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静岡市内で
入浴専門の介護職員を募集中!

応募前に疑問･不安解消!
面接前の個別相談･説明会各営業所で開催中!

担当／天野まで

セントケア･グループは東証一部上場企業です

☎054-202-7871応募
受付

採用情報は
左記からも
見れます
Instagram･
Facebookも
あります

無資格
未経験
OK

資格取得
補助金制度

あり

スマートフォンからも
ご利用頂けます｡

静岡駅

国道1号線

セントケア葵

セブンイレブン
赤十字病院市立

新通小

県道208号線
駿府城
公園

静清バイパス

清水第六中

至清水駅

↓

東名高速道路

セントケア

県道67号線

清水警察署

清水

清水押切
郵便局

三人一組でお客様のご自宅に伺うお仕事です
無資格･未経験の方も安心して始められます

選べる勤務地
説明会会場!

②清水営業所
（清水区石川本町）

②葵営業所
（葵区本町）

③駿河営業所
（駿河区中田）

実際に使う浴槽など見ることが出来ます｡
詳細や日程等､下記担当者（天野）まで気軽にご連絡ください♪

中田小学校

中田小学校南

稲川

セブンイレブン

セントケア駿河

アーセンティア

富士屋

馬渕
2丁目 静岡

女子高

伊河麻神社西

応募受付･問合せは
こちら

20代～40代
活躍中!

＋ 一時金･賞与（各年2回支給）月給：22万6000円～25万0000円以上
資格取得でスキルアップ可能!

月給：22万6000円～25万0000円以上
資格取得でスキルアップ可能!

半年後には初任者研修の取得を目指します!
資格取得補助金制度で実質自己負担なし◎

年収318万円～347万円
（一時金･賞与含む※昨年度実績）

静岡市 zyyuFm
7訪問入浴スタッフ(運転業務あり)

月給22万6000～25万円＋一時金･H各年2回

＼キャリアアップ正社員募集／ 
日曜休み･日勤のみで 
働きやすいお仕事です｡ 

入社日も気軽にご相談ください！
仕事 三人一組でお客様のご自宅に訪問し 

入浴サービスを行います 
具体的には… 
・入浴車の運転 
・移動介助､入浴介助 
・機材の搬入出　など 
入社後は先輩スタッフとの同行研修が 
あります

【募集情報】
時間 8:00～18:00内で1日8h(休憩60分) 

(例)8:00～17:00/9:00～18:00
休日 週休2日(日曜＋1日)
勤務地 ①セントケア葵 

　(静岡市葵区本通9-1 3F) 
②セントケア清水 
　(静岡市清水区石川本町5-7 2F) 
③セントケア駿河 
　(静岡市駿河区中田1-17-7)

資格 普通運転免許(AT限定可)
待遇 有給休暇(半日から取得可) 

社会保険完備　処遇改善一時金年2回 
昇給年1回　制服無料貸与  研修制度有 
通勤費規定支給　資格取得補助金制度有 
賞与年2回　退職金制度あり

【職場情報】
事業 総合介護サービス業
《ＵＲＬ》 
https://saint-care-chubu.com/recruit/ 
《担当から》 
月曜完全休みの週休2日制で 
しっかり休める環境です｡ 
研修もあるので安心して働けます◎

002-3537415

セントケア中部株式会社(葵･清水･駿河)
A054-202-7871(応募受付)
(本部)静岡市駿河区南町6-16　203号

★生活相談員から
　キャリアアップ
★子育てとの両立
★施設介護職の
　経験を活かしたい

30～65歳まで
未経験で始めた

スタッフが活躍中！
 

研修費用負担制度あり◎

静岡･富士･沼津市内 yyykns
71ケアマネージャー

7月給26万円～32万円　1\

★未経験からのチャレンジ歓迎★ 
充実の研修あり！丁寧に指導します 
スキルアップに必要な研修費用は 
当社が負担するので安心♪

仕事 居宅介護支援事業所または 
施設におけるケアプラン作成業務 
※主任ケアマネージャー・管理者候補 
　も同時募集

【募集情報】
時間 8:30～17:30※1時間･勤務日数相談OK
休日 7月9日(居宅は土日休み)
給与 1時給1250円～1550円
勤務地 静岡市内 

・ハートフルホーム静岡中央 
・ハートフルホーム御門台 
・ハートフルホーム八幡 
富士市内 
・ハートフルホーム厚原 
沼津市内 
・ハートフルホーム開北

資格 介護支援専門員
待遇 研修費用負担制度 

託児所･保育所･学童手当 
シングルペアレント応援手当 
子育て･介護のための就業制度 
趣味休暇制度　家族介護支援制度 
自社サービス利用時の従業員優遇制度 
7確定拠出年金　1社員登用制度有 
※詳細は面談にてご説明いたします

【職場情報】
事業 運営会社 株式会社アクタガワが行う 

介護関連サービス事業 
静岡県内24施設106事業所運営

《担当から》一人ひとりの声を元に作りあ 
げた様々な働き方や、社内クラブチーム、 
充実の福利厚生をご用意しています♪

002-3532240

株式会社アクタガワ
D0120-767-388(本社)　A白鳥･杉本
静岡市葵区常磐町2-13-4



8

[グループホーム]
 

765歳まで正社員として勤務可能
50代からも正社員になれます!
※応募は64歳まで、その後は
パートとして勤務可能です
165歳以上OK
 

*医療法人ならではの
　｠充実した福利厚生
*少人数をゆったり介護
*資格取得フォロー万全
(初任者研修･実務者研修取得費用｠
｠弊社負担)　　　
　　　　　

◇職場見学もOK◇
お気軽にお問い合わせをください♪

南区御給町 yymn
71ケアスタッフ

718万円～19万1000円 \1

アイケアグループの医療法人社団 
愛寿会で介護のお仕事しませんか？ 
子育て中の方､シニアの方も大歓迎♪
仕事 グループホーム入所者様に､身体介護･生

活援助の介護サービスを提供します｡
【募集情報】
時間 7:00～16:00､10:00～19:00､ 

8:30～17:30､16:00～翌9:00(休憩有) 
※7夜勤月4～7回程度 
※1勤務時間応相談

休日 7月8日以上(シフト制)
給与 7月給18万円～19万1000円 

　※試用期間3ヶ月はP920円～940円 
　(経験者は正規給与即支給) 
　※夜勤手当4回分含む 
1時給920円～940円 
※71夜勤手当4000円/回 
※71介護福祉士手当1万円

勤務地 グループホームあいの街芳川 
(浜松市南区御給町263)

資格 高卒以上､ヘルパー2級･介護職員初任者 
研修修了者以上 
※1は資格がない方もOK､研修制度も充実

待遇 昇給･賞与有､各種保険完備 
交通費規定支給､車通勤可､有給休暇 
資格取得支援制度有 7退職金制度有

応募 お気軽にお電話ください｡職場見学もOK!
【職場情報】
事業 内科クリニック､介護施設､他
 
《担当から》 
まだまだ正社員で活躍したい方､子育て中の
方､ご希望の働き方をご相談ください♪ブラ
ンクがある方も大歓迎!充実した研修をご用
意しています｡興味を持っていただいた方は
お気軽にお問い合わせください｡

002-3528437

医療法人社団 愛寿会
A053-426-5566A080-1551-8717A川瀬
浜松市南区下江町573-2

勤務地による yyykmn
①7④1介護職員　②7⑤1保育教諭 
③7看護師

①初任月給16万5500円～21万2400円

【募集情報】
時間 基本8:30～17:30 ※④⑤時間･日数応相談 

※①②早出､遅出勤務有　①夜勤勤務有 
　夜勤の場合…17:00～翌9:15(休憩有) 
※③夜勤･宅直の有無は配属先による

休日 7週休2日､年間休日120日､有休(初年度 
　10日)､特別休暇制度､連続休暇制度

給与 ②初任月給17万6600円～21万7400円 
③初任月給21万1000円～25万5000円 
④⑤時給1000円　※別途通勤等諸手当有 
※①②③リフレッシュ手当(月3000円) 
　含む､学歴･経験等により異なる 
※①別途夜勤等諸手当有 
※資格手当(月②5000円③正看護師3万円､ 
　准看護師2万5000円)含む 
※③別途夜勤手当､宅直手当等諸手当有 
※①②④⑤別途処遇改善加算支給

勤務地 ①浜松市中区･浜北区･天竜区､掛川市､富
士宮市 ②浜松市浜北区･天竜区､磐田市､
掛川市 ③浜松市中区･浜北区･天竜区､掛
川市､富士宮市 ④浜松市中区･浜北区･天
竜区､掛川市､藤枝市､富士宮市 ⑤浜松市
浜北区･天竜区､湖西市､磐田市､掛川市　
※勤務地の相談可 ※7将来的な異動あり

資格 ①④経験不問 ②⑤保育士･幼稚園教諭 
③正看護師または准看護師

待遇 社会保険完備､昇給年1回､通勤手当(月3万
7500円迄)､夜勤手当(該当者のみ①8500円
/回)､資格手当､時間外手当､退職金制度､
育児休業制度､医療費一部助成､慶弔見舞
金､映画･テーマパーク等割引､賞与年3回
(7前年度実績4.9ヶ月)､無料人間ドック､ 
スポーツクラブ優待､扶養手当(配偶者扶
養の場合月1万6000円)､次世代育成手当 
(就学前の子1人につき月3000円)

【職場情報】
事業 社会福祉事業、介護保険事業

002-3495146

社会福祉法人学校法人　天竜厚生会法人本部
A053-583-1115　担当／森川・川村
〒431-3492　浜松市天竜区渡ヶ島217-3

今なら！
入社祝金支給!!
 
※2021年4月1日入社の方まで対象

　入社3ヶ月後､10万円を
　入社祝金として支給します｡

★対象営業所★
・セントケア平町(沼津市)
・セントケアやいづ(焼津市)
・セントケア富士見(磐田市)
・セントケア浜松中央(浜松市中区)
 
ブランクのある方､未経験者も大歓迎!
周りに聞ける環境も整っており､
スタッフ間の連携も◎　　　　
 
｢ケアデザインAI｣でケアプラン作成を
効率よく作れる環境です♪　　　　
 
まずはお気軽にお問い合わせください!

勤務地により異なる yyykmn
7ケアマネジャー 
　主任ケアマネジャー

月給22万6500円～25万8500円

セントケアでお仕事始めよう+ 
未経験者も大歓迎"入社時期相談可♪ 

お仕事説明会随時開催" 
お気軽にお問合せください。

仕事 居宅介護事業所にてケアマネジャーの 
お仕事を担当していただきます｡ 
主な仕事内容は､ケアプラン作成､ 
関係機関との連絡調整､ 
お客様の生活相談など 
業務にマイカーを使用して 
いただきます｡(ガソリン代支給) 

【募集情報】
時間 9:00～18:00 
休日 月8～10日(会社カレンダーによる)
勤務地 セントケア平町 

(沼津市平町18-11 川口第一ビル2F) 
セントケアやいづ 
(焼津市与惣次225) 
セントケア富士見 
(磐田市見付富士見町439-1) 
セントケア浜松中央 
(浜松市中区鴨江3-73-23)

資格 要普通免許　介護支援専門員
待遇 社会保険完備　昇給有　賞与年2回 

交通費規定(上限月10万円) 
車通勤可　資格取得支援制度有 
各職種に応じて充実した研修制度有 
定期健康診断 
他､福利厚生充実!!詳しくは面接にて

【職場情報】
事業 各種介護サービス 

《担当から》 
ブランクのある方､未経験者も大歓迎! 
周りに聞ける環境も整っており､ 
スタッフ間の連携も◎ 

002-3519830

セントケア静岡株式会社
C0120-957-818　採用担当
静岡市駿河区南町6-16 203号
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県内の各診療所 zyyukn
7①歯科助手･受付　②歯科衛生士 
　③本部での営業スタッフ

月給①16万円～\　②21万円～　③\

★ はじめの一歩を応援します♪ ★ 
新しい環境で新しいスタートを！ 
未経験の方も、ブランクがある方も 
しっかりサポート致します$

仕事 ①医師の診療アシスタント、器具･薬品 
　の準備と片づけ。その他、清掃や事務 
　作業などの軽作業。受付事務。 
②歯科医師の指導の下診療の補助･歯石 
　除去など歯科衛生士業務。 
③訪問歯科診療の増患業務… 
　・介護施設や居宅介護支援事業所など 
　　へ患者様獲得のための営業活動。 
　・訪問歯科診療･口腔ケアを周知させる 
　　ための企画立案､提案。 
　・その他付帯する事務作業　など。

【募集情報】
時間 ①②9:00～20:00(休憩:3時間） 

　※医院により 
　　9:00～21:00(休憩3時間) 
　　(日祝は20時まで) 
　　または 
　　9:00～22:00(休憩3時間) 
　　(日祝は20時まで) 
③　9:00～18:00(休憩有) 
　　※土曜は15時まで

休日 ①②診療時間が20時までの医院は 
　　週休2日制、他 
　　診療時間が21時･22時までの医院は 
　　週休3日制、他　 
　※共に夏季･年末年始､有給休暇あり 
③　日曜･祝日、他 
　　夏季･年末年始､有給休暇あり

給与 ①月給16万円～ 
　　※試用期間1ヶ月は月給15万5000円 
　ハミング歯科は月給18万円～ 
　　※試用期間1ヶ月は月給17万5000円 
②月給21万円～　　③月給28万円～

勤務地 ①② 
＜　中部エリア　＞ 
・フラワー歯科　　　　　　（焼津市） 
・エンジェル歯科　　（静岡市駿河区） 
・ビタミンＡ歯科　　（静岡市清水区） 
＜　東部エリア　＞ 
・はまなか歯科　　　　　（富士宮市） 
・ビタミン歯科八幡町診療所（富士市） 
・ビタミンＦ歯科　　　　（御殿場市） 
・マリーン歯科　　　　　（御殿場市） 
・ハミング歯科　　　　　　（裾野市） 
・ライオン歯科　　　　　　（沼津市） 
・フレンズ歯科　　　　　　（三島市） 
・ビタミンＢ歯科　　　（伊豆の国市） 
③本部(沼津市大手町)

資格 ①高卒以上､未経験者歓迎　 
　｢やってみたい｣という気持ちが大事！ 
②歯科衛生士免許 
　ブランクある方も歓迎！ 
③ワード･エクセル･パワーポイントの　 
　一般操作できる方､ 
　普通自動車運転免許ある方(AT限定可)､ 
　高卒以上　未経験者も歓迎 
　業界問わず営業経験ある方大歓迎！

待遇 ①②昇給年1回・賞与年2回、 
　　社会保険完備、交通費規定支給、 
　　時間外手当、資格取得支援制度、 
　　マタニティウェア有、車通勤ＯＫ、 
　　産休･育児休暇の取得実績あり、 
　　勤務地の変更も可 
　（旦那さんが転勤し､それに合わせて 
　　近くの医院に異動した方もいます｡） 
③　社会保険完備、交通費規定支給、 
　　時間外手当、車通勤ＯＫ、 
　　無料駐車場完備 
　　マイカー持ち込み可能な方歓迎 
　（業務用のＥＴＣカードおよび 
　　ガソリンカードを支給します）

応募 お気軽にお電話ください。 
※①②面接は現地医院にて 
　③　面接は本部にて

【職場情報】
事業 静岡県内に21の歯科医院を運営
《ＵＲＬ》http://1-abc.com/ 
《担当から》 
　学校卒業したばかりの新人さん､業界未経 
　験からスタートした歯科助手､ブランクか 
　ら復帰したママさんまで､フォローし合え 
　る環境がある誰でも活躍できる職場です｡ 
　質問･疑問に何でもお答えします！ 
　職場見学も大歓迎！ 
　ぜひお問い合わせください。

002-3537142

医療法人社団　顕正会(けんせいかい)
C0120-88-6420　本部：採用担当まで
本部／沼津市大手町3-4-16
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＼701同時募集！／
働きやすさに自信アリ！
･家事･育児と両立したい
・ブランクがあって不安…
そんな方にオススメ"
■お子様都合のお休みにも対応!
■外部研修･先輩社員のサポートで
　ブランクがあっても安心♪

沼津市石川 yyyFmn
701障がい福祉の 
サービス管理責任者

7月給30万～35万円　01時給1500円以上

お子様都合の急なお休みも対応します 
「働きやすい」と好評ですよ+

仕事 障がい者グループホームまたは 
B型作業所のサービス管理責任者として 
個別支援計画･支援記録などの資料作成､ 
関係機関との連携､利用者さんの 
支援全般をしていただきます。 
利用者さんの生活を守るお仕事なので､ 
やりがいを持って働けますよ+

【募集情報】
時間 9:00～18:00(休憩1h) 

01週1日～勤務可能
休日 7完全週休2日制(土日祝) 

*GW休暇 
*夏季休暇(3日～) 
*年末年始休暇(5日～) 
※年間休日120日

給与 7月給30万～35万円 
※固定残業代(4万5000円以上･月30h分) 
　を含む& 
◆経験･能力を考慮の上､決定します。 
01時給1500円以上※出勤日数に応じる

勤務地 沼津市石川282-4
資格 サービス管理責任者有資格者または 

児童発達支援管理責任者有資格者
待遇 交通費全額支給　車通勤可(R無料) 

資格取得支援手当　服装自由 
7社会保険完備　退職金制度有 
昇給有(年1回)　賞与有(年2回) 
資格手当　家族手当　住宅手当 
定期健康診断　インフルエンザ予防接種 
産前産後休暇制度　育児休暇制度 
慶弔休暇制度　有給休暇制度

応募 DOMONETからWEB応募24h受付中！ 
まずはお気軽にお問合わせ下さい。

【職場情報】
事業 障がい者グループホーム･就労支援B型

004-1028984

一般社団法人ぽのぽの　カノアハウス
A055-900-8222　担当／新田
本社／沼津市石川282-4

今なら！
入社祝金支給!!
 
※2021年4月1日入社の方まで対象

　入社3ヶ月後､10万円を
　入社祝金として支給します｡

★対象営業所★
・訪問看護ステーション竜南
　(静岡市葵区)
・訪問看護ステーション富士見
　(磐田市)
・訪問看護ステーション富塚
　(浜松市中区)
・訪問看護ステーション曳馬
　(浜松市中区)
ブランクのある方も大歓迎!
周りに聞ける環境も整っており､
入社後､社内研修･同行研修を経て
ケアに入ります｡
お客様と共に歩む看護を
大切にしています｡
まずはお気軽にお問い合わせください!

勤務地により異なる yymn
7訪問看護師

月給29万1500円

セントケアでお仕事始めよう+ 
入社時期相談可♪ 

お仕事説明会随時開催" 
お気軽にお問合せください。

仕事 在宅で療養を希望される方のお宅を 
訪問し､一人一人に合った看護の提供を 
お願い致します｡具体的には､病状の 
観察や療養上のアドバイス､点滴管理､ 
内服管理､排便コントロール､創傷ケア､ 
在宅酸素管理等｡ 
その人らしく過ごせる形をチームで 
探求し､支援していくお仕事です。

【募集情報】
時間 9:00～18:00 
休日 月8～10日(会社カレンダーによる)
勤務地 訪問看護ステーション竜南 

（静岡市葵区竜南1-1-36） 
訪問看護ステーション富士見 
（磐田市見付富士見町439-1） 
訪問看護ステーション富塚 
（浜松市中区富塚町2961-15） 
訪問看護ステーション曳馬 
（浜松市中区曳馬2-4-13）

資格 要普通免許 
正看護師または保健師(臨床経験3年以上)

待遇 社会保険完備　昇給有　賞与年2回 
交通費規定(上限月10万円) 
車通勤可　資格取得支援制度有 
各職種に応じて充実した研修制度有 
定期健康診断 
他､福利厚生充実!!詳しくは面接にて

【職場情報】
事業 各種介護サービス
《担当から》 
ブランクのある方も大歓迎! 
周りに聞ける環境も整っており､入社後､ 
社内研修･同行研修を経てケアに入ります｡

002-3519828

セントケア静岡株式会社
C0120-957-818　採用担当
静岡市駿河区南町6-16 203号

①正･准看護師
残業なしでプライベート充実!!
★月収29万7500円～36万4500円

②介護職員
　　(看護補助者)
未経験の方歓迎♪
★月収20万4500円～23万4500円
 

≪注目ポイント≫
男女共に歓迎♪経験不問◎

子育て中の方も安心の環境有♪
☆賞与年2回有(4ヶ月実績有)
☆託児所有(24時間預け入れ可)
☆週2日以上休み､年間130日以上
☆日勤のみ希望もご相談下さい
☆ブランク有､復職希望も歓迎！
☆静岡駅から病院まで送迎バス有
☆日勤のみもご相談下さい

静岡駅から車で約25分 zyyukm
7①正･准看護師 
②介護職員(看護補助者)

①月収29万7500円～36万4500円　②\

仕事 ①療養病院での病棟看護業務｡ 
②入院患者様の日常生活の介護全般｡ 
　※夜勤も2人ひと組で行っているので､ 
　　安心して仕事を身につけられます｡

【募集情報】
時間 日勤/9:00～17:30(休憩有) 

夜勤/17:00～翌9:30(休憩有)※残業なし 
☆日勤のみもご相談ください

休日 年間休日130日以上取得可能 
シフト制(週2日以上の休み有) 
年末年始　有給休暇

給与 ①月給21万8000円～28万5000円 
　(夜勤手当(5回)7万5500円 
　 休日手当(4回)4000円別途支給有) 
②月給16万2000円～19万2000円 
　(夜勤手当(5回)4万500円 
　 休日手当(4回)2000円別途支給有) 
　☆月収20万4500円～23万4500円 
※夜勤回数､休日回数変動有

資格 未経験者･ブランク有･復職希望歓迎 
①正･准看護師　②経験･資格不問

待遇 住宅手当2万3000円迄､家族･通勤手当有 
賞与年2回有(4ヶ月実績有) 昇給有 
車通勤OK(無料駐車場) 職員用託児所有 
育休･介護休暇実績有 社保完備 財形有 
静岡駅から送迎バス有 
60才定年制(65才迄再雇用制度有) 

【職場情報】
事業 病院
《担当から》 
面接～採用迄の間で､3日間の体験入社 
可能！実際の職場で上司やスタッフと仕事 
体験後に入社意向を決められます｡入社後の 
ミスマッチを防ぎ､安心して入社できます｡ 
処遇改善し､皆さんが長く安定して働き続け
られる環境を整えてお待ちしております｡

002-3528787

医療法人社団　健正会　静岡アオイ病院
A054-278-3939　担当／総務課
静岡市葵区吉津190-1

介護職復帰の方には

最大40万円の支援あり
(規定による)

必要とされる業界で

あなたの資格･経験を
活かしませんか？

従業員が健康･安全に
働けるよう感染症対策も万全
＼安心してご応募下さいね／

～地域密着型の
アットホームな環境～

 

★1時給1700～2400円
★年間休日118日
★定着率92.6％
★働くママさん応援
育児サポート体制有

清水区谷田 yyyFmn
71訪問介護･障がい福祉サービス

7月給24万円～1時給1700円～2400円\

★働きやすい環境を整えています★ 
即戦力となる経験者歓迎$ 

アットホームな定着率抜群の職場♪
仕事 訪問介護業務全般をお願いします｡ 

(生活援助･身体介助･家事サービス等) 
初めは､マニュアルを覚えて頂きます｡ 
徐々に慣れていきましょう！

【募集情報】
時間 ①9:00～18:00 

②18:00～翌9:00 
※①②ともに休憩有 
※1上記時間内で週1日、1日1h～OK 
※お子さんやご家庭の急用にも対応

休日 週休2日制(シフト制) 
ＧＷ､夏期･冬期休暇､有給休暇

給与 7月給24万円～※経験･能力考慮 
1時給1700円～2400円 
※土曜+100円UP､日曜･祝日+200円UP 
※介護福祉士所持者は時給+100円UP 
※22:00～翌8:00は深夜手当で時給2000円

資格 初任者研修､ヘルパー2級以上
待遇 交通費規定支給　車通勤可 

雇用保険　社会保険　制服貸与 
役職､資格手当　資格取得支援制度有 
随時昇給有　社用車有 
育児サポート体制有

応募 電話連絡後､履歴書持参下さい｡ 
DOMONETからも24時間受付中です｡

【職場情報】
事業 老人福祉･介護事業
《担当から》 
アザレア介護サービスでは、 
働く皆さんが、笑顔で楽しく働ける環境を作
るために時給や手当で還元しています♪ 
「介護職＝魅力的な仕事」となるように、 
今後も制度や環境を改善していきます！

002-3530939

アザレア介護サービス
株式会社インセンティブ
A054-349-7530　採用担当まで
静岡市清水区谷田4-23



11

湯河原駅から車で6分 yyykmn
7①介護員1②介護員 
7③ケアマネージャー

①月給20万7616円～②時給1294円～③\

□■嬉しい年間休日121日以上■□ 
熱海・伊東から通うスタッフも！ 

11日2h～！詳しくはWebもチェック)

【募集情報】
時間 ①7:00～16:00/8:30～17:30 

　10:00～19:00/16:00～翌9:00 
　※休憩有、勤務時間は応相談 
②8:30～18:30で2h以上 ※時間·日数L 
③8:30～17:30 ※休憩有

休日 ①月10～11日　③土日祝休み 
※GW・夏季・年末年始休暇あり 
★年間休日121日(令和2年度)

給与 ①月給20万7616円～＋諸手当 
②時給1294円～1412円 
③月給18万600円～＋諸手当 
※7前歴経験換算10年まで別途有 
★経験・能力は考慮します

資格 ①②資格不問 
③高卒以上　介護支援専門員

待遇 C規定 社保完備 制服貸与 車通勤可 
①③昇給年1回　各種手当　退職金制度 
　　賞与有(昨年実績4.6ヶ月分) 
　　定年制(64歳以下)・再雇用制度有

【職場情報】
事業 福祉・介護事業
《担当から》他の職種もいろいろあります↓

004-1025234

社会福祉法人湯河原福祉会 心花春(こはる)
A0465-63-2586 採用担当
神奈川県足柄下郡湯河原町鍛治屋627

株式会社フイユ

それぞれの施設のコンセプトを大切に　より利用者様とスタッフに優しい会社を目指します

資格･経験を当社で
活かしませんか?

資格･経験を当社で
活かしませんか? 春に向けて春に向けて春に向けて NEW STAFF 大募集NEW STAFF 大募集NEW STAFF 大募集

長期で安定して働けます!

長期で安定して働けます!

