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配属営業所により異なる yykn
7バス運転士

月収27万以上可　\

◆◇今なら､祝金１０万円支給◇◆ 
安心の教育プログラムで 
未経験の方も応募可能!! 

まずは会社見学会へお越し下さい♪
【募集情報】
時間 運転時間約6時間30分 

(勤務時間5:00～24:00の間でシフト制)
休日 4勤務1休日のローテーション制
給与 月収27万円以上可 

基本月給18万8700円～20万1200円＋乗務
関連手当他　※保有免許･経験等による

勤務地 県内当社営業所(居住地を考慮して配属)
資格 普通免許(取得後3年以上) 

※未経験の方を養成しています 
※会社負担で大型二種免許取得できます 
　(当社規定による)

待遇 教育制度、社会保険完備、有給休暇、 
育児休職制度、介護休職制度、特別乗車
証、家族乗車証、深夜手当､大型二種免許
取得支援制度、登用制度(監督職、高速バ
ス運転士)、賞与年2回、昇給年1回、退職
金制度、特別休暇、試用期間有 
【試用期間終了後、祝金10万円支給】 
※詳細や各種規定は会社見学会などで　
　ご確認ください。

応募 まずはお問合わせもしくは 
会社見学会にお越しください

【職場情報】
事業 乗合バス事業・貸切バス事業
《ＵＲＬ》www.justline.co.jp/lp 
【会社見学会】※要予約 
・11月14日(土)10:00～、13:00～ 
　場所／西久保営業所(清水区高橋町2187-6) 
・11月19日(木)19:00～ 
　場所／相良営業所(牧之原市菅ケ谷1026-1) 
・11月24日(火)19:00～ 
　場所／丸子営業所(駿河区丸子4-2-60)

002-3378478

しずてつジャストライン株式会社
A054-267-5153 (平日9:00～18:00)
〒420-0822 静岡市葵区宮前町28
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女性ドライバー
　活躍中！　
■転職者大歓迎■

 
安心の待遇で働きやすさ抜群‼

能力・頑張りは
しっかり評価します。

ブランクあってもOK
未経験からのスタートOK
やる気のある方
大歓迎です‼

大手企業＆大手取引先で
先を見据えて働ける!!

富士市南松野 yyykmn
74ｔドライバー

月給28万3000円～\

腰を据えて働こう$ 
未経験者大歓迎$ 

資格を活かして働ける職場♪ 
職場見学もOKです$

仕事 4tトラックで製品をチルド工場・パン 
工場から配送センターへ持っていく仕事
です。基本的には各工場～センター間と
運送ルート(配送地域：富士、浜松、山梨
)が決まっているので、ご安心下さい。

【募集情報】
時間 24h内で当社運行表による
休日 月7～8日(ローテーション制)
給与 月給28万3000円から 

※試用期間1ヶ月/時給1000円(深夜割増有)
勤務地 富士川営業所/富士市南松野2215-1
資格 中型免許　未経験者歓迎
待遇 交通費規定内支給　車通勤可 

社会保険完備　試用期間1ヶ月程度有 
中型免許資格取得支援制度有

応募 電話連絡後、履歴書持参下さい。
【職場情報】
事業 配送及び仕分け業務
《担当から》経験が無くても心配無し、時間
をかけてわかりやすく、親切丁寧に指導して
いるのでご安心を！不安があれば先ずは一度
お問合せ下さい！

002-3366962

株式会社ベストランス
A0545-67-3267(久沢営業所)
富士市久沢187-1

富士川
10号線

至
富
士
川
橋

当社

駐在所

ポテト松野店
GS

アプリイ
富士川

新
東
名
高
速

＜女性ドライバー活躍中！＞
 
★未経験や異業種からの転職も多数！
　(前職例)サービス業､接客業など
 
★研修や教育制度が充実していて
　安心感がありますよ♪♪
 

◎週休2日制です◎

御殿場市神場 yyykmn
7キャリアカー運転士 
(①トレーラー②大型③4t中型)

①月給25万～40万円以上 ②③\

*女性ドライバー活躍中* 
ママさんドライバーも 

やりがいを持って働いています" 
未経験でも丁寧に指導します+

【募集情報】
時間 ①6:00～17:00　19:00～翌5:00 

②③6:00～17:00 
※休憩有

休日 週休2日制※働き方応相談 
夏季･冬季･GW※年間休日105日

給与 ①月給25万～40万円以上 
②月給25万～30万円以上 
③月給20万～25万円 
※業績により変動致します

資格 未経験者・経験者共に大歓迎 
大型免許所有者尚歓迎 
③普通免許(平成19年6月以降取得の方は
中型免許)

待遇 社会保険完備　昇給有　賞与年2回 
交通費規定支給　車通勤OK 
資格取得支援制度有　退職金制度有 
研修3ヶ月間有　有給休暇有 
住宅手当　無事故手当

【職場情報】
事業 運輸業

004-0998232

日本陸送株式会社
A0550-80-3900　担当／立野

御殿場市神場2-7 
(トヨタ輸送㈱御殿場ターミナル内)
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沼津市原町中 zyyukn
7①2･3tドライバー(近距離) 
②大型ドライバー(中距離)

①月給18万円～26万円　②\

*20～50代まで幅広く活躍中* 
15時までのオシゴト!早上がりも可! 
免許さえあれば未経験でもOK◎

仕事 ①御殿場方面を中心とした､企業･店舗 
　向け中心の宅配業務。 
②関東方面を中心とした､書類関係､ 
　機械部品等の配送業務。

【募集情報】
時間 ①5:00～15:00(休2h) 

☆早い日は13時に終わる日も有 
②3:00～15:00(休憩有)

休日 ①月7～8日(週1～2日) 
土､日､月の中でローテーション 
GW､夏季､年末年始 
②日曜、他会社カレンダーによる

給与 ①月給18万円～26万円 
※試用期間1ヶ月は日給8000円～(短縮有) 
②月給25万円～35万円

資格 ①要中型免許(平成19年前取得者､普通免
許) フォークリフトあれば尚可 
②大型免許 フォークリフト免許必須

待遇 社保完､C規定､制服貸与､退職金制度有 
(勤続5年)､D年1回･H年2回(業･能) 
家族･残業手当､資格支援制度有

【職場情報】
事業 一般貨物運送業　

004-0997919

杉山運送　株式会社
A055-966-0901　担当／杉山･西中
沼津市原町中2-14-25　杉山ビル3階

～創業50年以上の安定企業～

トラック運転経験不問
4tトラックを運転できる
免許があればＯＫ♪

 

20～50代の幅広い
世代の男性活躍中！
●研修充実
●有休取得率100％
●各種手当多数

 
チーム内で配送を協力し合うなど、
働きやすい環境が魅力の会社です♪

御殿場市 xyybmn
74tドライバー･構内作業(フォーク 
リフト)･配送等

月給26万円～(一律手当含む)　\

◆昭和40年設立の安定企業◆ 
幅広い年齢層のスタッフが活躍中♪ 
☆居心地の良い職場環境が魅力です☆ 
NETで詳細掲載中！WEB応募も受付OK♪
仕事 ルート配送のお仕事!! 

(印刷物関連の引き取り､横持ち､納品等) 
渋滞で時間の遅れが生じた時は、社内で
配送の協力をするなど、チームワークの
良い環境が自慢です♪

【募集情報】
時間 ①8:30～23:00　②8:00～20:00 

③8:00～17:00 
※①②③のローテーション制 
※実働8h、残業発生時には残業代支給。 
※移動の間は最寄りまで高速道路を使用

休日 日曜祝日　※土曜日はローテ―ション制
給与 月給26万円～(一律手当含む) 

※試用期間1～3ヶ月のみ時給1000円U有
資格 学歴不問 

普通免許以上 
※4t車の運転が出来る免許であればOK!! 
フォークリフト免許ある方歓迎 
※取得支援があるので､無くてもOK♪

待遇 免許取得支援あり 
(取得費用を全額負担！※規定あり) 
社会保険完備　全拠点Gマーク取得 
永年勤続表彰　同乗研修あり　昇給年1回 
賞与あり(業績による)　豊富な手当あり 
季節休暇あり　有給休暇あり 
車･バイク通勤OK(社内規定あり) 
交通費全額支給※規定に基づき､ガソリン 
代も支給！(社内計算係数式による)

【職場情報】
事業 印刷物･印刷用紙関連の引き取り､横持ち､ 

納品､ルート配送など

042-0443435

株式会社金羊社ロジテム 御殿場営業所
A080-6657-2866　担当/加藤

〒412-0047 
御殿場市神場2-1

沼津市西島町 yyymnE
7タンクローリードライバー 
（長距離輸送経験者歓迎）

月給28万～40万円以上(一律手当含む)

**牽引免許･危険物免許をお持ちの 
実務経験者を優遇します** 

社員やその周りに幸せを還元する 
企業を目指しています"

仕事 長距離輸送経験者歓迎" 
配送は静岡県内､山梨県､長野県､ 
神奈川県､愛知県｡ 
2～3か月の同乗研修有"独り立ち 
出来るまで教育するので安心ですよ☆

【募集情報】
時間 4:00～18:00の間(実働8h）※残業有り
休日 日曜＋その他シフト制(年間カレンダー)
資格 大型免許必須､第四類危険物(丙種でも可) 

牽引免許所持者歓迎
待遇 経験者優遇 車通勤可 C規定 転勤なし 

各種保険完備 退職金制度※勤続5年以上 
★健康診断年2回(費用会社負担) 
★有給休暇制度(希望日取得実績あり) 
★昇給有り ★賞与年2回※業績による 
★家族手当 ★マーク車手当 ★会議手当 
★無事故手当 ★休日手当 
★試用期間最長3ヶ月(能力による) 
★試用期間中の資格取得支援制度有 
60歳の定年制 65歳迄の再雇用制度あり

【職場情報】
事業 石油製品の配送

004-0999568

株式会社エフ・ライン
A055-932-7198 A遠藤 DOMONET24H受付
沼津市西島町12-16

沼津市東椎路 zyyumn
72tルート配送ドライバー\

月収24万円～28万円\

『1968年創立の安定企業』 
)*国内外40以上の拠点を展開*) 

普通免許(MT)があればOK◎
仕事 2t平車にて設備･住器･建材のルート配送 

大手メーカー商品をはじめとする内装 
建材や外壁材を配送していただきます｡ 
未経験の方も､先輩スタッフが丁寧に 
指導しますのでご安心ください｡

【募集情報】
時間 4:00～13:00(月20h程残業有､休憩有) 

4:00～10:30(土曜日)
休日 日･祝､夏季･年末年始･GW(年間100日) 

※土は会社カレンダーによる(基本隔週)
給与 ☆月収24万円～28万円 

月給20万～22万円＋手当
資格 [未経]要普免許MT､44歳迄(省令3号のイ) 

[経]フォーク技能者尚可
待遇 社保完､昇給有､賞与年2回､車通勤可 

C規定､残業手当､制服貸与､定年制60歳 
退職金共済(3年後) 
☆有給希望日取得実績 ☆残業手当 
☆資格取得支援 ☆資格手当 ☆各種表彰 
☆運行手当 ☆精勤手当 ☆家族手当 
☆スマートフォン貸与

【職場情報】
事業 運送業

004-0998208

株式会社ＮＢＳロジソル
A055-925-1790
沼津市東椎路650-6

静岡県自動車
学校沼津校

沼津
市立病院

県自入口

東椎路東

当社

県道22号

OAナガシマ
沼津本店

市立病院南

R1沼津バイパス

異業種・他業種からの
転職者大歓迎です"
☆地域に必要とされるお仕事☆

 
だから、子供が小さいうちから

親元を離れるまで…
長く働き続けることができます

20～50代男女活躍中

新聞屋さん
のイメージが変わります

 
◎お休みもしっかり取れます
◎定着率が自慢です
◎ご家庭やプライベートとも
　両立しやすいです

沼津市内･清水町 zyyukE
7①新聞の配達・集金・営業 
0②夕刊の配達

①月給21万円～36万円＋報奨金有　\

◇安心･安定◇定着率が自慢の会社" 
異業種から転職･ブランクある方歓迎 
社員を大切にする家庭的な会社だから 
安心して長期働ける環境ですよ♪
仕事 ①沼津地域への新聞配達､ 

　月末(月初)の集金や営業等。 
　※区域の広さ、部数で 
　　お給与の額が変わります。 
②夕刊のみの配達・新聞に折り込み 
　チラシを入れる作業等。

【募集情報】
時間 ①朝刊/2:00～5:00 夕刊/14:00～17:00 

※担当エリア･部数により若干変動有 
※慣れてきたら自分のペースで出来ます 
②13:30～17:00の間で応相談 
※週4日～OK 

休日 ①週1日(シフト)＋特別休暇有 
　日･祝日午後 
②シフト週休制＋日曜日(相談可) 

給与 ①月給21万円～36万円＋報奨金(毎月有) 
　※担当区域により異なる 
②時給1000円～＋別途手当 

勤務地 大手町本店､他沼津市･清水町4支店
資格 未経験者歓迎　要原付免許　年齢不問 

待遇 制服貸与　交通費規定支給　その他手当 
試用期間3ヶ月(給与等､待遇は同じです) 
7賞与年2回(8月に特別賞与有) 
　社会保険完備　他手当有 

応募 まずはお気軽にお電話ください｡ 
(受付)月～土/9～17時　担当/高野･西岡

【職場情報】
事業 新聞販売店

004-0999608

有限会社 佐野新聞店
C0120-89-2112　A055-962-2112
(本店)沼津市大手町4-3-15
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沼津市立病院より徒歩3分 zyyukm
01教習生の送迎バススタッフ

