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御殿場市ぐみ沢 yyyFkm
01CD･DVD･漫画等の 
　　レンタル･販売スタッフ

時給900円～ ※22時以降深夜割増有 \

子育てと両立しながら、楽しく 
お店作りをしていきませんか# 

平日昼のみ大歓迎*扶養内勤務OKです 
シフトは毎週作成-融通バツグン
仕事 ・販売や予約､レンタルなどのレジ業務 

・接客や商品の整理･陳列 
・商品のディスプレイなど 
しっかりとした研修があり､先輩たちも 
丁寧に指導するので未経験でも安心して 
スタートできる環境です｡

【募集情報】
時間 9:00～24:00の間で1日3h～応相談 

★週2日～OK！ 
★昼間の短時間勤務OK! 
★子供の行事など相談OK

給与 ※22時以降､時給1125円～ 
※土日祝は時給100円UP

資格 年齢･資格不問　未経験者歓迎 
長期働ける方大歓迎　主婦(夫)歓迎 
映画･音楽･漫画好きな方歓迎

待遇 車通勤OK　制服貸与　従業員割引有 
社員登用制度有　昇給制度有 
社会保険完備(条件有)　扶養内勤務OK

【職場情報】
事業 DVD･ビデオ･CDのレンタル 

CD･DVD･ゲーム･本の販売

004-0945997

ＴＳＵＴＡＹＡ　御殿場店
A0550-84-1250　採用担当まで
〒412-0041　御殿場市ぐみ沢95-5

フジ虎ノ門グループ　

社会医療法人　青虎会
社会福祉法人　博友会 お電話後､履歴書(B貼)を持参もしくは郵送下さい

☎0550-89-9953 担当

髙橋 採用情報
ページを
ご覧ください♪

詳しくは

年間休日125日 完全週休2日

看護師･介護士資格お持ちの方大歓迎!!
介護士は無資格･未経験もOK!介護士は無資格･未経験もOK!

「昔､働いていたけどブランクがある…」「昔､働いていたけどブランクがある…」

「子供を出産してから現役復帰していない…」「子供を出産してから現役復帰していない…」

このような方も大歓迎%当社なら充実した研修制度があります！このような方も大歓迎%当社なら充実した研修制度があります！

「資格を取ったけど経験がない…」「資格を取ったけど経験がない…」

保

育園完備

保

育園完備

なので

子どもを
預けながら  
働けます! 

詳しい募集情報
はこちら

3 4保育士 栄養士
15万5000円～20万円月給 15万5000円～20万円月給

0歳児～6歳児
の保育

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

仕
事

病態別･形態別食
の食事管理

仕
事

時間／
待遇／

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

時間／
待遇／

1 2看護師 介護職員

21万円～40万円月給

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

未経験､無資格可

14万5000円
～19万5000円

月給
※月5回夜勤勤務の場合､
プラス

4万2500円の
夜勤手当有

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

待遇／

時間／

待遇／

患者様･受診者様の
健康チェック等

仕事 利用者様の身の回りのお手伝い仕事

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

7月給14万5000円～40万円　※右記参照

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

※年間休日125日　※右記参照
勤務地 ①②・フジ虎ノ門整形外科病院 

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

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

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

【職場情報】
事業 病院･介護施設･保育園等の運営

004-0946022

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

入山瀬駅から車で10分 xyyekn
1①介護職員　②介護助手 
　③夜勤専従

①時給900円～(資格･Oにより変動有)\

子育て中の主婦(夫)､シニア世代歓迎! 
シフトの融通利くので家事との両立◎ 
年齢・性別不問!未経験者大歓迎!
仕事 ①利用者の食事や入浴､トイレ等の介助等 

②利用者とお話しする仕事 
③身の回りのお手伝い 
※①～③共に未経験者でもOKです♪ 
■詳細はDOMONETをチェック!!