職員用
託児所完備

年間休日120日以上

【地域密着】×【転勤なし】の厚待遇♪

当社で働く
ポイント

TEL 055-987-3511
駿東郡長泉町納米里59-1介護付有料老人ホーム

マ･メゾン花水木 長泉
担当／渋谷

TEL 080-4380-7129駿東郡清水町徳倉616-1マ・メゾン花水木 ゆうすい
担当／

吉村(よしむら)

介護福祉士をお持ちの場合

時間／A.7:00～16:00 B.9:00～18:00 C.11:00～20:00 D.17:00～翌9:00
　　　※4交替シフト制(休憩有)　※月4～5回夜勤有
休日／週休制(シフトによる)　※年間休日120日以上　
資格／初任者研修･介護福祉士保有者優遇 ※未経験者可

《月給内訳(A+B+C+D+E)》
※A基本給17万3000円
※B職能給1万円(入職後６カ月間は3000円)
※C夜勤手当6000円/回×5回分を含む
　超過分は別途支給
※D資格手当2万円を含む(介護福祉士2万円､
　実務者研修1万円､初任者研修5000円)
※E処遇改善手当2万円を含む
　(夜勤不可の職員は1万5000円)

介護職員3

月給25万3000円以上
※入職後6カ月間は
　月給-7000円となります

TEL 055-939-8001
三島市松本291-1住宅型有料老人ホーム

マ・メゾン三島 エスプリ―ブル

介護福祉士をお持ちの場合

時間／A.7:00～16:00　B.9:00～18:00　C.11:00～20:00　D.17:00～翌9:00
　　　※4交替シフト制(休憩有)　※月4～5回夜勤有
休日／週休制(シフトによる)　※年間休日120日以上　
資格／初任者研修･介護福祉士保有者優遇　※未経験者可

時間／A.7:00～16:00　B.8:30～17:30　C.11:30～20:30　D.16:30～翌9:30
　　　※4交替シフト制(休憩有)　※月4～5回夜勤有
　　　※新規オープン施設につき、シフトは今後変更の可能性有
休日／週休制(シフトによる)　※年間休日120日以上　　資格／初任者研修･介護福祉士保有者

《月給内訳(A+B+C+D+E)》
※A基本給17万3000円
※B職能給1万円(入職後６カ月間は3000円)
※C夜勤手当6000円/回×5回分を含む
　超過分は別途支給
※D資格手当2万円を含む(介護福祉士2万円､
　実務者研修1万円､初任者研修5000円)
※E処遇改善手当2万円を含む
　(夜勤不可の職員は1万5000円)

《月給内訳(A+B+C+D+E)》
※A基本給17万3000円
※B職能給1万円(入職後６カ月間は3000円)
※C夜勤手当6000円/回×5回分を含む
　超過分は別途支給
※D資格手当2万円を含む(介護福祉士2万円､
　実務者研修1万円､初任者研修5000円)
※E処遇改善手当2万円を含む
　(夜勤不可の職員は1万5000円)

介護職員4

月給25万3000円以上
※入職後6カ月間は
　月給-7000円となります

介護福祉士をお持ちの場合

月給25万3000円以上
※入職後6カ月間は
　月給-7000円となります

TEL 055-941-5020

駿東郡長泉町納米里55-5
ディアス納米里202マ・メゾン花水木 訪問看護･

訪問リハビリステーション

担当／吉村

時間／　 9:00～18:00(休憩有)※シフト制 ※　 週3日以上～OK
休日／週休制(シフトによる)　※年間休日120日以上　

資格／経験者大歓迎　作業療法士・理学療法士いずれか

《月給内訳(A+B+C+D)》
※A基本給21万7000円
※B職能給1万円
　　(入職後６カ月間は-7000円)
※C資格手当3万円を含む
　　(理学療法士3万円、
　　　作業療法士3万円)

OT､PT5

月給25万7000円以上
※入職後6カ月間は
　月給-7000円となります

時給1355円～1630円
※入職後6カ月間は時給-44円となります

担当／大嶽(おおたけ)

介護職員1 看護師2

今年1月
OPEN
今年1月
OPEN

住宅型有料老人ホーム

時間／A.8:30～17:30　B.16:30～翌9:30
　　　※2交替シフト制(休憩有)
　　　※新規オープン施設につき、
　　　　シフトを今後変更する場合有
休日／週休制(シフトによる)
　　　※年間休日120日以上
資格／正看護師･准看護師いずれか

※一律手当、夜勤手当5回分(1万円/回)含む
　超過分は別途支給します

月給33万1000円～38万円

長泉町･三島市･函南町 yyyFmn
71介護職員､看護師､OT､PT

給与／右記参照

時間 右記参照
休日 右記参照
給与 右記参照
勤務地 右記参照
資格 右記参照
待遇 託児所有　交通費規定支給　制服貸与 

社会保険完備　賞与有(業績による) 
車通勤OK　駐車場有　昇給有 
退職金制度有

応募 まずはお気軽にご連絡下さい
事業 特定施設入居者生活介護､訪問看護他

004-1026651

株式会社 フイユ
☎右記参照
本社／駿東郡長泉町納米里59-1

沼津市吉田町 yyykmn
71①介護スタッフ 
1②夜勤専門スタッフ

7月給22万円～＋処遇改善金　※下記参照

)未経験から介護スタッフデビュー) 
あなたの想いがサービスに繋がる$ 
"思いやり"を持って働きませんか? 
勤務日数は相談OK$1Wワーク歓迎♪
仕事 ①家庭的なアットホームな環境です｡ 

　入居者様の日常生活のお手伝い｡ 
②入居者様がお休み中の見回り等で 
　自分のペースでゆっくり働けます｡

【募集情報】
時間 77:00～19:00内で1日8h(シフト制) 

1①7:00～19:00内で1日8h､週1日～L 
　☆下記の時間帯で働ける方歓迎☆ 
7:00～16:00､8:30～17:30､10:00～19:00 
②17:00～翌9:00(休憩･仮眠あり) 
　※週1回～､月1回～等お気軽にご相談を

休日 7週休完全2日制(カレンダーによる)
給与 1①時給1000円～＋処遇改善金 

　②1回／1万8000円
資格 未経験者歓迎､年齢･性別不問 
待遇 車通勤可　交通費規定支給　処遇改善金 

社会保険完備　昇給有　賞与年2回
応募 電話連絡後､履歴書(B貼)持参下さい｡ 

DOMONETでは24hご応募受付中です｡
【職場情報】
事業 有料老人ホーム

004-1026833

ライフケアセンター　よつば
一般社団法人よつば
A055-935-6166　担当／大井
沼津市吉田町15-7

富士宮市貴船町 yyykmn
71歯科衛生士

7月給23万円以上　1時給1200円

せっかくの資格､眠らせていませんか? 
子育て等でブランク有の方も大歓迎" 
しっかりフォローするのでご安心を+ 

1午前のみの勤務も歓迎です♪
【募集情報】
時間 8:30～19:30(土曜日のみ17:30) 

※休憩有 
※18:30～12:00迄の勤務もOK！

休日 水・日・祝日 
夏季・年末年始・GW休暇 
※当社カレンダーによる

給与 7月給23万円以上　1時給1200円
資格 歯科衛生士有資格者 

転職希望者歓迎! 
歯科衛生士経験者歓迎!(経験不問)

待遇 皆勤・技能・残業手当　 
交通費規定支給　車通勤OK 
駐車場完備　制服貸与　7賞与有

応募 電話連絡後、履歴書(B付)持参下さい
【職場情報】
事業 歯科医院
《担当から》 
勤務開始日、お気軽にご相談ください!! 
ブランクある方は、機器や手順等不安がある
と思います。入社後フォローしてから施術を
行っていただくのでご安心ください。

002-3511405

西町歯科クリニック
A0544-25-8148
富士宮市貴船町1-7　渡辺ビル3F
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沼津市岡一色､石川 yyyFms
1①生活相談員 
　②未経験者もＯＫ！介護職員

①時給950円～②時給900円～　※経験考慮

-入社祝い金制度あります- 
＼利用者様は10名以下／ 

＊アットホームなあたたかい施設＊ 
…出勤日･時間は最大限考慮します…
仕事 ◇◆介護および送迎業務 

　　　　(沼津市内/軽自動車貸与)◆◇ 
①ケアマネージャー及び利用者様の 
ご家族への報告や相談等もお願いします 
②できる所から丁寧に教えます♪

【募集情報】
時間 8:30～17:30＊週2･3日～OK､曜日相談可
勤務地 ◆デイサービスあい岡一色(沼津市岡一色) 

◆デイサービスみのり(沼津市石川)
資格 要普通自動車免許 

①介護福祉士､社会福祉士主事､ 
　社会福祉士のいずれか 
②未経験者も大歓迎 
＊これから資格取得を目指す方も 
　ご相談ください！働きながら取得可能

待遇 ◆入社祝い金制度/勤続3ヶ月後支給 
　(①30,000円　②10,000円) 
車通勤可､研修制度､有休､処遇改善手当､ 
資格手当･各種手当､正社員登用制度有 
①役職手当10,000円/月

【職場情報】
事業 介護福祉事業

002-3530150

デイサービスあい岡一色
A055-929-1020　担当/山城
沼津市岡一色208-14

沼津市本郷町 zyyumn
1保育士

時給1100円　他各種手当有　\

土日祝休み◎無理なく資格を有効活用 
家庭との両立がしやすい環境" 
昨年増築したばかり"子ども思いの 
やさしい保育園を目指しています-
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･連携などをお願いします。

【募集情報】
時間 8:00～18:00の間で7h～応相談 

※月～金の間で週4日～OK
休日 土日祝､年末年始 

※土曜は月1回園行事のため出勤の場合有
給与 月収例／1年目：21万円以上可 

　　　　4年目：23万円以上可
資格 保育士資格
待遇 社会保険完備 賞与年2回(フルタイムのみ) 

昇給年1回有 期末手当(業績による) 
保育士手当有(5000円/月) 
交通費規定支給(上限1万5000円/月) 
車通勤OK 被服手当有(7000円/年1回) 
皆勤手当有(6000円/月) 有給休暇 
研修･園行事の参加費用は原則園負担 
服装自由(※動きやすい服装)

【職場情報】
事業 保育園

004-1026704

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

職場見学はお気軽にどうぞ%職場見学はお気軽にどうぞ%

ブランクのある方･

資格のない方も

ご安心ください!

ブランクのある方･

資格のない方も

ご安心ください!

未経験者歓迎未経験者歓迎 御殿場3施設でスタッフ募集!!御殿場3施設でスタッフ募集!!
20代～60代

まで
活躍中

20代～60代
まで
活躍中

未経験スタートの
主婦の方も

たくさんいます

未経験スタートの
主婦の方も

たくさんいます
年令不問年令不問 シフト相談OKシフト相談OK

午前のみ
･

午後のみOK

午前のみ
･

午後のみOK

丁寧な
研修制度あり

丁寧な
研修制度あり

茶話本舗デイサービス
A.御殿場保土沢(御殿場市保土沢504-3)

B.御殿場新橋(御殿場市新橋1720-6)

運動や生活行動のフォローがおシゴト

食事･入浴介助は無し◆

少人数なので､寄り添えるあたたかい介護ができます

茶話本舗は定員10名(夜間は5名以下)のデイサービスです｡

少人数なので､ご利用者様のご家族とも良い関係｡とってもアットホームな環境です♪

④8:00～13:30(休憩有) ※週1～2日で応相談

　※8:30～13:30×週5日出来る方歓迎

①8:00～17:00(休憩有) ※急募

②16:00～19:00(休憩有)　※週3日からOK･週1日も相談可

③15:00～翌9:00(休憩有)　※週1日勤務･月1回勤務でもOK

①②時給1000円＋資格手当(月3万円)

③1勤務/2万円＋資格手当(月3万円) ※深夜割増有

GENKI NEXT
御殿場保土沢
(御殿場市保土沢504-3)

自立支援のための機能訓練型デイサービス

土日休み!!

④時給1000円
＋資格手当

※勤務日数や年数に応じて勤続手当有

※勤続年数･実働数により処遇改善手当有

自立支援の為の機能訓練型デイサービスでのお仕事です｡

◇具体的には､電気･マッサージをしたり､足の岩盤浴や

　体操指導などの補助業務､及び送迎をお願いします｡

★食事･入浴介助はないので特別な資格も必要ありません♪

★実際にお仕事を見てからでもOK！
　施設見学はお気軽にどうぞ♪

＜未経験OKのリハビリ補助･送迎＞①②デイサービスのお仕事(日勤)　※土日のみでもOK
③利用者様が｢よく寝ているかの確認｣をして見守るのがお仕事｡

　また､トイレに起きた方が転倒しないように介添えして頂くのもお仕事｡

　他にも､夕食･朝食の準備をして頂きます｡

★実際にお仕事を見てからでもOK！　施設見学はお気軽にどうぞ♪

　※定員10名までです

御殿場市保土沢・新橋 xyyekm
01デイサービス介護職員 
(①②日勤③夜勤) ④\

③1勤務/2万円＋資格手当(月3万円)\

仕事 ①②③デイサービス介護職員 
　　　(①②日勤③夜勤) 
④デイサービスのリハビリ補助･送迎

【募集情報】
時間 ①8:00～17:00(休憩有) ※急募 

②16:00～19:00(休憩有) 
　※週3日からOK･週1日も相談可 
③15:00～翌9:00(休憩有) 
　※週1日勤務･月1回勤務でもOK 
④8:00～13:30(休憩有) 
　※週1～2日で応相談 
　※8:30～13:30×週5日出来る方歓迎

休日 土日休み ★夏季･年末年始休暇有 
※祝日は出勤となります｡

給与 ①②時給1000円＋資格手当(月3万円) 
③1勤務/2万円＋資格手当(月3万円) 
　※深夜割増有 
④時給1000円＋資格手当 
※勤務日数や年数に応じて勤続手当有 
※勤続年数･実働数により処遇改善手当有

勤務地 ①②③茶話本舗デイサービス各施設 
　･御殿場保土沢(御殿場市保土沢504-3) 
　･御殿場新橋(御殿場市新橋1720-6) 
③GENKI NEXT 御殿場保土沢 
　(御殿場市保土沢504-3)

資格 年齢不問 要普通免許 
①②③夜勤経験のある方歓迎 
①②介護経験ある方歓迎(半年位でOK) 
④介護経験不問､資格ない方､未経験OK

待遇 社会保険完備(労働条件による)､ 
車通勤可､研修制度有､扶養控除内OK､ 
交通費規定支給(2km以上/上限2万円)､ 
勤務･資格手当有､処遇改善手当有 
(処遇改善は勤続年数､実働時間による

【職場情報】
事業 地域密着型デイサービス(定員10名) 

介護予防小規模デイサービス(定員10名)

004-1028947

株式会社 三鮮商事
A055-952-3655(日～金／9時～17時)
沼津市春日町33-3(沼津本部)

富士宮市上井出 zyyuns
1訪問入浴の①正看護師②准看護師

①時給1350円　②時給1320円　\

夜勤なし!オンコールなし!日勤のみ! 
お子様やご家庭の急な予定も 

勤務調整可"ブランク長い方も大歓迎 
丁寧にしっかりサポートします!
仕事 バイタル測定や湿布・薬の塗布等

【募集情報】
時間 8:30～17:30 

※週2日～OK！　※週5日出来る方歓迎
休日 土日　年間休日120日
給与 ①月収例)週5日勤務…月収21万6000円可 

②月収例)週5日勤務…月収21万1200円可
資格 ブランクOK　主夫・主婦歓迎 

①正看護師免許　②准看護師免許
待遇 C別途規定支給　車通勤可　無料R有 

仕事着･腰痛ベルト支給　育児支援制度有 
有給休暇有　産休･育休取得実績有 
女性管理職登用実績有　扶養内勤務OK 
正職員登用制度有 
無料人間ドッグ制度(希望者のみ) 
インフルエンザ予防接種無料 
分煙･喫煙オフィス　面接時マスク着用可

応募 まずはお気軽にお電話ください。
【職場情報】
事業 社会福祉事業､介護保険事業 

http://www.tenryu-kohseikai.or.jp/

002-3508735

特別養護老人ホームしらいと
社会福祉法人 天竜厚生会
A0544-54-0168　担当:小林
〒418-0103 富士宮市上井出1285-1

沼津駅よりバスで10分 yyykmn
2各診察科の受付

時給1100円

長く安定して働ける病院で､ 
新しくスタートしてみませんか♪ 
*20～55歳のスタッフが活躍中!!* 
入社祝金5万円プレゼント(規定あり)
仕事 診察の受付･患者様のご案内･ 

簡単なデータ入力･内線電話対応
【募集情報】
時間 8:30～17:00 

(実働7.5H､休憩60分)
休日 土(隔週)･日･祝･年末年始
給与 時給1100円
勤務地 沼津市本字下一丁田 

(当社派遣先)
期間 長期
資格 未経験者歓迎
待遇 社会保険完備 残業代支給 

有給休暇 稼動分前払い制度あり 
車通勤可 通勤手当規定支給 
制服貸与 屋内原則禁煙

応募 下記または､担当連絡先まで 
担当／榛葉(しんば) A090-3855-4520 
★ご質問などのお問合せも大歓迎です 

【職場情報】
事業 人材派遣業(派22-030053) 

優良派遣事業者認定企業

004-1025905

株式会社三幸コーポレーション
D0800-123-1235／A055-924-5381
〒410-0043 沼津市柳町1-50 SANKOビル
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教育体制が充実しています!教育体制が充実しています!教育体制が充実しています!

「家族的雰囲気」という
言葉がまさに合う、

アットホームで楽しい職場!

「家族的雰囲気」という
言葉がまさに合う、

アットホームで楽しい職場!

「家族的雰囲気」という
言葉がまさに合う、

アットホームで楽しい職場!

口コミやご紹介で充足していましたが、口コミやご紹介で充足していましたが、

賞与年2回あり
(業界トップクラスの水準)

年間休日120日
(土日祝休み)

基本残業無し!
交通費全額支給

社用車貸与

賞与年2回あり
(業界トップクラスの水準)

年間休日120日
(土日祝休み)

基本残業無し!
交通費全額支給

社用車貸与

他にも各種手当があり
気持ち良く働けます!
他にも各種手当があり
気持ち良く働けます!

大 募 集今後の事業拡大を見据え

業務効率化を図るため

今後の事業拡大を見据え

業務効率化を図るため

今後の事業拡大を見据え

業務効率化を図るため

初掲載♪
初掲載♪

HP内のブログで
雰囲気チェック♪

私たちは要介護者、

病める人が住み慣れた地域で、

その人らしい生き方や満足できる

生活が送れるよう、

ライフサポーターとしての役割と

質の高い優しい看護を提供します。

私たちは要介護者、

病める人が住み慣れた地域で、

その人らしい生き方や満足できる

生活が送れるよう、

ライフサポーターとしての役割と

質の高い優しい看護を提供します。

http://marin.izupokapoka.info

経験の浅いあなたも、
スキルUPやキャリアUPが可能◎

というくらい充実した

福利厚生＆待遇面☆

というくらい充実した

福利厚生＆待遇面☆

というくらい充実した

福利厚生＆待遇面☆

三島市谷田175-8 コートリバーサイド102号室

☎055-900-8337訪問看護ステーション まりん(合同会社 真凛)
採用
担当まで

http: / /www.izupokapoka.info/marin/

認定看護師＆認定理学療法士在籍

「そこまで職員のために

尽くすんですか?!」
「そこまで職員のために

尽くすんですか?!」

20代～40代
男女活躍中!
20代～40代
男女活躍中!

会社
概要

代表は救急、ICUを含む急性期、回復期、療養型、精神看護を行い、教育、看護管理分野も歴任しています。ジェネラリスト（総合的）看護を目指し、

平成29年に夫婦で訪問看護ステーションを開設し、4年になります。「ご利用者様の笑顔が見たい」、「ご利用者様が良くなればそれでいい」

という信念のもと、看護・リハビリの連動するケアを提供しています。医療的ケアも充実させるために看護、リハビリ部門に各種医療機器も積極的に

導入しています。おかげさまで東部エリアで業界トップクラスを誇り、益々近隣の方々からのご期待も増え、事業拡大を致します。小さなことでも全力で。

些細なことでもスタッフ全員で共有して問題解決に取り組んでいき、少しでも利用者様や家族、地域に貢献出来るように邁進してまいります。

代表は救急、ICUを含む急性期、回復期、療養型、精神看護を行い、教育、看護管理分野も歴任しています。ジェネラリスト（総合的）看護を目指し、

平成29年に夫婦で訪問看護ステーションを開設し、4年になります。「ご利用者様の笑顔が見たい」、「ご利用者様が良くなればそれでいい」

という信念のもと、看護・リハビリの連動するケアを提供しています。医療的ケアも充実させるために看護、リハビリ部門に各種医療機器も積極的に

導入しています。おかげさまで東部エリアで業界トップクラスを誇り、益々近隣の方々からのご期待も増え、事業拡大を致します。小さなことでも全力で。

些細なことでもスタッフ全員で共有して問題解決に取り組んでいき、少しでも利用者様や家族、地域に貢献出来るように邁進してまいります。

正社員

三島市 他 yymn
①1正看護師②1言語聴覚士 
③7作業療法士④7主任ケアマネ

①②時給1500円～2000円+各種手当有\

【募集情報】
時間 9:00～17:00(休憩60分あり) 

①上記時間内で､ 
　土日祝メインで働ける方大歓迎! 
　土日祝のみOK!土日祝含む平日もOK! 
②上記時間内で平日のみ募集/土日祝休日 
③④※実働7時間 　※基本残業無し

休日 7完全週休二日制(土･日･祝日､その他) 
※年間休日120日 ※12/30～1/3休み

給与 ①②時給1500円～2000円+各種手当有 
③月給25万円～35万円+各種手当有 
④月給30万円～35万円+各種手当有 
※試用期間3ヶ月有:期間中給与変動無し

勤務地 利用者様範囲は､三島市を中心とした 
4市3町(沼津市､三島市､裾野市､ 
伊豆の国市､長泉町､函南町､清水町)

資格 要普免(AT限定可) U･Iターン大歓迎 
①正看護師 ②言語聴覚士 ③作業療法士 
④主任介護支援専門員 
※経験が浅くても大丈夫です｡ 
　もちろん､実務経験者も大歓迎です｡

待遇 交通費全額支給、車通勤可(無料R有)､ 
有給休暇有、社用車貸与(ドラレコ完備)､ 
転勤無し、お茶等無料&完備、研修有､ 
業務に必要な物品や医療機器は会社負担､
社会保険完備(①②扶養控除考慮可｡ 
その他、任意労災保険も有)､ 
休日出勤手当、職務手当、残業手当、 
昇給有※前年度実績:昇給金額/昇給率↓ 
11時間あたり50～200円UP､ 
71ヶ月あたり2000～5000円､  
7賞与有※前年度実績:年2回､2～3ヶ月分

【職場情報】
事業 訪問看護業務(介護事業所番号2260690165)

004-1027923

訪問看護ステーション まりん(合同会社 真凛)
☎055-900-8337　採用担当まで
三島市谷田175-8 コートリバーサイド102号室
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山梨県南巨摩郡南部町万沢 xyyemn
7歯科衛生士 
1歯科衛生士又は歯科助手　\

7月給24万円～1衛生士/時給1000円～

『半日の勤務OK』『週1日～OK』 
◆特に､午後から勤務できる方歓迎!◆ 
◇夕方･ラスト迄できる方時給UP♪◇ 
遠方から通勤の場合､高速代を考慮♪
【募集情報】
時間 78:30～18:30(休憩有/120分) 

　※残業月平均/20h ※終了時間を考慮 
1①8:30～12:00　②14:00～18:30 
　※①か②を選択､又は①②通し勤務可 
　通しの場合休憩有　※残業月平均/1h  
　※週1日～日数･時間を考慮します。

休日 7年間休日120日　週休2日制/水日祝 
お盆･年末年始の連休あり

給与 7月給24万円～ 
1衛生士/時給1000円～ 助手/900円～

勤務地 車で､興津→約30分♪富士宮→約30分
資格 専門学校卒､歯科衛生士免許､経験不問
待遇 制服貸与､車通勤可､有給休暇 

交通費規定支給(遠方の場合高速代考慮)､ 
試用期間有(3～4ヶ月)､ 
7雇用･労災･健康保険(歯科医師会へ 
　加入)､賞与有(前年度実績年2回計 
　3ヶ月分)､昇給有 
1資格手当､労災保険･雇用保険(規定有)

【職場情報】
事業 歯科医院

042-0478069

ゆう歯科クリニック
A0556-67-1182
山梨県南巨摩郡南部町万沢1326-10

富士宮市 zyyumn
①701介護スタッフ②01夜勤介護
スタッフ③01送迎スタッフ

7月給17万4200円～25万3000円　01\

*ふじのくに健康づくり推進* 
ホワイト企業に認定されています! 
若手～中高年迄幅広い年代が活躍中! 
スタッフの定着率が高い職場です♪

【募集情報】
時間 ≪シフト制≫ 

①78:30～17:30､11:00～20:00､ 
　　7:00～16:00､17:30～翌8:30(休憩有) 
　018:00～17:00 
②17:30～翌8:30(休憩有) 
③8:00～10:00､15:30～17:30 
※勤務日数・時間応相談

休日 月9日　※業務状況によってはお休みが 
増えることがあります

給与 01①③時給885円～1000円 
　　②時給1290円

勤務地 富士宮市北山、源道寺、万野原新田
資格 未経験者・経験者共に歓迎　ブランクOK 

年齢不問　①01､②③要S(AT限定不可)
待遇 交通費規定 復職支援有 R有 

車通勤可 ※試用期間3ヶ月有 
①②昇給有 介護処遇手当 
7H有 社保完 退職金制度有 宿直手当 
01労災保険 ①②正社員登用制度有

【職場情報】
事業 介護施設で介護サービスの提供

002-3539966

有限会社サンセイ
A0544-28-3567　採用担当迄
富士宮市万野原新田4138-4

6職種のスタッフ大募集!!6職種のスタッフ大募集!!6職種のスタッフ大募集!!

正社員登用制度あり

働き方ご相談ください

2002年設立の
海が見える

綺麗な施設です

2002年設立の
海が見える

綺麗な施設です

国際医療福祉大学　熱海病院 詳細は
DOMO NET掲載中!

国際医療福祉大学熱海病院で 熱海駅から徒歩8分!熱海駅から徒歩8分!
熱海ビーチライン沿いの

綺麗な職場です♪

熱海ビーチライン沿いの

綺麗な職場です♪

・日勤 夜勤

看護師

29万7210円～39万5450円
※夜勤4回分含む

病棟､手術室､透析室での看護師業務

1

A.8:30～17:30 B.16:30～翌9:00
※2交代制　※休憩有

月
給 17万3810円～25万700円

看護助手業務（病棟）
・シーツ交換、ベッドメーキング ・環境整備
・患者の移送 ・メッセンジャー業務
・入浴介助、食事介助 ・おむつ交換 等

2

A.8:30～17:30 B.7:00～16:00 C.10:00～19:00 
D.17：00～翌9:00 ※交代制　※休憩有

月
給

看護助手

18万3150円～28万6650円

保育士業務及び事務
・院内託児室での乳幼児のお世話等
・利用者の状況に合わせて､日曜･祝日の勤務もあり

3

A.9:00～18:00､B.9:30～18:30､C.10:30～19:30､
D.16:00～翌9:00(夜勤)､E.17:00～翌10:00(夜勤)
※休憩有

月
給

保育士

管理栄養士

19万720円～34万8650円
※管理職候補者歓迎

・食事全般管理　・栄養指導
・献立作成　・厨房業務

4

8:30～17:30(早番・遅番あり）

月
給

栄養士

17万5150円～25万650円

・栄養事務　・献立作成  ・厨房業務

5

8:30～17:30(早番・遅番あり）

月
給

※経験により優遇致します

調理師

16万6150円～32万3570円～
※経験により優遇致します

・入院患者の食事調理
・厨房業務

6

8:30～17:30(早番・遅番あり）

月
給

JR熱海駅より徒歩8分 xyybkn
7①看護師8②看護助手③保育士 
④管理栄養士⑤栄養士⑥調理師

右記参照

仕事 ①7看護師 
②8看護助手 
③8保育士 
④8管理栄養士 
⑤8栄養士 
⑥8調理師

【募集情報】
時間 右記参照
休日 4週8休(シフト制)
給与 右記参照(経験者の方優遇致します) 

※通勤手当､時間外手当別途支給 
※①夜勤手当(1万500円/回)､ 
　　住宅手当は規定により別途支給 
※②夜勤手当(6500円/回) 
※③夜勤手当(5500円/回)

勤務地 国際医療福祉大学熱海病院
資格 ①看護師 

②資格不問 
③保育士 
④管理栄養士 
⑤栄養士 
⑥調理師

待遇 社会保険完備 
医療費補助制度有 
制服貸与

応募 電話連絡､もしくは下記住所まで 
履歴書をご郵送ください 
※①～③は 
　A.学校法人国際医療福祉大学 
　④～⑥は 
　B.株式会社医療福祉運営機構での 
　採用となります 

【職場情報】
事業 A.医療･福祉･教育事業 

B.医療･福祉総合サポート事業

042-0478046

学校法人国際医療福祉大学/㈱医療福祉運営機構
A0557-81-7591

〒413-0012　熱海市東海岸町13-1 
国際医療福祉大学熱海病院　人事課

三島市･函南町中心　\ yyyFkm
701①サービス提供責任者01②訪
問介護ヘルパー(登録)③常勤ヘルパー

①②③　本文参照

業務拡大につき急募$ 
未経験者スタート多くいます★ 

若い方から定年退職後の方まで歓迎♪ 
感染対策はしっかりしています$

【募集情報】
時間 ①9:00～18:00(時間外月平均20h程度) 

②6:00～20:00の間で週に1回1h～OK!　 
　※月2回などの勤務も可能 
　※お気軽に相談下さい 
③9:00～18:00(シフト制/早･遅番あり) 
[早番]8:00～17:00[遅番]10:00～19:00

給与 ①7月給17万5000円～19万5000円以上 
　　(一律手当含) 
01時給950円＋交通費＋処遇改善手当 
②《身体介助》 
1時間1450円～＋処遇改善手当＋移動手当 
　《生活援助》 
1時間1150円～＋処遇改善手当＋移動手当 
③時給950円以上＋各種手当（交通費等）

勤務地 三島市・函南町・清水町・長泉町 
沼津市・伊豆の国市などへの訪問有

資格 要原付免許以上　定年退職後の方も歓迎 
①介護福祉士､介護の経験がある方 
②③介護職員初任者研修修了者(ヘルパー
2級以上)

待遇 資格取得支援制度有 各種保険加入可 
車通勤OK エプロン貸与 資格取得支援有 
①③交通費規定支給②移動費有7社保完

応募 面接時は履歴書(B貼)及び資格証 
(コピー可)持参下さい｡　担当／おおすみ

システム ②登録後､採用時に雇用契約を致します｡
【職場情報】
事業 訪問介護･居宅介護･重度訪問介護
《仲間から》ケアマネ､サービス提供責任者､ 
常勤､登録スタッフと少人数で和気あいあい 
とした風通しの良い雰囲気ですよ♪

004-1028179

ライフアシスト　のぞみ
A055-955-4004･090-7694-9247おおすみ

駿東郡清水町徳倉1594 202号 
三島市大場161-1

三島市 xyyemn
71デイサービスの介護職

7月給17万円～＋交通費　\

4月スタートOK！子育てママも安心！ 
多様な働き方を応援します！

仕事 ★事前に希望休を聞いてから 
　勤務シフトを組むので安心です♪

【募集情報】
時間 78:15～17:15(休憩有) 

1① 8:15～14:00(休憩30分) 
　② 9:00～14:00 
　③13:00～17:30 
　④ 9:00～16:00(休憩45分) 
★週3日程度！★勤務開始日相談OK！

休日 7日曜ほか勤務シフトで週休2日
給与 7月給17万円～18万5000円 

1①時給950円＋C　 ②時給900円＋C 
　③時給1200円＋C　④時給950円＋C

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) 
※正社員は配属時に勤務地を決定します

資格 普通自動車免許(AT可)　有資格者優遇 
1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

応募 下記採用担当まで(受付:平日10時～17時)
【職場情報】
事業 デイサービスセンター

004-1028929

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
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沼津市大平 yymn
71歯科衛生士

7月給23万円以上　1時給1300円以上

広々として明るい雰囲気の歯科医院｡ 
地域に根ざし､和気あいあい働こう！ 
ブランクのある方も大歓迎です+ 
-プライベートも大切にできます-
仕事 ブランクのある方は､慣れるまで 

しっかりサポートしますので安心です｡ 
水･日祝の固定休み$予定も立てやすい♪

【募集情報】
時間 月火金／8:30～19:30 

　　木／8:30～18:00 
　　土／8:30～17:30 
※休憩12:30～14:30 
※1週2日～OK！上記時間内で応相談

休日 水･日祝､夏季､年末年始
給与 7月給23万円以上 

1時給1300円以上
資格 歯科衛生士
待遇 車通勤OK　交通費規定支給(月5000円迄) 

制服貸与  昇給有 
7賞与年2回(2ヶ月分)有　各種保険完備 
1寸志有

応募 お電話は、月火水金／8:30～20:00 
　　 　　　　 木土／8:30～18:00 
★ネット応募は24h受付中です★

【職場情報】
事業 歯科医院

004-1026170

すんとう歯科クリニック
A055-933-3418　担当／スントウ
〒410-0821　静岡県沼津市大平138-1

裾野市佐野 zyyumn
01①医療事務 
　1②正看護師

①時給950円～1000円　②時給1500円以上

◆組織強化に伴い募集中◆ 
経験年数は不問です♪ 
お気軽にご応募ください

仕事 ①受付業務や､診察後の会計処理､カルテ 
　の作成･管理･保管など｡ 
　☆シフトは2名～3名体制です 
②外来の看護業務や医師のサポート等

【募集情報】
時間 ①②14:30～18:30 

★週3～4日程度～OK!! 
◆ライフスタイルに合わせて働ける♪ 
　『子育て中は時短勤務』 
　『完全復帰後はフルタイム勤務』 
　などの働き方も相談が可能です!!

給与 ②時給1500円～1800円 
①②※経験や能力を考慮します。

勤務地 裾野市佐野1471-1
資格 ①医療事務勤務経験のある方(年数不問) 

PCスキル(Word・Excel基本操作できる方) 
②正看護師

待遇 C規定支給、制服貸与、車通勤OK 
食事手当、社保完備、正社員登用あり 
試用期間3ヶ月(待遇変動なし) 
②昇給・賞与有

【職場情報】
事業 外科・内科・胃腸内科・肛門外科など

002-3509302

医療法人社団　同愛会　鈴木医院
A055-993-0430 鈴木医院採用担当
裾野市佐野1471-1

サービス付き高齢者住宅での業務

勤務地は3施設から
・スローライフ三島ガーデン
　三島市徳倉3-23-16
・スローライフ沼津門池
　沼津市大岡3882
・スローライフ南御殿場
　御殿場市竈704-1

　①7介護スタッフ
　②701正･准看護師
　■年齢・経験・資格不問
　■働き方はあなた次第！
　■充実した手当でサポート

A055-980-4876まで
お気軽にお問合せ下さい!!

