃､商品説明などを 
　お任せします｡

【募集情報】
時間 9:30～21:30/シフト制 

①月間160～177h 
②月間120～177h(目安/週4～5日)

休日 ①月8～10日 ②週2～3日
資格 高校卒業以上､業界未経験者可 

①社会人経験2年以上､ 
　1年以上のショップマネジメント経験 
　もしくはチームを率いて結果を生み 
  出すマネジメント経験がある方 
　PC基本スキル 
②様々なシフトで働ける方歓迎

待遇 交通費支給(規定あり2km以上) 
車通勤可､時間外手当､ショップ業績に 
応じたインセンティブボーナス(毎月) 
研修制度､社内公募制度､社会保険完備 
有給休暇､契約保養所､社員割引 
スポーツクラブ利用割引 
託児所補助金制度(日曜･祝日補助有) 
確定拠出年金制度､財形貯蓄制度 
①育児･介護短時間勤務制度

応募 ラッシュジャパン採用HP 
又はJOB･DOMONETよりエントリー下さい｡ 
〈採用HP〉http://lushjapan-job.net 
※面接は現地にて行います

【職場情報】
事業 手作りコスメ製造･販売･輸出 

(世界49ヶ国で愛されています) 

《ＵＲＬ》https://jn.lush.com/

042-0382676

LUSH ららぽーと磐田店
A0538-38-4107
磐田市高見丘1200 ららぽーと磐田2F
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浜松市中区佐藤 zyyumn
7美容師・美容師見習い

月給18万～35万円

事業拡大につき 
美容師・アシスタント急募! 

完全週休2日!メリハリのある生活で 
夢を実現させましょう

仕事 美容業務全般をお願いします｡
【募集情報】
時間 8:30～19:00　※休憩有
休日 月曜･火曜(完全週休2日制) 

夏季･冬季連休(各5日間)
資格 要美容師免許
待遇 社会保険完備　車通勤OK　駐車場完備 

通勤手当有　歩合有　従業員割引有 
賞与年2回　昇給随時　産休･育休制度有 
講習費･ウイッグ代会社負担　残業代有

応募 電話連絡後､履歴書(B貼)持参下さい｡
【職場情報】
事業 美容室 

《担当から》 
私たちは【感謝を忘れず健康でより豊かに】 
を理念とし､"根本的な美しさ"を追求してい 
ます。夢と感謝を大切に。お客様も社員も､ 
毎日HAPPYで充実したライフスタイルが送れ
る事を応援しています。 
 
《ＵＲＬ》https://beautysalon-sheep.com/

003-1330010

美容室Ｓｈｅｅｐ
A053-570-8637　担当／野口
浜松市中区佐藤1-26-33

西区館山寺町 yyykmn
7ホテルでのフロント業務

月給17万円～19万円　※別途手当支給

)充実の研修制度がありますので 
一流のホテルマナーが身に付きます) 
残業は月平均5hで働きやすい"

仕事 チェックイン、お部屋へご案内、各種手
配事務、お見送りなどお客様をおもてな
しする業務

【募集情報】
時間 (朝番) 7:00～15:30、8:00～16:30 

(遅番)13:30～22:00 
※上記シフト制(実働7.5h)

休日 月8日(シフト制) ※希望の曜日相談OK 
※有給･慶弔･産前産後･育児･介護休暇有

給与 【月給例】※年齢に応じて相談 
18歳／月給17万円～＋各種手当 
22歳／月給19万円～＋各種手当

資格 経験不問
待遇 昇給年1回　社会保険完備 

退職金制度(勤続2年以上)　健康診断 
社員寮　社員割引　各種手当(宿直･通勤･
時間外･深夜･ヘルプ･家族･役職) 
制服貸与　車通勤可(駐車場有 規定有) 
誕生日祝制度有　他充実の福利厚生

応募 電話連絡後､履歴書(B貼)持参下さい｡ 
【受付】9:00～17:30(日祝除く)

