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三島市中田町 yyykmn
7美容院のアシスタントスタッフ

月収25万円以上可能　\

☆まつエクも扱える☆ 
勉強会も営業時間内で残業ほぼなし♪ 
日曜定休で周りと予定も合わせやすい 

*詳しくはJOBもご覧ください*
仕事 下記の業務をお願いします。 

受付案内・レジ等の接客業務 
カット・カラー・パーマ業務 
(カラーのみも可) 
アシスタント業務 
その他営業に付随する業務等 
※女性活躍中の職場です。

【募集情報】
時間 8:45～18:15※休憩あり
休日 日曜・第1第3日曜日の翌日(月曜日)・他
給与 月給16万円＋歩合 

【歩合例】※単価8000円報酬12％の場合 
1日4人(3万2000円)×24日＝9万2160円

資格 要美容師免許 
まつエクできる方、興味ありの方歓迎

待遇 車通勤可　交通費規定支給 
退職金制度あり　国民健康保険 
雇用保険　労災保険　産休取得実績あり

応募 まずはお気軽にお電話ください 
■DOMONET・JOBで24h応募受付中■

【職場情報】
事業 美容院

004-0972394

STELLA MARIS
A055-973-1828  担当／澤村
三島市中田町8-21

介護現場に行ったら最新の管理方法､ExcelやWordでの文章作成
iPadの操作…ここで挫折をしていませんか?
介護現場に行ったら最新の管理方法､ExcelやWordでの文章作成
iPadの操作…ここで挫折をしていませんか?

経験者･未経験者共に大歓迎です!やる気のある方は即採用です!経験者･未経験者共に大歓迎です!やる気のある方は即採用です!

弊社で取り組んでいるものはIT技術も必要な世の中で介護員が
成長する方法を福利厚生で取り組んでいます｡受講料は無料です!
弊社で取り組んでいるものはIT技術も必要な世の中で介護員が
成長する方法を福利厚生で取り組んでいます｡受講料は無料です!

ITエンジニアがあなたをサポートします!

①人のお世話が好きで介護に興味がある方
②正社員とパートの雇用で｢派遣社員」ではない雇用を希望の方
①人のお世話が好きで介護に興味がある方
②正社員とパートの雇用で｢派遣社員」ではない雇用を希望の方

月給17万5000円～26万5000円

時給1100円～1700円
※経験・資格に
　応じて決定します｡

弊社は派遣会社ではありません!!正社員･パートのみ募集です｡
年齢･性別不問!年齢･性別不問!

介護＝女性というキーワードはありません｡
男性でも意欲があれば大丈夫です｡

経験･資格不問!経験･資格不問!
資格がなくてもご応募可能です｡
まずは弊社営業と気軽にお話下さい!

パート･シフト等柔軟パート･シフト等柔軟

夜勤が嫌､パート時間で勤務したい!
何なりとご希望をお伝え下さい!

“人のお世話が好き”“体力には自信がある”そんな意欲のある方大歓迎!!
性別問わず経験を積みながらステップアップができる環境です。

“人のお世話が好き”“体力には自信がある”そんな意欲のある方大歓迎!!
性別問わず経験を積みながらステップアップができる環境です。

“人のお世話が好き”“体力には自信がある”そんな意欲のある方大歓迎!!
性別問わず経験を積みながらステップアップができる環境です。

パソコンがなくても受講可能! 技術で困ったら
社員に相談可能!

好きな時間に
教育動画がみれる!

弊社内にも
元介護職員がいます!

正社員･パート

弊社HPへ
今すぐ

アクセス!

教育制度

沼津､三島､長泉､伊豆の国 yyyFkn
71介護スタッフ

7月給17万5000円～26万5000円1\

資格･経験不問◎福利厚生充実◎ 
あなたのやる気と意欲です" 

最新の介護機器などが使えなくても 
弊社社員がサポートします+

仕事 当社の正社員又はパートで雇用。 
当社作業場所にて介護業務全般。

【募集情報】
時間 当社作業場所の勤務時間に応じる 

夜勤､シフト制度の勤務有 
24h内で実労働8h 
※1上記内容で相談可

休日 7土日祝※当社作業場所による 
　※シフトの場合は休暇申請制度

給与 7月給17万5000円～26万5000円 
　※試用期間6ヶ月間は月給15万7500円 
1時給1100円～1700円

勤務地 沼津市､三島市､長泉町､伊豆の国市 
希望作業場所により選択可能

資格 経験･年齢･性別一切不問 
無資格でも大歓迎 
資格保持者優遇

待遇 資格手当/介護初任者研修:月1万円 
介護福祉士:月2万円 
資格取得補助､交通費全額支給､ 
有給休暇有､IT技術教育制度(Excel等)､ 
動画による教育制度有

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

システム 当社に71として雇用後、派遣します。
【職場情報】
事業 一般派遣事業(派22-300993) 

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

《HP》https://www.hac-inc.co.jp

004-0976338

エイチ・エー・シー株式会社
A055-941-6490　担当/北川

〒410-0053 
(本社)静岡県沼津市寿町9-18川口ビル3F

伊東駅車3分､川奈駅車3分 yyykmn
7①ダイニングスタッフ(本館) 
　②サービススタッフ(川奈別邸)

月給20万～25万円＋交通費＋食事

伊東市／テレビで紹介"人気の温泉宿 
＜ 安定して働ける待遇充実◎ ＞ 

)賞与年２回 )手当充実 )寮完備 
20代～50代の女性活躍中" 

仕事 *未経験者歓迎!覚えやすいお仕事♪* 
①夕･朝食の配膳、食事処清掃 
　セッティング等【本館】 
②チェックイン･チェックアウト 
　予約業務、夕･朝食の配膳等【別邸】

【募集情報】
時間 ①6:30～21:30の間で7時間30分 

②7:00～21:30の間で7時間30分 
※①②シフト制、中抜け勤務有

休日 月7日､有給休暇､オフシーズン休暇
給与 月給20万～25万円＋交通費＋食事
勤務地 ①伊東遊季亭本館　②川奈別邸
資格 未経験者歓迎、年齢･経験不問 

※①配膳業務経験者優遇
待遇 各保完､C規定､車通勤可､無料R､昇給有 

制服貸与､食事補助有､定期健康診断 
賞与年2回(業績による)､寮完備 
職務手当､家族手当､時間外勤務手当

応募 お気軽にB下さい(9時～18時)担当／島
【職場情報】
事業 旅館業

002-3267964

伊東遊季亭 (本館、川奈別邸)
A0557-37-0114 A0557-44-0067(A/島)

本館/伊東市宝町1-8(伊東駅～車3分) 
川奈別邸/伊東市川奈1385-1(川奈駅～車3分)

御殿場市萩原 yyykmn
7未経験から始められる 
　生命保険アドバイザー

月給15万～25万円　※査定有･業績による

主婦の方活躍中"ブランクある方歓迎 
業界知識・経験0からのスタートでOK 
*しっかりとした研修プログラム有*
仕事 お客様のニーズやライフプランに即した

保障のプランニング、保険商品の提案 
【具体的には】 
お客様のニーズに合わせた保険商品を 
組み合わせ、オーダーメイド的に保険を 
作り上げていただきます。

【募集情報】
時間 9:00～17:00　※実働7時間、休憩1時間
休日 土日祝(完全週休2日制)　年間休日120日 

特別連続休暇･年末年始休暇
給与 月給15万～25万円 

(査定あり・業績に応じて変動あり) 
※前職経験・給与等を考慮の上決定

待遇 社会保険完備　退職金制度有　車通勤可 
C規程支給　資格取得時の一時金支給 
賞与年2回(業績に応じ査定有) 
弔慰金・遺族見舞金制度　再雇用制度有 
インフルエンザ予防接種の一部補助 
人間ドック・高額療養費制度の一部補助 
プランライト・コンファレンス研修旅行
が付与される制度(基準有)

【職場情報】
事業 生命保険業　

004-0976326

マニュライフ生命保険株式会社　御殿場支社
A0550-83-5900　担当／吉田
御殿場支社／御殿場市萩原大畑211-4
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裾野駅より車で10分 yyykmn
701キャディ

7月給18万～26万円　01\

未経験者･経験者共に活躍できる職場 
ゴルフをやった事を無いスタッフも 
多数活躍しているのでご安心を！
仕事 コース案内･クラブの受け渡し､ 

カートの運転など。 
お客様に快適にプレーを楽しんでいただ
けるようサポートするお仕事です。 
※20～40代の幅広い女性活躍中

【募集情報】
時間 77:30～15:00(休憩有) 

　※実働6h 
　※季節やプレーの組数等により変動有 
018:00～15:00(休憩有) 
　※週1日～OK(相談に応じます)

休日 74週6休制(シフト制) 
年末年始休暇

給与 01日給1万円 
※701研修期間3ヶ月は日給6000円

資格 未経験者大歓迎 経験者歓迎 7高卒以上
待遇 交通費全額支給 制服貸与 昇給有 

有給休暇有 車通勤OK 育休有 M優遇
応募 まずはお気軽にお問い合わせください 

担当/マスター室　宮牧
【職場情報】
事業 ゴルフ場運営
《ＵＲＬ》http://www.tomeicc.co.jp

004-0973630

東名カントリークラブ
A055-992-3331 担当/マスター室 宮牧
裾野市桃園300 

三島緑町､清水町伏見･長沢 yyykmE
放課後デイサービス　新規追加募集 
①17支援スタッフ　②1送迎(軽等)

①1時給890円～1500円②1時給900円以上

急募3名$入社祝い金5万円支給*** 
処遇改善手当年2回☆☆☆随時面談+ 
今年3月新規OPENの家族的職場!働きな
がら資格取得可!経験者･未経験者歓迎
仕事 ◎障がいのあるお子様をサポート◎

【募集情報】
時間 ①13:00～18:00　★春･夏･冬休みは↓ 

　 9:00～13:00､13:00～18:00 
②13:30～15:30､16:30～18:00　★春･夏･ 
　冬休みは8:30～10:30､16:00～18:00 
※上記内で時間応相談､週2日程度から

休日 7週休2日制､GW･お盆･年末年始休暇有
給与 ①1未経験者／時給890円～ 

　　資格なし･経験有／時給900円～ 
　　資格あり･経験有／時給950円～ 
7月給19万円～:資格者のみ/経験無しOK

勤務地 GO HOME/下記　GO ROOM/清水町長沢881-7 
GO TOWN&SCHOOL(新店)/清水町伏見616-1

資格 要普免/AT限定可､①保育･幼稚園･教員免
許･理学療法士･作業療法士･自発菅･サビ
管･社会福祉主事等歓迎(定年退職者OK)

待遇 研修3か月有①入社祝い金有(規定有)､ 
処遇改善手当年2回､正社員登用実績有

応募 履歴書無しで面接OK"内定時履歴書必須
【職場情報】
事業 放課後等デイサービス

004-0974632

GO GROUP(GO HOME ･GO ROOM ･GO SCHOOL･GO TOWN)
A055-939-5566 A林　DOMONET24H受付
三島市緑町4-11グリーンタウン田中ビル1F

【年間休日120日】
【土日祝休み】
･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
7障がい福祉のサービス管理責任者

月給30万～35万円　\

*年間休日120日のオシゴト* 
住宅手当など嬉しい手当も完備" 
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)
休日 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 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。

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) 

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 
資格取得支援手当　服装自由 
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

004-0974226

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

沼津市上香貫 yyykmn
7ヘッドホンのイヤパッド部分の 
　開発･設計･試作･試験など

月収20万円以上可能　\

想像力や直感性を活かしたい方必見☆ 
ヘッドホン部品を創る会社です♪ 
未経験大歓迎！ステップアップ可◎ 
年間休日127日！女性活躍中です*

【募集情報】
時間 8:00～17:00(休憩有) 

《休憩時間》12:00～12:50､14:50～15:00
休日 土日祝　年末年始､夏季休暇､有給休暇有 

★年間休日127日
給与 基本月給18万～20万円以上 

【例：独身、残業10時間の場合】 
基本給＋精勤手当＋残業代＝20万3000円 
※交通費は別途規定支給致します 
※3ヶ月に一度上記に特別精勤手当 
　(約2万5000円)上乗せ 
※精勤手当・特別精勤手当は皆勤条件 
　です(有給対象) 
※別途で国内/国外出張手当･支援有

資格 30歳以下(キャリア形成のため) 
普通自動車免許(AT可)　 
3Dキャドの基本操作が出来れば尚可

待遇 社会保険完備 賞与年2回 昇給 制服貸出 
精勤手当 残業手当 家族手当 出張手当 
退職金制度 車通勤可 C規定 有給休暇

【職場情報】
事業 ヘッドフォンの製造

004-0975800

不二化成工業株式会社
A055-931-1564　担当／アビコ
沼津市上香貫三貫地1245

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
働くスタッフを大切にする会社

*施設へ直行直帰*
☆一般のご自宅訪問無し☆

①71介護職員
　7月給25万5000円～27万円以上
　1時給1090円～1120円以上
②7サービス提供責任者
　月給27万円以上
③1夜勤専門の介護スタッフ
　日給1万9400円～2万1400円以上
④7事務員
　月給18万5000円～
⑤7看護師　
　月給30万5000円～33万5000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☆

 
■男女・年齢不問！
■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･沼津･長泉･函南 yyykmn
①71介護職②7サ－ビス提供責任者
③1夜勤介護④7事務員⑤7看護師

7①月給25万5000円～27万円以上　\

仕事 ①介護職／経験不問です☆ 
　働きながら資格取得も可能です◎ 
②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。 
③夜勤専門の介護スタッフ／Wワーク歓迎 
④事務員／介護保険請求業務 
⑤看護師

【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･シフト制) 
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円以上 
②7月給27万円以上 
③1日給1万9400円～2万1400円以上 
④7月給18万5000円～ 
⑤7月給30万5000円～33万5000円

勤務地 三島･沼津･長泉･函南 
※静岡県東部に6施設､希望勤務地考慮

資格 年齢不問  
①③④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実務者研修修了者または介護福祉士 
⑤正･准看護師

待遇 期間限定の入社祝い金制度/④事務員除く 
毎年昇給有 賞与年2回有 交通費全額支給 
車通勤OK 社会保険完備 制服有  
食事代補助有 深夜割増手当有  
資格取得支援金制度有  
産休･育休有 子育て支援補助金制度有 
研修有 ①夜勤手当1回8000円～1万円

応募 17:30以降は携帯:070-1202-1073 伊藤迄
【職場情報】
事業 居宅介護支援事業､訪問介護事業

004-0974496

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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大月線沿・西消防署北側 yyykmn
①7車検受付事務 
②01車検受付事務

①月給17万～24万円　②時給950円\

車や車検に詳しくなくても大丈夫! 
*勤務開始日応相談*残業ほぼナシ"
仕事 一連の流れを覚えてしまえば、難しい 

お仕事ではありません。先輩スタッフ 
がしっかりフォローします。

【募集情報】
時間 ①8:30～17:45内で実働7時間45分 

※土日含む勤務日シフト制 
②9:00～17:00の間で時間応相談 
※週2～3日以上できる方 
※土日いずれか1日できる方大歓迎

休日 ①月8日～9日
給与 ①月給17万～24万円※M･Oにより変動有 

②時給950円(土日/時給50円UP)
資格 未経験者歓迎 

簡単なPC操作できる方(Excel･Word使える
方)、ビジネスメールができる方　笑顔で
接客できる方　日商簿記3級取得者大歓迎

待遇 車通勤可　制服貸与　社会保険完備 
7D年1　H年2　C規定　皆勤･E手当有 
退職金制度(勤続4年以上)　再雇用制度
(65歳迄)　慰労会/慰安旅行(セブ島･グア
ムなど)　01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 車検整備・一般整備・セルフSS運営

002-3263330

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

駿東郡清水町堂庭 yyyFmn
7相談支援専門員

(実務経験者)月給20万～28万円+各種手当

有給消化率68.2％と働きやすい環境 
人が好き､世話好きな方求む♪ 
募集要件満たしている方歓迎$ 

経験活かして仕事の幅広げませんか？
仕事 支援計画の作成､関連機関との調整等

【募集情報】
時間 8:30～17:30(休憩1h)
休日 日曜含め月9日※当社カレンダーによる
給与 月給20万円～28万円 

※相談支援従事者初任者研修を 
　受講済みの方､もしくは実務経験者 
月給18万円～25万円 
※相談支援従事者初任者研修 
　受講要件のある方 
◆別途住宅手当(世帯主の場合)＋1万円

資格 要普通免許 
相談支援従事者初任者研修を 
受講済みの方､相談支援従事者初任者 
研修受講要件のある方

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

【職場情報】
事業 就労移行･放課後等デイサービス 

就労継続A型･B型　生活介護
《担当から》その他案件も複数掲載中！ 
下記QRコードからご確認くださいね｡

002-3269024

駿東ドリームビレッジ ((株)富士山ドリームビレッジ)
A0545-30-7575　採用担当／工藤
駿東郡清水町堂庭89-5

7お寿司屋さんでの店内スタッフ
10ホール業務

時代に左右されない安定企業で

働くチャンス+
経験・年齢・性別問わず大歓迎"

充実の待遇と
働きやすい環境◎
世界に通用する、

“手に職”付けませんか*
随時面談＆即採用が可能"

“イマドキな寿司屋”目指してます+
●働き方改革推進中"古い体質脱却*
●実際に未経験パート女性スタッフが
　社員となり回転ずしコンペで入賞☆
●海外の“女性の働き方･女性管理職”
　を参考にお客様に喜ばれるお店作り
　の､様々な意見や要望を積極採用中
●週3日･4日の社員雇用も検討中"
●10→正社員登用実績有"

沼津市千本港町 yyykmr
7お寿司屋さんでの店内スタッフ 
10ホール業務

7月給24万～35万円以上※D･H･各種手当

シングルマザー活躍*母子家庭相談可
仕事 7①仕込み/タレを作ったり､下味を 

　つけたり先輩の板前さんに教わります 
　②調理/仕込みができるようになったら 
　魚捌き､柵取り･切りつけ､握り☆ 
　③ホール/スタッフの手の空き具合に 
　よりホールもお願いします｡席ご案内等 
10お客様ご案内､オーダー､ご提供等

【募集情報】
時間 79:00～21:00※休憩有※週5日/8hシフト 

1015:00～21:00(22:00)内で応相談 
　09:00～15:00､15:00～21:00/通しも可

休日 7完全週休2日制★曜日のご希望相談OK
給与 7未経験者:月給24万円～ 

　経験者　:月給28万円～ 
　店長候補:月給35万円～ 
10平日：時給1000円～　 
　　土曜：200円UP　日祝：300円UP 
　　試用期間3ヶ月：時給950円

待遇 H有 D有 各種手当有 賄い無料 社保完 
社員割引有(20%OFF) 制服貸与 研修制度 
有 寮･社宅有 車通勤OK(自転車･バイクOK) 
試用期間3ヶ月/勤務態度やMOにより 
期間短縮有､期間内にて正社員採用も有

【職場情報】
事業 飲食業(国内2店舗･海外事業所)

004-0974467

特選回転寿司 活けいけ丸(銀座黒尊株式会社)
A055-964-2777　採用担当まで
沼津市千本港町83 A棟

沼津市足高尾ノ上 yyykmn
①7業務全般の運営管理社員 
②7コース管理社員

①②月給16万5000円～30万円＋賞与有\

現代のゴルフは友人･夫婦･家族の為の 
スポーツ系サロン*年齢･学歴不問+ 
☆☆駿河湾を一望できる景色が自慢の 
『沼津国際カントリークラブ』☆☆
仕事 -女性活躍中のオシゴトです- 

*地域密着の安定企業で働くチャンス* 
①業務運営管理/フロント･事務･清掃等｡ 
②コース管理社員/コース･カート整備等｡ 
◎一般常識を重視!知識や経験は不要！ 
◎接客等の会話(コミュニケーシン)が 
　楽しめる方なら大丈夫！ 
◎自然環境!綺麗な空気に包まれ健康的！

【募集情報】
時間 ①②7:00～16:00　※休憩90分有
休日 月6～8日(ローテーションによる)
給与 ①月給16万5000円～25万円＋賞与有 

②月給16万5000円～30万円＋賞与有
待遇 車通勤可 無料R有 制服貸与 社保完 

交通費規定支給(上限月1万5000円) 
送迎応相談　昇給有　賞与有(年2回) 
従業員食堂有(銀座ライオンさんの食堂♪ 
税込み300円で食べられます◎)

応募 まずはお気軽にAください 
◎詳細は、DOMONETをご覧ください。

【職場情報】
事業 ゴルフ場

004-0968455

沼津国際カントリークラブ
A055-923-3222　担当／吉岡
沼津市足高尾ノ上441-334

沼津市松長 yyykmn
7現場作業員

月給28万円～

＼事業拡大のため増員募集です*／ 
【未経験大歓迎"】【多数募集"】 
新しい営業所で馴染みやすい環境+ 
男女問わず活躍できます0

仕事 業務用機械の解体･輸送･搬入･据付から 
事務所の引っ越しまで多岐にわたった 
お仕事をしていただきます。

【募集情報】
時間 8:00～17:00(現場によって早出･残業有)
休日 月6～7日
給与 月給28万円～ 

※固定残業代7万円(月60h分)を含む& 
(試用期間3ヶ月間も同条件)

最寄駅 JR片浜駅から徒歩10分
資格 未経験者･経験者歓迎　男女不問 

要普通免許(AT限定可) 
フォークリフト･玉掛･クレーン･ 
小型移動式クレーン等あれば尚可 
(資格がない方も大歓迎$)

待遇 交通費規定支給　車通勤可(無料R有) 
社会保険完備　制服貸与　昇給制度有　
賞与有　出張手当　皆勤手当　安全手当 
資格取得補助制度有

応募 まずはお気軽にお問合せ下さい+
【職場情報】
事業 運送業

004-0974830

関東誠和梱枹運輸株式会社　静岡営業所
A055-928-4077
沼津市松長７８５
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裾野市上ヶ田 yyyFmn
71理容師(ヘアカットや接客など)

7月給23万円以上＋歩合給　1\

地域に根付いた「まちの理容院」+ 
水・木連休の完全週休2日" 

頑張ればその分稼げるオシゴト◎
仕事 予約制では無く､お越し頂いた方から 

順に対応するスタイルです。 
7最終的には一人でお任せできるように
なっていただきたいです。 
1復職や勤務日数の調整可能です。

【募集情報】
時間 8:30～18:00(休憩あり) 

※1勤務時間・日数の相談可
休日 水曜・木曜　他
給与 7月収30万円以上可能 

1時給1000円以上 
※試用期間3ヶ月間は、 
　7月給23万円・1時給1000円

資格 要理容師免許　7店長経験等ある方尚可 
1復職・ブランクある方歓迎

待遇 社会保険完備　車通勤可 
C規定　D･H(売上･業績等による)

