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ばんかららーめん富士宮では

3月から土日限定で
朝ラーを始めました！

 
朝から美味しいラーメンを
食べて頂けるようにスタッフ
みんなで頑張っています。

 
ぜひ一緒に働きませんか。

R139 阿幸地北交差点すぐ yyyGmo
0朝のみのホール・キッチンスタッフ

時給950円　\

□■朝ラー始めました■□ 
朝の4時間だけスタッフ大募集！ 
業界未経験者も安心の研修あり♪ 
土日のみの勤務も大歓迎です"

仕事 7時から9時の朝ラー営業時間はお客様の
ご案内や配膳、片付けなど。 
(朝ラーは土日のみ) 
9時から11時は、ランチ営業の為の開店準
備となります。 
仕込みや店内清掃をお願いします。

【募集情報】
時間 7:00～11:00 

※週2日～OK!! 
※Wワークもできます!! 
※土日のみもOK!! 
※シフトの融通利きます♪

給与 時給950円 
高校生…時給900円 
※研修期間50h…時給900円 
　高校生…給与変動なし 
※深夜割増有 
※土日祝/時給50円UP!

資格 経験・性別・学歴不問！ 
高校生・学生歓迎　未経験者歓迎

待遇 車・バイク・自転車通勤可 
食事補助あり　昇給あり 
各種社会保険完備(規定による) 
制服貸与　紹介制度あり 
正社員登用制度あり 
※弊社規定にて対応します

応募 電話連絡後、履歴書持参下さい。 

【職場情報】
事業 ラーメン店　(経営)株式会社髙田企画 

《ＵＲＬ》http://www.takada-plan.co.jp/

002-3094642

ばんからラーメン富士宮店
(株)髙田企画
A0545-53-6698　担当/総務人事課
富士宮市阿幸地町30

《先輩スタッフより☆》
新入生のみなさん､ご入学おめでとう
ございます*初めてのバイト…きっと
不安ですよね!私も最初応募した時は
ドキドキでした｡でも､入ってからは
店長や先輩方が優しく教えてくれて､
大好きな可愛いアパレルや雑貨に
囲まれて楽しくバイトしてます♪
ムラスポで一緒にキャンパスライフ
楽しみませんか?!

静岡市葵区柚木 yyyGkn
01ムラスポの販売スタッフ 
(アパレル･シューズ･キャンプ用品)

時給1000円から ★昇給あり

☆ ★ スキを仕事に ★ ☆ 
キャンプ用品やお洒落な雑貨が沢山♪ 
ワクワクするような環境で働こう+ 

20代男女スタッフ多数活躍中！
仕事 簡単なご案内･レジ業務など 

アパレル･シューズ･アクセサリー等の 
商品や､キャンプ用品の販売､発注等

【募集情報】
時間 9:45～20:15の中で時間相談OK 

★週2日～OK 
★平日のみ･土日のみOK 
★1ヶ月ごとに希望シフトを提出 
<勤務時間例> 
授業終わりの平日：17:00～20:15 
土日：9:45～18:00 
　　　12:00～20:15　…など

資格 バイトデビューの学生大歓迎 
高校生不可

待遇 昇給あり､商品購入時割引制度あり 
マークイズ静岡内で使える割引制度あり 
社員登用制度あり､社会保険制度あり 
交通費支給(当社規定内)､制服あり

応募 電話連絡後､面接時履歴書持参下さい｡
【職場情報】
事業 アパレル､雑貨､シューズ等の販売､ 

商品管理

002-3105643

ムラサキスポーツ アナザースタイル マークイズ静岡店
A054-297-4591
静岡市葵区柚木1026　MARK IS 静岡　1F

バイトデビューは
ムラスポで決まり★

≫静大などの先輩も多数活躍中≪
遊びも学業もバイトも両立！
　最高の学生生活を★

★1ヶ月毎のシフト自己申告
★嬉しい社割あり！

大学生・専門学生など

同年代の仲間が活躍中！
土日祝メインだから

学校と両立しやすいし
気軽に始められます◎
馴染みやすい楽しい職場で

一緒にお仕事しませんか♪

静岡県内全域 yyykmn
0イベントスタッフ 
　【※未経験スタート大歓迎】

日給1万～1万3000円

＼ 未経験 ／から＼ 高収入 ／ 
★高日給１万～１万３０００円"★ 
『 週末だけ 』気軽にスタート+ 
☆大学生・専門学生が活躍中☆

仕事 【土日祝メイン】【週末だけ】のお仕事 
イベント会場でサンプリングや 
簡単な商品のPRなどをお願いします♪ 
 
研修があるから未経験でも大丈夫◎ 
安心してスタートできます! 
 
学校やＷワークと両立しやすいと好評! 
人と接するのが好きな方にオススメ♪ 
 
＼ 学生さん多数活躍中♪ ／ 
大学生や専門学生など同年代のスタッフ 
が多数在籍♪友達同士の応募もOK!

【募集情報】
時間 11:00～19:00(実働7h) 

※土日祝がメイン
給与 日給1万～1万3000円 

※研修期間5日間／時給1000円
勤務地 静岡県内全域　※当社請負先
期間 即日～長期　※短期も相談OK
資格 未経験者大歓迎 

大学生・専門学生歓迎　※高校生不可
待遇 交通費規定支給、車通勤OK、制服貸与 

研修有(座学1～2h程度)、研修期間5日有 
週払い制度有(規定有)

応募 面接時､履歴書(B貼)持参下さい! 
出張面接もOK! 
(面接地:沼津市通横町8-9 御成橋ﾋﾞﾙ5F) 
※来社不要のネット面接が可能です♪ 
　担当までお気軽にお問い合わせ下さい

【職場情報】
事業 業務請負業　Vol.1

002-3121655

株式会社ソフィアマックス
マックスフィールズグループ
A0120-547-655 土日祝A0120-91-7155
静岡市葵区黒金町11－7(面接／沼津市通横町)
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【高時給＆好待遇】
シフト完全自己申告制で
働くなら｢ココ｣でしょ★
 

･初バイトも大歓迎
･面接時履歴書不要
＼楽しい仲間が待ってます!／｠

勤務地により異なる zxyuek
4ホテル・結婚式の 
　配膳サービススタッフ

時給1200円～1700円＋交通費全額支給

【春からの新生活応援します*】 
週1勤務もOK◎シフト自己申告制◎ 
高時給＆高待遇で学生さん活躍中+ 
面接時<履歴書不要>です"

仕事 ホテルや結婚式場の披露宴会場にて、 
事前準備(テーブルセッティングなど)、 
料理や飲み物の提供、片付け作業など。 
さまざまな現場をご用意しております。 
現場が近ければ直行直帰も可能！ 

【募集情報】
時間 10:00～22:00内で4h～8h程度 

※勤務時間は日によって異なります 
※週1勤務もOK 
※シフトは15日毎の自己申告制 
　テストや実習等の長期休みも可◎ 

給与 時給1200円～1700円 
※時給1500円スタートの現場も有 

勤務地 静岡・清水・富士・沼津・三島 
函南・伊東・箱根 
※駅から近い現場も多数有 
※車のない方は送迎もご相談下さい 

待遇 交通費全額支給　制服貸与　車通勤OK 
食事付(現場により異なる・勤務時間に 
応じて2回食事支給も有) 
遠方通勤手当有　 
自動昇給有(合計勤務時間に応じて) 

応募 まずは、お気軽にご応募ください。 
担当携帯番号／A080-6942-9001 

【職場情報】
事業 職業紹介事業(22-ユ-300506)

004-0934057

株式会社MMC
A055-939-9005　担当:三橋
沼津市中沢田385　東海ビーエムビル302

≪PIZZAｰLAが
オススメ!≫

☆シフトの柔軟度◎
☆先輩が丁寧に教えます!
☆ピンチに助かる
　前払制有!
☆お友達同士の応募もOK!

静岡県中部･東部エリア zxyuek
01パエリア･ピザの 
①宅配スタッフ②店内スタッフ\

時給①1000円～②900円～※土日祝50円UP

仕事 ①安定感のある三輪原付バイクで､ 
　配達をします｡ 
　先輩に道を教えてもらってバッチリ♪ 
②接客が少ないキッチンでのピザ生地･ 
　パエリアのトッピングなど｡ 
　しっかり教えてもらえるので 
　安心してください♪ 

【募集情報】
時間 10:00～23:00(店舗により異なります) 

☆土日のみもOK 
☆週2･3日～､1日3h～勤務OK 
☆1週間ごとのシフト希望申告制

給与 ※22時以降は…時給25％UP
勤務地 ☆PIZZA-LA　静岡店 

☆PIZZA-LA　焼津店 
☆PIZZA-LA　沼津店 
☆PIZZA-LA　沼津西店 
☆PIZZA-LA　沼津中央店 
☆PIZZA-LA　御殿場店 
☆PIZZA-LA　富士宮店 
※お好きな店舗をお選びください♪

資格 未経験者歓迎　高校生OK 
※①要原付免許

待遇 昇給　社員割引(半額)　まかない有 
制服貸与　社会保険完備 
研修30h(同時給)　車通勤OK 
正社員登用有　友達紹介制度有　 
前払い有(稼働分)

応募 平日9:00～16:00はC0120-556-977 
(セント･リングス)まで｡他時間･土日祝は 
★右記QRコードのワガシャde!DOMOより､ 
　各店舗求人から､TELまたはWEB応募を 
　お願いします｡ 

【職場情報】
事業 全国600店舗のピザ専門店

004-0938250

PIZZA-LA･VIVAパエリア 合同募集
C0120-556-977(平日9～16時)他上記迄
沼津市江原町15-1(本社)

★激レアバイト★
～感動の時間をアナタが演出!!～

◆シフトは週or月ごと自己申告
◆バイトデビュー大歓迎♪
◆日給1万2000円以上可！

学業やプライベートと｠
両立しやすいお仕事♪

県内の学生さん多数活躍中です!

静岡、富士、富士宮､他 xyyfGk
0結婚式やイベントでの 
　音響スタッフ(男女)

日給6000円～1万6000円 \

★レアバイト★賢く高収入ゲット♪ 
＜土日のみOK＞＜シフト自己申告制＞ 
ほとんどが未経験スタートだから安心
仕事 音響(平日/会議､宴会等 土日祝/結婚式) 

研修やOJTで慣れて頂くので 
安心して下さいね！ 

【募集情報】
時間 9:30～22:00(会場スケジュールによる) 

※時間内1日1回5時間程度､ 
　希望により2回(8時間程度)の勤務OK 
※前もって勤務日等お知らせします。 
※シフト自己申告制です｡ 
　(平日/1週間毎 土日祝/1ヵ月毎) 

給与 日給6000円～1万6000円 
※日給は1回､5h程度につき 
※例/1日1会場(6000円)×2 
　＝日給1万2000円 
※収入例/月20日､30会場(1会場6000円) 
　＝月収18万円 
※研修期間10日間は時給885円 

勤務地 平日/静岡市近郊 
土日祝/富士･富士宮･藤枝･静岡市近郊 

資格 高校生不可　未経験者歓迎 
長期･学生歓迎 

待遇 車通勤OK 

【職場情報】
事業 ブライダルプロデュース･イベント企画･ 

TV番組制作 

《ＵＲＬ》http://www.s-rockon.jp

002-3091922

(株)シズオカ録音企画
A054-264-1171　担当/松田
静岡市葵区沓谷5-5-5



14

☆学校の予定･サークルや友達
との遊びなどで休みたい場合も
柔軟にシフト調整します！！☆

 

｢みんなが働きやすい｣
そんなお店です♪

バイトがはじめての方や､｠
飲食店はじめての方も大歓迎！
希望に添えるようにするので､

一緒に働こう-

下土狩駅より徒歩7分 yyykno
01①客席片付け・セッティング等 
　　②調理補助・洗い場

時給950円～1200円

【簡単なお仕事からスタート+】 
飲食店ではじめて働く方も大歓迎" 
*幅広い年代の男女スタッフ活躍中* 
-大学生のバイトデビュー大応援-
仕事 ①簡単なテーブルの準備､片付けなど｡ 

②席から見えない厨房での 
　簡単な調理補助､盛り付け､洗い物等 
※仕事は難しくないです｡ 

【募集情報】
時間 ①10:00～22:00　②8:00～22:00 

上記の間で1日4時間以上で相談 
※週2日からOK！ 
※シフト希望申告制 
※勤務時間などは､面接の際に相談OK 

給与 時給950円～1200円 
※研修1～3ヶ月(短縮有)は給与同額 
◎時給は1分単位でしっかり支給♪ 

資格 未経験者歓迎　年齢不問　高校生OK 
学生･フリーター･主婦(夫)･Wワーク歓迎 

待遇 交通費規定支給　車通勤OK　制服貸与 
★まかない有(補助有･学生さん無料♪) 
社会保険完備(条件による) 
◎グループ福利厚生有 

応募 お気軽にお問合わせ下さい！ 

【職場情報】
事業 寿司店

004-0936578

流れ鮨　沼津魚がし鮨下土狩店
A055-986-4600　担当／店長
駿東郡長泉町下土狩1042-5

＼学生に人気の
バイト募集／

 
☆未経験者大歓迎!
☆夕方の4h～の勤務だから
　無理なくOK!
☆平日のみ!土日のみ!も◎
☆楽しい職場だと保障します!

ゲオ三島店から徒歩10分 zxyuek
01焼肉屋のホール・キッチン 
　(未経験からはじめられる)

土日/時給1100円～＋交通費規定支給 \

*春のバイトは「牛角」でキマリ!* 
*接客が苦手な方でも働けます* 

*未経験でも時給1000円スタート* 
*土日のみ働いても時給+100円UP*
仕事 料理､ドリンク提供や簡単な調理や 

片付けなどの全般をお願いします｡ 

【募集情報】
時間 17:00(18:00)～翌1:00の中で応相談 

★1日4h～勤務相談OK 
★週2日～OK 
【勤務シフト例】 
･17時～22時　 ･18時～翌1時 
･19時～翌1時　･21時～翌1時 など相談OK 
★土日どちらか勤務できる方大歓迎 
★土日だけ･平日だけ 
　慣れるまで短時間勤務など働き方OK 
★シフト自己申告制

給与 土日/時給1100円～+交通費規定支給 
平日/時給1000円～+交通費規定支給

資格 大学生･短大生･専門学生･高校生 
みなさん大歓迎！

待遇 制服貸与 
昇給有 
交通費規定支給 
社会保険完備 
グループ店割引 
社員登用制度有 
車･バイク･自転車通勤可 
有給休暇有 
1日6時間以上勤務の場合｢賄い(食事)｣有 
深夜割増有

応募 ★面接は履歴書不要$★ 
■DOMONETでWEB応募24h受付中！ 
■入社日等お気軽にご相談ください。

【職場情報】
事業 焼肉店

004-0937876

牛角　三島北店
A055-980-5529　
三島市萩39

静岡･磐田
3店舗｠合同募集♪
　　 ★アピタ静岡店
　　 ★新静岡セノバ店
　　 ★アピタ磐田店

　◎丁寧な研修有！　
　◎シフト相談OK！
　◎手ぶらで面接･即採用可！

勤務地による yyyGkn
01焼き鳥･からあげ･お弁当の 
　　調理･販売

①時給1000円(期間限定※①のみ)

学生さん注目!バイトデビュー応援! 
勤務日･時間は希望を優先+ 

週2日位から､勤務日･時間が選べます 
仕事は丁寧にきちんと教えます♪
仕事 調理マニュアルもあるので未経験の方も 

大丈夫！2～3名のスタッフで作業する 
ので､常に先輩がフォローできます｡ 
安心してお仕事スタートできますよ｡ 
週末は学生さんを中心に和気あいあい♪ 
学校と両立できる柔軟さが好評です!

【募集情報】
時間 8:30～22:00の間で相談OK!※店舗による 

シフト例　8:30～18:00　14:00～18:00 
　　　　 18:00～21:30　※時間応相談 
※週2～3日､平日のみ･土日のみOK！ 
※シフトは1ヶ月毎の自己申告制です

給与 ①3～5月／時給1000円 
　通常時給900円～＋C 
②時給900円～＋C　③時給950円～＋C 
※高校生/時給900円　※昇給有 
①期間終了後も能力次第で継続有

勤務地 ①アピタ静岡店／駿河区石田1-5-1 
　　　　　　　　A054-286-2292 
②新静岡セノバ店／葵区鷹匠1-1-1 
　　　　　　　　　A054-286-2292 
③アピタ磐田店／磐田市今之浦3-1-11 
　　　　　　　　A0538-86-3673

資格 未経験者大歓迎!バイトのかけもちもOK♪
待遇 制服貸与 社会保険応相談 正社員登用有 

◎C全額 ◎昇給有 ◎スタッフ割引有 
◎髪色自由+ ◎車･バイク･自転車通勤OK 
◎お友達同士の応募もOK!

応募 ・DOMONETからは24時間受付中 
・履歴書不要!当日､エントリーシート 
　に記入して頂きます｡

【職場情報】
事業 鳥惣菜の販売　テイクアウト専門

002-3116703

鳥ぷろ
A上記参照
住所／上記参照
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警備って良い仕事なんだ!
 

・短期で高収入も可！
・直行復帰が可！
・シフト自己申告制で
　融通利きます！
・勤務地希望考慮可！

富士市・富士宮市等 xyhk
0短期もOKの警備スタッフ

日給8000円～8500円以上＋諸手当　\

■短期間/短日数でガッポリ？！■ 
能力に応じて給料UPも見込める職場! 
シフト相談はいつでも受付け中♪ 
勤務開始日お気軽にA下さい!

仕事 交通･駐車場･土木工事･イベント等の誘導｡ 
未経験でも1からしっかり教えます♪

【募集情報】
時間 8:00～17:00(休憩有)　※多少変動有 

※勤務時間応相談 
※週2日～、 
　シフト自己申告制、融通利きます！

給与 法定研修20時間(3日間)/1万7700円 
研修1～3ヶ月(個人差による)/日給7500円

勤務地 富士・富士宮を中心とする静岡県東部
期間 長期または短期(1～2ヶ月)も可・ 

夏休みなどの短期もOK！！
資格 未経験者OK　18歳以上　 

バイトデビューや短期で稼ぎたい人歓迎
待遇 社保完､給与支払月2回､制服貸与 

昇給有､賞与有(会社規定による) 
資格取得者手当有(月あたり2000円) 
現場資格者手当(現場による)

応募 面接時、履歴書(B付)持参下さい。
【職場情報】
事業 警備業

002-3122716

東海安全警備保障㈱　富士営業所
A0545-67-8233　担当／酒井
富士市津田199-9

週2日､1日3h～
ちょこっと働く0
フルタイムで

ガッツリ稼ぐ!等
 

ライフスタイルに
合わせて働けます♪

県内各地 yyykmn
201パチンコ店の 
　　　ホール･カウンター

時給1100～1450円以上※土日祝50円UP\

アナタの都合を聞かせて下さい" 
週2日～･1日3h～のちょこっと派+ 
フルタイムでガッツリ稼いじゃう派" 
ライフスタイルに合わせて選べます♪
【募集情報】
時間 8:30～24:00の間で応相談 

※週2日､1日3h～OK 
　勤務例／早番／ 8:30～16:30 
　　　　　中番／11:00～19:00 
　　　　　遅番／16:00～24:00等 
※定時勤務も有｡お問合せ下さい｡ 
※シフトは1ヶ月毎の申告制です｡

給与 時給1100円～1450円以上 
※遅番手当／時給50円UP 
※土日祝／時給50円UP 
★勤務日数により時給UP有

勤務地 県内中部､西部､東部の各店舗
資格 高校生不可　長期･未経験者大歓迎
待遇 制服貸与､昇給有､ 

社会保険制度有､労働保険完備､ 
車･バイク通勤可､交通費規定支給､ 
寮補助有※勤務地により寮対応可

応募 下記時間以外及び土日祝は 
☎054-204-2010又はメールで 
ご応募下さい｡(fss-kyujin@fssv.co.jp) 
※現地にて出張説明会も行います

システム 無期雇用派遣又は01として雇用し、 
派遣先にて勤務となります。 

【職場情報】
事業 労働者派遣業(派22-301152) 

※無期雇用派遣のお仕事です 

002-3111143

富士テクノロジーサービス株式会社
C0120-77-3287（平日9:00～18:00）
静岡市駿河区八幡5-16-3
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★10～20代活躍中!★
 

最初は料理が出来なかった
学生さんも今では

中心となって働いています!
 

当店で働いて
おもてなしや楽しさを

見つけよう!

三島二日町駅から車で9分 yyykno
0①ホールスタッフ 
　②キッチンスタッフ

時給960円～1200円　\

生パスタ専門店でオシャレに働こう♪ 
1日3h～､週2日～OKです* 

平日･土日のみ等働き方は相談可◎ 
現在男子高校生も活躍中★

仕事 ①お客様のご案内､レジ業務､ 
　料理運び､テーブルの片付けなど｡ 
②調理､盛り付け､仕込み業務､ 
　食器洗い､キッチン清掃など｡ 
☆できるところから 
　一緒に頑張りましょう! 

【募集情報】
時間 9:00～22:00　 

(この間の中の3h～OK!) 
※週2日～OK♪ 
※①②土日出られる方歓迎(月1回､2回 
　　　でも出られる方)､土日のみもOK 
※高校生21:30まで 
【シフト例】 
学校終わりに／18:00～21:00 
土日は昼間に／11:00～15:00

給与 平日／時給960円～1200円 
土日／時給1000円～1200円 
※研修期間100h(研修中も同額)

資格 未経験者歓迎　高校生可
待遇 車通勤可　交通費全額支給 

正社員登用制度有 
制服貸与　学童･保育(当社価格) 
美味しい賄い有　雇用保険･労災保険有

【職場情報】
事業 カフェ 

《担当から》 
17:00～22:00のディナーに出らる方 
歓迎です☆彡大学生や高校生もいるので 
皆で楽しく働けると思います" 
ご応募お待ちしてます"

004-0936742

ｏｈｄｏｕ　ｃａｆｅ(オードーカフェ)
A055-977-0350　受付／15時以降 A大堂
駿東郡清水町畑中65-4

3月10日OPEN
時給1200円‼
平日夜学校帰りに

土日祝休みの日だけ
シフト自由､テスト休みok

サントムーンオアシス 2F yyytkn
0未経験ok！オープニングスタッフ 
①ホール②調理補助

オープニング時給1200円(22時以降1500円)

研修があるから未経験もok 
みんな同じスタートで安心♪ 
◇ 履歴書なしで簡単面接 ◇

仕事 ①ホール 
お客様のご案内､料理の提供等 
②調理補助 
料理の盛り付けや仕込み､食器の片づけ等 
3月10日にオープンしたばかり$ 
丁寧に指導するので未経験でも安心♪

【募集情報】
時間 8:00～23:00の間で時間､曜日応相談 

・シフトは1週間ごとの申告制 
・学校帰りの短時間ok 
・部活やサークルのない日に週2～3日

給与 オープニング時給1200円/22時以降1500円 
※オープニング期間3ヶ月間限定 
通常時給900円(土日祝940円) 
22時以降1125円(土日祝1175円)

資格 未経験ok(高校生可､22時まで)
待遇 交通費規定支給､食事補助 

従業員割引､昇給あり 
車通勤可(駐車場が広めで運転ラクラク)

応募 お気軽にお電話ください 
QRコードからネット応募もok♪

【職場情報】
事業 飲食店(和食)

042-0401226

ごはん処大戸屋　サントムーン柿田川店
A055-957-1788　採用担当まで
駿東郡清水町伏見52-1 サントムーン柿田川

国一
ツタヤ

サントムーン柿田川

柿田川公園

エディオン

“富士店”
長期バイト応援
～「全て出勤」でも､

　　「この日で働きたい」もOK☆～
 
○昇給アリ ○まかないアリ
○交通費規定支給
○車通勤可 ○各種手当有　
○正社員登用制度 ○経験者優遇

富士市 yyyGkn
01ホール・キッチンスタッフ

時給885円～　\

*長期バイト募集!* 
経験･年齢･性別不問!高校生も大歓迎! 
働き方･稼ぎ方は働くアナタ次第☆ 
学業･家事･かけもちに合わせて勤務OK
仕事 オーダー取り･料理の提供 

笑顔でお出迎えをお願いします｡ 

【募集情報】
時間 11:00～21:30の間で応相談♪ 

★週1日～6日、 
　1日4h～8hの間でお気軽にご相談下さい 
★土日祝のみ！フル勤務！ 
　ランチやディナーだけ！等の勤務可能 
★学業やご家庭の都合も考慮します！ 
★無理なく長く続けられるお店です！ 
★入社日や勤務日・時間など 
　お気軽にご相談下さい♪ 

給与 時給885円～ 

勤務地 富 士 店／ 
富士市高島町69 

資格 未経験者大歓迎､高校生OK 

待遇 扶養内勤務可能　昇給有 
車通勤可　経験者優遇　まかない有 
交通費規定支給(1万5000円迄) 
残業手当有　正社員登用制度有 

応募 ☆DOMONETでは24Hご応募受付中☆
【職場情報】
事業 飲食店(一般食堂)
《担当から》 
当社、株式会社丸宗は株式会社魚河岸丸天の
グループ会社として、丸天の採用業務を 
行っている会社です。

004-0938605

株式会社丸宗
A055-954-1028(木曜除く)
住所／上記参照
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バイトデビューに
ピッタリ!

新しい仲間を大募集"
 

4月からの勤務もOK♪
土日・深夜は時給UP"

 

学生さんの力を当店に！

富士市増川(UCC前) yyyHkm
01コンビニ業務 
　　(接客、レジ打ち、発注業務等)

時給/土日940円以上 ※1～5時以降/1140円

初めてのバイトデビュー応援☆ 
学生(大学生･高校生)大歓迎" 
学校や部活帰り、お休みの日など 
空いた時間にお小遣い稼ぎをしよう♪
【募集情報】
時間 ①18:00～21:00(22:00) 

②21:00～24:00 
③0:00～翌8:00 
④5:00～8:00(9:00) 
⑤8:00～22:00(土日) 
※上記時間で3h～OK♪ 
※週2日～応相談 
※①②､②③の通し勤務も可能(休憩有) 
※土日祝出来る方歓迎 
(平日+土日どちらか)等の組み合わせ可能 

給与 平日/時給890円　土日/時給940円以上 
※1:00～5:00/時給1140円 
※21:00～翌1:00/時給1107円 
※5:00～8:00/時給990円 

資格 未経験者大歓迎 
学生(大学生・高校生)大歓迎 

【職場情報】
事業 コンビニエンスストア 

《担当から》 
新しい仲間を大募集" 
当店はバイトデビューしたい学生さんを応援
します♪ハロウィンやクリスマス等季節毎の
イベント盛り沢山☆ 
現在、学生さんが多数活躍していますよ！ 
「友達と遊ぶためのお小遣いが欲しい…」 
働きたい理由はこれでOK! 
学生さんの力をぜひ当店に貸して下さい! 
これでバイトは決まりですね♪

002-3119339

セブンイレブン須津店
A0545-38-2822　担当／荻田
富士市増川461-3(UCC前)

■レジ作業なしの店■
 

未経験者大歓迎!!
勉強や部活との両立も◎
春からのバイトデビュー

応援します-
 

詳細は下記をチェック!!

136号線沿い yyko
0ホール･キッチンスタッフ 
　(注文伺い､料理の提供､調理補助)

時給950円以上　\

勤務開始日相談下さい" 
学生からフリーターまで活躍中♪ 
土日だけのシフトもOK" 

融通が利く店で勤務しませんか#
仕事 まずは元気な挨拶ができればOK！ 

お客様のご案内や配膳・片付け、簡単な
調理補助をお願いします。券売機がある
のでレジ作業なし! 
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 9:00～翌1:00内で応相談 

※1日3h～、週2日～OK!! 
※シフト融通利きます!!

給与 時給950円以上 
※研修期間50時間有…時給900円 
※22時以降深夜割増有 
　(18歳以下は22時迄) 
※高校生…時給900円(※研修期間同条件) 
※土日祝…時給50円UP!!

資格 未経験者歓迎　学歴・経験不問!! 
接客･ラーメン好きな方歓迎 
バイトデビューを目指す方大歓迎

待遇 食事補助有　車･バイク･自転車通勤可　
昇給制度 
制服貸与　紹介制度あり 
社会保険完備(規定による)

応募 勤務開始日相談応じます。 
まずはお気軽にTEL下さい!! 
ペア応募も歓迎します★ 

【職場情報】
事業 ラーメン店 

(経営)株式会社髙田企画 

《ＵＲＬ》http://www.takada-plan.co.jp/

002-3095319

ばんからラーメン　三島店
株式会社髙田企画
A0545-53-6698　担当/総務人事課
三島市梅名587-3

4/16ヒルサイドエリアに

リニューアル
オープン!!

学生さんに大好評
美味しい鮨屋の
まかないあり!!

御殿場アウトレット内 yyykmn
01①ホール　②洗い場(調理補助) 
　　③ホール･片付け･セット

①時給1200円～　②③時給1100円～

☆★話題の新エリアで働こう"☆★ 
)*リニューアルオープン"*) 
時給1100円以上＆大入手当もあり! 
20時半業務終了の為､帰りもらくらく
仕事 ①店内ホール業務全般(レジ作業を含む) 

②簡単な調理補助や洗い場のお仕事｡ 
③お料理の提供や食器片付け､セット等 

【募集情報】
時間 A. 9:00～17:00(15:00) 

B.16:00～20:30 
※平日のみの勤務もOK 
※週1日から､1日3時間から勤務OK 
C. 9:00～20:30の間で応相談 
※フルタイムできる方歓迎 
＜共通＞シフトは1ヶ月毎の自己申告制

給与 ①時給1200円～ 
②③時給1100円～

資格 未経験者歓迎　学生可(高校生可)
待遇 交通費規定支給　制服貸与　車通勤可 

社会保険完備　保養所有 
勤続6ヶ月から有給休暇有 
大入手当有(9月迄　社内規定有) 
　※月額3000円～2万円 
美味しい鮨屋のまかない有　 
JR御殿場駅からの無料シャトルバス有

応募 電話連絡後､履歴書持参下さい 

【職場情報】
事業 寿司店 

《担当から》 
いよいよ4/16に､リニューアルオープン!! 
嬉しい高時給＆売上達成月には最大2万円の 
大入手当(9月まで)も完備!! 
しっかり稼いで！しっかり楽しむ！ 
そんな働き方ができる職場ですよ！

004-0937770

沼津回転鮨魚がし　御殿場アウトレット店
A0550-81-3139　担当／店長
御殿場市深沢字込ノ原1312-1

イベントの多い春
急な出費も安心"

 

★土日祝だけの仕事
★嬉しい日払いもOK
★研修20hで３万円

 
↓こちらから｢学生｣で検索↓

沼津､三島､清水町､富士他 xxycfp
0①商業施設やスーパーの駐車場警備 
　②イベント警備

①時給950円　②時給1000円　※日払いOK

■ 未経験＆バイトデビュー歓迎 ■ 
■ 丁寧な研修があるから安心" ■ 
■ まずはあいさつができればOK ■ 
■ 勤務地は家から通える範囲内 ■
仕事 ①施設やスーパーの駐車場で車や歩行者

の誘導をお願いします｡ 
②ライブやお祭りなどのイベント会場で
来場者の誘導をお願いします｡ 
★未経験から始めた学生さんが多数活躍
中！研修あり＆先輩スタッフと一緒の勤
務だから安心♪授業やサークル､友達との
予定と両立OKです！

【募集情報】
時間 土日祝／10:00～19:00(休憩あり) 

※勤務日､日数は相談OK 
※平日の勤務もご相談下さい！ 
[こんな働き方もOK] 
・学校が休みの土日だけ 
・お金がピンチなときは毎週土日 
・友達との予定優先して土曜だけ 
・テスト期間はお休みOK

給与 ①時給950円　②時給1000円 
※法定研修20hで3万円(時給換算1500円)

勤務地 沼津､三島､清水町､富士､御殿場 
※勤務地は相談に応じます 
※研修後､現場へは直行直帰です

資格 18才以上(高校生不可)､原付免許以上 
※未経験ok､研修あり

待遇 ◆残業手当 
◆交通費当社規定支給 
◆制服貸与

応募 ネット､電話にてお気軽にご応募下さい｡
【職場情報】
事業 警備業
 
《担当から》授業や友達との予定優先でOK！ 
勤務日や日数はお気軽にご相談下さい｡

002-3111594

(株)静岡総合警備保障 沼津営業所
C0120-627-626　本社採用窓口
沼津市高島本町4-1 3F
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★富士川SA★
★テイクアウト専門カフェ★
新スタッフ募集中！！

 

＼学生さん大歓迎$／
+女性スタッフ活躍中+
未経験からスタートOK$
楽しいお仕事ですよ)

富士川SA上り　EXPASA店内 zyyuGk
01テイクアウト専門カフェSTAFF 

時給1000円以上(土日祝)　\

富士川SAのテイクアウト専門カフェ★ 
未経験者歓迎)学生さん大歓迎) 
☆20～30代女性スタッフ活躍中☆
仕事 ソフトクリームやコーヒー等の 

ドリンクの販売・接客をお願いします。 
基本2～3人体制で回しております。 
おいしい香りに包まれながらバイトしま
せんか！？ 
※1Fの路面店又は2Fの店舗でのお仕事 

【募集情報】
時間 平日／11:00～18:00の間で1日5hから 

土日祝／10:00～19:00の間で1日6hから 
※勤務日数は相談に応じます 
※土日のみOK 
※土日どちらかでもOK 
※ラスト迄できる方優先的に採用します 

給与 時給900円以上(平日) 
時給1000円以上(土日祝) 

資格 未経験者歓迎　 
学生さん大歓迎 

待遇 頑張り次第昇給あり 
車・バイク通勤OK　駐車場完備 
制服貸与　食事補助あり 
売上に応じて臨時ボーナス有り 

応募 まずはお気軽にお問い合わせ下さい。 
※24時間WEB応募受付中です 

【職場情報】
事業 テイクアウト専門カフェ

004-0937579

Café de mori-kun (合同会社MORI-KUN)
A090-3384-4055　受付／平日10～19時

富士市岩淵字北吉野1500　 
東名高速・富士川SA上り(EXPASA店内)