【職場情報】
事業 ホテル･飲食店等の経営

003-1330553

舘山寺サゴーロイヤルホテル
A053-455-3541 担当/サゴー本社総務課
〒431-1209　浜松市西区舘山寺町3302

★…正社員登用制度あり…★
 

◆未経験スタートOK！
◆定着率◎シフト相談OK
◆産休･育休取得実績あり
　結婚･出産･育児でライフスタイルが
　変わっても長く続けやすい環境です♪

 
0…女性スタッフ活躍中…0

浜松市中区中央 zyyumn
8事業運営部スタッフ

月収17万3000円＋交通費規定支給　\

多くの出会いが待っているお仕事 
「面白いと思える仕事がしたい」 
「毎日やりがいのある仕事をしたい」 
そんなあなたにピッタリです♪

仕事 コンサートやイベント企画･運営､ 
ラジオで紹介するお店のリサーチなど 
各種サポートのお仕事です。 
※磐田市情報館にてインフォーション 
　スタッフとして勤務をお願いする 
　場合もあります。

【募集情報】
時間 9:30～18:30(休憩あり) 

【磐田市情報館での勤務の場合】 
①9:30～17:30(早番) 
②13:00～21:00(遅番)　※実働7h　

休日 月8日前後 
※長期休暇も繁忙期以外で取得できます

給与 時給950円～1300円 
※時給1000円×月173H=月収17万3000円

資格 未経験者歓迎 
接客･イベント企画業務の経験者優遇

待遇 正社員登用制度有 社保完備  
交通費規定支給 車通勤可  
育休･産休取得実績有　マナー研修有

応募 お問合せのみも大歓迎！ 
まずはお気軽にご連絡ください♪ 
電話連絡後､面接の日程を設定させて頂き
ます｡

【職場情報】
事業 地域文化振興事業･放送制作事業
《担当から》 
未経験の方でも丁寧に教えますので 
安心してスタートできますよ。 
ご連絡お待ちしております。 
 
《ＵＲＬ》 
http://www.cpsinc.jp/

003-1329827

株式会社シーピーエス(CPS放送制作)
A053-450-8685　担当／玉木・大石
〒430-0929　浜松市中区中央1-16-9

勤務地による yyyDkm
7販売員スタッフ\ 
　(商品管理､レジ､品出し等)

月給18万円以上(一律手当含む)\

急募"ペットが好きな方大歓迎! 
未経験者も安心して働ける職場です!
仕事 レジ､商品出し､商品管理､清掃

【募集情報】
時間 9:30～20:30の間で週5日勤務 

1週間の勤務は 
①週1日…9:30～20:30 
②週4日…9:30～17:30又は12:30～20:30 
(①②ともに休憩有)

休日 週休2日
給与 ※研修期間(3ヶ月)は時給885円
勤務地 浜北店、市野店・入野店同時募集中 

・市野店／A053-468-5511　担当／竹内 
・入野店／A053-445-0210　担当／杉山

待遇 社員割引有､有給(6ヶ月後より)､車通勤可 
能力に応じて手当有､昇給･賞与有､社会 
保険等完備､退職金制度､独立時応援有

応募 電話連絡後、履歴書(新卒TJQは 
卒業見込証明書も)持参下さい。

【職場情報】
事業 県下最大級大型ペットショップ
《担当から》 
ペット業界初めての方でも大歓迎です。 
フードや用品の知識が無くても大丈夫。 
専門的な知識は必要ありません。 
先輩より一から教えます。

002-2992006

ペッツマート浜北店
A053-584-6510(浜北店)　担当／伊澤
浜松市浜北区貴布祢244-2

袋井市川井

78①販売スタッフ 
　　②パティシエ

月給17万円～25万円以上　\

*業界では珍しい週休2日制* 
地元密着で常連さんの多い職場です+ 
お菓子作りが好きな方におススメ！ 
【好き】を活かして働きませんか？

【募集情報】
時間 ①9:30～18:30　10:30～19:30 

②7:00～19:30(実働8h) 
休憩有　シフト制 
時期・イベント等により時間の変動あり

休日 週休2日制(基本月・火) 
※月８～９日 
※年間休日105日＋計画年休5日 
※夏季・冬季休暇・産休・育休あり 
※時期・イベントにより休日の変動あり

給与 ①固定残業代(11h分12300円)含む& 
②固定残業(13h分14500円)含む& 
半年経過時点で昇給査定を行います 
昇給例:＋5000円～10000円等