時給1000円

★★経験や資格を活かせる仕事★★ 
特に夕方以降できる方急募$ 

20～60代までの幅広い年代活躍中◎ 
本業とのかけもちも可能です｡

仕事 教習生の送迎をお願いします｡ 
マイクロバスで沼津市内を中心に､ 
富士～三島間を運行します｡

【募集情報】
時間 7:00～22:00の間でシフト制 

※繁忙期は残業有 
※特に夕方以降できる方歓迎

休日 月9日程度(不定休)､年末年始
給与 時給1000円
勤務地 静岡県自動車学校 沼津校
期間 長期
資格 経験不問　Ｗワーク､フリーター歓迎 

中型免許(8t限定は応相談) 
準中型免許5t所持者も応相談

待遇 車通勤可　駐車場有　社会保険完備
応募 まずはお気軽にお問い合わせください｡ 

24時間､ネット応募も受付中です！
【職場情報】
事業 静岡県自動車学校(県内4校)･ 

専門学校静岡工科自動車大学校の経営
《ＵＲＬ》https://www.ksjg.com

002-3374640

静岡県自動車学校 沼津校
学校法人静岡自動車学園
A055-921-7171　採用担当／渡邉･加藤
沼津市東椎路419-1

しまむら御殿場店より]5分 zyyumE
74t中型ウィングドライバー

月収26万円～27万円可能　\

★急募"経験者歓迎します"★ 
日曜休み"土曜も隔週休み" 

)社会保険完備と充実の待遇で安心) 
～ネットでも掲載中､WEB応募も可～
仕事 富士～関東･中京エリアへの定期輸送｡ 

運ぶものは､主にペットシーツ等を運んで
いただきます｡ 
※基本は1ヶ所おろしで多くても数件。 
※決ったルートで全線高速道路使用OK 
※手積み･手卸しですが､重くないので 
　身体への負担も少な目です。

【募集情報】
時間 24時間内で当社運行スケジュールによる 

(実働8h､休憩有)
休日 日曜､隔週土曜､GW､夏季､年末年始
給与 基本月給10万円＋歩合給＋各種手当 

※月収26万円～27万円
資格 要中型免許 

フォークリフト免許尚可 
経験者歓迎(ブランクある方もOK)

待遇 社会保険完備 賞与有 車通勤可 
制服貸与 無事故手当 家族手当 
皆勤手当 資格手当

応募 連絡後､履歴書(B貼)持参ください
【職場情報】
事業 一般貨物運送業

004-0998371

有限会社 ロードライン南
A0550-82-5472　担当/南
御殿場市東田中2-19-12

複数名の大募集
●配送未経験者歓迎
●キレイな車両貸出有
●持出し金0スタート可能
業界内でも珍しい

充実の厚待遇

★★月収例★★
 

単価179円､20日稼働の場合

80個…月収28万6400円
単価179円､22日稼働の場合

100個…月収39万3800円
単価179円､25日稼働の場合

150個…月収67万1250円

御殿場市内､静岡市内 zyyuHk
5固定エリアでの宅配スタッフ

完全出来高制（単価175～185円／個）

★★新規事業所立ち上げの為､ 
新規スタッフ複数名大募集★★ 

希望収入に応じて配達個数をご提案$ 
安定的な仕事量を提供します｡

業務 御殿場市内､静岡市内にて､個人宅への 
配達をお願いします｡慣れるまでは 
先輩と同行しながら教えていきます｡ 
◆配送エリアは市内の一部です｡ 
◆あなたの希望収入に応じて配達個数を 
ご提案しますのでお気軽に相談下さい！ 

【募集情報】
時間 9:00～20:00の間 

※休憩は自由 
※終了時間は案件によって変動有

収入 完全歩合制　単価175～185円／個 
※案件､配達エリアによって変動有

資格 未経験者大歓迎 
性別･年齢不問 
要普通免許(AT限定可)

待遇 委託配送の経験者は優遇
負担金 配達時のガソリン代は自己負担 

車の貸出有の場合(2万円/月) 
※車持ち込みの場合は負担金なし

応募 お気軽にお電話ください｡ 
24時間､DOMONETでも受付中です！ 

【職場情報】
事業 軽貨物運送業 

《担当から》 
配達初心者大歓迎です！ 
男性､女性問わず活躍できます！ 
稼ぐコツは「●●万円稼ぐ！」といった 
具体的な目標をもつこと♪ 
頑張れば頑張った分だけ収入UPできます｡ 
勤務開始日等も相談くださいね｡

002-3375026

株式会社静岡配送
A080-5164-7000　採用担当まで
静岡県静岡市葵区北安東5-24-16-6

R246菅沼交差点～車で4分 yyykmn
7近距離大型ダンプドライバー\

月給23万～35万円※経験・能力による

《大型免許お持ちの方大歓迎》 
残業ほとんどナシ!近距離運転です 
安定した仕事量♪学歴・年齢不問!
仕事 道路工事や建設事業に携わるお仕事で、

静岡県東部を中心に砕石・土砂・ 
アスファルト合材等を運搬しています。 
※経験・資格問わず大歓迎です 
※最初は先輩スタッフが同乗します

【募集情報】
時間 8:00～17:00(休憩有) 

※基本日勤の勤務ですが、月に数回夜勤 
　がある場合もあります。 
※残業はほとんどなく、日勤であれば 
　17時には終わります。

休日 日曜　GW・夏季・年末年始
資格 要普通自動車免許 

大型自動車免許お持ちの方歓迎 
未経験者歓迎　学歴不問

待遇 車通勤OK　試用期間有　交通費規定支給 
重機の運転ができる方優遇　 
家族手当有　住宅手当有　夜勤手当有

応募 下記または、出ない場合は携帯へご連絡
ください。A090-4866-7349 

【職場情報】
事業 産業廃棄物収集運搬業、土木工事業

004-0996733

有限会社マルケイ産業
A0550-78-0647　担当／勝又
駿東郡小山町棚頭1200

裾野駅より車で5分 zyyumo
7ドライバー(中型3t･6t､大型10t)

平均月収30万円～40万円程度 　\

昭和41年創業の安定企業☆ 
◇「居心地が良い」そんな職場です◇ 
安定した給与と待遇で待ってます$
仕事 エリアは主に県内東部地域です。 

長距離ではありませんので、毎日家に帰
れます！同乗研修もあるので安心です。 
※20代～60代活躍中！

【募集情報】
時間 24h内で実働8h  

※勤務例／7:30～17:00など
休日 日曜　※GW､夏季､年末年始休暇有
給与 日給9000円以上＋諸手当 

※経験・能力による 
※見習い期間最長3ヶ月有 
　日給8000円～8500円 
※詳細は面談にて

資格 年齢・男女不問 
中型･大型免許・フォークリフト免許 
重機運搬経験ある方尚可 
※資格取得支援も有｡免許ない方応相談

待遇 社会保険完備　車通勤可　制服支給 
お弁当有　休憩室完備 
各種手当有(残業･皆勤･休日･通勤) 
売上手当3～5万円(売上による)

【職場情報】
事業 一般区域貨物自動車運送業

004-0998290

関東重機運送　有限会社
A055-993-2103　担当／タノウエ
裾野市石脇78-1

富士市増川 zyyumE
74tドライバー(ユニック車)

月給38万～48万円

□■有限会社 丸英■□ 
…業績好調につき新規社員募集… 
経験・資格を活かせます" 
＼高収入･高待遇で働こう／

仕事 20～50代の男性が多く活躍している職場
です｡もちろん女性も活躍中" 
気軽に話せる仲間がたくさんいるので 
働く雰囲気もいい感じですよ♪ 
仕事は楽しく！長く勤務してください｡

【募集情報】
時間 運行ルートによる(24h内/実働8h) 

※仕事の状況､業務内容に応じて 
　早出･残業の場合もあり

休日 当社運行スケジュールによる／規定有 
週休制（当社カレンダーによる） 
年末年始などの長期休暇有､他相談可

給与 月給38～48万円 
※試用期間1～2ヵ月/日給10000～13000円

資格 移動式クレーン運転士免許､玉掛け 
要中型免許(4tユニック車) 
※経験年数はご相談ください♪

待遇 社会保険完備､交通費規定支給(駐車場有) 
昇給､賞与､退職金､残業･早出手当 
作業着支給(一部)､資格取得支援制度

【職場情報】
事業 運送業､廃棄物収集業

002-3359449

有限会社 丸英
A0545-39-1515　採用担当
富士市増川454-3

沼津市･伊豆の国市 yyyFmn
5軽自動車での宅配 
　(軽自動車での決まったルート配達)

月収5万～8万円(週3日勤務､17h程度)

5でも難しい仕事はありません" 
土日休みでご家庭との両立OK- 
20～40代主婦さん活躍中です+

業務 個人宅へ明治の商品を届けるお仕事｡ 
★車の持ち込みOK(ガソリン代規定支給) 
　車がなくても社用車を貸し出します！ 
★ノルマはありません｡

【募集情報】
時間 ①8:00～15:00　※月、火、木、金 

　9:00～12:00　※水 
※週3日・5日のどちらかで相談可能 
【週3日の場合】 
(月・水・木)or(火・水・金)

休日 週休2日制 土曜､日曜 夏季､年末年始､GW
収入 完全歩合制 

月収5万～8万円(週3日勤務､17h程度) 
月収10万円～　(週5日勤務､23h程度)

資格 育児､家事と仕事を両立させたい方､歓迎 
車両持込出来る方歓迎

待遇 車通勤OK 交通費規定支給 昇給有 
社割制度有 制服貸与 表彰制度有 
研修期間(2～3ヵ月)有 正社員登用制度有

負担金 一切なし
【職場情報】
事業 乳製品の販売業

004-0999561

㈱TMC　明治健康宅配センター 沼津DC･伊豆の国DC
C0120-977-682　担当迄

①沼津DC／沼津市北園町6-6 
②伊豆の国DC／伊豆の国市四日町380-2
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A-1スポーツクラブ～]1分 zyyumn
74tトラックでのルート配送\

月給27万円～32万円(一律手当含む)

安定性・収入・働きやすさ◎ 
黒字経営を継続する優良会社‼ 
詳しい内容は下記QRコードをcheck
仕事 4tトラックにて、主に電線など電機関連

のものを運んでいただきます。 
※静岡県内で荷物をピックアップし、 
　長野方面を中心に配送します。 
※2～3件程度の配送となります｡

【募集情報】
時間 24h内で当社運行スケジュールによる 

※日中便・夜間便などありますが、 
　働き方は相談の上、決定します

休日 月7日以上 
GW・夏季・冬季休暇有

資格 4tトラックを運転できる免許 
フォークリフト免許をお持ちの方優遇

待遇 昇給制度有　賞与年2回　社会保険完備 
家族手当　退職金制度　交通費規定支給 
車通勤OK(駐車場完備)　制服貸与 
各種免許取得制度有

応募 電話連絡後、履歴書(写真貼付) 
ご持参ください。 
応募受付時間／9:00～18:00(月～金) 
　　　　　　　9:00～15:00(土)

【職場情報】
事業 運送業

004-0999184

サンヨーエキスプレス株式会社
A055-986-3621
駿東郡長泉町中土狩577-4

沼津市東椎路 yyykmE
7大型トレーラー運転手(ルート)

月収28万円～35万円　\

【未経験者大歓迎のオシゴト】 
頑張れば頑張るほど稼げるのが魅力0 
手積み手降ろし基本的にありません! 

30～40代スタッフ活躍中です!
仕事 沼津～豊橋でのルート配送です。 

沼津で積み込んだ鉄クズを 
豊橋まで運送して頂くお仕事です。 
慣れてきたら別ルートをお願いする 
ことがあります。 
手積みや手降ろしはほとんど 
ありません｡(例外あり)

【募集情報】
時間 7:30～16:30(実働8h･休憩･残業･早出有) 

※稀に残業の発生する日があります
休日 土曜(2回/月)､日曜､祝日＋他 

年末年始､お盆休み
給与 【月収28万円～35万円】 

月給15万円～＋手当･歩合等
資格 要大型免許　けん引免許 

50歳以下(省令3号のイ)
待遇 社会保険完備　車通勤可　家族手当 

通信手当　無事故手当　退職金制度あり
応募 下記番号に繋がらない場合はこちらまで 

A090-3563-3782
【職場情報】
事業 一般貨物運送事業､産業廃棄物収集運搬

004-0998986

有限会社 海
A055-941-5364 担当/ヤマモト
沼津市東椎路366向坂マンション106

沼津市大諏訪 yyykmn
7県内2t配送ドライバー

月給20万円以上+手当 ☆月収30万円以上可

近距離配送×日勤のみ×週休2日制 
未経験スタート30～60代男性活躍中" 
入社前の体験乗車可能！先輩同乗 
してから入社を検討することもOK☆
仕事 東部エリア(伊豆､小山町､富士川等)の 

新築･改修をする一般家庭や店舗への 
キッチン回り設備機器等の配送｡当社 
倉庫で積込後､担当エリアへ短距離配送｡ 
ハコ車使用｡納品のみで設置業務は 
ありません｡ルートは基本1日1巡のみ 
10件前後｡まずは先輩同乗で簡単な助手 
から始めて1から丁寧に教えます｡

【募集情報】
時間 6:00～15:00(休憩有) 

☆残業ほぼなし！あっても月5h程度です
休日 週休2日制(希望休取得OK) 

GW･夏期･年末年始　有給休暇
給与 見習期間(3ヶ月～1年)月給18万円＋手当 

※経験･能力により期間短縮有
資格 要準中型免許　未経験者歓迎　
待遇 社会保険完備　昇給年1回　車通勤可 

残業手当･休日手当･家族手当有　 
交通費規定支給　制服貸与 
退職金制度有(勤続5年以上)