勤務地により異なる yyyFkm
①7介護スタッフ　 
②701正・准看護師

①7月給20万円以上 ②7月給30万円～

仕事 ①・日中は併設のデイサービスでの業務 
　　生活支援･体操･レクリエーション等 
　・夜間は住宅内での夜勤業務 
　　定期巡視･生活支援 
②・日中は併設のデイサービスでの業務 
　・バイタルチェック､服薬管理､処置等

【募集情報】
時間 ①(日勤)8:30～17:30(休憩60分) 

　(夜勤)16:00～翌10:00(休憩120分) 
　※夜勤：月4回～応相談 
②(日勤) 8:30～17:30(休憩60分)　 
　または 9:00～16:30(休憩60分) 
　01上記時間内で勤務日数・時間応談 
※①②変形労働時間制(1ヶ月単位/月160
～176時間)､時間外勤務:月5時間程度

休日 7月9日休み(2月のみ月8日休み) 
※年間休日107日､年次有給休暇(入社日 
　より6ヶ月継続勤務後、10日付与) 
その他法定休暇(育休･産休･介護休暇等)

給与 ①7月給20万円～※試用2ヶ月時給1000円 
■初任者研修　月/1000円 
■介護福祉士　月/8000円 
■夜勤手当　1回5000円～1万円 
■残業手当　■処遇改善手当 
②7月給30万円～ 
01<平日勤務>： 
正看/時給1500円～･准看/時給1400円～ 
<土日祝専門の勤務>：時給1800円～

勤務地 右記参照
資格 要普通自動車免許(AT限定可) 

①ヘルパー2級(介護職員初任者研修 
　修了者)以上　②看護師免許

待遇 車通勤可 交通費規定支給 制服貸与 
社会保険完備(就業状況による) 昇給有 
職務･資格･残業･入浴手当 社員登用有

【職場情報】
事業 介護福祉事業

004-1028966

株式会社　スローライフ
A055-980-4876　担当／採用担当
三島市徳倉3-23-16 

裾野駅より徒歩7分 yyykmn
①71歯科衛生士　7②歯科助手

①7月給23万円＋交通費全額支給　\

)少人数のクリニックです) 
☆女性スタッフ活躍中！☆ 
駅から近くて好アクセス！ 
勤務開始日の相談もOKです+

仕事 ①歯科診療の補助だけでなく、患者さん
の健康のためトータル的な歯科疾患の予
防や､口腔衛生の向上のためのサポートを
お願いします。 
②口腔洗浄や歯周病に関する事などは基
本的に歯科衛生士にお任せいたします。

【募集情報】
時間 8:30～12:30 14:00～19:30 

※休憩30分有 ※水曜・土曜は18:00まで 
※115:00～等も相談OK

休日 週休2日制(日曜･祝日＋平日1日)
給与 ①7月給23万円＋交通費全額支給 

　1時給1250円(17:00～は時給1300円) 
②7月給17万円＋交通費全額支給

資格 ①歯科衛生士資格　②未経験者歓迎
待遇 交通費全額支給　昇給年1･賞与年2 

歯科医師国保　車通勤可(無料R有) 
週1回無料昼食有

【職場情報】
事業 歯科医院
《担当から》スーパーが近くてお昼や通勤帰
りに買い物が出来て便利です。

004-1028968

歯科クリニック　みよし
A055-994-1900　担当／三好
裾野市佐野1089(裾野市役所前)

富士宮市上井出 zyyuns
1①訪問ヘルパー(生活支援・身体介
護)②特別養護老人ホームの介護職員

平日/時給1000円～1050円　土日/　\

実務未経験者も大歓迎! 
勤務開始日お気軽にご相談を+ 
①訪問先は曜日固定" 

②利用者様の日々の生活をサポート"

【募集情報】
時間 ①8:00～17:30のうち実働8時間 

②7:00～19:00のうち実働8時間 
※勤務日数・時間応相談

給与 土日祝/時給1050円～1100円 
※②試用期間(2～3ヶ月)は、時給900円

資格 ①旧ヘルパー2･1級 介護職員初任者研修 
　介護職員実務者研修終了者 介護福祉士 
　実務未経験者歓迎 
②資格不問　介護系資格所持者尚歓迎

待遇 C別途規定支給　車通勤可　無料R有 
仕事着･腰痛ベルト支給　育児支援制度有 
有給休暇有　産休･育休取得実績有 
女性管理職登用実績有　扶養内勤務OK 
正職員登用制度有 
無料人間ドッグ制度(希望者のみ) 
インフルエンザ予防接種無料 
分煙･喫煙オフィス　面接時マスク着用可

【職場情報】
事業 社会福祉事業､介護保険事業 

http://www.tenryu-kohseikai.or.jp/

002-3508736

特別養護老人ホームしらいと
社会福祉法人 天竜厚生会
A0544-54-0168　担当:小林
〒418-0103 富士宮市上井出1285-1

現在､入社祝い金制度実施中!!
720万円支給｠1最大10万円迄支給
住宅型老人ホームのお仕事です
働くスタッフを大切にする会社
☆一般のご自宅訪問無し☆
①71施設介護職員
　7月給25万5000円～27万円以上
　1時給1090円～1120円
②7福祉用具専門相談員
　月給20万円～23万円(管理者)
③1夜勤専門の施設介護スタッフ
　日給1万9400円～2万1400円
④71看護師　
　月給30万5000円～33万5000円
　時給1630円～1830円
⑤7サービス提供責任者
　月給27万円

☆経験者はもちろん､
未経験者も歓迎"

経験者が丁寧におしえていきます"
お気軽にご相談下さい☆

 
■経験不問！
■職場見学歓迎♪
■1勤務日数・時間は応相談◎
■入社日もご相談に応じています
■交通費全額支給など､福利厚生充実！
まずは一度、お話しをしましょう☆

三島･函南･長泉･沼津･富士 yyykmn
①71介護職②7福祉用具専門相談員
③1夜勤介護④71看護師⑤7\

7①月給25万5000円～27万円以上\

仕事 ①住宅型老人ホームでの介護(経験不問) 
②福祉用具専門相談員 
③夜勤専門の介護スタッフ(Wワーク可) 
④看護師:利用者様の健康管理 
⑤サービス提供責任者:介護サービスの 
　調整､相談､介護職員の実務管理等

【募集情報】
時間 ①A. 7:00～16:00　B.10:00～19:00 

　C.17:00～翌9:00(休憩有) 
②④⑤8:30～17:30 (休憩有) 
③17:00～翌9:00(休憩有) 週1日～OK

休日 7月9日休み
給与 ①7月給25万5000円～27万円以上 

　　(夜勤5回の場合)& 
　1時給1090円～1120円 
②7月給20万円～23万円(管理者) 
③1日給1万9400円～2万1400円 
④7月給30万5000円～33万5000円 
　1時給1630円～1830円 ⑤7月給27万円

勤務地 三島･函南･長泉･沼津･富士(福祉用具)
資格 経験不問､①③介護職員初任者研修以上 

(旧ヘルパー2級)､資格ない方も相談OK 
②福祉用具専門相談員または介護福祉士､ 
社会福祉士､理学療法士等④正･准看護師
⑤実務者研修修了者または介護福祉士

待遇 期間限定の入社祝金制度､毎年昇給有 
賞与年2回有＋決算賞与､研修有 
C全額支給､車通勤OK､産休･育休 
社会保険完備､制服有､食事代補助有(1食
あたり165円)､深夜割増手当有､資格取得
支援金制度有､子育て支援補助金制度有 
職員紹介制度：6万円支給 
利用者紹介制度：10万円支給 
①夜勤手当1回8000円～1万円支給

応募 17:30以降は携帯:070-1202-1073 伊藤迄
【職場情報】
事業 居宅介護支援･訪問介護･福祉用具貸与

004-1028967

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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裾野駅より徒歩2分 yyykno
7①歯科衛生士②受付･歯科助手

①月給19万円以上　②月給16万円以上

昭和62年開院の地元に愛される医院で 
正社員として働いてみませんか♪ 
スタッフの定着率◎女性多数活躍中* 
勤務開始日など相談下さい"

【募集情報】
時間 9:00～19:00(休憩有) 

※木曜のみ／9:00～12:00
休日 日･祝定休  ※他､木･金･土で 

ローテーションにより週休2日
給与 ①月給19万円以上　 

②月給16万円以上
資格 簡単なPC操作  

①歯科衛生士 
②未経験者歓迎　高卒以上 
　経験･資格不要

待遇 各種保険完備 
交通費規定支給  
皆勤･時間外手当有 
有給休暇有 
昼食半額支給(※指定給食の場合) 
昇給年1回  
賞与年2回

応募 電話連絡後､履歴書持参ください｡ 

【職場情報】
事業 歯科医院

004-1028210

カシワ木歯科医院
A055-993-6108
裾野市茶畑256-4

伊豆の国市中條 yyymns
79①管理責任者01②サポートスタ
ッフ③送迎・支援スタッフ

①7月給20万円以上9月給17万円以上\

*2021年春に伊豆の国市、 
夏に三島市新設OPEN予定* 
増設に伴いスタッフ大募集" 

【面接日・入社日 ご相談下さい】
【募集情報】
時間 ①710:00～19:00(休憩有) 

　913:00～19:00(実働8h)フレックス制 
②③A.12:00～17:30　B.13:30～18:00 
シフト制、週2日～3日できる方 
※業務状況により変動有

休日 週休2日制(土日) 
※業務状況により土曜出勤有。 
　その場合振替休日が発生します。

給与 ②時給900円～1250円※M･資格･Oによる
勤務地 伊豆の国市(春OPEN)･駿東郡長泉町･三島

市(夏OPEN) ※勤務地はお選び頂けます｡
資格 ①児童発達支援･サービス管理責任者の 

資格所持者　②未経験者･有資格者歓迎　 
③要S(AT可)､実務経験又は有資格者尚可

待遇 駐車場有 交通費規定支給 資格取得応援 
①H年2(業績による) D有 退職金制度有
(規定による) ②③労災雇用 正社員登用
有 有資格者優遇(退職金制度有)

【職場情報】
事業 放課後等デイサービス
《ＵＲＬ》http://tanpopoclub.com

002-3517317

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

★4月移転新築OPEN★
ピカピカの新施設！

短時間OK
週2日OK

あなたの希望に応えます
働きやすさは自信あり♪

大手法人ならではの
充実の待遇あります"
★しっかり高時給！
★融通の利く有給休暇
★10年連続決算賞与あり
★各種手当もしっかり
★リゾート会員権あり

富士宮市 zyyumn
1デイサービスセンターの 
看護スタッフ

時給1250円～1700円　\

【募集情報】
時間 8:30～17:30　※休憩あり 

※上記時間の中で、1日3時間からOK 
例/9:00～12:00､10:00～13:00など相談可

休日 週休シフト制 ※土日祝勤務できる方歓迎 
　有給休暇/勤務日数､時間で法定付与 
　1時間単位で取得OK、便利に使えます

給与 時給1250円～1700円 
※正看護師/時給1500円から 
　資格、経験により給与を決定。 
※別途、時間外手当・交通費・日曜手当 
　交通費は上限5万円まで支給 
※法人業績により決算賞与支給あり 
（決算賞与は10年連続支給中）

勤務地 2021年4月1日より 
デイサービスセンターアルク百葉富士宮 
●富士宮市小泉権現に移転予定 
※詳細は面接でお伝えします

資格 正看護師、もしくは准看護師資格
待遇 社会保険完備、有給休暇有 

リフレッシュ休暇・ハッピー休暇あり 
リゾートホテル会員権使用可能 
車通勤可、交通費規定支給、無料R完備 
業績により決算賞与あり　昇給実績あり

【職場情報】
事業 デイサービス等の運営

004-1028191

百葉介護センター　富士宮
A0544-25-7111
富士宮市前田町52

沼津市岡宮 yyyFmn
7定期巡回型介護の①計画作成責任者 
②オペレーター兼介護員③訪問介護員

①月収27万円可(夜勤6·OP17回)②③\

＼4月より新サービスが本格始動／ 
オープニングスタッフ【7名大募集】 
②在宅勤務一部可能!豊富な福利厚生!
仕事 詳細はWebもご覧ください♪

【募集情報】
時間 7:00～16:00､13:00～22:00､ 

22:00～翌7:00　※休憩有、シフト制
休日 月9日公休(シフト)　※年間休日108日
給与 ①②基本月給20万円＋各種手当あり 

③基本月給19万円＋各種手当あり 
※②月収26万5000円③月収23万円以上可 
※試用期間約3ヶ月有(基本給の変動なし)

勤務地 【定期巡回アウラ】沼津市庄栄町1-5 3F
資格 ①②介護福祉士 又は 看護師 

　サービス提供責任者経験ある方 
③初任者研修以上　※各､学歴･年齢不問

待遇 車通勤可 C規定 資格取得支援 社保完備 
退職金制度 扶養手当 他､職務･夜勤･OP･
営業･処遇改善･特定処遇改善手当あり 
人事考課制度(年2回 ※昇給·手当見直し) 
H有(業績·能力による) 定年制(65歳) 
再雇用制度　育児·介護·看護休業

【職場情報】
事業 定期巡回型訪問介護､デイサービス等
《担当から》あなたの経験・スキルにあった
お仕事でスタート☆気軽にお問合せ下さいね

004-1025697

定期巡回アウラ(ロータスケアグループ本社)
A055-922-3422(平日9～17時迄)A篠田
沼津市大岡863-6 ㈱内田祥三建築事務所

富士市岩本 yymn
71①歯科衛生士 
71②歯科助手兼受付

①7月給20万円～ 1時給1200円～ ②\

【募集情報】
時間 ■3月末まで■ 

79:00～12:00･14:00～19:00 
土/9:00～12:00･14:00～17:00※休憩2h 
1①9:00～19:00内1日3h～､週3日～OK! 
　②9:00～18:30で週3日～OK!※休憩2h 
■4月から■ 
79:00～12:00･13:30～18:30 
土/9:00～12:00･13:30～17:00※休憩1.5h 
1①9:00～18:30内で1日3h～､週3日～OK! 
　②9:00～18:30で週3日～OK!※休憩1.5h

休日 木・日・祝
給与 ②7月給17万円～ 1時給1000円～ 

※経験･能力に応じて優遇　※委細面談
資格 ①歯科衛生士 

②未経験者歓迎　主婦(夫)･フリーター 
　歓迎!!

待遇 C全額　D年1　歯科医師国保　厚生年金 
社保完(勤務状況に応ず)　車通勤OK　 
駐車場有　制服貸与　研修有 
(参加費用全額負担)　資格取得制度有 
①②皆勤手当　①資格手当(各月5000円) 
7賞与年2回　残業手当有

【職場情報】
事業 歯科医院
ネットに詳細掲載中!!

002-3530129

医療法人社団 元氣会　西村歯科医院
A0545-64-2211
富士市岩本102-1

＼チームワーク抜群！お子様都合の
お休み希望もご相談ください♪／
■和やかな雰囲気で馴染みやすい
■有休取得率100％実績有！
■介護は無資格・未経験からでも
　挑戦可能★
■手当充実★福利厚生サービスあり

施設見学希望も
お気軽にお問い合わせください

富士・清水区由比 yyykmn
①7②1介護職　③7④1看護職

①月給18万2800円～30万円　\

仕事 ①②食事介助・洗濯・入浴介助など、 
　　ご利用者様の身の回りのお手伝い 
③④バイタルチェック、服薬管理、 
　　受診時付き添いなど

【募集情報】
時間 ①24時間内で実働8時間のシフト制 

　例/7:00～16:00　11:00～20:00 
　　 0:00～ 9:00　 8:30～17:30他 
　※短時間勤務応相談 
②8:30～17:30の間の7～8時間(シフト制) 
　※日数･時間応相談､短時間勤務応相談 
③8:00～17:00　7:30～16:30 
④7:30～18:00の間の7～8時間程度 
　※日数･時間応相談､短時間勤務応相談

休日 7月9日　※年間休日115日
給与 ①※夜勤手当3～4万7500円を含む 

　(深夜勤務32～50時間)※M考慮し決定 
②時給960円～1000円※資格手当加算あり 
　介護福祉士　＋時給40円 
　ヘルパー1級　＋時給20円 
　ヘルパー2級　＋時給10円 
※①②試用期間3ヶ月(同条件) 
③月給22万900円～34万8800円 
④時給1500円～1600円

勤務地 ・ケアハウスわだの里/富士市今泉1-11-7 
・浜石の郷/清水区由比阿僧189-1

資格 ①②無資格･未経験可 年齢不問  
①要普免(AT限定可) ③④正･准看護師 
③待機(オンコール)業務あり

待遇 H有 D有 残業･会議･資格手当　社保完 
車通勤OK C規定 特定処遇改善一時金 
ジョイブ静岡加入(福利厚生) 
通勤送迎について応相談 
7退職金制度 扶養･住宅手当

【職場情報】
事業 地域密着型特定施設入居者生活介護･ 

小規模多機能型居宅介護

002-3537723

ケアハウス　わだの里
A054-377-1177(浜石の郷8:30～17:30)
富士市今泉1-11-7
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「御殿場駅」から車で5分 yyymno
7①保育士　01②③保育士

7①月給16万8000円～25万円　01\

子供が好きな方大歓迎！！ 
ブランクがある方､復職希望大歓迎★ 
家庭的な雰囲気の職場環境です♪
仕事 ①0～2歳の保育　②③保育補助

【募集情報】
時間 ①7:00～19:00(シフト制/実働8h) 

②9:00～16:00の間で6h程度 
③早番／ 7:00～ 9:00 
　遅番／16:00～19:00 
※②③週3日程度

休日 7土日祝(月1回土曜出勤有) 
　※GW お盆 冬季 有給

給与 ②時給1100円(平日) 
　時給1200円(土曜) 
③時給1200円(平日のみ) 
　※研修期間20日間は時給1050円

資格 保育士資格 
※子育てがひと段落した主婦(夫)歓迎 
※資格取得見込みの学生さんも歓迎

待遇 車通勤OK(駐車場代500円/月負担) 
食事補助有(1食250円/希望者) 
7D･H有 社保完備 交通費規定支給

【職場情報】
事業 保育園

004-1028999

にじのいろ保育園
合同会社SUNNYSIDE
A080-4200-3950　担当/岩田
御殿場市東田中1181-1

富士市五貫島 zyyukn
71介護職

7月給19万円～25万5750円以上　1\

開設23周年､地域に寄り添う施設です! 
未経験の方も応募大歓迎♪ 

介護福祉士の資格取得制度あり｡
仕事 入居者様の見守り､日常介護など

【募集情報】
時間 早番/7:00～16:00　日勤/8:30～17:30 

遅番/11:00～20:00 
夜勤/16:45～翌9:15　※各休憩有

休日 7月8～10日(シフト制) 
年間休日110日以上 
リフレッシュ休暇､誕生日休暇 
★有給休暇は1時間単位で取得可

給与 7月給19万円～25万5750円 
1時給1005円～1085円 
※夜勤手当　1回/1万円 
※時間外､日曜､子育て､住宅､年末年始､ 
　送迎など各種手当別途(1一部規定有) 
※交通費最大5万円/月まで支給 
※賞与年2回､決算賞与(10年連続支給中)

勤務地 下記もしくは隣接施設(グループホーム 
｢おとなりさん｣※同条件)

待遇 D有 H年2回 決算賞与 社保完 各種手当 
C規定 産休･育休制度有(復帰例多数有)

【職場情報】
事業 介護老人保健施設の運営

004-1027211

介護老人保健施設　ききょうの郷
医療法人財団　百葉の会
A0545-65-2000　担当／澤田･山崎
富士市五貫島175

ブランクある方､
未経験の方も大歓迎
①介護職員は無資格者もOK

 
勤務日数や時間はご相談に
応じますのでご家庭との
両立もしやすい環境です*

地域密着の当グループで
　ご利用者様の笑顔を　
　守っていきませんか?　

 

【交通費全額支給】
【託児所完備】

御殿場市･小山町 yyykmn
71①介護スタッフ②看護師

7①月収18万9500円～23万7500円②1\

【募集情報】
時間 7①7:30～16:30､16:30～翌9:30 

　②8:30～17:30､16:30～翌9:30  
　※休憩有※②日勤のみ応相談 
1①7:30～18:00の間で日数･時間応相談 
　②8:30～17:30の間で4h～OK

休日 7完全週休2日　※年間休日125日
給与 7①月給14万7000円～19万5000円 

　　※経験･資格により異なる 
　②月給21万円～40万円 
1①時給1000円～  
　②時給1400円～1500円

勤務地 ・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　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 
・介護老人保健施設　あすなろ 
　／御殿場市川島田1076-2

資格 ①業種･職種未経験者大歓迎 
　介護経験者も歓迎 
②正看護師免許または准看護師免許

待遇 C全額(上限なし)､車通勤OK(無料R)､制服
貸与､寮有､住宅･家族･保育手当(該当者) 
7社保完､D有､H年2回､産休･育休制度､ 
　技能手当/①3000円(ヘルパー2級)､ 
　5000円(介護福祉士)､②2万円 
　夜勤手当(1回)/①8500円､ 
　②正看:1万5000円､准看:1万4500円 
1社保有､准賞与年2回､深夜手当別途 
　支給､①資格取得支援制度有

【職場情報】
事業 病院･介護施設･保育園等の運営

004-1026169

社会医療法人 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

三島市 yyyFmn
71介護職員

7月給20万4800円～1時給1000円～\

■静岡県働きやすい介護事業所認定■ 
有給取得率70％以上！経験を活かせる
【募集情報】
時間 7A.8:30～17:30　B.17:00～翌9:00 

　※休憩有、交替制(日勤のみ相談可) 
18:30～17:30で応相談※1日3h～応相談

休日 74週8休制(ローテーション制)   
1日祝他、希望を考慮(4週8休以上) 
★年間休日113日以上

給与 7月給20万4800円～21万4500円＋手当 
※夜勤手当(2万2200円／3回分)含む、　 
　超過分は別途支給有 
※職務手当（2000円～8000円／月） 
1時給1000円～

資格 7高卒以上　ヘルパー2級修了以上 
1資格不問　初任者研修修了者尚可 
　介護福祉士有れば尚可

待遇 交通費規定支給 車通勤可 無料駐車場有 
昇給有 ユニフォーム貸与 各種手当有 
7賞与年2回(昨年実績3.6ヶ月分) 
　産休・育休有　社保完備　財形制度 
　退職金制度有　定年制・再雇用制有 
  住宅手当(3万円※規定有)　 
1正社員登用有

【職場情報】
事業 介護老人保健施設

004-1028190

医療法人社団志仁会　ラ･サンテふよう
A055-989-7000　担当／古地(コチ)
三島市佐野1205-3

★事業拡大につきスタッフ募集★

12月新規OPEN
新しい職場で働こう"

週2日1日３時間～OK！
直行直帰可

10代・主婦(夫)・扶養内
シニアさん（60歳以上）と、
幅広く募集しています♪

【｠研修期間制度有 】
有資格の未経験者

も大歓迎"
慣れるまでは二人一組

一人立ちできるよう
しっかりサポート"

これから介護職
始めたい方応援します"

JR三島駅から徒歩20分 yyytmn
1訪問介護オープニングスタッフ 
7訪問介護サービス提供責任者

1時給1000円～1500円　7\

【募集情報】
時間 17:00～18:00の間の3時間以上で応相談 

　※交替シフト制　※週2日～OK 
　※訪問先の都合により変更の可能性有 
79:00～18:00 
　※交替シフト制　※残業／月平均10h 

休日 日曜日､その他 
※訪問先の都合により変更の可能性有 

給与 1時給1000円～1500円＋諸手当 
　※資格･能力手当有 
　※経験年数･保有資格等による 
7月給17万4000円～31万1000円＋諸手当 
　※資格･職務手当1万円～3万円 
　※賞与年4回(業務手当として) 
17試用期間(3ヶ月)有／時給1000円 

勤務地 沼津･清水町･三島･函南･長泉町 
※直行直帰可 

資格 年齢不問　要普通免許(AT限定可) 
PCスキルあれば尚可(Word･Excel程度) 
介護職員初任者研修修了者旧ヘルパー2級 
＜以下、あれば尚可な資格＞ 
・介護職員実務者研修修了者 
・介護福祉士取得者 
・訪問介護ヘルパー3年以上経験者　他 

待遇 C規定支給 車通勤OK(R有) 定年制有 
再雇用制度 有給有 育児休業取得実績有 
1雇用保険､労災保険 
7社保完 資格･職務手当 所定外労働手当 

【職場情報】
事業 障害福祉サービス・介護福祉サービス

004-1028990

ケアビレッジするが　訪問介護事業所　(株)伊豆の郷
A055-991-1199　A福祉事業部　採用係

(本社)三島市芝本町6-24／(事務所)駿東郡 
清水町新宿175-1　アセントK103
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①新規事業所の
オープニング募集
②③パートor正社員
働き方が選べる"
年齢不問"　性別不問"
30代が中心に

活躍している職場)

1は月2回、30分～OK
直行直帰可能です
7は賞与有"長く働ける
A055-941-7528

担当スギヤマまで
お気軽にお問い合わせください)

DOMONETにも詳細公開中

勤務地により異なる yxyten
①1訪問介護のホームヘルパー（オー
プニングスタッフ）②③\

①②時給1000円～時給1800円以上　③\

仕事 ②1③7 
ホームヘルパー(家事援助･身体介護) 
〈仕事内容〉 
利用者様のご自宅に伺い､病院の指示や 
ご家族のお話しのもと､現状に必要な 
ケアを行うお仕事｡ 
初めは先輩スタッフと一緒に行動して 
いただくので安心してくださいね! 

【募集情報】
時間 ①②8:00～21:00の間で月2回､30分～L 

　③8:00～21:00の間で8H
休日 ③週休制(シフトによる)
給与 ①② 

(要支援1･2の方の場合)時給1000円～ 
(家事援助の場合)　　 時給1250円～ 
(身体介護の場合)　　 時給1800円～ 
③月給17万～25万円　※経験･能力による

勤務地 静岡県東部地区(沼津中心)※直行直帰可 
【2つの事業所にて募集】 
①ハートフルケアさくら沼津西 
　静岡県沼津市大塚72　)9月新規開設 
②③ハートフルケアさくら合同会社 
　静岡県沼津市大岡3228-7

資格 要普通免許(AT限定可) 
ヘルパー2級以上 
①②介護福祉士保持者尚可 
③介護福祉士

待遇 車通勤可　交通費規定支給(130円/件 
※交通機関を使わない方でも支給有) 
①②正社員登用有　扶養内勤務OK 
　　賞与有(働いた時間数に応じます) 
③社会保険完備　昇給有　退職金制度有 
　賞与年2～3回有(業績による) 

【職場情報】
事業 訪問介護

004-1028209

ハートフルケアさくら合同会社
A055-941-7528　担当／杉山
上記参照

三島校移転につき

リニューアル
オープン!!
新しい職場でも
働きませんか?