【募集情報】
時間 ①8:30～17:30 ※週1日～、1日3h～OK 

②9:00～16:30 ※週4日～OK、時間L 
③17:30～翌8:30 ※休憩有､週1日～OK

給与 ②時給885円～　③日給1万3000円
勤務地 ①②デイサービスセンター　花霞 

③有料老人ホーム　花霞
資格 年齢不問　ブランクある方OK 

子育て中の方、主婦(夫)歓迎 
未経験者OK　資格・経験不問 
②③定年退職された方・シニア世代 
(60歳以上)も歓迎

待遇 社保完(勤務状況に応ず)　C規定支給 
駐車場有　制服貸与　社員登用制度有

応募 電話連絡後、履歴書持参下さい。 
お気軽にお問い合わせOKです!!

【職場情報】
事業 デイサービス/有料老人ホーム

002-3156338

デイサービスセンター/有料老人ホーム　花霞
A0545-30-6789　採用担当まで
富士市厚原1204-1

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

月収5万～8万円(週3日勤務､17h程度)

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

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

【募集情報】
時間 8:00～15:00(月･火･木･金) 

9:00～12:00(水) 
※週3日･5日のどちらかで相談可能 
週3日は(月･水･木)か(火･水･金)の選択

休日 週休2日制 土曜､日曜 夏季､年末年始､GW
収入 完全歩合制 

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

資格 未経験者大歓迎 経験不問 
育児､家事と仕事を両立させたい方､歓迎 
車両持込出来る方歓迎

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

負担金 一切なし
【職場情報】
事業 乳製品の販売業

004-0944745

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

①沼津DC／沼津市北園町6-6 
②伊豆の国DC／伊豆の国市四日町380-2
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駿東郡長泉町 yyymns
01①放課後等デイサービス支援員 
　7②児童発達支援管理責任者

①保育士/時給1000円～1200円 　\

＼働くパパ・ママ応援中／ 
午前中はゆっくり!未経験者も大歓迎
【募集情報】
時間 ①A.12:00～17:30　B.13:30～18:00 

※上記内で応相談(週2日～3日できる方) 
※お子様やご家庭のご都合は考慮します 
②10:00～18:00(休憩有) 
※季節により変動有

休日 7完全週休2日制（土日祝）
給与 ①有資格者(保育士以外)時給1000円以上 

　未経験者/時給900円以上 
②月給20万円以上  
※①～③経験・能力により優遇

勤務地 長泉町内の3教室
資格 要普通免許(AT限定OK) 

①保育士、教員、社会福祉士の内、 
どれか1つ以上所持している方 
②児童発達支援管理責任者の資格所持者

待遇 R有 C規定 資格取得応援(①勤続2年で
児童指導員任用資格取得可) 
労災･雇用保険有 正社員登用有  
有資格者優遇(退職金制度有) ②賞与年2
回(業績による) 昇給有(企業査定により
年2回) 退職金制度有(規定による)

【職場情報】
事業 放課後等デイサービス

002-3147549

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

岩波駅から徒歩15分 xyyekn
0コンビニstaff

時給890円　※研修90日有(同時給)

面接時は履歴書不要" 
3ヶ月位の短期の応募もOKです" 
勤務開始日の相談もOKです♪ 

週0日～OKで働きやすいお店です★
仕事 レジ業務をメインに､空いた時間は 

品出しや簡単な清掃等をお願いします｡ 
※優しい先輩がひとつずつ丁寧に 
　教えますし、DVD研修もあるので 
　未経験でもご安心ください｡

【募集情報】
時間 13:00～22:00の間で時間曜日応相談 

※週1日～､1日3h～OK 
※週0日～勤務可 
(事前に申請いただければ､週に1度も 
 出勤しなくてもOK) 
※土日できる方歓迎

期間 3ヶ月位の短期もOK(長期への変更も可)
資格 未経験者大歓迎 

フリーター･Wワーク歓迎 
主婦･主夫歓迎　学生OK(高校生可)

待遇 C規定　制服貸与　車･バイク通勤可 
昇給有　その他福利厚生有

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

【職場情報】
事業 コンビニエンスストア

004-0946201

セブンイレブン御殿場神山店
A0550-87-5330　
御殿場市神山1092-1

現在､入社祝い金制度実施中!!
720万円支給｠1最大10万円迄支給
働くスタッフを大切にする会社
施設へ直行直帰!｠一般自宅の訪問無し
①71介護職員
　7月給24万5000円～25万5000円
　1時給1030円以上
②7サービス提供責任者
　月給26万円～
③1夜勤専門の介護スタッフ
　日給1万8500円～2万500円