【職場情報】
事業 配送業

002-3375082

有限会社　丸朝配送
A055-927-2822A勝見(月～金/8～17時)
沼津市大諏訪675-1

沼津市共栄町 yyytkm
7セールスドライバー 
0配送アシスタント

7月給27万～35万円0日給1万円以上\

2020年11月"新営業所OPEN 
情勢に左右されない安定の仕事量" 

未経験から安定収入"
仕事 2人1組で配送先へ行き､家具の搬入､ 

家具の組立て､設置｡開梱したダンボール 
の片付けなどの仕事です 
7普通免許OK!　0免許がなくてもOK! 
小さいトラックでの練習やAT車等も 
あります

【募集情報】
時間 078:00～18:00(休憩有) 

※残業有 土日祝を含む 
※0週1日からOK(曜日L) 
※勤務日L※勤務開始日等ご相談下さい｡

休日 7週休シフト制
給与 7月給27万～35万円 

0日給1万円以上 
※見習期間2週間程度は日給8000円

勤務地 沼津市共栄町5-9
資格 7要普通免許以上 

　中､大型へのステップアップ制度有
待遇 社保完 制服貸与 残業代支給 

車通勤可 交通費規定支給
【職場情報】
事業 運送業 

004-0999121

有限会社山中運送
A044-850-5870　採用担当
神奈川県川崎市高津区久末1963

千代ICからすぐ zyyumn
7県内中部地区への 
①2t②4tルート配送ドライバー

月収28万円以上 \

☆定着率抜群の働きやすいシゴト☆ 
【土日休み･8～9連休有･年間120日】 
近距離で日中勤務で無理なく 

続けられる◎未経験＆男女共に歓迎"
仕事 県内中部地区の固定取引先の工場等へ､ 

部品や製品をルート配送｡ 
未経験でも1か月位の先輩同乗で 
覚えられる業務内容なので安心です｡ 
積み下ろしはフォークリフト使用｡ 
①葵区エリアを1日4往復､一部手作業も有 
②中部地区エリアを1日2往復､ 
　手作業はほぼありません。

【募集情報】
時間 ①6:30～17:00　②6:30～16:30(休憩有)
休日 土日 GW･夏期･年末年始(各8～9連休有) 

有給 年間120日 ※会社カレンダーによる
給与 月給15万2000円＋諸手当＋残業手当 

②大型乗務経験があれば月収30万円以上
資格 未経験者歓迎　男女共に歓迎 

要フォークリフト免許　 
①準中型免許以上　②中型免許以上

待遇 社保完 H有 車通勤可 C規定 退職金有 
各種手当有(皆勤､家族､特別手当など) 
転勤なし 試用期間2ヶ月あり(同条件)

【職場情報】
事業 貨物自動車運送業

002-3355116

藁科運輸　有限会社
A054-278-0520 A出雲(月～金/8～17時)
〒421-1212　静岡市葵区千代2-19-35

浜敷地バス停徒歩2分 yyymnE
76tユニックのドライバー

日給9000円～1万2000円 \

未経験者大歓迎！資格取得も応援◎ 
長期連休前後のお休み希望も可能" 
【定着率◎】【アットホームな職場】
仕事 建築資材や鋼材、機械などの配送業務。 

配送先は､県内･東京～名古屋間の 
中距離エリア｡ 
※距離の希望考慮します｡

【募集情報】
時間 24時間内で当社運行表による(実働8h)
休日 日･祝･隔週土曜 

夏季・年末年始(最大5日間) 
※連休前後のお休み希望は柔軟に対応

給与 日給9000円～1万2000円 
※試用期間1～2週間:日給7500円/O考慮 
<月収例>入社2年目:30代/月収29万円 
日給1万円×25日＋県外手当＋一律手当

資格 未経験者歓迎　大型運転免許 
ユニック・玉掛け免許ある方歓迎 
運送業務経験ある方歓迎 
免許のない方は免許取得の補助制度有

待遇 交通費規定支給　社会保険完備 
制服貸与　賞与有 
昇給随時　中距離手当支給 

応募 まずは､お気軽にお電話下さい。
【職場情報】
事業 一般貨物自動車運送

002-3372043

有限会社　大洋工運
A054-238-3036　担当／黒柳
静岡市駿河区高松3368

JR西焼津駅より車で15分 yykm
7食品配送のドライバー　

月給20万円～34万6000円

★未経験者でもOK!男女活躍中★ 
充実した研修制度で安心" 

嬉しい高給与◎働きやすい環境" 
仕事とプライベートの両立可♪

仕事 ドライバー 
・県外(神奈川県･愛知県)取引先への 
　チルド物流配送 
・県内スーパー・取引先への配送 

【募集情報】
時間 24hで配送コースダイヤによる(実働8h)
休日 週休2日制(シフト制)　誕生日休暇有 

学校給食便有→その際は土･日･祝　 
(公休日数により変更有)

給与 月給20万円～34万6000円
資格 学歴不問 

59歳までの方(60歳定年制による) 
普通免許･準中型･中型免許･大型免許 
2t･3t･4tドライバー経験あれば尚可

待遇 社会保険完備　退職金制度有 
賞与有　車通勤可 
試用期間3ヶ月有(同条件)

応募 履歴書は直筆にて御応募下さい。 

【職場情報】
事業 一般貨物自動車運送業

002-3374927

株式会社ストーク
A054-623-7881　担当／西浦
焼津市大島895-1
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葵区城東町 yyykmn
01施設利用者の送迎ドライバー

時給900円※土曜･祝日は時給50円UP

★…普通免許があればOK…★ 
シニアの方も未経験から活躍中$ 
「午前のみ」「夕方のみ」も可能♪ 
賞与や交通費など福利厚生も充実$
仕事 デイサービス利用者の送迎及び補助業務 

※未経験でもいちから教えていきます｡
【募集情報】
時間 8:00～10:00､16:30～18:30 

※月～土の週3日以上で応相談 
※午前のみ､夕方のみも応相談

給与 時給900円 
※土曜･祝日は時給50円UP

勤務地 ハピスポデイ和かな 
(静岡市葵区城東町34-14)

期間 長期
資格 要普通免許 

未経験者､無資格者OK
待遇 交通費規定支給 

車通勤可　賞与支給有
応募 まずはお気軽にご連絡ください｡ 

24時間､ネット応募も受付中です｡ 
＜ハピスポデイ 和かな＞ 
A054-207-8274　採用担当／春田

【職場情報】
事業 コミュニティケア複合施設

002-3373420

城東コミュニティプラザHapiSpo(ハピスポ)
社会福祉法人静和会
A054-207-8274　採用担当／春田
静岡市葵区城東町34-14

葵区 xxxeda
5宅配専用商品の早朝配達

固定報酬月額5万5000円～6万5000円以上可

年令･経験不問!シニア･主婦活躍中 
Wワークにも最適"簡単な乳製品の 
配達だから未経験でも大丈夫です♪ 
平日3日､1日3～4hのお仕事です+
業務 葵区の当社宅配センターにて 

牛乳を積み込み､お客様宅に 
配達して頂くお仕事です｡ 
1日3h～4hで自分のペースで働けます｡ 
お届け先は固定になります｡ 
未経験からスタートOK。 
覚えて頂く迄は当社でフォローしますの
で安心です｡ 

【募集情報】
時間 2:30～6:30頃迄 

月･水･金又は火･木･土の週3日のみ 
※早朝3～4h程度でOKです

収入 固定報酬月額5万5000～6万5000円以上可
勤務地 担当地区／葵区
資格 ご自分の車で配達できる方
負担金 一切なし
応募 電話連絡後､係員が説明に伺います｡ 

※DOMONETからは随時応募受付可能です 

【職場情報】
事業 森永乳業総代理店

002-3374628

㈱ニシムラネットワークサービス
A054-281-3447　担当／採用係
静岡市駿河区有明町8-11

駿河区・葵区内各支店 zxyuak
7新聞の配達・営業スタッフ

月給26万円～30万円　\

仕事 新聞(朝刊・夕刊)の配達業務(基本業務・ 
配達業務)、営業

【募集情報】
時間 ▼朝刊配達(日･祝は朝刊のみ) 

　2:00～5:30　 
▼昼礼･メール便配布　 
　13:00～14:00 
▼夕刊配達 
　14:30～17:00 
▼営業 
(支店スケジュールによる※毎月15日程度) 
　18:00～19:00

休日 月4日～＋日曜・祝日夕刊休み＋休刊日 
(月1回)、土曜(隔週で半日休み) 
バースデー休暇(6連休取得出来ます)

給与 月給26万円～30万円 
※新人研修14日間のため、初月は 
　月給23万円

勤務地 静岡市葵区・駿河区の各支店 
※ご自宅からの距離、配属支店との 
　相性も考慮して決定します。

資格 男女50歳くらいまで(経験不問) 
要原付免許、3年間勤務できる方

待遇 ●人生応援金100万円支給！ 
　3年勤続で全員に無条件で支給 
※現在27名が100万円を手に入れています 
●医療費補助 
　本人はもちろんご家族分も補助/一世帯 
国内旅行(会社補助・ご家族同伴OK) 
社保完 健康診断無料 制服貸与 永年勤続
表彰　H年2　研修制度あり　室内分煙

応募 まずは、お気軽にお電話ください。
【職場情報】
事業 新聞販売·広告·宅配
《ＵＲＬ》https://www.ezakinet.co.jp/

002-3368262

江﨑新聞店
A054-255-2231　採用担当

〒420-0035 
静岡市葵区七間町8-20　毎日江﨑ビル2F

静岡市清水区大内 zyyunE
7県内4tドライバー

月給21万2000円～27万円

☆創業66年の安定企業☆ 
土日休み・年間休日115日" 

待遇も充実♪未経験からスタート可◎
仕事 県内の自動車部品のルート配送 

主に、清水区～藤枝・湖西の工場間の 
自動車部品の定期便です。 
※全てフォークリフト使用します。 
　手積み手降ろしはありません。

【募集情報】
時間 24h以内の運行スケジュールによる 

※実働8h＋残業あり
休日 土曜・日曜、年間休日115日 

※月1回程度土曜出勤有 
夏季・年末年始・GWなど長期休暇あり

資格 未経験者歓迎、学歴不問　 
要中型自動車免許(限定解除支援応相談) 
フォークリフト、大型免許あれば尚可 
40歳以下迄(キャリア形成による)

待遇 社会保険完備、交通費規定支給　 
車通勤OK、昇給年1回、賞与年2回 
退職金制度(勤続3年以上) 
制服貸与、有給休暇、資格取得支援有 
残業、運行、乗務、無事故手当 
試用期間2ヶ月

【職場情報】
事業 一般貨物自動車運送事業

002-3373802

丸和運送　株式会社
A054-367-1127　担当/内田
静岡市清水区大内398-1

清水区草薙 yyyGFk
01未経験からできる 
固定ルートの新聞配達スタッフ

時給1200円

＼15:00～17:00の2時間だけ！／ 
夕方前に終わるので､無理なく働ける! 
子育て中の主婦さん楽しく活躍中0 
★週5日で月収4万8000円可能です★
仕事 担当エリア内の配達をお願いします｡ 

★原付･スクーター初心者でも 
乗り方から教えるので安心して下さい♪ 
★エリア制なので覚えやすいです♪ 
★WワークもラクラクOK

【募集情報】
時間 15:00～17:00の2時間 

★週2～5日で応相談
休日 日､祝日
勤務地 清水店(静岡市清水区草薙杉道3-1-21)
資格 要原付免許以上　未経験者歓迎 

年齢不問　60歳以上歓迎　Wワーク歓迎
待遇 バイク･自転車通勤可
応募 まずはお気軽にお電話ください｡ 

24時間､DOMONETでも応募受付中です♪ 
「どんな感じ？」ご質問もお気軽に！

【職場情報】
事業 新聞販売業
《担当から》個々の仕事となる為､自分の 
ペースで進めたい方にはピッタリ♪ 
未経験スタートのスタッフも多数" 
勤務開始日等相談くださいね！

002-3369074

(有)水野新聞店　清水店
A054-345-1404　採用担当まで
静岡市清水区草薙杉道3-1-21

意外と【女性】が多い！？
主婦さんが安心して働ける秘訣！
▶1日2時間勤務で身体に無理なし
▶週2～5日で勤務日数相談OK♪
▶Wワークも楽々できちゃう
▶月収4万8000円可能$
ご質問や見学からもお気軽に！
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駿河区八幡 yyykmE
7タクシー乗務員

基本月給15万1335円＋歩合　\

☆業績好評★創業60年の安定企業☆ 
自分のペースで仕事が出来ます◎ 
■□■　  1年継続勤務で　 ■□■ 
■□■　入社支度金10万円　■□■
仕事 無事故･無違反を合言葉に､ 

乗客の皆様を快適に目的地まで､ 
お送りするお仕事です｡※全車ナビ付き

【募集情報】
時間 24時間内で1乗務12時間(変形労働時間制) 

※月に2回､下記時間帯の勤務有 
　18:00～翌8:00(休憩3時間) 
　20:00～翌8:00(休憩3時間) 
※上記勤務時間の内3時間は､ 
　自分の裁量で好きな時に好きな場所 
　で休憩をとる事ができます｡ 
※上記時間以外の出勤体系も相談可

休日 2勤1休制(月18日勤務)　年間休日149日
給与 基本月給15万1335円＋歩合給 

※委細は面接にて
資格 年齢･性別不問　未経験者歓迎 

60歳以上の方大歓迎 
要普通免許以上(AT限定可) 
※1週間で二種免許取得が可能 
　(取得費用は当社が全面支援します｡)