《沼津地区でも同時募集》

心機一転★新しい環境
==障がい児童のサポート==

)保育士)児童指導員)

)福祉関連資格)
他保持者優遇"

正社員･パートさん同時募集！
未経験でも大歓迎★

子供達と楽しく過ごせる仕事
職場見学はお気軽にお問い合わせ下さい

三島市･沼津市･沼津駅近く yyykmn
701障がい児童のサポートスタッフ 
(支援員)

7月給14万5000円以上＋諸手当　01\

療育施設で一緒に働きませんか！ 
【保育士･児童指導員･福祉関連資格】 

等あれば優遇)大歓迎" 
資格･経験なくても普通免許あればOK
仕事 小学校1年生～高校3年生までの障がいを

持つお子様の為の学習･生活支援｡ 
※宿題､パソコンやお絵かき､工作を 
　しながら一緒に楽しく過ごすお仕事｡ 
★見学などお気軽にお問い合わせ下さい

【募集情報】
時間 10:30～18:30　 

学校が休日の場合　9:30～17:30 
※シフト制　※休憩60分有 
7実働7h勤務 
01※週3日からOK ※1日4hから相談可

休日 7日曜、祝日他､年末年始､お盆　他
給与 7月給14万5000円～30万円＋資格手当 

　交通費・他諸手当 
1時給900円～＋諸手当 
　※試用期間1～3ヶ月は時給890円

勤務地 ①三島／三島市大社町5-6 鉤万ビル1F 
②沼津／沼津市北高島町6-15 
③沼津するが校／沼津市添地町183 2F

資格 福祉関連資格･保育士等､有資格者大歓迎 
資格不問　未経験者･経験者共に歓迎

待遇 昇給有､C規定支給､無料R有､服装自由 
車通勤OK､社会保険完備､有給休暇有 
資格手当有(5000円～5万円) 
業績手当有(1万5000円～10万円) 
定年制60歳まで　再雇用70歳まで 
7転勤有(沼津・三島)

応募 まずはお気軽にお電話下さい。 
電話応募後面接の日程を決定致します。

【職場情報】
事業 放課後等デイサービス

004-1028991

児童デイＳＥＳ　三島校･沼津校･沼津するが校
運営会社：株式会社伊豆の郷
A055-991-1199　担当／藤井迄
住所／上記参照

＼新しい事業拡大のため大募集／

①デイサービスの介護職員
②訪問介護

③夜勤専属介護
経験･スキルを活かしたい方､

ブランクある方､
①無資格･未経験の方も歓迎♪

 

◎入社お祝い金
制度あり◎

＊働きやすい環境と待遇面から
新しいスタートを応援します＊
調剤薬局グループと連携し､信頼の
おける介護でサポートしています

沼津市豊町 yyykmn
71①デイサービスの介護職員 
7②訪問介護01③夜勤専属介護職員

7月給19万3000円～25万5000円　10\

●新生活応援！入社祝い金制度あり● 
◎定着率の良さが自慢です◎ 

残業は月平均1.7h☆家庭と両立安心♪ 
男女歓迎！マスク手当もありますよ)
仕事 食事､入浴､排泄等を含む日常介護全般､ 

清掃､洗濯､簡単な食事の用意等､生活援助
業務になります。書類の作成･記録や､ 
可能な方は送迎もお願いします｡

【募集情報】
時間 ① 8:30～17:30(休憩有･残業月平均1.7h) 

※1上記内で時間L､月～金で週1回～OK 
② 7:00～16:00　11:00～20:00 
　16:00～翌9:00(休憩有) 
③16:00～翌9:00(休憩有)

休日 7週休2日制 
　※①日､他(会社指定日) 年間休日107日

給与 7固定手当(特定処遇改善･処遇改善)含む 
1①時給900円～1500円 
01③1勤務：2万円以上

資格 ①未経験者歓迎　学歴不問 
　介護職員初任者研修あれば尚可 
　普通自動車免許あれば尚可 
　759歳以下(60歳定年のため) 
②③要普通免許､介護職員初任者研修以上

待遇 昇給･賞与　交通費規定支給　車通勤可 
資格取得支援制度　退職金制度(勤続5年 
以上)　職員専用休憩室有 
定年制度･再雇用制度　入社祝い金制度 
試用期間3ヶ月(同条件) 
①有給休暇　各種手当(資格､家族など)　 
　屋内の受動喫煙対策有　7社保完備 
②③資格･家族･役職･夜勤･マスク手当有

【職場情報】
事業 有料老人ホーム､デイサービス経営･管理
《担当から》お気軽にお問合せくださいね！ 
職場見学OK｡詳細はDOMONETもご覧ください♪

004-1028203

アリスガーデン豊町
株式会社エーワイ
A055-939-5888 担当／施設長 山口
沼津市豊町12-3

★嬉しい待遇有★
★各種手当やサポート★

 

★ヘルパーさん経験不問
★選べる４職種♪　　　
★時間融通はもちろんOK
★交通費は「全額」支給
★社員登用制度あり！　

伊豆の国市 yyyFmn
701①介護職 
01②介護職(夜勤)③登録ヘルパー

7①月給22万円～　01①②③\

あなたに嬉しい充実待遇あります！ 
資格取得補助制度や交通費も嬉しい 

実務経験は不問です♪
仕事 ナースコール対応や買い出し､病院受診や

居室清掃､排泄介助など施設での業務全般
をお願いします 

【募集情報】
時間 ①7A. 7:00～16:00 B. 8:30～17:30 

　　C.10:00～19:00 D.17:00～翌9:00 
　　※休憩有 ★月ごとのシフト制 
　017:00～19:00の間で応相談 
②17:00～翌9:00(休憩有) 
※①01②は週1日～､1日6h～OK 
③7:00～19:00 
　※週1日～､1日4～6h～OK

休日 7月9日程度
給与 ①7月給22万円～ 

　　(能力､資格にて加給有) 
　01時給1160円～ 
②1万9400円／1回 
③時給1300円

資格 ヘルパー2級以上
待遇 交通費全額支給 

車通勤OK 
資格手当有 
資格取得補助金制度有  
社会保険完備(規定有) 
制服貸与 
研修期間有(同条件) 
01正社員登用制度有

応募 まずはお気軽にお電話ください
システム ③採用後､登録し､お仕事をして頂きます 

【職場情報】
事業 介護サービス

004-1021516

住宅型有料老人ホーム　かつらぎの風
株式会社ビルフィッシュ
A055-947-6517　担当／杉本
伊豆の国市長岡243-1
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焼津駅よりバスで10分 yyykmn
2①各診察科の受付②調理補助

①②時給1100円

土日祝休み★残業ほぼ無し+ 
入社祝金5万円プレゼント(規定あり)
仕事 ①受付後の患者様の誘導･問診票記入案内 

　診察の準備や補助･電子カルテの 
　データ入力等 
②簡単な盛り付け･配膳準備･皿洗い･ 
　お茶くみ等

【募集情報】
時間 ①月～金／8:30～17:30(実働8H) 

　※休憩60分 
　土／8:30～12:30(実働4H) 
②8:30～16:30(実働7H)　※休憩60分

休日 ①土(隔週)･日祝･年末年始休み 
②土日祝･年末年始休み

勤務地 ①②焼津市大覚寺(当社派遣先)
待遇 社会保険完備 残業代支給 

有給休暇 稼動分前払い制度あり 
車通勤可 通勤手当規定支給 
制服貸与 屋内原則禁煙

応募 下記または､担当連絡先まで 
担当／高木 A070-2242-6708 
★出張面接･WEB面接致します！

【職場情報】
事業 人材派遣業(派22-030053) 

優良派遣事業者認定企業

004-1025907

株式会社三幸コーポレーション
A054-283-1235

〒422-8062　静岡市駿河区稲川2-2-1 
セキスイハイムビル6F(静岡駅徒歩5分)

充実の福利厚生で

しっかりサポート

資格手当､扶養手当､通勤手当､

正月手当､食事手当､賞与年2回､

昇給有､駐車場無料､社会保険完備､

出産育児休暇制度実績有､

資格取得助成制度､

報奨金制度(スタッフ紹介)､
慶弔見舞金制度､社員寮(従業員割引)､
レジャー宿泊施設等割引､

健康促進制度(女性専用フィットネス

割引､定期健診､ワクチン接種)､
Drink Eat制度(会社負担､参加自由)

勤務
開始日
応相談

施設見学も
お気軽に☆ココが

魅力!!

無資格･未経験からトライ大歓迎!!無資格･未経験からトライ大歓迎!!
～ここでなら、きっと見つかる『働きがい』と『楽しさ』!!～～ここでなら、きっと見つかる『働きがい』と『楽しさ』!!～～ここでなら、きっと見つかる『働きがい』と『楽しさ』!!～

未経験からスタートできる

介護職員､ケアマネージャー､

生活相談員を性別･年齢

問わず幅広く募集いたします｡

あなたの経験や適性を

活かせます♪

未経験からスタートできる

介護職員､ケアマネージャー､

生活相談員を性別･年齢

問わず幅広く募集いたします｡

あなたの経験や適性を

活かせます♪

ショートステイみずほ　　駿河区みずほ3-2-2

月給22万円以上(処遇改善＋夜勤5回の場合)＋資格手当
入社1年目  月給例：24万2000円以上(介護福祉士)

居宅介護支援事業所　　駿河区みずほ3-2-2

介護支援専門員 学歴･年齢不問

ケアマネージャー

時給1200円以上 ※試用期間3ヶ月～6ヶ月(同条件)

月給23万5000円以上(一律手当含む)
☆基本給は経験・能力により決定☆※試用期間3ヶ月～6ヶ月（同条件）

休 日 週休2日（土･日）、
年末年始

8:30～17:30(休憩1h)時 間 日数･曜日･時間（応相談）※

介護職員

月給23万5000円～
※経験･前職給与考慮いたします

日勤勤務8:30～17:30時 間 休 日 月9日休み＋有給休暇

生活相談員

時給1700円
8:00～17:00  週2日程度時 間

看護師(正看･准看問いません)

急募!!

就職祝い金

3万円

前職給与考慮します!
育児休暇制度や
待遇･処遇面も充実!
資格取得など
スキルUPも支援!
主婦･転職者など
幅広いスタッフ活躍中

前職給与考慮します!
育児休暇制度や
待遇･処遇面も充実!
資格取得など
スキルUPも支援!
主婦･転職者など
幅広いスタッフ活躍中

介護福祉主事･介護福祉等　生活相談員に必要とされる資格　未経験歓迎

正看護師・准看護師資格

学歴・経験・年齢不問 ※介護職員初任者研修(旧ヘルパー2級)以上あれば尚可

介護職員

時給950円以上(処遇改善一律手当含む)

月給21万円～(一律手当含む) 資格､経験で優遇します

時 間 休 日 日曜＋1日､
年末年始

8:30～17:30　※休憩有
※　 8:00～17:30の間で
　5時間～7時間30分  ※週3～4日

デイサービスセンターみずほ　　駿河区みずほ3-2-30

学歴・経験・年齢不問 ※介護職員初任者研修(旧ヘルパー2級)以上あれば尚可

A.8:30～17:30 B.7:30～16:30 C.10:00～19:00
D.17:00～翌9:00(夜勤)  ※休憩有時 間 休 日 月9日休み＋

有給休暇

駿河区みずほ yyykmn
①7②1介護職員③7④1ケアマネー
ジャー⑤生活相談員

右記参照

時間 右記参照
休日 右記参照
勤務地 右記参照
資格 右記参照
応募 下記携帯又は各事業所まで電話連絡後､ 

K(B貼)を下記までご郵送ください｡ 
ショートステイみずほ A054-266-5091 
デイサービスみずほ　 A054-257-2673 
居宅介護支援事業所　 A054-266-5093

事業 介護サービス事業(デイ･ショート･居宅) 
フィットネス事業

002-3530613

株式会社アイフレックス
A090-7956-2214 A/青木(受付:8～21時)
静岡市駿河区みずほ3-2-30

藤枝駅より徒歩2分 xyyeFm
17正･准看護師

1時給1500円～　7月給29万～31万円

社割であなたのキレイもお手伝い☆ 
20代～40代女性活躍中！未経験でも可 
*藤枝駅直結ホテルオーレ内の病院
仕事 脱毛･点滴･手術･ケミカルピーリング 

などのスキンケア･その他の処置の介助 

【募集情報】
時間 10:00～19:00 

1上記時間内で5h～､週3日～応相談 
※土日どちらか出勤可能な方優遇 
7※休憩1h有､残業月5～10h程度

休日 7完全週休2日制(火･水) 
　夏季･年末年始･有給休暇

給与 1時給1500円～ 
7正看護師/月給31万円以上 
　准看護師/月給29万円以上 
　※試用期間3ヶ月有 
　　(正/月給28万円　准/月給26万円)

資格 正･准看護師
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 
社割有(ドクターズコスメ､施術) 
1試用期間3ヶ月有(同条件) 

【職場情報】
事業 美容皮膚科･美容外科･形成外科

002-3519897

スキンクリニック藤枝
A054-647-5101　採用係まで
藤枝市前島1-3-1　ホテルオーレ3F

JR静岡駅より徒歩7分 yyyFmn
71整形外科の看護師

7月給24万5000円～27万5000円＋手当\

)久しぶりのスタッフ募集) 
週休2日＆通勤便利な静岡駅近くで 
スタッフの定着率も良い環境♪ 

ブランク有､復職希望の方も歓迎です｡
仕事 整形外科での看護補助業務全般 

(レントゲン補助､採血･点滴業務等)
【募集情報】
時間 8:30～13:30､14:30～18:45 

土／8:30～13:00 
※残業ほぼなし､2021年4月より､ 
　午後診療が14:30～18:15に変更 
※1週2日～､時間も応相談

休日 水曜･日曜･祝日､土曜の午後休診
給与 7月給24万5000円～27万5000円 

　※別途､皆勤1万円､役職手当5000円～ 
1時給1450円～1700円 
　※月20h以上の場合､資格手当5000円

資格 看護師免許　整形外科の経験なくても可
待遇 車通勤可　交通費規定支給　制服貸与 

スタッフ見舞金有　試用期間3か月 
7昇給･賞与有(業績による) 
社会保険完備　家族手当(5000円/人)

応募 24時間､ネット応募も受付中です｡
【職場情報】
事業 整形外科､外科､リウマチ､リハビリ

002-3536639

医療法人石華会　司馬医院
A054-254-1576　採用担当まで

〒420-0859 
静岡市葵区栄町2-7
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①葵区呉服町②駿河区小鹿 yyykmn
2①受付電話係②外来事務

①②時給1100円

土日祝休み+残業ほぼ無し☆ 
入社祝金5万円プレゼント(規定あり)
仕事 ①健診受診者の予約電話の応対 

②受付後の患者様の誘導･ 
　電子カルテへのデータ入力 
　診察の準備や補助･書類作成等

【募集情報】
時間 ①月～金／8:30～17:00(実働7.5H) 

　※休憩60分 
　土／8:30～12:00(実働3.5H)※休憩無し 
②8:30～17:15(実働7.75H)※休憩60分

休日 ①土(隔週)･日･祝･年末年始休み 
②土日祝･年末年始休み

勤務地 ①葵区呉服町②駿河区小鹿※当社派遣先 
(静岡駅より①徒歩10分②車で10分)

期間 長期
待遇 社会保険完備 残業代支給 有給休暇 

稼動分前払い制度あり 車通勤可 通勤 
手当規定支給 制服貸与 屋内原則禁煙

応募 下記または､担当連絡先まで 
担当／髙木 A070-2242-6708 
★出張面接･WEB面接致します！

【職場情報】
事業 人材派遣業(派22-030053) 

優良派遣事業者認定企業

004-1025906

株式会社三幸コーポレーション
A054-283-1235

〒422-8062　静岡市駿河区稲川2-2-1 
セキスイハイムビル6F(静岡駅徒歩5分)

葵区瀬名 zyun
7①管理栄養士 
1②調理スタッフ

①月給18万5000円～25万円②時給885円

健康を栄養面からサポート♪ 
週3日～、1日5h～OK" 

ライフスタイルに合わせた働き方可能 
150～60代活躍中!

仕事 ①患者様への栄養指導、献立作成。 
②患者様･従業員向けの給食調理。 
難しい作業はありません。 
　※厨房スタッフは5名体制

【募集情報】
時間 ①8:00～17:00（休憩有） 

　※9:00～16:00（休憩有）も可 
　※勤務開始時間ご相談ください 
②8:00～13:30　8:30～15:00　 
　7:00～13:30または15:00 
　※交替制(休憩有) 
　※週4日勤務(土曜含む)

休日 ①完全週休2日制(日曜と他週1日) 
　GW、夏季、年末年始休暇

資格 ①管理栄養士　②免許･資格不問
待遇 交通費規定支給 

昇給有　雇用･労災保険 
試用期間1ヶ月有(同条件) 
①賞与年2回

応募 TEL後､履歴書(写真貼付)持参下さい。
【職場情報】
事業 内科･透析診療

002-3537239

菅野医院分院
A054-262-5050　採用担当
静岡市葵区瀬名1-7-3

＼ 4職種同時募集! ／＼ 4職種同時募集! ／

無資格･未経験OK
年間休日113日

残業なし!
シフトの相談もOK

ここ
がポイント

月給20万～21万6000円以上
(一律手当含む)※経験考慮

時給950円～ ※土日祝は時給200円UP
※介護福祉士有資格者／時給1000円

早番／7:00～16:00
日勤／8:30～17:30
遅番／11:30～20:30
夜勤／16:30～翌9:30

週休制(月21日勤務のシフト制)
年間休日113日

資格･経験不問

①　 ②介護スタッフ

8:00～17:30内
※1日5h～､週3日～勤務応相談

時 

間

休
日

資
格

※休憩有
※シフト制
　　(月21日勤務)
※多少の
　　時間変動有

8:30～17:30(休憩有)

栄養士

40歳迄(経験不問)

時給900円～ ※経験考慮

月給17万3000円～
(一律手当含む)※経験考慮
管理栄養士は更に優遇

上記時間内で

1日4～5h､週4日程度で応相談

土･日･祝

時 

間

休 

日

資 

格

8:30～17:30
(8:00～17:00の勤務の場合も有)

日曜日､他

(月21日のシフト勤務､祝日勤務有)
年間休日113日

言語聴覚士

　 40歳迄(経験不問)  　 年齢不問

月給25万3000～

　　30万8000円以上
(一律手当含む)※経験考慮

時給1500円

8:30～17:30
※1日4h～､週3日～勤務OK

時 

間

休 

日

資
格

時給1100円

土日祝／時給1300円

朝／8:15～9:45
夕方／15:30～17:00
※朝のみでもOK
※週3日～勤務OK

日曜･年末年始休暇

特別休暇

有給休暇

普通自動車免許(AT限定可)

時 

間

休 

日

資
格

③　 ④栄養士 ⑤　 ⑥言語聴覚士

日曜､年末年始､特別休暇､有給休暇

週休制(月21日勤務のシフト制)
年間休日113日

⑦送迎ドライバー

地域に愛される｢こみに｣で一緒に働きませんか?地域に愛される｢こみに｣で一緒に働きませんか?

資格支援制度有資格支援制度有資格支援制度有

働きながら

資格が取れます

受講料は全額会社負担

無料でステップアップ

できる制度です

他にも充実した

研修が多数あり♪

こども病院から徒歩9分 yyyFkm
7①1②介護スタッフ 
7③1④栄養士⑤～⑦\

下記参照

時間 下記参照
休日 下記参照
待遇 社会保険完備､試用期間2か月(同条件) 

新社会人応援金10万円支給(規定有) 
施設内食堂･喫茶店にて社割利用可能 
無料駐車場･駐輪場有 
ポロシャツ(看護師はナース服)､ズボンを 
3着ずつ(非常勤は2着)と上着1枚無料支給

応募 お気軽にお問い合わせください
事業 介護老人保健施設運営

002-3533215

介護老人保健施設　こみに
医療法人社団博慈会
A054-209-7000　担当/遠藤
静岡市葵区赤松8-16

清水区袖師町 yyyFkm
7受付兼歯科助手(資格不要)

月給17万～20万円 (※経験・能力考慮)

新しい綺麗なクリニック 
)経験よりも人柄重視の採用です) 
【年間休日115日】【週休2日制】
仕事 受付・会計の業務・電話応対・ 

診療補助・診療準備、片付け 
▶お任せするのは、資格がなくても携わ
っていただける業務です。

【募集情報】
時間 ■8:30～18:45■8:30～17:45(土曜日) 

※休憩有 
※1ヶ月単位の変形労働時間制 
　(月平均173時間) 
※残業月平均12h有

休日 週休2日制(木・日)、祝日 
※祝日がある週の木曜は出勤 
※会社カレンダーにより週休3日の月あり 
夏季、年末年始、GW　※年間休日115日

給与 ※皆勤手当(1万円)別途支給有 
試用期間最大3か月有(給与変動なし)

資格 ■未経験者歓迎　■資格・経験不問
待遇 社会保険完備　交通費規定支給 

昇給・賞与有(業績等考慮) 
車通勤可(スタッフ専用無料駐車場有) 
退職金有(勤続5年以上)

【職場情報】
事業 歯科医院

002-3532234

あさひ歯科クリニック
A054-367-7000
静岡市清水区袖師町1100-2

藤枝市岡部町内谷 yyymnE
①7介護職員 
②71理学療法士･作業療法士

7月収20万円～23万9500円　\

入職時期は相談可能！ 
全部屋個室のユニットケア実施 
夜勤回数3～4回｡カフェテリア完備 
☆取り組み内容は施設HPにて公開中☆
【募集情報】
時間 ①6:30～15:30 

　13:00～22:00 
　21:30～翌8:00 
　※休憩有 
　※日中の勤務時間は現場により異なる 
②78:15～17:15 
　18:15～17:15の間で4時間以上

休日 ①年間休日120日 月10日(希望休相談OK) 
②土曜･日曜(その他平日)

給与 ①基本月給16万円～19万7000円＋手当 
②7基本月給17万円～＋資格手当3万円 
　1時給1400円～

資格 ①未経験･ブランクある方歓迎 
②理学療法士･作業療法士

待遇 住宅手当(5000円/月)※規定による 
子供手当(6000円/月)※高校卒業まで 
賞与年2回(4.2か月分) 
昇給あり(昨年度実績2000円～) 
①資格手当(介護福祉士･1万5000円/月) 
　夜勤手当(6000円/回) 
　勤務手当(500円/日) 
　※夜勤日以外の日数 
　処遇改善加算一時金支給 
　(年間25万円以上)

応募 見学してからの応募でも大丈夫！ 
まずはお気軽にお電話下さい

【職場情報】
事業 介護老人保健施設
《HP》https://www.e-miwasan.com/ 
《求人情報》 
　https://www.e-miwasan.com/recruit/

002-3540592

ユニケア岡部
三輪医院グループ
A054-667-5555　担当／小沼・長谷川
藤枝市岡部町内谷1473-3
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下記電話番号でも受付しております

080-4266-9755 ☎054-208-6101

担当／総務部 大瀧採用担当直通電話

リフレア
採用窓口

ご利用者増加の為

勤
務
地

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策について新型コロナウイルス感染症拡大防止対策について新型コロナウイルス感染症拡大防止対策について
ではご利用者の皆様と従業員が安心して過ごせる環境作りを推進しています｡ではご利用者の皆様と従業員が安心して過ごせる環境作りを推進しています｡

出勤時には…
発熱･体調チェックを

しています
チェック
シート

職員への対応

発　熱

37.0℃以上の
発熱だったら…

解熱後3日は
出勤禁止となっています

手洗い

勤務中はこまめに…
手洗い､手指消毒､マスクの

着用を徹底しています

施設での対応

全施設
体温測定用

サーモカメラ設置

フロアテーブルに
飛沫防止用
パネル設置

ご利用の皆様へ
マスクの着用をお願いしています

デイサービスでは…
送迎時の検温を徹底しています

換　気

30分に1回の換気､
テーブル同士の距離を

空けています

マスク

検　温

ご来館者への対応

感染防止

受付窓口
飛沫防止パネルを

設置しました

検　温

検温 訪問シートを記入
ご家族の皆様､業者の方への

検温を徹底しています

ウェブ面会
ご入居者とご家族を結ぶ

オンライン面会を
実施しています

資格／不問
　　　(介護福祉士歓迎)

夜勤のできる介護職員

月給21万1000円以上

時給1100円以上(介護福祉士所持者＋140円/時)

※試用期間3～6ヶ月／
月給18万4000円～ 月給21万1000円以上

※試用期間3～6ヶ月／
月給18万4000円～

聖一色 上土

給与例 介護福祉士(経験1年以上)
夜勤あり(夜勤月4回) 月給26万9000円以上月給26万9000円以上

夜勤手当

7,000円/月
資格／不問(介護福祉士歓迎)､
　　　要普通免許(AT限定可)

デイサービス介護職員

時給1100円以上(介護福祉士所持者＋140円/時)

給与例 介護福祉士(経験1年以上) 月給24万1000円以上月給24万1000円以上

介護福祉士手当 

20,000円/月 資格／正･准看護師資格

看護職員

正看護師／

時給1680円以上

正看護師／月給27万8500円以上
※夜勤手当1回1万円　  ※別途オンコール手当有

月給24万1000円以上

資格／主任介護支援専門員､介護支援専門員

　　　要普通免許(AT限定可)

施設ケアマネジャー

※試用期間3～6ヶ月/月給21万3000円～

月給23万5000円以上

資格／社会福祉士､介護福祉士､社会福祉主事任用

　　　要普通免許(AT限定可)

生活相談員
聖一色 みずほ

時給900円
資格／要普通免許

送迎運転手
下記勤務地で応相談

中高年の方
活躍中

中高年の方
活躍中

(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)
リフレア上土

介護付有料老人ホーム・
デイサービス

(清水区中之郷2-13-17)
リフレア草薙

デイサービス

(駿河区みずほ5-6-6)
リフレアみずほ

デイサービス

(駿河区聖一色165-1)
リフレア聖一色
ショートステイ･デイサービス

(清水区村松2202-6)

デイサービス

リフレア清水村松

勤務日･勤務時間応相談! お気軽にご相談下さい◎

1

4 5 6

2 3

准看護師／

時給1580円以上

スタッフ大募集!!スタッフ大募集!!

TOKAIグループの安定基盤!

別途支給手当別途支給手当別途支給手当

長期で働ける方､キャリアアップを目指す方歓迎です!

上土

下記勤務地で応相談 聖一色 清水村松

静岡市清水区･駿河区･葵区 yyymns
71①②介護職員③看護職員7④施設
ケアマネジャー7⑤1⑥\

下記参照※給与幅はMOによる

仕事 7⑤生活相談員　1⑥送迎運転手
【募集情報】
時間 ①ショートステイ… 

　A.6:30～15:30　B.8:30～17:30 
　C.9:30～18:30　D.17:00～翌9:00 
　有料老人ホーム… 
　A.7:00～16:00　B.8:30～17:30 
　C.10:00～19:00　D.17:00～翌9:00 
②デイサービス… 
　A.7:30～16:30　B.8:00～17:00 
　C.8:30～17:30　D.9:00～18:00 
③ショートステイ… 
　A.8:30～17:30　B.17:00～翌9:00 
　※日勤帯のみでも可。ご相談下さい。 
　デイサービス…8:30～17:30 
④施設ケアマネジャー… 
　8:30～19:00(シフトによる､実働8h) 
⑤デイサービス… 
　A.7:30～16:30　B.8:00～17:00 
　C.8:30～17:30　D.9:00～18:00 
⑥送迎運転手… 
　A.7:30～9:30　B.16:00～18:00 
　※時間応相談 
※①②③⑤シフト制(実働8h) 
※1勤務時間応相談　※休憩有

休日 7月8～9日(シフトによる)
給与 下記参照 

※子供手当､時間外手当などは別途支給
勤務地 清水区･駿河区･葵区の各施設 

※詳細は下記をご覧下さい
資格 右記参照
待遇 社保完備､C規定､制服貸与､H年2回､ 

昇給有､各種手当有 1正社員登用有
【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

002-3520709

ＴＯＫＡＩライフプラス株式会社
A054-208-6101A080-4266-9755A大瀧
受付/静岡市駿河区聖一色165-1
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清水区能島・興津 yyyFms
71障がい者就労支援施設での 
サービス管理責任者

7月給23万円～(資格手当一律2万円含む)

ブランクある方､復職希望の方歓迎+ 
経験･能力を評価し優遇します☆ 

30～50代男女活躍中"資格を活かして 
人の役に立つ仕事をしませんか？
仕事 障がい者の方へ働くために必要な能力 

向上の支援をします｡作業は､簡単な内職 
(ラベル貼り､清掃等)｡利用者様送迎有｡

【募集情報】
時間 8:30～17:30(休憩有)　☆残業なし 

11日3･4h～､週3日～OK｡お昼前後勤務や 
　フルタイム勤務できる方は尚歓迎｡

休日 土日祝(祝日週の土曜は出勤) GW 夏季 
年末年始 有給休暇 産休育休 年間114日

給与 ※71試用期間3ヶ月は時給950円 
1時給1000円～＋資格手当2万円/月

勤務地 ここーと／静岡市清水区能島320-6 
　　　　　　プレジール能島A-202 
はーろ／静岡市清水区興津中町1381-18

資格 サービス管理責任者､要普通免許(AT可) 
待遇 社保完備 C全額 車通勤可 健康診断 

DH有(業績･Oによる) 資格取得支援 
昼食費半額補助 60歳定年(65歳再雇用) 
1扶養内OK 正社員登用制度有(実績有)

応募 A080-7950-4917　担当／大石
【職場情報】
事業 就労支援事業等

002-3518282

就労継続支援B型施設　ここーと･はーろ
A054-369-4444(応募は上記携帯まで)
住所／勤務地欄参照　※勤務地選べます

静岡市葵区瀬名 yyymnE
7ケアハウスの栄養士

月給18万3000円～

＼定着率抜群のため久々募集／ 
年間休日120日◎残業なし◎ 
お休み希望もご相談ください！ 
資格・経験生かせます♪

仕事 ◎委託業者との連絡調整 
◎入居者さんへのアンケート、集計 
調理は専門のスタッフがいるので、 
お任せするのは事務的な業務が中心にな
ります。栄養指導や献立作成はありませ
ん。詳しくはDOMOnetへ

【募集情報】
時間 8:30～17:30（休憩有）
休日 土日祝（土曜出勤月1回程度） 

夏季休暇　年末年始休暇 
※年間休日120日

給与 月給18万3000円～ 
調整手当5000円　業務手当9000円 
資格手当1万円　含む

勤務地 静岡市葵区瀬名4701-9 
(瀬名新田バス停より徒歩5分)

資格 栄養士免許
待遇 昇給年1回　賞与年2回　車通勤OK 

各種保険完備　交通費規定支給
【職場情報】
事業 高齢者福祉事業 

002-3527370

社会福祉法人 恒仁会　ケアハウス･レインボー瀬名
A054-264-0222/杉山
静岡市葵区瀬名4701-9

障がい者グループホーム／障がい者デイサービス･放課後デイ

『地域共生社会』の
　　　　　　　　　　　実現を目指します!!
『地域共生社会』の
　　　　　　　　　　　実現を目指します!!

業績好調により増員募集!!業績好調により増員募集!!

★選べる勤務地

『グランベア大岩』

『くま五郎』

『山原』

『追分』

『有度の里』

障がい者
グループホーム

放課後等デイサービス

グループホーム看護小規
模多機能型居宅介護

サービス付き高齢者向け住宅
看護小規模多機能型居宅介護

特別養護老人ホーム

サポート体制は

万全です
サポート体制は

万全です
サポート体制は

万全です

年間休日120日以上

未経験者･無資格の方も60歳以上の方も大歓迎!!未経験者･無資格の方も60歳以上の方も大歓迎!!

新しく葵区瀬名に
施設を開設しました
新しく葵区瀬名に
施設を開設しました
新しく葵区瀬名に
施設を開設しました

⑥サポートスタッフ

日給1万3000円～

有資格者 日給1万5000円

時間／17:00～翌9:00
資格／・未経験OK ・無資格OK

給
与

勤務日･時間応相談 資格ない方もOK

⑦看護師及び訪問看護

時間／8:00～17:00　9:00～18:00
　　　　は勤務日･時間応相談
資格／正･准看護師

給
与

夜勤
なし

⑤介護職･デイサービス介護職･放課後デイ

時間／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  　は勤務日･時間応相談
資格／保育士･介護職員初任者研修(ヘルパー2級)または介護福祉士

時給885円～1200円
デイサービスは月給16万～22万円

月給17万2000円～26万8000円
給
与 資格ない方もOK

月給27万円～

時給1400円～2000円

正看護師

准看護師 月給25万円～

『グランベア瀬名』/『しろくま瀬名』NEW!

職場見学も随時行っております☆

①訪問ヘルパー･介護･障がい　 ②支援員･世話人 ③調理スタッフ

時間／①8:00～17:00 14:00～23:00 23:00～翌8:00 ※交替制　　は1日3h以上･勤務日応相談

　　　②7:00～16:00 13:00～22:00 21:45～翌7:15 ※交替制　勤務日･時間応相談

　　　③7:30～18:00の間で8h　※　 は勤務日･時間応相談

資格／①介護職員初任者研修(ヘルパー2級)　②資格･経験なくてもOK　③無資格OK

① 　月給17万2000円～26万8000円      時給1200円～2000円
③ 　月給16万円～      時給885円～

給
与

②    時給885円～1200円
時給1000円～1500円
月給18万9600円～28万円給

与

時間／8:30～17:30 　
　　　※　 は勤務日･時間応相談

資格／ケアマネージャー資格など

④ケアマネージャー･
　相談員･総合職

年齢不問!
ブランクの
ある方も歓迎

待遇･処遇面が充実♪

主婦･転職者など

幅広いスタッフ
活躍中

資格取得など

スキルUPも支援!

年齢不問!
ブランクの
ある方も歓迎

待遇･処遇面が充実♪

主婦･転職者など

幅広いスタッフ
活躍中

資格取得など

スキルUPも支援!