三島･沼津･長泉･函南 yyykmn
①71介護職 
②7サ－ビス提供責任者③1夜勤介護

7①月給24万5000円～25万5000円　\

今いるスタッフと入社するあなたが 
末長く働ける待遇･環境を創ります!! 
交通費全額支給など福利厚生充実☆ 
職場見学歓迎!1勤務日数･時間相談OK
仕事 ◎経験者はもちろん､未経験者も歓迎◎ 

◎経験者が丁寧におしえていきます◎ 
①経験不問☆働きながら資格取得も可能 
②介護サービスの調整､相談､ 
　介護職員の実務管理等。 
③夜勤専門の介護！Wワークさんも歓迎*

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

　C.17:00～翌9:00(休憩有･シフト制) 
② 8:30～17:30 (休憩有) 
③17:00～翌9:00(休憩有) 週1日～OK

休日 7月9日休み
給与 ①7月給24万5000円～25万5000円 

　　(夜勤5回の場合)& 
　1時給1030円以上 
②7月給26万円～ 
③1日給1万8500円～2万500円

勤務地 三島･沼津･長泉･函南 
※静岡県東部に6施設､希望勤務地考慮

資格 ★年齢不問　★男女不問 
①③介護職員初任者研修 
　　(旧ヘルパー2級)以上 
　　資格のない方もご相談下さい。 
②実務者研修修了者または介護福祉士

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

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

004-0945014

株式会社フェニックス
A055-929-9233　A伊藤／8:30～17:30
〒410-0064　沼津市共栄町10-5

御殿場駅]5分 yyyFkm
10①ホール(料理運びなど) 
②宴会スタッフ　③清掃　④調理補助

9:00～17:00…時給900～1000円　\

｢人と接する仕事がしたい！｣ 
｢接客は苦手…裏方が良い｣など 
働き方はあなた次第でOK+ 

ご家庭との両立も大歓迎です*
仕事 ①料理運びなどのホール業務 

②宴会準備など　③店内清掃など 
④簡単な調理補助業務 
◎未経験の方でも丁寧に教えます｡

【募集情報】
時間 ①11:00～22:00の間で応相談 

②18:00～22:00　③10:00～14:00 
④10:00～21:00の間で応相談 
※週1日～･1日3h～OK 
※①は昼のみや夕方のみもOK

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

期間 長期(短期も可､春夏冬休み･GWのみ等)
資格 未経験大歓迎 

主婦(夫)の方歓迎
待遇 制服貸与　能力給制度　各種保険完備 

有休有　車通勤可　社員登用有　食事有 
試用期間(2ヵ月間位)有

応募 まずはお気軽にお電話ください。 
◎勤務開始日はご相談に応じます

【職場情報】
事業 中国料理店

004-0944871

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

国道1号線沿い yyykmn
7①急募の事務スタッフ 
　②業界未経験OKの食品工場スタッフ

①月給17万円 ※試用期間3ヶ月\

) 女性が活躍中の華やかな職場 ) 
勤務開始日相談受け付けます" 
GW明けからの勤務も大歓迎! 

主婦(夫)が働きやすい職場ですよ♪
【募集情報】
時間 8:00～17:00(休憩有)
休日 日曜、祝日、夏季休暇、年末年始休暇 

他会社カレンダーによる　年間休日109日 
※土曜休みの時もあります。

給与 ①月給17万円 
※試用期間3ヶ月…月給16万円 
②日給月払制15万804円以上 
※基準日21.3日/月

資格 学歴・経験不問　未経験者大歓迎 
①PC基本操作できる方(Excelの入力など) 
40歳迄(経験不問)

待遇 各保完 D有･H年2回有(業績による) 
退職金制度有(勤続1年以上) 有給休暇有 
交通費規定 車通勤可 ②皆勤手当 
介護休暇取得実績有

応募 B後、履歴書(写真付)をご持参の上面接
致します。

【職場情報】
事業 一般食品の製造販売
《ＵＲＬ》 
http://www.ogurashokuhin.co.jp/

002-3146856

小倉食品株式会社
A054-375-3191 担当/採用係 笹間･杉山
〒421-3112　静岡市清水区由比寺尾821-1

7月中旬 岡宮

オープニングスタッフ
大募集!!