待遇 社会保険完備　制服貸与 
賞与あり(年3回)　車通勤可 
研修期間有 
※最大1ヶ月習熟度により短縮有 
　(最短10日) 
　研修中も給与保障有(実働5.5h) 
　実車しなくても､日給5000円保障 
休憩室･仮眠室完備 
二種免許取得費用会社全額支援 
入社支度金10万円(1年継続勤務の場合)

応募 電話連絡後､履歴書(B貼)を持参下さい｡
【職場情報】
事業 タクシー会社

002-3371989

静岡中央タクシー株式会社
A054-281-2543 担当者/人事部 大嶋
静岡市駿河区八幡1-4-30

島田市向島町 yyykmn
7大型ドライバー 
(県外輸送)

月収35万円以上可

どのエリアも島田始発で 
関東・関西方面がメイン 

○ドライバーの為の手当有○
仕事 大型ウィング車にて､紙パルプ等の配送｡ 

※荷役はフォークリフトやクレーン積 
　などが主となります｡ 
※運送するまきとりは1～2ｍ程の 
　大きさのものがほとんどです｡

【募集情報】
時間 24時間以内で当社運行表による
休日 日･祝､他会社カレンダーによる　 

夏季5日･冬季5日　※年間休日106日
給与 月給22万5000円＋歩合給＋残業代 

※住宅手当(8000円)含む 
※皆勤手当(5000円)･家族手当(7000円) 
　は別途支給(1ヶ月ごと)

資格 未経験者歓迎　学歴･年齢不問 
大型運転免許(AT限定不可) 
フォークリフト免許あれば尚可

待遇 社保完備 C規定支給　車可(無料R有) 
賞与年2回　退職金制度有(勤続5年以上) 
フォークリフト免許取得制度有 
一般貨物自動車乗務経験者優遇 
手積み･手おろし手当等有

【職場情報】
事業 運送業

002-3374665

永野運送　有限会社
A0547-35-0106
〒427-0045　島田市向島町4535-7

複数名の大募集
●配送未経験者歓迎
●キレイな車両貸出有
●持出し金0スタート可能
業界内でも珍しい

充実の厚待遇

★★月収例★★
 

単価179円､20日稼働の場合

80個…月収28万6400円
単価179円､22日稼働の場合

100個…月収39万3800円
単価179円､25日稼働の場合

150個…月収67万1250円

静岡市内､御殿場市内 zyyuHk
5固定エリアでの宅配スタッフ

完全出来高制（単価175～185円／個）

★★新規事業所立ち上げの為､ 
新規スタッフ複数名大募集★★ 

希望収入に応じて配達個数をご提案$ 
安定的な仕事量を提供します｡

業務 静岡市内､御殿場市内にて､個人宅への 
配達をお願いします｡慣れるまでは 
先輩と同行しながら教えていきます｡ 
◆配送エリアは市内の一部です｡ 
◆あなたの希望収入に応じて配達個数を 
ご提案しますのでお気軽に相談下さい！ 

【募集情報】
時間 9:00～20:00の間 

※休憩は自由 
※終了時間は案件によって変動有

収入 完全歩合制　単価175～185円／個 
※案件､配達エリアによって変動有

資格 未経験者大歓迎 
性別･年齢不問 
要普通免許(AT限定可)

待遇 委託配送の経験者は優遇
負担金 配達時のガソリン代は自己負担 

車の貸出有の場合(2万円/月) 
※車持ち込みの場合は負担金なし

応募 お気軽にお電話ください｡ 
24時間､DOMONETでも受付中です！ 

【職場情報】
事業 軽貨物運送業 

《担当から》 
配達初心者大歓迎です！ 
男性､女性問わず活躍できます！ 
稼ぐコツは「●●万円稼ぐ！」といった 
具体的な目標をもつこと♪ 
頑張れば頑張った分だけ収入UPできます｡ 
勤務開始日等も相談くださいね｡

002-3375027

株式会社静岡配送
A080-5164-7000　採用担当まで
静岡県静岡市葵区北安東5-24-16-6

静岡市物流団地内 yyyHkm
7県外定期便ドライバー

月収32万円以上可能　\

4t･6tから大型へステップUP支援有! 
先輩の同乗から始まるので安心◎ 
お問い合わせや見学も大歓迎です 
異業種からの転職､未経験者大歓迎"
仕事 定期便でルートが決まっているので安心 

※エリアは静岡～神奈川で1日5か所程
【募集情報】
時間 18:00～翌6:00 

※ローテーションシフト制 
◎すぐの入社や希望日からなど 
 ご都合の良い勤務開始日を相談下さい｡

休日 週休2日制のローテーション制 
その他希望日休日取得可

給与 月給15万円＋手当17万円 
→月収32万円以上可 
★出勤日が増えれば給与も増えます！

資格 大型自動車運転免許､未経験者歓迎 
学歴不問､男女共に歓迎､ 
フォークリフト免許保持者は尚歓迎

待遇 社保完備 H年2(業績による) 車通勤可 
退職金制度有(勤務10年以上) 制服貸与 
資格取得支援 無事故手当 家族手当 
構内に給油スタンド･シャワー室･ 
大型洗車機完備 業務用携帯電話貸与

【職場情報】
事業 一般貨物運送事業

002-3349867

有限会社ワイ・エイチ・エス
A054-204-5117　担当／杉山
静岡市駿河区宇津ノ谷914-6

静岡市清水区西久保 yyyknE
7①県内2t・3tドライバー 
　②県内4tドライバー

月給25万～30万円以上

大手グループならではの手厚い待遇 
☆あなたの免許を活かしませんか☆
仕事 ①営業所内倉庫から各店舗への商品 

　チェックをしてトラックへ積込みをし､ 
　各店舗への納品をして頂きます 
　ルート配送便です。 
②食品製造工場(コンビニ)から他工場 
　及び各センターへの横持ち便です。

【募集情報】
時間 ① 2:00～11:00、3:00～12:00 

② 3:00～12:00、14:00～23:00、 
　16:00～翌1:00　※すべて休憩有 
※希望の時間帯を考慮します。 
※業務によっては多少残業有

休日 週1～2日(ローテーション制) 
※隔週休2日及び週休2日も可

資格 要普通免許、学歴・経験不問
待遇 社会保険完備、交通費規定支給 

週払い可、寮完備(規定有) 
R有、制服貸与、入社祝金(規定有) 
賞与年2回(無事故手当含む) 
資格取得支援制度有 
試用期間有(1ヶ月～3ヶ月間) 
リゾートホテル等優待有

【職場情報】
事業 総合物流事業

002-3362965

エス･ティー･サービス株式会社　静岡営業所
A054-367-8690　担当/山内
静岡市清水区西久保18-1

地域の皆様の当たり前を
お届けする”新聞配達”★
～駿河区･清水区の2店舗同時募集～
こんな方にぴったり▼

個々の仕事となる為､
自分のペースで進めたい方
仕送りやお小遣い稼ぎの方
＼ぜひ当社で活躍しよう♪／

＝報奨金支給有＝
★月収30万円以上可能★
★残業もありません★
《 先輩の入社理由は？ 》
「労働条件がよかったから」
「会社の安定性に惹かれて」
「家から近かったから」など
入社理由はさまざまです◎

駿河区八幡･清水区草薙 yyyHFk
7担当エリア制の新聞配達スタッフ 
 (各家庭や職場などに新聞を配達)

月給22万円～28万円＋報奨金 \

「収入」も「お休み」も叶える！★ 
【意欲】を重視します★ 
20～50代の男女活躍中$

仕事 ★スクーターや原付初心者も大歓迎！ 
★難しい内容ではないので､ 
すぐに慣れることができます｡ 
★10日間の研修もあるので､焦らず 
　ひとつずつ覚えていきましょう！

【募集情報】
時間 ① 2:30～ 6:00　②15:00～17:30
休日 週休制　※当社カレンダーによる
給与 月給22万円～28万円＋報奨金 

★月収30万円以上可能 
(月給＋新規契約獲得による報奨金)

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

資格 要原付免許以上 
未経験者歓迎　主婦(夫)歓迎

待遇 社会保険完備　報奨金制度有 
バイク・自転車通勤OK

応募 まずはお気軽にお電話ください｡ 
24時間､DOMONETからも受付中です♪

【職場情報】
事業 新聞販売業
《会社概要》設立／昭和55年7月

002-3369064

㈲水野新聞店 八幡店･清水店
A054-286-5815(日･祝除く10:00～16:00)
静岡市駿河区八幡1-3-12
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静岡市清水区西高町 yyyFkm
01高齢者向け弁当のルート宅配

時給950円～※土日祝は時給＋50円UP

★★幅広い年齢層が活躍中です★★ 
土日祝勤務できる方大歓迎♪ 
働き方ご相談下さい$

仕事 毎回､同じエリアの高齢者のご自宅に 
お弁当を1食から宅配して頂きます｡ 
ルート宅配なので､道を覚えてしまえば 
スムーズに配達できますよ！ 

【募集情報】
時間 ①13:00～17:00 

②9:00～17:00 
※週3～5日で応相談､時間選択可能

資格 未経験者歓迎　 
主婦(夫)･フリーター歓迎 
要普通免許(AT限定可)

待遇 車通勤可　社会保険完備 
制服貸与　扶養内勤務可 
昇給有　研修制度有 
実績により各種手当有 
各種予防接種等負担制度有

応募 電話連絡後､履歴書(写真貼付) 
ご持参ください。 

【職場情報】
事業 全国360店舗のFCチェーン店 

高齢者専門宅配弁当店

002-3373531

宅配ＣＯＯＫ123　静岡桜橋店
A0120-512-380　担当／沼田
静岡市清水区西高町16-15

焼津市飯淵 zyyumn
8①4t出荷ドライバー 
②10t県内ドライバー

①月給35万円～　②月給30万円～　

｢転職して良かった｣｢給与がUPした｣ 
そんな転職ドライバーが多数在籍! 
★★働きやすさに自信あり★★ 

未経験からのスタートも歓迎します
仕事 ①4tトラックで中長距離の出荷 

　▶主に関東圏や関西圏への配送です 
②大型トラック(10t)での県内配送 
　▶焼津･清水港から県内の冷蔵庫へ配送

【募集情報】
時間 ①24時間内で当社運行表による 

②6:00～16:00(休憩有）
休日 ①週休1日＋ローテーション 

②週休2日制(土日休み)
資格 未経験者歓迎　普通自動車免許 

男女・経験不問　②大型免許
待遇 社保完　C規定　制服貸与　車通勤可 

一律諸手当有　 
試用期間1～2ヶ月程度(同条件) 
大型免許取得制度有(会社全額負担) 
6ヶ月の有期契約のち、正社員転換制度有

応募 ■職場見学も大歓迎です! 
■1日､体験乗車もございます! 
　体験の後に決めていただくことも 
　もちろんOKです。

【職場情報】
事業 一般貨物配送業

002-3373972

有限会社伸栄物流
A054-664-0111
焼津市飯淵1331-1(大井川営業所)

求ム"
幹部候補者
『未来の当社の　　
担い手になって下さい!』

大募集中!
下記コードより詳細情報ご覧頂けます

JR安倍川駅より徒歩10分 zyyukn
7産業廃棄物収集ドライバー

月給25万円～　\

＼ 今､注目の環境ビジネスです ／ 
／未経験者･経験者活躍中です"＼ 

県内のみ＆17時迄なので 
プライベートの時間もたっぷりです♪
仕事 2～4t車で静岡県内中部地区の工場 

等を回り､産業廃棄物を回収､処理場 
に運搬します｡小口のお客様の場合 
1日15件程､大口のお客様の場合1日 
4～5件程｡ 
※ルートは週ごとで固定 
<こんな方にはぴったりの会社です> 
●真面目にコツコツと働きたい方 
●これまでの資格・経験を活かしたい方 
●安定した環境で長期働きたい方 

【募集情報】
時間 6:30～17:00 

※休憩90分あり　実働8h
休日 日祝 夏季 年末年始 他､ 

会社カレンダーによる
給与 月給25万円～　 

※試用期間3ヶ月有(短縮の場合有) 
　／時給1000円

資格 高卒以上　未経験OK 
要普通免許 フォークリフト･玉掛･ 
移動式クレーン等各種所持者歓迎 
※資格の無い方は入社後に取得可能

待遇 社会保険完備 車通勤可 資格手当有 
交通費規定支給 制服有　親睦会有 
賞与有(会社業績による)

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 産業廃棄物の収集運搬業

002-3373973

株式会社　産経開発
A054-257-1426　担当／採用担当
〒421-0126　静岡市駿河区用宗巴町311-1

島田市南 yykm
01ルート配送スタッフ

時給1000円

◆年令・性別不問◆ 
午前中 or 午前～午後の6時間 
ルート配送だから安心です 
お届け先では笑顔でね

仕事 製造部品等の小物の配達です。 
午前は検品等の準備がメイン 
午後は配送の業務がメイン 
エリアは焼津～掛川を担当します。 
※トラックまたは普通自動車使用 
※1日に10～20件を回ります。

【募集情報】
時間 7:30～12:00　または　 

9:00～15:00(休憩1h) 
※選択可 月～金（応相談） 
※時間等の相談を受け付けます。

資格 未経験者歓迎　年令・性別不問 要普免
待遇 車通勤可　制服貸与
応募 B後、履歴書(B付)持参ください。

【職場情報】
事業 機械部品・機械設備・作業工具の販売 

及び各種設計・施工
《担当から》 
お客様に必要とされ続けて創業64年。 
信頼関係を何より大事にしている会社です。 
25人の従業員もみんな気持ちが優しく、 
新人さんも安心して働けると思います。

002-3374924

株式会社駿遠商会
A0547-35-5331
〒427-0017　島田市南2-3-38

静岡市葵区 yyymnE
72t･4t車でのトラック配送

月給20万～28万円

転勤なし･日勤のみ 
玉掛け･フォーク資格保有者優遇 
経験不問!!安定して働けます!!