資格 未経験・新卒第２新卒歓迎 経験者優遇
待遇 従業員割引有　車・バイク通勤OK 

昇給有　雇用保険　労災保険　賞与有 
制服貸与　試用期間あり(３ヵ月) 
正社員登用制度あり(登用率9割以上) 
お誕生日ケーキのプレゼントあり

【職場情報】
事業 洋菓子店

003-1330955

菓蔵SUZUKI
A0538-44-7770
袋井市川井1418－13

浜松市東区白鳥町 zyyukm
7一般事務

月給16万円～18万5000円 

未経験もOK!一般事務のお仕事♪ 
原則土日休みで働きやすさ◎ 

まずはお気軽にお問合せ下さい!
仕事 伝票作成やデータの入力をお願いします 

PC入力がメインのお仕事です。 
未経験の方も丁寧にお教えします。 

【募集情報】
時間 8:00～17:10(休憩70分)　 

※残業なし
休日 土日 他(会社カレンダーによる) 

GW･夏季･年末年始 ※年間休日105日
給与 月給16万円～18万5000円
勤務地 白鳥工場(浜松市東区白鳥町350番地)
資格 未経験OK　高卒以上 

普通自動車免許(AT限定可) 
40歳以下 
※長期勤続によるキャリア形成のため

待遇 車通勤可 無料駐車場有 社会保険完備 
食事手当(5000円/月) 
皆勤･住宅･家族手当(当社規定による) 

【職場情報】
事業 工業用プラスチック部品の塗装

003-1327551

マルツ工業 株式会社
A053-424-0202　採用担当迄
浜松市東区白鳥町80

セブンイレブン加茂西斜め yyykmn
7①歯科受付　②歯科助手 
　③歯科衛生士

①②月給16～18万円③月給23～25万円\

正社員募集!残業ほぼありません! 
移転して2年くらいですので 
キレイな職場で働きやすさ◎! 

約3年ぶりの募集ですので定着率も◎
仕事 ①歯科受付 ②歯科助手 ③歯科衛生士 

※未経験でもしっかりフォローします 
※社員の働きやすさを重視した医院です

【募集情報】
時間 平日／9:00～19:00(休憩2時間有) 

土曜／9:00～17:00 
※残業ほぼありません

休日 木曜･日曜定休 GW･夏季･年末年始休暇有
給与 ①②月給16～18万円＋各種手当 

③月給23～25万円＋各種手当 
※①②③経験･能力を考慮します

資格 ①②未経験OK　③歯科衛生士
待遇 車通勤可 C規定 各種手当有 制服支給 

昇給年1回 賞与年2回 経験者優遇
応募 まずはお気軽にお電話下さい｡ 

職場見学をしてからの応募もOKです｡
【職場情報】
事業 歯科医院
《担当から》 
現在女性スタッフが中心に活躍中の明るい 
職場です｡ブランクのある方も大歓迎なので 
まずはお気軽にお問い合わせ下さい｡

003-1325227

オレンジ歯科医院
A0538-33-7711
磐田市加茂1183-1
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浜松市中区助信町 yyykmn
7①メカニック補助　②営業サポート 
　③ショールーム受付

①A.月給21万1000円～30万4000円　\

仕事 ④カーアドバイザー
【募集情報】
時間 9:30～19:00　※休憩有
休日 毎週水曜　第1･2火曜定休含む月8～11日 

GW･夏季･年末年始休暇※年間休日105日
給与 ①A.経験者(資格取得者)… 

　　月給21万1000円～30万4000円 
　B.未経験者…月給19万6000円 
　※成果配分手当有 
　年収例／勤続4年：年収395万円 
②月給20万円以上＋インセンティブ 
③④月給19万1000円＋成果配分手当 
　　＋交通費 
※試用期間3ヶ月  
　①A.時給1200～1500円　B.時給1000円 
　②日給8000円＋インセンティブ 
　③④時給950円