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

沼津市内 xyeF
10クリーニング店の受付･店内作業

1時給890円以上　0時給1100円　\

◆◇オープニングスタッフ大募集◇◆ 
7月中旬岡宮OPEN予定!! 

週2日～OK◎既存店も同時募集◎ 
店内業務が中心です♪

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

【募集情報】
時間 109:00～19:00で時間･勤務日ご相談OK 

※②③は20:00迄､①④～⑦は19:00迄｡ 
(例)A.9:00～14:00　B.9:00～17:00 
　　C.11:00～20:00　11:00～19:00 
　　D.14:00～20:00★週3日～OK 5h～OK

給与 1時給890円～930円以上 
※週3日以内の方は時給890円～ 
※週4日以上､ラストできる方時給910円～ 
※土日いずれか月の半分勤務できる方 
　時給930円～ 
0時給1100円 
10※試用期間3ヵ月時給890円

勤務地 ①沼津市岡宮(7月中旬オープン予定) 
②沼津大岡店…沼津市大岡1020-1 
③岡の宮店…沼津市岡宮511-19 
④コープ新沢田店…沼津市新沢田2-43 
⑤西沢田店…沼津市西沢田732-3 
⑥沼津下河原店…沼津市下河原町13 
⑦松長店…沼津市松長153-2

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

待遇 C規定 制服有 車通勤OK スタッフ割有 
扶養控除内の勤務OK 正社員登用制度有

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

004-0944746

株式会社サトウ商会(クリーニングのサトウ)
A055-939-7011
本社／裾野市千福72-1
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伊豆の国市寺家 yyykmn
01①レジスタッフ 
　　②売場担当スタッフ　③青果

①時給890円～※日曜祝日＋100円②③\

★未経験から安心スタート★ 
時間や日数もえらべるので 

主婦(夫)さんに働きやすいお店です!! 
暮らしに役立つお得もいっぱい！
仕事 ①自動レジなので､計算などの作業は 

　一切ありません｡ 
②売場､部門の販売担当 
　(キッチン･バス･トイレ用品売場) 
③青果売場担当 
　簡易な袋詰めや商品陳列

【募集情報】
時間 ①12:00～18:00 

　※上記時間内で4～5時間程度 
　　週3日～4日程度でOK 
　　日曜できる方歓迎 
②9:00～18:00　※週5日勤務 
③8:00～12:00

給与 ①時給890円～ 
　※日祝と17時以降は時給100円UP 
②③時給890円～ 
高校生/時給885円～

待遇 制服貸与 車通勤可 
1交通費規定支給 社会保険完備

応募 まずはお気軽にお電話ください
【職場情報】
事業 総合小売店

004-0946633

エスポット 韮山店
A055-940-2211
伊豆の国市寺家160-6

富士宮東高から車で5分 yyykmn
1営業アシスタント

時給900円　

2週間ごとのシフト自己申告制" 
お子さんのご都合や、 

ご家庭の用事等の事前相談OK"
仕事 営業補助業務をお願いします。床下調査 

点検後の報告書の作成や、DM送付、アポ
イント取り等をお願いします。書類のお
届けもあります。入社後、作業現場を知
るために床下の現場見学もありますが、
通常業務では行いません。

【募集情報】
時間 8:00～16:30の間で1日4～5h 

※週5日勤務 
※勤務シフトは2週間毎の自己申告制 
※子供の急病等、相談応じます

休日 週休2日制(当社カレンダーによる) 
夏季･冬季･慶弔･有給休暇 
※振替休日有､有給は確実に消化できます｡

資格 PC操作(Word、Excel程度)できる方 
パワーポイント経験のある方尚可 
要普通自動車免許(AT限定可)