仕事 建築用資材(壁材､金属製屋根等)を 
2tまたは4tトラックにて中部地区の 
得意先､建築現場へ配達をお願いします｡

【募集情報】
時間 8:00～17:00(休憩90分有)　残業有
休日 日祝､第2･第4土曜日 

夏季･年末年始休暇 
※年間休日99日

給与 月給20万～28万円 
※皆勤手当5000円別途

勤務地 静岡本社／静岡市葵区流通センター16
資格 高卒以上､経験不問 

中型運転免許(8t限定可)
待遇 車通勤可(無料駐車場有) 

交通費規定支給　社会保険完備 
昇給年1回･賞与年2回 
試用期間6ヶ月後有給休暇付与

応募 下記連絡先まで､電話連絡後､ 
履歴書(写真貼付)送付下さい｡

【職場情報】
事業 鉄鋼二次製品･建築資材卸し

002-3375119

株式会社　小池弥太郎商店
A054-263-2280　担当／植松

〒420-0922 
静岡市葵区流通センター16

清水区折戸 zyyukm
0配送スタッフ

時給950円

◇◆◇NEW STAFF大募集◇◆◇ 
ブランクOK!年齢･性別不問です+ 
曜日も時間もあなたの希望優先! 
短期もOK!!*週1日､1日2h～勤務OK*
仕事 灯油や軽油などの配送業務 

【募集情報】
時間 8:00～17:00応相談 

※週1日､1日2h～応相談 
※平日のみ､週末のみ､午前のみなどOK♪

勤務地 清水三保SS／清水区折戸533-3
期間 短期勤務もOK!
資格 危険物取扱免許 

未経験者歓迎､学生･主婦(夫)歓迎 
留学生･Wワーク･60歳以上シニア歓迎

待遇 ガソリン･車検等の社員割引有 
制服貸与､正社員登用制度有 
車･バイク通勤可

応募 まずはお気軽にお電話下さい｡(イハラSS 
にて受付)希望の店舗と時間をお聞き 
します｡面接は各店舗で行います｡ 

【職場情報】
事業 サービスステーション

002-3368375

静岡シェル石油販売株式会社
A054-365-2517　受付／イハラSS　岩崎
静岡市清水区庵原町116

藤枝市高柳 zyyumn
7県内･4t中型ドライバー

月給32万円　\

【定着率がよく、DOMO久々掲載！】 
明るく元気に挨拶ができればOK！！ 
☆毎年社長からお年玉支給☆ 

隔週日曜休み＆年末年始休暇も♪
仕事 4tトラックでのは精密機器の搬入をお願

いします｡静岡市～浜松市の県内便が中心
で､1日2件～6件ほどの配送・搬入を行っ
ていただきます。 
※缶詰などの食品や飲料等の輸送もあり

【募集情報】
時間 24h内で交替制 ★月の2/3は日勤です 

★多少の残業や早上がりも有 
★詳しくは面接時にお話します

休日 月5日以上(隔週日曜､他） 
会社カレンダーによる 
年末年始･夏季･ＧＷ休暇他

給与 ※試用期間2ヶ月有／日給1万500円
資格 要中型免許(旧普通免許OK) 

大型免許所持者歓迎
待遇 社保完備 昇給有 C規定支給 

制服貸与 車･バイク通勤可 
毎年お正月に社長からお年玉支給あり

応募 まずは下記携帯までお気軽にご連絡 
ください｡時間帯は気にせずOKです!

【職場情報】
事業 運送業

002-3374638

株式会社や印商店
A070-3244-2604
藤枝市高柳1947-8
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牧之原市白井 yyykmn
7大型トラック乗務員 
　(近距離定期輸送)

月収30万円以上可能　\

≪男女ともに活躍中"≫ 
仕事量増加の為､正社員急募" 
☆未経験でも丁寧に教えます☆ 
充実の待遇☆長く働ける環境です♪
仕事 大型トラックによる県内の 

近距離定期輸送｡未経験でも大丈夫です 
30代～40代のスタッフが 
中心となって活躍しています♪ 
自動車メーカーとの取引により、 
安定した仕事量があり 
長く安定して働ける職場です

【募集情報】
時間 24時間内で実働8時間 

※当社運行表による
休日 土日､他会社カレンダーによる 

※年間休日120日
給与 ◆月収30万円以上可能 

基本月給17万5000円＋各種手当
資格 要大型免許･要リフト免許
待遇 社会保険完備　交通費規定支給 

無料駐車場完備
応募 まずはお気軽にお電話下さい｡ 

DOMONETでは24hご応募受付可能です｡
【職場情報】
事業 一般貨物自動車運送業､ 

保管品納入業務､他

003-1415802

東和運輸倉庫株式会社　相良支店
A0548-54-0092　担当／神(じん)･鈴木
〒421-0502　牧之原市白井749-19

清水区押切･榛原郡吉田町 zyyumn
7大型ドライバー 

月給35万円～

【DOMO久々掲載】創業56年の安定企業 
＜＜年間休日115日＆高収入＞＞ 
☆賞与有の厚待遇が魅力！！ 
未経験から活躍できます！

仕事 大型ウイング車による中･長距離輸送。 
配送エリアは主に東北から関西エリア。

【募集情報】
時間 24h以内の運行スケジュールによる 

※実働8h＋残業あり
休日 【年間休日115日】 

週休2日(土曜・日曜)、祝日 
夏季・年末年始・GWなど長期休暇あり 
※9日以上の連続休暇実績もあります。

勤務地 本社(清水区押切786-1) 
吉田営業所 
(榛原郡吉田町神戸字下西2301-7)

資格 未経験者歓迎　学歴不問　要大型車免許 
※フォークリフト免許あれば尚可

待遇 C規定､車通勤OK､昇給年1回､賞与年2回､ 
社会保険完備､退職金制度(勤続3年以上)､ 
制服貸与､有給休暇､資格取得支援有､ 
各種手当､携帯電話の支給

応募 電話連絡後､履歴書(写真貼付) 
運転免許証持参のうえご来社下さい｡

【職場情報】
事業 一般貨物自動車運送事業

002-3365089

株式会社合同物流
A054-346-3620／採用担当迄
静岡市清水区押切786-1

JR焼津駅から徒歩7分 zxyuam
7焼津市内の新聞配達・区域管理

月給26万円～

安定した収入と働き方が得られます◎ 
"合間の時間は自由に使える$" 
有給休暇はすべて消化しています**
仕事 焼津市内の新聞配達及び区域管理｡ 

メイン業務は朝･夕刊の配達で､その他､ 
集金業務､お客様への簡単なご案内等を 
お願いします｡ 
★未経験者大歓迎" 
★20～60代の男女スタッフが活躍中♪ 
★何でも話せる居心地の良い環境です 

【募集情報】
時間 2:15～6:15､14:30～17:30の実働7時間 

※日曜･祝日は朝のみの勤務
休日 週休制(月4～6日の交替制) 

その他年12回は朝刊休刊日有
資格 要原付免許
待遇 賞与年3回　 

社会保険完備　家族手当　制服貸与 
有給休暇(消化率100％です) 
退職金制度有　バイク経費支給

応募 電話連絡後､履歴書持参でご来社下さい 

【職場情報】
事業 新聞販売業

002-3375095

株式会社藪崎新聞店　
C054-629-2002　担当／中野
静岡県焼津市栄町3-5-20

静岡市内・藤枝・焼津 zyyukn
7負担一切なしで始められる 
　宅配・ルート配送スタッフ

月収30万円以上可　※詳細は給与欄参照

*負担一切なしで始められる"* 
女性でもしっかり稼げています- 
未経験歓迎♪♪自身のスケジュールに
合わせてシフトの調整も可能です$
仕事 大手通販会社の商品の配送、または 

企業宛てのルート配送。 
配達エリアは静岡市、焼津市、藤枝市。

【募集情報】
時間 7:00～21:00の間でシフト制
休日 シフト制（月4日以上の休みあり） 

※都合に合わせて休みがとれます。
給与 ＜日給制の場合＞日給11000円～ 

＜時間給制の場合＞時給1200円～ 
※案件によって異なります 
※月収30万円以上可能

資格 普通自動車運転免許　未経験歓迎
待遇 社会保険完備(条件による) 

車両に関する負担一切なし 
(燃料等はすべて会社負担になります) 
制服貸与　交通費規定支給 
研修期間有(1ヵ月程度、同条件) 
場合によって扶養内勤務も可

【職場情報】
事業 軽貨物自動車運送業
『人と人｡情報が結びついて新たな発見と未
来｡人･場所･お荷物で1つに繋ぎ次世代へ｡』

002-3375096

アイルGROUP
A090-4859-0322　担当/松井
静岡市駿河区鎌田51-6

葵区芝原 yyykmn
7廃棄物の収集ドライバー 
(固定ルート)

日給8500円～ ※月収30万円以上可

◆行政･大手企業などの取引先多数◆ 
景気に左右されない収集ドライバー！ 
＜残業なし＞嬉しい16:00終業！ 

30～40代スタッフが元気に活躍中"
仕事 4t車等での廃棄物の収集･運搬作業｡ 

固定のルート収集なので､一度覚えれば 
無理なく安定して続けられますよ♪

【募集情報】
時間 7:00～16:00(休憩1h)※残業ほぼなし!
休日 週休2日(土曜･日曜) 

※ただし､土曜半休→日曜全日の 
　休日出勤有｡※別途､休日出勤手当有｡ 
※実質､月5.5～6.5日の休日となります 
年末年始、有給休暇、慶弔休暇

給与 日給8500円～＋各種手当 
※経験・能力を考慮します 
※試用期間1～3ヶ月の間は日給8000円

資格 要準中型･中型免許 年齢不問 未経験OK
待遇 昇給有　賞与年2回　社保完　C規定 

車通勤OK　食事手当(会社負担半額) 
皆勤･無事故･休日出勤･残業手当 
資格支援制度(大型･フォークリフト等) 
職能給(現場指揮･備品管理など) 
退職金制度(勤続1年以上)　経験者優遇

【職場情報】
事業 一般･産業廃棄物の処理、収集運搬

002-3373536

株式会社　岩本商店
A054-247-1879　担当／岩本
本社／〒420-0955　静岡市葵区芝原25-34

コジマ国吉田店から]1分 yyyHFk
01給食弁当の配送\

時給950円から

★業務拡張につきスタッフ大募集♪★ 
★基本は日祝休みで家事と両立OK★ 
丁寧指導で未経験でも大丈夫です★
仕事 毎日決まったルートへ給食弁当をお届け

します。
【募集情報】
時間 ①9:00～12:00　 

②9:00～15:00 
※ご都合に合わせて①②の時間帯 
　を選択して下さい。

休日 日･祝､土曜は月2回程度 
(土曜のお休みはご相談にのります)

資格 要普通免許(AT限定の方もOKです) 
未経験者大歓迎

待遇 車通勤可 制服貸与 正社員登用制度有 
食事補助(1食100円) 
社会保険有(条件による) 
扶養範囲内の勤務もご相談下さい｡

応募 B後､履歴書ご持参下さい｡*時間外は
DOMO-NETからWEBでご応募下さい｡

【職場情報】
事業 事業所向けお弁当の製造・販売
【担当者から】 
午前中だけ、お子さんが帰宅する迄、フルタ
イムなど都合に合わせて選べますよ♪

002-3373860

株式会社　給食のあかね
A054-294-8339 (受付時間10～16時)
静岡市駿河区国吉田1-1-7

牧之原市大沢 yyyFkm
1送迎ドライバー

時給1000円(一律固定手当込み)

◆デイサービスの送迎ドライバー◆ 
シニア世代も活躍している職場です！ 
まずはお気軽にお問い合わせ下さい
仕事 デイサービスをご利用する方の 

送迎ドライバーのお仕事です。 

【募集情報】
時間 8:00～10:00、15:00～17:30 

※週4日以上勤務できる方 

給与 時給1000円 
(一律固定手当込み) 

資格 普通自動車運転免許 

待遇 制服あり　車通勤可　 
有給休暇　無料資格支援制度あり 

【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 

《ＵＲＬ》 
http://www.akutagawa-recruit.jp

002-3368122

ハートフルホーム相良
D0120-767-388　担当／白鳥･杉本
牧之原市大沢565-1

静岡市清水区 ym
7県内定期便4tドライバー

月収26万円～30万円可

【急募】･【定期便】･【安定勤務】 
◆嬉しい土日祝休み＋長期連休◆ 
☆人気の県内ルートドライバー☆ 
幅広い年代活躍中♪詳細はDOMONETへ
仕事 自動車部品関連の県内定期輸送便です｡同

乗研修あるのでご安心ください! 
★貨物はパレット積み､降ろし 
★力作業は有りません 
★納品先にてフォークでの積み下ろしが 
　多く､技術が必要になるお仕事です｡

【募集情報】
時間 6:30～17:30(休憩有)
休日 土･日曜･他当社指定日 

GW､夏季､年末年始　※各約1週間程度
給与 月収26万円～30万円可 

※日給6420円＋運行手当等諸手当
資格 中型免許　フォークリフト免許
待遇 社会保険完備､車通勤可､各種手当有 

制服貸与､試用期間3ヶ月有
【職場情報】
事業 運送･倉庫業
《担当から》定期便だからプライベートの 
予定も立てやすい♪土日はしっかりお休み☆ 
長距離ではないので毎日自宅で過ごせます！ 
年間カレンダーで運行が決まっていますので 
安定して勤務可能です！

002-3375055

株式会社　ロジ・クリエイト
A080-2615-4130
静岡市清水区高橋6-1-1
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静岡市葵区･清水区､藤枝市 xxyabk
7①中距離ドライバー10t冷凍車 
②県内ドライバー4t冷凍車

①月給28万3000円～43万3000円　②\

＼◇入社祝金制度あり◇／ 
葵区､藤枝､清水区　勤務地選べます 
◆女性ドライバー･シニア活躍中◆ 
中型免許取得支援制度あり!