*鉄板焼・旬彩ほづみ　姉妹店*
カジュアルな雰囲気を大切にした

肉バルレストランです!!
学校がお休みの時だけでもOK!!
働き方や、希望は相談OK♪
ストレスフリーに働ける☆
おいしい賄いはもちろん
気配りの行き届いた

働きやすさ抜群のお店です◎

長泉町納米里 yyymno
01鉄板焼きダイニングでの 
　　レストランスタッフ

時給950円～1500円　\

☆★美味しい賄いが好評のお店★☆ 
カジュアルな肉バルダイニングです!! 
働き方はあなたに合わせて融通OK* 
オシャレな肉バルで働こう♪

仕事 肉バルレストランでの接客やキッチンの 
お仕事です(希望を考慮します！) 
☆テストや授業､旅行などの予定も考慮♪ 
　バイトと学校･大学の両立を応援☆ 
　学生さんも多数働いています！ 
「ついシェフが張り切りすぎる賄い」も 
　皆が楽しく働ける理由の一つです♪

【募集情報】
時間 10:00～24:00の間で1日3h～選択OK 

※週2日～ご相談ください 
※土日いずれか又は夕方～出来る方歓迎

給与 時給950円～1500円 
※経験･能力を考慮

待遇 賞与有　交通費規定支給 
社会保険完備　車通勤OK 
バックアップ研修有(給与変動なし) 
おいしい賄い有　制服　深夜割増有 
大入り手当有　社員登用制度有

応募 まずはお気軽にご連絡ください！ 
※履歴書不要で手ぶら面接OK！

【職場情報】
事業 飲食店の経営

004-0937782

肉バルレストラン GRILL GREEN
A055-957-8687 採用担当
駿東郡長泉町納米里214-1(柏木植物園跡地)

当店

長泉IC

長
泉
な
め
り
駅長泉町立北中

長泉なめり
郵便局

黄瀬
川

裾
野
バ
イ
パ
ス

伊豆縦貫自動車道

ウェルディ

★学生さん多数活躍中★

美味しいパスタや
ステーキ食事補助あり！

 
シフトの調整もしやすいから

なが～く続けやすい！
バイト未経験でもイチから

お教えしますのでご安心ください

三島市・駿東郡清水町 yyyGko
01①②接客・キッチンスタッフ 
　　③ホール･キッチンスタッフ

時給970円～ ※土日祝:時給1100円～

)*春のバイトデビュー大歓迎*) 
学生さんが多数活躍している職場で 
一緒に楽しく働きませんか！ 

シフトの調整もしやすいのが嬉しい♪
仕事 ①②お客様の目の前で料理を仕上げる 

　　お仕事です！ 
　　パスタの調理やドリンクの作成､ 
　　レジ接客､食材の仕込み､ 
　　調理器具や備品の洗浄などです。 
③ステーキレストランでのお仕事！ 
　ホールスタッフとして接客案内､ 
　料理やドリンクの提供､レジなど､ 
　キッチンは調理､盛付､準備､ 
　片付けなどです。

【募集情報】
時間 ①10:00～21:00　②9:00～20:00 

※週2日～､1日4h～OK※1ヶ月毎シフト制 
③10:00～22:00　※時間･曜日相談OK 
※①②③土日祝のみの勤務OK

勤務地 ①パスタ屋一丁目 三島店(4/24OPEN) 
　　三島市中田町9-30　 
　　日清プラザイトーヨーカドー三島3F 
②パスタ屋一丁目 サントムーン柿田川店 
　　駿東郡清水町玉川61-2 
　　サントムーン(月の広場) 
③レストランステーキダダ 
　サントムーンオアシス店 
　　駿東郡清水町伏見52-7 
　　サントムーンオアシス2F

資格 高校生歓迎！大学生歓迎！学生大歓迎！ 
未経験者歓迎､お友達同士の応募もOK

待遇 食事補助有　昇給有　交通費規定支給 
車通勤可　紹介褒章制度有　制服貸与

応募 まずはお気軽にお電話下さい！ 
勤務開始日も相談に応じますよ！

【職場情報】
事業 飲食店経営

004-0937690

株式会社ハンザワ
A080-3431-9832(9時～18時30分)A志田
富士市中島448-4

～業務拡大につき～

★☆5名以上の大募集☆★
 
◎皆同じスタートで安心♪
◎1週間毎のシフト制で
　プライベートも充実♪
◎長時間でガッツリ稼ぎたい方・
　短時間でサクッと働きたい方
　ともに大歓迎！

函南町･沼津市江原町 xxyedk
01店内スタッフ

時給950円～1350円以上　\

★☆未経験＆バイトデビューOK☆★ 
楽しくワイワイ笑顔で働こう" 

週2日･1日3h～OK♪土日祝は時給UP+ 
1週間毎のシフト制で働きやすさ◎
仕事 【ホール】 

お客様のご案内､料理提供､レジなど 
【キッチン】 
簡単な調理補助(トッピング等)､ 
洗い場など 
※接客経験や調理経験などなくても 
　大丈夫ですのでご安心下さい｡

【募集情報】
時間 10:00～24:00内でシフト制 

※1日3h～､週2日～OK※平日のみもOK 
※1週間ごとのシフト制 
＜勤務時間例＞ 
学校帰りの17:00～21:30など 
お気軽にご都合をお聞かせ下さい！

給与 時給950円以上 
※22時以降／時給1250円以上 
※研修期間(100h)／時給－50円 
※高校生／時給900円 
※研修期間(100h)／時給－10円 
　(能力により期間変動有) 
※土日祝手当時給＋100円

勤務地 ①函南店／田方郡函南町塚本81-1 
②沼津リコー通り店／沼津市江原町17-45

期間 長期
資格 未経験者歓迎　高校生可
待遇 労災保険　従業員割引　制服貸与 

車･バイク通勤可　正社員登用制度有 
扶養控除内勤務OK

応募 電話連絡後､履歴書(B貼付)持参下さい｡ 
①A090-4394-5316　担当／斉藤 
②A055-921-0388　採用担当

【職場情報】
事業 飲食店

002-3088156

道とん堀　函南店･沼津リコー通り店
A上記参照
住所／上記参照
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☆駅近店舗だから
　通いやすい!
 

☆シフトの融通が利く!
 

☆1日4hから無理なくOK!
 

☆土日のみの勤務もOK!

勤務地により異なる yyyGkn
01①簡単な片付け・セット・配膳 
　　②調理補助

時給950～1200円 \

☆☆沼津2店舗で合同募集☆☆ 
未経験から時給950円スタート$ 
☆☆1日4hから無理なく働ける☆☆ 
男女関係なく活躍中の職場$

仕事 ①簡単な片付け･セット･配膳スタッフ/ 
　お客様をお迎えするためのセット､ 
　お帰りになった後の片付け､料理配膳等 
②調理補助/ 
　厨房での簡単な調理をしてください

【募集情報】
時間 9:00～22:00 

※上記時間の中で1日4h～勤務相談OK 
※土日のみの勤務も歓迎 
(シフト例) 
・9:00～14:00 
・16:00～21:30 等

給与 ※試用期間2ヵ月間は時給－50円
勤務地 A.沼津魚がし鮨 沼津店 

　沼津市大手町1-1-6 イーラde 3F 
　A055-954-6080 
B.沼津魚がし鮨 片浜店 
　沼津市松長12-3 
　A055-969-3839

期間 長期
資格 学生さん歓迎 

久々職場復帰の方も歓迎 
未経験者･経験者共に歓迎

待遇 交通費規定支給､制服貸与､各種保険完備､ 
有給休暇有(出勤日数による)､昇給有､ 
扶養控除内勤務OK､時給は1分単位で支給､ 
食事補助有(まかない有※8h勤務時)､ 
友達紹介･入社祝金制度有

応募 各店舗へお問合わせください！ 
面接時､履歴書は不要です｡

【職場情報】
事業 寿司店

004-0936125

沼津魚がし鮨 A.沼津店 B.片浜店
A上記参照　担当／店長
住所／上記参照

**結婚式のサポート**
料理やドリンク運び等のお仕事

**未経験者大歓迎**
わかりやすい勉強会があるから安心◎

◎月２日～OK♪　　
◎短時間(4～6時間程度)♪

高時給１３００円

三島市 yyyGkn
2未経験からスタート 
　結婚式場でのホールスタッフ

時給1300円

*思い出に残る結婚式のお手伝い* 
＜未経験OK＞月２日～OK!短時間♪ 
 大学生・専門学生が多数活躍中" 
＼＼もちろん新入生も大歓迎+／／
仕事 ◆◇ 10代～40代の男女活躍中 ◇◆ 

◆◇　　未経験者大歓迎!　　◇◆ 
結婚式での料理やドリンク運び等 
をお願いします♪ 
 
◆ 未経験でも安心して始められる ◆ 
わかりやすいと好評の勉強会あります♪ 
敬語の使い方やお辞儀の仕方、 
接客マナー等、就職活動に役立つ 
豆知識がいっぱい◎ 
◆『 月２日～OK 』『 短時間 』◆ 
学校や自分の予定と合わせやすい◎ 
 
事前に勉強会が受けられます♪ 
不安がらずチャレンジしませんか#

【募集情報】
時間 10:00～22:00の間 

※1件の婚礼が4～6時間程度です 
※出勤時間､変動有

給与 時給1300円 
※未経験者は研修期間有 
　(婚礼に10回出勤するまで) 
※研修期間中は､時給1000円

勤務地 三島市(広小路駅より徒歩5分) 
資格 未経験＆ＷワークOK" 主婦活躍中 

大学生・専門学生活躍中(高校生不可)
待遇 交通費規定支給､車通勤可 

制服貸与、研修有
応募 お気軽にお問合せ下さい! 

※三島の面接地は下土狩駅から]1分!
【職場情報】
事業 人材派遣業(派22-100010)

002-3120145

シーアールシー株式会社
C0120-574-686　(9時～18時)

(三島面接地)駿東郡長泉町下土狩1323-2 
(富士面接地)富士市永田町1-153

楽しさ!面白さ!抜群!!
趣味も多彩で
話題も豊富!!

バイトしながら
毎日ワクワク出来ます!!
☆シフト自己申告!!希望を考慮
☆スタッフ割あり!
　本を買うスタッフも

御殿場駅より徒歩10分 yyykmn
01ブックオフの 
　　買取･販売スタッフ　\

時給910円以上＋交通費別途支給

新入生･バイトデビュー大歓迎! 
1日4時間､週3日から相談OK" 
◎シフトは希望申告制"◎ 

履歴書不要!スタッフ割引有"
仕事 本･DVD･CDの買取･陳列･販売のお仕事｡

【募集情報】
時間 10:00～23:00の間で相談OK 

※1日4h～､週3日～時間･日数･曜日相談OK 
※半月ごとのシフト自己申告！ 
※例)学生さんなら/18:00～23:00×週3日 
　　 フリーターさんなら 
　　 /13:00～19:00×週4日 
　　 /17:00～23:00×週5日 
※幅広く相談可能です♪

給与 時給910円以上＋交通費別途支給 
※研修中も同じ時給スタート！ 
※22時以降は時給1138円以上

資格 未経験､大学生､専門学校生､ 
フリーター､Wワーク歓迎！ 
かけもちも歓迎です！

待遇 交通費規定支給 制服貸与 Dあり 
車通勤OK 無料R完備 従業員割引あり  
有給休暇 社保完備(勤務時間による)

応募 B後に面接｡面接時､履歴書なしでOKです
【職場情報】
事業 本･CD･DVD･ゲーム･トレカの買取･販売

004-0938721

BOOK･OFF(ブックオフ)　御殿場店
A0550-81-0620　担当／トヒラ
御殿場市東田中2-2-1

●4月下旬OPEN予定"●
●オープニングSTAFF●

大　募　集"
近くのお店も

リニューアル前のお店も

女性スタッフさん活躍中
☆週2日､1日4時間からOK+☆

日本大学まで車で5分 yyykno
01①片付け･セッティング等 
    ②開店準備

時給950円～1200円(時間帯による)D随時

未経験でも大丈夫!シフト融通◎! 
充実の待遇も魅力のお店です+ 
★シフト融通も相談OK"★ 

長期希望大歓迎"絶品まかないあり"
仕事 ①客席の片付け･セッティングを 

　お願いします｡ 
②調理場での開店準備｡魚をはじめとした 
　食材のセットや備品の調整などを 
　お願いします｡ 
未経験さん多数活躍中！丁寧に教えます

【募集情報】
時間 平日／17:00～22:00の間で応相談 

※18:30～､19:00～も大歓迎 
土日／9:00～22:00の間で応相談 
※上記時間内で1日4hから相談OK 
※上記以外9:00～22:00の間で 
　希望の時間帯があれば応相談 
※週2日から相談OK！ 
※土日のみ､平日のみ､学校帰り等もOK 
※シフト希望申告制(1週毎可)

給与 ※研修1～3ヵ月(短縮有)は－50円 
◎時給は1分単位でしっかり支給♪

勤務地 流れ鮨　三島店 
◎4月下旬OPEN予定!! 
三島市萩41-1

期間 長期大歓迎
資格 未経験者歓迎 年齢不問 

高校生OK 
学生歓迎

待遇 交通費規定支給 制服貸与 能力給有 
社会保険完備 有給休暇 扶養内の勤務OK 
◎まかない有(補助有･学生さん無料) 
◎グループ福利厚生あり

応募 お気軽にお問合せ下さい｡ご質問も歓迎!
【職場情報】
事業 寿司･活魚･活貝と漁師料理の店

004-0934589

流れ鮨　三島店
沓間水産㈱ 沼津魚がし鮨グループ
A055-941-5660(本部受付ダイヤル)
三島市萩41-1
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こんな塾あるんですか…?
｢働きやすくて､　　　　　　｠
｠　　何でも言い合える職場♪｣
 
☆自分の得意科目でOK♪
☆週1日～無理なくでOK♪
☆お休みも希望通りにします♪
☆就活でもポイントUPの仕事♪

函南町･三島市･裾野市 zxyuek
01個別指導塾の講師 
(小学生･中学生･高校生の個別指導)

中学生／1コマ(80分)1880円以上\

プライベートを大切にしながら働ける 
平日週1日～､19時･20時～OKです☆ 

1日1コマからOK!得意科目だけでもOK 
*二次元コード内詳しく情報掲載中*
仕事 1教科からの担任制｡あなたのレベルに 

合わせた対象生徒で調整｡
【募集情報】
時間 17:00～22:00の間で 

1日1コマ(50分･80分)からOK 
※週1日～OK(月毎のシフト申告制) 
※本人ができる時間と曜日を自己申告｡ 
　学業もしやすい環境です。 
※教育実習や学校行事などお休みOK 

給与 小学生／1コマ(50分)1100円以上 
中学生／1コマ(80分)1880円以上 
高校生／1コマ(80分)2160円以上 
※各教室によって授業は異なりますので､ 
　希望の教室へお気軽にお問い合わせ 
　下さい！ 
(収入例) 
2コマ(3時間程度)×週3日＝月収3万～4万 

勤務地 ①静岡函南校／田方郡函南町間宮350-5 
　A055-970-2200　教室長／髙森 
②静岡三島本町校／三島市本町14-17 
　A055-991-7600　教室長／鈴木 
③静岡裾野駅前校／裾野市平松474 
　A055-995-0088　教室長／中村 

資格 未経験者歓迎　※友達同士の応募もOK 

待遇 交通費規定､報酬加算制度､車通勤OK 
正社員登用有　月毎のシフト申告制 

【職場情報】
事業 学習塾

004-0936648

ＩＴＴＯ個別指導学院　3校同時募集
A上記参照　DOMONET24hご応募受付中！
所在地／上記参照

◆介護の仕事に興味がある
◆空いた土日を利用して
　誰かのためになる仕事をしたい
《そんな学生さん歓迎です》
 
―最初の電話は話を聞いてみたいでOK―

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

新東名新清水IC車で3分 yyykmn
0(未経験でOK) 
　介護補助スタッフ

時給890円

利用者様の側で寄り添い・支える仕事 
「介護の仕事に興味がある」方歓迎！ 
☆週2日・土日のみのお仕事です☆
仕事 利用者様の生活に寄り添いながら、 

共に成長し楽しむお仕事です。 
◆介護の仕事に興味がある 
◆バイトするなら誰かのためになる 
　仕事がしたい 
そうお考えの学生さん歓迎です♪ 

【募集情報】
時間 ①8:30～17:30 ②9:00～18:00 

※①または②で勤務時間応相談 
※週2日(土日)の勤務です。 

給与 ※試用期間3ヶ月(同条件) 

勤務地 障害者施設『宍原荘』 

資格 要普通免許　未経験者歓迎 

待遇 C規定支給有　制服貸与有 

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

002-3115976

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

当施設
清水宍原小

富士見ヶ丘CC

↑至山梨県

至新清水IC↓

R52

宍原

ローソン

)新規オープン
の飲食店)
★きれいな職場　　
★落ち着いた雰囲気

土日にしっかり働きたい方も
平日にコツコツ働きたい方も

オススメの仕事です!
↓応募は下記QRから↓

サントムーン　オアシス2F yzytuk
03月にオープンした蕎麦屋の 
　①ホール　②キッチン

時給1000円

★2020年3月OPENの蕎麦屋さん★ 
初めてバイト･かけもちバイト歓迎 
テストや部活のお休み考慮します◎ 
勤務開始日は相談に応じますよ♪

【募集情報】
時間 9:00～23:00の間で応相談 

※週1日～､1日2h～OK♪ 
※土日のみ､平日のみOK

資格 未経験者歓迎 
高校生可(21時半まで)

待遇 車通勤可　交通費全額支給 
制服貸与　託児所(当社価格) 
賄い有　能力･経験により昇給有 
雇用保険･労災保険有　深夜割増有 
正社員登用制度有

応募 NETでの応募を受け付けしております｡ 

【職場情報】
事業 そば処
《担当から》 
｢全くアルバイトをしたことがない！｣ 
という方も最初は不安かもしれませんが､ 
いきなり1人にはさせません｡ 
ゆっくり覚えていきましょう！

004-0936743

柿田川十割そば　元年堂
株式会社ビッグハピネス
A055-928-6838

駿東郡清水町伏見52-1(本社) 
サントムーン柿田川オアシス2F

入社祝い金
最大3万円～6万円支給
(御殿場川島田店のみ6万円)

時給1500円(土日祝)

☆シフト応相談!!☆
週3～4日からOK!!

県東部　※下記参照 yyykms
01パチンコホール・カウンター 
　　店内接客サービス業務

時給1500円以上(土日祝)

★未経験でも安心して働ける!!★
【募集情報】
時間 8:15～24:00 実働5h～7.5h ※応相談 

※週3～4日からOK
休日 月8日以上､応相談
給与 時給1200円以上（平日18時まで） 

時給1450円以上（平日18時以降) 
時給1813円以上（平日22時以降） 
時給1500円以上（土日祝18時まで） 
時給1550円以上（土日祝18時以降） 
時給1938円以上（土日祝22時以降） 
※勤務開始日より上記時給となります。

勤務地 御殿場川島田店･富士荒田島店･ 
富士今泉店･富士弥生通り店･ 
富士宮万野原店･富士宮浅間町店

資格 18才以上(高校生不可)
待遇 有給休暇､昇給有､車通勤可､C規程支給､ 

会員制リゾートホテル利用可､社保完備､ 
社登有､制服貸与､ミニボーナス(年2回)､ 
給与日払い可(当社規程による)､ 
入社祝い金有(当社規程による)他

応募 直接､店舗にお電話下さい｡ 
履歴書不要で面接可能です。 
御殿場川島田店／A0550-70-0411 
御殿場市川島田9-1 
富士荒田島店　／A0545-51-9711 
富士市荒田島257-1 
富士今泉店　　／A0545-55-2411 
富士市今泉3-15-30 
富士弥生通り店／A0545-55-3434 
富士市伝法1280 
富士宮万野原店　／A0544-26-1621 
富士宮市中原町150 
富士宮浅間町店　／A0544-22-6711 
富士宮市浅間町4-18

【職場情報】
事業 アミューズメント施設の運営

002-3106231

株式会社ＡＢＣ　東部エリア6店舗合同募集
C0120-281-477
住所／上記参照
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新しい生活に
アルバイト始めませんか？

新規スタッフ大募集!!
■未経験者大歓迎!!■
車の知識や経験は不問です｡
人が好き!車が好き!な方､大歓迎!
★週１日､１日３時間からOK!!
★シフト融通調整OK!!

沼津市･三島市･裾野市 xxyedk
01セルフ型スタンドの 
　　サービススタッフ

時給900円以上(土日は時給＋30円)

未経験･バイトデビュー大歓迎♪ 
先輩がついて丁寧に教えます♪ 

セルフ型で接客以外の仕事も学べる" 
短時間勤務､シフト調整OK!

仕事 お客さま誘導､給油の案内からスタート｡ 
レンタカー･車検受付フロント業務も有｡ 
※セルフのお店なので､お客さま接客 
　以外にも色々な仕事が学べます｡ 
※車好きの方は洗車･コーティング施行 
　や整備の技術も学べます｡ 
未経験の方は一つずつ教えます｡

【募集情報】
時間 ①8:00～20:00 　②8:00～22:00 

③⑤9:00～20:00 ④7:00～23:00 
※上記時間内で1日3時間からOK! 
※週1からOK､急なシフト調整もOK!

勤務地 ①セルフ裾野SS 
　裾野市深良舞台215-1 A055-992-0037 
②セルフ大岡SS 
　沼津市大岡2692-2 A055-960-9935 
③セルフ宮前町SS 
　沼津市宮前町10-5 A055-920-2516 
④セルフ玉江SS 
　沼津市玉江町7-15 A055-932-6050 
⑤セルフ梅名SS 
　三島市梅名335-10 A055-984-1810 
※好きな勤務地を選べます

資格 未経験者歓迎､年齢不問､学生･フリーター
･既婚者･Wワーク･普免取得者･危険物資格
者･整備士の方も歓迎､高校生可(要許可)

待遇 D有､社保完､制服貸与､車通勤可､C規定 
資格手当有､資格取得･正社員登用制度有

応募 各店舗へB後､履歴書(B貼)持参下さい。 
受付･面接･採用まで各店舗で対応します｡

【職場情報】
事業 サービスステーション(出光昭和シェル)､

レンタカー･車検等総合サービス

004-0933589

綿仁株式会社 セルフＳＳ ５店舗合同募集
C0120-031-491(応募は上記各店舗へ)
沼津市岡一色195-1(本社)

高時給1000円～!!
学生さん多数活躍中♪

＼ココが嬉しい！！／

☆週2日～､1日3時間～OK
☆お休みも柔軟に対応◎
☆嬉しいまかないあり0
☆シフトしっかり入れる
履歴書不要手ぶらで面接OK!!

富士市･沼津市 yyyGkn
01お洒落な居酒屋での 
　　ホール･キッチンSTAFF

時給1000円～　\

)楽しくバイトしたい方大歓迎+) 
シフト融通抜群◎未経験者大歓迎♪ 
【履歴書不要】即採用!スグ勤務OK!
仕事 ＜ホール＞笑顔でお客様のお出迎え･ 

　　　　　接客をお願いします。 
＜キッチン＞簡単な盛付けからスタート 
　　　　　　するので､ご安心下さい。

【募集情報】
時間 17:00～24:00内　 

※1日3h～､週2日～OK 
※とにかくシフト融通もバッチリ！ 
※終電､終バスまでも全然OK♪ 
※土日のみ･平日のみなどOK 
▶長期連休､テスト期間中のシフト変更 
　も柔軟に対応いたします◎ 
▶2週間ごとの希望シフト制だから 
　先々の予定も立てやすいですよ♪ 
勤務開始日はご相談に応じます♪

給与 時給1000円～ 
大学生/時給950円～ 高校生/時給900円～ 
※22時以降は25％割増有 
※研修期間1ヶ月は時給-50円 
　(高校生は時給890円)

勤務地 うお鶏 富士店／富士市本町4-11　 
　　　　　　　 平和本町ビル4F 
うお鶏 沼津店／沼津市大手町5-2-1  
　　　　　　　 小島ビルB1

資格 初心者･バイトデビュー歓迎　学生歓迎 
高校生OK(22時迄)　かけもちOK

待遇 交通費規定支給　制服貸与　 
賄い有(200円)　昇給随時　髪型自由　 
正社員登用有　深夜割増有

応募 下記までお気軽にお電話ください｡ 
履歴書不要！まずは手ぶらでOKです♪ 
(まずは店舗見学だけでもOK)

【職場情報】
事業 海鮮と産地鶏の炭火焼き｢個室居酒屋｣

002-3116018

うお鶏　富士店･沼津店(2店舗合同募集)
☎0545-60-0337　担当／雨宮
上記参照

＼　未経験OK!　／

モスバーガー
 

3店舗同時募集
柿田川､富士､長泉
◎シフト自由◎週2日～ok

清水町､富士市､長泉町 yyyjkn
0バーガーショップのレジ､調理

時給900円～(高校生900円)､土日祝940円～

学生活躍$初心者スタート大歓迎 
１週間のシフト申告制だから安心 
◎高校生可◎交通費◎昇給◎車通勤 
★★履歴書無しでカンタン面接ok★★
【募集情報】
時間 平日／16:00～23:00 

土日祝／9:00～23:00 
※高校生は22時まで 
・時間･曜日応相談 
・1週間ごとのシフト申告制 
・1日3時間～ok､週2日～ok 
★こんな働き方もokです 
・学校帰りの17時～ 
・授業やサークルに合わせて週2～3日 
・予定の無い土曜か日曜に 
・テスト期間や実習期間など相談ok

勤務地 ※3店舗の中から選べます 
◆サントムーン柿田川店 
　駿東郡清水町玉川61-2 
◆富士厚原店 
　富士市厚原15-1(カインズホーム近く) 
◆ウェルディ長泉店 
　駿東郡長泉町下長窪1075-33

資格 未経験ok､丁寧に指導します 
高校生可

待遇 交通費規定支給､能力･経験により昇給有 
車通勤可(駐車場有)､正社員登用制度

応募 お気軽にお電話下さい(履歴書不要) 
DOMOネットからボタン1つで簡単応募ok

【職場情報】
事業 ハンバーガーショップ
 
《担当から》 
｢初めてだから不安で…｣アルバイトに初めて
応募の方からよく聞きます｡でも､モスには独
自の教育プログラムと先輩からフォローがあ
るから大丈夫！お気軽にお問合せ下さい｡

042-0401388

モスバーガー3店舗同時募集
C0120-870-831(応募専用､10～19時)
駿東郡長泉町下長窪1075-33(ウェルディ長泉)

☆バイトデビュー歓迎!!☆
夕方は学生､Wワーク活躍中
 

●1日3～5時間､週2日からOK!!

●未経験でも安心♪
　丁寧に教えます!

●スタッフ割引で
　好きなモノ買えます!!

富士急バス寿町バス停前 zyyukn
01ブックオフの 
　　販売･買取スタッフ

時給900円以上 22時以降…時給1125円以上

未経験者大歓迎!!もっと楽しく 
働けるようスタッフ増員中!! 

[シフト相談OK][従業員割引付き♪] 
まずはお気軽にAください!!★

【募集情報】
時間 14:00～23:15の間で応相談 

※1日3～5時間位､週2日から相談OK 
※時間帯や日数･曜日もご相談応じます 
※半月ごとのシフト自己申告(希望相談OK) 
※例)14:00～19:00､17:00～21:30 
　　 18:00～23:15　など

資格 未経験歓迎 
学生･フリーター･Wワーク大歓迎!!

待遇 交通費全額支給､制服貸与､ 
車･バイク通勤OK､有給休暇､ 
従業員割引有､昇給有､深夜割増有

応募 B後に面接｡お店までお越しください！ 
面接時は履歴書なしでOKです！

【職場情報】
事業 本･CD･DVD･ゲーム･フィギュア･おもちゃ 

などの買取･販売 

《お店から》話題の本コーナーを作るなど 
楽しい売場づくりを大事にしています♪ 
仕事以外の会話も多い､わきあいあいとした 
お店です☆一緒に働いてみませんか♪

004-0938882

BOOK･OFF(ブックオフ)　沼津リコー通り店
A055-927-2505　担当／ゴトウ
沼津市寿町23-33
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♪経験がない方でも大丈夫♪

大勢の仲間と一緒に
教室を作り上げていく
｢喜び｣があります♪
☆新しい仲間を募集中☆
まずは生徒さんの気持ちを
理解してあげることから

始めて下さい!!

静岡県東部地区 yyykmn
01①個別指導塾の講師 
　　②事務など教室運営のお手伝い

①1授業(90分)1630円～2500円　②\

仕事 ①小学生・中学生・高校生を対象とした 
　個別指導塾の講師　※全科目の中から 
　指導科目は相談に応じます 
②事務など教室運営のお手伝い 

【募集情報】
時間 16:00～21:30の間で時間・勤務日は 

相談に応じます
給与 ②時給890円以上
勤務地 御殿場教室(御殿場市新橋1704-4) 

裾野教室(裾野市佐野72) 
長泉なめり駅前教室 
　　(駿東郡長泉町納米里68-66) 
清水町教室(駿東郡清水町八幡221-3) 
沼津駅前教室(沼津市高島町6-13) 
沼津大岡駅前教室(沼津市大岡2473) 
沼津三園教室(沼津市三園町3-36) 
富士宮駅前教室(富士宮市中央町3-7)

資格 未経験者OK
待遇 交通費規定支給、昇給制度有(年1回)、 

研修制度有、正社員登用制度有
応募 まずは本部(株式会社セント・リングス)

までお気軽にお電話下さい。 

【職場情報】
事業 個別指導塾(小・中・高・浪)

002-3075312

明光義塾(8教室合同)
C0120-556-977　担当／湯山
上記参照

●週2日～相談OK!●
 

学生さんが勉強や部活と
両立しやすい環境を
つくってます♪

 

まずはあなたの希望を
聞かせて下さい！

富士信金本店隣 yyykmo
0レジ業務なしのホールスタッフ

時給950円　\

ペア応募歓迎$紹介制度あります$ 
らーめん好きな方welcome★ 

春のバイトデビュー応援しますよ" 
お気軽にお問い合わせ下さい♪

仕事 まずは元気な挨拶ができればOK! 
お客様のご案内や配膳･片付け､簡単な調 
理補助をお願いします｡券売機があるので 
レジ作業はなし！ 
未経験でも安心して始められるよう、 
しっかりサポートします♪

【募集情報】
時間 9:00～翌2:00の間で1日3時間～ 

※シフト制　週2日～OK！ 
※土日どちらか勤務できるかた 
※土日のみもOK！ 
※シフトの融通利きます！学校終わり 
　や部活終わりなど相談OKです♪

給与 時給950円 
※研修期間50時間有…時給900円 
※22時以降深夜割増有(18歳以下は22時迄) 
高校生…時給900円(※研修期間同条件) 
※土日祝…時給50円UP!!

資格 高校生・学生歓迎 
未経験者歓迎 
らーめん好き、接客好きな方大歓迎!!

待遇 ★食事補助あり！ 
★車・バイク・自転車通勤可 
★正社員登用制度あり！ 
★制服貸与 
★紹介制度あり(当社規定) 
★昇給有(当社規定)

応募 電話連絡後、履歴書持参下さい。
【職場情報】
事業 ラーメン店　(経営)株式会社髙田企画 

《ＵＲＬ》http://www.takada-plan.co.jp/

002-3095306

ばんからラーメン富士店
株式会社髙田企画
A0545-53-6698　担当/総務人事課
富士市青島町204

★土日のみの勤務★
◎泳ぐことが好き!
◎昔､水泳部だった!
◎働きながら
　健康になりたい!

いずれかに当てはまる方
一緒に頑張りませんか?

当社施設利用特典アリ☆

市営陸上競技場から]1分 xxydck
01屋内プール監視員

時給930円(平日／時給900円)

土日のみの勤務!他曜日も応相談+ 
週1日～勤務OK！1日4hのお仕事！ 
学校との両立やWワークもしやすい◎ 
特別なスキルや経験は必要ナシです
仕事 お客様に楽しく快適にご利用して 

頂くために､事故を未然に防げるよう 
監視して頂きます｡ 
※泳げる方であれば､特別なスキル､ 
　経験は必要ありません！ 
　一緒に楽しく働きましょう｡

【募集情報】
時間 土日／ 9:00～13:00､13:00～17:00､ 

　　　17:00～21:00 
※週1日～勤務OK(3h～も相談OK) 
※他曜日も9:00～21:00内(4h位)で応相談

休日 水曜休館日
勤務地 ふれあいプール玉穂
資格 未経験歓迎 学生歓迎 Wワーク歓迎 

長期勤務できる方 
泳げる方､18才以上(高校生不可)

待遇 C規定 制服貸与 車通勤可 有給休暇有 
当社施設利用特典有 法定研修20h以上

応募 まずはお気軽にA下さい 
◎勤務開始日もご相談に応じます

【職場情報】
事業 スポーツクラブ･警備業

004-0938754

東富士スイミングクラブ
A0550-89-0138 日曜･月末29～31日除く
御殿場市川島田1388-1

玉穂郵便局

御殿場市立
玉穂小学校

御殿場市役所
玉穂支所御殿場中畑店

ファミリーマート

勤務地

☆週1日～勤務OK♪
☆平日のみ！　　
　土日のみ！OK♪
☆シフトの融通　
　利きます♪　　

☆時給1000円以上♪

沼津市春日町 yyyGkm
01①片付け･セットスタッフ 
　　②調理補助スタッフ

時給1000円～1200円　\

☆無理なく働ける長期で安心☆ 
学生のバイトデビュー大応援！ 

学校の都合で土日のみ､平日のみOK♪ 
*時給1000円以上+年齢不問◎*
仕事 ①テーブルの片付け､セット･料理提供等 

②簡単な調理仕込み､調理補助等 
※未経験からでも安心してスタートOK 

【募集情報】
時間 A.9:00～17:00 

B.17:00(18:00)～21:00 
＜昼の勤務例＞ 
★10:00～13:00　 
☆ 9:00～14:00 
★11:00～15:00　 
☆13:00～17:00 
※1日3h～OK♪ 
※週1日～､平日のみ･土日のみOK 
※シフトはできる限り希望に応じます 

給与 ※試用期間2ヶ月／時給－50円 

期間 長期 

資格 未経験者歓迎　 
高校生可 

待遇 交通費規定支給　 
車通勤可　 
制服貸与 
社会保険完備(労働条件による) 
まかない補助有 

応募 まずはお気軽にお電話下さい｡ 

【職場情報】
事業 寿司店チェーン

004-0936063

魚がし鮨　沼津港店
A055-963-4090　担当／店長･副店長
沼津市春日町47-1
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｢そろそろ新しいバイトがしたい｣
 
｢将来に役立ちそうな何かをしたい｣
 
｢教職取得に向けて実践の場が欲しい｣

 
という学生さんにピッタリ!