待遇 車通勤可 C規定 R完備 社保完(勤務状
況による) 正社員登用制度有

応募 本社A0544-24-2562(応募は下記まで)
【職場情報】
事業 環境衛生(白アリ・害虫駆除)業務、エコ

ロジー関連業務、建築・リフォーム業務

002-3145538

株式会社アルパインエンタープライズ
C0120-14-6474(応募はこちら迄)
富士宮市西小泉町22-1

中央小南側 yyykmn
01①レジ　②商品荷出し 
　　③鮮魚担当スタッフ

時給890円以上

主婦さんを中心に活躍中!! 
未経験者OK+お得や便利いっぱい♪ 
勤務日数や勤務時間もご相談下さい♪
仕事 ①店内レジスタッフ 

②食品・雑貨等の商品荷出し 
③鮮魚コーナーの売場担当者 
　売場管理や商品陳列等

【募集情報】
時間 ①10:00～21:00　②7:30～21:00 

③7:00～21:00の間で応相談　 
※1日3時間から応相談 
※勤務日・勤務時間等ご相談ください 
※1週20時間以上の勤務

給与 時給890円以上 
※日祝時給100円UP 
※①レジは17時以降時給100円UPします

資格 未経験者歓迎　 
高校生可/※要学校許可

待遇 制服貸与　車通勤OK 
1交通費規定支給

応募 まずはお気軽にお電話ください 
履歴書は採用･不採用に関わらず 
返却致しません｡ 
責任持って保管･処分します｡

【職場情報】
事業 総合小売店

004-0946619

エスポット 富士店
A0545-60-8800　担当／店長
富士市米之宮町267

沼津市小諏訪 yyyFkn
1食品製造工場の 
　①製造　②販売事務

時給885円～

【安定の大川食品工業です"】 
週3日、1日4h～OK◎ 

経験･資格･性別･年齢一切不問！ 
0-30代～50代女性活躍中-0

仕事 ①パン粉製造の検品、製造補助 
②販売事務のお仕事(PC操作有) 
★コツコツ、モクモク作業が 
　好きな方にピッタリのお仕事です。 
【空調完備】【明るく清潔な工場】

【募集情報】
時間 ①8:00～18:00内で4h～応相談 

　例)8:00～12:00､12:00～17:00等 
②10:00～14:00 
※週3日～勤務OK

休日 土(第2･第4)日祝､年末年始､夏季他
給与 時給885円～
資格 未経験者大歓迎､年齢･性別･資格不問 

主婦･主夫歓迎
待遇 車通勤可､交通費規定支給､制服貸与､ 

昇給·賞与(能力·業績による)､ 
正社員登用制度あり､ 
社員旅行､ボーリング大会･BBQ等

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

【職場情報】
事業 食品製造･販売･開発

004-0944738

大川食品工業株式会社
A055-962-2362　担当／渡辺
沼津市小諏訪611-1

富士宮市大岩 yymn
01①時短OKの美容師スタイリスト 
②ブランクOKの美容師アシスタント  

時給900円以上

時短勤務のスタイリストさん 
ブランク有のアシスタントさん大歓迎 
スキルを磨きたい方や、将来的にステ
ップアップしたい方、応援します!