【募集情報】
時間 ①24h内当社運行ダイヤによる 

②A.23:00～翌10:00(休憩有) 
　　1:00～10:00(休憩有) 
    ※上記交代制 
　B.4:00～14:00(休憩有) 

休日 週休制(実働22日) 

給与 ①月給28万3000円～43万3000円 
②A.月給27万円～32万5000円 
　B.月給26万円～30万円 
(運行管理者､危険物乙4､別途手当支給) 

勤務地 本人希望による｡ 
静岡営業所(静岡市葵区流通センター1-1) 
藤枝営業所(藤枝市上当間856) 
本社　　　(静岡市清水区島崎179-13) 

資格 ①要大型免許②普通免許(AT限定可) 

待遇 見習い期間有(最長3ヶ月) 
交通費規定支給 制服有 各種保険完備 
昇給年1回 賞与年2回 各種資格制度有 
普通免許のみの方免許取得制度 
(当社全額負担) 

応募 B後､免許持参でご来社(静岡営業所) 
ください｡ 
【受付】9:00～15:00(日､祝日休) 
　　　　担当　大石

【職場情報】
事業 一般貨物運送業

002-3373534

丸百運送㈱　流通センター営業所
A054-263-3047　担当／大石
静岡市葵区流通センター1-1

静岡市葵区 zyyukm
1スクールバスの運転手

時給1000円＋交通費規定支給

積極採用中$免許があればOK$ 
定年退職された方､60歳以上歓迎◎ 
ブランクある方も歓迎です｡ 

★特に①の時間帯できる方急募★
仕事 スクールバス(マイクロバス)の 

運転をお願いします｡その他､日常点検､ 
洗車､清掃､給油などの作業もあります｡

【募集情報】
時間 ① 5:15～ 8:15 

②15:15～18:15 
③18:15～21:15 
※シフト制､①は固定のみもOK 
※基本､月～金の平日勤務

休日 日･隔週土曜､他､学校年間休日による
勤務地 静岡市葵区の学校　※当社契約先
資格 年齢不問　60歳以上歓迎 

大型自動車免許一種以上
待遇 交通費規定支給　車通勤可 

労災保険　有給休暇　制服貸与
応募 まずはお気軽にお電話ください｡ 

24時間､ネット応募も受付中です｡
【職場情報】
事業 官公庁･会社･学校の車両管理業務

002-3360705

日本総合サービス(株)　静岡支店
A054-255-6082　採用担当迄

静岡市葵区栄町3-1 
あいおいニッセイ同和損保･静岡第一ビル9F

静岡市内 yyyHFk
5固定エリアでの配達スタッフ

完全歩合制　\

★経験も性別も問いません★ 
普通免許のみでスタートできます｡ 
希望収入に応じて､配達個数ご提案$ 
仕事内容､時間に関しても調整可能$
業務 ①個人宅への集荷配達をお願いします｡ 

　※積み込み場所は､登呂･鳥坂地区 
②駿河区内にて､企業関係のみの 
　配達業務をお願いします｡ 
　※積み込み場所は､駿河区用宗地区

【募集情報】
時間 ①7:30～19:30(休憩有) 

②6:00～15:00(休憩有) 
※上記以外の時間も相談可能 
※完了次第終了､基本直行直帰

収入 完全歩合制(売上の90％～) 
①単価160円/個　②単価97円/個

資格 未経験者歓迎　要普通免許(AT限定可)
待遇 ①研修期間1ヶ月あり
負担金 配達時のガソリン代は自己負担 

車の貸出有の場合(1000円/日) 
※車持ち込みの場合は負担金なし

応募 下記連絡先までお電話下さい｡ 
24時間､DOMONETでも受付中です｡

【職場情報】
事業 軽貨物運送業

002-3375101

株式会社ヤマミ
A090-3309-9159　担当／山梨
静岡市清水区三保1796-12

★★月収例★★
①単価160円､21日稼働の場合
　80個…月収26万8800円
①単価160円､21日稼働の場合
　100個…月収33万6000円
①単価160円､21日稼働の場合
　120個…月収40万3200円

袋井市袋井 yyytmn
7日帰り4tユニックドライバー

月給25万円～(経験・能力による)　\

事業拡大につき新スタッフ急募" 
日勤のみ＆休み固定のドライバー+ 
毎日家に帰ることができますよ☆
仕事 土木資材・建設資材を中心とした輸送。 

4tユニック車で近隣のお店や現場に 
荷卸しをする輸送業務です。 
※はじめは先輩スタッフが同乗して 
　丁寧に指導します

【募集情報】
時間 8:00～17:00(休憩1h有) 

※7:00～16:00など、現場により前後あり
休日 土日祝休み　※月1回土曜出勤有　 

夏季・冬季・GW
給与 月給25万円～(経験・能力による)
勤務地 主に浜松市内を輸送していただきます
資格 学歴・経験不問　普通免許のみの方もOK 

小型移動式クレーン・玉掛け・ 
フォークリフト有資格者尚可

待遇 社会保険完備　昇給有　制服貸与 
資格取得支援有　車通勤可 
交通費規定支給　転勤なし　残業手当有

応募 まずはお気軽に☎ください 
◎勤務開始日もご相談に応じます

【職場情報】
事業 一般貨物自動車運送業

004-0999554

株式会社ＥＸＴ　静岡西部営業所
A090-4258-4454 担当／後藤
袋井市袋井48-8 コーポ大岡301

浜松IC近く(東区下石田町) yymE
7①4t定期便ドライバー 
  ②大型ドライバー　※同時募集

月収 ①25～30万円以上 ②35～42万円以上

4･10tトラック好き･興味ある方歓迎! 
長く働ける環境･待遇充実･食品輸送☆
仕事 ①パワーゲート付き冷凍車で県西部地区

のスーパー等へ台車･カート入り商品の 
輸送｡※全て時間内での行程です｡ 
②関西･中京･関東方面へ決まった区間の
食品･冷凍･一般物の往復輸送｡※経験者･
希望者に限り､季節により青果物輸送有り 
☆少しずつ仕事を覚えていただき 
　ステップアップ方式で給料もアップ☆

【募集情報】
時間 ①3:00～19:00(朝･昼便) 

　(浜松･浜北･県西部の輸送) 
　22:00～翌7:00(夜便) 
　(浜松～愛知センター間輸送) 
　※全て運行工程は決まっています｡ 
　※当社運行スケジュールでシフト制 
②24時間内で運行スケジュールによる｡

休日 月6日以上(運行表) ※GW･夏季･冬季休暇
給与 ①月給17万円＋能率給(8万～13万円以上) 

②月給25万円＋能率給(10万～17万円以上)
資格 ①要中型②要大型､フォークリフト免許
待遇 各種保険完備､制服貸与､昇給､賞与(能力

に応じて有)　※大型免許取得支援有り
【職場情報】
事業 運送業

003-1415806

星義物流株式会社
A053-423-0133　担当／工藤
浜松市東区下石田町1175-1

磐田市赤池 yyymnr
7大型ダンプドライバー(近距離輸送)

月給20万～40万円 ※MOを考慮の上決定

[未経験可]20～40代以上が多数活躍中 
＼2DK寮完備ほか充実の待遇"／ 
人気の近距離輸送なので、 

プライベートの時間もたっぷり♪
仕事 砂利の運搬業務を主に行います。 

近距離の輸送です。砂利の積込み作業は
重機オペレーターが行うので、重いもの
を手で持つことはありません。重機オペ
レーターと連携をとりながら､安全かつス
ムーズに作業を進めていきましょう｡

【募集情報】
時間 8:00～17:00 ※休憩あり
休日 週休2日(日曜､他) ※会社カレンダー有 

夏季・冬季・GW休暇有
資格 学歴不問　大型免許　未経験も可 

車両系建設機械免許所持者尚可 
※UIターン歓迎

待遇 昇給有　社会保険完備　車通勤可 
交通費規定支給　資格取得支援制度有 
各種手当有(残業手当など) 寮完備(2DK)

応募 電話連絡後､履歴書(B貼)持参下さい｡
【職場情報】
事業 砂利採取業･土木工事一般
《担当から》乗車する車両はダンプですが､ 
｢前職は長距離の大型ドライバー｣という社員
も現在は第一線で活躍していて安心です。

003-1414773

株式会社 髙橋工務店
A0538-37-5381　Aタカハシ
磐田市赤池446
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磐田市森岡 yymn
74ｔ近距離ドライバー及び 
　倉庫内軽作業

月給16万5000円から＋各種手当有

仕事 4ｔ車での木製パレット等の配送業務 
※配送範囲は浜松市～菊川市 
　(まれに静岡市清水区や沼津市) 
※時間によって倉庫内での軽作業を 
　お願いする事があります

【募集情報】
時間 8:00～17:00(休憩有) 

※時間外業務有 

休日 週休制(日曜定休) 
※会社カレンダーによる 
年間休日105日 

資格 要中型免許以上 要フォークリフト免許 

待遇 賞与有(2019年実績4.5ヵ月) 
※当社規定による 
有休有 交通費規定支給 車通勤可 
時間外手当有 社保完 作業着貸与 
経験者優遇　家族手当 

応募 電話連絡後､面接時履歴書お持ち下さい
【職場情報】
事業 輸出･国内梱包(構内作業請負)
《ＵＲＬ》 
https://www.ohmura-sogyo.com/

003-1415340

株式会社 大村総業
A0538-34-3237　担当／立田･村山
静岡県磐田市森岡208-1

浜松市～菊川間の近距離輸送
ルート配送なので安心
20～40代の男女活躍中!!

毎週水曜日★定期説明会実施中！
お気軽にご不明点や不安な点を

聞いてください

南区福塚町 yyykmn
7大型ドライバー

月給23万円～26万円

◎残業はほとんどありません! 
◎難しいシゴトはありません! 
◎リサイクルに携わるシゴト! 
◎地元密着企業で安定性抜群!

仕事 県西部エリア(浜松市中心)の工場への 
金属スクラップの集荷・運搬作業｡ 
家族との時間・プライベートの時間も 
しっかり確保できます！

【募集情報】
時間 8:00～17:00(休憩1時間あり)
休日 日曜、土曜(月1～2回程度出社あり) 

GW・夏季・年末年始休暇あり
給与 ※住宅手当2万円含む 

※試用期間3ヶ月は時給1000円
資格 44歳以下　経験不問 

(若年層の長期継続キャリア形成の為) 
普通自動車運転免許(AT限定不可) 
大型免許・リフト免許所持者歓迎

待遇 社会保険完備､賞与年2回(業績による) 
交通費規定支給､車通勤可､試用期間有 
退職金制度(当社規定による)､有給休暇 
家族手当有 
(配偶者:5000円･18歳未満:5000円/人)

【職場情報】
事業 金属スクラップの集荷加工販売
《会社概要》設立/1948年(昭和23年)

003-1413121

株式会社髙忠商会
A053-442-0310　担当／高橋
本社／浜松市南区福塚町310

30代/40代/50代が活躍中

★大型ドライバー募集★
 

未経験大歓迎！！
手当充実でがっつり稼げる♪

月収30万円以上も可能
 

《安心＆安定の正社員》
昇給や賞与､社会保険など完備！
腰を据えて働きたい方にピッタリ

 

《職場見学も大歓迎》
お気軽にお問い合わせ下さい

磐田市豊田西之島 yyyHkm
79大型車(積載車)のドライバー

月収24万7500円～31万円可能　\

＼経験よりも人物重視の採用を徹底／ 
がっつり稼いで、しっかり休める♪ 
安定した仕事量が見込める 

■■　大型ドライバー募集"　■■
仕事 ◆積載車での新車・中古車輸送 

静岡県西部エリアでの輸送です。 
大手自動車メーカーの生産スケジュール
に合わせて運行します。 

【募集情報】
時間 8:30～17:30 

※運行状況により多少前後有
休日 週休2日制(土日他) 

GW・夏季・年末年始の長期休暇有 
年間休日115日

給与 月給14万7500円～＋各種手当 
※試用期間(1～3ヶ月/経験による)は 
　日給9000円～1万円

資格 年齢・性別・経験不問 
要大型自動車免許 

待遇 社会保険完備　昇給年1回・賞与年2回 
車通勤可　制服貸与　退職金制度 
資格取得支援制度　定年制(60歳迄)

応募 お気軽にお問い合わせ下さい 

【職場情報】
事業 一般貨物自動車運送事業 

《担当から》 
「自分にできるかな…」と不安に思うかもし
れませんが、今働いてる先輩ドライバーも、 
最初は未経験からスタートしました。丁寧な
指導で、出来るようになるまで寄り添い、運
送のプロに育て上げますのでご安心下さい♪

003-1415310

浜松興運株式会社　本社事業所
A0538-34-4624　担当／鈴木
磐田市豊田西之島325-1(本社)

袋井市浅名 yyykmE
:4tドライバー 
　(平ボディー･ウイングボディー)

月収21万5000～　※入社半年未満実績

☆期間社員(2ヶ月)→　　　　　 
　　　　　正社員コースです☆ 

長距離運行なし･毎日帰宅できます！ 
◎30代～60代活躍中◎

仕事 主に中京圏や隣接圏への 
近距離･中距離運行になります。 
丁寧な指導で 
男性ドライバー･女性ドライバー 
共に歓迎します。

【募集情報】
時間 24時間内で 

当社運行表による
休日 日曜･祝日 

夏期･年末年始休暇 
※他､ご相談ください。

給与 月給21万円～+各種手当
期間 2ヶ月 

その後､双方の合意により正社員
資格 要中型免許
待遇 各種保険完備､車通勤可､ 

正社員登用制度有
応募 電話連絡後､履歴書持参下さい｡

【職場情報】
事業 一般貨物自動車運送事業
《ＵＲＬ》 
https://taiyo-us.com/

003-1413947

㈲太洋運輸サービス
A0538-30-4333
袋井市浅名1864-5

東区長鶴町 yyymnE
7ドライバー①「中型･大型」 
　　　　　　②荷主先常駐便「中型」

月収25万円以上

長く働ける環境です!免許のある方 
大歓迎!ない方は入社後取得可能" 
現場多数で安定しています! 