 
未経験でもスタートしやすい
個別指導塾でのお仕事です｡

富士宮市西町 xyyekn
01未経験OKの個別指導塾の講師

1コマ90分2100円(1対2) \

学生さん大歓迎"高校数学急募" 
週1日～･1コマ(90分)～勤務◎ 
*教える教科は選べます!* 

未経験･ブランクのある方も歓迎♪
仕事 小学生～高校生向けの個別学習指導です｡ 

1コマの生徒数は1or2名です｡ 
指導する教科や学年は選べるので､ 
得意な1教科から勤務して頂けます｡ 
数学､算数､英語､国語､理科､社会…など｡

【募集情報】
時間 15:00～21:30の間の 

1コマ(90分)から勤務OK(週1日からOK) 
※テスト期間の休みや学校行事等 
　相談に応じます 
※休憩有

給与 1対1…1950円/コマ(90分) 
1対2…2100円/コマ(90分)

資格 未経験者･ブランクのある方も歓迎！ 
※性別･学歴不問です 
≪こんな方にピッタリ≫ 
教育に関心のある方､教員や塾講師･ 
家庭教師経験のある方､営業や接客経験の 
ある方等

待遇 交通費規定支給　車通勤OK　昇給有
【職場情報】
事業 学習塾の運営

042-0401744

Ｄｒ．関塾 世界遺産センター前校
☎0544-28-3759(受付電話番号)
富士宮市西町1-2　1F(カーブスの下)

身延線

イオンモール

県道414号

富士宮

浅間大社南

県道76号
当校

世界遺産
センター

“魚河岸店”
長期バイト応援☆
～「全て出勤」でも､

　　「この日で働きたい」もOK☆～
 
○昇給アリ ○まかないアリ
○交通費規定支給
○車通勤可 ○各種手当有　
○正社員登用制度 ○経験者優遇

沼津市 yyyGkn
01ホール・キッチンスタッフ

時給885円～　\

*長期バイト募集!* 
経験･年齢･性別不問!高校生も大歓迎! 
働き方･稼ぎ方は働くアナタ次第☆ 
学業･家事･かけもちに合わせて勤務OK
仕事 オーダー取り･料理の提供 

笑顔でお出迎えをお願いします｡ 

【募集情報】
時間 6:00～21:30の間で応相談 

★週1日～6日、 
　1日4h～8hの間でお気軽にご相談下さい 
★土日祝のみ！フル勤務！ 
　ランチやディナーだけ！等の勤務可能 
★学業やご家庭の都合も考慮します！ 
★無理なく長く続けられるお店です！ 
★入社日や勤務日・時間など 
　お気軽にご相談下さい♪ 

給与 時給885円～ 

勤務地 魚河岸店／ 
沼津市千本港町114-1 

資格 未経験者大歓迎､高校生OK 

待遇 扶養内勤務可能　昇給有 
車通勤可　経験者優遇　まかない有 
交通費規定支給(1万5000円迄) 
残業手当有　正社員登用制度有 

応募 ☆DOMONETでは24Hご応募受付中☆
【職場情報】
事業 飲食店(一般食堂)
《担当から》 
当社、株式会社丸宗は株式会社魚河岸丸天の
グループ会社として、丸天の採用業務を 
行っている会社です。

004-0938601

株式会社丸宗
A055-954-1028(木曜除く)
住所／上記参照

バイトデビューOK☆
｢飲食店は初めて｣
という方も大歓迎♪

 
1日3h～･週2日～OK!
無理なくスタート
できますよ◎

熱海市役所駐車場隣 xyyeGn
01未経験歓迎のホール 
　1寿司板前(見習いもOK)

時給980円～ \

学生さん大歓迎" 
*未経験スタートのスタッフ多数* 
土日のみもOK!1日3時間～◎ 

働き方はお気軽にご相談ください♪
【募集情報】
時間 9:30～15:00､17:00～22:30 

※1日3h～､週2日～OK 
※土日どちらかできる方は特に歓迎！ 
※週末だけや短時間での勤務も可 
※テスト期間の休みや学校行事など 
　シフトの相談に応じます｡ 

給与 時給980円～　※土日／時給＋50円 
※22時以降／時給1225円～ 
※高校生／時給920円～ 

期間 短期(1ヶ月以内)または長期 

資格 未経験スタートOK 
学生･高校生歓迎　※22時以降は18歳以上 

待遇 制服貸与､残業手当､交通費規定支給､ 
毎月昇給査定あり､社会保険完備､ 
車通勤可､従業員割引あり､社員登用あり 

【職場情報】
事業 鮨料理店の経営 

《お店から》 
★ホール･キッチン共に 
　未経験からスタートした先輩スタッフが 
　多数活躍中です♪ 
　まずはできるところから始めて 
　徐々に慣れていきましょう！ 
★寿司板前は将来を見据えて 
　頑張りたいあなたを応援します！ 
　イチからしっかり学べますよ♪

042-0401463

株式会社アミノ　うまい鮨勘 熱海支店
A0557-86-5252(月曜定休)　担当／長澤
熱海市中央町1-2

バイトデビュー
大歓迎!!

 
未経験からでも安心スタートOK!!
やさしい先輩がたくさん!!

 

美味しい鮨屋で働こう!!

御殿場(国道246号線沿い) xyyekn
01テーブルのセット･片付け

時給1000円～時給1150円 \

未経験者大歓迎"はじめても大丈夫" 
やさしく楽しく教えます(笑) 

シフト相談OK"週2日から働けます 
『おっ!』と思った方､待ってます"
仕事 お席までの案内､テーブルの片付け等 

(注文はタッチパネル式だから安心) 
※丁寧な研修あり｡簡単なお仕事から､ 
　未経験の方も安心スタートできます!

【募集情報】
時間 10:00～22:00の間で勤務時間応相談 

勤務例／10:00～14:00 
　　　　17:00～22:00 
☆週2日から勤務OK 
☆土日祝できる方歓迎 
☆学校の都合やテストなどお休みも考慮 
☆時短勤務も相談できます 
　ご相談のお電話もお待ちしております

給与 時給1000円～時給1150円 
※平日･18時以降は時給1100円～ 
※土日･18時以降は時給1150円～

期間 長期
資格 未経験者歓迎 

高校生も大歓迎 
Wワーク歓迎　年齢不問

待遇 まかないあり(規定有) 
交通費規定支給　車通勤可 
制服貸与　社会保険完備 
◎時給は1分単位で支給

応募 まずはお気軽にお電話ください｡
【職場情報】
事業 寿司･活魚･活貝と漁師料理の店
《担当から》 
ホール業務ですが､お席までのご案内が 
終われば､お客様はタッチパネル式の 
注文スタイルの為､接客業務は少なめです！ 
未経験からでも安心スタートできますよ♪

004-0937771

流れ鮨　沼津魚がし御殿場店
A0550-82-6777　担当／シラカベ
御殿場市神場1268-16
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シフトの融通
めっちゃ利く?!

 
★時間帯はお任せしてます★
バイトするなら楽しめる
お店でしませんか？

学生活躍中のお店です!!

新幹線駅前通り沿い

01シフトの融通が利く 
　　コンビニスタッフ

時給890円～1120円　\

コンビニバイトは下横割店で♪ 
「営業時間内で相談OKだって?!」 
はい!! シフトは考慮していますので 
学校や部活との両立が可能です★
仕事 レジ、接客、品出しなど。 

未経験でもしっかり教えます!! 
※当店は時短営業店なので、 
0時～6時は営業時間外となります。

【募集情報】
時間 6:00～24:00内で応相談 

※週1日～、1日3h～相談OK!! 
※授業やサークルなどの融通利きます♪ 
※急なシフト変更も対応中!!

給与 6時～9時/時給990円 
9時～22時/時給890円 
22時～24時/時給1120円

資格 コンビニ未経験大歓迎!! 
高校生、学生のバイトデビューOK!! 
※18歳以下は22時まで

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 お問い合わせも歓迎します!! 
友達同士の応募もぜひどうぞ★ 
気さくなスタッフ勢ぞろいですよ～!!

【職場情報】
事業 コンビニエンスストア

002-3111802

セブンイレブン富士市下横割店
A0545-63-7776　担当/店長
富士市下横割137-1

東海
道新
幹線

当店

郵便局

静岡銀行

南幼稚園

雁がね

ふじさんめっせ

柳島日東

新富
士駅

*シフトの融通バツグン*
「学校終わりの17時から」
「土日フルタイムでガッツリ」
週2日、3hからあなたに合わせて
シフトを作成しますよ+

 

髪色自由!ネイルOK!
資格・経験不問です"

ご応募お待ちしてます-

三島駅南口]1分 yyyGno
01地鶏居酒屋のホール・キッチン

時給1000円(深夜時給1250円)＋C全額支給

*シフトの融通バツグンのお店* 
当店で学生時代の思い出づくり 
しませんか!?新しい仲間を大募集+ 
お仕事終わりにおいしいまかない有-
仕事 ホール…ご案内やオーダー、料理提供 

　　　　などのホール業務 
キッチン…仕込み､簡単な調理補助､ 
　　　　　盛り付けなどのキッチン業務

【募集情報】
時間 ①9:00～17:00の間で1日3h～応相談 

②17:00～翌2:00の間で1日3h～応相談 
※①のみ、②のみなどどちらもOK 
※週2日～､1日3h～勤務OK 
※シフトは2週間毎の自己申告制

勤務地 三島店／静岡県三島市一番町15-21 
　　　　マスダビル1F

資格 未経験者歓迎 
学生歓迎

待遇 社会保険完備､交通費全額支給､ 
制服貸与､昇給あり､社員登用あり､ 
無料のまかない付､髪型自由､ 
ネイルも派手すぎなければOK 
金･土･日､週末に勤務できる方優遇

応募 下記Aまでお気軽にお電話ください｡ 
面接は予約制になります｡(履歴書不要) 
時間／10時～12時､14時～18時､ 
　　　22時～24時 
※他の時間はお電話にてご相談ください｡ 
※友達同士の応募もOK

【職場情報】
事業 飲食業
《担当から》 
｢学校もバイトも頑張りたい｣ 
｢プライベートを重視したい｣などなど 
融通も可能♪ 
希望の勤務スタイルは 
お気軽にご相談くださいね◎

004-0934988

日南市じとっこ組合　三島駅前店
A055-943-6181　担当／竹尾
静岡県三島市一番町15-21　マスダビル1F

就活に役立つ
スキルが身に付く!!
相手の考えを引き出す方法
目標達成への行動継続方法

など月に1度､魅力的な研修が
無料で受けられます☆

将来教師になりたい方も歓迎
 

▼週1日1コマから勤務可能
▼得意科目のみでOKです

沼津市原 yyyGkm
01未経験でOKな学習塾講師スタッフ

1授業90分 1650～2000円以上※D随時\

週1～OK$スキマ時間を上手に使おう 
5校同時募集$お近くの勤務地でOK+ 
学校との両立可☆シフト融通バツグン 
教材の解説程度＆マニュアルで安心-
仕事 小～中学生の生徒2人までの個別指導を 

行って頂きます｡得意科目のみでOK｡ 
マニュアルをもとにしっかり研修します 
ので未経験の方も安心して下さい♪ 
※学生さんは学校帰りにそのまま勤務OK 
 私服の上から白衣を着用できます。

【募集情報】
時間 16:10～21:40の間 

※教室により時間が異なります 
※週1回､1日1授業(90分)のみでもOK

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 

A055-955-9444　担当／勝又 
②伊豆の国校／伊豆の国市寺家100 
A055-949-2201　担当／藤崎 
③三島南校／三島市南本町13-34 
A055-939-8088　担当／古川 
④清水町校／駿東郡清水町徳倉1030 
A055-946-5575　担当／内野 
⑤沼津学園通り校／沼津市神田町6-29 
A055-923-0905　担当／上野

資格 未経験者大歓迎　学生歓迎
待遇 交通費規定支給　車通勤可　 

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

【職場情報】
事業 学習塾
《担当から》まずは生徒さんのやる気スイッ
チを入れるとことから始めていきましょう!
学ぶことの楽しさを教えてあげて下さい。 
丁寧な研修もありますので安心して下さい

004-0933638

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上記参照
上記参照

短期も長期も
4月は特別ボーナスあり
出勤日数で給与に加算！
稼ぎたい方大歓迎！

業界6年連続
No,1"

沼津市･富士市 xyyhkm
01①引越アシスタント　 
　　②梱包スタッフ

①時給1000～1300円　②時給900円～

★４月は特別ボーナスあります！☆ 
未経験者大歓迎"丁寧に教えます｡ 
男女別の施設も用意♪平日のみOK♪
仕事 ①荷造り､搬出･搬入の補助を行います｡ 

　2～3名のチームで､1日2件くらい 
  回ります｡重い荷物は社員が運ぶので 
　ご安心下さい｡男性活躍中です｡ 
②食器や小物などの荷造り･ 
　荷解きをお願いします｡ 
  重い荷運びはありません｡

【募集情報】
時間 ①7:00～16:00(休憩有) 

②8:00～17:00の間で4～5h位
給与 ①時給1000円～1300円 

②時給900円以上 
※残業をお願いした場合､ 
　1分単位でお支払いします♪ 
4月は勤務日数に応じて特別ボーナス有 
10日以上/3万円　15日以上/4万5000円 
20日以上/6万円　※月額にて支給 
　※高校生は半額

勤務地 沼津支社…沼津市新沢田町9-21 
　　　　　(金岡中学校区内) 
富士支社…富士市青島町195-1 
　　　　　(富士市役所向かい) 
※作業場近くの最寄り駅への送迎もOK

期間 10日間からの短期､または長期
資格 未経験者歓迎､中卒以上､高校生OK､ 

お友達同士の応募もOKです
待遇 車･バイク通勤OK､交通費規定支給､ 

社員登用･お友達紹介制度有､社保完備､
負担金 制服代負担有(4000円～5000円)
応募 電話連絡後､履歴書･本人確認できる物 

(免許証等)持参下さい｡
【職場情報】
事業 引越専門業

004-0938146

㈱サカイ引越センター 沼津支社･富士支社
東証一部上場
C0120-75-5141(担当/秋山･目黒)
住所／上記参照
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～業務拡大につき～

★☆5名以上の大募集☆★
 
◎皆同じスタートで安心♪
◎1週間毎のシフト制で
　プライベートも充実♪
◎長時間でガッツリ稼ぎたい方･
　短時間でサクッと働きたい方｠
　ともに大歓迎！

清水区･駿河区･焼津市 yyykmo
01店内スタッフ

時給900円～1188円　\

☆働きやすい"1週間毎のシフト制☆ 
学生活躍中♪ 

*絶品のお好み焼きのまかない有*
仕事 お客様のご案内から簡単な調理補助 

(トッピング等)までお願いします。 
もちろん接客経験や調理経験はなくても 
大丈夫です。 
お好み焼きを上手く焼けるようになると､ 
常連のお客様からご指名を頂く事も！ 

【募集情報】
時間 17:00～23:00の間で応相談 

※1日3h～､週1日～OK 
※1週間毎のシフト制 
※曜日･時間等の相談OK

給与 時給950円以上 
※22時以降／時給1188円以上 
※高校生／時給900円以上 
※一般：研修期間(100h)／時給－50円 
※高校生：研修期間(100h)／時給－10円

勤務地 道とん堀　清水渋川店 
静岡市清水区渋川1-6-25 A054-345-1938 
道とん堀　静岡敷地店 
静岡市駿河区敷地1-10-10A054-236-1108 
道とん堀　焼津店 
焼津市小川新町3-1-12　 A054-629-2120

期間 長期
資格 年齢､経験不問 

未経験者歓迎 
高校生OK

待遇 昇給　制服貸与 
まかない有　車通勤可

応募 電話連絡後､履歴書(B貼付)持参下さい｡ 

【職場情報】
事業 飲食店

002-3088117

道とん堀　清水渋川店
A上記参照　採用担当
住所／上記参照

＼未経験OK!オシャレな／

ダイニング＆バー
街中で通勤便利♪

 

バイトデビュー歓迎◎
友達同士の応募もOK

静岡駅北口＆新静岡駅]5分 xyyeko
0ダイニングレストラン＆バーの 
　①ホール②キッチンのオシゴト

時給900～1250円

初心者も雰囲気◎で安心スタート$ 
☆学校や友達との予定優先でOK♪☆ 
☆深夜は時給UPでガッツリ稼ごう☆ 
まかないあり､週2日～OK､1日3h～OK

【募集情報】
時間 16:00～翌5:00 

時間､曜日は応相談 
※週2日～､1日3時間～OK 
こんな働き方もOK 
・学校帰りに終電まで 
・部活やサークルのない日だけ 
・土日はガッツリ稼ぐ 
・テスト休みや長期休みもほしい

給与 時給900～1250円 
※22時以降時給25％アップ 
※研修100h時給885円～/22時以降1107円

資格 未経験者､経験者共に大歓迎 
高校生可(22時まで)

待遇 ◆制服貸与 
◆自転車·バイク通勤可 
◆経験者優遇 
◆昇給有 
◆まかない有

応募 お気軽にお電話ください 
DOMOネットからボタン1つで簡単応募ok

【職場情報】
事業 アガート/ダイニングレストラン＆バー 

エッティ/クラブ&ディスコ
 
《担当から》 
同年代のスタッフが多くみんな仲良く働いて
います。「初めてのバイトで不安」と思って
いる方もご安心下さい♪先輩スタッフが丁寧
に指導します$

042-0401435

agato(アガート)/ETTI(エッティ)
DiningRestaurant＆Bar/Bar・Club&Disco
A054-254-7314　受付/16:00以降

静岡市葵区紺屋町12-1 
ドン･キホーテ両替町店ビル5F

＼嬉しい高時給"／

週2日～OKだから､
サークルや予定のない
日に無理なく働ける♪
最初は明るい挨拶ができれば◎
玉が沢山入った重い箱を運ぶ仕事
はないので安心してください★

お休みも取りやすい◎｠

国道1号線大曲交差点近く yyykmn
0パチンコ店のホールスタッフ

時給1200円～1688円以上　\

学生大歓迎!!バイトデビューも応援!! 
職場の雰囲気◎で抜群の定着率です♪ 

シフト希望も考慮します◎ 
効率よく稼ぐのにぴったりの職場♪
仕事 カウンター業務とお客様の対応｡ 

箱交換などもお願いします｡
【募集情報】
時間 早番 8:30～16:45 

遅番16:15～24:00 
※早番･遅番両方又は 
　早番･遅番どちらかでもOK 
※週2日からOK､勤務時間も相談OK

給与 平　日／ 8:30～18:00　時給1200円以上 
　　　　18:00～22:00　時給1250円以上 
　　　　22:00～24:00　時給1563円以上 
土日祝／ 8:30～18:00　時給1300円以上 
　　　　18:00～22:00　時給1350円以上 
　　　　22:00～24:00　時給1688円以上

資格 未経験歓迎!!　学生大歓迎!! 
※22時以降は18歳以上

待遇 社保有､制服貸与､食事補助有､ 
車通勤可､交通費規定支給､ 
有給休暇制度有､社員登用制度有

応募 電話連絡後､履歴書(B貼)を持参下さい｡
【職場情報】
事業 パチンコ店

002-3088182

ニューマイニチ
A054-364-6227　担当／ひがし
静岡市清水区西大曲町1-8
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警備初心者だったけど

めっちゃ優しい先輩が
丁寧に教えてくれました"

 

高時給×土日
履修決定前から稼げる

 
【ネットから簡単応募OK】

静岡､清水､藤枝 xyycGk
0商業施設等の駐車場案内

時給1200円

バイト初心者さん大歓迎$ 
ちょっとシャイでも大丈夫 

友達同士OK／ＷワークOK／男女活躍 
あなたの予定に合わせて働けます$
仕事 商業施設などの駐車場案内の仕事。先輩

社員と一緒なので未経験者でも安心して
スタートできます♪

【募集情報】
時間 土日祝／10:00～19:00(休憩あり) 

※現場により多少変動します 
※シフト応相談 
↓こんな働き方もOK 
・友達との予定優先､日曜だけ 
・サークルの予定に合わせて 
・月8～10日でガッツリ 
・テスト期間はお休み

給与 時給1200円 
※法定研修20hは時給885円

勤務地 静岡､清水､藤枝 
※勤務地はご相談下さい 
※通勤を考慮します

資格 18才以上 
経験性別不問 
友達同士ok 
Ｗワークok

待遇 ◆制服及び装備品貸与 
◆資格手当 
◆車通勤可(一部の勤務地を除きます)

応募 ネット応募､または下記本社まで 
お気軽にお電話下さい｡ 
履歴書(写貼)持参の上､面接致します｡

【職場情報】
事業 警備業
 
《担当から》学校や友達優先､無理なく働け
るシフトでOKです！お気軽にご相談下さい｡

042-0401224

株式会社セーフティ東海
A054-264-7310　受付／9時～19時

静岡市葵区流通センター14-2 
近物レックスビル2F

春のバイトデビュー応援!!
 

)時給1100円
)ペア応募OK
)シフト融通利きます
 
詳細は下記↓をチェック♪

プラザアピアから徒歩3分 yyykos
0未経験OKの 
　ホール･キッチンスタッフ

0時給1100円以上※U有　\

)高校生・大学生大歓迎) 
シフトはお気軽にご相談下さい♪ 
授業前や部活後のふらっと勤務OK" 
未経験でもしっかりサポートしますよ
仕事 お客様が券売機で購入した商品を 

調理･提供します。 
＜ホールスタッフ＞ 
席への案内･食券を預かりキッチンへ注文
･料理の配膳･片付け 
＜キッチンスタッフ＞ 
洗い物･ドリンク作成･調理(トッピング･
ラーメンなど) 

【募集情報】
時間 9:00～翌2:00の間で時間応相談 

※1日3h、週2日から相談OK 
※授業前や授業後のふらっと勤務もOK!! 
※テスト期間や部活､サークルなど 
考慮します!!

給与 時給1100円以上 
※土日祝/時給50円UP! 
※研修期間50h有…時給1050円 
※22時以降深夜割増有 
　(18歳以下は22時迄) 
※I…時給900円(※研修期間同条件)

待遇 食事割引有　車･バイク･自転車通勤可　
昇給あり 
髪型自由　紹介制度あり 
正社員登用有　制服貸与 
社会保険完備(規定による)

応募 友達同士の応募も大歓迎!! 
お気軽にTEL下さい!!

【職場情報】
事業 ラーメン店　(経営)株式会社髙田企画 

《ＵＲＬ》http://www.takada-plan.co.jp/

002-3095298

麺屋たろうず　中吉田店
株式会社髙田企画
A0545-53-6698　担当/総務人事課
静岡市駿河区中吉田14-26

シフト融通バツグン"

　平日のみ
土日祝のみOK★
未経験者大歓迎*
高校生もOK◎

焼津市･静岡市葵区 xyyeko
01ホール･調理補助

時給1000円以上　\

未経験者歓迎☆学生スタッフ活躍中" 
★バイトデビューさん応援します★ 
気の合う仲間と楽しく働くチャンス+
仕事 お客様の誘導やオーダーの確認､配膳､ 

片付け､簡単な調理補助をお願いします 
★静岡店は食券制です

【募集情報】
時間 ①10:00～15:00　②17:00～23:00 

★上記時間内で､開始･終了時間L 
★週2日～勤務OK　★時間･休み応相談

給与 時給1000円以上　★随時昇給有 
★高校生時給950円以上　 
★22時以降1250円以上 
★研修期間(50h)時給950円　I時給900円

勤務地 焼津本店／焼津市東小川4-10-1 
　　　　　A054-687-8924　担当／店主 
静岡店／静岡市葵区御幸町7-5　 
　　　　アイセイドービル1F 
　　　　A054-252-1130　担当／小林

資格 未経験者歓迎　 
高校生OK　22時以降18才以上

待遇 食事補助　制服貸与　C規定支給　 
深夜割増有　各種手当有　

応募 まずはお電話下さい｡(14:00～20:00迄)
【職場情報】
事業 ラーメン店

002-3115975

伊駄天(イダテン)　焼津本店･静岡店
A上記参照
住所／上記参照

空いた時間を
有効に使いたい
学生さん大歓迎!
お気軽にご応募下さい!!

清水区高橋 yyyGHk
01リサイクルショップスタッフ 
(①店内業務全般 ②商品値付･清掃等)

時給885円～1000円　\

☆20～50代男女スタッフ活躍中$☆ 
1日4時間～､シフトは柔軟に相談OK♪ 
｢朝～昼間｣｢夜だけ｣も可!職場見学OK 
家電や雑貨好きにも楽しいお店です
仕事 家具･インテリア･家電等の生活に身近な

商品の販売､接客､ディスプレイ等｡ 
簡単な業務から始めて頂きますし､丁寧に
教えるので未経験の方も安心です♪ 
お客様との何気ない会話も楽しいお仕事
です｡

【募集情報】
時間 9:30～20:30の間で1日4h～OK！ 

◎週2･3日～OK！希望を教えて下さいね 
◎シフトは1週間毎の希望申告制！ 
　本業や学校行事､プライベートの予定 
　を考慮して予定が立てられます♪ 
　(シフト例) 
　 9:30～14:00…主婦の方活躍中 
　17:00～20:30…学生･フリーター活躍中

資格 未経験者歓迎　年齢不問(高校生不可)
待遇 車･バイク通勤可(R無料)､制服貸与 

随時昇給有､スタッフ割引＆特典有
【職場情報】
事業 総合リサイクルショップ
《担当から》夕方からの時間帯歓迎！ 
Wワーク･未経験者､復職希望も応援♪

002-3113723

ハウマッチ･ライフ 清水高橋店
A054-371-5812　A橋本
静岡市清水区高橋3-1-1
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ブックオフ･Ｃｆａｒｍ
(カレーショップ)で

合同募集！
 

未経験からスタートOK！
 

学生さん大歓迎です+

ツインメッセより]5分 xyyekm
01①本･CD･DVD等のレジ･販売 
　　②カレー店のキッチン･ホール

時給900～1000円　※深夜割増有

*1日3h～､希望に合わせて勤務OK♪* 
学生･フリーター･土日できる方歓迎！
仕事 ①A.商品加工　B.レジ販売 

まずは簡単な作業からスタート｡ 
初めての方も歓迎!シフトは1週間毎申告 
②こだわりの｢無添加カレー｣のお店! 
経験に関係なく楽しく働ける職場です♪

【募集情報】
時間 ①9:45～23:00の間で1日3h～応相談 

　※時間･曜日L　※週3日～OK! 
②10:00～15:00　17:00～22:00の間でL 
　※週2日～OK 
※①②共に平日のみ勤務OK

勤務地 ①ブックオフ産業館西通り店 
　A054-654-5166　担当／中村 
②Ｃｆａｒｍ(シーファーム) 
　静岡産業館西通り店 
　A054-266-3351　担当／中村

資格 ①I不可　②未経験者OK!　フリーター･ 
主婦(夫)･学生大歓迎!　

待遇 スタッフ特典有 車通勤可 ①随時昇給有 
②制服貸与 社員登用制度有

応募 各店舗にお気軽にお電話下さい｡
【職場情報】
事業 ①本・CD・DVD等の買取・販売 

②無添加カレー店　カフェ＆バル

002-3111497

ブックオフ･Cfarm(シーファーム)静岡産業館西通り店
A上記参照
静岡市駿河区有明町7-13

長期OK!!
短期OK!!

土日のみOK!!
 

楽しく働こう♪

駿河区下島 yyykmn
0エアコン・冷蔵庫等の施工・配置

日給1万3000円

土日のみ!1ヵ月の短期など+ 
あなたのご希望をお聞かせ下さい" 
業界知識は全く必要ありません♪ 
丁寧に指導します!小遣い稼ごう*
仕事 各家庭にエアコンや冷蔵庫､洗濯機等の 

家電を配送～設置全般を行います。 
静岡市内がメインです。 
免許がなくても社員が運転します。 
丁寧に指導しますので安心下さい。 

【募集情報】
時間 9:00～18:00(休憩有) 

※週3日から応相談 
※土日や土日どちらか1日でもOK

期間 長期又は短期(1ヵ月～3ヵ月程度) 
短期の期間は相談に応じます

資格 普通免許保有者歓迎 
未経験者歓迎、学生歓迎

待遇 制服貸与､車通勤可 
交通規定支給

応募 B後､履歴書(写真貼付)を持参ください｡ 

【職場情報】
事業 空調･電気･太陽光発電パネル設置工事 

《ＵＲＬ》http://www.person-japan.jp/

002-3113532

株式会社ＰＥＲＳＯＮ(パーソン)
A054-201-9085　受付：9～18時
静岡市駿河区下島231-1

東名高速道路

当社
ケアホームのあ

レモン

マート
ファミリー

石
田
街
道

下島簡易郵便局

Mom

静銀

ローソン

★3職種同時募集★
職種･勤務時間選べます☆｠
あなたに合ったお仕事が

見つかりますよ!!

現在､主婦･学生･フリーター等｠
幅広いスタッフが活躍しています★

まずはお気軽にご連絡下さい!｠

藤枝市 xyyeGk
01①夜間責任者　②夜間レジ 
　　③夜間商品補充､片付け

①時給1000円～　②③時給885円～

今回は3職種で大募集" 
☆五十海店で一緒に働くスタッフを　

募集します☆ 
未経験者も丁寧指導で安心♪

仕事 ①夜間責任者/ 
　商品補充､片付け､金銭管理､ 
　接客応対､電話応対｡ 
　ドライ商品の陳列や片付けを 
　していただきます｡ 
②夜間レジ/ 
　夜間のレジ業務をお任せします｡ 
③夜間商品補充､片付け/ 
　ドライ商品の陳列や片付け｡ 
　夕方からの勤務なので､ 
　特に学生さんが活躍中｡ 

【募集情報】
時間 ①③17:00～22:00 

　　※①勤務日応相談 
②17:00～22:00内で時間応相談 
　※勤務日数応相談 
　※週2～4日勤務 

給与 ①時給1000円～ 
②③時給885円～ 

資格 未経験歓迎 

待遇 1各種保険加入可 
　買物割引制度 
　有休制度有 
　日曜割増有(時給＋100円) 

【職場情報】
事業 スーパーマーケット

002-3089642

株式会社富士屋　五十海店
A054-644-1228　担当／杉山
藤枝市五十海353-2

☆授業の予定が決まってからの
　勤務開始もOK
☆テスト前や学校行事の時は
　シフトを減らしたい等OK
☆高時給で効率良く
　プライベートも充実できちゃう
 
初バイトさんや接客未経験でも
安心の体制でお待ちしてますッ!!

駿河区丸子･葵区神明町 yyyGkm
0①ホール・カウンタースタッフ 
　②ネットカフェの店内スタッフ

下記参照

＜大注目＞バイトデビューは高時給で 
効率良く稼げる当店で決まり" 

シフト柔軟対応◎1日4h～､週2日～OK 
学生活躍中の職場で同年代と働ける+
仕事 ①景品交換､商品陳列､カウンター業務､ 

　ホールでの接客､お客様のご案内等｡ 
　9割以上がパチンコ業界未経験 
　スタートなので安心です♪ 
②インターネットカフェのカウンター 
　業務､接客､軽食の簡単な調理､清掃等｡

【募集情報】
時間 ☆1ヶ月ごとのシフト自己申告制 

☆土日祝のみも歓迎､テストや学校行事､ 
　急な都合へのシフト変更対応もOK 
①早番/ 9:00～16:30  
　中番/12:00～21:00 
　遅番/16:30～23:30 
②24時間内で時間･日数応相談 
　シフト例/9:00～18:00､10:00～19:00 
　　　　　 0:00～ 9:00 等々 
　※16:00以降勤務できる方は尚歓迎

給与 ①16時迄/時給1100円～  
　16時以降/時給1200円～ 
　※研修期間1ヶ月時給1000円(U有) 
②平日/時給885円～ 
　(22～翌5時/時給1107円～) 
　土日祝/時給935円～ 
　(22～翌5時/時給1169円～)

勤務地 ①パチンコFUYO丸子店／ 
　静岡市駿河区丸子3-13-1 
②サプリ24神明店／ 
　静岡市葵区神明町71-1 神明ボウル2F

待遇 交通費規定支給　車･バイク通勤可 
制服貸与　正社員登用有 
昇給有(能力考慮)

【職場情報】
事業 アミューズメント施設の運営

002-3082218

芙蓉興発株式会社　2店舗同時募集
A054-263-8407　担当／林(9～18時)
静岡市葵区宮前町8(本社)
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バイトデビューを応援!!
 

☆早起きして…早朝バイト☆
☆昼間はゆっくり…夕方バイト☆
☆Ｗワークで…深夜バイト☆

 
＼働き方はあなたの自由／
＼楽しそう♪をバイトに／

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)

時給①960円②③④⑤890円　⑥1120円　

＼ 早朝＆昼間募集★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 ① 6:00～ 9:00　② 9:00～13:00 

③13:00～17:00　④17:00～20:00 
⑤19:00～22:00　⑥22:00～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"

002-3104084

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

▼▼ザ･ビッグ 吉田店▼▼

週2日､3時間からOK!!
高校生も最大時給

1,200円で稼げる♪
＼融通シフトで自分スタイル／

学校や私生活と両立！
新年度の時間割も考慮♪

榛原郡吉田町 yyykmn
01週2日～OK！ザ･ビッグ 吉田店 
　　での食品レジ業務

時給1100～1200円★17時～･土日祝時給UP!

)*ザ･ビッグ 吉田店*) 
簡単レジだからスグにマスターOK！ 
【最大時給1200円】高校生も同時給 
忙しい学生さんも週2日で学校と両立!
業務 自動釣銭機なので簡単に覚えられます!