応募 まずはお気軽にお問合せください。 
※Hair chou chou(ヘアーシュシュ) 
　にて受付致します。

【職場情報】
事業 理容院

004-0974934

理容　kei
株式会社ホーケン
A055-992-7854(Hair chou chou)A益田
裾野市上ヶ田149-2

駿東郡清水町 yyykmn
8自社運営サービスの 
  顧客対応スタッフ

時給1000円～※試用期間3ヵ月:時給900円

20～30代の女性が活躍中の仕事) 
長く安定して働きたい方歓迎"

仕事 自社運営のインターネットサービスにつ
いてお客様へのメール、電話対応、運営
補助業務をお願いします。 
サービスについては事前に研修を行い、 
研修後に実際の業務について頂きますの
で安心してご応募ください。 
将来を見据えてキャリアを積みたい方大
歓迎です"

【募集情報】
時間 9:00～18:00(休憩1hあり)
休日 土日祝、夏季・冬季休暇
資格 ･一般的なPCスキル 

･インターネットサービスに興味がある方 
･ネットショップ運営､Webマーケティング
などの知識やスキルを積極的に習得した
い方 
･将来的にキャリアを積んで正社員として
働きたい方

待遇 C規定支給　車通勤可　食事補助有 
昇給有　社会保険完備　正社員登用有

応募 DOMONETにて24時間ネット応募受付中♪
【職場情報】
事業 インターネット関連事業

004-0975813

株式会社　ハンズ
A055-972-6655　担当／長田･増田
〒411-0901　駿東郡清水町新宿823-1

御殿場市萩原 zyyukn
70建築設備の 
　　メンテナンス指導係\

7月給35万円～　0時給2000円～

ワークライフバランスを大切に 
残業もほとんどないから安心♪ 
頑張るあなたを応援します☆

仕事 エアコンや貯水槽清掃､設備のメンテナ 
ンスが主な業務となるメンテナンス作業 
員の指導をお願いします｡若手スタッフ 
をメインに指導していただきます｡

【募集情報】
時間 8:00～17:30(休憩有) 

※一部夜間の時間外有(20:00～翌5:00) 
　その場合別途手当有 
※0時間応相談

休日 土･日･祝 
※月に1回土曜出勤有(振替休日有) 
GW･夏季･年末年始休暇有 年間休日110日

資格 一級建築士または建築設備士または 
一級管工事施工管理技士 
大手ゼネコンやサブコンで働いていた方､ 
建築会社で設備作図していた方歓迎

待遇 賞与年2回 昇給有 社会保険完備 
交通費規定支給 有給休暇有 資格手当有 
研修費用負担 用品負担会社持ち

応募 電話連絡後､履歴書(B貼)持参ください
【職場情報】
事業 空調機器メンテナンス等
《ＵＲＬ》http://www.dwt.jp/

004-0970844

ダイヤ水処理株式会社
A0550-83-5095　担当／前原
御殿場市萩原1360

富士宮市万野原新田 yyymnE
71新規オープン事業所での支援員 
　(子供達の成長をサポート)

7月給15万円～ 1時給900～1000円 \

仕事 ●konoha(コノハ)/8月1日(土)OPEN☆ 
就労体験と余暇活動を通し､社会に出た時
や就労に必要な知識と力を身につける場 
●konoki(コノキ)/子供達の学校終了後や
休校日に宿題､感覚遊びや創作活動､おや
つ､片付け･掃除を遊びながら楽しみます

【募集情報】
時間 71konoha/10:00～18:30  

　　konoki/ 9:30～18:00 
★休校日(夏休みや土曜)/9:00～17:30 
★休憩60分 ★残業ほぼ無し 
1上記内週2～5日で応相談､午後のみOK

休日 完全週休2日制(日＋その他1日)､祝日 
GW･夏季･年末年始休暇 ★年間休日120日 
育児休暇 有給休暇(法定通り) 慶弔休暇

給与 71月給及び時給＋資格手当あり↓ 
　　保育士の場合　　：1万円/月 
　　児童福祉士の場合：5000円/月

資格 要普免(AT限定可)､ブランク･年齢不問､ 
保育士･社会福祉主事･児童指導員尚歓迎､ 
放課後デイ未経験･他福祉施設経験者歓迎

待遇 社会保険完備（1扶養控除考慮可能） 
資格取得支援有 研修制度有 車通勤可 
C規定支給 資格手当:5000円～1万円/月

【職場情報】
事業 福祉施設の運営(放課後等デイサービス)

004-0975788

konoha･konoki万野原新田/139(株式会社en)
A0544-21-3011　採用担当：赤野
富士宮市万野原新田3742-4
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榛原郡吉田町川尻 yyykmn
7事務スタッフ

月給21万3500円(一律手当含む)

☆ 勤務開始日、ご相談ください ☆ 
土日祝休み＆安定収入! 
基本的なPCスキルと 
事務経験があればOK)

仕事 ・社会保険､労働保険の書類作成 
・給与計算事務 
・助成金や年金に関する書類作成 
・クライアントへの定期訪問 
丁寧にサポートしますので 
ご安心ください｡

【募集情報】
時間 9:00～18:00　※休憩有
休日 土日祝､年末年始･夏季･誕生日休暇 

年間休日125日
資格 高卒以上　未経験OK 

要普通運転免許(AT限定可) 
基本的なPCスキル　事務経験3年以上 
年金アドバイザー･社会保険労務士の 
資格をお持ちの方優遇

待遇 社会保険完備　中退共退職金共済加入 
賞与年2回　昇給年1回　交通費規定支給 
車通勤可　スキルアップ研修有 
試用期間3ヶ月(同条件)

応募 電話連絡後､履歴書(B貼付)持参下さい｡
【職場情報】
事業 社会保険労務士事務所

002-3266049

横田社会保険労務士事務所
A0548-33-0040
榛原郡吉田町川尻263-1

カフェのようなモダンな
カーショップ♪
＝NUSH AUTO MOTIVE＝

落ち着いた店内に
おしゃれな車がたくさん!

 

事務＆
＼フロントスタッフ募集／
★年間休日110日
★車が好きな方大歓迎!
★特別な知識は必要なし!

藤枝市瀬戸新屋 yyykmn
701自動車販売会社の 
　　　事務･フロントスタッフ

7月給18万5000円 01\

★国産･輸入車を扱うNUSH★ 
車が好きな方も知識がない方も歓迎♪ 
カフェのようなモダンでお洒落な店舗 
で働きませんか?PC操作ができればOK
仕事 部品の発注など､PC入力業務をはじめ､ 

フロントでご来店いただいたお客様への 
ご案内をお願いします。 
お客さんの対応をしながら､ 
いろんなことを覚えていくと思うので 
特別専門的な知識がなくても 
大丈夫ですよ♪

【募集情報】
時間 9:00～18:00(休憩有) 

01時間相談OK
休日 隔週休2日制(月曜＋第3日曜＋他1日) 

年間110日以上 
夏季休暇 年末年始休暇 GW有

給与 7月給18万5000円 
　(固定残業手当20h分2万6780円含む) 
01時給900円以上

勤務地 本社/藤枝市瀬戸新屋305-6
資格 未経験者歓迎 PCの入力ができればOK 

学歴不問 第2新卒歓迎 
2021年度新卒歓迎(大卒･短大卒･専門卒)

待遇 社会保険完備 昇給年1回･賞与年2回 
(業績･能力による) 車通勤可 
交通費規定支給 住宅手当･家族手当 
(規定有) 販売インセンティブ制度 
整備士資格手当 リフレッシュ手当 
役職手当 試用期間3ヶ月有(同条件) 
退職金制度有

応募 まずはお気軽にお問い合わせください｡ 
DOMONET･JOBからの応募も可能です｡

【職場情報】
事業 新車･中古車販売､中古車買取､板金塗装､

各種メンテナンス､各種パーツ販売､カス
タム､カーセキュリティー販売取付等

002-3256694

ナッシュオートモーティブ(有限会社ナッシュ)
A054-643-5757　担当／伊藤
藤枝市瀬戸新屋305-6

静岡市葵区緑町 yyyFmn
70①スタイリスト ②アシスタント 
③カラーリスト0④受付・事務・清掃

7①③月給23万円～＋歩合給※O･M \

*大人女性から愛される美容室* 
【日曜定休】子育てママさん活躍中♪ 
週1日～でもOKで柔軟に★学生OK！

【募集情報】
時間 78:30～18:00(休憩有)  

0上記内で応相談 
　土曜のみ(祝日)の週1日～もOK！

休日 7日曜＋希望休月3日(連休も応相談)
給与 7②月給18万円～ 

0①③時給1000円～　②④時給950円～ 
※研修期間3ヶ月間は… 
　7①③月給22万円～ ②月給17万円～ 
　0①③時給950円　②④時給900円～

資格 美容師免許あればなお可 
(働きながら資格取得したい方もOK)  
ブランクのある方､子育て･家事との 
両立をしたい方大歓迎 
0①②③美容学校学生さん大歓迎

待遇 昇給有 C規定 駐車場有 有給休暇有  
マンション･寮完備(静岡駅近く) 
社会保険完備 賞与有(業績による) 
毎月店売り上げによるプチボーナス有 
7①③売り上げによる歩合給有

【職場情報】
事業 美容室
《ＵＲＬ》http://couturier-shizuoka.com

002-3268081

クチュリエ 美容室
A054-207-8818　西ヶ谷まで
静岡市葵区緑町2-5-2 1F

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

女性ドライバー活躍できるように 
サポートしていきます！ 
関東・関西方面がメイン

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

002-3268217

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

2020年内に放課後デイ施設
新規OPENにつき

オープニング
スタッフ大募集

まずは､東新田にて勤務後､希望に
より新施設へ行くことも相談OK◎
☆コロナ対策徹底!!
　手洗い･検温･消毒実施中
＼20代女性スタッフインタビュー／
前職は保育園での保育士で､
障がい児を担当した際に興味を持ち､
専門的な職場で働きたいと思い転職
しました｡保育園とは違い､子どもも
スタッフも少人数なので距離が近く
みんなと話ができる事が魅力です｡

駿河区東新田 yzytuF
9放課後等デイサービススタッフ

時給950円～1000円＋資格手当　\

子供の元気な笑顔に癒される 
やりがいバッチリのお仕事☆ 
人の役に立ちたい方､ 

福祉に興味のある方にぴったり♪
仕事 放課後や学校休校日に様々な遊びを通じ

て障がいのある子供達を支援します｡ 
音楽遊びや鬼ごっこ､ゲーム､公園遊び等 
楽しく遊ぶ事を一番大切にしています｡ 
車での送迎は2㎞位の近距離から徐々に 
お任せしていきます｡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 平日／9:30～18:00(休憩有) 

土曜／9:00～17:30(休憩有) 
※残業ほぼなし｡ 
　お子様の急な発熱や学校行事の休み､ 
　家庭の用事など両立できるよう 
　時間･日数はご相談下さい｡

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 ※試用期間6ヶ月／時給900円
資格 要普通免許(AT限定可)　 

ブランクある方や復職希望も大歓迎 
放課後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､精神保健福祉士尚歓迎

待遇 社会保険完備 車通勤可 資格手当  
扶養手当 有給休暇 制服貸与  
賞与有(会社業績による) 
資格取得支援有 正社員登用制度有

応募 応募前の職場見学やお問い合わせ歓迎！ 
入社日等お気軽にご相談ください｡

【職場情報】
事業 福祉施設の運営

002-3257997

放課後等デイサービス　konoki東新田
A054-259-5008　担当／佐藤
静岡市駿河区東新田3-32-35
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藤枝市青島 yyykmn
7未経験からでもスタートできる 
　生活相談員

入社1年目 月収23万円以上可能 \

詳細はDOMONETをご覧ください♪
仕事 施設の利用の手続きや､利用者様･家族に 

対する相談援助､日常生活の介護業務等 
・月1回程夜勤に入っていただく場合有 
・定員15名の小規模デイサービス 
・実務未経験でも資格取得支援ありで、 
　徹底サポート！

【募集情報】
時間 日勤／4シフト制(実働8h、休憩有) 

　　A.7:00～16:00　B.8:00～17:00 
　　C.9:00～18:00　D.9:45～18:45 
夜勤／18:00～翌8:00(休憩有) 
※時間外月20h程度

休日 4週9休(シフト制) 
希望により連休相談可能

給与 月給20万円～(資格､役職､送迎手当含む) 
※試用期間(3ヶ月)／月給18万円 
※上記月収例入社1年目､残業月20h 
　夜勤2回分含む

資格 年齢･経験･性別不問 業界に興味のある方 
介護福祉士・社会福祉士･社会福祉主事･ 
ケアマネージャーいずれかの資格取得者

待遇 D年1回 H年2回 制服貸与 車通勤可 
C規定 各種資格取得支援有 経験者優遇

【職場情報】
事業 介護事業･通所介護事業所

002-3269693

悠進　株式会社
A054-631-7779　担当／太田
静岡県藤枝市下青島114-20

高洲中学校より徒歩1分 xyybmn
7介護スタッフ　 
1夜勤専門のスタッフ

7月給23万100円(夜勤6回､他一律手当含)

)*2つの職種で募集"*) 
【正社員】＆【夜勤専門パート】 
お気軽にお問合せください"

【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) 

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 

応募 まずはお気軽にお電話ください♪
【職場情報】
事業 認知症対応型介護施設

002-3269036

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

未経験者歓迎
★カリスマセラピスト
＆目指す方大募集★
条件は「今よりいい仕事」以上可能
7安定した収入で働けます☆
5週3日～頑張り次第で収入UP
あなたに合った働き方が可能☆

★…エーゲ海をイメージした
癒しの空間へようこそ…★

リゾート気分になれる空間と

上質な技術を提供しています◎
 

ぜひ当社で一生ものの
技術を身に付けませんか？

20～40代女性活躍中

草薙駅より徒歩1分 zyyukm
75リラクゼーションスタッフ

7月給18万5000円以上＋業績給　5\

気楽に!!楽しく!!機嫌よく!! 
目指せカリスマセラピスト* 

未経験者歓迎♪エーゲ海をイメージ 
したリゾート空間で楽しくお仕事♪
仕事 フェイシャル･リンパトリートメント､ 

ボディケア･フットケア､ 
セラピスト･ボディケア･エステシャン等 
メニューが多く､多くの技術が 
身に付けられます｡ 
◆物品販売無し､ノルマ無し 
◆カリスマセラピストを多数排出して 
　おり､優しく内容の濃い研修が 
　丁寧で充実しているので安心して 
　オールハンドの実技をやさしく 
　学ぶことができます｡

【募集情報】
時間 7 9:30～22:00(実働8h) 

510:00～22:00内 
　※1日5h～､週3日～勤務OK 
　※前月20日までに希望休日を申請

休日 7週休2日制(シフト制)
給与 7研修期間1ヶ月有／時給900円～
収入 5完全歩合制(歩合率60％) 

　フェイシャル(60分)／4170円 
　アロマリンパ(60分)／3072円 
　ボディケア(60分)／2230円

資格 未経験者OK　資格不問 
フェイシャル･リンパマッサージ 
経験者歓迎　5ＷワークOK

待遇 車通勤可　交通費規定支給　　 
昇給有　賞与有　制服貸与 
勤続3年で海外無料研修有(バリ･タイ) 
7社会保険完備

負担金 5なし
応募 DOMONETからも24時間受付中です｡

【職場情報】
事業 リラクゼーションサロン

002-3262971

プレミア草薙店
A054-395-9666　担当／サノ
静岡市清水区草薙1-14-11

JR｢清水駅｣から車で5分 yymn
7歯科衛生士

月給21万～25万円 (経験･能力考慮) \

昨年5月OPEN★新しい綺麗な 
クリニックで一緒に働きませんか？ 
充実の福利厚生＆セミナー支援制度有
仕事 ・歯科衛生業務　　　・診療補助 

・診療準備、片付け　・滅菌、清掃 
・電話対応等

【募集情報】
時間 月火水金：9:00～13:00　14:30～19:00 

　　　土：9:00～13:00　14:30～18:00 
※お昼休み1時間半 
※平均残業時間月10時間程(前年度実績)

休日 週休2日(基本的に木曜･日曜) 
※年末年始(6日)､夏期(4～5日) 
GW(カレンダー通り)　有給休暇

給与 月給21万～25万円(経験・能力考慮) 
※一律資格手当含む 
※皆勤手当(1万円)別途支給有

資格 歯科衛生士　実務経験：1年以上
待遇 社会保険完備　転勤無　交通費規定支給 

昇給有　賞与有　退職金制度有 
車･バイク通勤OK　住宅補助有 
仕事ブランクOK　教育研修制度充実 
皆勤手当　残業手当　研修費用の援助　
業績に応じて研修旅行　試用期間有

【職場情報】
事業 歯科医院

002-3254946

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

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

月給16万円～35万円　※職種による

『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 ①障がいヘルパー　②支援員･世話人 

③介護職･デイサービス介護･放課後デイ 
④看護師及び訪問看護

【募集情報】
時間 ① 8:00～ 17:00　14:00～23:00 

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

休日 月10日前後(シフト制) 
年間休日120日以上

勤務地 清水区(3施設)／葵区(3施設)
資格 ①③介護職員初任者研修(ヘルパー2級) 

　または介護福祉士※資格ない方もOK 
②資格･経験なくてもOK　④正･准看護師

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

応募 まずはお気軽にお問合せ下さい。
【職場情報】
事業 介護老人福祉施設

002-3270121

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

【新規スタッフ
　　　増員募集!!】
無資格､未経験
大歓迎！

まわりのスタッフが
しっかりフォローするので
未経験でも安心です｡　

あなたの｢やる気｣を応援します☆｠

週3日～勤務OK!
学生･主婦(夫)･フリーター歓迎!｠
幅広い年代の方が
活躍中★

 

誰かの役に立ちたい方､
お待ちしています♪

葵区羽鳥 yyykno
71施設スタッフ

7月給16万6000円～＋資格手当有 1\

*事業拡大につき増員募集致します* 
居心地の良さが自慢◎定着率抜群!
仕事 10～40代の障害のある利用者様の 

食事･排泄･入浴などの基本的な 
生活介護やレクリエーションを 
サポートして頂きます｡ 

【募集情報】
時間 78:45～17:30(休憩45分) 

18:45～17:30(時間応相談) 
　※週3日～でOK 
　※急なお子さんの熱や学校行事にも 
　　対応します 

休日 7日･祝 

給与 1時給940円～(一律手当含む)＋ 
　資格手当別途 
　※試用期間1ヶ月時給890円 

資格 学歴不問､未経験･無資格者大歓迎 
1扶養内･ＷワークOK 
　学生･主婦(夫)･フリーター歓迎 
　土曜日勤務できる方大歓迎 

待遇 社会保険完備､交通費当社規定､ 
資格手当有､資格取得支援制度有､ 
リゾートホテル割引券有､ 
髪型･服装自由､車･バイク通勤OK､ 
食事補助(昼食費半額補助) 
7試用期間3ヶ月有(同条件) 
　福祉系資格者･サービス管理責任者優遇 
1正社員登用制度有 

【職場情報】
事業 障がい者の生活介護施設

002-3267527

障がい者の生活介護施設 オーブ
A054-297-5031 (平日10:00～16:00)
静岡市葵区羽鳥1-1-71
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清水区八千代町 yyyFmn
71歯科衛生士

7月給20万～23万円1時給1300円～ \

)地域密着型の歯科医院) 
サービス向上を目指した募集です｡ 
週休2日(年間休日130日以上)＆ 

各種保険完備$実務経験なくてもOK

【募集情報】
時間 月･水･木･金…8:30～18:30(休憩有) 

火･土(半日)…8:30～13:30 
※業務量によって､時間の変動有 
※木曜日は不定期となります 
※1日数応相談､午前のみ･午後のみOK 
　フルタイム勤務できる方歓迎

休日 7週休2日制(平日+日曜)､祝日 
　GW､夏季･年末年始※年間休日130日以上

給与 7※試用期間(3か月)は月給19万円 
1※試用期間(3か月)は時給1200円 
◆経験･能力考慮の上､決定

資格 歯科衛生士免許所持者 
(資格をお持ちの未経験者も歓迎) 
年齢不問　ブランクある方も歓迎

待遇 車通勤可　交通費規定支給　駐車場有 
歯科国保･雇用保険等有　制服貸与 
成果昇給有　賞与年2回　残業手当有 
試用期間(3か月)　1正社員登用制度有

応募 24時間､ネット応募も受付中です｡
【職場情報】
事業 歯科医院

002-3269417

江川八千代歯科医院
A090-3503-7388　採用担当／江川
静岡市清水区八千代町9-24

静岡駅から車で15分 yyykns
9福祉未経験･無資格OKの 
　障がい者の職業支援スタッフ

月給15万円～＋交通費規定＋資格手当\

"福祉に興味がある方にピッタリ" 
応募前見学OK☆女性が活躍する職場* 
年間休日120日◎残業ほぼなし☆ 
家庭と無理なく両立できる環境+
仕事 利用者様が一般企業に就職できるよう 

作業の支援･見守りをお願いします｡ 
Webオークションの出品や古着等の店頭 
販売､梱包等の内職をします｡

【募集情報】
時間 8:30～17:00(実働7.5h)※残業ほぼなし 

※基本週5日勤務､お子様の学校行事や 
　家庭の都合など休みの融通利きます｡

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

給与 ※試用期間6か月時給900円 
☆月収例/23万円以上(勤続5年有資格者)

資格 要普通免許(AT限定可)　未経験者歓迎 
障害者施設･介護施設･保育施設での 
勤務経験がある方は尚歓迎

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

【職場情報】
事業 福祉施設の運営

002-3250102

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

)20～40代主婦活躍中)
幼稚園や小学校に通う小さな
お子様がいるスタッフもいて､
家事育児と仕事の両立の大変さを
分かち合える環境で働けます♪
｢人の役に立ちたい｣
｢障がい者福祉に興味がある｣
｢地域貢献･社会貢献をしたい｣
そんな方にピッタリの仕事です！
利用者様のできることが増えた､
成長できた時は一緒に喜びながら
やりがいを感じられる瞬間です。
コロナ対策も実施中！
まずはお気軽にご相談ください☆

静岡市立高等学校]2分 yyyFks
9福祉の資格･経験不問の 
　障がい者の職業支援スタッフ

月給15万円～＋交通費規定＋資格手当\

☆正社員を目指せる登用制度有☆ 
週休2日制で年間休日120日◎ 
お休み充実×残業ほぼなしなので 
家事育児と無理なく両立可能です+
仕事 利用者様が一般企業に就職することを 