静岡市清水区･葵区 yyykmn
71①訪問ヘルパー･介護･障がい 
②③④⑤⑥⑦\

右記参照　※経験･能力による

『地域密着』サポート体制万全" 
職場復帰･未経験･無資格の方等大歓迎
仕事 71①訪問ヘルパー･介護･障がい 

　1②支援員･世話人　71③調理 
71④ケアマネージャー･相談員･総合職 
71⑤介護職･デイサービス介護職･ 
　　　放課後デイ 
  1⑥夕食･朝食の提供､施設内の掃除等 
71⑦看護師及び訪問看護

【募集情報】
時間 右記参照※休憩有 1勤務日･時間応相談
休日 月10日前後(シフト制)年間休日120日以上
給与 右記参照　※経験･能力による
勤務地 ･特別養護老人ホーム　有度の里 

 静岡市清水区長崎新田311 
･グループホーム 
 看護小規模多機能型居宅介護　山原 
 静岡市清水区山原19-1 
･サービス付き高齢者向け住宅 
 看護小規模多機能型居宅介護　追分 
 静岡市清水区追分1-7-18 
･障がい者グループホーム  
 グランベア大岩　※くま五郎併設 
･放課後等デイサービス　くま五郎 
 静岡市葵区大岩4-20-8 
･グランベア瀬名/しろくま瀬名 
　静岡市葵区瀬名1-31-3

資格 ①介護職員初任者研修(ヘルパー2級) 
②⑥資格･経験なくてもOK ⑦正･准看護師 
③無資格OK ④ケアマネージャー資格など 
⑤保育士･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

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

【職場情報】
事業 介護老人福祉施設

002-3532956

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

静岡市清水区上原 yyykmn
7受付･歯科助手

月給18万円から

☆★増患のため、追加募集"★☆ 
イオン清水2Fの綺麗な歯科医院です! 
若手女性スタッフ多数活躍中♪ 

資格は必要ありません!未経験大歓迎
仕事 受付･歯科助手／受付事務､治療の 

簡単なアシスタント､片付けなど｡
【募集情報】
時間 9:30～12:30　14:30～19:30
休日 木曜日＋他1日､GW･夏季･年末年始
給与 月給18万円から
資格 未経験者歓迎
待遇 昇給有 制服貸与 駐車場有 C規定支給 

歯科医師国保有 賞与年2回(3ヵ月分)  
残業手当 厚生年金 日曜祝日出勤手当 

応募 応募受付後､ご連絡いたします｡ 
※面接当日は履歴書(B貼)持参下さい｡

【職場情報】
事業 歯科医院 

《担当から》 
現在20～30歳前後の若手女性スタッフが 
活躍しています｡日々､明るく和気あいあいと 
した職場で楽しく働いています♪ 
未経験の方もしっかりとサポート 
していきます！ 
《ＵＲＬ》http://hongo-dc.com/

002-3505223

本郷歯科クリニック
☎054-349-7770　担当／本郷
静岡市清水区上原1-6-16　イオン清水店2F

JR｢安倍川駅｣から]5分 yyyFmn
1放課後デイサービスでの療育･支援

時給950円～1200円　★昇給有

◎ＯＰＥＮして2年の新しい施設◎ 
30～60代の男女スタッフ活躍中+ 
時間＆勤務日数は相談ＯＫ! 

土曜のみなど､Ｗワークも大歓迎!
仕事 放課後等デイサービスにて､個別支援計画

に沿っての療育指導や､児童支援。 
利用者様の送迎もあります｡ 

【募集情報】
時間 平日…13:00～18:00(休憩有) 

　▶開始･終了時間の相談OK　 
土曜…9:00～17:00(休憩有) 
　▶時間は応相談(フルタイム大歓迎) 
※週2日～曜日はL(土曜1日のみもOK)

資格 要普通免許(AT限定可)　学歴･年齢不問 
児童指導員､保育士､幼児園教諭､教員､ 
社会福祉士のいずれかお持ちの方

待遇 車通勤可(無料R有)　交通費規定支給 
昇給(本人能力考慮)　労災保険 
試用期間1ヶ月有　

応募 B後履歴書(B貼)､職務経歴書持参下さい 
☆DOMONETでのWeb応募は24h受付中☆ 
「どんな雰囲気？」などの質問もOK！ 

【職場情報】
事業 放課後等デイサービス

002-3537233

放課後等デイサービスぽん～pont～
A054-258-3777
静岡市駿河区寺田3-13
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清水区 xxyedF
1訪問介護ヘルパー(登録制)

時給1260円～

1日1件、朝だけや夕方だけでもOK♪ 
家事・子育て・介護などの 
他の仕事との両立も可能!! 

あなたの空いた時間を有効に使えます
仕事 清水区内のお客様宅を訪問して 

介護サービスの提供を行います。 
※訪問介護の経験がない方､ブランクが 
　ある方でも担当責任者が同行･ 
　サポートします。

【募集情報】
時間 8:00～18:00位の間で 

1日1件(30分～)､週1日～相談可能！ 
※朝のみ･夕方のみOK 
※フルタイム勤務や短時間勤務などライ 
　フスタイルに合わせた働き方の相談可

給与 時給1260円～
勤務地 清水区内　※直行直帰OK
資格 介護職員初任者研修(旧ヘルパー2級)以上 

Wワーク･主婦･主夫歓迎
待遇 処遇改善手当　介護福祉士等 

他各種手当有
応募 まずは､お気軽にお問い合わせ下さい｡
システム 採用登録後、お仕事して頂きます。

【職場情報】
事業 訪問介護サービス

002-3523337

訪問介護　たまちゃんちの手
A054-395-8333　担当／松永

〒424-0006　静岡市清水区石川本町11-50 
　　　　　　アネックスヤマイチ2　105号

静岡駅から車で15分 yyykmn
01梱包などの軽作業(障がい者募集)

時給885円

*障がいのある方向けの募集です* 
業務拡大につき増員"この求人を見た 
ご家族や知人の方はぜひご本人に 
お伝えしてあげてください+

仕事 作業内容はWebオークションの出品や 
梱包､出荷作業等の内職､軽作業｡ 
ネット通販に関わる仕事なので 
タブレット端末やスマホの操作が 
できる方は尚歓迎です｡

【募集情報】
時間 月～土の間／9:00～14:15(休憩1h) 

※月22日～23日勤務､1ヶ月毎のシフト制 
　通院の予定など柔軟に対応するので 
　お気軽にご相談ください｡

休日 月8日休み(シフト制) 
日祝　GW　夏季　年末年始　有給休暇　

資格 障がいのある方 未経験者歓迎 資格不問
待遇 雇用･労災保険有　車通勤可

【職場情報】
事業 福祉施設の運営
《スタッフから》 
私達が皆さんのサポートさせて頂く支援員 
です♪一般企業への正社員入社支援実績有！ 
まずは見学やお問い合わせだけでもOK！ 
一緒に楽しく成長していきませんか？

002-3528464

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／常木(つねき)
〒421-1212　静岡市葵区千代1-10-20

資格取得の支援制度あり 研修制度が充実 キャリアパス制度あり

異業種からの転職やブランクある方も安心!

介護職デビューを応援介護職デビューを応援

焼津市坂本385-1焼津市坂本385-1
☎054-628-0070

http://kouroku.com/recruit

職場見学も大歓迎!
面接日や勤務開始日はご相談下さい!
オンライン面接も実施しております｡

“自分らしく働く職場”
を創りませんか?

私たちと一緒に

自分らしさは､可能性!

We a
re Smile maker's

高麓の“働き方改革”高麓の“働き方改革”
労働時間管理&
休暇取得推進
労働時間管理&
休暇取得推進
有給取得は全職種で

平均11日/年
有給取得は全職種で

平均11日/年

子育て世代の応援子育て世代の応援

子育てに関する

休暇･有給は積極的に推奨｡

男性職員も取得実績有!

子育てに関する

休暇･有給は積極的に推奨｡

男性職員も取得実績有!

募 集 職 種

A.7:00～16:00 B.8:00～17:30
C.13:00～22:00 D.22:00～翌7:00
※夜勤は月平均4回
※土日祝出勤･年末年始勤務あり(交替制)

入居者の生活支援
食事･入浴･排泄等の介助等

特養介護職員1

19万3000～27万円以上
月
給

時
間

仕
事

8:30～17:30
※土日祝出勤･年末年始勤務あり(交替制)

お客様の健康管理
医師､他部門職種との連絡調整､受診調整
看護部門の調整　オンコール対応等

看護師3

19万2170～25万円以上
月
給

時
間

仕
事

A.7:00～16:00　　B.8:30～17:30
C.13:00～22:00
※勤務時間､曜日等柔軟に相談承ります｡

入居者の生活支援
食事･入浴･排泄等の介助

特養介護職員2

時
間

仕
事

A.8:00～17:00 B.8:30～17:30
土･祝勤務あり(交替制)

入浴､食事介助等の介護業務とその記録
レクリエーション支援､企画　送迎業務等

デイサービスの
介護職員

4

23万～25万円以上
月
給

時
間

仕
事

※現在はコロナ禍のため､
オンラインでの見学になります｡

初心者でもできる
IT機器での業務効率!
初心者でもできる

IT機器での業務効率!
充実した介護機器で

身体負担を減！

※コロナ対策しっかり行っております

$ふじのくに健康づくり推進ホワイト事業所認証$

★前歴(経験年数)を加味して賃金を決めさせていただきます｡(掲載金額より高給になる場合)

※別途待機手当有

1025～1215円
時
給無資格者/

1075～1265円
時
給有資格者/

(資格手当含む)

焼津市坂本 yyyFmn
①7②01特養介護職員③7看護師 
④7デイサービスの介護職員

①月給19万3000～27万円以上　②③④\

【募集情報】
時間 右記参照 

※7実働8h､シフト制 
　　月平均残業①5h程③12h程④7h程 
※01週3日以上､残業ほぼなし､ 
　　土日祝(交代制)､夜勤できる方歓迎 
※01勤務形態相談可

休日 7月9日(年間休日108日)
給与 ②無資格者／時給1025～1215円 

有資格者／時給1075～1265円 
　　　　　(資格手当一律含む) 
③月給19万2170～25万円以上 
④月給23万～25万円以上 
※①③④前歴(経験年数)による 
01※処遇改善手当月1万1700円(規定有)

資格 ①②未経験OK　介護福祉士あれば優遇 
③正看護師　④介護福祉士等資格所持者､
要普免(AT限定可)､デイサービスでの勤務
経験者優遇､相談員経験者優遇

待遇 有給 育児目的休暇 子の看護休暇 H年2 
(業績による)､退職金(規定)有 C規定 試
用期間(3か月) 車通勤可 研修有 託児所
(土日祝のみ) 資格取得補助 福利厚生有 
他 社保完､各種手当(01は条件による) 
時間外勤務･休日勤務手当 処遇改善手当 
育児手当6000～1万円(扶養者1人につき) 
住居手当7000～1万5000円(規定有)  
通勤手当 夜勤勤務手当1回6000円  
管理職手当1万2000～29万円､勤続手当 
(勤続年数より毎年500円加算､上限1万
5000円まで) 職務･資格手当 等､産休､介
護休暇､生理休暇 ①③④特別休暇(結婚･
出産･忌引き･傷病等) ③待機手当有　他

【職場情報】
事業 介護老人福祉施設､通所介護･訪問介護､ 

ショートステイ　他

002-3517613

特別養護老人ホーム高麓
社会福祉法人 東益津福祉会
A054-628-0070
焼津市坂本385-1

葵区瀬名 zyyunr
7①看護師②臨床工学技士 
③臨床検査技師④看護補助

①②③月給20万～24万円　④\

完全週休2日!やりがい抜群! 
透析未経験者でも大丈夫♪ 

週3日～OK"勤務時間相談可能◎ 
★☆詳しくはDOMOnetに掲載中☆★
仕事 ①主に透析業務を行って頂きます。 

　透析未経験者でも大丈夫です。 
　一からお教えしますのでご安心下さい｡ 
②③DOMOnetに詳しく掲載中！ 
④シーツ交換、清掃等の補助業務

【募集情報】
時間 ①②③④8:00～17:00　9:00～18:00　 

12:00～22:30　※交替制(休憩有)  
※勤務開始時間L　※週3日～、5h～

休日 完全週休2日制(日曜と他週1日)
給与 ④月給17万8000円～21万円
資格 透析未経験者も可 

①正･准看護師有資格者 
②臨床工学技士　③臨床検査技師

待遇 交通費規定支給　各種保険完備 
昇給年1回　賞与年2回　 
病院年金有　諸手当有(扶養･住宅 
①②③透析･①②準夜勤)

応募 TEL後､履歴書(写真貼付)持参下さい。
【職場情報】
事業 内科・透析診療

002-3537241

菅野医院分院
A054-262-5050　採用担当
静岡市葵区瀬名1-7-3

竜南小から徒歩5分 yyyDmn
7①生活支援員②看護師 
③調理師(未経験OK)

①月給17万～21万円以上　②③\

★完全週休2日制★年間休日110日!! 
心豊かな生活を支える『重症心身障害

児者施設』でのお仕事です｡
仕事 ①②入浴･食事の介助や季節行事等を 

　　通じて､利用者の生活と健康を 
　　サポートします｡ 
③味だけでなく､盛り付けや装飾にも 
　こだわっているのが特徴です｡

【募集情報】
時間 ①②7:00～15:30､10:30～19:00､ 

　　16:45～翌1:15､1:00～9:30 ※休憩有 
③6:00～15:15　8:30～17:30 
　9:00～18:00　※休憩有

休日 完全週休2日のシフト制　年間110日
給与 ②月給21万～30万円 ③月給17万～21万円 

①～③別途前歴換算有
資格 ①社会福祉士･介護福祉士･保育士等歓迎 

②看護師　③調理師免許　実務未経験OK 
※大学･短大･専門第二新卒者大歓迎

待遇 社保完 退職金制度有 制服貸与 
教育研修制度 ソウェルクラブ加入 
C規定 D年1回 H(①年3回②③年2回)　
車通勤可 住宅手当規定内支給･扶養手当

応募 施設見学対応させていただきます｡
【職場情報】
事業 重症心身障害児(者)施設

002-3527691

社会福祉法人　小羊学園　つばさ静岡
A054-249-2830(平日)　A望月克彦
〒420-0805　静岡市葵区城北117
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清水区駒越東町 yyyFkm
71デイサービスでの介護スタッフ

7月給19万円～25万円1時給1000円

☆未経験者大歓迎☆ 
スタッフが丁寧にサポートします♪ 

20代～退職後の方まで活躍中!! 
少人数のアットホームなデイです+
仕事 食事準備､補助､送迎､入浴排泄支援など 

当社は､顔が見える､心が伝わるサービス
をモットーに介護を通して社会に貢献し
ています｡そんな当社で､新規スタッフを
募集します｡地域密着型の小規模デイサー
ビス｡一人ひとりに寄り添った介護をして
います｡

【募集情報】
時間 8:30～17:30(休憩1h) 

※1週3～5日で応相談､午後のみOK
休日 土日
資格 普通免許(AT限定可)　未経験者歓迎
待遇 各種手当有(有資格者は優遇) 

社会保険完備　制服貸与　車通勤OK 
資格取得支援制度有(要相談)

応募 まずは､お気軽にお電話ください｡
【職場情報】
事業 訪問介護､通所介護､居宅介護
《担当から》雰囲気良好◎幅広い年代の方が 
笑顔で活躍中の職場!地域社会との交流にも 
力を入れています｡笑い声が溢れる環境◎

002-3533125

デイサービス和楽
株式会社ほっとライフ
A054-368-5401　担当／杉山
清水区駒越東町10-26

藤枝市岡部町 yyymnE
7看護師

月収23万～28万円　\

手当て充実♪20～30代女性活躍中" 
◇大正4年開業の三輪医院グループ◇ 
資格を活かして働ける職場です！
仕事 医院内での看護業務をお願いします。

【募集情報】
時間 【平日(水曜除く)】 

①8:00～18:00(休憩2時間) 
②8:30～18:30(休憩2時間) 
※交代シフト制 
【水・土】 
8:30～12:30(休憩なし) 
※午前のみの勤務

休日 日・祝日、水・土の午後 
年末年始、夏期休暇

給与 月収23万～28万円 
※月給21万5000円～25万円＋各種手当 
※能力・経験による 
※資格手当(看護師:3万円､准看護師: 
　1万5000円)

資格 看護師または准看護師免許必須 
普通自動車免許あれば尚可

待遇 車通勤可　交通費規定支給　有休有 
制服貸与　外来受診代補助　社保完 
産休・育休取得実績有　退職金制度有 
昇給有　賞与(年間4.2ヶ月分)有　 
住宅手当(5000円/月)※規定による 
子供手当(1人6000円/月)※高校卒業まで 
試用期間6ヶ月有(同条件) 

応募 お気軽に下記携帯にお電話下さい。 
A080-1562-0919　担当／川村 

【職場情報】
事業 診療所
*詳細はHPにて掲載中です* 
《ＵＲＬ》https://www.e-miwasan.com/

002-3540594

三輪医院
医療法人　志太会
A054-667-3000(応募は上記応募欄参照)
〒421-1131　藤枝市岡部町内谷60-2

フルタイム…27万6900円/年
パートタイム…13万8450円/年

充実＆安心の待遇
月10日程度の休日(希望休)
土日祝も事前申請で取得OK

1時間から有給取得可能

賞与有

処遇改善手当

資格取得支援･研修有

“未経験が良いんです”　安心して成長できる環境です。“未経験が良いんです”　安心して成長できる環境です。

経験や資格を活かして
より充実した環境で働きたい!
経験や資格を活かして
より充実した環境で働きたい!
経験や資格を活かして
より充実した環境で働きたい!

無資格･未経験から

介護業界にチャレンジしたい!
無資格･未経験から

介護業界にチャレンジしたい!
無資格･未経験から

介護業界にチャレンジしたい!

などお気軽にご相談下さい｡

ブランクのある方、
復職希望の方も歓迎♪
お子様の学校行事や
家庭の用事､ご家族の

介護の予定など
ご相談下さい｡

子育て中の方も
安心して働ける体制を

整えています

子育て中の方も
安心して働ける体制を

整えています

新静岡ICより車で6分 yyyFkn
01①介護職員②送迎ドライバー兼 
介護補助③送迎ドライバー

①時給950～1300円　②③\

仕事 ①入浴や食事､排泄などの生活介助や、 
　簡単な体操などのレクリエーション｡ 
②利用者様の送迎と簡単なレクリエーシ 
　ョン補助から始め､慣れてきたら無理 
　ない範囲で介護業務もお任せします｡ 
③利用者様の送迎ドライバー業務 
※②③大型免許保持者はマイクロバスの 
　　　運転もお願いします｡ 

【募集情報】
時間 ①②9:00～18:00(休憩有) 

※1日4h～､週3日～OK 
③8:00～10:00／16:00～18:00 
※時間･日数L､朝･夕方のみ等相談OK 

給与 ①時給950～1300円 
介護福祉士有資格は時給1100円～ 
②③時給950円～ 
大型免許有資格者は時給1200円～ 

資格 ①無資格･未経験者歓迎　主婦(夫)歓迎 
②③普免(AT可)　大型免許保持者尚歓迎 

待遇 車通勤可(無料R有)  
交通費規定支給  
産前産後･育児･介護･看護休暇取得実績有  
1h単位で有給休暇(取得日平均14日/年)  
誕生月にプレゼント有  
資格取得支援有  
処遇改善手当有(右記2018年実績) 
賞与有 

【職場情報】
事業 配属先 特養､老健､デイサービス

002-3530916

楽寿の園 高齢者総合福祉エリア
社会福祉法人楽寿会
A054-296-1111　総務課まで
静岡市葵区与左衛門新田74-6

静岡市､焼津市 yyyFmn
7児童発達支援管理責任者

月給25万円～35万円+各種手当

★事業拡大に伴った募集★ 
入社支度金20万円支給$ブランクOK
仕事 個別支援計画に関する業務や､支援計画 

内容に沿った関係機関との連絡調整､支援
員への助言や指導等をお願いします｡ 
★サビ管要件を満たす方でも大歓迎

【募集情報】
時間 8:30～18:30(シフト制､休憩有､実働8時間)
休日 日曜含め月9回(当社カレンダーによる) 

年末年始､育休･産休､看護･介護休暇有
勤務地 ①ビレッジキッズおきつ 

　(静岡市清水区興津中町388-9) 
②焼津ドリームビレッジ 
　(静岡県焼津市下小田中町9-4) 
※①②どちらでもご希望伺います

資格 要普通免許(AT可)　ブランクOK 
児童発達支援管理責任者研修または 
サービス管理責任者研修の修了者 
※実務経験がなくても相談応じます

待遇 交通費規定支給　車･バイク通勤可 
社会保険完備　制服貸与　昇給年1回 
賞与年2回(業績による)　退職金有 
入社支度金20万円支給(規定有) 
住宅手当有(世帯主の場合1万円支給)

【職場情報】
事業 放課後等デイサービス

002-3520065

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

勤務地により異なる xyyeFn
01①②看護師･臨床検査技師 
③検査補助(無資格者)

時給①1500～1600円②1400円③890円

☆選べる登録制orフルタイム勤務☆
仕事 学校･企業等の健康診断のお仕事｡ 

①看護師･臨床検査技師(登録制) 
②看護師･臨床検査技師(常勤) 
③検査補助(無資格)

【募集情報】
時間 8:30～13:00､8:30～17:00(早出あり) 

※7:00頃からの仕事が多いです｡ 
※週1回､半日からでもOK(応相談) 
※土日祝のみの勤務希望相談OK 
　(通常､土日祝はお休みです) 
※1ヵ月半ごとに働きたい日を提出 
※②週5日勤務

休日 土曜･日曜･祝日･夏季休暇･年末年始休暇
勤務地 ①③藤枝健診センター 

　　(藤枝市善左衛門2-11-5) 
①③静岡事務所(静岡市葵区建穂1-3-43) 
①②③沼津事務所(沼津市岡宮1210-1)

期間 即日～令和4年3月(継続雇用あり)
資格 看護師･准看護師･保健師･ 

①②臨床検査技師の免許保持者
待遇 早出手当あり　交通費規定支給
応募 まずはお気軽にお問い合わせください｡
システム 採用後お仕事がある日をご案内致します

【職場情報】
事業 学校･企業･地域などの集団健診･検査

002-3522712

公益財団法人 静岡県予防医学協会
A054-636-6461　担当／健診検査課
藤枝市善左衛門2-11-5(藤枝健診センター)
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勤務地による yymn
①7保育教諭　②1保育補助 
③7事務

①月給18万7000円～30万円　②③\

保育士･保育補助･事務の募集です" 
従業員用保育施設もありますので 
お子様がいる方でも安心ですよ+
仕事 ①②保育業務全般をお願いします｡ 

※1は補助をお願いします｡ 
③事務／書類づくりや整理､ 
　　　　簡単なPC入力 
　保育補助／食事､着替え､トイレ､ 
　　　　　　散歩等のお手伝い｡ 
　　　　　　教材の準備､清掃､片付け

【募集情報】
時間 ①③早番 7:30～16:30 

　　普通 8:00～17:00 
　　遅番 9:30～18:30 
　　※その他7:30～18:30間で応相談 
②13:00～16:30又は13:00～18:30L

休日 週休2日(土日祝日)※土曜勤務の場合有 
夏季､年末年始

給与 ②時給900円(無資格者) 
　時給1000～1200円(有資格者) 
　16:30以降は時給+50円 
③月給17万2000円～

勤務地 若竹幼稚園(清水区蜂ヶ谷443) 
※③の募集はありません 
若竹石川ナーサリールーム 
　(清水区石川本町17-22) 
若竹こどもの森(葵区瀬名川3-7-18)

資格 ①②幼稚園教諭免許又は保育士資格 
片方のみの方も働くことができます｡ 
1無資格･未経験の方も歓迎

待遇 従業員用保育施設有､C規定､車通勤可 
7社会保険完備､退職金制度 
資格･扶養･役職･キャリア･土曜出勤手当 
育児休業･介護休業･傷病休業制度有

応募 B後､K持参下さい｡WEBからの応募もOK｡
【職場情報】
事業 認定こども園

002-3511394

学校法人　補陀学園(ほだがくえん)
A070-1428-5978(応募専用)担当/石川
静岡市清水区蜂ケ谷443

西焼津駅から徒歩9分 yyyFkm
01歯科衛生士

時給2000円～2100円　\

【土曜の午前中のみOK】掛け持ちOK 
*ブランクある方も大歓迎* 
経験年数や年齢は問いません$ 
勤務開始日などご相談ください♪
仕事 歯科口腔衛生指導、スケーリング等

【募集情報】
時間 土曜／8:30～12:30 

★下記組み合わせも相談OK 
月火水金／8:30～12:30 
　　　　 14:30～18:30

休日 木日祝　GW　夏季　年末年始 
※祝日ある週は木曜出勤

給与 土曜のみの方／時給2000～2100円 
土曜以外勤務ありの方／時給1500円

資格 歯科衛生士免許　年齢・経験年数不問 
主婦･主夫歓迎　ブランクある方OK

待遇 車通勤OK(無料R完備) 
雇用･労災保険　昇給有

応募 まずはお気軽に下記電話番号、 
または携帯電話にご連絡ください。 
携帯：090-1562-9664　担当／池谷 
勤務開始日や面接日の相談も可能です。

【職場情報】
事業 歯科医療

002-3516538

医療法人社団ホワイト歯科クリニック
A054-644-8148　担当／池谷
〒426-0031　藤枝市築地314-4

静岡市葵区桂山 zyyukn
①71介護スタッフ②7看護師

②月給20万6000円～※本文参照

カリタス21ひさびさ募集!! 
★感染症対策万全!!★ 

スタッフも利用者様も安心して 
過ごしていただける環境です!!

【募集情報】
時間 ①7/A 7:00～16:00　B 9:30～18:30 

   　C 13:00～22:00 
    夜勤22:00～翌8:00(休憩2h) 
    ※夜勤含め週40h勤務 
★1/8:00～17:30 
　上記の間で1日3h～週3～5日OK!! 
　午前のみ午後のみもOK♪ 
②A 8:00～17:00　B 9:00～18:00 
★AとBのシフト制

休日 7①②週休2日制(シフト制) 
★希望休考慮有/年間休日122日(R3年)

給与 ①7月給15万8500円～20万2000円＋手当 
　1時給1000円～1100円 
(処遇改善手当時給＋100円含む) 
※経験や学歴を考慮します 
②月給20万6000円～26万6000円＋手当

資格 ①経験・学歴不問、普通免許(AT限定可) 
　介護職員初任者研修修了者または 
　介護福祉士あれば尚可 
②正看護師

待遇 C規定支給、車通勤可、R有、各社保完 
7/昇給、賞与(年2回)、退職金共済 
退職金制度(規定有)、再雇用制度有 
育児・介護休業取得実績あり 
各種手当(扶養・住居)、特定処遇改善金 
①介護福祉士手当 
夜勤・処遇改善手当(8500円/回) 
②看護師手当

【職場情報】
事業 特別養護老人ホーム、デイサービス 

ショートステイ、ホームヘルプ 
居宅介護支援

002-3537161

社会福祉法人　桂　カリタス21
A054-292-2882 採用担当/濱野
静岡県静岡市葵区桂山723-6

焼津市 zyyukm
①79介護職員 
②7社会福祉士

7①月給16万7000円～②月給18万2000円～

【募集情報】
時間 ①78:30～17:30 7:00～16:00 

　　12:00～21:00 15:30～翌0:30 
    0:30～9:30※シフト制(2･3交代有) 
　9上記時間内でL※15:00～18:00を 
    含む時間帯､勤務できる方歓迎 
②8:30～17:30

休日 週休2日制 ※年間休日117日 
特別休暇･有給休暇有(1h～取得可能) 
デイサービスは日曜休み

給与 ①7※前職･経験を考慮 別途手当あり 
　　夜勤6000円～ 
　　早番勤務等300円～他､手当(処遇 
　　改善等手当含む)3万1000円～ 
　9時給910円～1030円

資格 無資格･未経験者歓迎 
②社会福祉士

待遇 D有 H年2 社保完 車可(駐車場有) 
通勤手当規定(月額1万1300円迄) 
退職金制度有 試用期間3ヶ月(同条件) 
60歳定年制 有給休暇 
再雇用制度有(上限65歳迄) 

【職場情報】
事業 特別養護老人ホーム､包括支援センター､ 

グループホーム

002-3517610

社会福祉法人 正生会 特別養護老人ホーム つばさ
A054-656-0656　
〒425-0051　焼津市田尻北792-1

高洲中学校より徒歩1分 xyybmn
小規模施設での 
7介護職員1夜勤専門スタッフ

7月給23万100円(夜勤6回､他一律手当含)

『地元に密着』したグループホーム 
＼詳細はDOMONETからご覧下さい／
仕事 利用者様中心主義の観点から､ 

利用者様に職員(若い者)を育てるという 
生きがいを感じてもらえるような 
お手伝いをお願いします｡ 
★2棟18名の小規模施設 
★夜勤は2名体制での見守り

【募集情報】
時間 724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) 
117:30～翌9:30(休憩有) 
　★週1日～相談OK

休日 7月8日
給与 7※夜勤手当1回7000円､ 

　　超過分は別途支給有 
11回2万4000円 
　※試用期間3ヶ月は1回1万8560円

資格 7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 

C規定､車通勤可､制服貸与､社保完 
7退職金制度･賞与有､資格手当有

【職場情報】
事業 認知症対応型介護施設

002-3536640

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
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★未経験･ブランク大歓迎★

＼働く仲間を大切にしています／｠
一緒に働く仲間に対して思いやりを
持ち､気持ちよく仕事ができるように
皆んなで心がけています｡
＼プラス1人体制 実施中／
必要なスタッフの人数｢＋1人｣で
1日のスケジュールを組んで
いるので､急な休みも対応可!
ご家庭との両立もできます☆

＼WEB化 実施中／
在宅でもできる会議は

WEBミーティングで行っています!
従業員の負担軽減を目指しています｡

【こんな方を募集中】
・空いている時間を有効活用
　したい方
・人と話すことが好きな方
・働きながら資格を取りたい方

駿河区八幡 xyyeFk
01デイサービスの介護スタッフ 
(定員18名の小規模デイサービス)

時給950円～1200円 ※土･祝は時給100円UP

ご家庭の都合によるお休みも対応◎ 
＼管理者も子育て真っ最中／ 

子育てとお仕事が両立できる環境です
仕事 午前は運動のサポート・入浴介助、 

午後はレクリエーションのサポート等
【募集情報】
時間 ・8:15～17:15　 

・9:00～13:30 
・9:00～16:30　 
※休憩有 
※週2日～､勤務日応相談

休日 日曜(土曜お休み相談可)･夏季･年末年始
資格 無資格・未経験者可 

人と話すことが好きな方
待遇 交通費規定支給 車通勤可(無料R有)  

社会保険完備 試用期間3ヶ月(同条件) 
扶養内勤務OK 有給休暇有 
昇給有 賞与年2回有 
資格取得支援制度有(全額会社負担） 
正社員登用制度有　

応募 ぜひ職場見学へお越しください！ 
お問合せお待ちしております。

【職場情報】
事業 デイサービス

002-3530770

スリーケア生活とリハビリデイサービス
株式会社スリーケア
A054-283-3665　担当／ツキタ
静岡市駿河区八幡2-7-8

働く環境がある。努力する意義がある。将来に夢がある会社です。
…私が最後に選んだ職場が株式会社アシストでした。

働く環境がある。努力する意義がある。将来に夢がある会社です。
…私が最後に選んだ職場が株式会社アシストでした。

技術力を身に付ける

研修制度や業務上の
サポートもしっかり♪

手当て充実
各種手当や処遇改善加算Ⅰ
さらにうれしい特定処遇改善加算Ⅰ
もあって給与面･生活面もサポート!