【募集情報】
時間 平　日／17:00～21:00 

土日祝／ 9:00～21:00の間 
★週2日～､1日3時間～相談OK！

給与 時給1100円(土日祝は時給1150円) 
★17時以降は全日時給1200円 
※研修期間(50時間)は時給900円

勤務地 ザ･ビッグ 吉田店※当社請負先
期間 3ヶ月のお試し短期OK！長期も歓迎！
資格 未経験･学生･主婦(夫)･フリーター歓迎 

★大学生･高校生OK！高校生も同時給 
★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 ◆お電話の際は「EC16」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！ 
Mail／mandr-saiyou@mr-os.co.jp

【職場情報】
事業 業務請負業(スーパー等レジ運営サポート)

002-3117219

株式会社エムアンドアール静岡営業所 (EC16)
C0120-711-336　採用担当
藤枝市前島1-3-1 オーレ藤枝4階G号

●●時給UPする17時以降●●
●●土日祝のみ勤務もOK！●●
＼バイトデビューの方大歓迎／

履歴書不要で簡単面接
▶▶普段着OK♪友達同士もOK◀◀
C0120-711-336

短期OK!
長期もOK!

★日給8000円
★力仕事なし◎　　
★お休みの融通◎　
＼詳しくはこちらをご覧下さい／

焼津､藤枝､島田等 yyGk
0警備員 ①電線工事　②一般土木

日給8000円　\

1ヶ月の短期･長期もアナタ次第!! 
勤務日数相談OK！ 

力仕事なし◎お休み融通OK! 
＼ガッツリ稼ぎたい方にピッタリ／
仕事 工事現場での交通誘導業務です。 

任せて安心の信頼されている警備会社 
なので､仕事量安定しています! 
研修も丁寧!!いきなり一人立ちは 
ありません★ 
安心してスタートできます♪

【募集情報】
時間 8:00～17:00(休憩有)　※多少変動有 

※週1日～相談OK! 

給与 ①※追っかけ手当1500円＋他有 
★法定研修20h(日勤のみ)は1万7700円 

勤務地 ①A.焼津･藤枝市内(バイク移動必要) 
　B.島田･牧之原中心､遠方有(要車移動) 
②焼津･藤枝を中心に主に志太榛原地区 

資格 18才以上 
年齢･性別･経験不問 
①A.要原付免許､バイク持込歓迎 
　B.軽～普通車(5ナンバー)持込出来る方 

待遇 給与支払月2回 
社会保険完備　諸手当有 
①A.バイク持込手当500円※会社貸出も可 
　B.車両持込手当別途1500円 
　　＋遠隔地手当等あり 

応募 お気軽にご連絡下さい♪ 
電話連絡後､履歴書(B貼付)持参下さい｡ 

【職場情報】
事業 警備業(工事現場･駐車場･イベント等)

002-3111530

東海安全警備保障㈱　焼津営業所
A054-631-7633(日曜除く)
焼津市西小川1-11-19(ユニクロ近く)

＼通いやすい!街中好立地★／

ミニストップならではの
楽しいお仕事いっぱい♪

 

☆うれしい!食事補助有り
☆1日3h～､週2日～OK

 
～｢楽しそう♪｣の気持ちで応募OK～

静岡駅北口]2分 yyyGmo
01ミニストップの店内スタッフ 
　　(レジ･品出し等の店内業務)

①～③時給885円　④⑤時給1110円

＼ミニストップで楽しくおシゴト♪／ 
嬉しい食事補助あり！ 

パフェやソフトクリーム作りなど 
ミニストップならではのお仕事も多数
仕事 ①は手作りおにぎり製造とレジがメイン｡ 

★自動釣り銭機導入でレジも簡単 
いっしょに仕事をしませんか？ 

【募集情報】
時間 ① 6:00～ 9:00 

② 9:00～17:00 
③17:00～22:00 
④22:00～翌2:00 
⑤22:00～翌6:00　 
★上記時間で1日3時間～､週2日～OK 
★14:00～17:00等もOK 
★土日出来る方歓迎 
★午前のみ･午後のみ等相談OK 

給与 ①～③時給885円 
④⑤時給1110円 

資格 未経験者歓迎 
高校生･専門学校生･大学生歓迎 

待遇 制服貸与　車通勤OK 
食事補助　社員登用有 

応募 ★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 

《担当から》 
たくさん入りたい方､ちょっとだけ働きたい 
方､今も色んなメンバーが活躍しています☆

002-3105591

ミニストップ静岡御幸町店
A054-254-0776
静岡市葵区御幸町11-8
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★履歴書不要★
＼ バイトデビューを応援します* ／
学校もバイトもプライベートも

楽しみたいアナタ！
竜南1丁目店なら叶います！

◆週2日～勤務OK!
◆土日だけもOK
◆シフトは自己申告制

静岡市立竜南小学校～]1分 xxyedk
01コンビニ店内スタッフ 
　　(接客･レジ･商品陳列･清掃等)

時給900円　※昇給あり　深夜割増有

)履歴書不要×即日面接も可能です) 
能力次第で時給もUP♪＜週2日～＞ 
学生からシニアまで幅広く活躍中,
仕事 まずは簡単な作業から始めていきます！ 

【募集情報】
時間 ＜下記から選べる＆組み合わせ自由！＞ 

①13:00～17:00 
②17:00～22:00 
③17:00～24:00 
④ 6:00～ 9:00 (土日) 
⑤ 9:00～13:00 (土日) 
⑥22:00～翌6:00 
※週2日～OK(平日のみ土日のみもOK) 
※開始･終了時間､曜日､ 
　お気軽にご相談ください 

給与 時給900円 
※22:00～翌5:00／時給1125円 

資格 未経験者歓迎　60歳以上歓迎 
土日できる方歓迎　経験者歓迎 

待遇 制服貸与､車通勤可､ 
昇給有､福利厚生有 

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 

《担当から》 
志望理由は､「家が近いから」や 
「短時間で働きたいから」などでOK♪

002-3109160

セブンイレブン　静岡竜南1丁目店
A054-209-0231
静岡市葵区竜南1-19-1

【こんな働き方が
できます】

◎学校休みの週末勤務
◎昼間出勤して4限目から学校へ…等

◆◇バイトデビューを
応援◇◆

初めてだけど自分に出来るかな…
まずは短時間から始めてみたい…
お気軽にお問い合わせください★

葵区瀬名川 yyyGmn
01｢天ぷら専門店｣の店内スタッフ

時給1000円＋能力給※日･祝日時給1200円

新規スタッフ増員募集!! 
**週3日～OK!週末のみもOKです** 
** 　日･祝は時給1200円!! 　 ** 
** 未経験の方も安心スタート **
仕事 ●料理のご提供､調理､接客など 

　店内業務全般をお願いします｡ 
●未経験の方も安心して始められます

【募集情報】
時間 9:00～15:00内で4h～OK 

17:00～21:00内で3h～OK 
◆週3日～OK 
◆土日のみOK

給与 時給1000円＋能力給 
※日･祝日時給1200円

資格 年齢･経験不問 
未経験者･高校生･大学生など 
みなさん大歓迎

待遇 制服貸与　交通費規定支給　 
車通勤OK　社員登用制度あり

応募 電話連絡後､履歴書(写貼)ご持参下さい｡
【職場情報】
事業 博多天ぷら専門店
《担当から》 
2018年4月にOPENしたばかりの､ちょっぴり 
オシャレな天ぷら専門店です｡ 
あなたのご応募を楽しみにしております♪

002-3115787

博多天ぷら専門店　おひるごはん
A090-4184-6192　担当／中野
静岡市葵区瀬名川1-22-41

★バイトデビュー歓迎★
静大･常葉･専門学生が
多数活躍しています♪

ひとつずつ覚えていきましょう♪

◆週1日～応相談
◆シフト組みは柔軟対応
◆同年代の先輩がサポート
＼DOMONETでも受付中／

ホテルアソシア静岡 yyyGkn
01ローソンスタッフ

時給900円～1050円+交通費全額支給 \

＼バイトデビュー応援します／ 
JR静岡駅近くで通勤便利な店舗☆ 
気さくなスタッフが全力サポート♪ 
授業に合わせてシフトも対応$

仕事 レジ､接客･販売等のコンビニ業務 
※研修もあるので未経験者も安心です！

【募集情報】
時間 ① 7:00～12:00 

②18:00～22:00 
※週1日～応相談 
※開始･終了時間の調整可能

給与 ◆7:00～9:00…時給1050円 
◆9:00～22:00…時給900円 
※研修期間(2か月)は時給－10円

期間 長期
資格 学生歓迎 

未経験者歓迎　※高校生不可
待遇 交通費全額支給　制服貸与 

社会保険加入可(勤務条件による)
応募 お気軽にお電話ください！ 

24時間､DOMONETからも応募受付中です｡
【職場情報】
事業 コンビニエンスストア
《担当から》 
学校終わりや､お休みの日を使って 
賢くバイト始めましょう♪

002-3098284

ローソン ホテルアソシア静岡店
A054-252-7717　担当／店長まで
静岡市葵区黒金町56 ホテルアソシア静岡1F

JR静岡駅

当店
(ホテルアソシア静岡店1F)

松坂屋

北口

GS庄や国1
静岡市
美術館

マークイズ静岡で
レジStaff募集!!

◆マックスバリュでのお仕事◆

時給950円～1,100円

週2日､1日3時間～OK
学校帰りの大学生歓迎!!
◎融通シフトが大好評！
◎駅チカ楽々！JRも私鉄も便利♪
◎土日祝のみ勤務も大歓迎！

静岡市葵区柚木 xyyfGk
01マークイズでオシャレに♪ 
　　マックスバリュでの簡単レジ業務

時給950円 ★土日祝17時以降は1100円

駅近で通勤便利☆お仕事帰りに 
ショッピングも出来ちゃう♪ 

大学帰りそのまま定期でバイトへGO" 
立地条件抜群☆店内も綺麗♪

業務 自動釣銭機なので簡単に覚えられます!
【募集情報】
時間 17:00～20:30 ★週2日､1日3時間～OK！ 

※土日祝出勤出来る方､歓迎
給与 時給950円 

※平日17時以降＆土日祝17時迄1000円 
※土日祝17時以降は1100円にアップ！ 
※研修期間(50時間)は時給900円

勤務地 マックスバリュマークイズ静岡店(請負先) 
★JR利用も､静鉄利用も通勤便利！

期間 3ヶ月のお試し短期OK"長期も歓迎！
資格 未経験･学生･主婦(夫)･フリーター歓迎 

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

★マークイズ静岡内のアパレル･食品等 
　各テナントで使える社割有(規定)

応募 ◆お電話の際は「EC15」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！ 
Mail／mandr-saiyou@mr-os.co.jp

【職場情報】
事業 業務請負業(スーパー等レジ運営サポート)

002-3116948

株式会社エムアンドアール静岡営業所 (EC15)
C0120-711-336　採用担当
藤枝市前島1-3-1 オーレ藤枝4階G号

＼お得＆便利！新生活を応援／
マークイズ内で嬉しい社割有！
面接は即日OK！スピード対応◎

履歴書不要で簡単面接
▶▶普段着OK♪友達同士もOK◀◀
C0120-711-336
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学生歓迎
～男女問わず､若手活躍中!!～

 
●週1日～シフト相談OK
●色んな商品に詳しくなれる
●面倒見の良い先輩多数♪

 
授業が決まってからの勤務でOK★★

清水区岡町 yyyGkn
01リユース品の 
  　販売･買取スタッフ

時給910円～ ※日祝／時給1010円　\

★バイトデビュー応援します★ 
同年代の学生さん活躍中♪ 

未経験でもマニュアル完備で安心♪ 
シフトも柔軟に対応していきます｡
仕事 商品の買取･査定･陳列､買取した 

商品のクリーニング､レジ業務全般｡ 
いちから教えていくので 
安心して下さい！

【募集情報】
時間 (平日)16:00～20:30内 

(土日祝)9:30～20:30内 
◆週1日､1日3h～応相談 
◆学校行事等の急なお休みOK 
◆シフトは1ヶ月毎の自己申告制 
◆有給休暇取得もOK

給与 平日18時以降＆土曜／時給960円 
日祝／時給1010円 
研修期間(約3ヶ月)／時給890円

資格 年齢不問　未経験者歓迎 
高校生可 
学生･専門学生歓迎

待遇 昇給有　交通費規定支給　制服貸与 
車通勤可　社員割引有　有給休暇 

【職場情報】
事業 アパレル･ホビー･雑貨等の買取､販売

002-3103422

ハードオフ･オフハウス 清水岡町店
A054-368-5318　採用担当／土屋
静岡市清水区岡町6

勤務地

清水聖母保育園

セブンイレブン

巴
川

上清水町

清水第二中

清水岡小

県道197号線

マム

ほっともっと

ローソン

＝＝★2店舗で募集★＝＝
▶履歴書不要⇒ラクラク♪
▶週1日～＆1日3h～OK‼
▶初バイトさん応援!
▶サポート抜群の環境)
 

＝＝【店長から】＝＝
テスト期間など相談応じます♪
部活終わりに週2日くらい…それもOK！
もちろん学校がない土日勤務も大歓迎！

藤枝市･焼津市 yyyGkm
01コンビニのスタッフ　(未経験OK)

時給885円～　\

★☆　　2店舗同時募集　 ☆★ 
☆★　働き方選べマス！　★☆ 
◎履歴書不要で応募ラクラク◎ 
コンビニバイトデビューさん応援+
仕事 レジ打ち､品出し､店内の清掃など。 

★最初はできる事から､お願いします！ 
★アットホームな雰囲気なので 
　スグに馴染んで頂けると思います♪

【募集情報】
時間 ＝＝【藤枝与左衛門】＝＝ 

<土日> 9:00～18:00 
<全日>18:00～22:00 
＝＝【焼津高新田】＝＝ 
<全日>17:00～翌5:00 
★週1日～OK" 
★時間は1日3h～OK‼ 

給与 時給885円～ 
※22:00～翌5:00…時給1106円 

勤務地 【藤枝与左衛門店】藤枝市与左衛門464-2 
【焼津高新田店】焼津市高新田602-1 

資格 未経験者歓迎　 
学生歓迎　高校生可　 

待遇 制服貸与　車通勤可 

応募 DOMONETからも応募OK"★履歴書不要！
【職場情報】
事業 コンビニ 

《担当から》 
週1日～OKなので、学業と両立しやすい！ 
気の合う仲間と楽しく働けるお店です♪ 
アナタからのご応募をお待ちしています！

002-3115640

ファミリーマート藤枝与左衛門店･焼津高新田店
A054-634-2325　担当／秋山
住所／上記参照

／私もココがバイトデビュー♪＼
 

<<スタッフから>>
｢最初は品出し等から
｠はじめました!周りの
｠STAFFさんも気さくで
｠スグ慣れました♪(笑)｣

 
★★シフトも､学校　　

　スケジュールを考慮!★★

焼津市吉永 xxyedj
01レジ・接客・発注等の店内業務

時給885円～1106円以上

【ココの自慢は"助け合い♪】 
週1日～､1日2h～OK+シフト相談可♪ 

朝のみ､土日のみもOK!!

【募集情報】
時間 ① 6:00～ 9:00　 

② 9:00～13:00 
③13:00～18:00　 
④18:00～22:00 
⑤22:00～翌6:00 
※上記時間帯で週1日～OK 
※早朝・深夜・土日の勤務できる方 
　尚歓迎

給与 ①時給900円～ 
②③④時給885円～ 
⑤時給1106円～

資格 年齢不問　未経験者大歓迎 
高校生歓迎 
60歳以上シニア歓迎

待遇 制服貸与　昇給有
応募 お気軽にお電話ください。 

★DOMONETでWEB応募24h受付中★ 

【職場情報】
事業 コンビニエンスストア

002-3105241

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

当店

JA大井川

R150

魚池

大井川南小学校

大井川南幼稚園

働き方はあなた次第！！
夕方④18:00～22:00
　　　…時給950円！
深夜⑤22:00～翌5:00
　　　…時給1125円！
授業や部活、サークルなど
学校生活の合間で働けます♪
まずはお気軽にご相談下さい！

藤枝市堀之内 yyyGkm
01コンビニスタッフ

時給①④950円②③900円⑤1125円　\

土､日､祝日うれしい時給50円UP♪ 
土日のみ平日のみOK!気軽にお問 

合せ下さい!!事前申告でシフトを作る 
ので自分の都合に合わせて働けます♪
【募集情報】
時間 ① 5:00～ 9:00　② 9:00～13:00 

③13:00～18:00　④18:00～22:00 
⑤22:00～翌5:00 
※勤務日数･時間応相談 
※長期勤務可､土日歓迎､短時間勤務可 
※土日のみ､平日のみの勤務もOK

給与 ①④時給950円(高校生／同時給) 
②③時給900円(高校生／同時給) 
⑤時給1125円 
※研修期間(30日)有／ 
　①時給900円(高校生／同時給) 
　②③④時給885円(高校生／同時給) 
　⑤時給1107円 
※土日祝は時給50円UP

資格 高校生可　未経験者･経験者､学生､ 
Wワーク､フリーター歓迎

待遇 制服貸与､車･バイク･自転車通勤可､ 
昇給有､加盟店社員登用有､ 
福利厚生有(加盟店共済会の保険に加入)

【職場情報】
事業 コンビニエンスストア

002-3119175

セブンイレブン　藤枝堀之内店
A054-644-3316　担当/佐藤
静岡県藤枝市堀之内字井戸上515-1

国道1号線

谷稲葉I.C.

当店
藤枝総合
運動公園

瀬戸川

JA
ヤマト運輸

運動公園入口
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｢ありがとう｣と
感謝される仕事しませんか?
普通免許で始められるアルバイト!!

 

★シフトは希望考慮
★土日祝は時給UP
★頼れる先輩
　ばかりの好環境

清水区西高町 xyyeGk
01お弁当のルート宅配スタッフ

時給950円～※土日祝は時給+50円UP

★高齢者の笑顔のために★ 
★子供たちの未来のために★ 
お弁当と一緒に笑顔を 
お届けするお仕事です♪

仕事 毎回､同じ地域ルートの高齢者のご自宅 
にお弁当を1食から宅配しながら､ 
安否確認を行っていきます｡

【募集情報】
時間 ① 9:00～12:00 

②13:00～17:00 
※日数､時間応相談

給与 時給950円～※土日祝は時給＋50円UP
資格 未経験者歓迎 

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 

実績により各種手当有 
各種予防接種等負担制度有 
昇給有　扶養内勤務可　研修制度有

応募 当社HPもご覧下さいね！ 
https://takuhaicook123-shizuoka.jp

【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
《担当から》時間帯､勤務日数､希望は全て 
あなたのライフスタイルに合わせます｡ 
お気軽にお問い合わせ下さい｡

002-3113505

宅配ＣＯＯＫ123　静岡桜橋店
D0120-512-380　担当／沼田
静岡市清水区西高町16-15

花
み
ず
き
通
り

記念塔通り

大
沢
川

当店

清水銀行
堂林支店ローソン

清水大沢町店

静鉄タクシー㈱
清水配車センター

《学校行事優先でOK》
 

★週1日～OKなので　　
　授業･プライベートとの
　両立◎　　　　　　　
★土日のみの勤務も可能!
 
～まずはお気軽にご連絡下さい～

JR安倍川駅から徒歩3分 xyyeGH
01レジ･品出し･接客･発注など

①時給940円②③④時給890円⑤時給1115円

週1日～/1日3h～OK◎で 
ご予定に合わせて無理なく稼げる♪ 
希望に沿ったシフトで働けるのも 

魅力の一つです★
仕事 商品の陳列･発注､接客､清掃等 

覚えやすい陳列の作業から､ 
徐々にお任せします｡ 
現在は学生～主婦さん､ 
フリーターさんまで幅広い世代が 
活躍中です｡ 

【募集情報】
時間 ① 6:00～ 9:00 

② 9:00～13:00(土日) 
③13:00～17:00 
④17:00～22:00 
⑤22:00～翌6:00(土のみ) 
▶1日3h～ 
▶週1日～応相談 

資格 学生･フリーター･Wワーク･ 
家事従事者など幅広く大歓迎 

待遇 昇給有 
制服貸与 
車通勤可 

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 コンビニエンスストア

002-3115968

セブンイレブン静岡寺田店
A054-259-2808　採用担当/丹羽
静岡市駿河区寺田153-1

保育補助募集
学んだことが活かせる♪

 

保育園就職実績あり!
保育専攻の学生活躍中
シフトは気軽に相談OK

藤枝市/蓮華寺池公園内 yyytGn
0からだを使った子育て支援施設 
　子どもの遊び場運営スタッフ

時給950円～(昇給あり)

｢子どもが好き｣｢運動や接客が好き｣ 
｢学校で学んでることを活かしたい｣ 
★★ 4/1リニューアルオープン ★★
仕事 保育補助をお願いします♪ 

・子育て支援施設の安全管理 
・遊具を使った遊びのサポート 
・受付や運動教室のサポート 
・イベントの企画及び実施､等 
☆保育園への就職実績あり！

【募集情報】
時間 ①9:30～17:30(休憩有) 

②9:30～13:30 
③13:30～17:30 
※時間･曜日応相談 
※短時間や週2～3日OK 
※土日勤務できる方､長期できる方歓迎

資格 無資格OK､未経験OK 
※経験､適性により仕事をお願いします

待遇 交通費規定支給､昇給年2回 
車通勤可､有給休暇､制服貸与

応募 ネット応募､または電話で受付中！ 
履歴書(写貼)持参で面接します｡ 
※ご不明点はお気軽にお問合せ下さい！

【職場情報】
事業 子育て支援施設の運営

042-0401223

れんげじスマイルホール　キッズパーク
株式会社ティップネス
A070-1599-2747(採用担当まで)
藤枝市本町1-2-1(蓮華寺池公園内)

藤枝警察署

焼津→←島田

国一

藤枝小学校
藤枝東高

スマイルホール
れんげじ

蓮華寺池公園

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!★
卒業までの長期大歓迎"

駿河区小鹿･豊田 yyyGkm
0クリーニング店カウンター受付・ 
　店内の軽作業

時給980円

! 　 春のNewスタッフ大募集+　 ! 
! 学校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♪ 

【募集情報】
時間 ＜月～土＞16:00～19:00 

＜日　祝＞ 9:00～19:00 
★学校が終わった夕方～､ 
　学校が休みの土日など､ 
　学業と両立しながら働けます♪ 
★勤務時間･曜日の相談はお気軽に♪

給与 時給980円 
★試用期間2ヵ月は時給950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)

資格 未経験者･経験者の方､共に大歓迎 
大学生･専門学生･短大生歓迎 
人と接することが好きな方歓迎 
高校生不可

待遇 制服貸与　車通勤OK　社員割引あり
応募 まずはお気軽にお電話ください 

※受付／日祝除く9:00～17:00 
※面接地／下記住所 

【職場情報】
事業 クリーニング業

002-3115996

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
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単発も長期も歓迎
嬉しい給与支払いは

★月2回★
●週1日～応相談
●年齢･経験不問
●学生さん活躍中　｠

静岡市内各地 xyyeGk
0交通誘導警備 
　(駐車場警備･道路工事現場等)

日給8000円～1万2000円　\

嬉しい給与支払い月2回$ 
♪年間通じて安定の仕事量♪ 
学生さんは駐車場警備で活躍中$ 
週1日から日数も相談応じます｡

仕事 静岡市内駐車場や道路工事現場等での 
交通誘導をお願いします｡

【募集情報】
時間 8:00～17:00､21:00～翌6:00 

※週1日～応相談
給与 日給8000円～1万2000円 

※法定研修20h(日勤のみ)は1万7700円
勤務地 静岡市内各地(清水区中心)
資格 18才以上の男女　 

経験者､未経験者､長期の方歓迎 
学生さん大歓迎

待遇 社会保険完備　制服貸与　正社員登用有 
給与支払い月2回(社保なしの方)

応募 面接時は履歴書(写真貼付)持参下さい｡
【職場情報】
事業 警備業
《担当から》 
働きやすい会社です！ 
年齢･性別に関係なく活気があり､気さくな 
仲間ばかり｡きっと楽しく働いて頂けます！ 
《ＵＲＬ》http://www.toankei.co.jp

002-3111482

東海安全警備保障㈱　清水営業所
A054-355-3933(日曜除く)
静岡市清水区千歳町2-19

R149

巴
川

東海道本線

新清水
入江岡

静鉄清水線 清水浜田
小学校

当社

　　＼高日給1万円／　　
＼入社祝い金3万円支給／
　＼週･日払い即日対応／　
★警備の仕事､　　　　　　　
　チャレンジしてみませんか？★

履歴書不要!
まずはお気軽に面接にきてください♪

静岡市内 xyyems
01未経験からOK 
　　交通誘導員

日給/日勤1万円以上 夜勤/1万1500円以上

春に向け積極採用中 
★入社祝い金3～5万円支給★ 
初心者でもガッツリ稼げます 
≪履歴書不要≫≪週･日払いOK≫

仕事 静岡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｡ 
車両交通誘導を主とし､現場へは基本､ 
直行直帰となります｡ 
様々な現場で多くの経験とスキルUPの 
機会があります｡ 
★詳細はDOMONETに掲載中！

【募集情報】
時間 日勤／ 8:00～17:00 

夜勤／21:00～翌6:00 
※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 
※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
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 
車･バス･自転車･原付通勤OK 
制服貸与　面接時の履歴書は不要

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》 
入社祝い金あり！ 
⇒有資格者は40日間で5万円！ 
⇒未経験の方は40日間で3万円支給♪ 
あおいなら､月20日勤務で 
月収20万円以上可能！ 
｢高日給｣×｢働き方が選べる｣から安心★

002-3088124

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

◎男女不問!◎

オープニング
メンバー募集
人と接するのが好きな方歓迎!!

学校と両立できる
仕事です!

駿河区国吉田 xyyfmn
01未経験からできるUSEDブランド 
　　専門店の販売スタッフ

時給900円～1000円

2月22日にOPENした駿河区国吉田の
USEDブランド専門店で大募集!!土日含
む週2日～OK シフト融通も柔軟対応!
かわいいパーカーの制服支給有!

仕事 2/22にオープンしたばかりの店舗での 
レジなどのお客様対応や､日々の商品管理
等をお願いします｡ブランドの知識もつき
ますよ☆SNSでの発信やディスプレイなど
得意な方は活かしてください♪★接客経
験を活かして働きませんか？飲食店･販売 
など職種は一切問いません♪憧れの 
ブランド品に囲まれて､楽しく働けます♪

【募集情報】
時間 10:30～21:30※1日4～8h､週2日～相談OK 

※シフト制 ※勤務時間もご相談下さい 
　土日祝出勤できる方歓迎!! 
■短時間で働きたい方は… 
17:00～21:30 学校帰りにサクッと！ 
14:00～18:00 午後からゆっくり出社◎ 
※上記は一例です！ 
■ガッツリ働きたい方は… 
【早番】10:30～19:30(休憩有) 
【遅番】12:30～21:30(休憩有) 
ご希望の時間帯や曜日を教えて下さい

休日 シフト制(週休2日以上) 
休み希望は極力対応しています｡

給与 時給900円～ 土日祝は時給が1000円UP! 
頑張り次第で昇給もありますよ★

勤務地 静岡市駿河区国吉田2-1-5
資格 未経験の方も歓迎!!学生の方大歓迎 

※ブランド品に関する知識も不要です 
海外のお客様もいらっしゃいます｡ 
英語や中国語スキルも活かせますので､ 
学生さんも歓迎です★

待遇 社保完 有給 車可(無料R) C規定 D有
【職場情報】
事業 インターネット商品販売・卸売販売

002-3114423

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

＼イロイロ嬉しい／
★　　　昇給あり!!　　★
★　　待遇バッチリ◎　｠　★
★　　短期勤務もOK!　　 ★
★　　未経験大歓迎♪　　 ★
★　　短時間で働ける♪　 ★
★　シフトの融通が利く◎｠★

学生さん活躍中!

葵区北番町･駿河区宮本町 xxyedm
0サービスステーションスタッフ

時給950円～1200円以上　\

選べる勤務地【2店舗同時募集!!】 
週1日､1日2h～勤務OK! 

＼定着率抜群◎／未経験者大歓迎♪ 
勤務開始日､ご相談ください+

【募集情報】
時間 8:00～19:00 

★『平日のみ』『週末のみ』OK 
★週1日～､1日2h～相談に応じます 
★シフト例／ 
　10:00～15:00 
　 9:00(9:30)～14:30(15:00) 
　17:00～19:00､16:00～19:00などOK! 

給与 時給950円～1200円以上 
★試用期間3ヶ月/時給910円 

勤務地 ①静岡シェル石油　北番町SS／ 
　静岡市葵区北番町162-5 
　★フルサービス店舗 
②静岡シェル石油　静岡宮本町SS／ 
　静岡市駿河区宮本町7-15 
　★フルサービス店舗 

期間 1～2ヶ月の短期も可 

資格 未経験者歓迎　学生歓迎 
留学生歓迎　高校生可 

待遇 ガソリン･車検等の社割有 
制服貸与　車･バイク通勤可 
賞与有　昇給有　正社員登用制度有 
販売報奨金制度有 

応募 まずはお気軽にお電話下さい｡ 

【職場情報】
事業 サービスステーション

002-3110044

静岡シェル石油販売株式会社
A054-281-0240　担当／中田SS　岩本
静岡県静岡市駿河区中田本町16-19
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TULLY'S COFFEEで
働きませんか!

◆未経験からスタートOK!

丁寧な研修があるので
安心です!

通勤便利な駅ビル内+

駅ビルパルシェ内 yyyGkn
01未経験者歓迎のカフェスタッフ

時給950円～\

パルシェ地下1F駅直結で通勤便利! 
人気コーヒーショップ､ 

TULLY'S COFFEEで働こう+ 
勤務開始日も相談OKです♪

仕事 パルシェB1Fのタリーズコーヒーでの 
カフェスタッフです｡ 
お仕事は未経験でもマニュアルも 
ありますし､先輩達が丁寧に教えます 
ので安心です｡ 

【募集情報】
時間 6:30～22:00 

※1日4時間､週3日以上からOK 
　ご自分の都合に合わせて働けます 

給与 時給950円～ 
※高校生/時給900円 
※研修30時間は時給900円 

資格 未経験者歓迎　高校生OK(応相談) 
学生歓迎 

待遇 昇給年1回 
交通費規定支給(上限800円/日) 
エプロン貸与　スタッフ割引有 
社員登用制度有 
1社会保険完備　有給休暇  
　健康診断　賞与年2回 

応募 まずはお気軽にお電話ください｡ 

【職場情報】
事業 コーヒーショップ 

《担当から》 
待遇充実！働きやすい環境を整えています｡ 
新しくタリーズでお仕事始めましょう♪

002-3110869

タリーズコーヒー静岡パルシェB1F店
A054-653-2320
静岡市葵区黒金町49 パルシェ内

駅ビルだから
学校帰りにバイトOK!
未経験でも大丈夫!!
マニュアルもあるし､

優しい先輩が
丁寧に教えます!

静岡駅ビルパルシェ内 xyyeno
10お弁当･お惣菜の調理･販売

時給950円～

*バイト初めて＆調理未経験者もOK* 
週3日からOK! 

学校帰りやプライベートとの両立OK 
二次元コードからHPへ!詳細掲載中!
仕事 お弁当･お惣菜の簡単な調理製造､ 

店舗でのレジ･接客･品出しなどをお願い 
します｡マニュアルやレシピがあり 
ますし､最初は先輩がついて丁寧に教える 
ので経験の無い方も安心です｡商品が 
少なくなってきたら店頭に補充したり､ 
商品の売れ行きを見ながら調整し､ 
チームワーク良く進めていくお仕事です｡ 

【募集情報】
時間 ①8:00～17:00　土日祝のみOK 

②17:00～22:00　週2日～OK､ 
　土日祝できる方歓迎！ 
※勤務時間の相談可､ 
　お気軽にご相談ください♪ 

勤務地 静岡市葵区黒金町49 
静岡駅駅ビル　パルシェ1F食彩館 

期間 長期歓迎 

待遇 制服貸与､まかない制度有､ 
各種保険完備､有給休暇､ 
正社員登用制度､扶養内勤務OK､ 
交通費支給(社内規定有)､ 
友達やお知り合い同士の応募もOK！ 

応募 お気軽にお電話､またはDOMOネットから 
簡単に応募ができます｡ 
折り返し､担当よりご連絡します｡ 

【職場情報】
事業 おむすび･お弁当等の製造販売

002-3107080

天神屋　パルシェ店
A054-621-3331(本社にて受付)
本社／焼津市越後島470

未経験者大歓迎!
 

☆週1～5日迄OK!!☆
更にテスト前等のシフト相談OK
平日のみ土日のみもOK!!

☆土日祝は時給UP☆
MARK IS 3Fだから

学校帰りにバイトしやすい!

マークイズ静岡内 yyykmn
01①お寿司屋さんでのホール 
　　②カンタンお寿司作り

時給930円＋交通費規定支給

【未経験者大歓迎!!】 
土日祝は時給UPします!! 
週1～5日迄OK!! 

マークイズ従業員特典有！
仕事 ①お客様のご案内やドリンクの配膳･片付 

　※タッチパネルでの注文方式なので､ 
　　難しい作業はなく､未経験の方でも 
　　安心です 
②お寿司のシャリをお皿に並べ､ 
　ネタを乗せていきます｡ 
　注文したお客様にお寿司を届けるため 
　にタッチパネルの操作をする｡ 
　基本､この2つだけ! 

【募集情報】
時間 平日／17:30～21:00 

土日シフトの場合 
　①11:00～21:00(休憩2h) 
　②11:00～14:00 
　③17:30～21:00 
　上記より選択下さい 
※週1～5日迄OK

給与 土日祝／時給＋50円 
※高校生は時給900円

勤務地 廻船漁港福一丸 MARK IS 静岡3F
資格 飲食未経験者大歓迎
待遇 交通費規定支給 

制服貸与　車･自転車通勤OK　 
マークイズ内従業員優待特典有

応募 福一受付ダイヤル(下記参照)まで 
お気軽にお電話ください｡ 
(平日8時～17時)

【職場情報】
事業 水産物販売加工
《ＵＲＬ》 
http://www.fukuichi-world.jp/ 

002-3106719

廻船漁港　福一丸
A054-627-1215　本社採用担当まで
静岡市葵区柚木1026　MARK IS 静岡3F

＼研修期間あり!!／
 

知識や経験が
なくてもOK♪

1から丁寧に教えます!!
)シフトの融通利きます)

 
詳細は下記をチェック↓↓

勤務地による yyko
0ホール･キッチンスタッフ

時給950円から　\

うなぎ焼きの業務もできます♪ 
未経験者大歓迎$ 
交通費支給あります" 

まずはお気軽にお問い合わせ下さい★
仕事 まずは元気な挨拶ができればOK！ 

ご案内やオーダー取り・配膳・片付け、
簡単な調理補助をお願いします。 
未経験者も安心して始められるよう、研
修があるのでご安心ください。 

【募集情報】
時間 9:30～22:00の間で応相談 

※1日3h・週1日から応相談 
※土日できる方大歓迎!! 
※シフトの融通が利く職場です!!