目標とした､様々な作業の支援､見守り､ 
市内別施設での作業支援や送迎等を 
お願いします｡Webオークションの出品､ 
古着等の店頭販売､梱包等の内職･軽作業 
を行います｡利用者様がどうすれば 
効率的に作業できるかをアドバイス､ 
確認するのが支援スタッフの仕事です｡ 
☆1から丁寧に教えるので未経験でも 
　安心して始められます｡実際に未経験 
　から始めたスタッフばかりです｡

【募集情報】
時間 8:30～17:00(実働7.5h)※残業ほぼなし､ 

お子様の急な発熱や学校行事の予定等 
皆でカバーし合っているので休みも 
お気軽にご相談下さいね｡

休日 週休2日制(日祝＋他1日) 
※土曜は月2～3回出勤がありますが 
　お子様の用事等で土曜日休みもOK 
※他､会社カレンダーによる

給与 ※研修期間6ヵ月は時給900円
資格 未経験者歓迎 普通自動車免許(AT限定可) 

社会福祉主事･サービス管理責任者･ヘル
パー2級･相談支援員をお持ちの方尚歓迎

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

応募 応募前の職場見学も歓迎です。 
希望入社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 福祉施設の運営

002-3267017

就労継続支援A型事業所　オリーブ
株式会社ライフプラス
A054-248-4455　担当／佐藤
静岡市葵区千代田4-2-21

★☆入社祝い金☆★
　75万～15万円支給
　13万～5万円支給

未経験スタートの
20～40代女性活躍中-

前職が飲食店スタッフ､事務､
営業など異業種からの転職者多数☆

=経験者優遇します=｠
残業ほぼなく定時上がり可能◎
休みも取りやすく家庭と無理なく
両立できます｡子育て中の方も
安心して働ける環境です♪

7月8～10日休み､年休114日
1週3日～OK､日勤のみもOK

静清BP牧ヶ谷ICより車5分 yyyFkn
71無資格･未経験OKの介護職員

7月給17万8400円～34万7400円　1\

ともに喜び､ともに笑い､ともに生きる 
ご利用者様と家族の笑顔のため 
寄り添う介護を目指しています)
仕事 特別養護老人ホームでの介護業務｡ 

1から丁寧に教えるので未経験でも 
安心して始められます｡(詳細は面接にて)

【募集情報】
時間 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｡ 
1週3日～OK､日勤だけでもOK｡ 
　家事育児と両立できるよう働き方は 
　お気軽にご相談ください｡

休日 7月8～10日(2月は8日､30日の月は9日､ 
　　　　　　31日の月は10日) 
　☆希望休取得OK､年間休日114日

給与 7月給17万8400円～34万7400円 
　(夜勤手当4～5回分含む　1回5000円) 
　※超過分は別途支給します 
1時給1000円～1200円(深夜割増有) 
※資格･経験･能力など考慮します

資格 未経験者歓迎　資格･経験不問 
ブランク有･復職希望の方歓迎

待遇 社会保険完備　昇給年1回　車通勤可 
入社祝い金支給(75万～15万円 
13万～5万円)　交通費規定支給 
住宅手当(月2万円迄)　扶養手当 
夜勤手当　処遇改善手当有 
有給休暇(1時間単位で取得OK) 
7賞与年2回(4.15ヶ月)　退職金制度

応募 施設見学やお問い合わせだけでも歓迎！
【職場情報】
事業 特別養護老人ホーム

002-3252026

特別養護老人ホーム 吉津園
A054-278-5566 担当/澤田・西野
静岡市葵区吉津199
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磐田市見付 yyyFmn
7保育園での保育業務

月給17万9500円～(短大・専門卒) \

☆賞与実績年4.5ヶ月分☆毎年昇給有 
子育てママ在籍"ブランクある方歓迎 

従業員の9割以上が女性で 
育児支援制度充実した職場です♪
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時間勤務です(シフト制)
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～) 
※年間休日106日

給与 月給17万9500円～(短大・専門卒) 
月給18万9500円～(四大卒)

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) 

賞与有(実績:年4.5ヶ月分支給) 
扶養手当　特別手当　住宅手当 
社会保険完備　昇給有(毎年) 
福祉医療機構による退職金制度有

【職場情報】
事業 保育園

003-1384912

いずみ第三保育園
A0538-39-1050　担当／佐々木
磐田市見付5018-5

＼当社おすすめPOINT／
★異業種出身の先輩が多数活躍中
★経験よりも人物重視の採用を徹底
★夜勤がありません
★残業ほとんどなし
★採用は面接1回のみ
 

「磐田･袋井で
　　　　安定して働きたい！」
そんな方にピッタリの職場です♪

磐田市・袋井市 yyykmn
71介護スタッフ

7月給16万～30万円 1時給890円～\

夜勤なし・残業基本なしです♪ 
介護業界で一緒に活躍しませんか？ 
*詳しくはDOMONETもご覧ください*
仕事 デイサービスセンターにて、 

利用者様の入浴・食事等の介護業務
【募集情報】
時間 78:00～17:15(休憩75分) 

1上記内で週3日～､1日4h～OK 

休日 4週8休(日曜･他) 
年末年始休暇有 

給与 7月給16万～30万円 
1時給890円～1000円 
　介護福祉士910円 

勤務地 い～な見付デイサービスセンター 
　(磐田市見付1596-1) 
い～な豊田デイサービスセンター 
　(磐田市立野1374) 
い～な浅羽デイサービスセンター 
　(袋井市浅名733-7) 

資格 未経験者歓迎 
介護福祉士取得者優遇 

待遇 昇給有 交通費規定支給 車通勤可 
制服貸与 食事補助有 有給休暇 
7社会保険完備 賞与年2回 
　各種資格手当有 退職金制度有

【職場情報】
事業 デイサービスセンター
《担当から》 
有給休暇率が高いのでプライベートも充実 
タブレット導入で事務作業が少ないので 
介護業務に専念できる環境です 
お問い合わせも受け付けています★

003-1388652

株式会社健弘会
A080-1572-6773　担当／大橋
住所は勤務地項目参照

浜松市 yyykns
0730代～70代活躍中の 
　　交通誘導警備スタッフ

時給1000円以上＋能力給　※深夜割増有

＼急募"／ 
基本的に2人1組なので安心です♪ 
入社祝い金7万円・紹介料アリ

仕事 一般道や駐車場での規制作業･誘導作業を
お願いします｡丁寧な研修がありますので
覚えたことをきちんとこなしていけば 
安心です｡

【募集情報】
時間 8:00～17:00　21:00～翌6:00 

※0週3日から勤務可能 
※日勤のみの勤務もご相談ください

休日 週休制(会社カレンダーによる)
給与 法定研修期間は時給890円 

(法定研修20時間以上)
勤務地 静岡県西部地区　※直行直帰可能◎
資格 未経験者大歓迎　原付免許以上
待遇 社保完 社宅応相談 制服有  

バイク貸出無料 
交通費規定 昇給有

応募 電話連絡後履歴書持参ください 
DOMONETからも応募できます

【職場情報】
事業 警備業
《担当から》安定した仕事量がありますので､
長期で安定して働きたい方にオススメです｡ 
1人1人の隊員育成に力をいれている会社です｡

003-1387274

健誠警備株式会社
A053-415-8329　担当／ワキノソノ･西野
浜松市西区西山町808-17-1B

浜松市西区湖東町 yyykmn
71①介護職員(特養) 
71②看護師(特養)

①7月収23万3000円～(各種･夜勤手当含) 

*主婦さんが活躍している職場* 
-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 
―)お子様連れの面接もOK)―

仕事 ①食事､入浴､排泄の介助､着替え補助等 
②特別養護老人ホームでの看護師業務

【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 
②78:30～17:30　9:30～18:30 
　　※実働8h/シフト制 
　1上記時間内で週3日､1日4h～OK

休日 7週休2日制　※年間休日108日 
▶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1500円～　

資格 ①未経験者歓迎　②看護師･准看護師
待遇 社会保険完備 制服貸与 車通勤可  

交通費規定支給 昇給･賞与  
資格/扶養/処遇改善/特養手当 
夜勤手当(1万円/回) 資格取得支援

【職場情報】
事業 特別養護老人ホーム

003-1388863

特別養護老人ホーム 湖東の杜
A053-486-3586　採用担当／池田
浜松市西区湖東町1074
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勤務地により異なる yzytun
1オープニングスタッフの 
　ホームヘルパー

時給1000円～時給1800円以上　\

【9月中旬】オープニング募集) 
年齢不問"ブランクのある方も歓迎 
ご家庭の事情もご相談に応じます*
仕事 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 8:00～21:00の間で月2回､30分～L
給与 (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～

勤務地 静岡県東部地区(沼津中心)※直行直帰可
資格 要普通自動車免許(AT限定可) 

ヘルパー2級以上　介護福祉士保持者尚可
待遇 交通費規定支給(100円/件※交通機関を 

使わない方でも支給有)　車通勤可 
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)

【職場情報】
事業 訪問介護
《仲間から》当社では大岡に拠点を持つ職場
で事業拡大につき新規事業所を開設する運び
となりました。男女ともに30代40代50代の方
が中心に活躍中の職場"未経験歓迎です+

004-0973729

ハートフルケアさくら沼津西
A055-941-7528　担当／杉山
静岡県沼津市大塚72

))オープニングスタッフ募集))
生活にあわせてでOK！

　□年齢不問　■性別不問
　□月2回、30分～OK
A055-941-7528まで
お気軽にお電話ください-
*DOMONETにも詳細公開中*

御殿場駅]5分 yyyFkm
10①ホール(料理運びなど) 
　　②宴会スタッフ　③調理補助

9:00～17:00…時給900～1000円　\

平日昼間のみ＆扶養内勤務OK* 
家庭と両立しながら働きませんか!? 
週1日､3h～シフトの相談可能+ 

やってみたい仕事をお選び下さい!!
仕事 ①料理運びなどのホール業務 

②宴会準備など 
③簡単な調理補助業務 
◎未経験の方でも丁寧に教えます｡

【募集情報】
時間 ①11:00～22:00の間で応相談 

②18:00～22:00 
③10:00～21:00の間で応相談 
※週1日～･1日3h～OK 
※①は昼のみや夕方のみもOK

給与 9:00～17:00…時給900～1000円 
17:00以降…時給900～1070円

資格 未経験大歓迎　Wワーク歓迎 
主婦(夫)の方歓迎

待遇 制服貸与　能力給制度 
各種保険完備　有休有 
車通勤可　社員登用有 
食事有　試用期間(2ヵ月間位)有

応募 まずはお気軽にお電話ください。 
◎勤務開始日はご相談に応じます

【職場情報】
事業 中国料理店

004-0974824

飲茶と中国料理　名鉄菜館
A0550-83-0722　担当／山崎
御殿場市新橋732-1

イオンモール富士宮2階 zyyukn
01受付･検査補助

平日:時給890円～ 土日祝:時給940円～

＜人気の受付スタッフを募集＞ 
イオンモール富士宮内のキレイな眼科 
女性スタッフ活躍中♪未経験歓迎◎
仕事 ご案内･受付･電話対応など 

簡単な検査補助もお願いします｡ 
未経験の方も1から丁寧に教えるので 
安心してスタートできますよ!

【募集情報】
時間 シフト制 

10:30～18:30の間で 
1日3時間～､週3日からの勤務 
例／10:30～15:00　16:00～18:30等 
※土日勤務できる方歓迎

休日 月曜休診
給与 平日:時給890円～ 土日祝:時給940円～
資格 未経験者歓迎　眼科経験者大歓迎 

ブランクのある方も歓迎
待遇 交通費規定支給（1000円／日上限） 

車通勤応相談(条件あり)　制服貸与 
雇用保険･社会保険加入可（条件あり） 
正社員登用制度有り

応募 まずはお気軽にご応募下さい｡ 
DOMONETからは24時間受付中です｡

【職場情報】
事業 眼科

002-3265567

浅間町眼科
A0544-25-3319

〒418-0032　静岡県富士宮市浅間町1-8　 
イオンモール富士宮2階
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三島市･長泉町･裾野市 yyyFmn
1①訪問介護　71②介護職員

①時給1050円　②7月給16万7600円～\

■静岡県働きやすい介護事業所認定■ 
「利用者様をまん中に」 

日本一の老健を目指しています*

【募集情報】
時間 ①9:00～16:00の間で1日1h～ 

　※週1日～勤務OK 
②7A.8:30～17:30　B.17:00～翌9:00 
　　※休憩有、交替制 
　　※日勤のみなど相談もOKです 
　18:30～17:30で応相談 
　　※1日3h程度～相談OK

休日 ①日曜他、希望を考慮(4週8休以上)　　 
②74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)

給与 ①時給1050円(介護福祉士:時給1100円)　 
②7月給16万7600円～17万7300円＋手当 
　　※夜勤手当7100円～/回別途支給 
　1時給1000円～

勤務地 ①三島市･長泉町･裾野市など　②当社
資格 ①初任者研修修了者､ 

　介護福祉士有れば尚可 
②7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・育休制度有 
　社会保険完備　財形制度有 
　退職金制度有　定年制有　再雇用制有 
  住宅手当(3万円※規定有)　 
1正社員登用有　

応募 DOMONETからもご応募受付中です。 
『ラ･サンテふよう』で検索して下さい♪

【職場情報】
事業 介護老人保健施設

004-0975821

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

広見ICより車で3分 yyykmn
0工場内の清掃及び備品補充スタッフ 
1パック詰めの工場内軽作業

時給890円～　※日･祝 時給＋100円

マキヤグループで働きませんか?☆ 
エスポット･POTATOで販売している 
お惣菜の工場です♪扶養内勤務OK♪ 

*20～60代の方活躍中*
仕事 0食品工場内での､衛生用品の交換や､ 

　備品の補充など 
1食品工場でのパック詰め等の軽作業

【募集情報】
時間 07:00～11:00 

16:00～14:00の間で時間応相談 
※週3～5日で勤務できる曜日を 
　教えてください 
※土日勤務できる方歓迎

給与 時給890円～ 
※日･祝 時給＋100円

資格 未経験者歓迎
待遇 交通費規定支給　車通勤可　制服貸与 

1社会保険完備
応募 まずはお気軽にお電話下さい｡ 

※履歴書は採用･不採用に関わらず 
　返却致しません｡ 
　責任を持って管理･破棄致します｡

【職場情報】
事業 惣菜の製造･販売 

(エスポット･POTATOのマキヤグループ)

004-0975938

株式会社ＭＫ･サービス　惣菜センター
マキヤグループ
A0545-36-0200　採用係
富士市大淵2373(広見ICより車で3分)

パートさんだけで運営しているお店もあります♪

やっぱり美容師のお仕事が好き!

ブランクある方大歓迎!! 

無理なく･楽しく

やっていきましょう♪

美容師募集美容師募集美容師募集美容師募集美容師募集美容師募集

◎残業はありません!
◎日･祝休み!
◎お休みしっかりとれます!
◎　 時間･日数は随時相談OK!
◎　 週3､4日～勤務OK!

◎残業はありません!
◎日･祝休み!
◎お休みしっかりとれます!
◎　 時間･日数は随時相談OK!
◎　 週3､4日～勤務OK!

8月

中旬★
働くママさん

美容師さんの味方です!

富士･
富士宮エリア

6店舗で

多数募集中!

富士･
富士宮エリア

6店舗で

多数募集中!

富士･
富士宮エリア

6店舗で

多数募集中!

富士･
富士宮エリア

6店舗で

多数募集中!

シニアの方大歓迎シニアの方大歓迎シニアの方大歓迎

働くメリットいっぱい♡働くメリットいっぱい♡働くメリットいっぱい♡働くメリットいっぱい♡

規新

日･祝
休み!
日･祝
休み!
日･祝
休み!
日･祝
休み!
日･祝
休み!
日･祝
休み!
夕方5時迄OK

家事や育児との両立しやすい♪家事や育児との両立しやすい♪

詳しくは
こちら!

50代・60代

お気軽に
お電話下さい!

☎090-1785-8388または、☎0557-82-5840(サイトウ)
◎運営グループ150店舗達成! スタッフ数400名! 安心して働ける会社です｡ スタッフのライフスタイルを大切にできる働き方を応援しています!!

オープン!!オープン!!オープン!!オープン!!
富士市松岡 yyytFn
71理容師･美容師

7月給18万～36万円 1時給900円～1360円

8月中旬★新規オープン!! 
働くママ在席♪お休みも融通します！ 
ブランクのある方･WワークもOK 
このシゴトが好き！を活かせます♪

【募集情報】
時間 9:00～17:00 

1※時間は上記内でお気軽に相談下さい 
　※週3､4日～OK 

休日 日曜･祝日定休日　他シフト制 

給与 7月給18万～36万円(実績) 
1時給900円～1360円(実績) 

勤務地 ののはな松岡 
富士･富士宮エリア6店舗 

資格 理･美容師免許お持ちの方 
※ブランクのある方､既婚者大歓迎 

待遇 社会保険完備 交通費規定支給 賞与有 
年末年始･有給休暇･育児･介護休暇有 

応募 直通携帯A090-1785-8388 
又は下記へ電話連絡後､ 
履歴書(写真貼付)を郵送下さい｡ 

【職場情報】
事業 美容室･理容室運営 

《担当から》グループ150店舗達成 
ご自分で経営されている方､ 
小さなお子様をお持ちの方､ 
ブランクのある方も 
今持っている技術で大丈夫｡ 
お気軽にご連絡下さい｡ 
店舗の見学随時受付中です｡

004-0972077

株式会社ワコサイト
A0557-82-5840(担当／サイトウ)
〒413-0021　静岡県熱海市清水町1-3

東名御殿場ICから車で5分 zyyuFn
01ショップスタッフ

時給1000円～/経験者1100円～

業績好調につき新しい仲間を募集中$ 
◆扶養枠内ok､週３日ok､短時間ok◆ 
◆Ｗワークで午後からの勤務もok◆ 
◆フルタイムは社会保険完備です◆
仕事 接客､商品補充､店内ディスプレイ等

【募集情報】
時間 9:30～20:15の間で時間､勤務日応相談 

※希望に合わせて働き方が選べます 
・扶養枠内で週3日ok 
・1日5～6hの短時間ok

休日 月8日以上(曜日応相談)
給与 時給1000円～/経験者1100円～
勤務地 御殿場アウトレット内､イネド･エフデ
資格 販売や接客の経験者歓迎 

もちろん初めての方も大歓迎
待遇 交通費規定支給､社会保険完備､車通勤可 

賞与年2回､経験･能力により昇給あり 
従業員割引有､三島駅･裾野駅･岩波駅 
より通勤用のシャトルバス運行中 
正社員登用制度

応募 店舗まで気軽にお電話下さい 
履歴書(写貼)ご持参の上､面接します

【職場情報】
事業 アパレルの販売代行

042-0423635

株式会社ケーアンドオージャパン
A0550-83-3200(採用係まで)

御殿場市深沢1312 
御殿場プレミアム･アウトレット

富士宮市中原町 yyyFkm
19製品のラベル貼り・組立・包装作
業

1時給885円～　9時給910円～

9月新規事業スタートの為、 
スタッフ大量募集です! 

*学校の行事やお子様の急病等にも* 
*柔軟に対応します*

仕事 製品にラベル貼りをしたり、消毒液製品
の組立や箱詰め、梱包作業をお願いしま
す｡未経験者の方でも丁寧に指導します｡

【募集情報】
時間 8:00～17:00(休憩有) 

1※1日5h～､週4日～出来る方歓迎 
　※勤務時間応相談 
9※1日7h～(出社時間ご相談ください) 
　※フルタイム勤務できる方歓迎 
　※週5又は6日出来る方歓迎！

休日 土日　週休二日制
勤務地 ヨーゼン第2工場(富士宮市中原町185-1)
資格 未経験者歓迎　年齢・経験不問　
待遇 D有　R有　車通勤可　試用期間3週間 

1雇用・労災　9社会保険完備・寸志有
応募 電話連絡後、K(B付)持参ください。

【職場情報】
事業 受託清掃業務・下請加工及び検査業務
《担当から》 
冷暖房完備のクリーンな環境でのお仕事 
です｡みんな一緒のスタートなので、安心し
てお仕事ができますよ。

002-3268105

株式会社ヨーゼン
A0544-26-8338
〒418-0004　富士宮市三園平1250(本社)
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沼津市役所から徒歩1分 yyyHkn
1イタリアンロールケーキの 
　販売･製造補助

時給950円以上

～沼津で"イタリアンロール"が有名な
人気洋菓子店｢冨久家｣で募集+～ 
当店を一緒に盛り上げてくれる方なら 
年齢も性別も関係なく大歓迎です*
仕事 ロールケーキの製造補助･販売スタッフ

【募集情報】
時間 7:30～17:00(休憩有) 

※フルタイムで働きたい方歓迎 
※勤務日数等､まずはご相談ください

休日 日曜､月1回月曜 
年始･夏季休暇(連休)有

給与 時給950円以上
資格 未経験者歓迎　男女不問
待遇 制服貸与 

車･バイク通勤可 
交通費規定支給 
社会保険完備(労働条件による)

応募 まずはお気軽にお電話ください。 
★DOMONETにて24時間受付中★

【職場情報】
事業 洋菓子店･ケーキ販売
《担当から》 
おかげさまで前回多くの応募があり､ 
採用になりました♪業務好調につき 
スタッフ追加で増員募集します! 
お気軽にご連絡下さい!!

004-0975793

冨久家
A055-931-2275
沼津市御幸町17-17

伊豆の国市吉田 zxyufk
01買取･販売スタッフ

時給900円～＋交通費　※深夜割増有\

未経験大歓迎"　男女Staff活躍中" 
ゲーム・トレカ好きの方は特に歓迎" 
1日3h､週2日～OK"　Staff割もアリ" 
詳しくはDOMONETをご覧ください!