見習いスタートの方も歓迎します
仕事 ①車両系重機､高所作業車､発電機など 

②小物･資材など　を運ぶお仕事です
【募集情報】
時間 ①24h内で実働8h※勤務例/7:30～17:00等 

②8:00～17:00(休憩有)※多少残業有
休日 日曜､GW･夏季･冬季休暇あり(シフト有)
給与 日給8500円から　※経験･能力による 

※見習い期間(2～3ヶ月･能力により短縮
有)は日給8000から

資格 ①中型(6t限定可)以上(大型､大型特殊 
所持者尚可)クレーン･玉掛･リフト所持者 
※入社後の取得も可能　 
②準中型

待遇 社会保険完備･お弁当有･交通費規定支給 
車通勤可･制服支給･休憩室完備 
各種手当有(残業･皆勤･休日) 
売上手当3～5万円(売上による)

応募 お気軽にお電話下さい｡ 
※詳細は面談にて行います｡

【職場情報】
事業 一般区域貨物自動車運送業 

http://www.kanto-jukiunso.co.jp/

003-1411987

関東重機運送有限会社　浜松営業所
A053-422-1335
浜松市東区長鶴町238-1
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大型ドライバー大型ドライバー大型ドライバー大型ドライバー

本社輸送部／〒437-0046　袋井市木原627-3

☎0538-45-1120 担当／増井

浜松営業所／〒431-1103　浜松市西区湖東町5720

☎053-486-1111 担当／岡野

土

日
･平日

夜も対

応
し
ま
す
!

土

日
･平日

夜も対

応
し
ま
す
!

ドライバー説明会開催ドライバー説明会開催ドライバー説明会開催ドライバー説明会開催 随時
開催!!私服で

OK!
ブランクが
あってもOK!

ご家族との
参加も可能!

男女
歓迎!

稼げる!!稼げる!!稼げる!!稼げる!!
月収35～42万円
＋賞与年2回

安定した仕事量だから…

年間通して高収入!

充実の待遇!充実の待遇!充実の待遇!充実の待遇!
上場企業

転勤ナシ!
安心して長く働ける!

ならではの待遇!

働きやすい!!働きやすい!!働きやすい!!働きやすい!!
作業負荷が
少ない!!

カゴ車を使っての作業｡
女性も活躍してます!!

シフトは1ヶ月前に決定
計画表に基づいて運行!
事前申請すれば､行事や
特別な予定も考慮します｡

ちゃんと休める!!ちゃんと休める!!ちゃんと休める!!ちゃんと休める!!

年間休日105日

関西

袋井・
浜松

関東拡大中マーケットの
仕事で業務量安定!

毎日帰れる!
固定の配送先!

関東または関西､
1日往復の中継輸送

大手通販商品の幹線便大手通販商品の幹線便大手通販商品の幹線便大手通販商品の幹線便

～大型経験者､大募集～

入社前に不安を少しでも解消!

自分にできるか確認したい!自分にできるか確認したい!
どんな生活リズムになるか知りたい!どんな生活リズムになるか知りたい!

仕事の流れを聞きたい!仕事の流れを聞きたい!
休日や待遇を詳しく知りたい!休日や待遇を詳しく知りたい!

入社日
相談OK

転職
応援!

袋井市木原､浜松市西区 yymn
7物流会社での大型ドライバー

月収35万円～42万円　\

業務拡大に伴う増員募集です! 
上場企業で正社員になるチャンス" 
説明会もあるから安心して応募できる 
毎日帰れる◎安定した仕事量です☆
仕事 大手通信販売の拠点間運行(幹線便) 

1日完結の幹線便です。 
物流センター間の配送で1日2件程 
毎日帰れる運行になります。 
配送先は関東方面または関西方面1往復 
※関東方面・関西方面は日により 
　異なります。 
配送先ほぼ固定の運行内容の為、 
覚えやすく、すぐに慣れていただきやす
い仕事内容です！ 
今後も拡大予定のマーケットの仕事だか
ら業務量も安定!運行内容も計画表に基づ
いて運行します。 
★全行程高速使用の運行になります。 
★フォークリフト荷役や手積手降は一切
ありません。カゴ台車での作業になるの
で、バラ積み・バラ降ろしも無し!!カゴ
台車をトラックから少し出すだけの負荷
の少ない作業です。※リフト免許不要 
納品・集荷先に補助スタッフもいますの
で、安心です。 
幅広い世代の男女が活躍中です！ 
転勤もありませんので、じっくり働ける
環境です。 

【募集情報】
時間 24時間内で当社運行・シフトによる 

※24時間2勤シフト制の特定業務 
※勤務シフトは1ヶ月分を前月に決定！ 
※特別な行事・予定がある日は事前に 
　相談いただければ考慮致します! 

休日 シフト制(月6日以上) 
※会社カレンダーによる 
※年間休日105日 

給与 月収35万円～42万円 
(出勤日数により変動あり) 
※月収例／基本月給15万5000円＋ 
　　　　　月残業40時間程度＋各種手当 

勤務地 ①(本社輸送部)袋井市木原627-3 
②(浜松営業所)浜松市西区湖東町5720 

資格 要大型免許 
(経験が浅い方もご相談下さい) 
大型経験のある方 
※リフト免許は不要です! 

待遇 昇給有 
賞与年2回 
交通費規定支給 
各種手当　 
社会保険完備 
制服貸与 
車・バイク通勤可(無料駐車場有) 
資格取得支援制度有(当社規定有) 
評価給制度 
退職金制度 
提携施設利用割引 
持株会 
貸付金制度、等 

応募 まずはお気軽にお問合せ下さい♪ 
●◎ドライバー説明会も随時開催中◎● 
土･日曜、夜の面接も相談可能です！ 
・私服でのご参加もOK 
・ご家族との参加も可能です！ 
　ご家族のご理解あっての仕事。 
　一緒に説明を聞いてもらうのも大歓迎 
・相談や質問だけの方も大歓迎 
入社前に不安を少しでも解消できるよう
に、しっかり説明させて頂きます。 

【職場情報】
事業 総合物流業 

《担当から》 
きちんとした運行管理で休日も十分取れて 
作業負担が少なく、業務ができます。 
毎日1000便以上の運行がある遠州トラック 
ならではの働き方、スキルアップのための 
研修、生活に合わせたジョブチェンジなど 
長く働いていける仕組みが整っています。 
あなたもきっと実感して頂けるはずです!

003-1414544

遠州トラック株式会社
A①0538-45-1120 ②053-486-1111
①袋井市木原627-3 ②浜松市西区湖東町5720
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袋井ICより車で3分 zyyukm
7工場用機械の運搬や機械の設置作業

月給30万円～40万円以上

＼チョット珍しいシゴト"未経験OK／ 
運搬～試運転までを行い、時には出張
もあり様々な経験が積めます$

仕事 機械を工場へトラックで運び、リフトや
クレーンを使って工場敷地内に設置しま
す｡その後設置した機械の試運転を行い､ 
問題が無ければ業務完了です。 
※手積み・手降ろしは基本ありません

【募集情報】
時間 8:00～17:00　※出張時は変動あり 

※海外出張もあります
休日 週休2日制(土日)※月に1回程度土曜出勤 

他、夏季・年末年始休暇 年間休日105日
資格 学歴・経験不問　40歳以下 

普通自動車免許(AT限定不可) 
※大型免許が無い方は入社後取得可

待遇 昇給有　賞与年2～3回　社会保険完備 
交通費規定支給　車通勤可　制服貸与 
退職金制度有(勤続3年以上) 
資格取得支援制度あり 
■充実の手当…皆勤･家族･旅費･出張･ 
　食事･夜食･残業･休日出勤手当

応募 電話連絡後､履歴書(B貼)持参下さい｡
【職場情報】
事業 各種機械･設備の運搬､移転､据付け組立

003-1414866

株式会社マツイプラント
A0538-42-5201　担当／橋本
袋井市徳光235

浜松市西区大山町 yyykmE
7青果輸送のルート便大型ドライバー 
　(8t車使用)

月給30万円以上可能

 "しっかり稼げる大型乗務員募集" 
～夜間運行ルート便なので 
　　　　　　　休みも給与も高待遇～
仕事 青果物を中央卸売市場と､地方の卸売市場

の間で転送する業務をお願いします｡ 
・エリアは浜松、愛知、岐阜圏内 
・大型のトラック(8t)を使用します

【募集情報】
時間 17:00～翌5:00(休憩有) 

※季節や物量によって変動があります
休日 火曜・土曜・日曜・祝日 

休日の朝5時まではお仕事ですが､翌日の 
17時までがお休みとなります 
※土日はお休みです。 
※月曜祝日の場合は3連休もとれます

給与 月給30万円以上可能
資格 未経験者歓迎　要大型免許 

22:00以降の勤務を含むため18歳以上
待遇 大型資格取得支援制度有 有給休暇有 

制服貸与 社会保険完備 髪型・髪色自由
【職場情報】
事業 一般貨物自動車運送業
《休日について》 
火曜・土曜・日曜が休日です。 
火曜日のAM5時に業務が終了し､次の出勤は木
曜PM17時(実質36時間のお休みとなります)

003-1415823

株式会社丸創商運
A053-438-2090　採用担当まで
浜松市西区大山町4178

　　　週休３日　　　　
　　　月給３０万円可能
休日は一回３６時間　
＜夜間運行のメリット＞

渋滞回避＆平日店が空いてる＆高給与

浜松市東区上石田町 yyykmn
7①配達　②倉庫内作業

①月給18万～19万5000円　②\

AT限定解除の会社支援有(AT限定の方) 
リフト技能講習の会社支援もあります
仕事 ①ベニヤ板や化粧板等の県西部地区へ 

　の配達｡(1.5tトラックを使用) 
　基本は午前･午後各5～10件の配達で､ 
　昼には一度事務所に戻ります｡ 
　サイズの大きい物や重量のある物を 
　運ぶため､多少､体力を必要とします｡ 
②倉庫内での商品出し､整理､在庫管理｡ 
　1.5tトラックで商品の引取もあり｡ 

【募集情報】
時間 8:00～17:00(休憩有)　※残業なし 

※第3･第4･第5土曜は､8:00～12:00 
　(土曜も残業はありません)

休日 日曜･祝日､土曜(第1･第2)､夏季･冬季休暇 
※第3･第4･第5土曜は､午後休み

給与 ②月給19万円～20万5000円　※能力考慮
資格 高卒以上　39才まで　経験不問 

中型自動車免許(8t限定可) 又は 
準中型自動車免許(5t限定可) 
②要PC基本操作(入力レベル)

待遇 昇給有､賞与年2回､社会保険完備､C規定､
車通勤可､家族･住宅･営業･現場手当

応募 電話連絡後､履歴書(B貼)持参下さい｡
【職場情報】
事業 建装材（ベニヤ、メラミン等）の販売

003-1412519

有限会社小林ベニヤ
A053-424-6545　担当／小林
浜松市東区上石田町697-1

｢岩水寺｣駅より車で5分 yykn
74tドライバー

月給25万円～

□■入社祝い金10万円支給■□ 
女性も活躍している職場です♪ 

20～50代の男女ドライバーが活躍中!
仕事 ①自動車内装品の配送 

②食品トレイの輸送 
※いずれも4tウイング車

【募集情報】
時間 ①7:00～16:00　 

②8:00～17:00
休日 ①日曜+月1～2回土曜 

　GW、夏季、年末年始 
②完全週休2日制(土日)

給与 月給25万円～
資格 要中型免許、学歴・年齢不問 

①リフト免許必須 
②パワーゲート作業

待遇 ◆入社祝い金支給(規定有) 
◇交通費規定支給 
◇昇給年1回 
◇賞与年2回 
◇社会保険完備 
◇制服貸与 
◇退職金制度 
◇資格取得支援制度

【職場情報】
事業 総合物流業

028-1269458

太陽急配株式会社 浜松営業所
A053-582-1600 担当／望月
浜松市浜北区尾野2272-1

浜松市中区 yyykmn
7固定エリアでの宅配スタッフ

日給1万円以上

業務好調につき正社員募集! 
会社の核となる人材募集!