給与 時給950円から 
※高校生/時給900円 
※研修期間(50H)/時給900円 
　(高校生も同条件) 
※深夜割増有 
※土日祝/時給50円UP

勤務地 ■国吉田店(静岡市駿河区国吉田4-4-12) 
■セントラルスクエア静岡店 
　(静岡市駿河区南八幡町8-22 2F)

資格 未経験者歓迎 
高校生・学生さん歓迎(高校生は22時迄)

待遇 美味しい食事補助あり！　駐車場有 
制服貸与　昇給有　交通費規定支給 
車(原付･バイク･自転車もOK)通勤可　

応募 ペア応募OK!! 
勤務開始日も相談受け付けています!! 
お気軽にB下さい♪

【職場情報】
事業 飲食店経営 (経営)株式会社髙田企画 

《ＵＲＬ》http://www.unamasa.net/

002-3095307

うな政　国吉田店/セントラルスクエア静岡店
株式会社髙田企画
A0545-53-6698　担当/総務人事課
住所/上記参照
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楽しく働いて､

良い仲間を作ろう!

『学生さん』や｠
20代の若いスタッフが
多く活躍する海ぼうずで
一緒に働きましょう！

JR静岡駅直結 xxyefG
0①ホールスタッフ 
　②キッチンスタッフ

時給1200円　\

静岡グルメを提供する人気の居酒屋 
駅直結で通勤便利♪ 
終電･終バス考慮◎ 

うれしい高時給♪時給1200円!!
仕事 笑顔でお客様にご挨拶､ 

カクテル等の簡単なドリンク作り､ 
テーブルの片付けなど､ 
出来る事から始めていきましょう♪ 
難しい作業もないので、 
だんだんと慣れていって下さいね。 

【募集情報】
時間 17:00～23:00内で1日5h～OKです! 

※週2日～日数相談OK 
※学校の日程・個人の都合等考慮します 
※終電･終バスも考慮します 
※シフト自己申告制 

給与 時給1000円 
※16時以降時給＋200円の手当有 
　実質時給1200円以上!! 
※22時以降は時給1250円以上!! 

資格 未経験OK　学生大歓迎 
高校生不可 

待遇 制服貸与(更衣室・個人ロッカー有) 
正社員登用制度有 
従業員割引有(50%OFF) 
昇給有 

【職場情報】
事業 静岡おでん＆地元グルメの居酒屋 

《ＵＲＬ》http://www.shouetsu.co.jp/

002-3098316

海ぼうず　ASTY店
「海ぼうずグループ」
☎054-280-5511 A㈱正悦 採用担当
静岡市葵区黒金町4　ASTY静岡　東館

≪魅力ポイント≫
☆残業ナシ！
☆資料の補完説明だけでOK
☆演習補助と採点をする
　簡単なお仕事♪
☆予習や雑務は一切ナシ!
☆男性スタッフ活躍中!!

葵区駿府町 yyyGkn
0塾での演習補助スタッフ

時給2000円

☆学生＆男性活躍中のゼミ☆ 
時間外の準備ナシ!残業ナシ! 
残業もなく､学業との両立もOK+ 

自分の勉強の時間も確保できますよ◎
仕事 塾での生徒のサポートをお願いします｡ 

授業内容は高校の数学･物理･化学です｡ 
化学と物理は用意された資料の単語の 
説明など､補足の説明をお願いします｡ 
数学は演習後の採点作業をお願いします｡ 

【募集情報】
時間 平日／17:00～22:00の間で2時間以上 

※1日1コマ(2～3h)から入れます 
※テスト期間やサークル等､ 
　学校予定との調整も可能です｡ 

勤務地 静岡市葵区駿府町1-49　阿部ビル4F 

資格 大学･大学院に在学中の方 

待遇 交通費規定支給 

応募 TEL後､履歴書(写真貼付)持参下さい｡ 
※受付／10:00～､土日もOK 

【職場情報】
事業 学習塾 

《当ゼミの紹介》 
静岡高校を目指す中学生と､ 
静高在学中の生徒に向けての授業が 
メインです｡ 
理系国立大学を志望する 
理系受験生を対象にしているゼミです｡

002-3115992

新星進学ゼミ
A054-253-0380　採用担当まで
静岡市葵区駿府町1-49　阿部ビル4F

この春､進学予定の方､
バイトを始める
チャンスです｡
週2日から3日程度で､

少しずつ始めてみませんか！
シフトの自由度抜群のお店で

働いてみませんか？
テストやご予定など
お休みも考慮します♪

静岡県静岡市清水区 yyyGko
01①仕込さん 
　　②ホール･調理補助

時給①885円以上 ②930円以上　\

バイトデビューを応援します☆ 
今春､短大･大学へ進むあなたを 

お待ちしてます！ 
美味しいまかないつきです♪

仕事 接客と簡単な調理補助をお願いします｡ 
まずは元気に「いらっしゃいませ～」と､ 
明るく挨拶ができればOK♪ 
調理補助も難しいものはないので､ 
未経験の方もご安心下さい☆ 

【募集情報】
時間 ①10:00～14:00 

②17:00～翌1:00 
※1日4h～､週3日～勤務OK 
※週末勤務できる方は週2日～勤務OK 
※シフトは2週間毎の自己申告制 
※テスト期間､帰省､サークル活動､ 
　部活動などのお休み希望も 
　お気軽にご相談下さい

給与 ①時給885円 
②大学生･短大生･専門学校生時給930円 
(22時以降は時給1163円) 
高校生時給900円 
研修期間有(1ヶ月)時給885円　U有 
★①②共に､土日祝:時給50円UP

期間 長期 
※勤務開始日の相談OK

資格 未経験者大歓迎 
高校生･大学生･短大生･専門学生大歓迎

待遇 能力により随時昇給有 
交通費規定支給　まかない有 
制服貸与　車通勤可 

【職場情報】
事業 飲食店経営 

002-3109052

炭火焼肉酒家 牛角　清水店
A054-367-8929
静岡市清水区真砂町5-2　シャレーム清水

週1日からOK!!
学校との両立◎
バイトデビュー
応援します+

接客やコンビニ未経験歓迎です!｠
お友達同士の応募もお気軽に!!

駿河区西脇 yyyGFk
01コンビニスタッフ(接客･レジ･ 
　　商品陳列･清掃･その他業務等)

時給890円(9時～22時)　※昇給有　\

接客・レジ未経験者も大歓迎" 
一緒に楽しく働きませんか# 

週1日から大丈夫+シフトの融通◎ 
学校行事と無理なく両立OK☆

仕事 商品の品出しやレジ全般、弁当の温め 
揚げ物等の簡単な調理、宅急便の荷物の
受取、伝票作成等をお願いします。

【募集情報】
時間 ①9:00～13:00 

②13:00～17:00(18:00) 
③17:00～22:00  
④22:00～翌1:00 
⑤0:00～6:00 
※週1日から応相談 
※1日4時間～勤務OK、土日歓迎

給与 時給1113円(22時～翌5時) 
時給940円(5時～9時)

資格 高校生(22時迄)･学生の方歓迎
待遇 制服貸与 昇給有(能力による) 車通勤可 

3日～7日間の充実研修有(同条件)
応募 電話連絡後、履歴書を持参下さい。

【職場情報】
事業 コンビニエンスストア
《担当から》 
接客やコンビニ経験の無い方でも丁寧に指導
しますので初めての方でも安心です。

002-3107112

セブンイレブン静岡西脇店
A054-202-3039 志村まで
静岡市駿河区西脇990-1

さわやか
TSUTAYA

当店
静岡IC

レモン

ABC-MART

東名高速道

至 清水

東名IC南

取
付
道
路

大浜街道
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イベントの多い春
急な出費も安心"

 

★土日祝だけの仕事
★嬉しい日払いもOK
★研修20hで３万円

 
↓こちらから｢学生｣で検索↓

静岡､清水､藤枝､焼津 xxycfp
0①商業施設やスーパーの駐車場警備 
　②イベント警備

①時給950円　②時給1000円　※日払いOK

■ 未経験＆バイトデビュー歓迎 ■ 
■ 丁寧な研修があるから安心" ■ 
■ まずはあいさつができればOK ■ 
■ 勤務地は家から通える範囲内 ■
仕事 ①施設やスーパーの駐車場で車や歩行者

の誘導をお願いします｡ 
②ライブやお祭りなどのイベント会場で
来場者の誘導をお願いします｡ 
★未経験から始めた学生さんが多数活躍
中！研修あり＆先輩スタッフと一緒の勤
務だから安心♪授業やサークル､友達との
予定と両立OKです！

【募集情報】
時間 土日祝／10:00～19:00(休憩あり) 

※勤務日､日数は相談OK 
※平日の勤務もご相談下さい！ 
[こんな働き方もOK] 
・学校が休みの土日だけ 
・お金がピンチなときは毎週土日 
・友達との予定優先して土曜だけ 
・テスト期間はお休みOK

給与 ①時給950円　②時給1000円 
※法定研修20hで3万円(時給換算1500円)

勤務地 静岡､清水､藤枝､焼津 
※勤務地は相談に応じます 
※研修後､現場へは直行直帰です

資格 18才以上(高校生不可)､原付免許以上 
※未経験ok､研修あり

待遇 ◆残業手当 
◆交通費当社規定支給 
◆制服貸与

応募 ネット､電話にてお気軽にご応募下さい｡
【職場情報】
事業 警備業
 
《担当から》授業や友達との予定優先でOK！ 
勤務日や日数はお気軽にご相談下さい｡

002-3111572

株式会社 静岡総合警備保障
C0120-627-626　本社採用窓口
静岡市葵区川辺町2-4-13(本社)

～業務拡大につき～
★★5名以上の大募集★★
☆自動券売機なので注文取りなし!
☆絶品ラーメンのまかない有!
☆昇給有でやりがいも十分!
☆経験不問!
☆1週間毎のシフト制で
　プライベートも充実♪
☆皆同じスタートで安心!

静岡市葵区 yyyGko
01店内スタッフ

時給900円～950円　\

☆働きやすい"1週間毎のシフト制☆ 
自動券売機で注文取りの必要なし+ 

)絶品ラーメンのまかない有)
仕事 初めはお客様のご案内から 

簡単な調理補助(トッピング等)まで 
お願いします｡ 
もちろん接客経験や調理経験は 
なくても大丈夫です｡ 
食券の自動券売機があるので 
注文取りの必要はありませんよ｡ 

【募集情報】
時間 10:00～翌0:30の間で応相談 

※1日3h～､週2日～OK 
※1週間毎のシフト制 

給与 時給950円以上 
※高校生／時給900円以上 
※一般:研修期間(100h)／時給-50円 
※高校生:研修期間(100h)／時給-10円 

期間 長期 

資格 経験不問 
未経験者歓迎 
高校生OK 

待遇 昇給 
制服貸与 
まかない有 
深夜割増有 

応募 まずは､お気軽にお電話ください｡ 

【職場情報】
事業 飲食店

002-3088186

哲麺縁　静岡沓谷店
A054-277-9731
静岡市葵区沓谷5-62-3(流通通り沿い)

"週末のみ
$夕方～の勤務

$嬉しいまかない有
 

今後､社会人となっても役立つ
ワンランク上の接客を身に付けられます
まずは､お気軽にお電話ください

葵区昭和町 zyyuGk
01ホールスタッフ

時給950円～　※深夜割増有

☆ 創業53年の老舗レストラン ☆ 
"ワンランク上の接客"が身に付きます 
★　週末のみ､週1･2日～OK"　★ 
美味しいまかない食べられます0
仕事 お客様のご案内や､料理提供､片付けの他 

簡単な調理補助をお願いします｡ 
※先輩スタッフが､一から丁寧にお教えす 
　るので､接客未経験でもご安心下さい 

【募集情報】
時間 18:00～22:00 

※23時や24時になる場合も有 
★週1･2日～OK　 
★週末(金･土･日)できる方歓迎 
★曜日や時間はご相談ください 

休日 月曜定休 

給与 時給950円～　※深夜割増有 

資格 未経験者･経験者ともに歓迎 
学生さん大歓迎 

待遇 まかない有　交通費規定支給 
制服貸与　昇給有 

応募 まずは､お気軽にお問い合わせ下さい｡ 

【職場情報】
事業 ステーキ＆鉄板焼､ワインのお店 

《担当から》 
未経験スタートのスタッフ多数活躍中！ 
テスト期間や夏休み､｢免許取得の為｣や｢友達
との旅行で｣など､お休みの融通も柔軟に対応
致します♪

002-3116020

ルモンド　ふじがや
A054-251-0066  
静岡市葵区昭和町6-1

週2･3日～OK"
同年代のスタッフが多く､
みんなでワイワイ
楽しく働いています♪

 

静大生･県大生･常大生
活躍中"

新静岡セノバ zyyuko
01①キッチン　②ホール

時給950円～1000円以上

セノバ5Fの“人気店”募集- 
☆開始時間･開始日応相談☆ 
駅も近く帰りも安心です♪♪ 
友だち同士の応募OK!

【募集情報】
時間 9:00～23:00 

※上記時間内で好きな時間でOK 
※1日3h以上からOK 
※週2､3日～OK 
※土日出来る方､大歓迎 
※フルタイム勤務も大歓迎 
※1週間毎のシフト自己申告制

給与 平日…時給950円以上 
土日祝…時給1000円以上 
※経験･能力による 
※深夜割増有

資格 未経験者大歓迎 
入社日応相談

待遇 昇給有､制服貸与､食事補助､ 
交通費規定内支給､ 
自転車･原付･バイク通勤可､ 
正社員登用制度有

応募 まずは､お気軽にお電話下さい｡ 

【職場情報】
事業 飲食店の運営 

《担当から》 
五穀はハワイや中国にも展開中! 
街中セノバ内にある｢五穀｣で働こう! 
生活スタイルに応じて､時間･日数等お気軽に 
相談下さいね! 
今回は複数名の募集なので､ 
一緒にスタートする仲間もいて安心ですよ♪ 
ランチは主婦が､ディナーは学生が中心に 
和気合い合いと働いています♪ 
《ＵＲＬ》http://gokoku-pierthirty.net/

002-3113748

五穀　新静岡セノバ店
A054-266-7443　採用担当
〒420-8508　静岡市葵区鷹匠1-1-1
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OPENしたばかり！
炉端焼きの昆布森！
＝楽しくオシャレに働けます♥＝

★初バイトさん歓迎
★交通費規定支給
★時給950～1200円
★駅近ラクラク♪

JR島田駅]2分 xyydkn
01おしゃれでこじんまりとした 
　　炉ばた焼店のホールスタッフ

時給950円～1200円　※昇給あり

★OPENしたばかりの炉端焼き店★ 
＝おしゃれで落ち着いた空間＝ 
＝　勤務開始日は相談OK+　＝ 

★ バイトデビューさん大歓迎デス ★
仕事 北海道の食材を使った和食のお店です｡ 

接客･お料理運び･片づけ等､ 
フロア業務全般のお仕事をお願いします 
★未経験の方にも丁寧に教えますので 
　安心してご応募くださいね♪ 

【募集情報】
時間 18:30～21:30　 

★勤務日数､曜日の相談に応じます" 
★授業終了時間・テスト期間･学校行事等 
　にも柔軟に対応いたします" 

給与 時給950円～1200円 

勤務地 島田市日之出町3-9　寿真庵ビル 

資格 バイトデビューさん･未経験者歓迎 
学生さん歓迎 ネイル・ヘアカラーOK 

待遇 交通費規定支給　制服貸与　 
有給休暇 

応募 まずはお気軽にご応募くださいね♪ 

【職場情報】
事業 ろばた焼き 

《担当から》 
北海道から届いた海の幸･肉･野菜を､炭火で 
焼いてお客さまの目の前に提供しています♪ 
スタイリッシュで落ち着いたお店です｡ 
オシャレな空間で､居心地よく働きませんか?

002-3115565

北海道炉ばた　昆布森
株式会社KID釧路
A0548-25-2177　担当／伊藤
島田市向島町4638-1

天神屋曲金･瀬名川店
合同募集!!

 
☆学校帰りにお仕事しませんか☆

 

未経験者大歓迎!!
嬉しいまかない制度有!!
学生さん活躍中!!

勤務地により異なる xyyeFo
10お弁当･お惣菜の調理･販売

時給900円＋深夜割増有

*バイト初めて＆調理未経験者もOK* 
週3日からOK! 

学校帰り･空いた日のWワークも両立OK 
二次元コードからHPへ!詳細掲載中!
仕事 お弁当･お惣菜の簡単な調理製造､ 

店舗でのレジ･接客･品出しなどをお願い 
します｡マニュアルやレシピがあり 
ますし､最初は先輩がついて丁寧に教える 
ので経験の無い方も安心です｡商品が 
少なくなってきたら店頭に補充したり､ 
商品の売れ行きを見ながら調整し､ 
チームワーク良く進めていくお仕事です｡ 

【募集情報】
時間 17:00～23:30の間で5～6h､週3～5日 

※土日祝できる方歓迎!! 
※勤務時間の相談可

勤務地 ①天神屋　曲金店 
　静岡市駿河区曲金5-1-1 
②天神屋　瀬名川店 
　静岡市葵区瀬名川2-4-8

期間 長期歓迎
資格 主婦(夫)･学生･フリーター･Wワーク歓迎
待遇 制服貸与､まかない制度有､ 

各種保険完備､有給休暇､ 
正社員登用制度､扶養内勤務OK､ 
車･バイク通勤OK(駐車場完備) 
友達やお知り合い同士の応募もOK！

応募 お気軽にお電話､またはDOMOネットから 
簡単に応募ができます｡ 
折り返し､担当よりご連絡します｡ 

【職場情報】
事業 おむすび･お弁当等の製造販売

002-3106717

株式会社　天神屋
A054-621-3331(本社にて受付)
本社／焼津市越後島470

昨年"秋"に
＼OPENしたばかり／
広々とした駐車場を
構えるキレイなお店-
▷土日のみOK
▷週1日～1日3h～OK
楽しく働くにはここで★

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)

時給①960円～②～⑤890円～⑥1120円～

OPENしたての綺麗なセブンで働こう" 
【注目★高時給で楽しいお店です+】 
土日のみ＆週1日～､1日3h～OK" 

スタッフ同士仲が良く働き易い環境◎
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･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 

②17:00～22:00 
③ 9:00～13:00 
④13:00～17:00 
⑤12:00～17:00 
⑥22:00～翌6:00 
※③④⑤は土日のみ 
★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･経験･資格不問 
学生歓迎､高校生可 

待遇 制服貸与 
頑張り次第で時給UP 
車通勤可 
正社員登用有 

応募 お気軽にお電話下さいね！ 
★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

002-3105564

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)

＼1日3h～OK!!／
　土日⇒時給＋50円　
6～8時⇒時給＋150円
土日朝は時給1085円!!
40名程の仲間が待ってます♪

バイトデビュー
大歓迎！

駿河区敷地 xyyekm
01パンの①販売②製造補助

時給885円～※6～8時:時給1085円(土日)

★スタッフの9割が未経験スタート★ 
初めてのバイト応援中♪ 
バイトデビュー大歓迎!! 
従業員割引あり★

仕事 ①レジや接客､包装など 
　自動レジがあるので 
　お金の受け渡しはありません 
②商品の仕上げや､お店に並べる 
　お仕事など♪ 
※先輩スタッフさんが丁寧に教えるので 
未経験スタートの方もご安心ください◎ 
皆で楽しみながらお仕事しています☆

【募集情報】
時間 ①6:00～20:30の間で1日3h～OK 

　(例) 6:00～13:00　9:00～15:00 
　　　16:00～20:30 
②平日/9:00～15:00 
　土日/5:00～ 8:00　9:00～15:00 
※土日いずれかを含む週3日～OK 
※土日のみでもOK 

給与 時給885円～ 
※土日/時給50円UP 
　6～8時/時給150円UP 
　土日の6～8時/時給200円UP 

資格 未経験OK【バイトデビュー応援中！】 
パン作りが好きという方も歓迎☆ 
高校生､短大･大学生､専門生歓迎♪ 

待遇 制服貸与 従業員割引(30％引き) 
車通勤OK 正社員登用制度有 扶養内OK 

応募 B後､履歴書(B貼)持参下さい｡
【職場情報】
事業 焼き立てパンの製造･販売

002-3114831

ピーターパン するが工房
㈱ウィンウィン
A054-260-5772(本部)　火曜日定休
静岡市駿河区敷地1-16-1
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楽しい仲間が
待っています☆

同年代が多く
活躍しているので
他高･他大学の

お友達もできますよ♪

静岡市葵区瀬名川 xyyfko
01未経験スタートOKの接客･調理

時給900円(22時以降は時給1125円)　\

遊びも､バイトも両立したい！ 
そんなあなたの希望が叶うバイトが 
ここにあります☆勤務時間や日数など 

お気軽にご相談下さい♪
仕事 接客と簡単な調理補助をお願いします｡ 

まずは元気に｢いらっしゃいませ～｣と､ 
明るく挨拶ができればOK♪ 
調理補助も難しいものはないので､ 
未経験の方もご安心下さい☆ 

【募集情報】
時間 ①10:00～14:00 

②17:00～翌1:00 
※1日4h～､週3日～勤務OK 
※週末勤務できる方は週2日～勤務OK 
※シフトは2週間毎の自己申告制 
※テスト期間､帰省､サークル活動､ 
　部活動などのお休み希望も 
　お気軽にご相談下さい｡

休日 毎週月曜日定休日 
※祝日の場合､翌火曜日休 
大晦日･元日休み

給与 時給900円(22時以降は時給1125円) 
※研修期間有(1ヶ月) 
　時給885円／深夜割増有

期間 長期
資格 未経験者大歓迎 

高校生･大学生･短大生･専門学生大歓迎 
22時以降は18歳以上

待遇 能力により随時昇給有 
交通費規定支給 
まかない有　制服貸与

応募 不明点や質問は 
お気軽にお問い合わせ下さい｡ 

【職場情報】
事業 飲食店の経営

002-3109017

芦家　丈左衛門
A054-208-2662　採用担当
静岡市葵区瀬名川1-21-30

 

シフト柔軟対応
1日4h､週3日､土日だけ
み～んな大歓迎です!!
 

高校生も活躍中です♪
友達同士での応募も◎

清水区/イオン清水店近く xyycjk
0①ホール､接客 
　②キッチン

時給900円(土日祝は時給930円)

◆◇ アットホームなお店 ◇◆ 
未経験ok$丁寧に指導します♪ 
男女年齢問わず幅広く活躍中☆ 
友達優先ok$バイト掛け持ち◎

仕事 ①ホール､接客 
お客様のご案内､料理の配膳､片付け等 
②キッチン 
料理の盛り付けや仕込み､食器の片付け等 
アルバイトが初めての方でも先輩スタッ
フが丁寧に指導するので安心♪幅広い世
代の方が活躍中です！

【募集情報】
時間 昼/10:00～14:00 

夜/16:45～21:00(土日祝は16:30～) 
※シフト柔軟に対応します 
※1日4h位～応相談 
※土日働ける方歓迎

休日 月曜定休日　※祝日は営業､翌火曜日休
給与 研修80hは時給885円 

高校生は時給900円(平日､土日祝)
資格 未経験者ok､高校生ok
待遇 まかない無料(昼)､制服貸与
応募 お気軽にBお待ちしています 

お店見学も受付中♪
【職場情報】
事業 飲食店

042-0401221

そば 玉川
A054-346-4288(月曜定休)
静岡市清水区御門台1-33(南幹線沿い)

イオン清水店

当店

南幹線

御門台 狐ヶ崎
静鉄

新入生大歓迎!!
 

生活に身近な商品を取扱うので

未経験の方も安心です!
 

家電や雑貨好きにも
楽しいお店です+

南郵便局から南へ車で1分 xyyfkm
01レジ･閉店作業など

時給885円から　※昇給あります

バイトデビューを応援!! 
未経験でも大丈夫+夕方～の方歓迎!! 
☆学生･主婦･Wワーク活躍中☆ 
趣味を活かせる楽しい職場です+
仕事 簡単な品出し･値付け作業から 

お願いします｡軽作業がほとんどで 
難しい作業もありません｡ 
丁寧に教えますので､初めての方も 
安心していらして下さいね♪ 

【募集情報】
時間 9:30～21:30内で､1日3h以上でOK 

※週2日～､期間･時間は応相談 
◎シフトは1週間ごとの希望申告制 

資格 未経験者歓迎 
年齢不問 

待遇 車･バイク通勤OK(駐車場無料) 
制服貸与 
スタッフ割引＆特典有 

応募 お気軽にご連絡下さい｡ 

【職場情報】
事業 リサイクルshop(古着､雑貨)

002-3111201

ハウマッチ･ライフ産業館西通り店
A054-654-5570　担当／土屋
静岡市駿河区有明町7-11(ブックオフと併設)

1日3h～フルタイムまで､
あなたの希望や都合に
合わせて働けます☆
■美味しい手打ち蕎麦の賄いが
　『0円』で食べられます♪
■ミニボーナスも有り♪
【すぐに馴染めるお店で安心です♪】
卒業まで働いてくれるスタッフ
多数の居心地の良い環境♪

静岡市駿河区小黒 yyykno
01そば屋さんの 
　　ホール･調理スタッフ

平日／時給950円～ 土日祝／時給1000円～

＼学生さん多数活躍中／ 
テスト期間中や学園祭等シフト融通OK 

新入生の皆さんの 
バイトデビューを応援!!

仕事 お客様のご注文聞き､配膳､食後の片付け 
などをお願いします｡お蕎麦屋ですので､ 
メニューの種類も限られていて､ 
ハンディータイプでの注文取りなので 
難しいことはありません｡その分､笑顔で 
気持ちの良い接客をお願いします｡ 
未経験でもまったく問題ありません｡ 
先輩が丁寧に教えていくので安心ですよ｡ 

【募集情報】
時間 10:00～22:00(休憩有､シフト制) 

勤務例)平日／18:00～22:00 
　　　 土日／10:00～15:00など勤務OK 
※週2日～OK 
※勤務日数･時間帯お気軽に 
　ご相談下さい｡ 
※計画を立てやすいシフト制ですよ｡ 
※学校やプライベートの予定など 
　ご相談頂けます｡ 
※1ヵ月ごとの希望シフト申告制 
※土日のみも歓迎

給与 平日／時給950円～ 
土日祝／時給1000円～

資格 経験不問　未経験者歓迎 
学生さん歓迎　長期できる方歓迎

待遇 制服貸与　食事支給 
交通費全額支給 
車通勤OK　社員割引有 
随時昇給有 
正社員登用有 

【職場情報】
事業 手打ち蕎麦屋

002-3116242

蕎麦屋　八兵衛
A054-284-1331　担当／店長
静岡市駿河区小黒1-7-14 ドミールビル1F
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017カフェのようなお洒落な

らーめん屋さん
履歴書不要☆

随時面談＆即採用可能☆
 

メニュー全品から選べる
美味しいまかない付

葵区新富町/ さつま通り yyykmn
701らーめん屋さんでの 
　　　接客・調理補助など

7月給18万円～25万円01（本文参照）

-下記のように働ける方､大歓迎- 
「料理で」「笑顔で」「会話で」 
人を楽しませたい､喜ばせたい方☆
仕事 GO,Healthy!! すこやかなコクと旨味。 

「自然素材をベースとしたコク深い味」 
ヘルシーで健康的ならーめんのご提供。 
7仕込み･接客･調理全般 
01提供･片付け･洗い物･ネギや野菜切り

【募集情報】
時間 79:00～21:00内でシフト制 

　(14～17時休憩) 
01昼/10:00～14:00 夜/17:00～20:00 
「土日働ける（いずれかOK）」 
「土日・平日で週2～働ける」 
「週5や6などガッツリ働ける」 
学業･家事･育児･プライベート等ご相談を

休日 7週休制（月曜定休）
給与 01時給900円～980円＋能力給あり
資格 未経験者大歓迎! 性別･年齢不問! 学生･ 

家事従事者･フリーター･Wワーク等歓迎
待遇 車通勤可能(無料駐車場有)､制服貸与､ 

昇給有､美味しいまかない有､ 
7賞与有(業績による)､交通費規定支給

応募 携帯：090-1099-1293　担当／サクラダ
【職場情報】
事業 らーめん屋さん運営　14席

004-0936001

Okuni/ramen(おくに らーめん)
A054-272-2315 繋がらない場合携帯迄
静岡市葵区新富町6-1

浅間神社

葵消防署
南田町出張所

当店

安西橋

安倍川

安倍川橋 国道一号線

本通

ＪＲ静岡駅

安西4丁目西

未経験者歓迎!!｠
≪シフト融通抜群≫

 
あなたに合った働き方ができる
ガッツリ入りたい人もOK!!

 
学校行事など優先でOK◎
30％引きでおいしいパン

GETできます0

葵区大岩町 xyyekm
01パンの販売

時給885円～　※土日:時給935円～　\

「パンが好き0」嬉しい従業員割引有 
幅広い年代のスタッフが活躍中◎ 
テストや部活動､学校行事優先でOK♪ 
土日のみ又は平日+日曜入れる方歓迎!
仕事 レジや接客､包装など 

自動レジがあるので 
お金の受け渡しはありません 
バイトデビューの方でも難しい仕事は 
ありませんのでご安心ください♪ 
皆で楽しみながらお仕事しています☆

【募集情報】
時間 平日/16:00～20:30 土日/7:00～20:30 

※1日4h～週2日～OK(土日のみも可) 
＜シフト例＞ 
平日/17:00～20:30も可 
土日/7:00～16:00､16:00～20:30など 
※時間･日数相談くださいね◎ 
　土日のみや短時間勤務もOK☆ 
※テストや部活動､学校行事など 
　優先でOK♪ 

給与 時給885円～ 
※土日/時給50円UP  
※7～8時/時給150円UP 
※土日の7～8時/時給200円UP 

資格 経験･性別･年齢不問 
未経験OK【バイトデビュー応援中！】 
パン作りが好きという方も歓迎☆ 
高校生､短大･大学生､専門生歓迎♪ 

待遇 制服貸与 車通勤OK 扶養内勤務可 
従業員割引(30％引き) 正社員登用制度有 

【職場情報】
事業 焼き立てパンの製造･販売

002-3114836

ピーターパン あおいの杜
㈱ウィンウィン
A054-260-5772(本部)　火曜日定休
静岡市葵区大岩町11-37

★学生さん多数活躍中★

美味しいパスタの
食事補助もあり♪

 
シフトの調整もしやすいから

なが～く続けやすい！
バイト未経験でもイチから

お教えしますのでご安心ください

南八幡町・駿河区中原 yyyGko
01①接客・キッチンスタッフ 
　　②ホール･キッチンスタッフ

①時給900円～　②時給1000円～ \

)*春のバイトデビュー大歓迎*) 
学生さんが多数活躍している職場で 
一緒に楽しく働きませんか！ 

シフトの調整もしやすいのが嬉しい♪
仕事 ①お客様の目の前で料理を仕上げる 

　お仕事です！ 
　パスタの調理やドリンクの作成､ 
　レジ接客､食材の仕込み､ 
　調理器具や備品の洗浄などです。 
②イタリアンレストランでのお仕事！ 
　ホールスタッフとして接客案内､ 
　料理やドリンクの提供､レジなど､ 
　キッチンは調理､盛付､準備､ 
　片付けなどです。 

【募集情報】
時間 ①10:00～22:00 

※週2日～､1日3h～OK※1ヶ月毎シフト制 
②A.ホール/10:00～23:30　 
　B.キッチン/9:00～23:30 
※週4日～､1日4h～OK

給与 ①時給900円～※土日祝:時給1000円～ 
②時給1000円～※22時～時給1250円以上

勤務地 ①パスタ屋一丁目 アピタ静岡店 
　静岡市駿河区南八幡町8-22 
　アピタ静岡 クオーレ館1F 
②レストランDADA 中原店 
　静岡市駿河区中原158-1

資格 高校生歓迎！大学生歓迎！学生大歓迎！ 
未経験者歓迎､お友達同士の応募もOK

待遇 食事補助有　昇給有　交通費規定支給 
車通勤可　紹介褒章制度有　制服貸与

応募 まずはお気軽にお電話下さい！ 
勤務開始日も相談に応じますよ！ 

【職場情報】
事業 飲食店経営

004-0937691

株式会社ハンザワ
A080-3431-9832(9時～18時30分)A志田
富士市中島448-4

楽しい仲間が
待っています!!

同年代が多く
活躍しているので､
他高･他大学のお友達も
できちゃいますよ♪

草薙駅からスグ yyykmn
01①仕込さん 
　　②ホール･調理補助

時給①885円以上 ②930円以上 ※U有\

この春､新しいバイト始めませんか！ 
今春､大学･短大･専門学校へ進学 

される方､入学する前から､少しづつ､ 
アルバイト初めて見ませんか!!