【募集情報】
時間 9:30～22:15で時間・曜日相談OK！ 

※1日3～5時間､週2日から歓迎♪ 
※半月ごとのシフト自己申告制♪

給与 ※高校生も同時給
期間 長期で働きたい方大歓迎！
資格 未経験OK､学生(大学･専門)歓迎､ 

フリーター､Wワーク､主婦(夫)OK
待遇 C規定 従業員割引有 車･バイク通勤OK 

制服貸与 研修有 定期D 有給 無料R
応募 まずはA下さい！DOMONETは24H受付中！ 

履歴書不要！カンタン応募できます｡
【職場情報】
事業 本･CD･DVD･ゲーム･トレカ等の買取･販売
《お店から》ゲーム･トレカ専用スペースあ
り！！専門STAFF大募集！ゲーム･トレカが大
好き＆興味ある方大歓迎♪※好きなゲーム･
トレカをシゴトに出来る絶好のチャンス！！ 
早い者勝ちです！！ 
シフトは10時～15時､18時～22時etc 
幅広く相談可能です♪ 
大学生･専門学校生も歓迎！A待ってます！

004-0974664

BOOK･OFF(ブックオフ)　伊豆の国大仁店
A0558-75-0500　担当／イデ
伊豆の国市吉田395

*子供の成長*を
一緒に見守りませんか
生徒の「できた＆分かった"」が
やりがいにつながる仕事です

 
お仕事にブランクがある方、
子育て中の方も大歓迎-
子供が部活や習い事の間に…
夕方以降空いた時間で…

こんな働き方もできますよ+

各教室までお気軽に☎ください
①沼津原校　担当／勝又

A055-955-9444　
②三島南校　担当／古川

A055-939-8088　
③沼津学園通り校　担当／上野

A055-923-0905　
DOMONET 　WEB応募も
24h受け付けております

沼津市・三島市 yyyFkm
01学習塾講師スタッフ

1授業90分 1650～2000円以上※D随時\

週1日、1コマから働けます" 
子育てとの両立や扶養内勤務OK* 
《　DOMONETに詳細公開中です　》
仕事 小～中学生の生徒2人までの個別指導 

※得意科目のみでOK" 
※マニュアルをもとにしっかり研修" 
※担当生徒は決まっていますので、 
　日々の成長を感じられる仕事です。

【募集情報】
時間 ※週1回､1日1授業(90分)のみでもOK 

①沼津原校 
・17:00～18:30 
・18:35～20:05 
・20:10～21:40 
②三島南校 
・16:40～18:10 
・18:20～19:50 
・20:00～21:30 
③沼津学園通り校 
・16:30～18:00 
・18:05～19:35 
・19:40～21:10

給与 最初の授業20回は1授業1500円
勤務地 ①沼津原校／沼津市原1809-2 

②三島南校／三島市南本町13-34 
③沼津学園通り校／沼津市神田町6-29

資格 未経験者大歓迎　主婦(夫)歓迎 
年齢不問　Wワークも可

待遇 交通費規定支給　車通勤可　扶養内OK 
スキル・経験により随時昇給 
授業以外の事務作業は別途手当有 
私服OK(白衣貸与)　正社員登用有

応募 まずは各教室までお気軽にAください 
◎勤務開始日もご相談に応じます

【職場情報】
事業 学習塾

004-0976327

個別指導スクールＩＥ　合同募集
やる気スイッチグループ
A右記参照
上記参照

道の駅ふじおやまから]2分 yyykmn
01コンビニスタッフ

時給1000円～1250円　\

週0日～OK☆シフトも選べるので 
家事や子育てとの両立も相談OK- 

30～50代主婦さん活躍中♪ 
嬉しい高時給"やりがいバツグン☆
仕事 接客､品出し､清掃､発注などの業務を 

お願いします｡ 
「年齢が高い」「覚えが良く無い」 
「仕事にブランクがある」など､ 
気にする必要はありません！ 
研修後も継続的にフォローしますよ｡

【募集情報】
時間 平日／①6:00～9:00　②13:00～18:00 

土日／③6:00～9:00　 
　　　④9:00～22:00の間で応相談 
※週0日～OK(働けない週があってもOK)

給与 ①時給1150円　②時給1000円 
③時給1250円　④時給1100円

勤務地 駿東郡小山町菅沼1843-1
資格 未経験者･主婦(夫)の方歓迎
待遇 交通費規定支給､制服貸与､昇給有 

車通勤OK､社会保険完備
応募 まずはお気軽にお電話ください｡

【職場情報】
事業 コンビニエンスストア

004-0974719

セブンイレブン小山町菅沼店
A0550-76-3601
駿東郡小山町菅沼1843-1

富士駅から徒歩10分 yykn
01週1日～OKのコンビニスタッフ

時給890円～1120円　\

)10～60代の女性活躍中) 
夜間は2人体制なので防犯面も安心★ 
シフトの調整、融通が利きます" 
まずはお気軽にお電話を♪

【募集情報】
時間 ①17(18):00～21(22):00 

②0:00～6(8):00 
※開始・終了時間を1h早めたり、 
　遅くしたりすることもできます!! 
※土日できる方大歓迎!! 
※お子様の病気など、急なシフト変更も 
　対応します!! 
※扶養範囲内勤務もOK♪

給与 ①時給890円 
②時給1120円

資格 未経験者歓迎 
主婦(夫)・シニア世代(60歳以上)・ 
長期できる方大歓迎！

待遇 マイカー通勤OK／交通費規定支給 
駐車場有／制服貸与／昇給有

応募 電話連絡後、履歴書持参下さい。 
お気軽に☎下さいね！ 

【職場情報】
事業 コンビニエンスストア

002-3246963

セブンイレブン富士市横割店
A0545-61-4913　担当／店長
富士市横割2-1-1

9月中旬 岡宮

オープニングスタッフ
大募集!!

●働く時間を相談できる！　　　　
●クリーニング代がお得な価格に♪
●シフトは半月ごと　　　　　
●頑張りをしっかり評価する　　　
●働き方が選べます♪　　　　　　
●20～50代の女性スタッフが

活躍しているサトウです●

沼津市内 xyyeFk
10クリーニング店の受付･店内作業

時給890円以上　②時給1000円～　\

◆◇オープニングスタッフ大募集◇◆ 
9月中旬岡宮OPEN予定!! 

週3日～OK◎既存店も同時募集◎ 
店内業務が中心です♪

仕事 カウンター中心の受付､ご案内､店内での 
軽作業をお願いします｡ 
・商品の受け渡しなどの接客 
・衣類へのタグ付け､分類の軽作業 
・キレイになった商品の受入れ､整理等

【募集情報】
時間 11:00～20:00で時間･勤務日ご相談OK 

※①④は19:00迄｡ 
(例)11:00～20:00　11:00～19:00 
　　14:00～20:00 
★週3日～OK　5h～OK

給与 時給890円～930円以上 
※週3日以内の方は時給890円～ 
※週4日以上､ラストできる方時給910円～ 
※土日いずれか月の半分勤務できる方 
　時給930円～ 
②時給1000円～ 
※共通:試用期間3ヵ月時給890円

勤務地 ①沼津市岡宮(9月中旬オープン予定) 
②沼津大岡店…沼津市大岡1020-1 
③岡の宮店…沼津市岡宮511-19 
④コープ新沢田店…沼津市新沢田2-43 
⑤西沢田店…沼津市西沢田732-3 
⑥沼津下河原店…沼津市下河原町13

資格 未経験者･経験者の方ともに大歓迎 
自力通勤可能な方 
子育て中の方､ブランクのある方歓迎

待遇 交通費規定支給　制服貸与 
車通勤OK　スタッフ割引有 
扶養控除内の勤務OK　正社員登用制度有

応募 担当／営業部(月～土10時～17時)
【職場情報】
事業 クリーニング業(東部52店舗展開)

004-0973811

株式会社サトウ商会(クリーニングのサトウ)
A055-939-7011
本社／裾野市千福72-1
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★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④介護助手

7①月給20万円～　01①②③④\

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♪ 
まずはお気軽にお問い合わせください
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 
施設での入居者様のお世話全般を 
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 
④8:00～19:00の間で応相談　週3日～OK

休日 7月9日程度
給与 ①7月給20万円～ 

　(能力､資格にて加給有) 
　01時給1000円～ 
②1万8500円／1勤務　③時給1300円 
④時給1000円～

資格 ヘルパー2級以上 
④無資格OK　資格あれば尚可 
　未経験者歓迎

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採用度､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

004-0972483

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

ロイヤルセントヨーク内 xyyeFk
5結婚式場での 
　撮影および前撮りスタッフ

出来高制(業務の内容によります)

) 結婚式場での撮影スタッフ募集 ) 
"最幸の瞬間"を撮るやりがい" 

20～30代女性スタッフが活躍中" 
これから学びたい意欲ある方も歓迎0
業務 結婚式場でデジタル一眼レフを使用した 

写真撮影をお願い致します。 
徐々に画像編集業務もお願いします！ 
※1ヶ月～1週間前には予定が決まります 
※未経験者は事前に研修を実施します★

【募集情報】
時間 9:00～20:00の間で1日3h～4h 

★基本､木金(前撮り)土日(式本番)です 
★仕事内容により多少時間の変動あり 
★勤務開始日L★週2～OK､平日のみもOK

休日 火曜・水曜定休
収入 見習い期間最大3ヶ月／1時間あたり900円 

★能力により短縮あり 
★週2日､土日のみで月収8万円可能！

勤務地 主にロイヤルセントヨークでの勤務
資格 未経験者･経験者共に歓迎　男女不問
負担金 不要
応募 まずはお気軽にお電話下さい♪ 

A090-5622-9733(三浦)又は 
A090-8324-2184(三宅)迄

【職場情報】
事業 各種写真撮影

002-3265697

株式会社ＭＩＣ
A応募は上記携帯まで
静岡市駿河区寿町6-14

東名PA内 yyyFmn
81東名パーキングエリアの 
　　清掃スタッフ 

時給900円　※昇給有　\

学歴･経験･年齢･資格不問" 
20～60代女性活躍"未経験者歓迎☆ 
定着率抜群の働きやすい職場- 
勤務日数お選びください◎

仕事 パーキングエリアのトイレ(女性トイレ 
有)､駐車場･園地の清掃業務｡ 
モップがけや拭き掃除､掃除機や機械を 
使って作業します｡直行直帰可｡ 
先輩がマンツーマンで丁寧に教えます｡

【募集情報】
時間 8:00～17:00 ※早出･残業有 

※週3～4日程度
給与 試用3ヶ月は時給890円
勤務地 ①日本坂PA／焼津市石脇上96-1 

②日本平PA／静岡市駿河区 
　　　　　　池田字寺ノ久保坪2178-3

資格 学歴･年齢･資格不問 未経験者大歓迎 
主婦主夫･フリーター･Wワーク･学生歓迎

待遇 雇用保険有 
車･バイク･自転車通勤可 
各種手当有 
交通費規定支給 
退職金制度(63歳以下･勤続1年以上) 
制服貸与 充実の各種研修有

【職場情報】
事業 清掃・道路メンテナンス

002-3257513

中日本ハイウェイ･メンテナンス東名株式会社
A054-266-4180　担当／長田･高橋
静岡市駿河区中島235-1

焼津市(当社請負先) yyykmn
01週2日～OKの食品レジ業務 
　(大手スーパー&研修有で安心")

時給1100円(土日祝1150円)★C規定支給

)*暑い夏でも快適！*) 
大手スーパー★涼しい環境で働こう！ 
午前中の空いた時間で働けちゃう☆ 
2～3時間勤務だから身体もラクラク♪
仕事 ＜短時間のお仕事♪扶養内勤務OK＞ 

食品レジでのお仕事♪自動釣銭機なので
操作は未経験でも簡単に覚えられます！

【募集情報】
時間 9:00～12:00(午前だけの2～3時間勤務) 

★日曜日出勤出来る方
給与 ※研修期間(50時間)は時給900円
勤務地 ザ･コンボ グランリバー大井川店
資格 未経験･学生･主婦(夫)･フリーター歓迎 

★留学生･シニアstaffも活躍中♪
待遇 前払い制度(稼働分)､社保完､制服貸与､ 

車･バイク通勤OK､交通費規定支給
応募 面接随時受付中です！現地面接もOK 

◆お電話の際は「EH12」とお伝え下さい 
※面接は履歴書不要でラクラク♪ 
　普段着OK！お子様連れも対応可能！ 
※面接時マスク着用OK！ 
Mail／mandr-saiyou@mr-os.co.jp

【職場情報】
事業 総合アウトソーシング
【お店いろいろ！当社HPも要チェック♪】 
《ＵＲＬ》https://reji-superkyujin.com/

002-3265656

株式会社エムアンドアール静岡営業所 (EH12)
C0120-711-336　採用担当
藤枝市前島1-3-1 オーレ藤枝4階G号
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焼津市方ノ上　大覚寺 yyykmn
1職員食堂での簡単な調理スタッフ 
　【調理･盛付･仕込みなど】

時給900円～　※昇給有

★甲賀病院内食堂での調理スタッフ★ 
未経験でもすぐに出来るお仕事" 
≪　嬉しい！土日祝休み♪　≫ 
主婦さんが楽しく活躍中です☆

仕事 食堂での「調理･盛付･仕込み」など 
★マニュアル通りに進めるだけ 
★家事の経験を活かせますよ！

【募集情報】
時間 7:30～15:30　8:30～16:30 

9:00～17:00　(休憩有） 
★時間・曜日相談OK 
★残業ほぼなし 
★急用にも応じます

休日 土曜､日曜､祝日(変動あり) 
GW 夏季 年末年始 有給 など

勤務地 甲賀病院　職員食堂内
資格 未経験者大歓迎　主婦主夫歓迎
待遇 社会保険完備　車通勤可 制服貸与   

交通費規定支給　転勤なし　昇給有
応募 ☆DOMONETからも24時間受付中

【職場情報】
事業 病院内給食事業
《担当から》 
未経験から活躍するスタッフが多数！ 
もちろん調理経験者も大歓迎です★

002-3267920

コミュニティーホスピタル　甲賀病院
社会医療法人駿甲会
A054-628-5515　人事部まで
〒425-0088　焼津市大覚寺2-30-1

静岡街中 zyyukn
01一般事務スタッフ

時給950～1200円 (OMにより応相談)

『生徒さんの成長*』を支援できる 
やりがいのあるお仕事です♪ 

20代から50代まで幅広く活躍中* 
簡単なサポート業務で未経験でも安心
仕事 簡単な資料作成､専用ソフトを 

用いての月謝計算等のPC作業や 
メール･電話応対をお願いします｡ 
※適正に合わせてお願いする業務は割り 
振りますのでご安心下さい｡

【募集情報】
時間 10:00～21:00の間で応相談 

※1日3～5h､週2日～OK 
【シフト例】 
10:00～16:00､13:00～18:00 
18:00～21:00など　柔軟に対応します♪

休日 土日祝休み
給与 時給950～1200円  

※能力･経験により応相談
資格 未経験者歓迎　簡単なPC操作(エクセル･ 

ワード)の出来る方
待遇 交通費規定支給　昇給有 

扶養内勤務可
応募 電話連絡後､履歴書(B貼)持参ください

【職場情報】
事業 家庭教師派遣 

(家庭教師派遣業協同組合加盟)

002-3268030

アズネットグループ　アズネット静岡
A050-3784-2696
静岡県静岡市葵区両替町1-7-1　2F

☆社員第一主義のアクタガワには皆さんの毎日を支える様々な制度が用意されています☆

｢朝だけ｣ ｢午後だけ｣ ｢週1日から｣｢朝だけ｣ ｢午後だけ｣ ｢週1日から｣｢朝だけ｣ ｢午後だけ｣ ｢週1日から｣

企業内保育所

無料で利用できる

保育所あり!お子様を
預けながら､安心して

働く事ができます｡

託児所・保育所・
学童保育補助制度

外部の託児所･保育所･

学童保育を利用した場合､

毎月最大3万5000円
支給される補助制度

（支給要件あり）

シングルペアレント
応援制度

シングルペアレント

として子育て

されている方に

毎月手当を支給します｡

介護支援金制度

ご家族が自社介護サービス
利用の際､自己負担金額を

100％（30％の場合もあり）
支援します｡

※15年以上在籍した
社員自身にも支援あり

同伴･
アフターデイ制度

介護の必要なご家族に
自分の職場の

デイサービス･小規模
多機能を利用して

いただくことができます｡
（一緒に出勤･退勤ができます）

スポーツクラブ
無料利用制度

提携スポーツクラブを

無料で利用できます｡

※月に何度でも

利用可能｡

ご家族の方も対象｡

時給1278円～1730円(実働制)時給1278円～1730円(実働制)

月給17万5350円～24万3350円月給17万5350円～24万3350円

月給22万1950円月給22万1950円

介護福祉士･サービス提供責任者の場合

詳しくは当社HPまで

訪問介護は働く時間に融通がきくお仕事です｡

当事業所でもお子さんを保育園に預けて家事をこ

なす間に働く職員や､母親の介護や通院の合間に

働いている職員がいます｡資格を活かしてライフス

タイルに合わせて働きたい方は

お気軽にご相談下さい｡

ぜひ､私達と一緒に働きましょう!

時間の融通が利くお仕事をお探しの方

訪問介護ヘルパーを始めてみませんか?
時間の融通が利くお仕事をお探しの方

訪問介護ヘルパーを始めてみませんか?
時間の融通が利くお仕事をお探しの方

訪問介護ヘルパーを始めてみませんか?

静岡市葵区･清水区･駿河区 yyymns
71訪問介護ヘルパー

7月給17万5350円～24万3350円\

【募集情報】
時間 8:30～17:30 

※11日1時間からご相談ください
休日 7月9日以上(日曜定休)
給与 ≪給与額は経験･能力等による≫ 

7月給17万5350円～24万3350円 
　介護福祉士･サービス提供責任者 
　の場合／月給22万1950円 
1時給1278円～1730円(実働制)

勤務地 ①ハートフルホーム西奈 
　(静岡市葵区瀬名中央1-4-3) 
②ハートフルホーム清水銀座 
　(静岡市清水区銀座13-30 
　 パルシティ2F) 
③ハートフルホーム静岡中央 
　(静岡市駿河区馬渕1-8-1)

資格 介護職員初任者研修(旧ヘルパ－2級)また
は介護福祉士 
普通自動車免許(AT限定可)

待遇 昇給あり(能力による) 
社会保険完備  
交通費規定支給 
車通勤可 
制服貸与 
託児所･保育所･学童手当 
シングルペアレント応援手当 
有休･趣味休暇制度 
子育て･介護のための就業制度  
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 
資格取得支援制度 
7確定拠出年金 
1正社員登用制度

【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 

002-3256131

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

JR安倍川駅より徒歩3分 yyyFkm
01コンビニスタッフ 
　　(レジ･品出し･清掃等の店内業務)

時給960円～　★昇給有

☆OPENから2年のキレイな店内☆ 
週1日～OK＆便利な駅チカ" 
"ニコニコ笑顔"があればOK- 

面接時履歴書不要で簡単応募OK♪
仕事 1～2週間程度先輩とトレーニングし 

未経験から始める方でも1か月程度で 
一連の業務ができるようになります｡ 
★全時間帯2名以上体制で安心勤務♪ 
★未経験でも問題ありません！

【募集情報】
時間 6:00～9:00 

★扶養内勤務OK 
★週1日～OK 

資格 主婦主夫･Wワーク･フリーター･学生･ 
60歳以上のシニア歓迎

待遇 頑張り次第で時給UP 車通勤OK 制服貸与
応募 面接時､履歴書不要◎ 

電話応募後､そのままお越しください｡ 
<DOMONETからも24h受付中◎>

【職場情報】
事業 コンビニエンスストア 

《担当から》 
早朝は主婦層､夕方は高校生､学生､ 
Wワークが活躍中"家事育児の合間に､ 
早起きして朝からなど相談くださいネ!

002-3262485

セブン-イレブン静岡安倍川駅前店
A054-259-2357　採用担当まで
静岡市駿河区みずほ4-8-1

焼津市 yymn
2①物流事務スタッフ 
　②窓口事務スタッフ

①時給1200円＋交通費規定支給　②\

当社では女性に人気の 
事務スタッフを大募集中" 

週休2日､ブランクある方も安心! 
大手企業でのお仕事です!

仕事 ①入出庫に関する指示書を専用端末で 
　作成､製品在庫のデータ入力･電話･ 
　メール応対｡ 
②専用端末を使用した預貯金の受付､ 
　窓口業務　※コロナ対策等も万全｡ 
　ブランクある方もフォロー｡ 
　50代迄女性活躍中

【募集情報】
時間 ①8:00～17:00(休憩有) 

②8:15～17:00(休憩有)
休日 ①日祝他休みの週休2日制(シフト制勤務) 

②土日祝､GW･夏季･冬季長期休暇有
給与 ②時給1200円
勤務地 焼津市
資格 ①多少の事務経験(1年以上)　ブランクOK 

②銀行･信金など金融機関の経験者歓迎
待遇 社会保険完備　車通勤可　制服貸与 

①交通費規定支給 
　前払い制度有(稼働分※当社規定有)

応募 B後､履歴書持参下さい｡(出張登録可)
【職場情報】
事業 人材派遣業(派22-120006)

002-3267566

㈱ユナイテットスタッフ
C0120-070-357(日曜A054-647-1777)
藤枝市青木1-22-3東陽ビル3F
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藤枝市高柳･小石川町 yyyHFm
01①レジ･接客･発注等の店内業務 
　　②副店長候補

時給890円～1113円　\

深夜帯バイトor副店長候補募集!! 
アパレルや小売店での経験ある方 
店舗運営に興味がある方､大歓迎+
仕事 ①レジ･接客･陳列等から始めて頂き､ 

　慣れてきたら発注もお願いします｡ 
②発注や店舗運営業務

【募集情報】
時間 ①22:00～翌6:00 

②6:00～9:00　9:00～13:00 
　16:00～20:00　18:00～22:00 
　22:00～翌6:00　※時間相談可

給与 ･ 6:00～ 9:00　時給960円～ 
･ 9:00～13:00　時給890円～ 
･13:00～18:00　時給890円～ 
･18:00～22:00　時給915円 
･22:00～翌6:00　時給1113円

勤務地 ①藤枝高柳店／藤枝市高柳2-5-4 
②藤枝小石川町4丁目店／ 
　藤枝市小石川町4-187-1

資格 未経験者歓迎　高校生大歓迎 
学生･フリーター･Wワーク･主婦主夫歓迎

待遇 車通勤可 制服貸与 昇給有 研修有 
社会保険完備 社員登用有 有給休暇有★
ノルマはありません！

【職場情報】
事業 コンビニエンスストア

002-3236011

セブン-イレブン藤枝高柳店･藤枝小石川町4丁目店
①A054-635-7634　②A054-646-5001
住所／上記勤務地参照

駿河区丸子 xyycns
71スタイリスト

1時給1000円(能力･経験考慮)賞与有\

創業70年!!長年の信頼と実績有* 
ライフスタイルに合わせて働けます☆ 
日曜日2回を含む月4回の連休で 
子育てママも働きやすい環境♪

仕事 現在､20～40代の女性スタッフ活躍中+
【募集情報】
時間 79:00～17:30　※休憩有 

11日4h～勤務OK 
　｢平日のみ｣｢土日のみ｣の勤務もOK

休日 毎週月曜、第1･3日曜、隔週火曜(月2回) 
※月4回連休 
※有給･年末年始･夏季休暇有

給与 7月給20万円＋歩合制　 
1時給1000円(能力･経験考慮)

資格 高卒以上　経験者大歓迎　美容師免許
待遇 試用期間3ヶ月(同条件) 

交通費規定支給　 
社会保険完備(1は条件による) 
店内技術指導 
店外講習補助金制度有(条件有) 
産休･育休有(当社規定条件有)　 
賞与年2回　 
退職金制度(勤続5年以上) 
1正社員登用制度有

【職場情報】
事業 ヘアサロン

002-3268511

美容室　アミーボーテ櫻井　丸子店
A054-259-1845
静岡市駿河区丸子3-4-4

毎日除菌★マスク着用★
キレイにするお仕事
＼＝嬉しいポイント＝／
★未経験者歓迎★
★半月毎のシフト制★
★クリーニング代お得に!★
20～50代主婦さん活躍中!