ライフスタイルに合わせての勤務
正社員として安定して働きたい方､子育て世代の
時短希望の方､パートで長く働きたい方等人それぞれ…

探求した結果が働きやすい職場･充実した環境･やる気の起きる制度･意見の闊達な組織でした｡

退職金制度退職金制度

一流企業並みの
支給をします｡
パートさんにも

出ますよ!

賞与年3回
(夏季･冬季･決算)
賞与年3回
(夏季･冬季･決算)

パートも支給対象
※決算賞与のみ
主任以上に支給

｢特定事業所Ⅱ｣認定かつ､｢特定処遇改善加算Ⅰ｣
取得施設ならではの厚待遇!!

令和3年 
10月1日
オープン

令和3年 
10月1日
オープン

葵区“瀬名川”に新規施設OPEN!!
オープニングスタッフ大募集!!
葵区“瀬名川”に新規施設OPEN!!
オープニングスタッフ大募集!!

当社の強み

介護スタッフ介護スタッフ 看護師看護師 施設長施設長 サービス提供責任者サービス提供責任者 事業運営幹部事業運営幹部

株式会社アシストは
右記の2施設を運営しています

A.ハート･にしくぼ
静岡市清水区西久保40-10

B.ハート･長崎新田
静岡市清水区長崎新田362-5

C.葵区瀬名川に

10月1日OPEN

清水区･葵区 yyymno
①71介護職②看護師7③施設長 
④サービス提供責任者⑤事業運営幹部

①7月給25万9500円1時給950円～ \

弊社は静岡市より｢特定事業所｣の認可
を受けており｢特別処遇改善加算Ⅰ｣の
取得事業所です｡つまり様々な規定に
よる各種手当･加算が充実しています!

【募集情報】
時間 ①77:00～20:00の間で実働8h 

　　16:00～翌10:00の間で実働8h 
　　(夜勤6回/月あり) 
　18:00～16:00の間で実働5h～応相談 
　　※週3日～日数相談OKです♪ 
②78:00～19:00の間で8時間勤務 
　18:00～19:00の間で勤務時間応相談 
③～⑤8:00～17:00(休憩あり)

休日 7週休2日制　有給休暇(消化推進中)
給与 ②7月給25万円～1時給1200円～1600円 

③月給33万5000円～④月給30万7000円～ 
⑤月給36万円～ 
※③～⑤各種一律手当含む 
※①③④⑤上記に加え 
　特定処遇改善加算Ⅰ有 
　(上限6万円/月※勤務時間等による)

勤務地 右記参照
資格 ①③④⑤介護福祉士保持者限定 

※静岡市の｢特定事業所｣認定事業所の為 
②看護師又は准看護師資格

待遇 賞与年3回(計3.7ヶ月､夏季･冬季･決算時) 
※決算賞与のみ主任以上に支給 
年3回(5､9､1月)に勤務評価を実施 
※随時､昇格･昇給有｡ 
充実した給与(各種手当＆加算有) 
社会保険完備 退職金有 食事補助  
交通費規定支給 無料駐車場有 
処遇改善加算Ⅰ＆特定処遇改善加算Ⅰ 
年2回健康診断会社全額負担 
各種予防接種会社一部負担 ※資格手当

【職場情報】
事業 介護､医療関連､障害者支援事業他

002-3532223

株式会社アシスト
☎054-376-4286
静岡市清水区西久保40-10

定着率が高く、長く勤める
職員が多い、安心の職場!!
★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◇◆

 
ブランクがあるOR未経験も心配ナシ！

新東名新清水IC車で3分 yyykmn
701障害を持つ方の生活のお手伝い

7月給19万5000円～(大卒の場合)　\

仕事 障害を持つ方の生活のお手伝いです｡ 
食事･着替え･入浴･レクリエーション支援
など､日常生活の支援をお願いします。 
簡単な業務記録データの入力､金銭管理な
ども行います｡

【募集情報】
時間 1ヶ月単位の変形時間労働制(週平均40h内) 

①8:30～17:30   ②9:00～18:00 
③16:30～翌9:30 (※全て休憩有) 
①②③のシフト制 
※③の夜勤は月4回程度(応相談) 
※残業月平均5時間 
※状況に合わせて勤務相談可能

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 7大卒…月給19万5000円～22万5747円 
　高卒(未経験)…月給16万5000円～ 
　年収：350万円(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) 
01時給900円～1000円

勤務地 障害者施設『宍原荘』
資格 要普通免許 未経験者歓迎 高卒以上
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･ 
年末年始･職務手当 
高速代負担(通勤距離・時間による) 
7住宅(条件有)・家族(配偶者2万円・ 
第一子1万円)手当 
試用期間3ヶ月(同条件)

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

002-3532230

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
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子育て中の方も活躍中‼
★時短勤務もOK♪
★働き方相談可能‼
★平日は17時45分まで
★土曜日の午後は休診♪

 

焼津駅北側の大村陸橋北 xyyeFn
17こども専門歯科での歯科衛生士

1時給1100円～　7月給20万円～26万円

時短勤務やフルタイム勤務 
働き方の相談可能です♪  
平日診療17時30分迄♪ 

(土)診療は12時で終了☆
仕事 小児患者への予防処置､小児患者や保護者

への歯ブラシ指導とおやつ指導､MFT(筋機
能療法)､診療アシスタントなどの業務｡

【募集情報】
時間 8:40～17:45(月/水/木/金) 

8:40～12:10(火のみ) 
8:15～12:30(土のみ) 
上記時間でシフト制 
★1土曜日勤務可能な方優遇 
★1曜日・時間など相談可能 
★半数のスタッフが子育て中ですので、 
　ブランクのある方もご安心ください。

休日 7週休2日制(日・祝) 
☆長期連休有(夏季休暇・年末年始等) 
★火曜日・土曜日の午後は休診 
☆年間休日120日＋有給休暇

給与 1時給1100円～1400円+交通費手当 
7月給20万円～26万円+交通費手当 
★各種手当有　皆勤手当1万円～4万円 
※手当は能力に応じて加算 
★17試用期間3ヶ月 時給1100円

資格 年齢不問 歯科衛生士 
◆小児歯科の経験・年齢不問

待遇 各保完 昇給有 賞与年2回※業績による 
C規定 車通勤可　無料R有　 
1扶養内勤務OK　 
7退職金制度あり(勤続5年以上)

応募 面接当日は、履歴書(写真貼付)を持参下
さい。

【職場情報】
事業 小児専門の歯科医院(小児歯科､矯正歯科)
《ＵＲＬ》http://www.honda-pdc.com/

002-3536692

本多こども歯科
A054-626-2323　担当／採用担当

〒425-0081 焼津市大栄町2-1-1 
(焼津駅北側の大村陸橋北)

静岡市内 zyyumn
7①介護職員②看護師③ケアマネ 
8④地域包括支援センター⑤訪問介護

①月給18万2900円～27万1300円　本文参照

2021年4月採用!事業所見学も可能!! 
感染症対策実施中

仕事 7①訪問介護/通所介護/訪問入浴 
7②通所介護/訪問入浴看護/訪問介護 
　　地域包括支援センターでの健康指導 
7③地域包括支援センターや居宅介護 
　　支援事業でのプランニング等 
8④地域包括支援センターでの相談業務 
8⑤ホームヘルパー、生活援助など

【募集情報】
時間 8:30～17:30　(休憩有) 

②勤務地により多少前後有
休日 ①⑤週休2日制(勤務シフトによる) 

　②週休2日制 
③④土日祝　 
①～⑤年間休日123日(2020年見込み) 
その他、年次有給休暇、特別休暇(有給)

給与 ①月給18万2900円～27万1300円 
②月給20万9900円～32万1300円 
③月給17万9900円～26万1300円 
④月給17万9000円 
⑤月給18万9000円

勤務地 静岡市内(葵区･駿河区･清水区)各事業所
資格 要普通免許(AT限定可) 

①⑤介護資格 
　(介護福祉士、介護職員実務者研修 
　修了者、介護員初任者研修修了者 
　相当以上) 
②看護師 
③介護支援専門員 
　※主任介護支援専門員資格あれば優遇 
④社会福祉士(必須)､Word･Excelできる方 

待遇 住宅手当　通勤･扶養･賞与(年2回) 
社保完備　①②③昇給　退職金

【職場情報】
事業 社会福祉事業

002-3539133

静岡市社会福祉協議会
A054-254-5213 採用担当
静岡市葵区城内町1-1

利用定員18名以下の
アットホームな施設です♪

～機能訓練に特化している

半日のデイサービス～

◎夜勤はなし　　　
◎入浴・食事介助なし
◎土日休みで､家庭との
　 両立も可能!ブランクOK！

利用者さんと毎日元気に
楽しく機能訓練!!
介護福祉士・社会福祉主事
＼資格お持ちの方必見／

生活相談員としてのお仕事★
機能訓練特化型デイサービス
施設です｡理学療法士･作業療法士･
看護師が常勤でいる為､安心です｡

藤枝市志太 zyyuFm
7介護福祉士・社会福祉主事

月給19万円～21万円

★機能訓練に特化した半日デイ★ 
相談員としてのお仕事です♪ 
＜利用者18名の小規模＞ 

資格があれば経験年数問いません！
仕事 生活相談員としてのお仕事です。 

介護業務のサポートやレクリエーション
など施設運営を学びながら覚えていただ
きます。 
※入浴・食事介助はありません 
＜具体的には…＞ 
利用者様やご家族のニーズを聞き、 
状況を把握。また、利用者様の 
受け入れ時の契約手続等の業務。

【募集情報】
時間 8:30～17:30(休憩有)
休日 週休2日制(土日)　年末年始休暇
資格 普通自動車免許(AT限定可) 

介護福祉士･社会福祉主事任用 
生活相談員の施設経験あれば尚可

待遇 社会保険完備　昇給有　賞与年2回 
交通費規定支給　駐車場完備 
社割有　皆勤手当有　退職金制度有 
試用期間3ヶ月

応募 TEL後､履歴書(写真貼付)持参下さい。
【職場情報】
事業 リハビリ型デイサービス(3時間型)

002-3516535

機能訓練特化型 デイサービス未来 志太
A054-645-1700　担当/西村
〒426-8670　藤枝市志太1-6-50

藤枝駅

市役所

GS
国道1号線

東名
高速

藤枝BP

焼津IC

NIMUS
ニームズ
(当社)

平安会館消
防
署

警
察
署

広幡IC

内谷新田

谷稲葉IC
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71歯科衛生士
ブランクがあってもOK!
子育てが落ち着いてから
復職希望の方も大歓迎！
協力し合える環境で
安心して働けます♪
お持ちの資格を活かしませんか？

7歯科助手・受付事務
大人気の医療事務の
正社員募集です！
ワークライフバランス
充実で長く働けます☆
未経験者歓迎！

お気軽にお問い合わせください

西ヶ谷総合運動場近く zxyueF
①71歯科衛生士 
②7歯科助手・受付事務

①7月給22万円～＋手当有1時給1300円～

ブランクを経て復職した方も活躍中+ 
子育てや家庭と両立して主婦活躍☆ 
残業はあってもなんと月2～3分程度" 
お休みも充実で無理なく働けます◎
仕事 ①歯科衛生士業務､半日毎の交代制で 

　受付業務もあり｡予約制診療です｡ 
②患者様の受付､予約対応､レジ会計､ 
　器具の準備･消毒､衛生士の補助など｡ 
※一人ひとりの経験や能力に合わせて 
　1から丁寧に教えます｡

【募集情報】
時間 8:15～18:30(昼休憩時は一時帰宅OK) 

※診療時間は18:00までで診療終了後､ 
　片付けなどをして実際にスタッフさん 
　が帰宅しているのは18:15位です｡ 
1週2日～､午前のみ･午後のみもOK｡ 
　勤務開始･終了時間の調整は柔軟に 
　対応するのでお気軽にご相談下さい

休日 週休2日制(日曜･祝日 木･土の午後) 
夏季･年末年始(各1週間程度) 
有給休暇　※学会出席等での休診有 
※祝日があっても木･土の午後は休診

給与 ②未経験者／月給16万円～ 
　経験者／月給18万円～

資格 ブランクある方､復職希望も大歓迎 
①歯科衛生士資格をお持ちの方 
　資格があれば実務未経験者OK 
②資格不問　未経験者歓迎 
　歯科助手･医療事務経験者は尚歓迎

待遇 厚生年金加入 労災保険 雇用保険  
歯科医師国保 昇給年1回有 C規定支給 
車通勤可 制服貸与 7賞与年2回有

応募 TEL後､履歴書(写真貼付)持参下さい。 
※応募前の職場見学も可能です！

【職場情報】
事業 歯科医院

002-3525720

医療法人社団　芳樹会　木下医院歯科
A054-296-0015 担当/木下博雄(ヒロオ)
静岡市葵区与左衛門新田39-10

静岡駅より徒歩13分 zyyukn
71①歯科衛生士　7②歯科助手

7①月給25万円～35万円②月給18万円\

)木目調と緑の落ち着いた雰囲気) 
キレイで快適な医院で笑顔でお仕事♪ 
①歯科衛生士 ②歯科助手募集" 
充実も待遇で働きやすい★車通勤OK!
仕事 ①歯科衛生士／歯周病治療と予防処置､ 

　口腔ケアの意識向上のための説明や 
　アドバイス､診療時のアシスタント 
②歯科助手／未経験でもOKです* 
　受付･ご案内､会計､診療アシスタント､ 
　カルテ管理､院内や設備機器の清掃､ 
　診療用具の洗浄など

【募集情報】
時間 ＜労働時間週40時間内＞ 

平日9:30～13:30、15:00～19:00 
土曜9:30～13:30、15:00～18:00 
日曜9:30～13:30 
1時間･曜日ご相談に応じます

休日 7週休2日制　【休診日】水曜･祝日 
※GW･夏期･正月休み各7日以上有 
※週休2.5日も可能です(相談OK)

給与 7①月給25万円～35万円 
　②月給18万円 
1①時給1500円～1600円 

資格 ①歯科衛生士資格 
　(ブランクがある方もOKです) 
②無資格･未経験者さんOK 
　(明るい対応ができる方歓迎!)

待遇 ◇賞与有(業績による)◇昇給有　 
◇交通費全額支給　　◇制服貸与 
◇社会保険完備　　　◇有給休暇 
★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 歯科医院

002-3527022

リーフデンタルクリニック
☎054-293-7156
静岡市駿河区馬渕3-16-31

◇未経験者
　　大歓迎◇
 

*看護助手の募集*

)パートから正社員登用実績有
 
)9割未経験スタート
 
)残業なし
 
)4、5、6月入職希望の方も
　応募お待ちしております
　(学校に入学されて時間ができた方等)
 
)20代～50代の女性活躍中

静岡市清水区七ツ新屋 zyyukn
01看護助手

時給960円以上

看護助手！未経験者大歓迎♪ 
◇お陰様で開業25年を迎えました◇ 
無資格から始められるシゴトです♪ 
現在は30～40代の女性が活躍中です★
仕事 透析患者様の補助 

医療器具洗浄､洗濯､清掃､食事配膳 
院内環境整備 

【募集情報】
時間 ①8:00～14:30 

②8:00～15:30 
③8:00～16:30 
※週2､3日～OK 
※①～③のお好きな時間 

休日 日曜日定休 

給与 時給960円以上 
※昇給有 

資格 未経験者大歓迎 
高卒以上 

待遇 労災保険(規定有) 
正社員登用制度あり 
交通費規定支給 
車通勤OK 
制服貸与 
昇給年一回 
有給あり 
定期健康診断 
試用期間3か月程度あり(同条件) 

応募 お気軽にお電話くださいね｡ 

【職場情報】
事業 泌尿器科外来及び透析医療

002-3525418

杉山クリニック
A054-346-0016
静岡市清水区七ツ新屋364-1
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社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
｢ともに生きる｣という理念のもとで､
ご利用者とともに､仲間とともに､
地域とともに､あなたの人生を
豊かにすることが仕事です｡

＜経験･学歴･資格不問＞
働きやすい職場です♪

島田市落合 yyykmn
71生活支援員

7月給17万1000円～25万8500円 \

仕事 7ご利用者の生活支援等(勤務地/A.) 
1食事介助・支援補助(勤務地/A.B.)

【募集情報】
時間 7① 6:30～16:30 ②10:00～19:30 

　③11:00～20:00 ④16:30～翌9:30 
　※交替制(シフト制)､休憩有 
　※上記時間でローテーション 
　時間外勤務あり：月平均5時間程度 
1A.16:30～18:30　※週1日～OK 
　B.8:30～16:30　9:30～15:30 
　　※週4日～､1日5h～OK

休日 7月9日間休み(年間休日108日)有給休暇
給与 7※下記固定手当含む 

　職務手当1000円～4000円 
　処遇改善手当1万3000円～2万3500円 
　※その他手当 
　夜勤手当7000円／回(月平均2～3回) 
　宿直手当3500円／回(月1回程度) 
1A.時給959円　B.時給919円 
　※資格手当(介護福祉士)10円／時間

勤務地 A.垂穂寮／島田市落合645-13 
B.ケアセンターさざんか／ 
　牧之原市坂部2159-1

期間 1A.2021年3月31日まで(契約更新あり)
資格 経験･資格不問　介護福祉士､介護職員初

任者研修､普通免許をお持ちの方は尚可 
7高卒以上 64歳以下(定年制の為) 
1B.要普通免許

待遇 C規定 職務給制度 育児休業 看護休暇 
車通勤可(無料R有) 試用期間2ヶ月 
7社保完 昇給有 賞与年2回 早出･遅出･
夜勤手当 住宅手当(3年間) 年末年始手当 
扶養･資格取得･役職手当 
65歳定年制度有 退職金 再雇用制度

【職場情報】
事業 障害者支援施設 

障害福祉サービス

002-3536769

社会福祉法人　牧ノ原やまばと学園　
A0547-34-4120　担当／大畑
静岡県島田市落合645-13「垂穂寮」

静岡市清水区(2施設) yyykmn
①71介護  
②71介護 7ケアマネージャー

右記参照★交通費規定支給(月2万4000円迄)

<清水銀座･草薙>清水区2施設オープン 
未経験で入社して4年目で 

【介護福祉士】の資格取得を目指す"
仕事 介護･ケアマネージャー募集★未経験歓迎

【募集情報】
時間 ＜介護スタッフ＞ 

78:30～17:30､7:00～16:00  
　12:00～21:00､16:30～翌9:30 
　※休憩有､月平均10hの時間外有 
17:00～21:00の間で5時間以上 
　※週2～5日程度､時間･曜日応相談 
　★夜勤はありません 
＜ケアマネージャー＞ 
79:00～18:00※休憩有､月10h程残業有

休日 介護▶7週休2日制(月9日※2月は8日) 
ケアマネ▶7日曜､他(月9日※2月は8日) 
　　　　　※原則土日休み(土曜出勤有)

給与 右記参照 ※試用期間3ヵ月(同条件)
勤務地 ①もも清水銀座(静岡市清水区銀座1-18) 

　★静鉄新清水駅から徒歩5分 
②はっぴい(静岡市清水区草薙1131-1) 
　★JR草薙駅から徒歩13分

資格 介護▶経験･知識･技能等不問 
7初任者研修修了者､実務者研修修了者 
　介護福祉士の資格あれば尚可 
1新入社員研修､初任研修制度､ 
　介護技術研修※未経験でもサポート◎ 
ケアマネ▶介護支援専門員

待遇 賞与前年実績平均2.9ヶ月(1規定有) 
昇給､C規定､社保完(1規定有)､車可 
無料R､有給､BD休暇､資格取得支援制度 
リフレッシュ休暇､7退職金制度

応募 まずはお気軽にお電話ください。
【職場情報】
事業 介護施設の運営
《URL》www.earth-group.co.jp/saiyou/ 
　　　 mydomo.domonet.jp/earth-group/

002-3533037

株式会社アース
C0120-233-140(採用専用ダイヤル)
静岡市清水区江尻東1-1-5(本社)

あなたにピッタリの勤務地がある

「地域に密着した
温かみのある会社です♪」
葵区･駿河区3施設で

同時大募集!!
 

半日及び1日見学体験も
＼ 好評継続中です！／
★多彩なスキルが身につく★
様々な事業を行っており
幅広い経験を積めます！

葵区･駿河区 yyykmn
1介護スタッフ

時給900円～ \

★日本の未来の介護のために★ 
あなたの力をここで発揮しよう♪ 
時間の融通が利きやすい環境です- 
仲が良く風通しの良い職場♪

仕事 入浴・トイレ・食事介助など！ 
優しい先輩がフォローしますので､ 
徐々に慣れてくださいね♪

【募集情報】
時間 ①7:00～16:00・9:00～18:00・ 

　11:00～20:00・17:00～翌10:00 
　※シフト制又は専属勤務 
②③8:00～17:00(時間応相談) 
※すべて休憩有 
★週2日～OK 
★時間・日数はお気軽に相談下さい！

給与 時給900円～　※経験･資格による 
①夜勤1回､2万400円以上相当(手当含)

勤務地 ①グループホームふるさとの家富厚里 
　／葵区富厚里108-1 
②デイサービスふるさとの家丸子 
　／駿河区丸子6275-1-3  
③デイサービスふるさとの家羽鳥 
　／静岡市葵区羽鳥2-3-10

資格 介護福祉士・ヘルパー2級等ある方大歓迎 
無資格・未経験・ブランクある方歓迎 
主婦(夫)・Wワーク・フリーター歓迎 
要普通免許あれば尚可(AT限定可)

待遇 車通勤可 昇給年1回 寸志有 
交通費規定支給 制服貸与 資格手当 
充実研修有 資格支援制度有 経験者優遇 
①深夜・夜勤手当(1回6000円)　

応募 まずはお気軽にお電話ください！
【職場情報】
事業 介護事業

002-3532227

株式会社ホームズ
A054-257-3784　担当／佐々木
本社／静岡市駿河区みずほ5-1-9
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デイサービス
久し振りの求人です!
利用者様の明るい笑顔や
「ありがとう」の言葉がやりがい♪
職場見学やお問い合わせも歓迎！
①③無資格・未経験者歓迎！
　異業種からの転職者多数！
②看護師免許があればブランクある方、
　久々の職場復帰の方も歓迎！

＼働きやすい環境／
01家事育児と両立できるよう
時間･日数はお気軽にご相談ください｡
日勤のみ､日曜休みで働きやすい♪
7　年間休日114日！
ワークライフバランス充実♪
賞与年2回（4.15ヶ月分）
☆残業ほぼなし
　休みも取りやすく
　家庭との両立可能！
　子育て中の方も安心♪

静清BP牧ヶ谷ICより車5分 yyyFkn
01①介護職員②看護職員 
7③介護職員

①時給1000～1080円②時給1500～2000円

仕事 ①デイサービスでの介護業務 
②デイサービスでの看護業務 
③特別養護老人ホームでの介護業務

【募集情報】
時間 ①8:00～17:00(休憩有)※週4日勤務 

②A.8:30～16:30　B.8:30～17:30 
　※休憩有､週3日程度で応相談 
③早番/7:00～16:00 日勤/9:00～18:00 
 遅番/10:00～19:00 夜勤/16:30～翌9:30 
　※休憩有､夜勤は仮眠･休憩有 
　※1か月毎のシフト制 
※残業ほぼなく定時上がり可能です｡

休日 01日曜､他(応相談) 
74週4休以上(勤務表による)､年間114日

給与 ①時給1000～1080円 
②准看護師／時給1500～1900円 
　看護師　／時給1700～2000円 
③月給16万2600～27万2600円 
　※調整手当(7500円～1万5000円)含む 
※資格･経験など考慮

勤務地 ①②吉津園デイサービスセンター 
③特別養護老人ホーム吉津園 
※住所はいずれも静岡市葵区吉津199

資格 未経験者･ブランク有･復職希望の方歓迎 
①③資格不問 
②看護師･准看護師のいずれかお持ちの方 
③文字入力程度のPCスキルがある方

待遇 社会保険完備　昇給年1回　車通勤可 
有給休暇　交通費規定支給 
01正社員登用制度有 
　　介護職/就業支援金3万～6万円 
7賞与年2回(4.15ヶ月)　退職金制度 
　介護職/就業支援金5万～15万円､ 
　　　　 就業祝い金10万円 

【職場情報】
事業 特別養護老人ホーム

002-3530693

吉津園(デイサービスセンター･特別養護老人ホーム)
A054-278-5566 担当/澤田・増田
静岡市葵区吉津199

年休120日!土日祝休み!
持ち帰り業務なし!
残業ほとんどなし♪
各種手当あり◎
車通勤OK!!
未経験･ブランク歓迎
HPもぜひご覧ください♪
http://pyonpyonlily.com

藤枝市兵太夫 yyykmn
7保育士　1保育補助

7月給16万～18万円　\　

やりたい保育に挑戦できる保育園☆ 
風通しが良く､スタッフ同士の仲も◎ 
実務未経験者もOK"残業ほぼなし！ 
●○早番パートスタッフ急募！○●
仕事 0～2歳児の少人数制保育で､19～20名の 

子供達を､職員6～7名で担当します｡ 
持ち帰り業務はありません!

【募集情報】
時間 77:30～16:30　8:00～17:00 

　8:30～17:30　9:30～18:30 
　※残業はあっても月2､3h程度です 
1上記時間帯で､1日4h､週3日～OK 
　※早番(7:30～)の時間帯入れる方

休日 土日祝､GW､年末年始休暇  
※年間休日120日 
※土曜は月1回出勤有(振休制度あり)

給与 7月給16万～18万円 
※一律勤務手当含む 
※試用期間3ヶ月/月給16万円(一部手当無) 
1時給1000円 
※7:30～8:30､17:00～18:30は時給1100円

勤務地 高洲園…藤枝市兵太夫938-10 
　　　　A054-687-9502

資格 要保育士免許　実務未経験OK
待遇 車通勤可(R有) 交通費規定支給 

社保完 昇給年1回 有給休暇 
定年制度(65歳)※定年後の再雇用有 
処遇改善手当有(規定有) 別途福利厚生有 
7賞与年2回 皆勤手当(月3000円)  
  出産･育児休暇制度 
  退職金制度(勤続3年以上) 
1賞与年1回 試用期間3ヶ月(同条件)

応募 下記電話番号(藪田園宛)に連絡後､ 
履歴書(B貼付)を持参下さい｡

【職場情報】
事業 小規模保育事業A型の認可園

002-3540557

チャイルドルーム リリー高洲園
株式会社すくすくの森
A054-638-1535　担当／八木(藪田園)
藤枝市兵太夫938-10

konoki丸子新田
4/1に新規開所につき
オープニングスタッフ大募集"
丸子新田に勤務の方は

オープンまで東新田での研修
勤務開始日は3月から｡

 
子供の元気な笑顔に癒される
子供の成長の過程に携われる
やりがいの大きな仕事です♪
子供達と一緒に楽しみながら自分
自身の成長も感じられる職場です
お持ちの資格や経験活かせます☆
ブランクある方も歓迎！
主に20～40代男女活躍中☆

駿河区東新田･丸子新田 yzytuD
9放課後等デイサービススタッフ

月給15万円+資格手当(金額は資格による)

仕事 放課後や学校休校日に様々な活動を 
通じて障がいのある子供達を 
支援するお仕事です｡具体的には… 
・ミーティングで子供達の様子の 
　報告や支援方法の共有 
・宿題を見たり､音楽遊びや鬼ごっこ､ 
　ゲームなど､レクリエーション 
・送迎(乗用車での送迎､施設から2㎞位 
　の近距離から徐々にお任せします)

【募集情報】
時間 平日／9:30～18:00(休憩有) 

土曜／9:00～17:30(休憩有) 
※残業ほぼなし｡お子様の学校行事や 
　家庭の用事などご相談下さい｡

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 月給15万円+資格手当(金額は資格による) 
※試用期間6ヶ月／時給900円

勤務地 konoki東新田／ 
静岡市駿河区東新田3-32-35 
konoki丸子新田／ 
静岡市駿河区丸子新田157-11

資格 要普通免許(AT限定可)　 
2021年新卒(短大以上)･既卒･第2新卒歓迎 
ブランクある方や復職希望も大歓迎 
放課後等デイでの経験がない方も歓迎 
◎福祉･教育系大学出身者歓迎 
　(経験不問) 
◎保育士･教員免許･児童指導員保持者､ 
　障害児福祉施設での経験2年以上の方､ 
　社会福祉士､精神保健福祉士､ 
　公認心理士をお持ちの方尚歓迎

待遇 社保完備 車通勤可 資格手当 扶養手当  
有給休暇 制服貸与 賞与有(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

002-3525850

放課後等デイサービス　konoki東新田･丸子新田
A054-259-5008(東新田)　担当／佐藤
住所／上記勤務地欄参照(面接地は東新田)

)あなたらしさを
応援します)

人の役に立ちたい､福祉や
障がい者支援に興味がある､
人と関わることが好きな方に
ピッタリのやりがいある仕事♪
30～50代の子育てママや
子育ての落ち着いた女性が

元気に活躍中！

＼充実の厚待遇あり／
☆週休2日

☆賞与年2回･期末ボーナス有｠
☆家事育児と両立できるよう
　時間・日数はご相談ください

☆処遇改善手当有｠
☆特定処遇改善手当有
☆初任者研修費用の施設負担有
　未経験からスキルアップ可能

葵区内牧･葵区北安東 zyyuFk
1障がい者の生活支援員(日勤のみ) 
8障がい者の生活支援員(夜勤も有)

1時給985円～　8\

未経験者･ブランクある方も歓迎" 
済生会の安定した経営基盤のもとで 
腰を据えて長く安心して働けます◎ 
職場見学やお問い合わせのみもOK♪
仕事 利用者様の日常活動の身体･生活介助｡ 

入浴は2人一組で行います｡ 
レクリエーションやお話をしたり 
一緒に楽しい時間を過ごしましょう｡ 
先輩がそばで1から丁寧に教えるので 
未経験でも安心です｡

【募集情報】
時間 17:00～20:00の間で4h～ ※日数応相談 

　※その他の時間帯も相談可 
8A.7:00～16:00 B.9:00～18:00 
　C.10:00～19:00 D.16:00～翌10:00 
　※シフト制による勤務※休憩有･仮眠有

休日 週休2日 GW 年末年始(6日間) 有給休暇 
※施設カレンダーによる

給与 8月給16万1000円～ 有資格者＋1900円　
※経歴換算あり

勤務地 ①静岡市桜の園 ②静岡市桜の園 城北館
資格 未経験者･ブランクある方歓迎 

資格･経験一切不問 
8障がい者施設での勤務経験者尚歓迎

待遇 社会保険完備 交通費規定支給 車通勤可 
賞与年2回(勤務時間による) 
退職金制度有 正社員登用制度有 
処遇改善手当有 特定処遇改善手当有 
資格手当有 介護職員初任者研修費の 
施設負担有 期末調整金有

応募 即勤務や希望日からなど在職中の方も 
勤務開始日をご相談ください｡ 
まずはお気軽にお問い合わせください。

【職場情報】
事業 障がい者支援施設

002-3494965

静岡県済生会 静岡市桜の園
社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部
A054-296-2000　担当／鈴木

①桜の園／静岡市葵区内牧1560-6 
②桜の園 城北館／静岡市葵区北安東4-32-34
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＼3職種同時募集!／
①介護スタッフ
　7月給15万2500円以上
　1時給900円以上

②看護スタッフ
　1時給1300円以上

③機能訓練指導員
　7月給18万500円以上
　1時給1400円以上

＜ここがポイント！＞
 

◎未経験歓迎!
◎ブランクのある方歓迎!
◎アットホームな雰囲気
◎お休み等ご相談可能!
 