資格 経験不問、要普通免許(AT限定不可) 
②③④30歳迄③④PCの基本操作できる方

待遇 社保完　D･H(当社規定)　有給休暇 
交通費規定支給　車通勤可(通勤車両は国
産車又はボルボ車)　社員割引有

応募 下記住所まで､履歴書をご郵送下さい｡
【職場情報】
事業 ボルボ車の販売・メンテナンス

003-1329856

ボルボ・カー 浜松
A053-475-1144　担当／山口・鈴木
〒430-0903　浜松市中区助信町8-30

磐田市福田 yyykmn
7家具製造工場の 
　①一般事務　②製造スタッフ

月給①月給20万～25万円　②　\

!男女スタッフが活躍中! 
モノづくりが好きな方にピッタリ♪ 
*詳しくはJOBをご覧ください*

仕事 ①取引先からの電話対応や書類作成等 
　をお願いします 
②家具の組み立てや仕上げ等 
　をお願いします。

【募集情報】
時間 8:00～17:00(休憩あり･残業若干あり)
休日 土･日･祝　※GW･夏季･年末年始休暇有 

会社カレンダーによる
給与 ②20万～30万円以上 

※経験・能力考慮します。 
①②共に 
試用期間1～2ヶ月程度は時給1000円　

資格 未経験者歓迎
待遇 昇給制度有　交通費規定支給　 

車通勤OK　社会保険完備 
食事手当有(弊社指定の給食を注文した 
場合のみ､1食100円を会社負担) 
産休・育休あり

応募 A080-2666-1219/中山 
繋がらない場合、会社にTEL下さい。

【職場情報】
事業 ドア･扉･襖･システム家具 

下駄箱の開発､製造､販売

003-1329936

有限会社静岡フスマ商会
A0538-55-6750 上記携帯まで
〒437-1203　磐田市福田5495-6

浜松市東区白鳥町

7①一般家庭へのふとん集配業務 
　②固定ルートのふとん集配業務

月給18万5000円～　※昇給あり

【基本固定の回収／配達】 
人と楽しく話すことが好きな方大歓迎 
ふかふかを届けて感謝される仕事! 
詳しくはJOBをご覧ください"

仕事 取引先の事業所､当社と提携しているふと
ん取扱店へ伺い､丸洗いをするふとんをお
預かりして後日お届けする仕事です｡

【募集情報】
時間 8:30～17:00(休憩有) 

※残業ほぼなし 
※4月中旬～8月の繁忙期にあっても 
　1日1h位ほどです

休日 日曜・祝日 
※11月～4月は、土曜日休みの日もあり 
※当社カレンダーによる 
※夏季・年末年始休暇あり

資格 要普通免許(AT限定OK) 
40才まで　経験不問

待遇 昇給有　賞与年2回　社会保険完備 
住宅手当　家族手当　通勤手当 
有給休暇　転勤なし　車通勤可 
駐車場完備　60才定年制※再雇用有

応募 電話連絡後､履歴書(B貼)持参下さい｡
【職場情報】
事業 ふとん丸ごと水洗い・クリーニング

003-1330042

株式会社ホームドライ　エコーサービス事業部
A053-422-2101
浜松市東区白鳥町792

袋井市 yymn
5サービスドライバー 
7中型･大型ドライバー

5①完全歩合制 ②日給5600円 7\

2回でも3回でも$職場見学随時受付中
仕事 5主に袋井市内エリア担当制で､エリア 

　内での配送業務をお願いします 
7主に湖西市～田原市間の自動車部品 
　ルート配送をお願いします 
　◆大型1名は急募です$ 
　(1日5～8便のルート配送業務です)

【募集情報】
時間 5① 8:00～21:00 

　②18:00～21:00 
715:00～翌4:30(休憩あり)

給与 5①完全歩合制 ②日給5600円 
7月収27万円28以上可能 
　試用期間1～2週間は時給885円

収入 5①完全歩合制(1個／平均139円) 
　週6日稼働の場合(月収37万円可能)

勤務地 5浜松市 or 袋井市 ※希望考慮します
資格 5車両持込可能な方 

7要大型免許 要リフト免許
待遇 昇給制度有 7構内ライセンス研修あり
負担金 5一切なし
応募 まずはお気軽にお電話下さい 

A090-8075-5488　担当／近藤
【職場情報】
事業 配送業

003-1328536

Ｓ･Ｓ･Ｐ(エス･エス･ピー)合同会社
A053-541-7553(受付時間9:00～18:00)

静岡県浜松市中区砂山町355-4 
ハマキョウレックス浜松駅南ビル４階

～好きな時間に働ける～　　　　　　

5月収37万円以上可能"
～近距離ルート定期便～　　　　　　

7月収38～42万円以上可能"
例)38歳:38万円以上｠52歳:42万円以上
　｠(月給20万＋運行･残業手当)　　　