駿河区小鹿･豊田､清水区 yyyFkm
01クリーニング店カウンター受付・ 
　　店内の軽作業

0時給1100円(大学生時給980円) 1\

! 　　 Newスタッフ大募集+　　 ! 
! 家庭と両立しながら働きやすい ! 
! 難しいオシゴトはありません◎ ! 
! 嬉しいクリーニング割引あり+ !
仕事 カウンター中心の受付､ご案内､ 

店内での軽作業をお願いします｡ 
･商品の受け渡しなどの接客 
･衣類へのタグ付け､分類の軽作業 
･キレイになった商品の受入れ､整理 
★勤務開始日の相談に応じます♪ 
★スタッフ割引(社割)があります！

【募集情報】
時間 0平日16:00～19:00 

　日祝9:00～19:00(休憩有) 
　マックスバリュ八坂店／14:30～19:00 
　※火･木･土･日勤務 
1①9:00～15:00 
　②9:00～17:00、11:00～19:00など

給与 1①時給930円(土日祝は時給950円) 
　②時給950円 
0マックスバリュ八坂店／時給1100円 
※試用期間2ヶ月0時給950円1時給900円

勤務地 ＜ご希望の勤務地を教えてください＞ 
★曲金店／駿河区小鹿3-1-58 
　　　(フードマーケットマム曲金店内) 
★ザ・ビッグ豊田店／駿河区豊田3-1-1 
　　　　　　　　(ザ・ビッグ豊田店内) 
★マックスバリュ八坂店／清水区八坂 
　　南町2-26(マックスバリュ八坂店内)

資格 未経験者･経験者の方､共に大歓迎 
主婦(夫)､人と接する事が好きな方歓迎 
高校生不可

待遇 制服貸与　車通勤OK　社員割引あり 
1社会保険完備　正社員登用制度あり

応募 受付／日祝除く9:00～17:00
【職場情報】
事業 クリーニング業

002-3259249

クリーニングのサトウ
A080-5817-4423　担当／塚本
静岡市駿河区中島2843-1(面接地)

県立美術館前駅より]1分 xyydkm
01コンビニスタッフ

時給890円～1225円　\

週1日～､1日1h～OK"扶養内勤務OK♪ 
★好きな時間に好きなだけ働けます★ 
お客様とのコミュニケーションを 
楽しみながら働きませんか？

仕事 レジ･品出し･接客等のコンビニ業務全般 
※丁寧にお教えいたします 
時短勤務もがっつり働きたい方もOK! 
平日の夕方､早朝､深夜､土日できる方 
大歓迎です! 
当店では､お客様との関係を大切にして 
います｡コンビニの業務やレジも大切な 
お仕事ですが､まずは､お客様と楽しく 
会話することから始めましょう! 

【募集情報】
時間 24h内で希望に合わせて働けます 

週1日～､1日1h～､勤務OK" 
勤務例)13:00～16:00 17:00～19:00 等 
上記は募集時間帯の例です 
希望時間はお気軽にご相談下さい♪ 
土日できる方歓迎 
がっつり働いて稼ぎたい方も大歓迎

給与 6:00～9:00　時給980円 
9:00～22:00　時給890円 
22:00～翌6:00　時給1225円 
※研修期間中(10日間)は時給885円

資格 学生･フリーター･主婦主夫･Wワーク歓迎 
人と話すのが好きな方 
お客様と楽しく会話できる方

待遇 昇給有　研修期間10日間　制服貸与 
車･バイク･自転車通勤可　社会保険完備 
制服貸与　福利厚生有　深夜割増有

応募 ｢清水中之郷1丁目店の求人を見た｣と 
お気軽にお電話下さい｡ 

【職場情報】
事業 コンビニエンスストア

002-3263080

セブンイレブン　清水中之郷1丁目店
A054-348-0206
静岡市清水区中之郷1-3-15

吉田町･牧之原市･島田市 yyyFkn
01スーパーの店舗スタッフ

時給890円～　\

☆主婦・主夫大歓迎★ 
未経験者にも親切丁寧に教えます♪ 
幅広い年齢層のスタッフが活躍中+
仕事 ・レジ作業 

・惣菜・鮮魚・精肉担当
【募集情報】
時間 住吉店／惣菜… 8:00～13:00 

　　　　鮮魚… 8:00～13:00 
片岡店／レジ…10:00～18:00 
　　　　精肉… 8:00～13:00 
川尻店／惣菜… 8:00～13:00 
榛原店／鮮魚… 8:00～16:00 
初倉店／レジ…17:00～20:00 
※勤務日応相談

給与 レジ…平日　／時給910円～ 
　　　土日祝／時給1010円～ 
惣菜・鮮魚・精肉…時給890円

勤務地 住吉店／榛原郡吉田町住吉2894－2 
片岡店／榛原郡吉田町片岡291 
川尻店／榛原郡吉田町片岡3870 
榛原店／牧之原市細江4475 
初倉店／島田市阪本1462-1

資格 主婦・主夫歓迎
待遇 昇給有 制服貸与 車通勤可 1C規定

【職場情報】
事業 スーパーマーケット

002-3266067

スーパーカネハチ
A0548-22-2060　本部／大崎･高橋
本部／牧之原市細江4476-4

株式会社フーズ･ユー静岡工場
惣菜･米飯の製造販売を手掛け､
新商品･新事業にと拡大を続けています
《当社の特徴》
ISO22000を取得し
大手百貨店へ美味しい食品を

出荷しています｡
仕事も遊びも一生懸命な

会社ですよ♪

【ここがポイント】
・交通費規定支給
・昇給＆賞与あり
・1日4時間～も勤務相談OK
・正社員登用制度あり
・基本､土日祝休み
・頑張りはしっかり評価
勤務開始日もお気軽に相談ください!!

榛原郡吉田町川尻 yyykmn
1①惣菜製造･ピッキング作業 
　②調理スタッフ③一般事務

時給1000円～　※経験･能力による

平日勤務のみでしっかり稼げる 
★正社員登用制度あり★ 
勤務時間も相談OK

仕事 ①・惣菜･米飯･具材の盛り付け作業 
　・セットアップ･カット作業 
　・ピッキング･出荷作業 
②調理業務 
③電話応対､PCを使用しての書類作成等

【募集情報】
時間 8:00～17:30内で4h～勤務応相談 

※休憩90分
休日 月9日(土･日･祝)　夏季･年末年始休暇 

※会社カレンダーによる､年間休日108日 
※土曜日は､月1回程度の出勤有

資格 高卒以上　普通自動車免許　年齢不問 
①未経験者歓迎 
②調理師免許･調理経験者歓迎

待遇 社会保険完備(条件による) 
交通費規定支給 
昇給･賞与年有(個人評価と業績による) 
車通勤可(無料駐車場有)　有給休暇　 
作業服支給　正社員登用制度有

応募 TEL後､履歴書(写真貼付)持参下さい｡
【職場情報】
事業 惣菜製造業及び販売･食品卸売業

002-3266057

株式会社フーズ･ユー静岡工場
A0548-32-7878
静岡県榛原郡吉田町川尻537-10
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駿河区北丸子 yyyFkn
1普通免許でできる 
　お弁当の配達・回収STAFF　

時給900円～＋交通費規定支給

＼30～50代の子育てママ活躍中"／ 
配達先やルートは基本固定で安心♪ 

嬉しい【土日祝休み】★ 
午後のみ･フルタイム等働き方自由-
仕事 決まったお客様の所へお弁当の配達と 

食べ終わった箱を回収しにいくお仕事！ 
★単純作業で安心です！ 
★車はワンボックスカーで普通免許 
(AT限定可)でOKなので運転は安心♪ 
★配達先は基本固定なので覚えやすい！

【募集情報】
時間 7:30～16:00内で相談OK　★休憩有 

★9:00～12:00は必須で前後は相談OK 
★午後のみでもOK 
★短時間もフルタイムもOK 
★土曜出来る方歓迎

休日 土日祝　GW　夏季　年末年始　有給休暇 
★土曜日応相談

資格 要普通免許(AT限定可)　年齢･資格不問
待遇 勤務時間により雇用保険適用 制服貸与 

扶養内勤務OK 車通勤可 交通費規定支給
応募 電話連絡後､履歴書(B貼)持参下さい！ 

「どんな感じ？」ご質問もお気軽にOK♪ 
受付：平日10:00～17:00

【職場情報】
事業 給食事業

002-3264499

静岡給食センター･静岡給食協同組合
A054-259-1341　担当／幡谷(ハタヤ)
静岡市駿河区北丸子1-19-20

静岡市内･沼津市内 xyyems
01未経験からOKの交通誘導員

日給1万円以上 夜勤/日給1万1500円以上

♪20代～70代までの女性が活躍中♪ 
警備は男社会#イメージ変わります★ 

0 入社祝い金3～5万円支給 0 
≪履歴書不要≫≪週1日からOK♪≫
仕事 静岡･沼津市内を中心とする一般道路 

や高速道路等での車両交通誘導｡
【募集情報】
時間 日勤／ 8:00～17:00 

夜勤／21:00～翌6:00(静岡のみ) 
※週1～5日で応相談｡基本直行直帰｡

給与 日勤／日給1万円以上 
夜勤／日給1万1500円以上(静岡のみ) 
※週払い可能･日払いは即日対応 
※法定研修20時間有　1万7700円(昼間)

勤務地 静岡市内･沼津市内
資格 警備業関連有資格者･初心者歓迎 

18歳以上(警備業法による)
待遇 社会保険完備 正社員登用制度有  

残業･資格手当有 面接時の履歴書は不要 
車･バス･自転車･原付通勤OK 制服貸与

応募 下記携帯までお気軽にお電話ください。
【職場情報】
事業 警備業(交通誘導警備及び交通規制)
《担当から》最近入社した20代の女性スタッ
フは、警備未経験からスタート！今はフルタ
イムで活躍しています★

002-3249542

株式会社あおい
A080-1587-7050　A麻生(アソウ)
静岡市葵区岳美12-44

＼みんな食べたことのある”給食”／
＼子供たちの「美味しいご飯」作り／

 
お子様の休み＝自分の休み

なんと…年間休日135日★
 

★昼食補助有　　　　
★扶養内勤務OK　　
★残業ほぼなし　　　
★3センターお好きな所で
★仕事後の時間もたっぷり
＼読み取ってサクッと応募-／

駿河区西島･丸子/葵区門屋 yyyFno
1チーム制の学校給食づくりスタッフ 
　(学校給食の調理･洗浄･清掃業務)

時給890円～1100円　\

2020秋から始めよう！新しいシゴト！ 
＼駿河区･葵区3センターで同時募集/ 
みんなで協力し合う働きやすい環境- 

腰を据えて働けますよ★
仕事 複数名で班になってマニュアルに沿って 

作業をします｡ 
▶フォローし合える環境なので安心♪

【募集情報】
時間 7:30～16:00　8:00～15:00 

8:30～15:30　※時間の相談OK 
★門屋のみ9:00～OK 
★すべて休憩有､残業ほぼなし

休日 土日祝　有給休暇　★年間休日135日 
春夏冬の長期休暇 
(小中学校の休みによる)

給与 時給890円～1100円 
7:30～16:00のシフト可能な方は 
時給910円～(社会保険の対象) 
★経験･能力･資格等考慮し給与決定

勤務地 ①西島学校給食センター/ 
　駿河区西島127-1 
　A054-237-7747　担当／堀田 
②門屋学校給食センター/葵区門屋199 
　A054-277-9801　担当／桐谷(キリヤ) 
③丸子学校給食センター/駿河区丸子6614 
　A054-269-5276　担当／鈴木

資格 未経験者歓迎 主婦(夫)歓迎 資格不問
待遇 ガソリン代･C規定(月1万5000円迄)  

制服貸与 車通勤可 昇給有 給食費補助制
度有(自分達が作った給食を食べます) 
社会保険完備(規定有) 休憩室有り 
扶養内勤務OK　正社員登用有(実績有)

応募 平日／7:30～16:30(土日祝は対応不可) 
勤務開始日相談OK♪ 
DOMONETからも24h受付中！

【職場情報】
事業 学校給食製造

002-3263182

日本国民食株式会社
A勤務地欄参照
住所／勤務地欄参照

静岡市駿河区中島 yyykmn
01窓用ガラスフィルムの 
　　①施工スタッフ　②補助スタッフ

①時給1000円以上　②時給900円以上

☆★創業60年以上の地元密着企業☆★ 
窓用ガラスフィルム等の商社です! 
週2日から勤務OK♪未経験者歓迎☆ 
丁寧に指導しますので安心下さい"
仕事 ①中部エリア中心に学校や商業施設､ 

　病院､工場､一般企業等で窓ガラスに 
　フィルムを貼る作業をします｡ 
　2～3人一組で作業､まずは簡単な 
　先輩の補助から始めます｡ 
②施工スタッフの補助作業がメインに 
　なります｡フィルムを用意したり 
　窓ガラスを清掃したり､施工後の 
　後片付け､事務作業もあります｡

【募集情報】
時間 8:15～17:30の間で応相談 

※週2日～OK
休日 土日祝･GW･夏季･年末年始 

有給･慶弔休暇 
※会社カレンダーによる

資格 高卒以上　要普通免許(AT限定可) 
PC基本操作できる方(Word･Excel)

待遇 交通費規定支給､車通勤可
応募 電話連絡後､履歴書を郵送下さい

【職場情報】
事業 窓用ガラスフィルムの施工及びその現場 

管理､工業用副資材の卸販売

002-3263898

株式会社　髙橋岳三商店
A054-281-1100
〒422-8046　静岡市駿河区中島2635

JR清水駅から徒歩約4分 zyyukm
1法律事務所での事務･秘書

時給950円

JR清水駅近く♪女性が活躍中の職場♪ 
法律事務の経験は問いません! 
夕方3時間の事務業務です◎ 

｢法律に興味がある｣そんな方尚歓迎☆
仕事 電話対応や来客対応､PC入力など｡ 

弁護士のサポート全般が主な仕事です｡ 
※先輩スタッフが研修をするので 
　安心して仕事が出来る環境です｡ 
※女性の依頼者が多いので 
　ソフトな対応を心がけて下さい◎ 
※女性の法律問題に力を入れている 
　事務所です｡

【募集情報】
時間 18:00～21:00 

※月･火･木･金のうち週3～4日で相談OK
資格 未経験･学生･Wワークの方等､皆歓迎 

PC基本操作(word､excel)出来る方
待遇 車通勤可(駐車場代会社負担)　昇給有
応募 WEB応募受付中!!業務多忙のため､電話で

のお問い合わせはお返事に時間がかかる
場合があります｡

【職場情報】
事業 法律事務所
《ＵＲＬ》http://mimoza-law.com/(HP)
https://rikon.mimoza-law.com/(離婚問題専門)

002-3266060

ミモザ法律事務所
A054-371-6117　担当／北嶋

〒424-0816 
静岡市清水区真砂町6-5　ベイタワー清水1F

＼＼人気の事務さん増員募集／／
★2019年9月に完成の
　　　　　　　綺麗な新社屋★

現在は30代を中心に
18名のスタッフが活躍中!!
 
《昨年入社のAさんに聞きました》
Q.当社に応募した理由は？
A.子供がまだ小さいので、時間に
融通の利く事務職を探していました。
 
実際に子供の急な発熱でお休みを
お願いした時も快くOKして下さり
とっても助かっています。
 
■週3日勤務もOK
■資格や経験を活かせます
■ご家庭の状況に合わせて
パート→正社員へのステップアップ可能

清水区辻 yyymns
1内勤事務スタッフ

時給950円～1300円以上

◆ご家庭も仕事も尊重して働ける◆ 
子育てとの両立も無理なく可能です!! 
在宅ワーク､テレワーク導入中♪ 
業績好調につき1～2名増員募集☆
仕事 パソコンでの入力業務や各種資料の 

作成等の業務をお任せします｡ 
入力フォーマットがありますので 
お仕事の流れは丁寧にお教えします｡ 
～職場の雰囲気～ 
スタッフ皆さん面倒見もよく馴染みやす
い環境です♪一緒に楽しく、また日々切
磋琢磨して成長を感じながら働きましょ
う! 

【募集情報】
時間 8:30～17:30　(休憩有) 

※上記時間内で6h～相談可能 
　例)9:00～16:00　10:00～17:00等 
※フルタイム可 
※週3日～相談OKです♪

休日 土日祝　夏季　GW　年末年始 
年間休日120日

給与 時給950円～1300円以上
資格 普通自動車免許　PC基本操作 

日商簿記2級または一般経理経験5年以上 
または会計事務所経験3年以上

待遇 在宅ワーク･テレワーク可(※規定有) 
交通費全額支給　車通勤可 
社会保険完備　資格手当 
残業手当　スマホ手当(条件による) 
有給休暇　昇給有 
試用期間3ヶ月有(同条件) 
扶養内勤務可　正社員登用制度有

応募 まずはお気軽にお問い合わせ下さい｡ 

【職場情報】
事業 会計・税務業務他

002-3269038

あさひ税理士法人
A054-371-3000　採用担当／土居･本多
〒424-0806　静岡市清水区辻4-11-22
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静鉄バス｢西脇下｣徒歩1分 yyykmn
01コールセンタースタッフ 
(簡単なご案内のみでアポ取りはなし)

時給890円～1800円＋報奨金＋C支給

時間や曜日は柔軟対応 
定着率抜群◎働きやすい環境アリ◎
仕事 用意されたリストを元に電話をかけ､ 

太陽光に興味があるかヒアリングします｡ 
アポを取ることはなく､興味のある 
お客様がいたらベテランスタッフが 
追ってご案内をします｡ 
専門知識などは必要なくマニュアルや 
丁寧な研修があり未経験でも始めやすい 
内容です｡営業提案やノルマも一切無し｡

【募集情報】
時間 ①10:00～14:00 ②17:00(18:00)～21:00 

※土日含め週4日～応相談
休日 定休日／月曜＋火曜
給与 ①平日/時給890円～土日祝/時給1090円～ 

②時給1090円 
研修期間中2週間は時給1200円

資格 年齢･経験･資格不問 
専門知識等不要　学生歓迎

待遇 ガソリン代規定支給 C規定(月2万円迄) 
車･バイク･自転車通勤可 昇給有 
服装･髪型自由 報奨金支給

応募 履歴書は写真不要(コピーOK､PC入力OK) 

【職場情報】
事業 太陽光発電･オール電化等

002-3265813

株式会社フロンティア　静岡支店
A054-202-8088　担当／有本
静岡市駿河区西脇774-1　梅原第一ビル3F

焼津市吉永 xxyedH
01レジ・品出し等の店内スタッフ

時給885円～1106円　

【ココの自慢は"助け合い♪】 
★20～70代スタッフが活躍中!★ 
週1日～OK+シフト相談可+ 
朝のみ､土日のみもOK"

仕事 和気あいあい､みんなで作業を 
分担しながら楽しく働いています♪

【募集情報】
時間 【平日】(早朝)5:00～9:00 

　　　　　　　6:00～9:00 
　　　　(深夜)22:00～翌6:00 
　　　　　　　22:00～翌4:00 
【土日】9:00～13:00 
　　　　10:00～18:00 
★週1日～OK　※時間の相談OK

給与 6:00～ 9:00／時給900円 
9:00～22:00／時給885円 
22:00～翌6:00／時給1106円

資格 年齢不問　Wワーク歓迎
待遇 制服貸与　昇給有
応募 お気軽にお電話ください。

【職場情報】
事業 コンビニエンスストア
《担当から》 
とっても居心地が良いので､長年働いている 
シニアスタッフも在籍しています！ 
皆様のご応募を心よりお待ちしております。

002-3269097

セブン-イレブン焼津吉永店
A054-662-0893　　担当/望月
焼津市吉永字上田中1006-1

藤枝市・静岡市 zyyuHk
015大手ネット通販商品の 
　　　宅配スタッフ

5完全出来高制　01時給900～1000円

★新事業につきスタッフ募集★ 
自動車の運転ができればＯＫ♪ 

自分次第で「ガッツリ稼げる」仕事☆
仕事 大手通販会社の商品の宅配業務｡ 

配送営業所から､車に荷物を積み、 
各宅配先に届けます｡

業務 上記を委託業務としてお願いします
【募集情報】
時間 59:00～19:00(休憩有) 

01上記の間で時間帯相談OK 
　　シフト例／ 9:00～15:00　 
　　　　　　　13:00～19:00

勤務地 藤枝市・静岡市からお選びいただけます
資格 要普通免許(AT限定可)　未経験者歓迎 

Wワーク･フリーター･主婦(夫)歓迎
待遇 車通勤可　 

自家用車持込みOK(営業ナンバー取得車) 
01労災保険有

負担金 5ガソリン代自己負担 
　車両の貸出可能 
　　賃料/2万2000円(税込)/月 
　　保証金/3万円(税込) 
　　車輌保険手数料/1万2580円(税込)/月

応募 まずはお気軽にお問い合わせ下さい｡
【職場情報】
事業 軽貨物運送業・配送業

002-3251692

ＯＫ　ＳＥＬＥＣＴ株式会社
A080-5166-3651　担当／長田
静岡県藤枝市築地639-1　クリエイトビル207

葵区横内町 yyykno
01①デリバリー　②キッチン 
　　③デリバリー･キッチン

①時給1050円 ②時給1000円 ③時給1100円

好調につきスタッフ大募集♪♪ 
メリット多数！希望に合わせて働しい
日払いOK★賄いあり★履歴書不要☆ 
柔軟シフトあり◎フリーターさん歓迎
仕事 ①屋根付きバイクでの宅配業務 

　万が一の時にも保険で対応致します｡ 
②電話での注文受け、調理 
③①②の業務の両方をお願いします

【募集情報】
時間 ①11:00～22:00　②③10:00～22:00 

※1日3h～・週1日～OK、応相談 
※土日祝できる方大歓迎 
※シフトは2週間毎の自己申告制

資格 高校生不可　 
未経験者大歓迎　WワークOK 
原付免許もしくは普通免許 
学生・フリーター・主婦・主夫歓迎

待遇 交通費規定支給　バイク通勤OK 
日払いあり　昇給あり 
賄いあり　制服貸与　髪型・ピアスOK 
★フリーター特典あり 
　(希望月収を伝えていただければそれに
応じた勤務可能)