詳しくはDOMOnetに掲載中です｡

清水区天神 yyyFmn
①71介護スタッフ②1看護スタッフ 
③71機能訓練指導員

7①月給15万2500円～21万3800円　\

お客様を大切にしているからこそ！ 
愛され続ける人気のデイサービスです 
未経験･ブランクある方歓迎♪ 
週3日～OK！働きやすさ◎

仕事 デイサービス施設内でのお仕事です｡ 
①要介護･要支援のお客様への食事･排泄･ 
　入浴介助や送迎､レクリエーション 
②バイタルチェックなどの看護業務 
③1人ひとりに合わせた機能訓練の業務

【募集情報】
時間 8:30～17:30　※全て休憩有 

1上記内で勤務時間等応相談､週3日～OK 
　※土曜勤務できる方歓迎

休日 日曜､他会社カレンダーによる 年末年始､ 
有休有､特別休暇(全職員に2日間付与)

給与 7①※職務手当2万円含む 
　③月給18万500円～26万5600円 
　　※職務手当3万円･資格手当1万3000円 
　　含む 
1①時給900円※介護福祉士／時給950円 
　②時給1300円～1500円 
　③時給1400円～1500円 
※①介護職員処遇改善一時金支給実績有

資格 要普通免許(AT限定可) 
①未経験者歓迎 介護福祉士資格者優遇 
　7高卒以上､45歳迄 
②看護師･准看護師資格､専門卒以上 
③柔道整復師 理学療法士 作業療法士 

待遇 C規定 車可 無料R有 試用期間3ヶ月 
7社会保険完備､賞与有 
1雇用･労災(労働条件により異なる) 
　①③昇給有

応募 電話連絡後､履歴書(B添付)持参下さい｡ 
※見学も電話頂ければ随時対応します｡

【職場情報】
事業 デイサービス･居宅介護支援･整骨院　

002-3530278

デイサービス　季の結び(ときのむすび)
株式会社セルフィッシュケアサポート
A054-361-0020　採用担当まで
静岡市清水区天神1-7-7

マム東美薗店さん北 zyyukn
①7介護職員(資格･経験不問) 
②1ケアマネージャー

①月給18万1000円＋手当 \

未経験だけど人や社会の役に立つ仕事 
がしたいと始めた先輩が多く活躍中♪ 
若い施設長を中心に職場の雰囲気◎ 
毎年上がり続ける資格手当も好評+

【募集情報】
時間 ①A.7:00～16:00　B.8:30～17:30 

　C.10:30～19:30 D.16:00～翌9:00 
　(休憩有) 
　※A～D(夜勤有)のシフト勤務 
②8:30～17:30　※1日3h～､週3日～L

休日 月8～9日の交替制(年間105日)、 
リフレッシュ休暇有

給与 ①夜勤手当2万7000円(月6回) 
②時給1300円～

資格 要普通免許(AT限定可)､資格･経験･性別 
等不問　②ケアマネージャー資格

待遇 昇給有､各種保険完備､資格手当※加算年
数上限なし(介護福祉士3000円/月※1年毎
に＋1000円､ケアマネ5000円/月※1年毎に
＋1500円)､夜勤手当(4500円/回※月5～6
回有)､食事割引有､交通費規定支給 
(月6500円上限)､車通勤可

応募 まずはお気軽にお電話ください。
【職場情報】
事業 介護事業

002-3515625

グループホーム 和(やわらぎ)
有限会社川合
A053-584-3080
浜松市浜北区東美薗66

浜松市中区早出町･船越町 yyykms
71児童支援スタッフ

7月給17万5000円～20万8000円 1\

未経験から長く働くスタッフ活躍中! 
資格取得支援制度でスキルアップ◎
仕事 障がいのある児童の日常生活(勉強や運動

など)のサポートや療育支援、 
遊び相手等をお願いします。

【募集情報】
時間 7平日…11:00～18:30(休憩45分) 

　土･祝…8:30～15:30(休憩45分) 
1平日…13:00～18:00 
　※終業時間相談OK ※週3日～応相談 
学校長期休み時/8:30～16:30(休憩1h)

休日 7日曜、他(会社カレンダーによる) 
1土日祝日休み 
長期休暇あり(夏季･年末年始･GW)

給与 1時給950円～
勤務地 放課後等デイサービス ここあ早出 

…浜松市中区早出町1239-7 
放課後等デイサービス ここあ 
…浜松市中区船越町34-12

資格 未経験歓迎 要普通免許(AT限定可)
待遇 賞与あり(年2回) 社会保険完備 

各種資格手当 資格取得支援あり 
車通勤可 制服貸与 保育士･児童指導員等
所持者優遇 1社員登用制度あり

【職場情報】
事業 放課後等デイサービス

003-1442537

放課後等デイサービス ここあ
A053-460-5788　担当／池田
浜松市中区船越町34-12

浜松市南区米津町 zyyuFk
01登録ヘルパー

時給1200円～1600円

週1日～､1日1時間～OK！ 
Wワークにもピッタリ◎ 

*介護未経験･無資格の方もOK!* 
資格取得支援あり!

仕事 利用者様のお宅に訪問し､身体介護､ 
家事援助､移動支援､同行支援など､ 
日常生活上の支援をお願いします｡

【募集情報】
時間 8:00～17:00（休憩あり、シフト制） 

上記時間内で週1日～､1日1h～OK 
※曜日･時間などは相談にて決定

勤務地 南区・中区をメインに浜松市内全域 
※直行直帰OK 
※希望エリアなどご相談ください

資格 初任者研修修了者(ホームヘルパー2級) 
要普通自動車免許 ブランク歓迎 
未経験者歓迎 主婦･主夫歓迎

待遇 社会保険完備 車通勤可 昇給あり 
資格取得支援制度(受講料会社負担) 
正社員登用あり

システム 採用後登録し､お仕事をして 
いただきます｡ 

【職場情報】
事業 居宅介護事業所

003-1449663

合同会社 南環境サービス
A053-401-8211　担当／胡屋・古山
浜松市南区米津町232
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南区御給町 yymn
71ケアスタッフ

718万円～19万1000円 \1

アイケアグループの医療法人社団 
愛寿会で介護のお仕事しませんか？ 
子育て中の方､シニアの方も大歓迎♪
仕事 グループホーム入所者様に､身体介護･生

活援助の介護サービスを提供します｡
【募集情報】
時間 7:00～16:00､10:00～19:00､ 

8:30～17:30､16:00～翌9:00(休憩有) 
※7夜勤月4～7回程度 
※1勤務時間応相談

休日 7月8日以上(シフト制)
給与 7月給18万円～19万1000円 

　※試用期間3ヶ月はP920円～940円 
　(経験者は正規給与即支給) 
　※夜勤手当4回分含む 
1時給920円～940円 
※71夜勤手当4000円/回 
※71介護福祉士手当1万円

勤務地 グループホームあいの街芳川 
(浜松市南区御給町263)

資格 高卒以上､ヘルパー2級･介護職員初任者 
研修修了者以上 
※1は資格がない方もOK､研修制度も充実

待遇 昇給･賞与有､各種保険完備 
交通費規定支給､車通勤可､有給休暇 
資格取得支援制度有 7退職金制度有

応募 お気軽にお電話ください｡職場見学もOK!
【職場情報】
事業 内科クリニック､介護施設､他
 
《担当から》 
まだまだ正社員で活躍したい方､子育て中の
方､ご希望の働き方をご相談ください♪ブラ
ンクがある方も大歓迎!充実した研修をご用
意しています｡興味を持っていただいた方は
お気軽にお問い合わせください｡

002-3528436

医療法人社団 愛寿会
A053-426-5566A080-1551-8717A川瀬
浜松市南区下江町573-2

遠鉄上島駅より車で5分 zyyukn
①7訪問看護の看護師 
②7③1デイサービスの看護師

①月給28万～30万円　②③\

増員募集！資格を活かして働こう♪
【募集情報】
時間 9:00～18:00 

※残業月平均①10h②5h 
※③上記時間内で1日5h～､週3日～

休日 週休2日(日曜＋他) 
年間休日①116日②117日

給与 ①月給28万～30万円 
　(職務手当一律4万円含む) 
　＋その他手当 
　　オンコール手当:月3万～5万円程度 
　　訪問手当:月2万～3万円程度 
②月給26万～27万円 
　(職務手当一律2万円含む) 
③時給1200円～1300円 
※試用期間3ヶ月(原則)の間の給与は 
　①時給1500円 
　②時給1200円～1400円 
　③同条件 となります。

資格 学歴不問　経験不問　要看護師免許　 
要普通免許(AT限定可)

待遇 車通勤可　駐車場有　転勤なし　昇給有 
交通費実費支給(上限なし)　有給休暇 
社会保険完備(勤務条件による)

【職場情報】
事業 鍼灸･接骨院､介護保険施設､等

003-1450879

温故療院上島　こもれびの丘
A053-474-1302　採用担当
浜松市中区上島7-13-18

)残業はほぼナシ!休日･
休暇･福利厚生が充実)

 
家庭と育児との両立もできる環境で
長く安心して働きませんか？

 
当院･当施設について

詳しくはHPをご覧下さい。
https://www.to-seki.net/

浜松市中区東伊場 zyyumn
①7介護職員　②7看護助手 
③7④1送迎運転手兼看護補助　\

7①②③月給15万5000円～18万5000円\

仕事 ①入浴､排泄､食事などの介護､ 
　その他日常生活上のお世話等 
②透析ベッド周辺のセッティング､片 
　付け､ベッドメイク､車椅子･ストレッ 
　チャーでの移動･介助､入院患者 
　さんの介助(入浴､おむつ交換など)等 
③透析患者さんの送迎､乗降介助､ 
　車椅子の誘導及びその他の雑務等 
④上記③に加えて､軽作業をお願いします

【募集情報】
時間 ①A.8:30～17:30　B.6:00～15:00  

　C.11:00～20:00　D.17:00～8:45 
②A.8:30～17:00　B.6:30～14:45 
　C.11:00～19:15　D.15:15～23:30 
③A.8:30～17:00　B.6:45～15:15 
　C.7:20～15:50　D.10:15～18:45 
　※シフト制及び勤務階による。 
　※②③その他勤務時間でのシフト有 
④1A.7:00～12:30　B.11:00～16:30 
　※15～30分程度前後する場合有 
　※A､B選択可､週3～4日及び時間応相談 
★①～④業務状況や季節で時間変更有

休日 7月9日(シフト制)/夏季･冬季休暇有
給与 ①②③7※住宅手当5000円含む 

④1時給1100円～1200円
勤務地 ①三つ山晴風苑 

②③④さなるサンクリニック
資格 高卒以上 経験者歓迎  

①介護関係の資格あれば尚可(介護 
福祉士優遇) ③④要普通免許(AT可)

待遇 皆勤手当 各種手当 社保完 C規定　 
車通勤OK 試用期間3ヶ月 7D有 H2回

応募 電話連絡後､履歴書(B貼)を送付下さい｡
【職場情報】
事業 内科･腎臓内科･人工透析､ 

介護付有料老人ホーム(三つ山晴風苑)

003-1450872

さなるサンクリニック･三つ山晴風苑
医療法人社団優仁会
A053-457-3221 平日8:30～17:00A佐藤
浜松市中区東伊場2-14-39

袋井インターから車で7分 yymn
7①医療事務　②正・准看護師

①月給16万～23万円 ②月給18万～29万円

体制強化のためと患者様への 
サービス向上を目的とした募集$

【募集情報】
時間 8:30～12:30、15:00～19:00 

※水･土は8:30～12:30　(残業有)
休日 日、祝、水・土の午後 

※月に1回水曜日も一日休みあり 
※夏季・年末年始休暇あり　有給休暇

給与 ※給与は経験･能力により決定します
資格 ①高卒以上　医療事務経験のある方 or 

資格をお持ちの方 or 研修を行われた方 
②正･准看護師免許､復職希望も歓迎

待遇 昇給あり　賞与あり　交通費規定支給 
各種保険完備　車通勤可　制服貸与 
残業手当　皆勤手当

応募 電話連絡後､履歴書(B貼)ご郵送下さい
【職場情報】
事業 婦人科領域 

(特に不妊症・体外受精認定施設)
《担当から》 
風通しの良い働きやすい環境です。10年以上
勤務しているスタッフもいます。スタッフ同
士がお互いに助けながら仕事を進めています
。育児中のママさんも多く、お子さんの学校
行事、発熱、ご家庭の急用によるお休みにも
皆で協力して対応しています。　

003-1452807

可睡の杜レディースクリニック
A0538-49-5656　担当／中村
〒437-0127　袋井市可睡の杜31-6

浜松市中区平田町 yyyFmn
01保育士

時給1100円(土曜は時給＋100円)　※M･O

*2019年10月OPEN*＼ブランクOK／ 
週1日～OK)駅近)長期休暇あり! 
家庭や子育てと両立しているスタッフ
多数！英語スキルはなしでOK！

仕事 保育士業務 
※英語の教育は専門の講師がいますので 
　英語スキルはなしでOK！日本語での 
　コミュニケーションはとれます！

【募集情報】
時間 8:00～18:00の間のシフト制 

(1日5～6h程度) 
▶残業少なめ　▶週1日～相談OK  
▶平日のみ･土曜のみ･冬休みのみ等可

休日 日曜･祝日　GW･夏季･年末年始休暇 
有給休暇有　 
▶土曜出勤の場合有(シフト制) 
▶会社カレンダーによる

資格 保育士資格をお持ちの方 
年齢･経験･学歴不問

待遇 社会保険完備(勤務状況により適用) 
扶養内勤務OK　交通費規定支給 
車通勤可　駐車場補助　制服貸与

応募 まずはお気軽にご連絡下さい｡
【職場情報】
事業 保育所の運営

003-1451497

ハグミー･インターナショナルスクール
株式会社カインドネス
A053-488-8780　担当／下山
静岡県浜松市中区平田町108

充実待遇で働きやすさ◎
看護師 介護職員｠保育士
71で3職種募集！

 
定着率も高いので､

余裕のある人数でお仕事♪
無理なく働けます！

)ここがポイント！)
 
・事業所内保育園
　　　　　　利用可能(応相談)
 
・職種別手当､資格手当など
　充実した手当
 
・育児･介護休業､看護休暇の
　取得実績あり！

磐田市掛塚 yyyFmn
71①看護師 ②介護職員 ③保育士

①7月給22万1100円～30万円　 \

【募集情報】
時間 ①7A.8:30～17:30 B.9:00～18:00 

　　C.8:00～17:00 
　1上記又は8:00～18:00の間で4h以上 
　　週3日程度～応相談 
②7A. 7:30～16:30 B. 8:30～17:30 
　　C.10:00～19:00 D.17:00～翌9:30 
　　E.7:00～16:00 F.13:00～22:00 
　　G.22:00～翌7:00　※休憩有 
　1上記又は7:30～18:00の間で 
　　4h以上､週3日程度～応相談 
③7A.7:15～16:15 B.8:30～17:30 
　　C.9:45～18:45  
　1上記又は7:15～18:45の間で4h以上 
　　週3日程度～応相談 
※全職種において1ヶ月単位の変形労働制 
※勤務地により多少の前後あり

休日 7週休2日制 ※月9～10日休み
給与 ①1時給1470円～1770円 

②7　月給15万5300円～23万5000円 
　1時給1020円～1270円 
③7　月給17万3600円～23万1900円 
　1時給1120円～1320円

勤務地 ①②特別養護老人ホーム 白寿園又は 
　　第二白寿園(磐田市掛塚3160-1) 
③　なないろ保育園(白寿園内)

資格 759歳以下 ①正看護師又は准看護師 
②介護福祉士あれば尚可 ③保育士資格

待遇 昇給有 C規定 車通勤可(無料R有)  
社保完 保育園有(L) 60歳定年 
再雇用制度(75歳まで) 育児･介護休業･ 
看護休暇有 試用期間3ヶ月(同条件) 
夜勤手当1回3000～4000円(月4､5回) 
職種別手当 他各種手当 1正社員登用有 
7賞与年2回 退職金制度(勤続1年以上) 

【職場情報】
事業 老人福祉事業・保育事業

003-1448322

社会福祉法人　白寿会
A0538-66-5231　担当／伊藤･原田
磐田市掛塚3172
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瑞穂神社西バス停徒歩1分 yyykmn
7あん摩マッサージ指圧師

月給17万5000円～20万円

資格を活かして働きませんか？ 
プライベートに優しい勤務体系♪ 
昇給･賞与有◎ 長期休暇有◎ 
＼まずは職場見学も大歓迎です／
仕事 来院される患者様のマッサージや身体の

ケアをお願いします 

【募集情報】
時間 9:00～12:00､14:30～18:30 

水曜/9:00～12:00　土曜/9:00～12:00
休日 第2､4水曜日､日曜､祝日 

年末年始･夏季休暇有
資格 あん摩マッサージ指圧師
待遇 制服支給他　交通費規定支給　車通勤可 

各種保険完備　昇給･賞与　奨励手当有
応募 下記住所まで履歴書(B貼)ご郵送下さい 

DOMONETからは24h応募受付中です｡ 

【職場情報】
事業 整形外科及びリハビリ業務 

《担当から》研修は､先輩がしっかりついて
サポートします。アットホームで働きやすい
職場環境です。不明点や疑問点は是非お気軽
にお電話下さいね。

003-1452404

富田整形外科医院
A053-430-1080　A事務／富田
〒433-8119　浜松市中区高丘北3-6-5

遠鉄自動車学校近(小池町) zyyuFn
71①保育士 
②児童指導員(A有資格者 B無資格者)

①7月給19万円～1時給1100円～　②\

保育士や社会福祉士の資格を放課後等
デイサービスで活かしてみませんか？
ブランクOK！無資格者(育成枠)もOK！ 
子どもたちの自立を促進するシゴト！
仕事 障がいを持つ子どもたちに挨拶･コミュニ 

ケーションを身に付けられるようにサポ 
ートします｡子どもたちの成長を日々感じ 
ることができます｡送迎業務もあります｡ 
子育て一段落された方も歓迎します｡

【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) 
1時間･勤務日L　1日4h～､週3日～OK 
例…平日14:00～18:30､13:00～18:00など

休日 7日曜を含む週休2日(シフト制)
給与 ①  7月給19万円～    1時給1100円～ 

②A.7月給17万5000円～1時給1000円～ 
  B.7月給16万5000円～1時給900円～

資格 要普通免許 
①要保育士免許 
②A有資格者…社会福祉士､幼稚園教諭､教
員免許､PT､OT､ST等の何れかの資格所持者 
or福祉関連大学で社会福祉学､心理学､ 
教育学､社会学の何れかを専攻された方 
or児童福祉サービス経験2年以上の方｡ 
B無資格者(育成枠)…資格･経験不問 
その他､お問い合わせください｡

待遇 昇給あり　賞与あり　社会保険完備 
各種手当　交通費規定支給　車通勤可 
経験者優遇　産休･育休制度　 
資格取得支援あり　研修期間2ヶ月 
1正社員登用制度有

応募 電話連絡後､履歴書(B付)持参下さい。 
不明な点は､お気軽にお問い合わせ下さい 
職場見学随時受付中！体験入社OK!

【職場情報】
事業 放課後等デイサービス

003-1450727

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(自動車学校前駅]5分)

入 社 祝 金
＼10｠万 円／
支 給

▶正社員登用あり
長期安定的に働きたい方に最適！
頑張りは適正に評価していますので
ぜひチャレンジしてください。

▶資格取得支援あり
取得のための費用は全額会社が負担
しますので、キャリアUPできます。

袋井市青木町 yyykmn
1デイサービススタッフ 

時給1000～1250円～ ※資格等による

土･日できる方大歓迎$(土日のみもOK) 
　勤務曜日は柔軟に対応しますので､ 
　生活に合わせて無理なく働けます) 
経験者大歓迎♪未経験者も全力で応援
仕事 利用者様が日常の生活を元気にお過ごし

いただけるようなお手伝いを行います。
【募集情報】
時間 8:30～17:30(休憩1h) 

※週2～5日で応相談 
※土･日できる方歓迎(土･日のみもOK)

給与 初任者研修·ヘルパー2級 時給1100円～ 
介護福祉士 時給1200円～ 
※相談員業務も行う場合は時給1250円～ 
未経験 時給1000円～

資格 要普通免許 初任者研修または介護福祉士
待遇 車通勤可　交通費規定支給 

親睦会費(1万円)　 
入社祝金10万円(当社規定)  
正社員登用制度有 
資格取得支援全額会社負担(当社規定)　

応募 まずはお気軽にご連絡下さい。 
★勤務開始日等のご相談ＯＫ$

【職場情報】
事業 高齢者向け住宅／デイサービス
《ＵＲＬ》http://fukuroianshin-kan.com

003-1452808

ふくろいあんしん館
サービス付き高齢者向け住宅
A0538-43-6050　担当／永田
袋井市青木町6-1

浜松市･磐田･袋井･掛川 yyyFkn
71①看護業務　②介護業務･助手 　
③7PT・OT　　　④7生活相談員

①7月給(正)24万1000円(准)21万500円

仕事 ①看護業務　②リハビリ手伝いと送迎 
③理学療法士･作業療法士 
④入所から生活まで相談援助･指導業務等

【募集情報】
時間 8:15～17:00　※①1は時短勤務も可
休日 土日､GW･夏期･年末年始長期休暇
給与 ①1時給(正看)1400円(准看)1200円 

　7月給(正)24万1000円(准)21万500円 
②1時給(有資格)1065円(無資格)1025円 
　7介護福祉士 月給18万3000円　　 
　　初任等 月給17万3000円 
　　無資格 月給16万8000円 
③月給24万1000円　④月給23万400円

勤務地 ①④袋井市久能　③磐田市・袋井市 
②浜松市浜北区　浜松市中区 
　磐田市岩井　袋井市久能　掛川市弥生

資格 ①正･准看護師免許 
②介護関連資格 無資格も可 要普通免許 
③理学療法士･作業療法士免許 
④介護福祉士･ケアマネジャー等

待遇 C規定　社保完備　制服貸与　車通勤可 
D年2回＋特別D年1回※施設成績で増収

【職場情報】
事業 クリニック､通所リハビリ､通所介護､ 

訪問看護､訪問リハビリ､居宅支援事業所

003-1451749

レッツリハビリデイサービスセンター
医療法人社団 新和会
A0538-33-6922　担当／鈴木
磐田市岩井3051-1

磐田駅から北に500m zyyukn
7受付・歯科助手

月給15万～17万円以上＋手当

＼＼経験者優遇します／／ 
未経験者歓迎"20代～40代の女性が 
活躍中のアットホームな職場です+ 
■週2.5日休み■年間休日127日■

【募集情報】
時間 月･火･水･金…8:30～18:30(昼休み2h) 

　土曜…8:30～12:30 
　※残業ほとんど無し 多くても15分位

休日 木･日･祝(週休2日＋半日制) 
※GW･夏季･冬季休暇　※年間休日127日

給与 月給15万～17万円以上＋手当
待遇 昇給有　賞与有　各種保険完備 

交通費規定支給　車通勤OK　残業手当 
制服貸与　皆勤･精勤･他手当有 
試用期間2週間あり(同条件)　経験者優遇

【職場情報】
事業 歯科医院
《ＵＲＬ》https://otakeshikaiin.com/ 
《担当から》当院は､昭和18年に開業した歯
科医院です。親子3代にわたり、磐田市のみ
なさまの歯の健康を守ってまいりました。 
「いつまでも健康な歯で食べる喜び･噛む喜
び」を感じていただけるよう努める事が使命
だと考えています。今後もかかりつけ歯科医
院として治療・予防など、お口のサポートを
してまいります。

003-1453065

大竹歯科医院
A0538-35-5151　担当／大竹
磐田市中泉230-4(磐田駅から北に500m)

好き！や得意！を
シゴトにしませんか？
どうせ働くなら楽しく働きたい！
そんな願いを叶える職場です★
20～70代のスタッフが
自由にのびのび活躍中！

 
＼資格が活かせます／

該当の資格をお持ちであれば
実務は未経験でもOK！

 

◆週休2日制+連休
◆随時昇給あり！

浜松市中区・東区 yyyGmn
71児童福祉施設の指導員

7月給22万円以上 1時給1200円以上

＼20～70代の幅広い世代が活躍中／ 
業務を通じて『人の役に立てる』 
やりがいあるお仕事です" 
一緒に楽しく働きませんか？

仕事 子供達の成長をサポートするお仕事｡ 
遊び･スポーツ･PC指導など､それぞれ専門
のスタッフがいますのでご安心ください｡ 
あなたの得意な分野をいかして楽しく働
きましょう｡ 
遊びや体を動かすことが好きな方や、 
子供が好きな方にぴったりな職場です。

【募集情報】
時間 711:00～19:00　※休憩あり 

113:00～18:00　※週3日～OK
休日 日･他週休2日制 夏季･年末年始休暇有 他
勤務地 【ご希望の勤務地をお選びください】 

ピュアハーツ/中区船越町40-13 
ピュアハーツ第2/中区細島町384-23 
ピュアハーツ第3/中区細島町6-5-102 
スタジオPJ/東区上西町5-5 
グットランド/中区佐藤3丁目15-22

資格 児童指導員資格､PT､OT､STのいずれかを 
取得されている方 
児童指導員資格：保育士/教員免許/ 
社会福祉士/大学で社会福祉学･心理学･教
育学･社会学専攻/児童福祉施設(放課後等
デイサービス)､障害福祉サービスでの経
験2年以上… 
上記のいずれか一つに該当する方

待遇 随時昇給 資格手当 賞与有 社保完  
交通費規定支給 車通勤OK 資格取得支援 
1正社員登用制度有

応募 まずはお気軽に携帯までお電話下さい｡ 
090-4238-0016/金島

【職場情報】
事業 福祉施設の運営
詳しくは｢ピュアハーツ 浜松｣で検索下さい

003-1450781

株式会社ヒーリングハート
A053-589-4777(応募は上記携帯まで)
浜松市中区船越町40-18
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中泉(磐田駅より]5分) yyykmn
01グループホームでの世話人

①③④時給900円以上　②1勤務5000円

無資格でも未経験でもOKです" 
利用者5～6名のグループホーム♪ 

勤務開始は柔軟に対応◎ 
)昇給有＆賞与(年2.5か月分)支給)
仕事 日常生活のちょっとしたお世話。 

難しい業務ではないので、どなたでも安
心です♪ 
《具体的なお仕事内容は…》 
・食事づくり 
・食事介助／移動介助／入浴介助 
・夜間の見回り／安全確認　など 
働きやすさが自慢のホーム♪穏やかな人
間関係の職場なので新人さんも安心｡

【募集情報】
時間 ①17:00～22:00 

②22:00～翌6:00(実働4h) 仮眠･休憩有 
③ 7:00～10:00 
※週3～5日で応相談｡ 
　①②③通し勤務できる方歓迎 
　通しの場合休憩あり(6:00～7:00､他) 
④15:00～20:00(火水金) 
　※週3日・1日5時間以内勤務 
①～④シフトはご相談下さい♪

給与 ①③④時給900円以上 
②1勤務5000円(時給換算:1250円) 
※別途､昇給･賞与(年2.5か月分)･C支給

勤務地 磐田市中泉2270-18
資格 未経験・無資格歓迎 

ヘルパー・介護福祉士あれば尚可 
普通運転免許(AT限定OK)あれば尚可 
②18才以上※夜勤対応があるため 
④年齢不問　ブランクOK

待遇 社保完 車通勤OK 昇給有 交通費規定 
試用期間3ヶ月(同条件)

応募 まずはお気軽にご連絡くださいね！
【職場情報】
事業 障がい福祉サービス(グループホーム)

003-1450728

社会福祉法人　福浜会
A0538-58-2362　担当／髙橋
磐田市福田4396-1

浜松市中区鴨江 zyyuFo
01デイサービスでの介護スタッフ

時給900円以上

)… ((招来屋))ひさびさ募集 …) 
未経験スタート大歓迎♪1日の予定が 
決まっているから定時退勤もOK◎" 
△▼詳細はDOMOnetでも公開中▼△
仕事 ■ご利用者様の送迎業務もあり｡ 

　普通自動車での送迎なので､安心です♪ 
■定員11名の少人数のデイサービス 
　なので自分のペースで利用者さんと 
　関わることができます◎ 
■【子育て優先】で働ける環境です！

【募集情報】
時間 8:30～17:30の間で3.5時間～OK 

★午前のみ･午後のみOK 
★勤務時間はご都合によって応相談 
★週2～3日より応相談(平日のみもOK) 
【勤務例】 
　9:00～12:30/13:00～17:00　等

資格 要普通免許(AT限定OK)　未経験者歓迎
待遇 賞与あり 交通費規定支給　車通勤可 

退職金制度 各種手当　扶養内勤務OK 
試用期間3ヶ月有(条件変わらず)

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》職場見学も大歓迎♪介護への 
想いがある方､まずはお話してみませんか？

003-1450896

デイサービス 招来屋(まねきや)
A053-454-8777　担当／川端
浜松市中区鴨江2-7-5

＼相談員さん募集／
 

私たちは､地域に根差した施設を
スタッフみんなで目指しています！
老健はもちろん様々なサービスを使って
地域を支える新しい仲間を募集中！

 
ぜひ､あなたの力を貸してください！
～経験があれば資格は不問です～
経験を活かして働きませんか？

浜松市天竜区春野町 yyymnE
7支援相談員

月給18万9600円～＋皆勤手当8000円　\

【資格は不問★経験重視の採用です】 
春野町で楽しく働ける施設を 

私たちと一緒につくりませんか？ 
ブランクのある方の復職応援します"
仕事 入所の相談･受付､入所に関する業務､ 

ショートステイに関する業務､ 
事務関係書類作成･対応･会議出席等に 
関する業務をお願いします｡

【募集情報】
時間 8:30～17:30　※休憩有
休日 土曜･日曜　※年間休日107日
給与 月給18万9600円～＋皆勤手当8000円 

※資格手当(8000円)含む 
※経験･能力考慮します

資格 要普通免許　ブランクOK 
社会福祉士もしくは社会福祉主事の 
資格をお持ちの方優遇

待遇 賞与年2回　交通費全額支給 
車通勤可(無料駐車場有)　社会保険完備 
資格･休日出勤･皆勤･住宅･扶養手当 
産休･育休制度取得実績あり 
退職金制度あり

応募 まずはお気軽にご連絡ください｡
【職場情報】
事業 介護老人保健施設 

《担当から》 
◆楽しく働きたい！ 
◆経験を活かしたい！ 
◆再チャレンジしてみたい！ 
◆近所で働きたい！ 
動機はなんでもOK！ 
上記に当てはまる方､まずはお話しましょう｡ 
 
《ＵＲＬ》https://www.koukyukai.jp/

003-1450873

はるのケアセンター
医療法人社団　光久会
A053-989-1500／090-6592-4654(遠藤)
浜松市天竜区春野町気田776-5

磐田市見付 yyyFmn
71保育園での保育業務

7月給17万9500円～(短大・専門卒) \

子どもたちの笑顔あふれる当園で 
一緒に楽しく働きませんか？ 

子育てママ在籍"ブランクある方歓迎 
アットホームな雰囲気の職場です☆
仕事 保育業務全般をお願いします。 

「健康でありのびのびあそべる子」 
を保育の目標としている当園。 
全部で30名程のスタッフがおりますが､ 
園長･主任含めて対等にみんなで意見を 
出し合えるのが自慢の職場です♪

【募集情報】
時間 7:00～19:00内で8時間勤務 

※1固定時間勤務・短時間勤務もOK
休日 土曜･日曜･祝日※月に1･2回､土曜出勤有 

年次有給休暇(入社半年後から10日～)
給与 7月給17万9500円～(短大・専門卒) 

　月給18万9500円～(四大卒) 
1時給1050円～　※年齢・経験による

資格 要保育士資格
待遇 交通費規定支給　車通勤OK(無料Rあり) 

扶養手当　特別手当　住宅手当　社保完 
7昇給有(毎年) 
　賞与有(実績:年4.5ヶ月分支給) 
　福祉医療機構による退職金制度有

【職場情報】
事業 保育園

003-1443350

いずみ第三保育園
A0538-39-1050　担当／佐々木
磐田市見付5018-5

MEGAドンキ三方原店近く yykn
1喫茶コーナーの運営と送迎業務

時給900円～時給1000円

幅広い年代のスタッフが性別を 
問わず活躍中です♪

仕事 施設内の喫茶コーナーでコーヒーや紅茶
等の飲み物の提供をお任せします｡朝･夕
には1時間程度利用者様の送迎業務も担当
します｡運転する車両はワゴンタイプの 
自家用車なので普通免許(AT)でOKです。

【募集情報】
時間 8:00～17:00頃(休憩あり) 

※朝/夕の90分程度は送迎を行います 
※出勤曜日は応相談 
※朝/夕の送迎のみの勤務も応相談 
※喫茶コーナーのみ9:00～13:00までの 
　4時間勤務も応相談

資格 送迎業務をする方は要普免(AT限定可) 
男女不問　経験､年齢不問

待遇 各種保険有(日数･時間による) 
C規定　昇給有　資格手当有

応募 施設見学も対応可能｡応募時に相談下さい
【職場情報】
事業 介護福祉施設･デイサービス
《担当から》 
ブランクのあった方や､定年退職後の方も 
多数活躍中です｡コーヒーがお好きな方 
大歓迎♪メニューはドリンク類のみです。

003-1453055

聖隷ケアセンター初生
社会福祉法人聖隷福祉事業団
A053-414-0333 担当：飛田
浜松市北区初生町1095-1

☆職場見学☆
随時受付中～♪

｠未経験や無資格の方でも、まずは
イチから丁寧に教えています♪

最初から
一人で全てをお任せする事は
ありませんのでご安心ください♪

東区西ヶ崎町 yykn
1少人数のグループホームでのサポー
トスタッフ

時給930円～★経験や能力を考慮します

男子棟or女子棟での生活見守り 
サポートなど◆難しい仕事はナシ！ 
異業種や介護業界からの転職者も多数

活躍中
仕事 男性・女性の各棟での利用者さんの 

日常生活をサポート(見守り)するお仕事
です。 
▼主な仕事内容は… 
・調理、室内の掃除など 
・食事などの見守り 
　レクリエーションのサポートなど 
※感染症対策はしっかり行っています!!