自動車学校前駅から]5分 yyyFDn
7①保育士　②児童指導員 
　③児童発達支援管理責任者

月給①19万円～②17万5000円～③23万円～

【子ども達の成長がやりがいです】
仕事 ①②障がいのある子ども達が様々な活動

を通して､挨拶･対人コミニュケーション
を身に付けられるようサポートします｡ 
送迎業務もあります。 
③療育計画の作成､進捗管理､療育支援等
をお願いします｡※学校教育等で5年以上 
の実務経験をお持ちの方であれば､ 
資格取得がこれからという方も大歓迎！

【募集情報】
時間 平日/10:30～18:30 実働7h 

祝日･学校休業日/8:30～17:00 実働7.5h
休日 日曜を含む週休2日(シフト制)
給与 ※②未経験者…月給16万円～
資格 要普通免許　 

①未経験・無資格OK 
②社会福祉士・精神福祉士・教員免許等
の資格ある方or児童福祉サービス経験者 
③学校教育･学童保育･保育園･幼稚園･ 
児童養護･障がい福祉サービス等で 
5年以上の実務経験をお持ちの方

待遇 昇給有　賞与有　社会保険完備 
交通費規定支給　各種手当有　車通勤可 
経験者優遇　研修期間2ヶ月 産休･育休

【職場情報】
事業 放課後等デイサービス

003-1325768

ポテンシャルキッズ
A053-424-8120　担当／鈴木
浜松市東区小池町1885

浜松市南区遠州浜 zyyunE
7電気工事スタッフ(男女)

月給18万～30万円＋各種手当　※MO

従業員の幸せを願い、仕事と家庭の両
立を応援している会社です！若いうち
から技術を身に付けたい方歓迎！
仕事 一般住宅､店舗､オフィス等の電気設備の

工事全般｡テレビアンテナ設置､電線引込､
配線照明器具､コンセント類の設備工事な
ど｡対象エリアは県西部地区です｡

【募集情報】
時間 8:00～17:00 (休憩90分)
休日 日曜を含む隔週休2日制 

夏季・年末年始・GW休暇他
給与 ※60才以上は月給18万～23万円+各種手当
資格 50才迄(キャリア形成のため)　経験不問 

経験者は年令不問
待遇 各種保険完備､通勤手当(規定有)､有給休

暇､車通勤可､駐車場有､制服貸与､資格取
得支援制､皆勤･家族･資格手当､研修期間3
ヶ月(給与変動なし)　※以下は59才迄… 
昇給有､賞与年2回､退職金制度有

応募 お気軽にお電話ください。
【職場情報】
事業 電気設備工事全般　太陽光設備
《担当から》従業員第一！男女問わず、仕事
と家庭の両立が当たり前になるよう、会社一
丸となって取り組んでいます。 
《ＵＲＬ》http://sinwadenso.com/

003-1329990

有限会社　信和電送
A053-426-4667
浜松市南区遠州浜2-31-4

浜松市東区上新屋町 yyykmn
7①地元密着の葬祭スタッフ 
　②一般事務

月給①23万～30万5000円　②17万～20万円

「誰かの役に立てる」と 
実感できるお仕事してみませんか？ 
今後多様化していくお葬儀に向けて､ 
あなたの力を貸して下さい!

仕事 ①葬儀に関する仕事全般｡葬儀発注､ 
　祭壇飾り､片付け､お客様との打合せ､ 
　弔問客の誘導等 
②一般事務業務｡電話､来客対応､ 
　パソコン入力業務(Excel)､伝票整理等 

【募集情報】
時間 8:30～17:00　 

※休憩有 
※①残業月平均10時間

休日 週休2日制　 
※会社カレンダーによる

資格 高卒以上　経験不問 
要自動車免許(①AT限定不可) 
①59歳以下　②39歳以下

待遇 交通費規定支給　車通勤可 
賞与年2回　昇給有　 
皆勤･日祝･給食など各種手当有

応募 電話連絡後､履歴書(B貼)持参下さい｡ 

【職場情報】
事業 葬祭業

003-1327114

株式会社博善舎 
A053-464-2511
浜松市東区上新屋町238-21

浜松市東区篠ヶ瀬町 yykn
7一般事務

月給16万1000円

しず･しず･しずなび～♪でお馴染み)
未経験者大歓迎)異業界･異職種から 
転職されている方が殆どなので安心♪ 
[週休2日制][充実の待遇・福利厚生]
仕事 オフィス内での営業サポート・ 

電話応対・事務処理・受付対応。
【募集情報】
時間 9:30～18:00(休憩1h)　※土日出勤 

)残業ほぼなし
休日 週休2日制(水曜､第1･2･3木曜) 