応募 お気軽にお電話下さい(履歴書不要)
【職場情報】
事業 宅配とんかつ専門店

002-3267999

かさねや　静岡店
A054-247-5730　担当／大石
静岡市葵区横内町13-1

清水区駒越東町･三光町 zyyuFk
デイサービスでの 
71①介護スタッフ1②看護師

①7月給19万円～25万円1時給1000円\

少人数のアットホームなデイです+
仕事 ①食事準備､補助､送迎､入浴排泄支援等 

②健康観察や簡単な医療処置など 
★勤務地／デイサービス①和楽②和

【募集情報】
時間 ①78:30～17:30(休憩1h) 

　※1週3～5日で応相談､午後のみOK 
②9:00～15:00の間 
　※週3～5日､1日3h程度で応相談

休日 ①土日
給与 ①7月給19万円～25万円 

　1時給1000円 
②時給1800円※祝日は時給2000円

勤務地 ①デイサービス和楽／ 
　清水区駒越東町10-26 
　A054-368-6257　担当／神戸 
②デイサービス和／清水区三光町5-2 
　A054-340-1131　担当／望月

資格 ①普通免許(AT限定可)　未経験者歓迎 
②看護師･准看護師免許

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(会社全額負担)

応募 各施設へ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

002-3269046

株式会社ほっとライフ
A上記参照
勤務地欄参照

焼津市･島田市･掛川市 xyyeFk
5自家用車を使用しての 
　乳製品の配達スタッフ

完全出来高制　★月収4万～6万円可能\

子供と一緒の勤務もOK♪♪ 
働きやすい時間帯で安心◎

業務 毎週同じお客様宅へお届けする業務｡ 
最初は先輩からの丁寧な引継ぎあり！ 
▷自家用車で回れる

【募集情報】
時間 9:00～14:30 

A.月･木　B.火･金　C.月～金 
★A～Cの勤務体系から選択可能 
★週2日～OK､早上がり自由 
★祝日の場合はお休み(振替出勤有) 
★1日平均4～5h程度で終了します

休日 土･日･祝　GW･夏季休暇･年末年始休暇
収入 1日70件､週2日の配達で月4万～6万円可能
勤務地 ①焼津／焼津市岡当目125-10 

②島田／島田市中河町417-7 
③掛川／掛川市上西郷2127-1

資格 要普通免許　未経験者歓迎　ブランクOK 
自家用車持ち込み出来る方

待遇 車通勤可 制服貸与 ガソリン代規定支給 
社員登用制度有

負担金 なし
応募 ①A054-627-1341 ②A0547-54-5412 

③☎0537-64-3223
【職場情報】
事業 乳製品の宅配業務､明治乳業特約店

002-3265702

(株)ムラック　焼津･島田･掛川ミルクセンター
A応募項目参照
勤務地項目参照
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葵区紺屋町(パルコ前) yyyHns
0麻雀店の接客スタッフ

時給1000円～1300円　\

☆高時給で楽しく働けるお仕事☆ 
週3日からOK◎ 高時給で稼げます!! 
経験は一切不問★簡単だから安心+ 
【20代男女STAFF活躍中!】

仕事 おしぼり､ドリンク出し､電話対応､ 
などの接客業務を行います｡

【募集情報】
時間 10:00～24:00の間で1日4時間からOK 

※上記時間内で8時間勤務歓迎 
※週3～6日の間で応相談 
シフト例/17:00～22:00

給与 研修期間1～2ヶ月程有 
(時給1000円)※深夜割増有

資格 学生･フリーター歓迎 
18歳以上(省令2号)

待遇 随時昇給有 制服貸与 
食事支給 個室の寮完備 
交通費規定支給(最大月に2万円迄)  
※入寮可能です　正社員登用有

応募 まずはお気軽にお電話下さい｡ 
DOMONETからも24時間応募受付中♪

【職場情報】
事業 マージャンスポット
《担当より》 
マージャンの知識がなくても大丈夫！ 
半年位で覚えて出来るようになります｡

002-3266065

全国チェーン　麻雀カボ　静岡店
A054-271-9308
静岡市葵区紺屋町7-7　サンピアレビル6F

島田市中河町 xyydFm
01①セルフスタンドスタッフ 
　　②ガソリンスタンドスタッフ

時給1000円～1530円

)主婦(夫)･学生･Wワーク歓迎) 
簡単業務◎ 高時給◎ 働きやすさ◎ 

週3日～､1日3h～OKなので､ 
①②共にあなたの希望を叶えます$
仕事 給油作業や窓ふき等をお願いします｡ 

★簡単な作業なので､未経験でも安心 
　して､スタートしていただけます｡

【募集情報】
時間 8:00～20:00(休憩有) 

※週3日～､1日3h～OK 
※予定に合わせて働き方を調整できます 
　お気軽にご相談下さい｡

勤務地 ①セルフ島田SS／島田市中河町8968-1 
②島田SS／島田市中河町8966-4

資格 未経験の方､土日勤務できる方歓迎! 
自動車等の整備ができる方歓迎

待遇 昇給有　車通勤OK　資格手当有
応募 電話連絡後､履歴書(B貼)持参ください 

担当／三ツ石
【職場情報】
事業 ガソリンスタンド
《担当から》 
あなたに合った働き方が可能です! 
☆主婦･主夫･Wワーク･学生･フリーター､ 
みんな大歓迎です! 
DOMONETからのご応募も受付中!

002-3268550

西東石油株式会社
A①0547-33-1581 ②0547-37-6145
島田市金谷東1-1235-1(本社)

坂本バス停目の前 yyyFkm
01コンビニSTAFF 
　　(レジ･接客･店内清掃･商品陳列等)

時給900円～　\

☆10代～60代まで幅広く活躍中！☆ 
週2回､1日3h～勤務時間･日数応相談◎ 
曜日固定勤務でプライベートも充実♪
仕事 レジをメインに品出し等のコンビニ業務 

をお願いします。最初は全ての業務を 
しっかり覚えきれないのが当たり前です! 
わからないことがあれば､都度きける環境
なので未経験でも安心して働けます!

【募集情報】
時間 ①17:00～22:00　②12:00～17:00 

③9:00～17:00(午前･午後の通し勤務) 
※②は土日、③は日曜のみの募集 
※週2回､1日3h以上で時間応相談 
※未経験の方は､2週間位研修で 
　週3回程度(時間は5:00～22:00でL) 
　出勤いただきます｡　 
※シフトは曜日固定 
※長期勤務できる方大歓迎

給与 ※能力により昇給有　※高校生同時給
資格 年齢･経験不問 

未経験者･経験者､学生､フリーター､ 
Wワーク､主婦･主夫歓迎　

待遇 制服貸与 車･バイク･自転車通勤可 
昇給有 試用期間2ヶ月(同条件)

【職場情報】
事業 コンビニエンスストア

002-3265713

セブンイレブン　焼津坂本店
A054-629-6248 担当／池谷(いけや)
静岡県焼津市坂本374-1

駿河区みずほ yyykmn
1①7②ショートステイ看護師　　
1③ショートステイ介護職員

①時給1700円～　\

＼★看護師！入社祝金5万円支給★／ 
未経験から始めるも大歓迎" 

)残業ほぼなし'時間・日数相談OK) 
｢やりがい｣と｢働きやすさ｣両立可能♪
仕事 ▶20～70代の男女が元気に活動中です◀

【募集情報】
時間 ①②8:30～17:30(休憩あり) 

　　★オンコール対応はありません　 
　　★残業もほぼナシ！ 
③7:30～19:00の間で1日5h～8hで勤務OK 
　★週2～5日程度、日数・時間等応相談

休日 ②週休2日制(シフト制―希望休優先)
給与 ②月給30万円～(一律手当含む) 

③時給950円以上(処遇改善一律手当含む) 
★資格手当：時給に＋20円～40円 
★未経験のみ試用期間あり 
(3ヶ月～6ヶ月)は時給900円

資格 ①②正看護師・准看護師 
③学歴・経験・年齢不問 
　介護職員初任者研修以上あれば尚可

待遇 車通勤OK(無料R有) 通勤手当賞与年2回 
①②入社祝金5万円支給 　 
　　年末年始手当　社会保険完備  
②家族手当　③資格手当　昇給有

【職場情報】
事業 介護サービス事業(デイ･ショート･居宅)

002-3267820

ショートステイみずほ
A090-7956-2214 A/青木(受付:8～21時)
静岡市駿河区みずほ3-2-2

静岡街中 zxyubk
0ダーツバーのホールスタッフ 
　ダーツのお手伝い等

時給950～1200円以上　※深夜割増有\

「ダーツが好き0」そんな方歓迎+ 
シフト自由◎融通ききます! 
飲食店･ダーツ未経験でもOK☆ 

9割が未経験からのスタートです"
仕事 ピザが美味しい人気の｢ダーツバー｣ 

でのホール業務をお願いします。 
接客､配膳､ダーツの指導等。 
★経験や知識がなくても大丈夫です。 
　働きながら覚えられます！

【募集情報】
時間 ①18:00～23:00　②21:00～翌3:00 

★週2～4日でOK､他お気軽にご相談下さい 
★平日のみ･週末のみなどOK 
★テスト期間や夏休み期間の長期休暇OK

給与 ※研修期間50hは､時給885円
資格 未経験者歓迎　Wワーク歓迎 

学生･フリーターさん歓迎 
高校生不可　22時以降は18歳以上

待遇 社会保険完備　交通費規定支給　昇給有 
制服貸与　社員割引有　まかない有 
勤務時間外のダーツ練習OK(無料) 
正社員登用制度有　経験者優遇

応募 まずは､お気軽にお電話下さい。
【職場情報】
事業 ダーツバー

002-3269061

ｚｅｒｏ Ｒ (ゼロアール)
ナポリピッツァ＆ダーツバー
A054-252-1189(18時以降)　担当／豊田
静岡市葵区両替町2-5-13　RIZ2ビル3F

西焼津駅より車で3分 yyyFmn
1理美容機具(精密機械部品)の組立等 
　(組立･検品･修理･出荷)

時給1000円～1500円

【基本残業無し★主婦活躍中★】 
業務拡張につき増員募集! 

20代～30代が活躍しています♪
仕事 ヘアアイロンなどの精密機械部品の 

組立等のお仕事。 
車部品の組立等の経験を生かせます。

【募集情報】
時間 8:00～16:30
休日 土日祝　(年2回程度土曜出勤有)　 

GW･夏季･年末年始
給与 ※試用期間3ヵ月は時給900円～
資格 未経験者可　 

年齢･資格不問
待遇 社会保険完備　 

交通費規定支給  
車通勤可　 
作業服貸与 
能力に応じて昇給有･賞与有

応募 電話応募も受付中" 
弊社からの折り返し連絡後、履歴書を 
持参もしくはご郵送お願いします。

【職場情報】
事業 理美容店用化粧品･電子機器の製造･販売
《担当から》 
おかげ様で業務が好調のため、 
パートさんの増員募集です。

002-3269975

株式会社サニープレイス
A054-621-7007　担当／藤浪・伊藤
〒425-0074　焼津市柳新屋44-1

焼津市大覚寺 yyykmn
1病院内で食事を運ぶだけの簡単作業 
　(未経験OK)

時給900円～＋交通費規定支給　★昇給有

患者様にお食事をお届けするシゴト★ 
【 土日歓迎＆2時間半の短時間♪ 】 
「やってみたい」の気持ちでOK！ 
＼短時間勤務で身体に負担なし+／
仕事 患者様に食事を運ぶおシゴト！ 

各階・各患者様ごと、配膳用の台車に 
乗せて持っていくだけの単純作業です！ 
★覚えてしまえば簡単です！ 
★難しいことはありません！

【募集情報】
時間 ①6:00～8:30　②11:00～13:30 

③17:00～19:30 
★①～③までお好きな時間で！ 
★土日＋平日1日できる方歓迎！ 
★家事と無理なく両立出来るよう､ 
　時間･日数はお気軽に相談下さい！

勤務地 甲賀病院内
資格 未経験OK　主婦主夫歓迎　Wワーク歓迎
待遇 社会保険完備(規定有り)　制服貸与 

経験者優遇　車通勤可　交通費規定支給
応募 ｢自分にできるかな？｣質問もOK！ 

勤務開始日相談OK！ 
★24時間､DOMONETからも受付中！

【職場情報】
事業 病院

002-3267919

コミュニティーホスピタル　甲賀病院
社会医療法人駿甲会
A054-628-5515　人事部まで
〒425-0088　焼津市大覚寺2-30-1

しずおか信金さん隣り xyydkm
01コンビニスタッフ 
(レジ打ち･品出し･検品等の店内業務)

①時給960円　②③時給890円

＼困ったらフォローしてくれる環境／ 
昨年秋にリニューアルOPENした 
駐車場の広い、きれいなお店です♪ 
0緑の制服で元気に働きましょ0
仕事 ★未経験の方は､1からトレーニング！ 

　だから未経験の方も安心！ 
★高校生･学生･主婦･フリーター･ 
　60歳以上のシニア迄幅広い年代の 
　男女が元気に活躍中！

【募集情報】
時間 ① 6:00～ 9:00　② 9:00～13:00(日曜日) 

③17:00～22:00 
★開始･終了時間の相談OK 
★週1日からOK､時間組み合わせOK 
★｢学校行事によってシフト調整したい｣ 
　｢家事育児と無理なく両立したい｣ 
　などお気軽にご相談くださいね！

資格 未経験者大歓迎 年齢不問 高校生可 
学生･主婦(夫)･フリーター･Wワーク･

待遇 社会保険完備 扶養内勤務OK 制服貸与 
頑張り次第で時給UP 車可 正社員登用有

応募 お気軽にお電話くださいね！ 
スタッフ同士仲が良く働き易い環境◎ 
★DOMONETからも24時間受付中！

【職場情報】
事業 コンビニエンスストア

002-3252018

セブンイレブン静岡みずほ店
A054-257-5501　担当／つきじ
静岡市駿河区みずほ3-1-2(用宗街道沿い)
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静岡市駿河区中島 yyyFmn
01ルート配送スタッフ

時給900円以上

☆★少人数でアットホームな職場☆★ 
配送先は主に静岡市内がメイン+ 
重い商品も台車等を使うので楽チン" 
DOMONETも掲載中"お気軽にどうぞ♪
仕事 配送先は主に静岡市内中心です｡ 

1日10～20件前後のお客様に 
商品のお渡しをお願い致します｡ 
配送はワゴン車での配送になります｡ 
お客様からご注文を承る場合もあります 
が発注自体は営業スタッフが処理をする 
ので最低限の接客知識があればOK

【募集情報】
時間 8:15～17:30の間で応相談 

※週2日～OK
休日 土日祝･GW･夏季･年末年始 

有給･慶弔休暇 
※会社カレンダーによる

資格 主婦主夫大歓迎 
未経験者･接客･配送経験者大歓迎 
要普通免許(AT限定可)

待遇 交通費規定支給､車通勤可
応募 電話連絡後､履歴書を郵送下さい

【職場情報】
事業 窓用ガラスフィルムの施工及びその現場 

管理､工業用副資材の卸販売
《ＵＲＬ》http://www.gakuzo.co.jp/

002-3263910

株式会社　髙橋岳三商店
A054-281-1100
〒422-8046　静岡市駿河区中島2635

藤枝市小石川町 yyyGko
0179ラーメン店での 
　　　　ホール･キッチンスタッフ

01時給1000円以上※土日祝/時給＋100円

★ランチのみ・フルタイムもOK★ 
＜週2日～＞×＜1日3h～＞相談OK！ 
シフトは柔軟に対応♪食事補助つき♪ 
高時給で稼げる☆正社員同時募集☆

【募集情報】
時間 0110:00～24:00の間で1日3h～OK 

　　※週2日～勤務OK､10日毎のシフト制 
　　※平日･土日･昼･夜のみの勤務OK 
7910:00～翌1:00(3交替制､休憩･残業有)

休日 第1火曜日は定休日 
79週休制(当店カレンダーによる)

給与 01※22時以降…時給1250円～ 
　　※高校生／時給1000円(22時迄) 
7店長候補／月給29万円～ 
9時給1000円～　※深夜割増有

資格 未経験者歓迎 
01学生､主婦主夫､Wワーク大歓迎 
　　高校生OK　22時以降18歳以上

待遇 交通費全額支給　食事補助有 
昇給随時　車･バイク通勤OK　制服貸与 
019社員登用制度有 
　　　年末年始･お盆･GW手当有 
79健康保険補助　寮完備　転勤なし 
　　賞与有　社員旅行(韓国･台湾など)

【職場情報】
事業 ラーメン・飲茶の飲食店経営

002-3249684

来来亭　藤枝店
A054-646-7716
藤枝市小石川町3-10-41

新東名静岡SA上り内 yyyFkn
01洗車や窓拭き一切なしの 
　　セルフガソリンスタンドスタッフ

時給1050円～ ※22時～翌5時/1313円～

*週2日～､時間･日数柔軟対応OK* 
小遣い稼ぎ～ガッツリ収入まで可能★ 
家庭やプライベートと無理なく 
両立できます♪未経験者大歓迎"
仕事 新東名サービスエリア内セルフスタンド

にて主に給油操作の説明をします｡ 
トラックの給油･店内清掃業務も有。 
洗車や窓拭きは一切ないので無理なく 
働けて安心です｡1から丁寧に教えます｡

【募集情報】
時間 ① 9:00～17:30　②12:00～21:00 

③17:30～24:00　④ 0:00～ 9:00 
※週2日～OK､平日のみ､土日のみもOK 
※半月ごとのシフト自己申告制

資格 危険物取扱者(乙4)資格あれば尚歓迎 
Wワーク･フリーター･60歳以上のシニア･ 
学生歓迎　高校生OK　年齢･経験不問

待遇 社会保険完備 昇給有 交通費規定支給 
車･バイク通勤OK 制服貸与  
正社員登用制度有 資格取得支援制度有  
危険物取扱者(乙4)資格者は優遇 
試用期間有(2週間)※同条件

【職場情報】
事業 ガソリンスタンド
《担当から》現在14名の男女スタッフ､ 
20～60代主婦､フリーター､シニアが活躍中！

002-3254042

太陽鉱油株式会社
A054-276-0260　担当／斉藤
静岡市葵区小瀬戸1544-3新東名静岡SA上り内

藤枝市高洲 yyyFkm
①0介護スタッフ 
②7サービス管理責任者

①時給900円～　②月給22万円～25万円

★2020年11月NEW OPEN予定★ 
スタートが一緒なので安心♪ 
未経験もOK！＜土日休み＞ 

系列のエステサロン無料利用も+
仕事 ①障がい者デイサービスの生活支援員 

②障がい者デイサービスのサービス管理 
　責任者 

【募集情報】
時間 8:00～17:00(休憩有) 

①上記時間内で1日4h～OK
休日 土日休み 

年末年始、慶弔休暇、有給休暇
勤務地 静岡県藤枝市高洲 

※オープンまでは藤枝市田沼4-11-26
資格 要普通運転免許 

②有資格者(経験者優遇)
待遇 昇給年1回　賞与年2回　社会保険完備 

交通費規定支給　車通勤可 
研修あり 
系列エステサロンの商品社割 
一部エステメニュー月に一回無料

応募 電話連絡後､履歴書(B貼付)持参下さい｡ 

【職場情報】
事業 訪問介護事業所･居宅支援事業所

002-3266287

株式会社sense of FUN
A054-631-7894　担当／桜井
藤枝市高岡2-3-1

R150沿い下川原団地近く yyyFkm
01コンビニでの店内スタッフ 
　　(レジ･品出し･清掃等の店内業務)

①時給960円 ②時給1120円　★昇給有

＼ 早朝＆午前募集★週1日～OK★ ／ 
コンビニの仕事は想像より楽しい♪ 
優しい店長と温かい仲間が自慢- 
面接時､履歴書不要で簡単応募OK！★
仕事 ★1～2週間程度先輩とトレーニングし 

　未経験から始める方でも1ヶ月程度で 
　一連の業務ができるようになります｡

【募集情報】
時間 ①6:00～ 9:00　②22:00～翌6:00 

★週1日～1日3時間～OK 
★扶養内勤務OK 
　時間の組み合わせ自由に調整可能！ 
★学校や家事育児などと無理なく 
　両立できるよう相談下さい♪

資格 主婦主夫･Wワーク･フリーター･学生歓迎 
年齢･経験･資格不問　高校生可

待遇 頑張り次第で時給UP 
車通勤OK 制服貸与

応募 まずはお気軽にお電話下さい！ 
★DOMONETからも24時間受付中！

【職場情報】
事業 コンビニエンスストア
《スタッフから》 
シフト相談もしやすく働きやすい環境です｡ 
高校生､子育てママ､シニア迄幅広く活躍中" 
★憧れの制服で一緒に働きませんか！

002-3264200

セブンイレブン　静岡桃園町店
A054-258-3467　担当／わたなべ
静岡市駿河区桃園町20-40

静岡大橋から車で5分 yyykmn
1ダスキンお客様係 
　(商品の配送･配布･交換業務など)

時給960円＋活動手当(1万～2万円)　\

＼あなたの笑顔を武器にしよう!!／ 
【　嬉しい土日祝休み＆賞与有　】 
30～50代気さくな女性元気に活躍中 
フルタイムで安定した収入ゲット♪
仕事 法人事業所へのダスキン商品の交換や 

サンプルを配布･配送する業務です｡ 
▶ルーチン業務なので覚えやすいです！ 
★AT社用車使用､ノルマ等なし｡ 
★先輩同行でルートや仕事内容を覚え､ 
　一人立ち､担当エリアをお任せします｡