仕事 接客と簡単な調理補助をお願いします｡ 
まずは元気に｢いらっしゃいませ～｣と､ 
明るく挨拶ができればOK♪ 
調理補助も難しいものはないので､ 
未経験の方もご安心下さい☆

【募集情報】
時間 ①10:00～14:00　②17:00～翌1:00 

※1日4h～､週3日～勤務OK 
※週末勤務できる方は週2日～勤務OK 
※シフトは2週間毎の自己申告制 
※テスト期間､帰省､サークル活動､ 
　部活動などのお休み希望もお気軽に 
　ご相談下さい｡

給与 ①時給885円 
②大学生･短大生･専門学校生　時給930円 
　(22時以降は時給1163円) 
高校生　時給900円 
※研修期間有(1ヶ月)時給885円　U有 
★①②共に､土日祝:時給50円UP

期間 長期　※勤務開始日の相談OK
資格 未経験者大歓迎 

高校生･大学生･短大生･専門学生大歓迎 
22時以降は18歳以上

待遇 能力により随時昇給有　交通費規定支給 
まかない有　制服貸与　車通勤可

応募 不明点や質問は 
お気軽にお問い合わせ下さい。

【職場情報】
事業 飲食店経営
《担当から》 
この春新しいバイトを始めませんか？ 
何か新しい事始めたいな～！遊びもバイトも 
両立したい！そんなあなた大歓迎です♪

002-3109162

炭火焼肉酒家 牛角　草薙店
054-344-5529　採用担当
静岡市清水区草薙1-2-24　中村ビル2F
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スマイルホテル
静岡吉田インター
☆2月にリブランド☆

スタッフ大募集!!
短時間勤務など

シフトの相談には応じます♪

榛原郡吉田町 xyybkm
01未経験者歓迎 
　　ホテルのフロントスタッフ

時給950円～※深夜時給1188円～

*学生さん大歓迎* 
*初バイトの方も大歓迎* 

試験休みや短時間勤務も相談OK
仕事 フロントでのチェックイン･アウト等の 

カウンター業務｡宿泊予約や､インター 
ネットでの販売管理､その他宿泊業務全般 

【募集情報】
時間 ①17:00～22:00(内3～5時間､時間応相談) 

②22:00～翌9:00(休憩3時間､実働8時間) 
※週2～3日又は､週5日勤務など応相談

給与 時給950円～※22～翌5時は時給1188円～ 
　 週5日：月収約7万～17万円 
週2～3日：月収約3万～8万円

資格 未経験者､学生さん大歓迎 
経験者も大歓迎

待遇 昇給制度有､交通費規定支給､車通勤可､ 
社会保険完備､従業員割引制度有､ 
深夜手当25％増(22～翌5時)､制服貸与､ 
契約･正社員へのキャリアアップ制度有 

【職場情報】
事業 ビジネスホテルチェーン 

《ＵＲＬ》http://www.smile-hotels.com/

042-0401453

スマイルホテル静岡吉田インター
㈱ホスピタリティオペレーションズ
A0548-34-5667　採用担当まで
榛原郡吉田町神戸1005

当ホテル
大
井
川

東名高速道路

吉田IC 大日橋南

吉田大東線

ファミリー
マート

県道34号･230号

ナイトフロントスタッフ大募集☆
人柄重視で採用いたします!!
●お客様に対しても､仲間に
　対しても気遣いができる方
相手の立場にたった考え方･
行動ができる方を求めます｡
●チームワークを大切にできる方
スタッフ同士が信頼･協力し合い､そして
楽しく働くことで､お客様に満足頂ける
サービスを提供できると考えております
ぜひ一緒に働きましょう♪

藤枝駅より徒歩3分 xyybGm
0ナイトフロント

時給890円～1112円以上

高時給でガッツリ♪ 
夜間のみのシゴト！ 
◎学生さん大歓迎!!◎ 
★社員登用有★ 　

仕事 ●基本的に､お客様のチェックインは 
　終わっておりますので 
　お出かけになられたお客様の 
　お帰りをお待ちするお仕事です｡ 
●また､早朝にお出かけになる 
　お客様へのチェックアウト時の 
　ルームキーのお預かり､領収書の 
　お渡し等もございます｡ 
※作業には､簡単なPC操作を必要として 
　おりますが､PCを触ったことがあれば 
　大丈夫です｡ 

【募集情報】
時間 23:00～翌8:00 

給与 23:00～翌5:00／時給1112円以上 
5:00～8:00／時給890円以上 

期間 長期 

資格 年齢や経験は不問｡人柄を重視｡ 
お客様に対しても､ 
仲間に対しても気遣いができる方 
チームワークを大切にできる方 
異業種からの転職歓迎 

待遇 車通勤可(駐車場有) 
頑張りに応じ報奨金制度有 
社割制度有(レストラン) 
社員登用有 

【職場情報】
事業 ホテル＆レストラン経営

002-3109986

株式会社藤枝パークインホテル
A054-643-4311　担当／岡田・稲垣
静岡県藤枝市駅前2-12-16

＼おそば屋さんで働こう／
＼バイトデビューも応援♪／

 
*週1日～､1日3h～OK
*1ヶ月ごとのシフト自己申告制
*おちつくキレイな店内
*シフトの融通抜群
*1500円相当のまかないも無料

国道一号線沿い yyyGko
01おそば屋さんのお手伝いスタッフ

平日昼／時給920円　\

シフトの融通がききやすい0 
働いた後はおいしい賄い付き…♪ 
学生さん･主婦さん幅広く活躍中!! 
楽しく自分らしく働きませんか-
仕事 店頭にて注文聞きや配膳､片付け等 

簡単な調理補助をお願いすることも 
あります｡ 
難しいことはないのでご安心下さい｡ 
徐々に慣れて下さいね｡ 

【募集情報】
時間 昼／10:00～15:00 

夜／18:00～21:30 
※週1日～､1日3h～OKです 
※平日のみ､土日のみなど応相談 
※1ヶ月ごとのシフト自己申告制 

給与 平日夜／時給920円 
土日祝／時給970円 

資格 学生大歓迎　 
主婦･主夫､Wワーク大歓迎 
未経験者歓迎 

待遇 賄い有､昇給有､ 
制服貸与､研修有､ 
車･バイク･自転車通勤可､ 
従業員割引有 

応募 まずはお気軽にお電話下さい｡ 
DOMONETからも応募できます｡ 

【職場情報】
事業 蕎麦屋

002-3091976

蕎麦屋　慶徳
A054-348-6052
静岡市清水区七ツ新屋2-1-63

バイトデビュー応援-
平日、土日祝など

勤務曜日はお気軽に相談下さい
 

お友達同士の
応募もお気軽に+

 
【最高時給】１８００円0

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1060円～1800円＋報奨金＋C支給

*土日祝のみの勤務も大丈夫* 
シフト申告制で学校とも両立が可♪ 
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 ①17:00～21:00(火･水･木･金) 

②10:00～15:00(土･日･祝) 
③16:00～21:00(土･日･祝) 
※残業無し　 
※一か月ごとの自己申告制 
※土日祝のみの勤務もOK 
　特に③が出来る方歓迎します

休日 定休日／月曜＋隔週火曜
給与 ※経験･能力･勤務日数､時間による 

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 昇給有　ガソリン代規定支給 

交通費規定支給(月2万円まで) 
車･バイク･自転車通勤可 
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 

《ＵＲＬ》http://www.frontier-group.jp/ 
《担当から》 
テレアポもノルマもありません｡ 
平日･土日祝出勤でガッツリ稼げます｡ 
土日祝のみもOKなのでお気軽に相談下さい｡

002-3107092

株式会社フロンティア　静岡支店
A054-202-8088　担当／讃井(サヌイ)
静岡市駿河区西脇774-1　梅原第一ビル3F
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＼　働きやすさで選ぶなら　／
＼「びっくりドンキー」!／

*学生さん活躍中!!*
 

●週末だけ　●平日だけ　　　　
●短時間で　●ガッツリ働きたい
●今週は出れない　などなど…　

柔軟に対応します♪
 

お友達同士の応募も◎

シラトリさん向かい xyyfjk
01①キッチンスタッフ 
　　②ホールスタッフ

時給960円～1225円以上　\

☆キッチンorホール希望聞きます" 
☆キッチンは接客一切なし" 
☆シフト自己申告OK"(1週ごと) 
☆長期･短期共に大歓迎"

仕事 ①A.サラダ盛り付け･ハンバーグを焼く 
　B.食器洗い･キッチン後片付け 
　※ホールに出て接客は一切ナシ" 
②A.元気なあいさつ･接客 
　B.お席までのご案内･注文取り 
　C.ドリンク作り 
  D.料理をお持ちします 
    (多い時は台車で運びます♪)

【募集情報】
時間 10:00～翌2:00の間で応相談 

※1日2h～OK♪　※週1日～OK♪ 
★土日どちらかできると助かります♪ 
★1週間ごとの自由シフトだから 
　予定が組みやすい！

給与 一般：時給980円～ 高校生：時給960円～ 
22時以降：時給1225円～

期間 長期(短期も相談OK)
資格 未経験者大歓迎 土日できる方歓迎 IOK
待遇 C規定 E有 D有 服貸 社登有 車通勤OK
応募 お気軽にご応募下さい!※履歴書不要です

【職場情報】
事業 ハンバーグレストラン

002-3108118

びっくりドンキー　東町店
A054-221-7830　担当／鈴木
静岡市葵区東町52-5

静岡鉄道

東海道本線

東海道新幹線

産業館西通り

国道1号線シラトリ

当店朝日テレビ

音羽町

春日町

＝★美味しい無料のまかないあり！★＝

　賄いでは、

最高ランクのお肉が
食べられます☆

落ち着いた趣のある雰囲気のお店で
今後社会に出た時などに役立つ、
マナーやスキルを､働きながら
身に付けることが出来ます♪

静岡市葵区呉服町 yyyGko
01店舗スタッフ

時給950～1000円　\

)業績好調につきスタッフ急募!) 
!　　　学校と両立しながら　　　! 
!ムリなく楽しくワイワイ働けます! 
土日ランチのみ、平日の夜のみOK!
仕事 ホールでの接客全般のほか､洗い場や 

調理補助などもお願いします｡ 
★一から丁寧に教えますので、 
　接客未経験の方もご安心下さい｡ 

【募集情報】
時間 昼／10:00～15:30 

夜／17:00～22:00 
※上記時間内で応相談｡週1日～勤務OK! 
※土日のランチのみ、平日の夜のみOK 
　ライフスタイルに合わせた働き方が 
　可能です 

給与 時給950～1000円 
※研修期間1ヶ月間は時給900円 

資格 年齢不問　未経験者歓迎 
学生歓迎　高校生OK 

待遇 昇給有　無料まかない有 

応募 まずはお気軽にお電話ください｡
【職場情報】
事業 飲食店 

《担当から》 
綺麗なお店で働けます♪ 
『学校が終わった夕方から働きたい』など 
相談に応じます！ 
賄いでは最高ランクのお肉が食べられます☆ 
まずはお気軽にお電話ください！ 
《ＵＲＬ》 
https://roastbeef-tawaraya.com/

002-3115986

ローストビーフ　たわら屋
A054-205-2910　担当／清水
静岡市葵区呉服町2-1-11　冨吉ビル1F

＼…注目ポイント…／

★シフト相談はお気軽に*)

★履歴書不要!手ぶらでOK+

★和気あいあい楽しい職場
★2週間毎の希望シフト制

★美味しい賄いあり0-
★バイトデビューさん大歓迎+

★シフトしっかり入れます!

静岡市･藤枝市 xyyeno
01ホール･キッチンスタッフ

②時給1000円～　\

★2店舗合同募集"シフト柔軟融通★ 
[嬉しい高時給] [週2日～勤務OK"] 
★皆でワイワイ楽しく働けます★
仕事 ＜ホール＞ 

笑顔でお客様のお出迎え･接客を 
お願いします。 
＜キッチン＞ 
簡単な盛付けからスタートするので､ 
未経験の方もご安心下さい。 

【募集情報】
時間 ①12:00～17:00(16:00) 

②17:00～24:00 
※週2日～､1日3h～勤務相談OK 
※平日のみ･土日のみ･お迎え迄･終電迄･ 
　テスト期間中のお休み等相談OK

給与 ①時給890円～ 
　※研修期間1ヶ月有(同条件) 
②時給1000円～ 
　大学生／時給950円～ 
　高校生／時給900円～ 
　※22時以降は25％割増有 
　※研修期間1ヶ月は時給－50円 
　　(高校生は時給890円)

勤務地 A.鶏菜／葵区黒金町55 静岡交通ビル 8F 
B.うお鶏　藤枝店／藤枝市前島1-3-1 
　　　　　　　　　ホテルオーレ2F

資格 経験･年齢不問､学生歓迎 
高校生OK(22時迄)　かけもちOK

待遇 交通費規定支給､制服貸与､昇給随時 
美味しい賄い有､社員登用制度有

応募 まずはお気軽にお電話ください｡ 
(履歴書不要､友達同士の応募もOK) 
※受付／うお鶏 静岡店　A雨宮 

【職場情報】
事業 創作居酒屋

002-3116003

株式会社ワンステップ
☎054-274-2121(うお鶏 静岡店)
静岡市葵区両替町2-4-16　金龍ビル2F

☆学生のバイトデビュー応援☆
30代･40代のベテランスタッフが
多いので分からない事は優しく
教えてもらえますよ。

丁寧な研修もあるので安心です！
留学生活躍中♪

コミュニケーションをとることで
言語を学べますよ！！

ピアゴ･ヤマト運輸様近く xyycGk
01セブンイレブン店舗スタッフ

時給900円

＼久々求人！週2日～シフト相談OK／ 
空いた時間や､土日を有意義に使おう! 
難しい業務ができると昇給あり♪♪ 
)学校行事などでのお休み相談OK!!)
仕事 レジ、接客、商品陳列、等 

時間帯によって、上記業務以外にも、 
下記業務をお願いします。 
【時間帯によって変わる業務】 
①お昼の仕込み(揚げ物準備等)、 
　発注業務(任されたら時給アップ!!) 
②③納品受入、品出し 
③清掃業務

【募集情報】
時間 ① 9:00～13:00 

②13:00～18:00 
③18:00～20:00 
▷週2日～勤務OK 
▷土日できる方歓迎､土日のみもOK 
▷時間･曜日等お気軽にご相談下さい

給与 時給900円
資格 年齢･経験不問　未経験者歓迎 

高校生可　学生･主婦主夫･Wワーク歓迎
待遇 昇給　車通勤可　駐車場有 

交通費規定支給　制服貸与
【職場情報】
事業 コンビニエンスストア

002-3106723

セブンイレブン　焼津八楠店
A054-626-7022　担当／吉浦
焼津市八楠4-38-21

焼津IC

六間川北

八楠公園

焼津八楠
宅急便センター

ピアゴ

当店

甲賀病院

東名高速道路
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★★ココがポイント★★
☆絶品の賄いあり
☆土日祝は時給UP
☆年に3回の繁忙期
　お疲れ様パーティー有
☆楽しい仲間が沢山
☆駅近で通勤便利

葵区長沼 zyyuko
01焼肉屋のホールスタッフ

時給1000～1250円※土日祝は時給50円UP

)未経験者･学生･フリーター歓迎) 
男女共に活躍中" 

メニューにない絶品の賄いアリ+ 
テスト期間や学校行事も柔軟対応◎
仕事 お客様の案内や注文聞き､料理運び､ 

片付けなどをお願いします。 
★楽しい仲間とワイワイ働きたい方に 
　ピッタリのお仕事です♪ 
　

【募集情報】
時間 土日祝／11:00～15:00 

全　日／17:00～24:00 
★週2日～､1日3h～勤務OK 
★22:00以降出来る方大歓迎 
★土日祝のみもOK 
★1週間毎のシフト自己申告制 
★テスト期間や学校行事､帰省等の 
　シフト相談はお気軽にどうぞ。

給与 時給1000～1250円 
※研修期間100h有は時給－50円 
★土日祝／時給50円UP 
★22:00以降／時給25％UP 
★高校生／時給950円

資格 未経験者歓迎 
学生･フリーター･Wワーク歓迎

待遇 交通費規定支給　制服貸与 
賄い補助有　車通勤OK 
正社員登用制度有

応募 まずは､お気軽にお電話下さい。 
★受付／平日は15:00～ 
　　　　土日祝は11:00～ 
★DOMONETからは24h受付中！ 

【職場情報】
事業 焼肉を中心とした韓国料理店

002-3115917

韓食房おんどる
有限会社　慶州
A054-264-0011　担当／田宮
静岡市葵区長沼651

学生歓迎
～全時間帯で募集します～

 
●気さくなスタッフがフォロー
●週2日～シフト相談OK
●学校行事等のお休み考慮

清水区沼田町 yyyjGk
01コンビニスタッフ

①時給960円～②③時給890円～④\

★★幅広い時間帯で募集★★ 
週2日～日数相談応じます｡ 
高校生､大学生､専門生歓迎$ 

まずはあなたの希望を教えて下さい｡
仕事 接客､レジ､品出し全般をお願いします｡ 

未経験から始められるお仕事です｡ 

【募集情報】
時間 ① 5:00～ 8:00 

②12:00～16:00 
③18:00～22:00 
④22:00～翌5:00(金土のみ) 
※週2､3日～日数応相談

給与 ①時給960円～ 
②③時給890円～④時給1125円

資格 未経験者歓迎　学生歓迎 
③高校生可

待遇 昇給有　制服貸与 
車通勤可

応募 まずはお気軽にお電話ください｡ 

【職場情報】
事業 コンビニエンスストア
《担当から》 
空いた時間に賢くお小遣い稼ぎ♪ 
あなたからのご応募お待ちしています｡

002-3119388

セブンイレブン 清水沼田町店
A054-336-0715　採用担当まで
静岡市清水区沼田町10-41

勤務地
au
ショップ

秀英iD予備校

上力町

静清交通

県道198号線

ラーメン
ショップ

ポプラ並木通り

短期も長期も
4月は特別ボーナスあり
出勤日数で給与に加算！
稼ぎたい方大歓迎！

業界6年連続
No,1"

東名静岡ICそば xyyhkm
01①引越アシスタント　 
　　②梱包スタッフ

①時給1000～1300円　②時給900円～

★４月は特別ボーナスあります！☆ 
未経験者大歓迎"丁寧に教えます｡ 
男女別の施設も用意♪平日のみOK♪
仕事 ①荷造り､搬出･搬入の補助を行います｡ 

　2～3名のチームで､1日2件くらい 
  回ります｡重い荷物は社員が運ぶので 
　ご安心下さい｡男性活躍中です｡ 
②食器や小物などの荷造り･ 
　荷解きをお願いします｡ 
  重い荷運びはありません｡ 

【募集情報】
時間 ①7:00～16:00(休憩有) 

②8:00～17:00の間で4～5h位
給与 ①時給1000円～1300円 

②時給900円以上 
※残業をお願いした場合､ 
　1分単位でお支払いします♪ 
4月は勤務日数に応じて特別ボーナス有 
10日以上/3万円　15日以上/4万5000円 
20日以上/6万円　※月額にて支給 
　※高校生は半額

勤務地 静岡支社/静岡市駿河区中島462-2 
※作業場近くの最寄り駅への送迎もOK

期間 10日間からの短期､または長期
資格 未経験者歓迎､中卒以上､高校生OK､ 

お友達同士の応募もOKです
待遇 車･バイク通勤OK､交通費規定支給､ 

社員登用･お友達紹介制度有､社保完備､
負担金 制服代負担有(4000円～5000円)
応募 電話連絡後､履歴書･本人確認できる物 

(免許証等)持参下さい｡ 

【職場情報】
事業 引越専門業

002-3114414

㈱サカイ引越センター 静岡支社
東証一部上場
C0120-058-699 (担当:鈴木)
静岡市駿河区中島462-2

◇若い力求む!!◇
｢バイトを始めてみようかな…｣｠

そんな学生さん!!歓迎!!
いちから丁寧に教えるので

徐々にできる事を増やしましょう♪
 

テストや学校行事等
お休みも考慮します♪

清水区三保 yyyjGk
01未経験から始める 
　　コンビニスタッフ

時給①950円～②③④900円～⑤⑥\

★幅広い時間帯で募集★ 
学校との両立ができる♪ 
勤務開始日も相談応じます｡ 

空いた時間で始めてみましょう♪
仕事 レジ､品出し､接客業務をお願いします｡

【募集情報】
時間 ① 5:00～ 9:00 

② 9:00～13:00 
③13:00～17:00 
④17:00～21:00 
⑤21:00～翌1:00 
⑥ 1:00～ 5:00 
◆週2､3日～勤務日･時間応相談 
◆高校生は5～22時内の勤務のみ

給与 ①時給950円～ 
②③④時給900円～⑤⑥時給1125円～ 
◆21～22時は時給900円～ 
◆研修期間(1～2か月程度)は 
　時給885円～1107円 
◆高校生は時給885円～

資格 未経験者歓迎　高校生OK 
学生さん大歓迎

待遇 制服貸与 車通勤OK 昇給有 社会保険有
応募 24時間､DOMONETからも応募受付中です！

【職場情報】
事業 コンビニエンスストア

002-3100192

セブンイレブン 清水三保店
A054-334-5548　採用担当まで
静岡市清水区三保92-2

当店

三保松原
入口

御穂神社

駿河湾

マックスバリュ

清水三保
第一小学校

三保街道

御穂神社入口

杏林堂薬局
羽衣公園
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☆短期
期間の相談もOK♪

☆軽作業
衣類の仕分け等補助作業

☆週2～OK
短時間もOK♪相談下さい

焼津市大覚寺 yyykmn
01仕分けなどのカンタン軽作業

時給890円～950円

★☆お試し短期もOK☆★ 
人気のかんたん＆軽作業" 

週2日から､時間の相談もOKです◎ 
職場の雰囲気が気になる方は見学もOK
仕事 お預かりした衣類へのタグ付けや 

整理整頓､梱包などの簡単な軽作業です☆ 
コツコツやることが好きな方も､ 
皆で一緒に作り上げることが好きな方も 
向いているお仕事です◎ 
わからない事など､先輩にスグ聞けるので
未経験の方もご安心くださいね♪ 

【募集情報】
時間 7:00～18:00内で時間の相談OK♪ 

※週2日～勤務OK☆
期間 長期･短期共に歓迎です!! 

※時期によっては､数週間や､ 
　3ヶ月程度などの短期も可能です!! 
　期間はご相談くださいね♪

資格 未経験大歓迎 
ほとんどの先輩が未経験からスタート 
していますので､ご安心ください♪

待遇 交通費規定支給 
車･バイク･自転車通勤OK 
従業員割引 
有給休暇 
制服貸与 
正社員登用制度有

応募 まずはAください｡ 
※下記電話が繋がらない場合は､ 
A080-4438-3657まで 
DOMONETのWEB応募も受付中です♪ 

【職場情報】
事業 クリーニング工場運営

002-3097841

株式会社ホワイトウイングス　焼津工場
A054-629-6602 A採用係 受付:9～13時
焼津市大覚寺2-19-15

♪経験がない方でも大丈夫♪

大勢の仲間と一緒に
教室を作り上げていく
｢喜び｣があります♪
☆新しい仲間を募集中☆
まずは生徒さんの気持ちを
理解してあげることから

始めて下さい!!

静岡県中部地区 yyykmn
01①個別指導塾の講師 
　　②事務など教室運営のお手伝い

①1授業(90分)1630円～2500円　②\

仕事 ①小学生・中学生・高校生を対象とした 
　個別指導塾の講師　※全科目の中から 
　指導科目は相談に応じます 
②事務など教室運営のお手伝い

【募集情報】
時間 16:00～21:30の間で時間・勤務日は 

相談に応じます
給与 ②時給890円以上
勤務地 焼津小土教室(焼津市小土283-9) 

焼津道原教室(焼津市道原2-2) 
藤枝駅前教室(藤枝市駅前1-2-3) 
藤枝水守教室(藤枝市水守2-2-1) 
島田教室(島田市本通3-6-1)

資格 未経験者OK
待遇 交通費規定支給、昇給制度有(年1回)、 

研修制度有、正社員登用制度有
応募 まずは本部(株式会社セント・リングス)

までお気軽にお電話下さい。
【職場情報】
事業 個別指導塾(小・中・高・浪)
《担当から》 
人に何かを教えることは、自分自身の成長に
もつながります。指導教科を通して教養や表
現力がつくのは勿論ですが、生徒や仲間と触
れながら、コミュニケーション力が着実にア
ップします

002-3075322

明光義塾(5教室合同)
C0120-556-977　担当／湯山
上記参照

≫選べる時間≪
▶勤務開始日は相談OK
▶バイト未経験者も歓迎
週1日～､日数も応相談◎
★★同年代も活躍中★★

清水区木の下町 xyyeGk
01店内スタッフ

①時給910円～②③④時給890円～

幅広い時間帯で募集$ 
◎週1日～勤務OK◎ 

未経験者＆バイトデビュー歓迎$ 
勤務開始日等お気軽にご相談下さい｡
仕事 レジ業務､接客業務､発注作業等の 

店内業務をお願いします｡
【募集情報】
時間 ① 6:00～9:00 

② 9:00～13:00 
③13:00～17:00 
④17:00～22:00 
※週1日～､時間･曜日応相談 
※特に土日できる方歓迎

給与 ①時給910円～②③④時給890円～
資格 未経験者歓迎 

学生歓迎
待遇 制服貸与　昇給有　研修期間有
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》 
学業や育児との両立もしやすい環境です｡ 
未経験の方も丁寧に教えますので､ 
安心してご応募ください｡

002-3116658

セブン-イレブン 清水木の下町店
A054-351-3351　採用担当まで
静岡市清水区木の下町314-2

当店

清水岡小

桜橋
静岡清水線

東海道本線

桜ヶ丘病院

イオン

巴川

＼バイトデビューを応援／
家族連れのお客さんが多い､
和やかなゲームセンターです☆
★高時給！土日祝や夜勤は50円UP
★週2日～シフトの相談可能！
★テスト期間などの学校行事や
　プライベートなご予定にも配慮！
もちろん､ゲームに詳しくなくてもOK！
一緒にお店を盛り上げていきましょう♪

静岡市葵区･島田･大井川 yyyFkm
01アミューズメントスタッフ

時給900～1000円　\

☆お近くの店舗で働けます☆ 
ゲームが好き！楽しいことが好き！ 
…そんな学生さん､大歓迎です♪ 
研修やマニュアルもあるので安心！
仕事 アミューズメントスタッフのお仕事です｡ 

接客､景品補充､ディスプレイ､簡単な 
機械メンテナンスなどをお願いします｡ 
★ゲーム好き歓迎 
楽しみながら働けるチャンス！！ 
最新ゲーム筐体にもいち早く 
出会えるかも知れませんよ♪

【募集情報】
時間 ①A.10:00～17:00　B.17:00～24:00 

②A.10:00～17:00　B.10:00～16:00 
　C.17:00～翌1:00　D.18:00～翌1:00 
　※週2～3日程度　※土日のみOK 
③17:00～24:00　※時間は応相談

給与 ①A.②A.B.時給900円 
①B.②C.D.③時給950円 
　　　　　　※時給900円＋夜勤手当50円 
※全て土日祝＋50円

勤務地 ①静岡県静岡市葵区沓谷5-13-4 
　アップル　新北街道店 
②静岡県島田市宝来町8-5 
　アップル　島田店 
③静岡県焼津市下江留1327 
　アップル　グランリバー大井川店

資格 高校生不可 
学生･フリーター･主婦主夫歓迎 
未経験者歓迎　高卒以上

待遇 車通勤可　制服貸与 
研修有(給与変動無)　深夜割増有

応募 ①A054-261-9109 
②A0547-54-4351　A柴田 
③A054-270-3244　A鈴木･永井･成岡

【職場情報】
事業 ゲームセンターの経営

002-3088144

アップル新北街道店･島田店･大井川店
A上記参照
住所上記参照
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バイトデビュー
応援します!!
学校行事との
両立も出来る
仕事ですよ♪

静岡伊勢丹地下１F yyykmn
0お弁当や総菜の販売スタッフ

時給900円

創業130年!お弁当の東海軒です" 
静岡伊勢丹店舗にてNEWスタッフ募集 

*春から新しい職場で働こう* 
まずはお気軽にお問い合わせ下さい!
仕事 静岡伊勢丹地下1F｢SOZAI屋とうかいけん｣ 

でのお弁当や総菜の販売等を 
お願いします｡

【募集情報】
時間 15:00～19:30　4.5時間(休憩なし) 

※週2～5日勤務（要相談）
勤務地 静岡伊勢丹地下１F 

「SOZAI屋とうかいけん」 
静岡市葵区呉服町1-7

資格 経験者･未経験者歓迎 
大学生･専門･短大生歓迎

待遇 制服貸与､交通費規定支給
応募 電話連絡後､履歴書を持参下さい｡

【職場情報】
事業 お弁当の製造､販売運営 

《担当から》 
初めての方も丁寧にお教えいたします｡ 
創業130年の歴史と伝統ある会社です｡ 
安心して働ける環境を整えております! 
《ＵＲＬ》 
https://www.tokaiken.jp/

002-3109044

株式会社 東海軒
A054-654-0068  担当／加山
静岡市駿河区登呂6-5-35

葵区役所

駿府城
公園

青葉通り

江川町
通り 呉服町

静岡伊勢丹

国1

七間町通り 呉
服
町
通
り

葵タワー

静岡駅

◇◆おすすめポイント◆◇
・シフト融通利きます♪
・学生～60代シニアまで
　幅広く活躍中♪♪
・社員割引あり
・嬉しい土日祝時給アップ！
 
フカフカであったかな美味しいパンと
美味しく優しい香りに包まれた職場♪

藤枝市前島･焼津市小川 xyyeGk
01パン屋さんのスタッフ

時給910円～1160円　\

-0 パン好きのアナタ！必見！ 0- 
学生～60代以上まで幅広く活躍中♪ 
週2日～､1日3h～勤務相談OK"　 

-0新作の試食はスタッフの特権0-
仕事 生地作成～焼くまでの工程作業や 

レジ､接客､商品陳列など 
▷フカフカであったかな美味しいパンと 
　美味しく優しい香りに包まれた職場♪ 

【募集情報】
時間 5:00～20:00の間で1日3h～相談OK 

【例】5:00～12:00／6:00～10:00 
　　　8:00～17:00／17:00～20:00 
▷週2日～勤務OK　 
▷土日のみの勤務可 
▷シフトは月1回申請でOK 
 (毎月15日提出)

給与 時給910円 
▷全日5～8時／時給＋150円 
▷土日祝勤務／時給＋100円

勤務地 藤枝店／藤枝市前島3-9-50 
焼津店／焼津市小川2826

資格 未経験者･経験者ともに歓迎 
学生歓迎　高校生OK

待遇 昇給有　制服貸与　従業員割引有 
車･バイク･自転車通勤可(駐車場有)

応募 まずは､お気軽にお電話下さい｡ 
「DOMONET」では24時間応募受付中です｡ 

【職場情報】
事業 パン製造・販売業 

《担当から》 
こんな方歓迎しています！ 
･小さい頃､パン屋で働くことが夢だった方 
･焼きたてパンの香りに癒されたい方 
･沢山のパンに囲まれて仕事をしたい方

002-3109060

石窯パン工房　パトン
A054-656-0810
焼津市小川2826

＼ラーメン好き､集まれ～／
 

モダンな造りで
"とにかくおしゃれ"

 
★1日3時間～､週2日～OK
★昇給有･無料まかない有
★シフト融通バツグン

 
【面接時､履歴書不要★】

静岡伊勢丹から徒歩約5分 xyyeko
0①ラーメン屋さんのホール 
　②キッチン(簡単な調理補助)

時給1000円以上

)お洒落なお店の【拉麺　葵】) 
バイトデビュー応援" 

簡単な内容で未経験でも安心+ 
★おいしいまかないもやる気の源★
仕事 ①お客様ご案内､料理運び､片付けなど。 

　食券購入のため注文取りやレジは 
　なく簡単で安心です。 
②メインのスタッフの調理補助や 
　簡単な盛付､片付けなど。 
※カウンターとテーブル席2つ､全16席｡ 
　1日2～3名体制で回しています｡ 

【募集情報】
時間 昼／10:00～15:00の間 

夜／17:00～23:00の間 
★1日3h～､週2日～勤務OK 
★授業終わりからや終電･終バスまで 
　など時間･日数の相談OK 
★2週間ごとのシフト自己申告制

給与 試用期間1カ月程度は時給900円～
資格 年齢･性別･経験不問　未経験者歓迎 

学生歓迎
待遇 随時昇給　交通費規定支給  

制服貸与　美味しい無料賄い有　 
扶養内勤務OK　深夜割増有 
正社員登用有(積極採用！)

応募 まずはお気軽にお問い合わせ下さい｡ 
面接時､履歴書不要♪友達同士の応募OK 
学生さんは､テスト終了後からの 
勤務開始もOK◎ 

【職場情報】
事業 ラーメン屋

002-3089548

拉麺　葵
A054-269-6116　担当／近藤
静岡市葵区七間町16-3「SOZOSYA TERRACE」1F

静岡老舗のお蕎麦屋さん｢八兵衛｣

学校もプライベートも

バイトも両立したい学生必見！
静岡市の大学に通う学生多数活躍中★
♪週2日～、夕方からの勤務
♪バイト前に美味しいまかないあり！
　　　　　　　…もちろん無料！
 

★履歴書は不要★

藤枝市役所向かい xyyeko
0お蕎麦屋さんの 
①キッチン(調理補助) ②ホール(接客)

時給950円以上 ※土日祝/時給1000円以上

おいしいお蕎麦の賄いが嬉しい- 
◆週2日～OKのお蕎麦屋さんバイト◆ 

礼儀作法も身につきます！ 
＜土日のみもOK＞＜昇給随時あり＞
仕事 ①盛付補助､天ぷらあげ等 

　現在は20歳前後の男女が活躍中｡ 
　お客様やスタッフ間でのコミュニケー 
　ションを楽しんで働いています｡ 
②接客､注文取り等 

【募集情報】
時間 平　日/18:00～22:00 

土日祝/ 9:50～18:00　18:00～22:00 
※週2日程度(土日のみもOK)

資格 未経験者､学生･高校生大歓迎
待遇 随時昇給､制服貸与､駐車場有､ 

友人･知人紹介制度､ 
成績賞与制度有(毎月チャンス有)､ 
おいしいお蕎麦の賄い有！(無料)

応募 まずはお気軽にお電話ください｡ 
面接時は履歴書不要です｡ 
DOMONETからもご応募できます｡ 

【職場情報】
事業 手打ちそば屋

002-3096186

蕎麦屋　八兵衛
A054-643-6262　担当／町塚
藤枝市岡出山2-9-27

千歳

岡出山

郵便局

市立図書館

当店
静鉄タクシー

藤枝市役所

緑町

ちとせ通り
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＼時給1000円!!／
 

1週間ごとの

シフト自己申告制で
勉強や部活との両立◎

 

駅近で通いやすい店舗です!!

西焼津駅～徒歩5分 yyko
0ホール･キッチンスタッフ 
　(注文伺い､料理の提供､調理補助)

時給1000円から　\

未経験者も丁寧に教えます♪ 
シフト相談お気軽にどうぞ！ 
友達同士の応募も大歓迎" 

バイトデビューはお任せください♪
仕事 まずは元気な挨拶ができればOK！ 

ご案内や配膳・片付け、簡単な調理補助
をお願いします。 
券売機があるのでレジ作業なし! 
1から丁寧に教えるのでご安心下さい。 

【募集情報】
時間 9:00～翌2:00の間で時間応相談 

※1日3h、週2日から相談OK 
※1週間ごとのシフト自己申告制 
☆授業後や部活後､土日のみもできます!!