(当社休日カレンダーによる) 
夏季･年末年始休暇 有給休暇 特別休暇

勤務地 浜松ささがせ店(東区篠ケ瀬町276-1)
資格 業界・職種未経験者歓迎 

Excel･Word等の使用･入力ができる方
待遇 社会保険完備　社内旅行　保養リゾート

施設利用可能　交通費規定支給 
託児所有(応相談)　各種手当あり 
制服貸与　車通勤応相談 
有給休暇(勤務開始から付与されます)

応募 電話連絡後、履歴書(B貼)・職務経歴書 
を3日以内に下記までご郵送下さい。

【職場情報】
事業 不動産の売買仲介・賃貸管理・介護施設

紹介・コインパーキング運営

003-1330675

静岡セキスイハイム不動産株式会社
A053-450-1255

〒430-0926 
浜松市中区砂山町325-20　水谷ビル3F
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静岡県内 yyymnE
8メガネのトータルコーディネーター

月給18万5650円以上　\

｢眼鏡市場｣でおなじみのメガネトップ 
【地域密着社員】引越を伴う転勤なし 
充実の研修で成長をサポートします！
仕事 ｢眼鏡市場｣での接客販売･メガネ加工･ 

補聴器の販売等｡お客様それぞれに 
合った､コーディネート､提案を行います｡

【募集情報】
時間 変形労働時間制　週平均実働40h 

※店舗により異なる
休日 シフト制(月8～10日)　年間休日114日
給与 ※経験･能力により､当社規定に準じ決定 

※半年ごとの評価により､改定有
勤務地 静岡県内の各店舗
資格 高卒以上･学生不可､未経験者もご相談を｡ 

ダブルワーク不可
待遇 交通費規定支給(月5万円迄) 

社会保険完備､財形貯蓄､ 
各種休暇､社員割引制度､労働組合､ 
車通勤可(店舗による)､試用期間3ヶ月有

応募 まずはお気軽にご連絡下さい
【職場情報】
事業 メガネ･コンタクトの販売業
《会社概要》設立／1980年5月 
資本金／1億円　従業員数／4483名 
《ＵＲＬ》https://meganetop-saiyo.net/

002-2995025

株式会社メガネトップ (眼鏡市場)
A03-6778-8389　受付／全日10～19時

〒420-8528　静岡市葵区伝馬町8-6 
トップセンタービル(本社)

幼児教室の
せんせい募集！
子供が好きな方や
結婚･出産等で
ブランクのある方
歓迎♡

静岡県内の各教室 zxyuek
5幼児教室の先生

固定報酬月額8000円＋出来高　※\

【土日祝休みでご家庭との両立可-】 
子供好きな方･経験を活かしたい方に 
ピッタリ♪子育てが落ち着いた 

30代～50代女性や未経験の方活躍中
業務 園･曜日固定でクラスを担当! 

勤務地は自宅から通える範囲内♪ 
主に年少～小学3年生を対象として､ 
カリキュラムに従って指導します｡ 
基本的に入職1年目は 
1～2クラスを担当､以降は希望により 
クラス数を増やすことも可能です。

【募集情報】
時間 1回1～1.5時間程度､週2日から 

(教室･指導コースにより異なる)
休日 土日祝
収入 出来高制(コース･人数･時間数による) 

例)2年目で週3日､午後クラス担当の場合 
　 報酬7万4036円 
※扶養内勤務可能 
※ノルマはありません

勤務地 静岡県内の教室 
※自宅からの直行直帰もOK

資格 未経験者歓迎 要普通免許 ※保育士や 
幼稚園･小学校の教諭経験ある方優遇

待遇 共済会制度 研修手当有
負担金 一切かかりません
応募 B後､履歴書(B付)を持参ください。

【職場情報】
事業 幼児教室の運営管理
《ＵＲＬ》 
http://www.gakken.jp/playroom/ 
《担当から》 
勤務日や時間も相談可能ですので、貴方の 
ご都合に合わせて働ける事も魅力です｡ 
1月入職もOK! 
まずはお気軽にご連絡くださいね｡

002-2990655

㈱学研教育みらい　静岡オフィス
A054-654-6012 080-1060-0560 A山本

静岡市駿河区中田2-4-20 
フレンドリーS102