【募集情報】
時間 8:45～16:45(休憩1h) ※週5日勤務
休日 土日祝　夏季　冬季　GW　有給休暇
給与 《月収例》1日7h×月21日勤務 

月収14万1120円＋活動手当(1万～2万円) 
希望者は土曜勤務可(2万～3万円 
月収UPも可)お気軽にご相談下さい｡

資格 高卒以上　要普通免許(AT限定可) 
未経験者大歓迎　男女･年齢不問

待遇 社会保険完備　昇給年1回　賞与年2回 
車通勤可　交通費規定支給 
制服貸与　退職金制度　皆勤手当

応募 電話連絡後､履歴書持参下さい｡ 
★DOMONETからも24h､受付中！

【職場情報】
事業 ダスキン製品の販売事業､環境管理事業

002-3252146

株式会社ダスキンあおい
C0120-581-807　担当／池谷
静岡市駿河区下川原5-1-21

JR安倍川駅より]15分 yyykno
01短時間OKのラーメン屋さんでの 
　　お手伝いSTAFF

時給950円+C全額 22時～/時給1188円

＼まずは笑顔でいらっしゃいませ♪/ 
1日3時間～､週2日～OKで働きやすさ◎ 

*夕方､夜入れる方特に大歓迎* 
0美味しいラーメンの賄いも有り0
仕事 注文聞き､料理出し､片付け､ 

希望の方には､簡単な調理補助など｡ 
未経験でもスグにできるオシゴト★

【募集情報】
時間 10:00～翌1:00内で1日3h～､週2日～OK 

★シフトは10日毎に決めるので 
　プライベートとの予定が立てやすい◎ 
★平日のみ･土日祝のみ･昼のみ･夜のみ 
　なども柔軟に対応するので相談OK 
=シフト例= 
10:00～15:00　11:00～16:00 
18:00～22:00　22:00～翌1:00　など

資格 未経験者･バイトデビュー大歓迎 
学生(高校生不可)･主婦(夫)･Wワーク歓迎

待遇 交通費全額支給　美味しい賄い有 
制服貸与 車･バイク通勤OK 随時昇給有 
丁寧な研修有(同条件)　扶養内勤務OK

応募 【面接時､履歴書不要で簡単応募OK♪】 
<友達同士の応募OK◎> 
<DOMONETからも24h受付中★>

【職場情報】
事業 ラーメン･飲茶の飲食店経営

002-3258093

来来亭 東新田店
☎054-256-1288
静岡市駿河区東新田2-6-13

葵区柚木 xyyekn
01受付･検査補助スタッフ

時給900円～1000円(能力による)

＜人気の受付･検査補助のお仕事＞ 
*20～40代女性活躍中の職場です* 
資格･経験は不要♪サポート充実☆ 
働きやすさに自信あります◎

仕事 視力検査の補助など､簡単な検査業務を 
お願いします｡また､簡単なパソコン 
業務や受付もお願いします｡先輩スタッフ 
がしっかりフォローしてくれますので 
安心です｡業務はひとつひとつ覚えて 
いけば大丈夫です！

【募集情報】
時間 9:30～18:30　 

※休憩1h　※週3日～､1日4h～OK 
※土日出来る方特に歓迎します 
※土日のみの週2日勤務もOKです 
※希望お聞かせください

資格 資格は不要です｡未経験の方も大歓迎！
待遇 交通費規定支給(1日1000円迄支給) 

ロッカー･更衣室完備　制服貸与　 
社会保険完備　昇給制度あり 
研修期間3か月(同条件) 
マイカー通勤応相談　

応募 お気軽にB下さい｡ 
DOMOnetでも応募受付中"

【職場情報】
事業 眼科クリニック

002-3265564

東静岡眼科　
A054-297-3441　　
静岡市葵区柚木191 MARK IS 静岡内
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葵区古庄･清水区鶴舞町 xyyeko
01キッチンスタッフ

時給①900円～1125円②930円～1170円

＼秋のNEW STAFF大募集!／ 
1日3h～OK+主婦･学生･フリーター 
幅広く活躍中!履歴書不要" 
おいしいまかないも魅力です☆

仕事 お客様のご案内やオーダー取り､ 
料理の提供などをお願いします。

【募集情報】
時間 10:00～23:30(閉店時間は23:00) 

※週3日以上､1日3～4hのシフト相談OK 
※勤務日･時間相談可

給与 時給①900円以上②930円以上 
22時以降/時給①1125円以上②1170円以上 
※高校生も大学生も同時給です

勤務地 ①古庄店／静岡市葵区古庄1-10-2 
　A054-267-3355　A満下 
②清水大曲店／静岡市清水区鶴舞町1-4 
　A054-631-7880　A高橋･松永

資格 未経験者大歓迎(学歴不問)　高校生可 
主婦(夫)･学生･フリーター大歓迎

待遇 扶養内OK　C規定　社保完　制服貸与 
深夜割増有　昇給制度有　正社員登用有 
食事補助有　車･自転車･バイク通勤可 
紹介手当有(3ヶ月後に支給)

応募 ご希望の店舗までお電話下さい。
【職場情報】
事業 カレー専門店

002-3267645

カレーハウスCoCo壱番屋　古庄店･清水大曲店
A勤務地参照
住所／勤務地参照

焼津市上新田 yyykmn
1お茶屋さんの倉庫内作業スタッフ

時給890円

◆社会保険完備!経験･年齢不問◆ 
2人1組のお仕事なので安心です" 

40代～50代のスタッフが元気に活躍中 
)まずはお気軽にお問合せください)
仕事 工場内での出荷･梱包作業､ 

ピッキング等のお仕事です｡ 
荷物の持ち運びと照会チェックが 
主な業務です｡

【募集情報】
時間 8:45～17:00 

※繁忙期には若干残業あり
休日 完全週休二日制(土日祝) 夏季･冬季休暇 

※繁忙期には休日出勤の可能性あり
資格 未経験者歓迎　年齢･性別不問
待遇 交通費規定支給　車通勤可　社保完備
応募 電話連絡後､履歴書(写真貼り付け)を 

郵送ください｡ 
電話受付/9:00～17:00(全日)

【職場情報】
事業 茶製造販売､通販業務
《担当から》 
現在､40代～50代のスタッフが活躍している､ 
少数精鋭でのお仕事になります｡ 
未経験の方でも､OJT制度として2人1組でお仕
事をしていただくので安心してくださいね｡ 
応募お待ちしております♪

002-3269434

株式会社大井川茶園
A054-631-5050
〒421-0206　焼津市上新田685-1

清水区中之郷 yyykmn
1会社内食堂での炊飯及び 
　食器、調理器具の洗浄スタッフ

時給900円　※昇給有

清水区会社内で1日2時間半のシゴト★ 
未経験でもすぐに出来るお仕事" 
≪　嬉しい！土日祝休み♪　≫ 
主婦さんが楽しく活躍中です☆

仕事 食堂内で、炊飯業務と、使用した食器や
調理器具の洗浄をお願い致します。 
★未経験の方も安心のお仕事

【募集情報】
時間 6:30～9:00　(休憩有） 

★曜日相談OK 
★残業ほぼなし 
★急用にも応じます

休日 土曜､日曜､祝日(変動あり) 
GW 夏季 年末年始 有給 など

勤務地 清水区中之郷3-6-1
資格 未経験者大歓迎　主婦主夫歓迎 

異業種からの転職者歓迎
待遇 社会保険完備　車通勤可 制服貸与   

交通費規定支給　転勤なし　昇給有
応募 電話受付／平日10時～17時 

☆DOMONETからも24時間受付中
【職場情報】
事業 静岡市学校給食 各施設などの業務受託
《担当から》 
未経験から活躍するスタッが多数！ 
「やってみたい！」その気持ちだけでOK★

002-3269443

静岡給食センター･静岡給食協同組合
A054-259-1341　担当／幡谷(はたや)
静岡市駿河区北丸子1-19-20

袋井市高尾・袋井市上山梨 yyyFkn
0葬儀アシスタント

時給1000円

地域密着のＪＡグループで 
一緒に働きませんか?? 

40代50代の女性スタッフが多い職場◎ 
＼コロナウイルス対策を徹底"／
仕事 ◆ホールでの葬儀･通夜全般の 

　補助･会葬者のご案内 
◆準備･片付け 
　最初は先輩についていただき､ 
　慣れてきたら1人で行っていただきます｡ 
※検温､マスク着用､消毒なども 
　徹底して行っております｡

【募集情報】
時間 葬儀 8:30～17:00　通夜 15:00～21:00 

※葬儀は、おおむね7時間、 
　通夜は6時間の勤務になります。 
※葬儀・通夜のどちらかでの 
　勤務になります。 
　面接時にご相談させてください。

勤務地 セレモニア袋井 袋井市高尾2115-1 
セレモニア山梨 袋井市上山梨1022

資格 未経験者歓迎　要普通自動車免許
待遇 車(マイカー)通勤可　交通費規定支給 

制服貸与
応募 面接時に､履歴書(写真貼付)を持参下さい｡

【職場情報】
事業 JAグループ(磐田市･袋井市･周智郡森町)

003-1385424

株式会社ジェイエイ遠中サービス(JAグループ)
A0538-43-6651　担当／渥美
袋井市高尾2115-1

イオンモール浜松市野 1F xyyemn
17ネイリスト

1時給900～1000円以上　7\

-丁寧な研修や働き方のサポート有-
仕事 ネイルやハンドケア､フットケア等の 

お手入れや美容のアドバイス｡研修期間後
は､接客～受付などを覚えていただきなが
らできる施術から実施していただきます｡

【募集情報】
時間 9:00～20:00の間 

1週3～4日､1日4～5時間から応相談 
　※土日勤務できる方歓迎 
　※ラストまで勤務できる方歓迎 
7ローテーション制(実働7.5時間)

休日 週休制(店舗カレンダーによる)
給与 7月給17万～20万円+各種手当  

　※経験･能力による
勤務地 マイン　イオン浜松市野店
資格 経験者･未経験者ともに歓迎 ブランクOK 

1ネイリスト検定2級以上 
　※サロンワーク経験1年以上の方優遇 
7ネイリスト検定1級以上

待遇 各種保険完備 交通費規定 車通勤可 
制服貸与 有休 託児所有(浜松市中区幸) 
スクール制度有(受講は希望制) 研修有 
就職6ヵ月目には就職祝い金支給 

応募 ※本社にて受付･面接(平日…9:00～17:30)
【職場情報】
事業 エステサロン経営・化粧品卸業

003-1388156

レディーメイト株式会社
A053-474-6151　担当/嶋口
浜松市中区幸2-5-8

浜松市南区三和町 yyykmn
01①介護スタッフ②ケアマネジャー 
　　※②は計画作成担当者研修受講者

①時給950円以上　②時給1500円以上

2019年10月にリニューアルした新しい
施設!お子様の体調や学校行事による
お休みの調整などシフト融通OKです♪ 

②は在宅ワークも応相談♪
【募集情報】
時間 ①8:00～18:00の間で応相談 

②9:00～18:00の間で応相談 
※①②共に勤務日数応相談

給与 ①時給950円以上　資格所持者優遇します 
②時給1500円以上

資格 ①経験不問　実務未経験者も歓迎 
②ケアマネジャー免許及び 
　計画作成担当者研修受講者

待遇 交通費規定支給　車通勤可 
社会保険完備(勤務時間数による)

応募 B後､履歴書(B付)持参ください｡
【職場情報】
事業 小規模多機能型居宅介護サービス
《担当から》 
新しい職場でスタートしませんか？ 
実務経験が少ない方やブランクある方もOK 
一から丁寧に教えます｡シフト融通OK｡ 
みんなで協力し合って働いています｡ 
お子さんが小さいうちは短時間で… 
大きくなったらフルタイムで働きたい… 
など｡自分のスタイルに合わせて働けます｡

003-1388722

ありがとう　浜松南の家
A053-545-7025　採用担当迄
浜松市南区三和町636-1(東部中学校近く)
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早出郵便局前 zxyubk
1ケアスタッフ 
  ①日勤専門 ②夜勤専門スタッフ

①時給960円　②1回1万8200円 \

＼今スグ勤務スタートOK／ 
▶『日勤のみ』･･･『夜勤のみ』◀ 
都合に合わせて勤務時間の選択可能+ 
未経験＆ブランクのある方大歓迎"
仕事 利用者さんの生活支援｡ 

※当施設では､利用者様のできる範囲内 
　で､日常生活上の活動(掃除･洗濯･食事 
　の準備､片付け)を行うことで､介護度 
　進行予防に繋がると考えて支援･介護 
　していきます｡ 
◆夜勤スタッフは2人体制です。 
スタッフ1人につき9名の方をケアしてい
ただきます。

【募集情報】
時間 ① 8:30～17:30 (休憩あり) 

②16:30～翌9:30(休憩あり) 
※希望シフト制(時間応相談) 
※②月3回～相談可

給与 ②夜勤手当4000円含む
資格 未経験者歓迎　ブランクのある方も歓迎
待遇 交通費規定支給　社会保険完備 

車通勤可　駐車場有
応募 電話連絡後､履歴書持参下さい｡

【職場情報】
事業 認知症グループホーム 

003-1387721

グループホーム　ゆずりは
A053-461-5381　担当／横道
浜松市中区早出町1355-6(早出郵便局前)

浜松市中区佐藤 yyykmn
1アシスタント(見習い) 
7スタイリスト

1時給1000円～　7月給18万～35万円

＼今だけ★入社祝金10万円／ 
『美容業界に興味がある…』 
応募の動機はこれだけでOK" 

土日休みや高校生も大歓迎です+
仕事 1まずは洗濯や掃除など､かんたんな 

　お手伝いからはじめましょう。 
　働きながら資格取得も目指せます！ 
7美容業務全般をお願いします｡

【募集情報】
時間 78:30～19:00　※休憩有 

1週2日～OK！土日休み､夕方からなど 
　上記時間内でご相談ください 
★希望通りのシフトに入れると好評♪

休日 完全週休2日制(月曜＋他1日) 
年末年始･夏季休暇(各5日間)

資格 資格･経験不問 ブランクOK 1高校生OK 
★子育て中のママさんや､通信等で 
　勉強中の方も大歓迎

待遇 社保完備 車通勤OK(無料R) 通勤手当有 
歩合有 従業員割引有 昇給随時  
産休･育休制度有 入社祝金(当社規定) 
講習費･ウイッグ代会社負担 
1正社員登用制度 7賞与年2回

応募 まずはお気軽にご連絡ください。
【職場情報】
事業 美容室

003-1382642

美容室Ｓｈｅｅｐ(シープ)
A053-570-8637　担当／野口
浜松市中区佐藤1-26-33

キレイな住宅展示場で
楽しく働いてみませんか!
★嬉しい時給1100円★
☆しかも歩合給もあり☆
★残業は一切無し★

☆主婦・Wワーク活躍中☆
 

【勤務地】
浜松市浜北区染地台5-6-7
浜北中日ハウジングセンター内

浜松市浜北区染地台 xyyfFk
01未経験OKのモデルハウスの受付

時給1100円

夢いっぱいの住宅展示場でのお仕事♪ 
専門知識不要!丁寧な研修あり" 
土日祝のみ＆シフト自己申告制! 
人とお話しするのが好きな方大歓迎!
仕事 モデルルーム前のテントで待機し、 

お客様が来たら声掛けをして 
モデルルームの玄関までご案内します。 
住宅の説明は営業担当が行うので 
専門知識は必要ありません。 

【募集情報】
時間 土日祝／10:00～17:00 

※実働6h、休憩1h 
※残業は一切なし 
※シフトは自己申告制 
※お休み等はご相談下さい 

給与 時給1100円～　※歩合給有 
【日収例】 
時給1100円×6h＋歩合給4000円 
＝日収1万600円 
※歩合給(アンケート6枚達成の場合) 

勤務地 浜松市浜北区染地台5-6-7 
浜北中日ハウジングセンター内 

資格 未経験者歓迎 
接客経験がある方歓迎 
住宅に関する事前知識はなくてもOK 

待遇 研修有 

応募 まずはお気軽にお電話ください。 

【職場情報】
事業 住宅の販売、建設、アフターサービス

003-1388689

セキスイハイム東海株式会社
A0120-100-816　担当／角川(つのかわ)

(本社)浜松市中区板屋町111-2　 
　　　アクトタワー25Ｆ

東区安新町(一空園内) yyykmn
71パン工房スタッフ

1時給1000円(土日祝は時給1100円)7\

福祉施設内のパン工房スタッフ募集" 
パン作りの経験者､興味がある方､覚え
たい方歓迎｡家事との両立､応援します 
未経験でも専門研修で資格取得可能♪
仕事 生地の仕込みやパンの成形､焼き上げ及び

当法人内でのパンの販売をお願いします｡ 
経験がなくても､普段から料理をしている 
方なら､すぐにコツをつかんで､安心して
始められます｡

【募集情報】
時間 77:00～16:00、8:30～17:30　※交替制 

17:00～16:00(6～8hL) 
▶日によって開始時間が7:00の場合あり 
▶週3～5日勤務｡月に数回､土or日勤務有

休日 74週8休以上(土日勤務もあり｡シフト制)
給与 7月給16万円以上　※年令･学歴による 

給与例:30才･専門卒…月給19万1600円
資格 経験不問　要普通免許(AT限定可) 

製菓専門学校卒の第二新卒も歓迎します
待遇 C規定､車通勤可､賞与有､社保完(勤務時

間数による)､バースデー休暇､アニバーサ
リー有給有　7昇給年1回､各種手当

応募 お電話ください｡受付…8:30～17:30 
職場見学できます｡WEB面接できます｡

【職場情報】
事業 介護老人福祉施設内のパン工房

003-1388721

社会福祉法人八生会　パン工房 リアン
A053-421-3173　担当／鳥居
浜松市東区安新町61-1(一空園内)

浜松市東区市野町 yyyHFm
01①惣菜パン・調理パンの製造 
　　②サニタリー清掃

時給930円　※日曜は+50円!!

あなたに合った働き方ができます♪ 
未経験OK♪扶養控除内勤務OK◎

仕事 ①惣菜パンや調理パンの下処理･盛付 
⇒丁寧にお教えいたしますので、 
　未経験の方も安心して下さい。 
②事務所や休憩室等の一般的な清掃 
　商品工場内の床や排水溝の清掃 
　その他食品工場の衛生管理業務 
⇒一人で黙々と作業したい方に 
　ピッタリのお仕事です！ 

【募集情報】
時間 ①A. 8:30～17:30　B.8:30～12:30　 

　C.12:00～16:00 
　※残業有 
②9:00～17:00の間で1日4h～OK 
※週2日～OK　

給与 時給930円　※日曜は+50円!!
資格 学歴不問　未経験歓迎
待遇 昇給有　社会保険完備　 社員割引有 

扶養内勤務可　制服貸与 
車通勤可(無料駐車場有)　髪型･髪色自由

応募 お気軽にお問い合わせ下さい。 

【職場情報】
事業 調理パン製造

003-1384860

株式会社浜松デリカ
A053-465-0565
浜松市東区市野町2741

↓下記時間帯急募↓

9:00～17:00
 

｠9:00～13:00の午前だけ
13:00～17:00の午後だけ

など
ご希望ご相談ください｡

スタッフみんなで
助け合える環境♪
お子様のご都合
など考慮します!
出産でのお休みの後
復帰して頂いている
方も多数いますよ★

南区金折町･東町･安松町 xyyfkm
01セブン-イレブンの店内業務 
　　(レジ・品出し・接客など)

時給900～1200円 \

24h・好きな時間に働けます" 
希望の店舗で働けます♪シフトの相談
もしやすい環境♪未経験者歓迎します
【募集情報】
時間 A. 6:00～ 9:00 

B. 9:00～17:00(休憩有) 
C. 9:00～13:00　D.13:00～17:00　 
E.17:00～22:00　F.22:00～翌1:00　
G.22:00～翌6:00(休憩有) 
※上記時間内で1日3h～OK､週1日～OK 
※その他の時間帯も､24h内であなたの 
　都合に合わせて調整できます!

給与 9:00～22:00…時給900円 
5:00～9:00…時給1100円 
22:00～翌5:00…時給1125円 ※深夜時間 
帯6h以上の勤務の場合は時給1200円

勤務地 ①金折町店(ソミック石川さん北) 
②東町店(河輪小近く､ドラッグストア前) 
③安松町店(南陽中北)

待遇 昇給有､正社員登用制度有､車通勤可 
制服貸与､社保完(勤務時間数による)

応募 金折町店迄お電話ください｡(下記参照) 
DOMONETのWEB応募でも受付中。

【職場情報】
事業 コンビニエンスストア

003-1383001

セブン-イレブン浜松①金折町店②東町店③安松町店
A053-426-8223(金折町店)　A採用係

浜松市南区  
①金折町699-1 ②東町579 ③安松町87-5

R1 大柳

掛舞線

掛塚橋
東町店 河輪小

金折町店

ソミック石川さん

R150 安松町店

芳川ゴルフさん

毎日ボウルさん

交番
富屋町
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磐田市見付 yyyFmn
01保育園での保育補助

時給1050円～　※経験・年齢による

)家庭や子供の用事でお休み調整可) 
50代スタッフ活躍中！ブランクもOK 
後10年働くなら好きな子供に関わるシ
ゴトがしたい！そんな方も大歓迎♪
仕事 保育業務全般をお願いします｡ 

全部で30名程のスタッフがおり 
『おしゃべりタイム』を設けて､楽しく 
働ける職場の雰囲気を作っています｡ 
また｢ノーコンタクトタイム｣を導入し､ 
子どもから離れてリフレッシュする 
時間を設けています｡

【募集情報】
時間 7:00～19:00内で8時間勤務です 

※固定時間勤務も可能 
※短時間勤務もOK 

休日 土曜・日曜・祝日　年末年始休暇 
年次有給休暇(入社半年後から10日～) 

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 

【職場情報】
事業 保育園

003-1384913

いずみ第三保育園
A0538-39-1050　担当／佐々木
磐田市見付5018-5

浜松市 yyykns
0730代～70代活躍中の 
　　交通誘導警備スタッフ

時給1000円以上＋能力給　※深夜割増有

＼急募"／ 
基本的に2人1組なので安心です♪ 
入社祝い金7万円・紹介料アリ

仕事 一般道や駐車場での規制作業･誘導作業を
お願いします｡丁寧な研修がありますので
覚えたことをきちんとこなしていけば 
安心です｡

【募集情報】
時間 8:00～17:00　21:00～翌6:00 

※0週3日から勤務可能 
※日勤のみの勤務もご相談ください

休日 週休制(会社カレンダーによる)
給与 法定研修期間は時給890円 

(法定研修20時間以上)
勤務地 静岡県西部地区　※直行直帰可能◎
資格 未経験者大歓迎　原付免許以上
待遇 社保完 社宅応相談 制服有  

バイク貸出無料 
交通費規定 昇給有

応募 電話連絡後履歴書持参ください 
DOMONETからも応募できます

【職場情報】
事業 警備業
《担当から》安定した仕事量がありますので､
長期で安定して働きたい方にオススメです｡ 
1人1人の隊員育成に力をいれている会社です｡

003-1387407

健誠警備株式会社
A053-415-8329　担当／ワキノソノ･西野
浜松市西区西山町808-17-1B

サラダクラブで働く
メリット

★キユーピーグループだから
　環境バツグン!!
★未経験スタート大歓迎です｡
　現在のスタッフもほとんど
　未経験スタートです
★新工場で機械化が進んでる
　のでとってもラク!!
幅広い年代の方が活躍中!!
作業はとっても簡単ですので､
定着率の良い職場です!!