給与 時給1000円から 
※研修期間50時間有り…時給950円 
※22時以降深夜割増有 
　(18歳以下は22時迄) 
※高校生…時給900円(※研修期間同条件) 
※土日祝…時給50円UP!!

期間 長期又は短期も相談OK
資格 未経験者歓迎　接客､ラーメン好き大歓迎

勉強や部活との両立を目指したい 
学生さん大歓迎　※I22時まで

待遇 食事割引有　車･バイク･自転車通勤可　
昇給あり 
制服貸与　店舗移動なし 
紹介制度あり 
社会保険完備(規定による)

応募 お気軽にお問い合わせ下さい!! 
ペア応募も歓迎します♪

【職場情報】
事業 ラーメン店　(経営)株式会社髙田企画 

《ＵＲＬ》http://www.takada-plan.co.jp/

002-3095313

麺屋たろうず　焼津店
株式会社髙田企画
A0545-53-6698　担当/総務人事課
焼津市小屋敷472

業績好調につき

☆時給1200円☆
 

新入生大歓迎!!
居酒屋バイトの経験は

絶対社会に出て役立ちます!!

JR静岡駅南口より徒歩3分 xxyefG
0①ホールスタッフ 
　②キッチンスタッフ

時給1200円　\

静岡駅徒歩圏内で9店舗を展開中♪ 
しぞーかおでん祭でも人気のお店☆ 

シフトの融通が◎ 
☆とにかく仕事は楽しくがモットー☆
仕事 笑顔でお客様にご挨拶､カクテル等の 

簡単なドリンク作り､テーブルの片付け 
など､出来る事から始めていきましょう♪ 
難しい作業もないので､ 
だんだんと慣れていって下さいね｡ 

【募集情報】
時間 17:00～23:00内で1日5h～OKです! 

※週2日～日数相談OK 
※学校の日程･個人の都合等考慮します 
※終電･終バスも考慮します 
※シフト自己申告制 

給与 時給1000円 
※16時以降時給＋200円の手当有 
　実質時給1200円以上!! 
※22時以降は時給1250円以上!! 

資格 未経験OK　学生大歓迎　高校生不可 

待遇 制服貸与(更衣室･個人ロッカー有) 
正社員登用制度有 
従業員割引有(50％OFF)　昇給有 

応募 B後､履歴書持参で面接行います｡ 
※友達同士の応募も大歓迎です！ 

【職場情報】
事業 静岡おでん＆地元グルメの居酒屋 

《ＵＲＬ》 
http://www.shouetsu.co.jp/

002-3098404

海ぼうず　本店
「海ぼうずグループ」
A054-280-5511 担当／㈱正悦 採用担当
静岡市駿河区南町6-11　海ぼうずビル1F

*短期スタッフ募集*
＝GW中のバイト＝

 

新茶の香りに囲まれて
心地よく♪楽しく♪
働ける環境です+

 
＼初めての方も積極採用中／

BP金谷大代インター近く xyyhGm
0新茶の発送･軽作業･箱詰め

時給900円～　\

*毎年人気のお茶のお仕事です* 
GW中のバイト"短期で集中して稼ぐ☆ 

1日3h～OK◎働き方イロイロ+ 
勤務日数･休日はお気軽にご相談を☆
仕事 新茶の発送･軽作業･箱詰め 

★5～6名の大量募集となります｡ 
　1日3h～OK！GWのみの勤務もOKです｡ 
　働く時間を調整できるので､ 
　プライベートも充実させながら 
　無理なく働ける環境です♪

【募集情報】
時間 9:00～18:00 

15:00～19:00 
※1日3h～､日数応相談｡ 
※GWのみの勤務も可。 

給与 時給900円～ 

期間 4月末～5月末 
※5月末以降の長期勤務の可能性も有 
※勤務日数･休日等､相談可 

資格 学生歓迎･高校生OK 

待遇 交通費一部支給　マイカー通勤可 

応募 まずは､お気軽にお電話下さい。 
担当／木村 
※面接時､履歴書(写真貼付)持参下さい

【職場情報】
事業 緑茶の仕上加工､販売､通信販売 

《担当から》 
創業32年の地元密着企業です｡ 
春の香りをお届けするお仕事♪ 
ぜひ一緒に働きませんか? 
皆様のご応募をお待ちしております。

002-3114998

株式会社カネス製茶
A0547-46-2069(月～土／8:00～17:00)
島田市牛尾834-1

4月中旬､
リニューアルオープン

予定につき､

スタッフ募集☆
人と話すのが好き♪｠
料理を覚えてみたい♪

そんなあなたを応援します!!

静鉄 新清水駅より徒歩3分 yyyGko
01店舗スタッフ(調理･接客)

時給950円以上 ※金土祝前日/50円UP \

バイトデビュー歓迎!! 
うれしい賄い補助!! 

金･土･祝前日　時給50円UP!!
仕事 店舗でのホールまたはキッチン業務を 

お願いします｡ 
年齢や経験は不問です。 

【募集情報】
時間 14:00～19:00　17:00～23:00頃 

※ご相談させていただきます｡ 
※週末のみの勤務もOK 

休日 日曜定休日 
(月曜祝日の場合､日曜営業) 

給与 時給950円以上　22時以降1188円以上 
金･土･祝前日　時給50円アップ 
※研修期間(1ヶ月)時給885円 

期間 長期 

資格 未経験者歓迎　経験･年齢不問 

待遇 交通費規定支給　食事補助有 

応募 不明点や質問はお気軽にお問い合わせ 
下さい｡応募完了後､こちらから面接日程 
について､ご連絡させていただきます｡ 

【職場情報】
事業 飲食店経営 

《担当から》未経験の方も大歓迎☆ 
成長中の会社なので､ぜひ一緒にチャレンジ
していきましょう♪お休みもしっかりあるの
でプライベートも大切にできます！

002-3110105

牛たんと地酒　あし家
A054-395-9515

静岡県静岡市清水区巴町12-3 
シィティーコーポ新清水 2F
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【おススメPOINT】
　☆温かい仲間がいっぱい!｠
　　初バイトさんも安心!

　☆学生も最高時給1200円!｠
 

静岡街中!パルコ前!!
餃子好きの男女大集合!

静岡市葵区紺屋町 xxyefG
0①ホールスタッフ 
　②キッチンスタッフ

16時以降／時給1200円　\

＼出来たて餃子で人気のお店♪／ 
楽しく働いて､良い仲間を作ろう！ 

★終電･終バス考慮★
仕事 笑顔でお客様にご挨拶､簡単なドリンク 

作り､テーブルの片付けなど､ 
出来る事から始めていきましょう♪ 
特に難しい事は求めません｡ 
難しい作業もないので､ 
だんだんと慣れていって下さいね｡

【募集情報】
時間 全日／17:00～23:00 

土日ランチ／11:00～16:00 
※1日5h～OKです! 
※週2日～日数相談OK 
※学校の日程･個人の都合等考慮します 
※終電･終バスも考慮します 
※シフト自己申告制 

給与 時給1000円 
※16時以降時給＋200円の手当有 
　実質時給1200円以上!! 
※22時以降は時給1250円以上!! 

資格 未経験OK　学生大歓迎　高校生不可 

待遇 制服貸与(更衣室･個人ロッカー有) 
正社員登用制度有 
従業員割引有(50％OFF)　昇給有 

応募 B後､履歴書持参で面接行います｡ 
※友達同士の応募も大歓迎です！ 

【職場情報】
事業 静岡おでん＆地元グルメの居酒屋 

《ＵＲＬ》 
http://www.shouetsu.co.jp/

002-3098339

餃子研究所　北口店
A054-280-5511 担当／㈱正悦 採用担当
静岡市葵区紺屋町7-8

ミニストップで
一度は食べた事のある!?
アイスクリームを作ろう!

 

☆1日3h～週2日～OK　
☆お好きな時間選べます!
＼あなたも仲間入り☆／

JR焼津駅から車で10分 yyyGmo
01ミニストップの店内スタッフ 
　　(レジ･品出し等の店内業務)

①～③時給885円　④⑤時給1110円

＼ミニストップで楽しくおシゴト♪／ 
嬉しい食事補助あり！ 

パフェやソフトクリーム作りなど 
ミニストップならではのお仕事も多数
仕事 ①は手作りおにぎり製造とレジがメイン｡ 

★自動釣り銭機導入でレジも簡単 
いっしょに仕事をしませんか？ 

【募集情報】
時間 ① 6:00～ 9:00 

② 9:00～17:00 
③17:00～22:00 
④22:00～翌2:00 
⑤22:00～翌6:00　 
★上記時間で1日3時間～､週2日～OK 
★14:00～17:00等もOK 
★土日出来る方歓迎 
★午前のみ･午後のみ等相談OK 

給与 ①～③時給885円 
④⑤時給1110円 

資格 未経験者歓迎 
高校生･専門学校生･大学生歓迎 

待遇 制服貸与　車通勤OK 
食事補助　社員登用有 

応募 ★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 

《担当から》 
たくさん入りたい方､ちょっとだけ働きたい 
方､今も色んなメンバーが活躍しています☆

002-3105610

ミニストップ　焼津西小川店
A054-626-9323　採用担当まで
焼津市西小川4-16-8

新規スタッフ大募集！
 

勤務地は
イオンモール浜松市野

 

楽しく働けるお店♪
人気のクレープ店で始めよう！

イオンモール浜松市野2F xyyfGk
0クレープSHOPスタッフ

土日全時間帯＆平日18時以降…時給1100円

バイト始めるならクレープSHOPの 
モミアンドトイズ! 

履歴書不要!テストや学校行事がある
ときはシフト考慮します♪

仕事 クレープやドリンクのメイキング､提供､
接客のシゴト。クレープの焼き方や接客
は一から教えますので未経験から安心し
て始められます。 
　

【募集情報】
時間 土日祝…9:30～22:00内で時間･勤務日L 

平日 …18:00～22:00内で時間･勤務日L 
※1日3時間～OK､週2日～OK､土日のみOK 
※シフトの融通ききます！ 
　

給与 土日全時間帯＆平日18:00以降 
　→時給1100円(I1000円) 
平日18:00迄→時給1000円～(I900円～) 
　

資格 未経験者大歓迎　高校生OK 
　

待遇 交通費規定支給　有給休暇　 
バイク・車通勤OK 
　

応募 運営会社:弥栄商事㈱(A下記参照)まで､ 
お気軽にお電話ください｡ 
面接は店舗で行います｡履歴書不要｡ 
DOMONETのWEB応募でも応募受付中｡ 
　

【職場情報】
事業 クレープショップ 

　
《担当から》モミアンドトイズは、2007年に
"とろけるクレープ"の販売をスタートし、全
国57店舗展開中のお店！自分のライフスタイ
ルに合わせて働けるお店です。

003-1351018

ＭＯＭＩ＆ＴＯＹ'Ｓ　イオンモール浜松市野店
A053-426-1211　採用係

浜松市東区天王町1981-3 
(イオンモール浜松市野2F)
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土日は

時給960円
＼まかないあり／
学校との両立が無理なく可能!!

▶２週間毎のシフト制
▶テスト中や帰省時考慮

静岡大学近く xyyeno
0カレー屋さんの 
　ホール・洗い場スタッフ

時給910円　※土日は時給960円

*急用の際も柔軟にシフト対応* 
食券式なのでオーダー取りもなし" 
＼週1日～OK$短時間勤務も歓迎／
仕事 食券を受取り→水出し→簡単な調理 

→提供といったシンプルな業務です。 
※食券購入式なのでオーダー取りも 
　なく直ぐに覚えられます。 

【募集情報】
時間 平日/9:30～22:00 

土日/9:00～22:00 
★上記時間内で週1～､1日3h～勤務OK 
★就業時間相談OKです♪ 
　例）9:30～14:00　17:00～22:00など

資格 未経験者歓迎 
★学生さん大歓迎$

待遇 昇給有　交通費規定支給 
美味しい賄い付　制服無償貸与

応募 まずはお気軽にお電話ください。 
DOMONETからは24h応募受付中です!! 

【職場情報】
事業 飲食事業
《担当から》 
当店は､カウンター10席･テーブル席3つと 
コンパクトでシンプルな店舗です。

003-1354671

カレーのチャンピオン　浜松住吉店
A053-412-2111　担当／宮本
浜松市中区住吉2-2-16

タイヤ館

聖隷病院 マックス
バリュ

富士葬祭

飛
龍
街
道

住
宅
情
報
館

住
吉
BP当店

学院大
短大

浜松
学院高

↓至市役所

大学生募集"
 
学業優先で
バイトできます
 
学校行事やテスト期間など
勤務シフトを考慮します!

南区立野町(R150沿い) zyyuGH
0店舗スタッフ

時給900～1100円

バイトデビューを応援! 
経験･専門知識はいりません 
時間･勤務日応相談! 
若いスタッフが活躍中"

仕事 店舗内での接客や販売｡まずは研修を行い
ます｡知識のない状態で､いきなり店頭に
立っていただくことはありません｡

【募集情報】
時間 9:00～18:00の間で応相談 ↓シフト例 

9:00～12:00　13:00～18:00 
15:00(16:00)～18:00 
9:00～18:00のフルタイムもOK 
※勤務日数応相談(木曜定休) 
※土日のみOK

給与 ※試用期間1ヶ月は時給885円
資格 経験不問
待遇 業績により年2回賞与(感謝金)有 

正社員登用制度有　駐車場有
応募 B後､履歴書(B付)持参下さい｡木曜は 

定休日につき応募受付ができません｡
【職場情報】
事業 仏壇･墓石･寺院荘厳仏具･慶弔ギフトの 

ご案内･販売
《ＵＲＬ》http://www.ka-sho.co.jp/ 
当社HPもご覧ください♪

003-1354487

有限会社　迦葉(かしょう)
お仏壇･お墓･お仏具･神棚
A053-425-1780　担当／鈴木
浜松市南区立野町131-2

古川
交差点

当社
マックス
バリュさん

R150号 至
掛
塚
橋

吉
野
家
さ
ん

至中田島

R
1
号

石原
交差点

至飯田

レストハウスしおさい竜洋にて

新規スタッフ募集!!
 

★☆幅広い年代の方が活躍中☆★
 
近くに頼れるスタッフがいるので
初めのうちはやり方を教わりながら
徐々に慣れていって下さい

★☆未経験者大歓迎☆★

磐田市竜洋海洋公園 yyyFkn
1①売店スタッフ 
0②レストランスタッフ

時給890円＋交通費規定支給

土日祝･GW･夏休みのバイト♪ 
0しおさい竜洋内･未経験者大歓迎0 
丁寧に教えていきますので､安心して 
スタートできます"女性活躍中"
仕事 ①しおさい竜洋内の 

　レジ･品出し･値付け等 
②レストランしおさい竜洋の 
　レジ接客､フロアサービス､BBQ準備､ 
　片付け､その他雑務 

【募集情報】
時間 ①8:30～15:00 

②A. 9:30～15:30　 
　B.14:00～20:00 

休日 木曜定休日 

給与 時給890円＋交通費規定支給 

勤務地 ①しおさい竜洋内売店 
②レストハウスしおさい竜洋 

期間 ①GW　 
②GW　土日祝　夏休み 

資格 未経験者大歓迎　年齢不問 

待遇 制服貸与 交通費規定支給  
労災保険加入 

応募 電話連絡後､履歴書持参下さい｡ 
※受付時間／9:00～18:00 

【職場情報】
事業 オートキャンプ場､浴場､売店､昆虫公園､ 

レストランの運営(磐田市の指定管理者)

003-1354215

竜洋環境創造株式会社
A0538-59-2641　担当／江間･鈴木
磐田市駒場6866-10

) 浜松板屋町店 )
新規スタッフ募集"

 
駅チカで通勤ラクラク♪

学校帰りなど空いた時間を有効活用♪
テストや学校行事との両立も◎
シフトお気軽にご相談ください
ご応募お待ちしております☆

第一通り駅から徒歩2分 zyyuGk
01コンビニ店内スタッフ 
　　(レジ・品出し・陳列・清掃など)

時給900円～　\

常に2名以上でお店を回すので、 
分からない事はスグ聞けて安心♪ 
週3日～OK!お気軽にご相談下さい! 
テストや学校行事と両立がしやすい◎
仕事 まずはレジの打ち方から教えます。 

丁寧に教えますので､焦らず覚えて 
いってくださいね。 
※高校生､大学生活躍中♪ 

【募集情報】
時間 ①7:00～13:00　 

②17:00～22:00 
③19:00～23:00　 
④22:00～翌7:00 
★週3日～OK 
★シフト変更も気軽にご相談下さい

給与 5～7時／時給970円　 
7～10時／時給950円 
10時～22時／時給900円 
22～翌5時／時給1120円

勤務地 浜松市中区板屋町2-102  
シティタワー浜松1F

資格 年齢不問　未経験者OK　高校生OK
待遇 昇給有　制服貸与　車通勤可
応募 まずはお気軽にお電話ください｡ 

【職場情報】
事業 コンビニエンスストア
《担当から》 
高校生･大学生･留学生から主婦など 
幅広い年齢層が活躍中♪ 
街中のお店なので通勤が便利！ 
毎週新商品が入荷してくるので 
『今週はどんな商品かな？』なんて 
楽しみもあります｡ 
和気あいあいとしたお店で働きませんか｡

003-1355315

セブンイレブン　浜松板屋町店
A053-453-3350
浜松市中区板屋町2-102 シティタワー浜松1F
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髪型0メイク0ネイルは

全 部 自 由!!
個性を活かして伸び伸び働こう！

★週1日～ＯＫ
★テスト期間等を考慮
★まかないあり
ラクラク応募！履歴書不要！

高丘公園近く zyyuko
0ホール･キッチンスタッフ

時給950円～1250円

＼春の新規スタッフ大募集／ 
融通と居心地バツグンで定着率も◎ 
履歴書不要" 週1日～OK まかない有 
)髪型・化粧・ネイルなど全て自由)
仕事 注文聞きや料理､ドリンクの提供を 

お願いします。まずは笑顔で対応 
してもらえれば大丈夫です。 
★バイトデビューの学生も大歓迎です!! 
★勤務開始日の相談ＯＫ!!

【募集情報】
時間 17:00～24:00 

※週1日～､1日4h～応相談 
※テストや学校行事は考慮します。

給与 ※試用期間1～2ヶ月は時給900円
資格 学生・フリーター・Wワークの方歓迎
待遇 昇給有　交通費規定支給　社会保険完備 

車･バイク通勤OK　深夜手当有　　 
制服貸与 履歴書不要　シフト希望制

応募 電話又はDOMONETからも応募受付中です
【職場情報】
事業 備長炭焼　やきとり店
《お店から》 
和気あいあいとしたお店で働きませんか。 
気さくで面倒見のいいスタッフばかりなので 
スグ馴染んで頂けると思います。

003-1353019

備長扇屋　浜松高丘店
有限会社茶ねっと
A053-420-1578 担当／ヒキダ
浜松市中区高丘東2-12-27

航空自衛隊 浜松基地

高丘公園

姫
街
道

郵便局

ホンダ
技研

北図書館

明屋書店

当店
マム

バイトデビュー大歓迎!!
 
◎1日2h～､週2日～OK
◎1ヶ月毎のシフト自己申告制
◎平日のみ､金土のみOK
◎テスト期間中のお休みもOK
◎嬉しいまかない有♪
 
～店内は落ち着いた雰囲気～
働きながら接客マナーも身につきます！

浜松駅から]10分 xyyfko
1ホールスタッフ

時給1000円以上

新鮮な魚介や地場野菜などを使った 
創作和食を提供する 

少人数でアットホームなお店です! 
18時からなので､学校との両立OK♪
仕事 お客様からご注文を聞き､心の込もった 

接客でお料理を提供して下さい｡ 
※木を基調としたアットホームな店内で 
　落ちついて働きたい方にはピッタリ｡ 

【募集情報】
時間 18:00～22:00　 

※1日2h～､週2日～OK 
※平日のみ、金土のみOK 
※1ヶ月毎のシフト申告制 
※時間・曜日相談OK 

給与 時給1000円以上 
※経験や能力を考慮致します。 

資格 未経験者歓迎 

待遇 エプロン貸与　昇給有　賄い有 
車通勤OK(無料駐車有)　 

応募 まずはお気軽にお電話ください｡ 
電話受付時間／9:00～18:00 

【職場情報】
事業 和風バル(飲食店) 

《担当から》 
当店は、2014年9月21日にオープンしました｡ 
懐石料理で修行を積んだ料理人がつくる創作
和食を､料亭のようにかしこまらず､カジュア
ルに楽しんでいただけるお店です｡ 
新鮮な魚介や地場野菜など､素材にもとこと
んこだわっています｡

003-1354150

和風バル 志道
A053-571-0961　担当／平山
浜松市中区木戸町13-1　エムケー木戸1F

働きやすい！
と評判

■週1日～OK
□テスト期間やサークルの行事等
　お休み希望は気軽に申請できる
■平日のみ・土日のみもOK
□シフトは１週間毎の申告制
 

居心地も抜群のお店♪

浜松駅南口徒歩1分 xyydko
01老舗うなぎ料理店の 
　　①ホール　②調理補助・洗い場

時給1100円～

浜松駅から徒歩1分!老舗うなぎ専門店 
【　週1日～1日3h～勤務OK)　】 
平日・土日のみの勤務も可♪ 

テスト期間等の長期お休み対応OK！
仕事 ①料理配膳･オーダー取り･片付け等 

②調理補助､洗い物等 
▼お客様の年齢層は比較的高く、落ち着
いた雰囲気の店内です。バイトデビュー
の方も歓迎いたします♪ 

【募集情報】
時間 平日/17:00～21:00 

土日祝/10:00～14:00　17:00～21:00 
※1日3h～、週1日～勤務OK 
※平日･土日のみもOK 
※勤務時間・日数・勤務開始等相談OK 
※テスト期間等のお休み対応します

休日 (定休日)火曜日
勤務地 浜松駅南口セブンイレブン2階
資格 未経験者歓迎　※高校生不可 

学生歓迎　新大学1年生歓迎
待遇 昇給有　制服貸与　食事補助 

社員割引有　社員登用有
応募 下記又はA090-4258-9184(中居林)迄 

※DOMOnetに詳細掲載中です！ 

【職場情報】
事業 うなぎ料理・和食処 

《担当から》 
浜松駅南口という立地もあり、地元の方だけ
でなく、観光の際にご来店するお客様も多い
お店です。ご来店いただくお客様に心も舌も
ご満足いただけるような『おもてなし』を一
緒にしていただきたいと思っております。

003-1355329

㈱うなぎ藤田　浜松駅前店
A053-452-3232　担当／中居林
浜松市中区砂山町322-7

＼学生さんのバイトなら【凡猿】で／
▽▼▽働きやすいその理由は▽▼▽

▶時給1100円以上$　
嬉しい高時給♪22時以降は1250円以上

▶1週間毎のシフト制$
「今週はテスト期間だから週0日」もOK

▶週1日･3hからOK$　
終電やサークル活動等も考慮します-
／面接時､履歴書不要◎手ぶらでどうぞ＼

第一通り駅から]5分 yyyGko
01割烹居酒屋での 
　　①ホール　②キッチン

時給1100円以上　※昇給有

落ち着いた雰囲気の割烹居酒屋 
【凡猿】でこの春､NEW STAFF募集$ 
週1日･3hからOK+髪型･髪色自由+ 

)*友達同士での応募＆面接もOK*)
仕事 ①オーダー聞き･お料理運びなど 

②キッチンでの調理作業など 
▶まずは簡単なところから始めて､ 
　一つづつ丁寧に覚えていきましょう｡ 
　仕事中､困った時､分からないことは 
　いつも先輩が近くにいるので 
　何でも聞けて安心ですよ｡

【募集情報】
時間 18:00～24:00の間で 

1日3h～･週1日～OK！ 
▶19:00～等もOK 
▶1週間毎のシフト申告制 
▶時間､曜日相談OKです！ 
▶他のシゴトとのかけもちもOK♪ 
▶テスト期間･終電等考慮します！ 
▶学校帰りの学生さんにもオススメ

給与 時給1100円以上 
※22時以降は時給1250円以上 
※研修期間30日間は時給950円

資格 未経験者歓迎 
学生歓迎

待遇 食事補助　髪型・髪色自由 
随時昇給　深夜割増有

応募 まずはお気軽にご応募下さい｡ 
▶面接時､履歴書不要です！ 
▶不安な方は､まずは「体験入店」もOK！ 
▶友達同士での応募＆面接も大歓迎！

【職場情報】
事業 居酒屋

003-1353511

炭と酒　凡猿
A053-450-8839
浜松市中区肴町316-40　桝形ビル
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働きやすいワケを教えます！

★週2日･1日4h～OK
★車･バイク通勤OK
★オイシイまかない付
まかないは店内のパスタやピザ
などから選んで食べられます♪
その日の気分で決められるので
『バイトの日は毎回楽しみ』
っていうスタッフがいっぱい+

浜松市中区佐鳴台 xyyeno
0イタリアンレストランのスタッフ

時給950円～1106円　\

!佐鳴湖畔のイタリアンで働く! 
週2日・1日4h～OK★バイク通勤OK 
ピザ･パスタの美味しいまかない有+ 
初バイトの方も丁寧にフォローします
仕事 〇ホール 

　…主に料理の提供やご注文聞きなど。 
〇キッチン補助 
⇒無理なく出来ることから始めましょう

【募集情報】
時間 10:00～22:30の間 

◆1日4hから勤務時間応相談 
◆週2～3日から応相談 
◆時間･曜日相談OK 
◆希望休は､7～10日前に申告でOK

給与 (18時まで)時給950円～ 
(18時から)時給1000円～ 
(22時以降)時給1106円～

資格 未経験者歓迎　学生歓迎
待遇 ★食事補助(オイシイまかない付) 

★昇給有　★制服貸与 
★社会保険完備　★交通費規定支給 
★車･バイク通勤OK

【職場情報】
事業 イタリアンレストラン
《ＵＲＬ》 
https://www.canneryrow.co.jp/

003-1355061

キャナリィ ロウ　佐鳴台店
A053-447-8900
浜松市中区佐鳴台5-29-9

未経験者大歓迎"
年齢不問"
男女不問"

しかも時給1000円～"

袋井市①袋井②高尾 zyyukm
01①②ホール・キッチン補助

時給1000円※昇給制度有※深夜割増有\

◆週2日からOK◆1日3時間からOK◆ 
①炭火焼きにこだわったお店です! 
②夜中心のラーメン店です! 
接客･調理経験がなくてもOK$

仕事 ①お客様に気軽に入って頂けるような 
　最大50席のこじんまりしたお店です｡ 
　お客様との距離感も近く､スタッフと 
　お客様の仲がいいお店です｡ 
　堅苦しいことなしで 
　楽しくやりましょう! 
　男性も女性も活躍できます｡ 
②お客様に気軽に入って頂けるような 
　袋井駅前の最大25席のこじんまり 
　したお店です｡ 
　新スタッフの募集ですので､ 
　シフト希望などは今のうちに! 
働く方にとってもこの規模でしたら､ 
すごく働きやすいと思います｡

【募集情報】
時間 17:00～24:00の間 

※週2日から1日3時間から応相談 
※金土日入れる方歓迎

給与 時給1000円 
※昇給制度有 ※深夜割増有 
研修期間2ヶ月間は時給885円 
3ヶ月目から時給1000円になります

勤務地 ①炭火焼　ごぞう(袋井市袋井318) 
②つけ麺　ろっぷ(袋井市高尾24-7)

資格 未経験者大歓迎 
WワークもOKです

待遇 昇給有　制服貸与 
食事有　駐車場有 
正社員登用制度有

応募 まずはお気軽にご連絡下さい 担当/山本 
下記の店舗電話でも携帯電話でもOKです

【職場情報】
事業 ①炭火焼居酒屋 ②つけ麺専門店

003-1347825

①炭火焼　ごぞう ②つけ麺　ろっぷ
A090-5618-1534A0538-84-6882月曜休
①袋井市袋井318 ②袋井市高尾24-7

̃STAFFに聞いた!!̃
珈琲館のおススメpoint!!
■珈琲・紅茶が無料◎
■食事補助も50％OFF!!
■シフト希望がほぼ通る!
■女性が働きやすい雰囲気♪
■休日も使える従業員割引きあり!!
■本格的な珈琲の入れ方を学べる!

アクトプラザ yyykno
01本格コーヒー店でのホールSTAFF

時給950円～　※詳細は本文参照

カフェバイト始めませんか♪ 
初めてのバイトも大歓迎！！ 

テストやサークル等柔軟に対応◎ 
卒業シーズンにつき新スタッフ募集!!
仕事 珈琲･軽食の準備などのホール業務全般 

◆はじめはオーダーや飲み物･料理を 
　運ぶ事からスタート｡慣れてきたら 
　珈琲を入れたり､キッチン補助も 
　行います｡ 
◆珈琲はハンドドリップの手作業で 
　入れているので、本格的な珈琲の 
　抽出技術を学ぶことができます。 
◆働きやすい環境づくりのために、 
　STAFFの気持ちを尊重しています♪ 
◆シゴトをしながら料理の腕が 
　上がるのも嬉しいポイント♪　 

【募集情報】
時間 平日／ 8:00～21:00 

土日／17:00～21:00(18:00～21:00) 
◆上記時間より週3日～/1日3h～勤務OK 
　(土日のみ週2日も可能です) 
◆平日のみ・週末のみの勤務も◎ 
◆2週間毎の自由シフト制 

給与 時給950円～ 
試用期間は時給900円(最大3ヶ月) 

資格 高卒以上　初めてバイトも大歓迎 

待遇 食事補助有　更衣室有　社保有 
C規定支給　制服貸与　研修期間

応募 一度話を聞いてみたいのお電話も歓迎！ 
DOMONET!からのWEB応募も受付中◎ 

【職場情報】
事業 コーヒーショップ

003-1350548

珈琲館　浜松アクトプラザ店
A053-459-1271(9時～20時) 担当／海野
浜松市中区板屋町111-2(アクトプラザB1F)

 
【バイトデビュー応援】
＼学生活躍中／

お洒落な店内で雰囲気 ◎
▶学校終わりや
　土日の空いた時間に♪
▶バイトデビューも歓迎!
　しっかりサポートします◎
▶学校行事などお休みも考慮！

浜松医科大近く(半田町) yyyGkn
01お蕎麦屋さんのホールスタッフ

時給(平日)950円　(土日祝)1000円

＼働きやすいお店!学生活躍中／ 
【昼間だけ】【夜だけ】【通し】OK 
時給UPの土日祝で稼ぎたい方も◎ 

) 美味しい賄い付きです )
仕事 オーダー､配膳､レジ等のホール業務から

始めて頂きます。徐々に簡単な盛付もお
任せします｡ 
▶未経験でも、スタッフがサポート 
　します。バイトデビューも歓迎" 
▶ガッツリ稼ぎたい方 
　空いた時間を有効活用したい方 
　どちらも歓迎です！ 

【募集情報】
時間 ①10:00～15:00　②17:00～21:30 

※勤務日数・時間応相談 
※①②の通し勤務もOK(時間応相談) 
　▶学校終わりや土日の空いた時間に♪ 

休日 火曜日 

資格 経験不問、未経験者大歓迎、高校生OK 

待遇 交通費規定支給､車通勤可 
制服貸与､昼食のまかない有 

応募 お電話でご応募下さい。少しでも気に 
なる方はお気軽にご連絡ください。 
【受付時間】 
　10:00～15:00､17:00～21:00 

【職場情報】
事業 石臼挽き手打ち蕎麦の店
《お店から》 
落ち着いた雰囲気のお蕎麦屋さんです！ 
人の良さが自慢のお店なので、 
最初は不安な方も安心してお仕事できます♪

003-1352295

石臼挽き手打ちそば　半田蕎里(きょうり)
A053-431-5110　担当／鎌倉
浜松市東区半田町1275
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みんな大好き♪
ケーキ・アイスに囲まれたお仕事!!

 

◆週1日～OK
　→シフトの自由度「高」♪

◆1日3時間～OK!
　→学校帰りにちょっと
　　おこづかい稼ぎ♪

磐田市中泉 zyyuGk
01未経験から始められる 
　　ケーキ・アイスの販売･品出し

時給980円　土日時給1000円　\

面接時、履歴書不要+★高校生もOK 
①の時間は片付けが多くなるので､ 
接客が少なくなり働きやすい♪ 

◆週1日～、3時間～OKで融通がきく◆
仕事 ケーキ･アイスの販売や品出しの他､ 

ケーキの盛り付けなどのお仕事です♪ 
『学校や部活終わりに少しだけ』 
『急に時間ができた土日に少しだけ』 
など､学業との両立もできます｡ 
学校行事の急なお休み等も考慮しており､ 
社員含め皆で助け合ってやっています 
のでシフトの融通がきくのが魅力です｡ケ
ーキの試食もできちゃいます0 

【募集情報】
時間 ①17:00(18:00もOK)～21:20 

②土日の8:00～21:20の間 
◆上記時間内で1日3時間～応相談 
◆週1日～勤務OK(土･日のみの勤務可) 

給与 時給980円　高校生:時給950円 
※土日時給1000円　高校生:時給980円 

資格 高校生･大学生･専門学生大歓迎 
未経験者大歓迎 

待遇 制服貸与　駐車場有　昇給有　労災保険 

応募 面接時､履歴書は不要です 
◆お友達同士でのご応募も大歓迎です♪ 

【職場情報】
事業 洋菓子・アイスクリーム直売店 

003-1347827

シャトレーゼ磐田店
A0538-36-0262(9:00～21:00)
磐田市中泉1936

＼2月リニューアルしました／

スタッフ増員募集中!!
 
◎週1日～OK､時間･曜日L
◎シフト相談OK！学校と両立◎
◎面接時は履歴書不要！
タッチパネル＆自動釣銭機で

レジ操作はラクラク♪
研修があるのでご安心下さい!