【募集情報】
時間 ①6:00～10:00 

②15:00～21:00 
③21:00～翌6:00 
★上記時間帯で相談可能 
★勤務日数等お気軽に相談ください！ 

休日 週休2日制(シフト制) 
年間休日130日 

給与 時給930円～ 
③深夜割増有 
★経験や能力を考慮します 

勤務地 東区西ヶ崎町935-1(オーシャン)
資格 未経験・無資格OK！ 

人の役に立ちたい方やお世話をすること
が好きな方歓迎です！ 
教員、幼稚園教論、社会福祉士 
精神保健福祉士の資格ある方歓迎

待遇 通勤手当 

【職場情報】
事業 障害のある幼児の保育、学童保育、 

1日作業所、グループホーム

002-3536988

笠井共生活動センタ－
A053-570-7710　担当／オカダ
浜松市東区笠井町115
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浜松市東区和田町･大蒲町 yyykmn
1①住宅スタッフ　②厨房スタッフ

①時給920円～ ②時給900円～

雰囲気◎スタッフの仲の良い職場- 
残業ナシ"週1日～OKで融通バツグン
仕事 ①日勤/入居者様の部屋の掃除･配膳 

　夜勤/入居屋様の配膳･就寝介助 
②入居様22,23名様分の食事の盛付け

【募集情報】
時間 ①日勤/7:00～16:00 夜勤/16:00～翌9:00 

　※日勤/夜勤で希望ご相談ください 
②13:00～19:30で前後応相談 
　週1日～勤務OK！希望シフト考慮

勤務地 アモーレ和田(東区和田町331-1) 
アモーレ大蒲(東区大蒲町115-10)

資格 年齢不問 60歳以上のシニアの方も歓迎 
ブランクある方歓迎 無資格･未経験OK

待遇 昇給有 賞与年2回有(業績による) 
家族手当有 WワークOK 年次有給休暇 
車･バイク通勤可(無料駐車場完備) 
交通費規定支給 制服貸与 
試用期間1～3ヶ月有(条件変わらず) 
各種資格取得費用全額会社負担 
社会保険完備 健康診断費用負担 
①夜勤手当1回につき3000円 深夜割増有

応募 『DOMOを見ました』とお気軽にA下さい
【職場情報】
事業 高齢者向け住宅及びデイサービスの運営

003-1452809

アモーレ和田・アモーレ大蒲
株式会社レインボーハウス
A053-462-6601 アモーレ和田/黒木
浜松市東区和田町331-1

西見寺入口^から]1～2分 yyymnE
7①日勤のみの看護助手(ヘルパー)　 
　②看護助手(ヘルパー/夜勤あり）

月給①16万1370円②17万9300円＋各種手当

『未経験からがんばりたい』 
*年間休日124日＆完全週休2日制* 
残業も月平均１時間程度です！ 

日勤のみ(A.B.C)の募集もあります+

【募集情報】
時間 A. 8:15～17:00　B.7:00～16:00 

C. 8:15～19:00　D.5:00～14:00 
E.14:00～23:00 
①[日勤のみ] A～C 
②A～Eの中でシフト制　 
　※DもしくはEの勤務が月4回程度あり

休日 完全週休2日制(勤務表による) 
夏季・冬季休暇

資格 未経験者歓迎　ブランクある方歓迎
待遇 交通費規定支給　制服貸与 

各種手当有　社会保険完備 
福利厚生等　試用期間3ヶ月有 
研修支援制度有(費用は全額当院負担)

応募 まずはお気軽にご連絡下さい。
【職場情報】
事業 内科・人工透析
《担当から》 
まずは院内見学にいらっしゃいませんか？ 
職場の空気を感じながら、担当者から詳しい
業務内容や条件の説明をさせて頂きます。

003-1452398

志都呂クリニック
医療法人社団三宝会
A053-448-8188 A金丸・神谷・小宮山
〒432-8067　浜松市西区西鴨江町621

*3職種で新規募集*
 
《おすすめポイント》
・夕方迄の勤務で無理なく働ける！
・未経験OK！
・②③嬉しい土日休み！
・③午後のみの勤務もOK！
 
★職場見学OK★
お気軽にお問合せください◎

浜松市中区曳馬 yyykmn
1①調理スタッフ　②介護スタッフ 
　③看護師

①時給900円　②時給950円　③時給1300円

＼調理･介護･看護師 新規募集／ 
①②未経験OK!丁寧に教えます◎ 
③経験を活かして働けます! 
幅広い年代の方活躍中+

仕事 ①利用者様の夕食の調理･買い出し･ 
　洗い物など､調理業務全般 
　※18食程度の調理です｡ 
　食事後の片付けはありません。 
②利用者様のトイレ､食事介助､ 
　お昼寝の誘導､お話など 
③利用者様の身の回りのお世話､ 
　トイレ･食事介助などの看護業務

【募集情報】
時間 ①13:00～17:00 

　※1日2～3h､週2日～OK 
②9:00～16:00　 
　※週3～OK 
③8:45～16:15 
　※午後のみ(12:45～16:15)もOK 
　※出勤日数は相談OK

休日 ②③土･日曜日
勤務地 ①まなハウス　②オリーブの家 

③デイサービスのあ
資格 未経験者歓迎　年齢不問 

③有資格者　経験者歓迎
待遇 交通費規定支給　社会保険完備 

車通勤OK　試用期間3ヶ月
応募 まずはお気軽にお電話ください｡

【職場情報】
事業 小規模多機能型居住介護､デイサービス 

有料老人ホーム､居宅介護支援事業所 

《担当から》まなハウスでは､3つ(通所､ 
訪問介護､宿泊ショートステイ)のサービスを 
自由に組み合わせ､一人ひとりのニーズに 
合わせた介護を行っています｡

003-1450878

まなハウス
A053-466-5634　担当／臼井
浜松市中区曳馬3-39-22

西友近く(東区有玉南町) zyyukn
7職業指導員

月給15万5000円～

実務経験がなくても大丈夫♪ 
経験者は優遇します♪ 

役に立つ仕事を希望している方の 
応募をお待ちしております！

仕事 利用者様の日常生活における困りごとの
相談に応じ､社会人生活が送れるように支
援します。また､利用者様の心身状態を把
握し､サービス管理責任者への報告業務も
あります｡仕事は徐々に覚えてもらえれば
大丈夫です｡

【募集情報】
時間 8:30～16:30(休憩あり)　
休日 日曜・土曜(年に数回､土曜勤務あり) 

※月22日勤務
資格 要普通免許　経験不問
待遇 昇給有　賞与有　社会保険完備 

交通費規定支給　各種手当あり 
車通勤可　経験者は優遇します 
研修期間1ヶ月有(同条件)

応募 電話連絡後､履歴書(B付)持参下さい｡ 
不明な点がございましたら､ 
お気軽にお問い合わせ下さい｡ 
体験入社制度あります｡

【職場情報】
事業 障がい者福祉施設

003-1450725

就労継続支援A型事業所　カラフル
株式会社ハーモニー
A053-478-7032　担当／鈴木
浜松市東区有玉南町2378-1

イオン袋井店からすぐ yyyFmn
701小規模認可保育園での保育士

7月給16万1000円 01時給950円以上

　勤務開始日は相談ＯＫ" 
 正社員･アルバイト･パート同時募集 
～保育士さん同士が助け合える　　　 
　　　　　　働きやすい職場です+～
仕事 ＜保育士業務全般＞ 

すまいる保育園は0～2歳児を､定員19名 
預かる小規模認可保育園です｡

【募集情報】
時間 77:30～18:30の間で実働8時間 

　※残業･持ち帰りはありません 
017:30～18:30 
　　※週3日から､1日5時間で応相談

休日 週休2日(土日) 
※土曜保育がある場合は振替休日として 
　平日休みになります｡ 
その他祝日･ＧＷ･夏季･年末年始休暇有

給与 7月給16万1000円＋業務手当2万円/月＋ 
　資格手当3000円/月＋処遇手当 
01時給950円以上

資格 要保育士免許 
子育て支援員をお持ちの方も可

待遇 昇給制度あり 交通費規定支給 
車通勤可 7賞与年2回

応募 電話連絡後､履歴書持参ください
【職場情報】
事業 小規模認可保育園

003-1452806

すまいる保育園
A0538-48-6635　担当／清水
静岡県袋井市上山梨1583-2

★歯科衛生士募集★
実務未経験､ブランクOK！

働きながら､さらに知識･技術を
身につけることができます！
◎遠州病院駅近くで通勤便利
◎車通勤OK＆交通費支給
◎週1～2日OK､曜日･時間応相談
◎急なお休み対応OK
感染予防対策をしっかり行って
いるので､安心して働けます！

県総合庁舎近く xyydmn
1歯科衛生士

時給1260円以上

＼扶養控除内での勤務もOK♪／ 
短時間勤務で､家事･育児との両立◎ 
通勤便利な街中＆車通勤・交通費有☆ 
≪ 職場見学もお気軽にどうぞ ≫
仕事 診療補助および保健指導など 

※5名のパート歯科衛生士さん活躍中
【募集情報】
時間 9:00～13:00／14:30～18:30 

※上記時間内で時間･曜日は応相談 
※週1～2日からOK 
※勤務開始日応相談 
※学校行事やお子様の急病等､対応OK

休日 日曜､祝日､木曜･土曜の午後は休診
資格 歯科衛生士免許　※ブランクOK
待遇 交通費規定支給　車通勤OK(駐車場有) 

制服貸与　雇用保険･労災保険
応募 電話または右記QRコードよりWEBからご応

募下さい｡ 
面接時は､履歴書(B貼)持参下さい｡

【職場情報】
事業 歯科･口腔外科クリニック
《担当から》 
30代～50代までの幅広い年代が活躍中です｡ 
久々の職場復帰の方も､丁寧に指導･サポート
しますのでご安心下さい｡

003-1452810

みやじま歯科クリニック
A053-413-2233　採用担当

浜松市中区中央1-15-16 
グランドメゾン浜松1F
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浜松市東区和田町･大蒲町 yyykmn
71デイサービスでの介護職員

7月収例19万8000円～ 1時給920～1100円

雰囲気◎スタッフの仲の良い職場-
仕事 入浴･食事·排泄補助など介助業務全般

【募集情報】
時間 78:00～17:00　※残業なし 

18:00～17:00内で4時間～応相談 
　週1日～勤務OK！希望シフト考慮

休日 7土日どちらか含む週休制の月9日休み
給与 7月給16万円～＋資格手当＋処遇改善 

　※経験・能力に合わせて月給相談可能 
1時給920円～1100円＋処遇改善

勤務地 アモーレ和田(東区和田町331-1) 
アモーレ大蒲(東区大蒲町115-10)

資格 年齢不問　60歳以上のシニアの方も歓迎 
ブランクある方歓迎　無資格･未経験OK 
7デイサービスの経験者・介護福祉士を 
　お持ちの方､給与面を優遇致します

待遇 昇給有 賞与年2回有(業績による)  
家族手当有 WワークOK 年次有給休暇 
車･バイク通勤可(無料駐車場完備) 
交通費規定 制服貸与 健康診断費用負担 
各種資格取得費用全額会社負担 社保完 
試用期間1～3ヶ月有(条件変わらず)

応募 『DOMOを見ました』とお気軽にA下さい
【職場情報】
事業 高齢者向け住宅及びデイサービスの運営

003-1452811

アモーレ和田・アモーレ大蒲
株式会社レインボーハウス
A053-462-6601 アモーレ和田/黒木
浜松市東区和田町331-1

「領家」バス停から]3分 yn
7歯科衛生士

月給23万円以上

☆4月頃から勤務のお仕事☆ 
勤務開始日相談に応じます！ 

明るい雰囲気が自慢の職場です♪
仕事 当医院はチームワークを大切にしており 

入社後も親切な先輩や院長がしっかり 
フォローしますので安心してください♪

【募集情報】
時間 9:00～18:30(実働7.5h) 

土曜8:30～13:00
休日 週休2日半(日曜＋他1日＋半日休) 

※祝日のある週は3日半お休みです。 
夏季(7日)・冬季(7日)

資格 歯科衛生士資格所持者 
※ブランクがある方も大歓迎

待遇 昇給有(2022年4月1万円) 
賞与年2回　交通費全額支給　制服貸与 
雇用･労災保険　歯科医師国保

応募 電話連絡後、履歴書持参下さい。
【職場情報】
事業 歯科医院
《担当から》 
診療室と受付のエアコンをコロナウイルス 
対策仕様の最新型に交換。消毒コーナー 
には感染対策のため、新たに最新型の 
器財自動洗浄機を設置。オートクレープも 
新仕様に交換。働く環境整えています♪

003-1452812

山本歯科クリニック
A053-465-6510　担当／山本
浜松市南区参野町156-4

★「浜松一」職員が★
☆輝く施設を目指す☆
浜松市に5つの高齢者
施設を展開する七恵会
■お休み■手当■研修
など働き易さも充実♪

 
↓こちらからも応募できます↓

浜松市 yyykmn
①7介護 ②1理学療法士･作業療法士 
③7ケアマネージャー ④7相談員

①月給22万円～31万3000円(一律手当含む)

【募集情報】
時間 ①A.7:00～16:00､9:00～18:00､9:30～ 

　　18:30､12:00～21:00､17:00～翌9:00 
　B.7:00～16:00､12:30～21:30､ 
　　21:30～翌7:30 
　C.7:00～16:00､12:00～21:30､ 
　　21:00～翌7:00 
　※シフト制､休憩有､夜勤月4～5回有 
②※A～Cでお選びいただけます。 
　A.10:00～15:00　B.10:30～15:30 
　C.11:00～16:00　※休憩有 
　※週4～5日で応相談 ※短時間勤務L 
③④8:30～17:30

休日 ①月9日※月2日は希望休取得可能 
　※年1回5連休取得可能 
②③土日(週休2日制)※月に1回土又は日 
　勤務あり(代休あり)長期休暇有 
7年間休日113日

給与 ②時給1500円　③月給20万3000円～26万
5000円　④月給22万4000円～月給28万円

勤務地 ①A.長上苑(東区中田町584) 
①B.②第ニ長上苑(東区中田町590) 
①C.④浜松中央長上苑(中区中島2-7-1) 
③浜松中央長上苑ケアプランセンター

資格 ①資格･経験不問　②理学療法士又は作業 
療法士､3年以上の経験者　③要介護支援
専門員資格､経験･年齢不問　④要普通免
許､社福士･介福士･社会福祉主事のいずれ
かの資格､特養の相談員1年以上経験者

待遇 車通勤可､交通費規定支給､社会保険完備､ 
賞与年3回(7昨年実績4.1ヶ月)7昇給年1
回､各種資格手当､資格取得支援制度､試用
期間3ヶ月有(同条件)①早番手当(1000円/
回)､遅番手当(2000円/回)､夜勤手当(8000
円/回)②試用期間1ヶ月有(同条件)

【職場情報】
事業 特別養護老人ホーム

002-3519965

社会福祉法人七恵会
☎053-411-5550　担当／増田
浜松市中区中島2-7-1

浜松市東区笠井町 yymn
71相談支援専門員

7月給16万円～※経験・能力を考慮します

★受講資格ある方も歓迎‼★ 
職場見学随時受付中！ 
感染症対策万全！ 

働き方はご相談ください♪
仕事 障害をもつ方が支援サービスにアクセス

するために最初に出会う窓口的なお仕事
をお任せします。 
責任も大きいですが、その分やりがいも
大きいです。

【募集情報】
時間 8:00～17:00(休憩有) 

1上記時間内で時間・曜日は応相談。
休日 土日祝、GW、夏季、年末年始
給与 7月給16万円～ 

　※試用期間(3ヶ月)…時給 930円 
1時給1000円～

勤務地 浜松市東区笠井町115 
(相談支援事業所ゆたか)

資格 相談支援専門員(年数不問) 
★受講資格ある方も大歓迎‼

待遇 C規定　家族手当　R有 
社保完　退職手当　など 

【職場情報】
事業 障害のある幼児の保育、学童保育、1日作

業所、グループホーム

002-3536983

笠井共生活動センタ－
A053-570-7710　担当／オカダ
浜松市東区笠井町115

)主婦さんが多く
活躍している職場)

★夜勤1回1万円$
★小さいお子さんがいる主婦さんも
短い時間で働いています

 
 

*職場見学受付中*
セラピー犬のマロンも待ってます

浜松市西区湖東町 yyykmn
①71介護職員 
②看護師(7特養1デイ)③7ケアマネ

①7月収23万3000円～(各種･夜勤手当含)

)20～80代まで幅広い年代の 
女性が活躍中の職場です) 
-ブランクある方も大歓迎- 

子育てと仕事を両立できる環境です
仕事 ①食事､入浴､排泄の介助､着替え補助等 

②看護業務 
③居宅でのお仕事となります 
　ケアプランの作成やご家族との 
　連絡調整等

【募集情報】
時間 ①77:00～22:00　※実働8h/シフト制 

　＜夜勤＞16:00～翌9:00　※休憩有 
　17:00～22:00　※週2日､1日3h～OK 
②78:30～18:30(実働8h)　※シフト制 
　18:30～16:30　※働き方は応相談 
③8:30～17:30(実働8h) 

休日 7週休2日制▶バースデイ有給取得制度有 

給与 ①7月給21万5000円～34万円 
　1時給920～970円 
②7月給19万5000円～26万円 
　1時給1300円～1500円 
③月給19万5000円～ 

資格 ①未経験者歓迎 
②正･准看護師　③介護支援専門員 
▶関連資格所持者歓迎 

待遇 社保完備　制服貸与　車通勤可　C規定 
昇給制度　資格取得支援 
施設内保育園利用制度　処遇改善手当　 
7賞与有　①夜勤手当(1万円/回)

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 特別養護老人ホーム

003-1441012

特別養護老人ホーム 湖東の杜
A053-486-3586　採用担当／渥美
浜松市西区湖東町1074
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浜松市南区米津町 zyyuFk
7ホームヘルパー　

月給15万円～25万円＋各種手当 \

介護未経験者も歓迎！ 
チームワーク重視の職場◎ 
資格取得支援もあり､ 

キャリアアップが目指せる会社です!
仕事 利用者様のお宅に訪問し､身体介護､ 

家事援助､移動支援､同行支援など､ 
日常生活上の支援をお願いします｡

【募集情報】
時間 8:00～17:00（休憩あり、シフト制）
休日 日曜日＋他希望日(月6～7日シフト制) 

GW･夏季･冬季休暇あり 
※休み等､柔軟に相談に応じます｡

給与 月給15万円～25万円＋その他各種手当有 
※経験･能力考慮

勤務地 南区・中区をメインに浜松市内全域 
※直行直帰OK 
※希望エリアなどご相談ください

資格 初任者研修修了者(ホームヘルパー2級) 
要普通自動車免許 ブランク歓迎 
未経験者歓迎 主婦･主夫歓迎

待遇 社会保険完備 車通勤可 昇給あり  
資格取得支援制度(受講料会社負担)

応募 まずはお気軽にご連絡下さい｡ 

【職場情報】
事業 居宅介護事業所

003-1449660

合同会社 南環境サービス
A053-401-8211　担当／胡屋・古山
浜松市南区米津町232

長泉寺向かい側(小池町) zyyukn
①17保育教諭 
②1保育補助員(無資格)

①1時給970円以上+処遇改善費7下記参照

勤務開始日応相談! 
即日から勤務可能!4月からでもOK! 
資格取得を目指している方も歓迎! 
保育補助員は無資格OKです!

仕事 子どもたちの成長を見守り､ 
支えていく仕事です｡

【募集情報】
時間 18:00～17:00の間で時間･勤務日応相談 

77:00～19:00(実働8hシフト制)
休日 7日曜､祝日､隔週土曜､夏季･冬季休暇有
給与 ①1時給970円以上＋ 

　処遇改善費･月3938円～1万3471円 
　7月給19万428円～21万4512円(処遇改 
　善費･月1万3528円～1万5312円含む) 
②時給920円以上＋ 
　処遇改善費･月3938円～1万3471円

資格 ①有資格者(資格取得を目指している方も
歓迎)､未経験者OK､ブランクある方も歓迎 
②無資格OK

待遇 各種保険完備(勤務時間数による) 
交通費規定支給､車通勤可　7賞与有

応募 TEL後､履歴書(B付)持参下さい｡
【職場情報】
事業 幼保連携型認定こども園
《担当から》家庭のように落ち着いたあたた
かい雰囲気の職場でスタートしませんか！

003-1448288

いずみこども園
A053-434-4411 (お気軽にB下さい)
浜松市東区小池町710

静岡県湖西市太田 yyyFmn
7①施設ケアマネ 
1②介護職

①月給17万3500円以上　②時給900円～

    ～笑顔は相手への思いやり～ 
   浜名湖のほとりの緑豊かな施設で 
      心も豊かに働きませんか？
【募集情報】
時間 ①8:30～17:30(休憩90分) 

②特養･ショートステイ7:00～16:00､9:00
～18:00､11:00～20:00､7:00～20:00デイ
サービス8:15～17:15､8:30～17:30 
※休憩有 ※交代勤務 ※週4日以上勤務

休日 7土日休み☆年間休日114日
給与 7①月給17万3500円以上 

　　賞与4.44ヶ月（前年実績） 
1②時給900円～　☆土日＋50円 
　初任者研修以上 
  (旧ヘルパー2級以上）/920円～ 
　介護福祉士/時給980円～ 
　☆処遇改善交付金…約1万円/月 

待遇 社会保険完備、退職金共済、退職金制度
有、交通費規定支給（上限2万4,500円) 
特定処遇改善金支給有 
7昇給年1回、賞与年2回

応募 電話連絡後、履歴書(写貼)ご持参下さい
【職場情報】
事業 社会福祉法人慈悲庵

002-3525294

特別養護老人ホーム　湖西白萩
A053-573-2000（担当/鈴木）
静岡県湖西市太田450-1

浜松市東区、磐田市 yyymno
71保育士

7月給20万円～27万円(M年数による)\

定員19名･12名のアットホームな 
保育園で働きませんか+ 

週休3日制or週休2日制を選べます"
仕事 企業主導型保育所での子どもの 

身の回りのお世話や遊びを通した 
心身の成長のサポートです｡ 
保育カリキュラムの準備や実施･ 
給食準備･保護者の対応等､ 
保育業務全般をお願いします。

【募集情報】
時間 77:00～19:30の間で①②から選択可 

　※さんくすキッズは18:00まで 
　※1ヵ月単位の変形労働時間制 
　　　(週平均40h以内) 
　①1日実働10H　週休3日制＋他 
　　年間休日161日 
　②1日実働8H　週休2日制＋他 
　　年間休日115日 
17:00～19:30　※1日4h～5.5h(応相談) 
　※さんくすキッズは18:00まで

休日 日曜･祝日を含む週休3日制or週休2日制 
夏季､年末年始､GW休暇あり

給与 7月給20万円～27万円(M年数による) 
18:00～18:00の間　時給1050円 
※71共に 7:00～ 8:00/1H 200円UP 
　　　　　18:00～19:30/1H 500円UP

勤務地 さんくすキッズ(東区下石田町1782-1) 
さんくすピッピ(磐田市宮之一色355)

資格 保育士免許　ブランクある方歓迎
待遇 DHあり 各種社保完 C規定 無料Rあり
応募 下記C又はA迄お電話下さい｡A梅原 

つながらない場合は､下記携帯迄 
連絡下さい｡携帯090-1101-4854 
面接会場：株式会社共立スタッフバンク 
住所：浜松市中区向宿1-8-31

【職場情報】
事業 保育園

003-1445835

さんくすキッズ保育園･さんくすピッピ保育園
C0120-400-247　A053-466-1203
東区下石田町1782-1・磐田市宮之一色355

浜松駅より車で4分 yyyFmn
71歯科助手

7月給20万円から 1時給900円～ \

7未経験でも安心して始められる職場 
1経験者優遇!女性スタッフ活躍中!
仕事 医師の指示のもとで､診察の補助業務 

まずは診察の流れから覚えましょう♪ 
ブランクのある方､経験のある方歓迎！

【募集情報】
時間 平日/711:00～21:00(休憩有) 

　　 1A.11:00～14:00 B.16:00～21:00 
土日/710:00～17:00(休憩有) 
　　 1C.10:00～13:00 D.14:00～17:00 
　※A～Dの時間帯から勤務時間は応相談 
　※週2～3日勤務より応相談 
　※午前のみ､午後のみ 
　　平日のみ､土日のみも大歓迎！

休日 (休診日)水曜日 
7週休2日制:水曜日＋1日(シフト制)

給与 7月給20万円から 
1A.時給900円～ B.時給1000円～ 
　C.時給950円～ D.時給950円～

資格 7経験不問 40歳まで
待遇 制服貸与､車通勤OK(無料R有)､能力に 

応じて昇給有､経験者優遇､早出残業手当 
7賞与有(実績･能力による)

応募 電話連絡後､履歴書(B貼)ご持参下さい｡
【職場情報】
事業 歯科医院

003-1449626

メイ歯科クリニック
A053-443-1185　担当／採用担当
静岡県浜松市南区瓜内町943

浜松市東区安新町、磐田市 yymn
7①正・准看護師　②(訪問)正看護師

月給20万9000円～29万8000円 \

2022年秋､一空園移転改装OPEN!
仕事 ①健康チェック･バイタルチェックなど 

②訪問での健康チェック･医療処置など
【募集情報】
時間 8:30～17:30 ※休憩有
休日 4週8休以上 年間休日120日 

(年間休日112日+計画付与有給+ 
バースデイ休暇+アニバーサリー休暇)

給与 正看護師／月給22万3000円から 
準看護師／月給20万9000円から 
※別途年齢加算あり 
※宅直手当1回 
　(特養2000円｡ケアハウス･訪看1400円) 
①月収例)28万3000円(正看･40歳) 
②月収例)30万円(正看･55歳･宅直10回)

勤務地 ①特養 一空園(東区安新町61-1) 
　ケアハウスあんしんの里(安新町33-1) 
　特養 梅香の里(磐田市下野部363-1) 
②訪問看護ステーション安間(安新町61-1)

資格 正看護師又は准看護師免許　要普免
待遇 賞与(昨年実績4.3ヶ月)　昇給　各種手当 

C規定支給　保育所完備　各種保険完備 
入職祝金3万円(2021年2月28日迄の内定者)

応募 お気軽にお電話ください｡
【職場情報】
事業 介護老人福祉施設

003-1452443

社会福祉法人　八生会
A053-423-1165　担当／花木
浜松市東区安新町61-1
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