 
～袋井･磐田･掛川方面からの　　　　　
　　　　　 通勤にも便利な立地です～

ピアゴ森店から車で5分 yyyFkn
1パッケージサラダの袋詰め･加工

時給900円～

新工場稼働につき10名大募集! 
■ピカピカの工場で働けます■ 

力仕事は無し♪作業はとっても簡単+ 
) 女性の方が中心に活躍中です )
仕事 ＜袋詰め＞ 

トレイに決められたグラム分を乗せ､ 
流れてきた商品を箱に詰めます｡ 
＜加工＞ 
サニーレタスやグリーンリーフ､キャベツ
など野菜を処理します｡半分に切って 
芯を取るなどの作業です｡ 
＜仕分け＞ 
出荷できるものとできない物を選別し､ 
出荷できないものを取り除く作業です｡ 

【募集情報】
時間 ① 7:00～16:00 

② 8:00～17:00 
③21:00～翌6:00 
④23:30～翌8:30 
※①～④で時間帯選べます 
※固定時間で働けます

休日 週休2日制※シフトによる
給与 時給900円～
資格 未経験者歓迎 

主婦･主夫･フリーター大歓迎
待遇 車通勤可　交通費規定支給  

個人ロッカー有  
作業着貸与(クリーニング費用は会社で 
負担しますのでご安心下さい)  
深夜割増有

応募 まずはお気軽にご連絡下さい｡ 

【職場情報】
事業 野菜の加工業

003-1380008

株式会社サラダクラブ　遠州工場
キユーピーグループ
A0538-85-3191　担当／山田･坂中

周智郡森町向天方888 
(ピアゴ森店さんから車で5分)

浜松オートレース場 yykn
1自動販売機操作・接客サービス 
　オペレーション業務

時給920円

☆未経験者大歓迎☆ 
浜松オートレース場内でのお仕事です 
長期間・土日祝で働ける方大歓迎♪ 
幅広い年代の女性が活躍しています
仕事 簡単な自動販売機の操作｡レースや機械に

詳しくなくてもOK!場内での湯茶サービス
や電話を受けて担当者へつなぐお仕事｡ 
パソコンの簡単な操作や場内アナウンス
業務｡先輩社員がついているから安心♪

【募集情報】
時間 ① 9:30～17:15(休憩1h､実働6時間45分) 

②13:30～21:15(休憩1h､実働6時間45分) 
※16日～20日／月程度の勤務 
※土日祝の勤務もあり

休日 月10日以上
勤務地 浜松オートレース場 

(静岡県浜松市中区和合町936-19)
待遇 交通費規定支給　有給休暇・慶弔休暇有

社会保険完備　車・バイク通勤可 
時間外手当・年末年始手当有　制服貸与

応募 まずは下記まで履歴書(B貼)を郵送下さ
い。ご不明な点などございましたら、 
お気軽にお問い合わせ下さい。 
受付／9:00～17:00(土・日・祝もOK)

【職場情報】
事業 公営競技の総合的な運営サービスの提供

003-1387641

日本トーター株式会社　浜松オート事業所
A053-416-3251　担当／筒井
〒433-8125 静岡県浜松市中区和合町936-19

0女性活躍中0
未経験者大歓迎!
難しい作業はありません｡

先輩スタッフが丁寧に指導します+

太田川堤防沿い yyykmn
1工場内作業スタッフ

時給890円以上＋交通費規定支給

｢午前のみ｣｢午後のみ｣歓迎" 
幅広い年代の男女活躍中 

0お子様の学校行事なども応相談0 
「女性の方応援のシゴト」

仕事 オイルエレメント等の検査、梱包作業、 
自動車部品、油圧機器の製造、組立｡ 
出来る事から教えます♪ご安心下さい｡

【募集情報】
時間 8:00～17:00 

※上記時間内でご相談下さい｡ 
※開始･終了時間等お気軽にご相談下さい｡

休日 土･日曜 
長期休暇有(GW･夏季･年末年始休暇) 
繁忙時は土曜出勤有 
※学校行事等もご相談ください！

給与 試用期間1か月は時給885円
資格 経験･未経験問わず歓迎"
待遇 ■交通費規定支給　■車通勤OK 

■作業着貸与　　　■昇給有　
応募 「DOMO見ました」とお気軽にA下さい｡

【職場情報】
事業 自動車部品・油圧機器の製造
《担当から》 
短時間勤務OK！ 
20代～60代まで幅広い年代の男女活躍中♪ 
まずはお気軽にご連絡ください！

003-1388268

大豊工業有限会社
A0538-23-9525　担当／竹村
袋井市富里2067-1

★土日祝のみのお仕事★
空いた時間を使って働きませんか
・シフトは自己申告制
・住宅に関する事前知識不要
・段階的な丁寧な研修あり
・実働6hで最大1万円可能
 
【勤務地】
浜松市中区東伊場2-11-3
浜松西ハウジングセンター内

浜松市中区東伊場 xyyfFk
01未経験OKのモデルハウスの受付

時給1100円

*住宅業界の大手企業* 
未経験歓迎!住宅の知識はなくてもOK 
子育て中の主婦やWワーク活躍中! 
残業は一切無し+定時に帰れます+
仕事 モデルルーム前のテントで待機し、 

お客様が来たら声掛けをして 
モデルルームの玄関までご案内します。 
住宅の説明は営業担当が行うので 
専門知識は必要ありません。 

【募集情報】
時間 土日祝／10:00～17:00 

※実働6h、休憩1h 
※残業は一切なし 
※シフトは自己申告制 
※お休み等はご相談下さい 

給与 時給1100円～　※歩合給有 
【日収例】 
時給1100円×6h＋歩合給4000円 
＝日収1万600円 
※歩合給(アンケート6枚達成の場合) 

勤務地 浜松市中区東伊場2-11-3 
浜松西ハウジングセンター内 

資格 未経験者歓迎 
接客経験がある方歓迎 
住宅に関する事前知識はなくてもOK 

待遇 研修有 

応募 まずはお気軽にお電話ください。 

【職場情報】
事業 住宅の販売、建設、アフターサービス

003-1388687

セキスイハイム東海株式会社
A0120-100-816　担当／角川(つのかわ)

(本社)浜松市中区板屋町111-2　 
　　　アクトタワー25Ｆ
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遠鉄^佐鳴湖入口停留所前 zyyuFn
1泌尿器科・内科クリニックの 
　正・准看護師

時給1500円～

*2018年7月に開院したクリニック* 
―30･40代の女性が活躍中の職場$― 
週2日～OK!ブランクOK!で働き易い｡ 
"まずはお気軽にご連絡くださいね"
仕事 採血、診療補助など一般的な看護業務全

般をお願いします。最初は周りのスタッ
フがしっかりサポートします。

【募集情報】
時間 (月火木金)8:15～18:30 ※休憩あり 

(水土)8:15～12:15 ※休憩なし 
)勤務日相談OK(週2日～) 
)扶養控除内勤務も可

休日 日・祝、夏季・年末年始休暇あり
資格 正看護師または准看護師 

年齢不問　学歴不問　ブランクOK
待遇 試用期間2ヶ月(同条件) 

交通費規定支給(月額2万円まで) 
車通勤可(無料駐車場完備) 
有給休暇 制服貸与

【職場情報】
事業 泌尿器科・内科
《担当から》 
久しぶりに職場復帰したい方も 
無理のないスケジュールで働き、 
仕事と育児や家庭との両立が可能です+ 
《ＵＲＬ》https://nakagomi.clinic/

003-1388967

中込(なかごみ)クリニック
A053-450-5050
浜松市中区佐鳴台5-15-25

磐田市福田 yyykmn
01①小･中･高の個別指導塾講師 
　　②一般事務スタッフ

①\　②時給920円

人気の【塾講師スタッフ】と 
【事務スタッフ】同時募集！

仕事 ①小学生､中学生､高校生の個別指導を 
　お願いします。 
　授業の進め方はもちろん､生徒への 
　声のかけ方や宿題の出し方などは､ 
　研修でしっかりとレクチャーします 
　のでご安心下さい。経験不問です。 
②データ整理､電話応対､接客業務､ 
　授業のサポート､掲示物の印刷､ 
　清掃等をお願いします。 
■ 詳しい情報はDOMONETで掲載中！　■ 
■ご不明点はお気軽にお問合せ下さい■ 

【募集情報】
時間 月～金／16:00～22:00 

※週1日～、1日1時間～OK
給与 小学生(1コマ／55分)1030円～ 

中学生(1コマ／55分)1080円～ 
高校生(1コマ／55分)1350円～ 
※研修期間20コマは、学年に関わらず 
　一律で1コマ1000円 
※事務作業等の授業以外の業務は 
　時給920円 
※1授業あたり生徒2名で50円､ 
　3名で100円の加算手当を支給

資格 経験不問　未経験者歓迎 
大卒、短大卒以上 
※在学中の方も歓迎

待遇 昇給有　車通勤OK  
交通費規定支給　経験者優遇

応募 「DOMO見ました」とお気軽にA下さい。 
■DOMONETから24h応募受付中！ 

【職場情報】
事業 個別学習指導

003-1387590

ITTO個別指導学院　磐田南校
A0538-31-3800　担当：福田まで
磐田市福田4570-1

親子丼・とんかつ専門店として
こだわりの料理を提供♪
テレビの取材を受けたり

人気投票で上位に入る事もあるお店

01時給1200円★
　カンタン!!さらに昇給もあり！
7第1･3日曜はお休み★
　当店はウレシイ週休2日制！
　プライベートの予定も立てやすい♪

助信駅から徒歩5分 yyyHFk
親子丼・とんかつ専門店での 
017調理･ホールスタッフ

01①時給1200円　②時給1100円　\

【好条件】人気店で働くチャンス$ 
00女性スタッフ活躍中00 

≫①フリーター歓迎②主婦(夫)歓迎≪ 
$$お気軽にお問合せ下さい$$
仕事 親子丼やとんかつの調理､買出し､仕込み 

※キャベツの千切り､とんかつを揚げる等 
また､洗い物やホール業務も含め､店内業
務全般をサポートして頂きます

【募集情報】
時間 0110:00～15:30／17:30～22:00　 

　　①週4～5日 
　　②週2～3日の間で時間･曜日 相談OK 
710:30～21:00の間の実働8h

休日 定休日／水曜＋第3木曜＋第1･3日曜 
7上記に加え､GW･夏季･年末年始休暇有

給与 7月給20万～30万円
資格 01未経験歓迎 土曜日勤務出来る方 

7飲食店での調理経験ある方歓迎 
　調理師免許保持者歓迎

待遇 昇給有 各保完 車通勤OK 制服貸与 
01正社員登用有 
7賞与年2回 交通費規定 試用期間1ヶ月

応募 応募は下記携帯まで　店長／名倉 
※面接時､履歴書不要

【職場情報】
事業 親子丼・とんかつ専門店

003-1386140

とん唐てん
A090-8730-4534　A053-474-3335
浜松市中区高林2-8-30

JAとぴあ

曳馬小

ローソン

静岡銀行
当店

二
俣
街
道

秋
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街
道
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駅

浜松市中区泉 xyybkm
01コンビニ店内業務

時給885円～1106円　\

!　主婦さん活躍中♪　! 
週1日/1日3時間からOK♪ 

他店のコンビニとWワーク希望も歓迎
仕事 レジ接客や店内清掃が主なお仕事です! 

【募集情報】
時間 ＜平日＞ 

17:00～24:00 
<土・日> 
8:00～21:00 
※上記時間帯内で週1日/1日3h～勤務OK 
例)13:00～17:00、 
　 17:00～21:00

給与 時給 885円／ 8:00～22:00 
時給1106円／22:00～24:00

資格 未経験者歓迎　高校生可
待遇 車通勤可　制服貸与　夜食補助　
応募 電話連絡後履歴書持参下さい 

【職場情報】
事業 コンビニエンスストア 

《担当から》 
週1日から勤務OKです！ 
女性の方が多く活躍している職場です♪ 
ぜひご応募下さい!

003-1387780

ファミリーマート浜松泉4丁目店
A053-412-1250
浜松市中区泉4-1-26

浜松市中区富塚町 zxyuem
1調理師･栄養士

時給1100円

★2020年4月にオープンしたばかり★ 
0歳～2歳児を対象とした 

小規模認可保育園(定員19名)◎ 
経験を活かして働けます♪

仕事 献立作成・調理実務・食材仕入・ 
食材在庫管理などをお願いします。 
提供する給食は家庭料理レベルなので 
無理なくお仕事できる環境です。 
40～50代のスタッフが活躍中♪

【募集情報】
時間 8:30～14:30 

※週1～3日、1日5h～応相談 
※時間外ほぼなし 
※土曜日勤務可能な方歓迎 
　(平日のみも可)

休日 日･祝､他 
有給休暇､GW･夏季･年末年始休暇 
育児･介護･看護･産前産後･慶弔休暇

資格 栄養士資格お持ちの方 
栄養士実務経験者 
※ブランクある方もOK､年齢不問

待遇 昇給年1回､労災保険､車通勤可､ 
交通費規定支給

【職場情報】
事業 少規模認可保育園･認可保育園の運営

042-0425288

スクルドエンジェル保育園　浜松園
A053-525-7500A門川(かどかわ)･徳吉

静岡県浜松市中区富塚町1933-1 
佐鳴湖パークタウンサウス内

浜松スポーツセンター
プール・クラブスタッフ
健康的に働きませんか？

 

★学生･主婦(夫)さん歓迎
新型コロナウイルス対策実施中！

浜松アリーナ近く yyykmn
01①スイミングスクールスタッフ 
　　②クラブスタッフ

①指導時/時給950～1200円以上　\

*地域密着の企業です$* 
未経験の方も大歓迎+丁寧に教えます

新しいお仕事始めませんか
仕事 先輩スタッフと一緒なので安心です｡ 

①幼児･児童のプール指導とスクール･ク
ラブプールの監視等､まずはサポートから 
お願いします｡プールは温水で安心です｡ 
②ジムのマシンの使い方やトレーニング 
メニューの案内・プール監視など 
クラブエリアのお仕事｡

【募集情報】
時間 ①月～土/9:30～18:30(指導･監視メイン) 

　月～金/19:00～23:00(監視メイン) 
②月～土/ 9:00～23:15 
　日・祝/ 8:00～20:30 
※週3～5日できる方歓迎 
※1日①3時間～②4時間～応相談 
※②夜間だけ､土日祝だけでもOK

給与 時給885円以上 
※経験に合わせて相談可能です

資格 高卒以上　学生OK　未経験者OK 
長期できる方歓迎　経験者歓迎

待遇 交通費規定支給　昇給有　深夜割増有 
車･バイク通勤OK　研修制度有 
制服貸与(①水着･帽子含)  
社員施設使用可(プール､ジム､お風呂等)
社会保険完備　社員登用有

応募 「DOMOを見ました」とお気軽にA下さい 

【職場情報】
事業 スポーツクラブ 

《担当から》学生･主婦等､10～30代が中心に
活躍中です｡スポーツが好き､子供が好き､人
と接する事が好きな方ならご応募大歓迎!! 
働きながら健康を目指せるのでオススメ♪

003-1385096

浜松スポーツセンター
A053-460-0100　①大賀　②中村知 
浜松市東区宮竹町728
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上島駅から徒歩1分 xyyeHk
01コンビニスタッフ 
　　(レジ･接客･品出し･清掃､など)

時給885円～

＼学生さん･Ｗワークさん歓迎／ 
【急募】今すぐ勤務スタートOK" 
空いた時間を活用してお小遣い稼ぎ+ 
*)*長期スタッフ増員募集*)*
仕事 レジ･接客や商品の品出し､店内清掃が 

主なお仕事です｡ 
初バイトの方やコンビニ未経験の方､ブラ
ンクのある方も丁寧に教えますのでご安
心ください。 
幅広い世代のスタッフが活躍中！

【募集情報】
時間 ①17:00～22:00 

② 9:00～17:00(土日のみ) 
※週1日～､1日3h～応相談 
※平日のみ･土日のみ等､応相談 
★希望のシフトを最大限考慮します

給与 時給885円～
資格 年齢不問　未経験者歓迎　WワークOK 

主婦(夫)･学生さん･フリーター大歓迎
待遇 制服貸与　車･バイク･自転車通勤OK
応募 お問い合わせのみも大歓迎！ 

まずはお気軽にお電話ください。 
★面接時の履歴書は不要です。 
　マスク着用OK！

【職場情報】
事業 コンビニエンスストア

003-1387718

セブン-イレブン 浜松上島3丁目店
A053-465-5966　採用担当／川村
浜松市中区上島3-41-5

①袋井市新池②東区小池町 yyyFmn
01①お惣菜の製造・パック詰め 
　　②たこ焼きの調理・販売・レジ

①時給890円以上　②時給900円以上

①時間帯選択OK!女性活躍中!扶養範
囲内の勤務OK♪勤務地はピアゴ袋井店 
②美味しいたこ焼きを一緒につくりま
せんか！しっかりサポートします！
仕事 ①アピタ袋井店内惣菜コーナーでの 

　お惣菜づくり､パック詰め作業｡ 
②たこ焼き店の店内業務｡ 
　最初は､接客･レジ業務からスタート｡ 
　徐々に調理補助をお任せします｡

【募集情報】
時間 ①A.8:00～17:00 休憩有　※週3日位 

　B.8:00～13:00(14:00)　※週3～4日位 
  ▶A.B.共に平日のみ､土日祝のみOK 
②平日…11:00～20:30間L ※週2日～OK 
　土日祝…10:00～20:30間L ※日数L

勤務地 ①大豆畑ピアゴ 袋井店(袋井市新池字 
　原川田1158-1・ピアゴ袋井店内) 
②銀座たこ専 浜松本店 
　(浜松市東区小池町158-1)

資格 未経験OK　年令･性別不問 
WワークOK　フード･接客初心者も歓迎

待遇 交通費規定支給　制服貸与　車通勤可
応募 本社迄お電話下さい｡面接は①店舗②本社

で行います｡履歴書(B付)持参下さい｡
【職場情報】
事業 大豆畑､銀座たこ専､菓匠夢処の店舗運営

003-1388187

株式会社ボン・シック
A053-431-0880(土日も受付しています)
本社／浜松市東区小池町149-2

勤務地は
 

①大豆畑 ピアゴ袋井店
②銀座たこ専 浜松本店

周智郡森町 xyyekm
01コンビニエンスストア店内業務

①②時給1137円　③④時給910円

平日のみ＆土日のみOK 
週1日～相談可 

まずは希望シフトを教えてください! 
フリーター・Ｗワークの方も大歓迎"
仕事 レジ･商品陳列･発注などをお願いします

【募集情報】
時間 ①土曜／22:00～翌1:00 

②日曜／ 1:00～5:00 
③9:00～14:00　④14:00～18:00 
※③④週1日からOK 勤務曜日相談可能

給与 ①②時給1137円　③④時給910円
勤務地 A.森町遠州森駅前店(森町森800-1)  

B.森町睦実店(森町睦実2673-1) 
※選択可

資格 未経験者歓迎　年齢不問　WワークもOK
待遇 車通勤可　制服貸与　昇給制度あり 

社会保険完備
応募 電話連絡後､履歴書(B貼)持参下さい｡

【職場情報】
事業 コンビニエンスストア
《担当から》 
今回は夜間勤務のスタッフさんの募集です｡ 
週1日から相談ＯＫなので無理のない形でシ
フトを組みながら､働く事ができます。 
希望曜日のご相談など､まずはお気軽にお問
い合わせ下さい｡

003-1388691

セブンイレブン　森町遠州森駅前店
A0538-85-5060　担当／幸田(こうだ)
周智郡森町森800-1

田町バス停から徒歩1分 yyykno
01歯科医院での患者さんの 
　　誘導・補助

時給1200円～1500円

サービス向上の為新スタッフ増員募集 
*未経験・無資格OK* 

専門的な知識は必要ありません！ 
笑顔で応対できる方大歓迎！

仕事 患者さんの誘導・補助・院内消毒・ 
PCでの入力作業などをお願いします。 
先輩がサポートをしますので、未経験の 
方でも安心してスタートできます。 

【募集情報】
時間 土日：9:00～18:00 

※時間・曜日相談OK 
※平日(9:00～18:00)希望の方は 
　ご相談下さい

給与 平日：時給1200円～1300円 
土日：時給1400円～1500円

資格 未経験者歓迎　経験不問 
PCの入力作業ができる方

待遇 交通費全額支給　昼食手当あり 
経験・能力に応じて昇給アリ

応募 まずはお気軽にお電話下さい｡ 
職場見学も大歓迎です！ 

【職場情報】
事業 矯正歯科医院

003-1388688

凌雲堂矯正歯科医院
A053-456-7123

浜松市中区田町224-8　三晃田町ビル2F 
(田町交差点より20m北)
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勤務地による

01グループホームお世話係

1勤務→1万3823円(夜勤)、6790円(日勤)

仕事 ご入居の障がい者の方の、身の回りの 
お世話としてお食事作り、お話し相手、 
軽介助などを4名体制で行います。 
一人夜勤ではないので安心です♪ 
◎主婦･Ｗワーカー･フリーター活躍中 
◎50代・シニアまで幅広く活躍中

【募集情報】
時間 夜勤/変形労働制　月平均171時間 

　例/17:00～翌9:00(休憩3h) 
日勤/9:00～17:00（休憩あり） 
夜勤/週1回～2回　日勤/週3回～4回 
※シフト勤務でプライベートも優先可 
※平日のみ､土日のみ､連休の相談OK

給与 夜勤/1勤務:1万3823円(一律業務手当含) 
※月収例:11万584円(週2回勤務) 
日勤/1勤務:6790円

勤務地 ソーシャルインクルーホーム 
①浜松神田町 
　(浜松市中区神田町1382/新橋体育セン 
　ター近く､新浜松駅より車9分) 
②浜松丸塚町 
　(浜松市東区丸塚町514-4/丸塚中学校近 
　く､曳馬駅より車6分) 
③清水町 
　(駿東郡清水町徳倉981-1/狩野川近く､ 
　大岡駅より車12分) 
④袋井深見 
　(袋井市深見433/遠江一宮駅より車9分) 
⑤富士宮市大岩 
　(富士宮市大岩字峰谷戸529-1/397号線 
　沿い､富士宮駅より車12分)

資格 ヘルパー･介護経験者大歓迎 
※無資格･未経験･ブランクある方も可

待遇 交通費規定内支給､車通勤可､有給休暇有
応募 電話またはWebよりご応募ください。

【職場情報】
事業 障がい者グループホームの運営

042-0425107

ソーシャルインクルー株式会社
C0120-196-200　受付/平日9時～18時
上記参照