JR高塚駅近く xyydkm
10①②ローソンクルー　 
　　③厨房スタッフ ④深夜スタッフ

時給900円～1125円　\

＼週1日～､スキマ時間OK"／ 
シフトはお気軽にご相談ください★ 
あなたの明るい笑顔でお店を明るく+
仕事 レジ(タッチパネル式の自動釣銭機)､ 

接客販売､商品陳列､品出し､ 
店内清掃､POP作成､簡単な調理など｡ 
慣れてきたら､商品発注もお願いします｡ 
③お弁当等の調理をお願いします｡ 
★丁寧な研修とサポートがありますので 
　未経験でも安心してくださいね｡

【募集情報】
時間 ① 5:00～11:00　②17:00～20:00 

③ 6:00～17:00　④23:00～ 6:00 
★上記時間内でご相談下さい｡ 
☆週1日～､1日3h～OK 
★シフト希望相談できます｡

給与 時給900円　※土日は時給950円 
③時給950円 
※④22:00～翌5:00は時給1125円 
★随時､お仕事に合わせて時給UP！

待遇 車･バイク･自転車通勤OK 制服貸与 昇給
応募 まずはお気軽にTELください。 

面接時は履歴書不要です。 
DOMONETは24h受付中♪

【職場情報】
事業 コンビニエンスストア

003-1355752

ローソン　浜松高塚駅北店
A053-449-3311　担当／澤村
浜松市南区高塚町1448

高塚駅

当店

オートバックス

エンシュウ

マクドナルド

イオン浜松西SC

スズキ

～業務拡大につき～

★☆5名以上の大募集☆★
 
◎皆同じスタートで安心♪
◎1週間毎のシフト制で
　プライベートも充実♪
◎長時間でガッツリ稼ぎたい方・
　短時間でサクッと働きたい方
　ともに大歓迎！

袋井市堀越 yyyjGk
01ホール･キッチンスタッフ

01時給1000円～1350円

★☆未経験バイトデビューOK☆★ 
楽しくワイワイ笑顔で働こう" 

週2日･1日3h～OK♪土日祝は時給UP+ 
1週間毎のシフト制で働きやすさ◎
仕事 【ホール】 

お客様のご案内､料理提供､レジなど 
【キッチン】 
簡単な調理補助(トッピング等)､洗い場 
など

【募集情報】
時間 10:00～24:00内でシフト制 

※1日3h～、週2日～OK 
※平日のみもOK 
※1週間ごとのシフト制 
<勤務時間例> 
学校帰りの17:00～21:30など

給与 時給1000円以上 
※22時以降／時給1350円以上 
※高校生／時給950円 
※研修期間(100h)／時給－50円 
　(能力により期間変動有) 
※土日祝手当時給+50円

期間 長期
資格 未経験者歓迎 

高校生可
待遇 労災保険 

従業員割引 
制服貸与 
車・バイク通勤可 
正社員登用制度有 
扶養控除内勤務OK

応募 電話連絡後､履歴書(B貼付)持参下さい｡
【職場情報】
事業 飲食店

002-3088111

道とん堀　袋井店
A0538-45-2801　採用担当
袋井市堀越3-1-3

☆★春の新生活を応援★☆

入社祝い金アリ★
学生卒業のため

春の新スタッフ大大募集!
・時給1000円以上!シフトは希望制!
・嬉しい!シェフの絶品マカナイ付★
・ベテランスタッフが　　　　　　
　優しくエスコートします!　　　　
　楽しく!美味しく!働きましょう+

浜松市中区板屋町 yyyGko
01欧州レストランのホールSTAFF 

時給1000円以上 ※土日祝時給50円UP \

上質レストランで美味しく働こう♪ 
学生さん活躍中のお店です! 

未経験者もしっかりサポートします!
仕事 主な仕事内容は、 

・接客おもてなし 
・簡単なドリンクや洗い物の補助など､ 
　自分のスキルに合わせて働くことが 
　出来ます♪ 
ホール専属の正社員スタッフが丁寧に 
エスコートしますので､ご安心を♪

【募集情報】
時間 ①10:00～15:30 週2日～OK 

②18:00～23:00内より週1日～OK 
※平日のみ・週末のみなど可 
※安心快適のシフト希望制 
　お気軽にご相談下さい！

休日 水曜日ほか不定休
給与 時給1000円以上 

※土日祝時給50円UP 
※研修期間50～80hは時給920円 
※飲食サービス業経験者優遇

資格 特に無し 未経験者も歓迎 Wワーク大歓迎 
※飲食および接客サービス業経験者優遇

待遇 交通費規定支給 シェフのマカナイ付 
制服の一部貸与 敷地内駐車場有  
深夜割増アリ 入社祝い金アリ(規定有)

【職場情報】
事業 ブラッセリー(欧州レストラン)
《お店から》 
パリの路地裏を連想させるアプローチから 
扉を開けるとモダンでスタイリッシュな 
店内が広がるオープン二年目の真新しい 
お洒落な空間｡ 浜松美食本にも掲載された 
シェフの一皿一皿が美味多彩で魅力的な 
お店です｡

003-1350525

ザ・ブラッセリー
A053-456-0125 担当:スズキ タカユキ
浜松市中区板屋町626 ワオン浜松2F
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☆学校やプライベートとの両立☆
当店でならバッチリできちゃいます$
その理由は…

0週1日～OK　　　　
0選べる時間帯　　　　
0休み･シフトの融通◎
0髪色自由　　　　　｠
☆静岡文化芸術大学から☆

☆徒歩2分のところにあります☆

静岡文化芸術大学]2分 yyyGkm
01コンビニスタッフ

時給885円～1107円

≫☆週1日～勤務OK☆≪ 
お休み･シフト交代の相談もお気軽に! 
髪色自由-街中だけど車通勤OK- 
とにかく働きやすさバツグンです+
仕事 レジや品出しなどの店内業務全般

【募集情報】
時間 ① 7:00～ 9:00 

② 9:00～13:00 
③13:00～17:00 
④17:00～21:00 
⑤21:00～24:00 
⑥ 0:00～ 8:00 
※週1日～OK 
※上記時間内で応相談 
※特に①の時間帯働ける方大歓迎♪

給与 ◆ 5:00～ 8:00…時給900円 
◆ 7:00～22:00…時給885円～900円 
◆22:00～翌5:00…時給1107円

資格 ◆高校生可　　◆未経験者大歓迎　 
◆学生歓迎　　◆バイトデビュー歓迎

待遇 ◆深夜割増有　◆車通勤可 
◆制服貸与　　◆髪色自由

応募 まずはお気軽にお電話下さい♪ 
友達同士での応募も歓迎！

【職場情報】
事業 コンビニエンスストア
《担当から》 
コンビニのお仕事にはいろんな作業がある 
ので､一度経験しておけば､きっと今後役に 
立ちます♪先輩が丁寧に教えますので安心 
してくださいね! 
フランクなスタッフが多く､職場の雰囲気も 
良いですよ◎ 
きっとすぐに馴染めると思います★

003-1350598

ファミリーマート　浜松中央三丁目店
A053-459-1725　担当／店長
浜松市中区中央3-3-13

*個別指導塾講師*
・週1日～､1コマ～､1教科でも勤務OK！

教えた経験がない……でも大丈夫"
研修後も心強い講師達がサポート｡
生徒達と共に学び成長していきましょう
事務作業等の授業以外の業務は

時給900円支給♪
5月から勤務開始もOK！

)勤務したい曜日·日数·時間等
お気軽にご相談ください♪

磐田市福田 yyykmn
01小･中･高の個別指導塾講師 

1コマ1030円以上　\

◎教職を目指す大学生大歓迎◎ 
あなたの学力を活かせるお仕事 

生徒達と共に成長していきましょう*
仕事 小学生･中学生･高校生の個別指導 

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､研修でしっかり 
とレクチャーしますのでご安心下さい 
■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／17:00～22:00 

※週1日～、1日1時間～、1教科～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(50分)1000円 
※事務作業等の授業以外の業務は 
　時給900円

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 福利厚生制度有 
(英会話のNOVA割引等) 
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

003-1353734

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

･*｡大学生活躍中｡*･
学生さんの授業も遊びも全力で応援$

★週2日から勤務OK！　　　

☆平日のみ週/週末のみ週のシフト組OK

★授業終わりやテスト期間等考慮◎　

☆嬉しい食事補助アリ-　　

＼友達同士の応募もOK／
面接時は手ぶらでOK!履歴書不要です!

JR浜松駅南口から]2分 yyykno
01大学生活躍中の 
　　餃子屋さんのホールSTAFF

時給1000円～　※昇給有

!大学生のバイトならむつぎくで! 
友達同士での応募＆面接もＯＫ！ 
面接時は履歴書不要です♪ 

!バイトデビュー応援します！!
仕事 お客様のご案内、オーダー取り、レジ、

片づけなどホール全般を行います。 
最初は簡単な洗い物や下げ膳等の接客な
しのお仕事から始めます。

【募集情報】
時間 11:00～14:30/土日 

17:00～21:30(21:00)/水～日 
授業も遊びも全力応援！！ 
勤務時間など相談に応じます！ 
※週2日～OK/シフト申告制 
※平日のみの週/週末のみの週 
　のシフト組OK 
※授業に合わせての時間変更OK 
※もちろんテスト期間中のお休みもOK！ 

休日 お店の定休日は：月曜、第2･4火曜日 

給与 時給1000円～ ※昇給有 

資格 初めてのバイトも大歓迎！ 
高校生不可 

待遇 交通費全額支給 昇給有り 食事補助有り
一般パートの方は車両通勤OK　 
自転車通勤OK 

応募 お気軽にお電話下さい。担当／近藤 
面接は14:30～16:30の間で10分程度

【職場情報】
事業 飲食店

003-1351813

浜松餃子むつぎく
A053-455-1700　受付／14～23時
浜松市中区砂山町356-5 ロイヤルホスト南側

スタッフ増員大募集！
面接時の履歴書は不要！

今ならシフトが選びやすい♪
 

★バイトデビュー大歓迎！
　しっかり研修があるので安心です
★週1日～､1日3h～OK！
　学校との両立OK♪シフト応相談
 
一緒に長く楽しく働きましょう♪

上島駅から徒歩1分 xyyeFk
01コンビニスタッフ 
　　(レジ･接客･品出し･清掃､など)

時給885円～1110円 ※時間帯による

＼シフトの相談はお気軽にどうぞ／ 
空いた時間を活用してお小遣い稼ぎ+ 
一緒に楽しく働きませんか" 
*)*お問合せも大歓迎*)*

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 

②22:00～翌4:00 
③22:00～翌6:00 
④ 9:00～17:00 
⑤ 6:00～ 9:00 
※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～ 
※深夜時間帯時給1110円 

資格 年齢不問　未経験者歓迎　WワークOK 
学生さん大歓迎 

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。 

【職場情報】
事業 コンビニエンスストア

003-1354176

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
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☆★春の新生活を応援★☆

入社祝い金アリ★
 

遊び心＆開放感溢れる
雰囲気抜群のカフェダイナーで
美味しく！楽しく！働こう+
希望シフト制や時給1000円以上!!
美味しいマカナイも魅力的デス!!

遠州鉄道上島駅より]15分 xxyeck
01①ランチタイムのホール 
②ディナータイムのホール・キッチン

時給1000円以上　※土日祝時給50円UP

★人気のカフェ★ 
学生活躍!時給1000円以上" 

お洒落なカフェで働きませんか+
仕事 《ホールスタッフ》 

お客様のご案内やおもてなし・簡単な 
ドリンクやデザートの盛りつけをします 
《キッチンスタッフ》 
メインスタッフの調理補助や仕込みの 
お手伝いをしながら、経験に応じて 
調理の幅を広げていきます。 
※明るく元気な女性店長をはじめ、 
ベテラン先輩スタッフが丁寧に 
エスコートしてスムーズに仕事を 
覚えられるから安心快適デス★

【募集情報】
時間 ①10:00～15:30　②18:00～24:00 

※上記時間内より週2日～ 
　平日のみ・週末のみなど可 
※安心快適の完全シフト希望制 
　お気軽にご相談下さい！

給与 時給1000円以上 
※土日祝時給50円UP 
※研修期間50～80hは920円 
※飲食サービス業経験者優遇 
※深夜割増22時以降1250円～

資格 未経験者歓迎　Ｗワーク大歓迎 
※飲食およびサービス業経験者優遇

待遇 交通費規定支給　美味しいマカナイ付 
制服の一部貸与　敷地内駐車場有 
スキルアップ昇給制度 
入社祝い金アリ(規定有) 
深夜割増有

応募 まずはお気軽にご連絡・ご応募下さい。
面接時には履歴書をご用意下さい。

【職場情報】
事業 カフェレストラン

003-1350487

トロンバ CAFE & PUBLIC DINER
A053-411-7755　担当／西垣可奈子

浜松市東区小池町2627 イオンモール市野北側
・カインズモール通り沿い

未経験者大歓迎!!
高時給!

時給1050円以上!!
シフト融通◎

週2日～1日4h～OK

ザザシティ中央館北向い側 xyybko
0ホールスタッフ

時給1050円以上　\

全国展開の人気の家系ラーメン店" 
★高時給でがっつり稼げる★ 

未経験者大歓迎+ 
『ヤル気』＆『人柄』重視の採用です
仕事 ホール､簡単な調理補助スタッフ 

※お客様のご案内や､注文取り､品出し 
　片付けなどがメイン｡また､盛り付け 
　などの調理補助業務もお願いします｡ 

【募集情報】
時間 10:00～翌2:00 

※上記時間内で1日4h～､週2日～応相談 
※土･日勤務できる方歓迎 

給与 ※22:00以降／時給1313円～ 
※土･日･祝､指定イベント日は 
　時給＋100円! 
※高校生／時給－50円 
★研修期間1ヵ月(変動有)/時給950円 

勤務地 浜松市中区鍛冶町319-21 
※浜松駅北口から徒歩5分 

資格 未経験者歓迎　高校生可 

待遇 無料まかない有　制服貸与 
昇給･賞与有 
研修有　社会保険完備　交通費規定支給 
正社員登用制度有 

応募 まずは｢DOMOを見て｣とB下さい｡ 

【職場情報】
事業 ラーメン店(グループ21店舗運営)
《担当から》 
明るく･楽しい･元気なお店です 
未経験の方も､すぐに馴染めますよ♪

002-3115812

横浜家系ラーメン　はままつ　魂心家
A090-5606-0022　担当／㈲あーと 片山
浜松市中区鍛冶町319-21 

最大時給1,200円!!
短時間でしっかり稼げる♪
事前に丁寧な研修あり◎
①マックスバリュ豊田店

②マックスバリュ浜北中瀬店

新年度の時間割も考慮!!
＼学校･プライベートと両立／

週2日～､4時間～OK!!

磐田市･浜松市浜北区 yyyGFm
01【最大時給1200円】週2日～OK 
　　大手スーパーでの食品レジ業務

時給1000円～1200円\

*入学･進級おめでとう！学生歓迎* 
駅近]6～10分⇒車でも電車でも楽々! 
①リニューアルした制服が着られる♪ 
◆◆学生･主婦(夫)･留学生歓迎◆◆
仕事 自動釣銭機なので簡単に覚えられます!

【募集情報】
時間 ① 9:00～21:00の間(週3日～､1日4h～) 

②12:00～21:00の間(週2日～､1日4h～)
給与 時給1000円(土日祝は時給1100円) 

★17時以降は全日時給1200円 
※研修期間(50H)は時給900円

勤務地 ①マックスバリュ豊田店 
②マックスバリュ浜北中瀬店 ※請負先

期間 短期(3ヶ月のみ)も長期もOK!
資格 未経験･学生･主婦(夫)･フリーター歓迎 

★Ｗワーク･扶養内OK！シフト相談もOK 
★学生･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､ 
車通勤OK､交通費支給(①全額②規定内)

応募 ◆お電話の際は「EC14」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！ 
Mail／mandr-saiyou@mr-os.co.jp

【職場情報】
事業 業務請負業(スーパー等レジ運営サポート)

002-3116846

株式会社エムアンドアール静岡営業所 (EC14)
C0120-711-336　採用担当
藤枝市前島1-3-1 オーレ藤枝4階G号

●●時給UPする17時以降●●
●●土日祝のみ勤務もOK！●●
シフトの相談お気軽にどうぞ！

履歴書不要で簡単面接
▶▶普段着OK♪友達同士もOK◀◀
C0120-711-336

★☆春の新生活を応援☆★

入社祝い金アリ★
 

［大人エリアの板屋町］
[カジュアルリッチ街角大人バル]
学生卒業のため春の新スタッフ大募集!
抜群の雰囲気と優しいスタッフ達と共に
明るく!楽しく!お仕事しましょう♪
美味しいマカナイ付(大盛可★)

浜松市中区板屋町 yyyGko
01街角バルのホールSTAFF 

時給1000円以上 ※土日祝時給50円UP \

雰囲気抜群♪街角オトナバル★ 
学生活躍中!嬉しい時給1000円以上! 
美味多彩なマカナイも魅力◎

仕事 お客様のご案内やおもてなし､簡単なドリ 
ンクやデザートの盛りつけをします｡経験 
豊富な先輩スタッフが丁寧にエスコート 
しますので安心快適！お客様も優しい方 
ばかりで楽しく働けます！

【募集情報】
時間 ①10:00～15:30内より週2日～ 

②17:00～24:00のうち3h以上､週2日～ 
※平日のみ･週末のみなど可 
※安心快適の完全シフト希望制 
　お気軽にご相談下さい！

給与 時給1000円以上 
※土日祝時給50円UP 
※深夜時給1250円～ 
※研修期間50～80hは920円 
※飲食サービス業経験者優遇

資格 未経験者大歓迎　Wワーク大歓迎 
※飲食および接客サービス業経験者優遇

待遇 交通費規定支給　深夜割増有 
美味しいマカナイ付 
(お持ち帰り･大盛り可!) 
制服の一部貸与 
敷地内駐車場有 
スキルアップ昇給制度 
入社祝い金アリ(規定有)

【職場情報】
事業 バル・ダイニング
《お店から》 
静岡文化芸術大学の皆さんを始め各大学､ 
専門学校など様々なメンバーが活躍していま
す!経験なしでも大丈夫です!ベテランスタッ
フが優しくエスコートします★まずはお気軽
にお問合せ下さい｡みんなで楽しめる街角大
人バルで私たちと一緒に働きましょう★

003-1350457

ITAYAMACHI BaR【イタヤマチバル】
A053-525-7435 担当:ヨナミネノリコ
浜松市中区板屋町612
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プライベートを

重視して働ける!!
急なお休みの時などは
みんなで助け合いながら
シフト調整しています♪　

　★週2日からOK
　★時間の相談OK
　★昇給随時有

高丘公園近く yyyHkm
01コンビニスタッフ

①時給1000円②時給885円③時給1110円

学業とプライベートのバランス◎ 
★大学生が活躍しています★ 

仕事 レジ・接客・商品補充など。 
★未経験の方も一から丁寧に教えます。 
≪事前研修≫ 
バイトデビューも大歓迎♪事前研修で 
一から丁寧に教えていくので安心♪ 
研修は、商品の事やレジの操作方法、 
接客についてなど、しっかり学べます! 
初めての方もご安心下さい。

【募集情報】
時間 ① 6:00～9:00 

②9:00～13:00 
③22:00～翌1:00 
※週2日からOK

給与 ★6時～ 9時…時給1000円 
★9時～13時…時給885円 
★22時～翌1時…時給1110円 
※昇給随時有

資格 未経験者歓迎　WワークOK 
学生・フリーター・主婦主夫歓迎 
※22時以降は18才以上

待遇 車通勤OK　制服貸与　昇給有
応募 お電話またはDOMONETからも24h受付中

【職場情報】
事業 コンビニエンスストア

003-1353729

セブンイレブン　浜松高丘東店
A053-438-4149　担当/店長
浜松市中区高丘東3-14-7

航空自衛隊浜松基地

北図書館

高丘公園

開成中

当店

本田技研工業

姫
街
道

←至浜松西IC

SoftBank

ジャンボ
エンチョー

≫≫2店舗同時募集≪≪

♪浜松若林店　
♪浜松三島町店

―ご希望の勤務地が選べます―
●シフトの融通が利く
●昇給もあり
●社員登用あり
●高校生も歓迎
●友達同士の応募もOK

南区若林町･三島町 zyyujG
01モスバーガーでの 
　　キッチンスタッフ

時給900～1200円　\

シフトの融通も利く"未経験者歓迎"
仕事 モスバーガー店舗でのキッチン業務の 

お仕事をお願いします｡ 

【募集情報】
時間 9:00～23:00の間で 

①週2日～､1日3～5hからOK 
②週2～3日､1日3～4hからOK 
※勤務時間応相談 
※1週間毎のシフト制 
※①土日勤務できる方歓迎 
　　土日祝のみの勤務もOK 
※②ガッツリ働きたい方も歓迎

給与 ①時給930～1190円 
平日/時給930円～　土日祝/時給980円～ 
高校生/時給885円～ 
※研修期間(2ヶ月程度･習熟度による)は 
　時給890円～　高校生/時給885円 
②時給900～1150円(土日祝は時給50円UP!) 
高校生/時給885～950円

勤務地 ①浜松若林店 
　(浜松市南区若林町1157-1) 
②浜松三島町店 
　(浜松市南区三島町1366-2)

資格 年齢･性別･学歴不問　未経験歓迎 
高校生OK　学生さん活躍中

待遇 社会保険有　制服貸与　 
深夜割増有　正社員登用制度有 
能力に応じて昇給有(3ヶ月で30円UPも可)

応募 応募受け付けは浜松若林店で行います 
浜松若林店 ※11～14時除く 
A053-440-3311 担当／新村 

【職場情報】
事業 ハンバーガーレストラン

003-1355330

モスバーガー　①浜松若林店②浜松三島町店
A053-440-3311
上記参照

イベントの多い春
急な出費も安心"

 

★土日祝だけの仕事
★嬉しい日払いもOK
★研修20hで３万円

 
↓こちらから｢学生｣で検索↓

浜松､湖西､袋井､掛川 xxycfp
0①商業施設やスーパーの駐車場警備 
　②イベント警備

①時給950円　②時給1000円　※日払いOK

■ 未経験＆バイトデビュー歓迎 ■ 
■ 丁寧な研修があるから安心" ■ 
■ まずはあいさつができればOK ■ 
■ 勤務地は家から通える範囲内 ■
仕事 ①施設やスーパーの駐車場で車や歩行者

の誘導をお願いします｡ 
②ライブやお祭りなどのイベント会場で
来場者の誘導をお願いします｡ 
★未経験から始めた学生さんが多数活躍
中！研修あり＆先輩スタッフと一緒の勤
務だから安心♪授業やサークル､友達との
予定と両立OKです！

【募集情報】
時間 土日祝／10:00～19:00(休憩あり) 

※勤務日､日数は相談OK 
※平日の勤務もご相談下さい！ 
[こんな働き方もOK] 
・学校が休みの土日だけ 
・お金がピンチなときは毎週土日 
・友達との予定優先して土曜だけ 
・テスト期間はお休みOK

給与 ①時給950円　②時給1000円 
※法定研修20hで3万円(時給換算1500円)

勤務地 浜松､湖西､袋井､掛川 
※勤務地は相談に応じます 
※研修後､現場へは直行直帰です

資格 18才以上(高校生不可)､原付免許以上 
※未経験ok､研修あり

待遇 ◆残業手当 
◆交通費当社規定支給 
◆制服貸与

応募 ネット､電話にてお気軽にご応募下さい｡
【職場情報】
事業 警備業
 
《担当から》授業や友達との予定優先でOK！ 
勤務日や日数はお気軽にご相談下さい｡

002-3111595

㈱静岡総合警備保障　浜松営業所
C0120-627-626　本社採用窓口
浜松市東区神立町107-1

釣りの知識や
接客経験は

必要ありません!!
 

釣りの最新情報＆釣り場情報を
イチ早くGETできちゃう♪
釣り好きにピッタリ!!
釣り未経験の方も

釣りを知ったらハマるかも!?

浜松プラザ北^すぐ横 yyykmn
01経験不問の釣具店の販売スタッフ

時給1050円以上

釣りの知識や接客経験は不問です" 
徐々に覚えてもらえれば大丈夫! 
周りのスタッフもサポートします♪
仕事 店舗での販売やレジ業務などをお願い 

します。 

【募集情報】
時間 10:00～20:00内 

※1日3時間～応相談 
※週2日～OK 

休日 毎週水曜定休日 

給与 時給1050円以上 

資格 未経験者歓迎 

待遇 社員割引有　昇給･賞与有 
社会保険完備　交通費規定支給 
車通勤可(駐車場有)　制服貸与 
退職金制度有　正社員登用制度有 
長期勤務できる方優遇 

応募 電話連絡後､履歴書(B貼)持参下さい｡ 

【職場情報】
事業 釣り具の販売､通信販売 

《担当から》 
釣りが好きな方歓迎♪ 
未経験の方も大丈夫です｡ 
嬉しい社員割引あり♪ 
まずはお気軽にお問い合わせください☆  
 
《ＵＲＬ》 
https://www.toukaiturigu.com/html/
page13.html 

003-1353725

有限会社　東海つり具
A053-464-4713
浜松市東区丸塚町161-1
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バイト・料理が初めて
そんな学生さん大歓迎
バイトデビュー応援！

 
学業とも両立便利
シフトの自由度高い
働きやすい環境です

浜松市南区･東区･中区 xyyekn
01お弁当の①販売②調理スタッフ

時給950円～  高校生:時給900円～\

学生･主婦･シニア活躍中のお店♪ 
休みたい日に､休みやすく♪ 

学生・主婦からも働きやすいと好評 
お試しバイト感覚で短期からもOK
仕事 ①レジ･注文聞き　②接客なし裏方調理 

タブレットのマニュアルあり。 
動画で仕事を覚えられるなど便利です。 
未経験から安心してスタートできます｡ 
★イチから丁寧に教えていきます。

【募集情報】
時間 A.9:00～22:30の間で応相談 

B.9:00～22:00の間で応相談 
C.8:00～23:30の間で応相談 
(勤務例） 
10:00～15:00、10:00～17:00 
18:00～22:00、19:00～22:00等 
※勤務例以外の時間帯も相談歓迎 
★週2日～､1日3時間～OK 
★出勤が1日も出来ない週があってもOK 
　帰省・旅行に行く方も安心｡

給与 時給950円以上　高校生／時給900円以上 
★日祝＋時給50円UP

勤務地 ★ご希望の勤務地で働けます★ 
A.浜松高塚町店　A053-445-1680 
　浜松市南区高塚町4699 
B.浜松大蒲町店　A053-411-7720 
　浜松市東区大蒲町83-16 
C.浜松曳馬店　　A053-412-6730 
　浜松市中区曳馬5-17-21

期間 短期(1ヵ月)から始めて長期切り替えOK
資格 未経験者歓迎　22時以降は18歳以上 

★学生歓迎　高校生可
待遇 交通費規定支給　駐車場有　制服貸与 

割引制度でお弁当半額　深夜割増有
応募 お気軽に問い合わせ下さい。

【職場情報】
事業 お弁当の製造･販売

003-1355402

ほっともっと　浜松高塚町店･浜松大蒲町店･浜松曳馬店
C上記勤務地参照(各店舗迄）
上記勤務参照

)空いた時間を有効活用★

▶週2日～OK!
▶かわいい制服アリ0
)イチから働ける!!

▶販売･接客未経験でもOK
▶コンタクトレンズの
　知識がなくてもOK
丁寧に教えるのでご安心ください♪

イオンモール浜松市野内 zyyukn
01未経験でも始められる 
　　接客・販売スタッフ

時給1000円以上

交通費規定支給★嬉しい社員割引も- 
未経験者も丁寧にフォローします+ 

短い時間の勤務でもＯＫ 
＼まずはお気軽にご連絡くださいね／
仕事 ■お客様の受付､案内､販売､商品管理､ 

　簡単なPC作業などをお任せします｡ 
　⇒慣れてきたら､お客様のコンタクト 
　レンズのご希望やご不安を聞いて、 
　お客様に最適な商品をご提案します｡ 
　★まずは笑顔で対応ができればOK★

【募集情報】
時間 9:45～22:15の間で、 

1日2～7.5h(シフト制) 
▶週2日～5日程度で相談可 
▶曜日･勤務時間の相談OK 

勤務地 イオンモール浜松市野　1F 
(浜松市東区天王町諏訪1981-3) 

資格 未経験者歓迎、学生歓迎 

待遇 昇給有(能力による)　交通費規定支給 
社会保険完備　有給休暇有 
制服貸与　車通勤OK　深夜割増あり 

応募 まずはお気軽にお問い合わせください。 

【職場情報】
事業 コンタクトレンズ専門店チェーン
《担当から》 
ほとんどのスタッフが 
未経験からのスタートだからご安心下さい♪ 
社割・交通費・研修など、 
充実の待遇をご用意しています！ 
最初は先輩スタッフが丁寧に教えるので、 
初めてのバイトの方でも大丈夫"

003-1355089

コンタクトのアイシティ
A053-411-3171　担当／吉原・高部
浜松市東区天王町諏訪1981-3

映画好きなら
楽しさいっぱい☆
)映画館で働こう")

映画鑑賞制度で

最新作が見放題！
 

将来役立つマナーや
コミュニケーション力を

働きながら身につけられます+

ザザシティ浜松　西館3F zxyuek
01シネマSTAFF　接客･サービス

時給950円～(22時以降は時給1188円以上)

映画館で働こう" 
映画好き必見!映画鑑賞制度アリ 

学生歓迎♪就活に役立つ 
＼接客やマナーも学べます／

仕事 ･ポップコーンやドリンクの販売 
･パンフレットやグッズの販売 
･館内清掃 
･お客様へのご案内など 
※バイトデビューや経験がない方も､ 
　丁寧な研修があるので 
　安心してスタートできます！ 

【募集情報】
時間 8:00～翌1:00の間で1日5h～､週3日～OK 

例)土日は4～6時間程度の勤務OK､ 
　 平日の学校終わりに18:00～23:00等OK 
※1週間毎のシフト自己申告制で 
　プライベートの予定が立てやすい☆

給与 時給950円～ 
※22時以降／時給1188円以上 
※研修期間150hは時給890円

資格 学生大歓迎(高校生は相談下さい) 
未経験者歓迎

待遇 昇給有　深夜割増有　制服一部貸与 
交通費規定支給(1日700円まで) 
車・バイク通勤可　有給制度有 
従業員割引　映画鑑賞制度有 
社員登用試験制度有　正社員登用有

負担金 専用靴代(2444円)
応募 ご応募は右記QRコードよりお願いします 

※採用関連のお問合せは10:00～21:00 
　の間にオペレーターへお問い合わせ 
　下さい。

【職場情報】
事業 シネマコンプレックスの運営全般 

003-1351449

TOHOシネマズ 浜松
A050-6868-5011　担当／採用係

浜松市中区鍛冶町15 
ザザシティ浜松 西館3F

高時給1000円～!!
学生さん多数活躍中♪

＼ココが嬉しい！！／

☆週2日～､1日3時間～OK
☆お休みも柔軟に対応◎
☆嬉しいまかないあり0
☆シフトしっかり入れる!
履歴書不要手ぶらで面接OK!!

掛川駅より徒歩5分 yyyGkn
01お洒落な居酒屋での 
　　ホール･キッチンSTAFF

時給1000円～　\

+ワイワイ楽しくバイトしませんか+ 
シフト融通抜群◎未経験者大歓迎♪ 
【履歴書不要】即採用!スグ勤務OK!
仕事 ＜ホール＞ 

笑顔でお客様のお出迎え･接客を 
お願いします。 
＜キッチン＞ 
簡単な盛付けからスタートするので､ 
未経験の方もご安心下さい。

【募集情報】
時間 17:00～24:00内 

※1日3h～､週2日～OK 
※とにかくシフト融通もバッチリ！ 
※終電､終バスまでも全然OK♪ 
※週末できる方大歓迎！ 
▶長期連休､テスト期間中のシフト変更 
　も柔軟に対応いたします◎ 
▶2週間ごとの希望シフト制だから 
　先々の予定も立てやすいですよ♪ 
※勤務開始日はご相談に応じます♪

給与 時給1000円～ 
大学生／時給950円～ 
高校生／時給900円～ 
※22時以降は25％割増有 
※研修期間1ヶ月は時給-50円 
　(高校生は時給890円)

資格 初心者･バイトデビュー歓迎 
年齢不問､学生歓迎 
高校生OK(22時迄)､かけもちOK

待遇 交通費規定支給　制服貸与　 
賄い有　昇給随時　髪型自由　 
正社員登用有　深夜割増有

応募 下記までお気軽にお電話ください｡ 
履歴書不要！まずは手ぶらでOKです♪ 
(まずは店舗見学だけでもOK)

【職場情報】
事業 海鮮と産地鶏の炭火焼き｢個室居酒屋｣

002-3116002

うお鶏　掛川店
☎0537-64-6868　担当／雨宮
掛川市城下4-5　2F
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～　勤務地いろいろ　～
ご希望をお選び下さい！

 
□研修でサポートするので
　バイトデビューも安心◎

｠ □学校行事などを考慮しますので
　　勤務日数等お気軽に
　　ご相談下さい！

浜松･磐田･静岡･伊東 yyyGkn
01①お惣菜の製造･パック詰め 
　　②たこ焼きづくり･販売

①時給900円～　②時給950円～

■｢大豆畑｣｢銀座たこ専｣で募集■ 
未経験でもしっかりサポート! 
明るく元気に対応できればOK◎ 
応募前のお問合せも大歓迎です+
仕事 ①各店舗でのお惣菜づくり､ 

　パック詰め作業 
②接客から焼き方まで丁寧にサポート 
　しますので､未経験の方も安心です｡ 

【募集情報】
時間 A.8:00～15:00(休憩有) 

　※週3～4日応相談､土日祝のみOK 
B.8:00～14:00 
　※土日のみOK 
C.9:30～20:00(平日のみ) 
　※週3日～､時間応相談 
D.9:00～21:00の間で4h以上(応相談) 
　※勤務日応相談

勤務地 ①A.大豆畑ピアゴ磐田上岡田店 
　　(磐田市上岡田817-1) 
　B.大豆畑アピタ伊東店 
　　(伊東市玖須美元和田720-143) 
②C.銀座たこ専　浜松メイワン店 
   (浜松市中区砂山町6-1浜松メイワン内) 
　D.銀座たこ専 静岡パルシェ食彩館店 
   (静岡市葵区黒金町49･ 
　            　　パルシェ食彩館内)

資格 未経験者歓迎
待遇 交通費規定支給　制服貸与 

②従業員割引有
応募 本社迄､お気軽にB下さい｡ 

面接時履歴書(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

003-1355314

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
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