仕事 原則固定エリアでの宅配のお仕事です 
エリアは浜松市･磐田市･袋井市･掛川市 
など※希望の勤務エリア考慮します 
使用車は軽自動車だから普通免許でOK 
宅配経験のない方もご安心ください!! 
※現場だけではなく､管理業務･対外的な 
　交渉などにも携わっていただきます｡

【募集情報】
時間 基本/6:30～15:30(実働8h) 

※業務によっては11:00～20:00(実働8h) 
　といった時間帯もあります。 
※担当するエリアや業務量により変動

休日 月4日～6日のシフト制 
※お休みのご都合は希望考慮

給与 日給1万円以上 ※月収25万円以上可能 
　(日給1万円×月25日稼働) 
※試用期間1ヶ月(時給900円～)

資格 要普通免許(AT限定可) 未経験OK
待遇 車通勤可(無料駐車場有)　制服貸与 

交通費規定支給　昇給有 
賞与有(業績による)　社会保険完備

応募 不明点や質問等お気軽にお問合せ下さい
【職場情報】
事業 運送業・通販商品などの配送

003-1413152

株式会社松井
A053-545-6118　担当／和久田
静岡県浜松市中区神田町433

■■ここがPOINT■■
◎安定の業務量　　　　
◎役職者になれば月給に
◎前職の経験・能力考慮

磐田市福田 yyyDkm
7近距離ドライバー(4t車・大型車)

月収30万円以上可能　\

資格取得支援制度有り
仕事 建設機械・建築資材等の運搬 

※基本的に運送先は浜松～掛川です。 
※手積み·手卸しはほぼありません。 

【募集情報】
時間 7:00～18:00内で当社運行表による
休日 日曜･祝日･GW･夏季･年末年始 

※当社カレンダーによる
給与 月給18万円～+各種手当＝月収30万円～
資格 未経験者､資格がない方でもOK!! 

･中型免許 
･大型免許 
･フォークリフト 
･玉掛け 
･小型移動式クレーン 等お持ちの方歓迎!

待遇 制服貸与　車通勤可　 
各種保険完備　賞与(年2回) 
資格取得支援制度　 
家族手当　皆勤手当　無事故手当

応募 まずはお気軽にお電話下さい｡ 

【職場情報】
事業 運送業

003-1410992

有限会社弥生
A0538-58-2666　担当／鈴木
磐田市福田5483

周智郡森町 yymn
74t車乗務員

月収24万5000円～

これってドライバーの募集#って位､ 
お休みが充実した条件だと思います｡ 
◆土日祝休み"年間休日123日"◆ 
しかも残業無し!みんな定時上がり!
仕事 掛川～浜松インター付近の楽器の輸送 

※ちなみに手積み･手降ろしありません
【募集情報】
時間 7:40～17:20 ※みんな17:30には終了 

※実働8ｈ※10:00､12:00､15:00に休憩
休日 週休2日制(土日祝) 

・GW･夏季休暇･年末年始:各8～9日間 
・年間休日123日(2019年実績)

給与 固定月給13万5000円 
＋ドライバー手当(1日5000円) 
＋皆勤手当(月1万円) 
＋家族手当(月5000円/1人あたり) 
＋交通費(1kmあたり700円)等各種手当　
＝月収24万5000円～ 
試用期間1ヶ月は日給1万円

資格 中型免許以上、フォークリフト免許
待遇 昇給年1回　賞与アリ(業績に応じて) 

退職金制度　各種保険完備 
交通費規定支給

応募 お気軽にA下さい｡土曜の面接もOKです｡
【職場情報】
事業 運送業 

003-1415788

森町運送有限会社
A0538-85-2452　担当/鈴木
周智郡森町向天方852

浜松市東区豊町 zxyuak
74t市内運転手　 

月収26万円(月給17万円＋各種手当)

経験不問! 
20代～50代の従業員活躍中! 
午後の時間を有効に使えます♪ 
未経験から安心して始められます
仕事 浜松市中央卸売市場から浜松市内のスー

パーへ青果物を配送します。 
●未経験から安心して始められます。 
●無理のない運行スケジュール 
●中型免許(8t限定可)が活かせます｡ 
●パワーゲート装備車で楽々積み降ろし 
●体への負担が少なく安心です。 
●男女ともに幅広く活躍できます。 
●午後の時間は有効活用できます。

【募集情報】
時間 3:30～12:30(休憩有)
休日 週休2日制 

日曜・祝日、水曜(祝日がある週は出勤) 
※市場カレンダーによる

給与 月収26万円(月給17万円＋各種手当)
資格 中型免許(8t限定可)　経験不問
待遇 各種手当　車通勤可
応募 下記携帯迄連絡後、履歴書持参下さい｡ 

受付／10:00～18:00
【職場情報】
事業 運送業

003-1413484

有限会社高天原(タカマガハラ)
A090-3557-0352
浜松市東区豊町2924(友成医院さん東側)
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南区新橋町 zyyukn
7①近距離工場間輸送 
　②中距離輸送 

①月給17万1500円＋残業手当 ②\

""　　急　募　　"" 
!!年間休日120日(令和2年)!! 
東海４県エリア中心の中距離が中心 

*夜間輸送はありません*
仕事 ①静岡県西部エリア内にある工場間輸送 

　業務をお願いします。 
②輸送エリアは静岡､愛知､岐阜各県内が 
　中心です。

【募集情報】
時間 8:30～17:30(休憩1h)　※残業あり
休日 GW･夏季･年末年始･有給休暇 

※年間休日120日(令和2年) 
　土曜･日曜(年間カレンダーによる)

給与 ①月給17万1500円＋残業手当 
②月給17万1500円＋残業手当＋歩合

資格 ②要大型免許 
※定年後の継続雇用もあります

待遇 昇給有　賞与年2回　社会保険完備 
交通費規定支給　車通勤OK(無料R有) 
時間外手当　無事故手当(月8千円～) 
退職金共済　退職金制度(勤続3年以上) 
財形貯蓄制度　試用期間3ヶ月(同条件)

応募 まずはお気軽にお電話下さい｡ 
DOMONETでは24hご応募受付可能です｡

【職場情報】
事業 運送･倉庫･梱包･自動車修理業

003-1414772

東和運輸倉庫株式会社
A053-442-5551　担当/山中
〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1930-1

勤務地による(直行直帰) xyyeqk
5直行直帰OKのトラック回送 
ドライバー(店舗間の車両移動)

出来高制･完全歩合制

＼注目求人★稼げる"安心"安定"／ 
自宅から直行直帰OK＆月収21万可能★ 
自分のペースで稼げるおシゴト♪ 

)毎週金曜振込みの週払い制導入!)
業務 必要とする店舗に車両を届けるお仕事｡ 

※西部地区をメインにお願いします！ 
★ご自身で運転し納車店舗へ届けます 
★1台ごと自走で運転し運んで頂きます｡ 
★実務前に静岡にて丁寧な業務講習有り 
★荷積み･荷下ろし､洗車業務はなし

【募集情報】
時間 自由稼働制(前日に申告でOK)
収入 完全出来高制 

《月収例》回送報酬3500円(1台平均) 
×3台(1日平均)×20日＝21万円 
▶稼働時間･距離･車種による

勤務地 建機レンタル店舗に自宅～直行直帰
資格 免許取得3年以上 

4tトラック以上の運送実務経験のある方
待遇 燃料代等は都度立替え清算　週払い制度
負担金 4100円(制服代など)
応募 電話連絡後､履歴書(写真貼付)及び 

運転免許証をご持参下さい｡ 
※説明会随時､DOMONETは24hご応募可能｡

【職場情報】
事業 レンタカーの全国回送業

002-3354417

株式会社メビウス21
A054-280-5888　担当／鈴木(9～18時)
静岡市駿河区稲川3-1-20　ハギワラビル302

＼運転だけのお仕事!／
"好きな日に稼げる自動稼働制"

"月収30万円可能"
▷レンタカー業界を支えるお仕事
▷静岡県西部･愛知県のお仕事がメイン
[自分のペースで楽しく働けます♪]

磐田市内各地

1野菜・食品の配送スタッフ

時給1000円～

☆安心・安定の当社で働きませんか☆ 
運転に慣れている方を希望します" 

★定年退職後の方もOK★
仕事 4tトラックでJAのファーマーズマーケッ

トや農産物直売所を巡回し､野菜や食品を
配送する仕事をお願いします｡ 

【募集情報】
時間 6:00～11:00(休憩有) 

※繁忙時の残業有 

休日 週休2日 

給与 時給1000円～ 

勤務地 ■パッケージセンター(袋井市太田1-4) 

資格 要普免(AT限定不可) 
定年退職後の方もOK 
※運転に慣れている方を希望 
※配送・配達経験者大歓迎 

待遇 保険加入有　制服貸与 

【職場情報】
事業 青果物のパッキング

003-1415321

株式会社ＪＡ遠中サービス(ＪＡグループ)
A0538-36-7022　担当／鎌田
本社／磐田市見付3599-1

西浅田北交差点近く zyyukm
7家具の配送業務(2t)

月収23万円以上可 \

夜間配送なし＆お休みはしっかり取得 
家庭やプライベートも充実できます" 
～2人1組のチームで働くので 
　 しっかりサポート･指導できます～
仕事 県中部･西部(豊川～藤枝)へ家具配送｡ 

夜間配送もなく､安定した生活リズムを 
保てます｡※複数名で行うお仕事です｡

【募集情報】
時間 7:00～16:00(休憩あり) 

※早出･残業あり
休日 週休2日制(火･水または水･木)
給与 月収23万円以上可 

(時給956円×1日8h×22日)＋各種手当 
試用期間(1～2ヶ月)中は時給956円

資格 要準中型免許以上 
(2tアルミバン以上の配送経験者)

待遇 社会保険完備 作業服貸与 各種手当 
賞与年2回(業績による) 交通費規定支給 

応募 面接時に履歴書持参下さい｡ ※委細面談
【職場情報】
事業 運送業
《担当から》 
現在20～40代の男性スタッフが中心に活躍中 
配送範囲も静岡県西部･中部地区が中心です｡ 
その日の内に完結できる仕事なので､大切な
ご家庭やプライベートとの両立が可能です｡

003-1414550

株式会社 静岡運送　浜松営業所
A053-442-2019　担当／中村
浜松市中区西浅田1-9-2

浜松市浜北区新堀 yyykmn
72tまたは4tドライバー(固定ルート)

月給27万円～35万円※残業･深夜手当有

近距離＆固定ルートなのに高収入$ 
＜同乗研修充実＞＜資格取得支援有＞
仕事 2t車または4t車を使って､ 

食品の配送業務をお願いします｡ 
※主な配送エリアは､県内西部エリア 
①主に冷凍食品をスーパーや 
　ドラッグストアに配送(残業少なめ) 
②③主にチルド食品を物流センターの 
　配送で近距離の決まったルートです｡

【募集情報】
時間 ① 3:00～12:00(実働8h)※残業少なめ 

②13:00～22:00(実働8h) 
③17:00～翌2:00(実働8h) 
※上記内で選択､固定シフト 
※時期により多少の変動有、残業有

休日 月6～8日 
※完全週休2日制も可能(応相談) 
※長期連休も事前の相談で取得OK

資格 中型免許ある方 
※配送､ドライバー経験はなくてもOK

待遇 社会保険完備　交通費規定支給 
車通勤可　制服貸与　各種手当 
産休･育休制度有 
資格取得支援制度有(会社規定による)

【職場情報】
事業 一般貨物自動車運送事業・倉庫業など

002-3368015

浜名梱包輸送株式会社　浜松浜北営業所
A053-401-0057　担当／大屋(おおや)
浜松市浜北区新堀70-6

東名磐田ICから車で3分 yyykmn
74t磐田市内定期便ドライバー

月給28万円以上

充実の待遇とムリのない勤務がご家族 
にも好評♪研修中も同条件のお給料" 

◆安心の同乗研修あり+◆ 
人気の日勤のみ勤務"30～50代活躍中
仕事 自動車部品輸送で決まった時間､決まった 

ルートの磐田市内定期便。 
※積み降ろしはフォークリフトでの作業 
　納入時パレット移し替え作業あり。

【募集情報】
時間 ①②のローテーション勤務 

①6:25～16:30　②6:25～18:30 
※休憩有､残業2h/日程度有

休日 土曜･日曜(月1回程度土曜出勤あり) 
※会社カレンダーによる 
GW･夏季･冬季　長期(9連休)休暇有

勤務地 磐田輸送センター営業所(向笠西490-1)
資格 リフト免許、要中型免許
待遇 車通勤可､交通費規定支給､各種保険完備 

賞与年2回､退職金･報奨金制度､各種手当 
(皆勤､深夜残業･早朝深夜､愛車､安全､資
格､運行)､資格取得支援制度､敷金補助有 
(遠方からの転居の場合)､勤労福祉協会 
加盟､研修期間1～2ヶ月有(給与は同条件)

応募 まずはお気軽にお電話ください。
【職場情報】
事業 運送業

002-3371658

株式会社 アスカ運輸
A(本社)053-584-1541　担当／石野
(本社)浜松市浜北区新原6418

高丘公園西側 yyyHkm
01部品の配送･積み込み 
　　※2t車(AT車)使用

時給900円～950円　※経験･能力を考慮

) 50代･60代が無理なく活躍中 ) 
土日休み＆15:00終業で働きやすい 
フォークの免許さえあればOK！ 
年齢不問♪定年後の方歓迎です◎
仕事 フォークリフトを使用して部品を積込み､

配送をお願いします｡配送は2t車(AT車)で
30分圏内の近場の工場に運びます。 
※体力的な負担もほとんどありません。 
　その為､実際に50･60代の方も無理なく 
　長期的に働いてくれています◎

【募集情報】
時間 9:00～15:00(休憩あり) 

※残業はほとんどナシ！ 
　あっても週に1日程度です。

休日 土･日(当社カレンダーによる) 
GW･夏季･年末年始の長期連休あり

資格 要普通免許(AT限定OK)　 
要フォークリフト免許 
※年齢不問！ 
　60才以上のシニア･定年後の方歓迎

待遇 各種保険完備(傷害保険あり) 
各種手当あり　制服貸与 車通勤OK 
健康診断(年1回)　正社員登用制度 
共済会(わーくん浜松)加入

【職場情報】
事業 部品の塗装

003-1415838

(有)トキワ金属
A053-436-7375　担当／北澤
浜松市中区高丘東1-5-32
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