【募集情報】
時間 9:00～19:00内で応相談　※週2日～OK 

①ご家庭の状況に合わせての勤務もOK! 
※土日どちらか1日と､平日1日の組み合わ 
　せもOK

休日 月曜・第3日曜定休(週休2日も可)
資格 美容師免許ある方･資格取得意欲のある方

ブランクのある方歓迎
待遇 昇給有　雇用保険　技術・役職・達成・ 

調整手当有　交通費規定支給　駐車場有 
歩合手当有　社員研修旅行・合宿有

【職場情報】
事業 美容室
《お店から》ご家庭の状況やプライベートと
両立させながら、週2日からOKです。 
 
《先輩から》子育て中の私ですが、子供の急
病の時にはお互いフォローし合っています。 
子育てが落ち着いたら正社員を目指して頑張
る予定でいますよ！

002-3149109

aoitori(アオイトリ)
hair atelier
A0544-29-7200　担当/後藤
富士宮市大岩441-1

富士市・富士宮市 yyykmn
1配膳・ホール経験が活かせる 
　アシスタント

時給1000円 ※研修期間2ヶ月…時給950円

縁の下の力持ちとして活躍して 
くださる方お待ちしてます。

仕事 葬儀後のホール片付けや控室の清掃、 
火葬場での湯茶接待をお願いします｡ 
ご家庭のお掃除の延長で行うことが可能
です｡

【募集情報】
時間 8:30～17:00　※1日4h以内､週3～4日でOK 

※勤務時間･日数応相談 
※土日勤務できる方歓迎 
※土日どちらか含む勤務も可

勤務地 駅南ホールきずな/若の宮ホールあかり/ 
f.ファミリエまんの 
ラビュー富士たかおか/ラビュー新富士 
※状況により､日によって勤務地が異なる場
合があります｡(原則､希望を考慮します｡)

資格 高卒以上　要普通免許(AT限定可) 
未経験者歓迎　葬祭業経験者歓迎 
配膳・ホール等の経験者歓迎

待遇 車通勤可　交通費支給(上限500円/日まで) 
残業､販売手当有

応募 Bまたはメール後、履歴書郵送下さい。 
追って連絡致します。 
※土日OK　<E-mail>eigyou@sousai.biz

【職場情報】
事業 葬祭業全般、仏壇・仏具販売

002-3148335

藤原葬祭　(家族葬のラビュー)
C0120-26-3840(採用担当/石川)
〒418-0065　富士宮市中央町1-8
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富士市今泉 yzytuk
7不動産事務員(宅地建物取引士)

月給20万4000円以上+手当

7月にハウスドゥ!富士今泉店OPEN! 
ブランク◎久しぶりの仕事復帰応援☆ 
主婦(夫)歓迎!宅建所持者優遇！ 
身につけた資格を活かしませんか？
仕事 営業をサポートするお仕事です｡ 

ご来店のお客様の対応､物件データ入力､
各種書類作成､webサイトやチラシの 
お問い合わせ対応､各種情報のファイリ 
ングなど※7月オープンですが､研修等も
含め4月･5月からの勤務になります｡

【募集情報】
時間 9:00～18:00
休日 水曜＋他1日 

(シフト制により土日への変更もOK) 
夏季休暇、年末年始、有給休暇 
年間休日106日+別途指定有給5日

資格 未経験者大歓迎!!　高卒以上 
宅地建物取引士(旧:宅地建物取引主任者)
要普通自動車免許(AT限定可) 
パソコン基本操作(ワード・エクセル)

待遇 社会保険完備　駐車場有　交通費 
規定支給　家族手当　業績により賞与、 
昇給(3000円～5000円)あり

【職場情報】
事業 不動産業

002-3155081

ハウスドゥ！富士今泉店
スルガ株式会社
A0545-53-5308　担当/小林
富士市今泉3-6-20

駿東郡長泉町 yyyFkn
01未経験者歓迎の児童指導員

時給950円から　※資格手当有

【今年4月に新教室開設しました"】 
既存の教室でも同時募集中" 
★20代～40代女性活躍中です★ 
+勤務開始日のご相談OKです+

仕事 お子様の放課後や余暇での勉強や遊び、 
指導・健康管理などをお願いします。

【募集情報】
時間 13:00～18:00の時間内で応相談 

※1日3h～日数応相談　※事前見学もOK
勤務地 ・下土狩教室 

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

資格 無資格･未経験OK　経験者歓迎 
※保育士､社会福祉士､介護福祉士､ 
　教員免許いずれかをお持ちの方歓迎

待遇 交通費規定支給 試用期間3ヶ月有 
有給休暇 社会保険有 正社員登用制度有

【職場情報】
事業 放課後等デイサービス

004-0945895

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

富士宮市南陵 yykn
2サプリやコスメの検査・梱包

時給1050円

20代～50代の女性が活躍中のお仕事！ 
ファイト！子育て中の主婦(夫)応援☆ 
0歳～2歳児用の無料保育園完備！！ 
お子様を預けて安心して働けますよ♪
仕事 サプリメントやコスメ製品のシール貼り

及び検査、梱包作業
【募集情報】
時間 ①9:00～15:15　②9:00～17:00 

上記の時間帯から選べます※残業なし
休日 土日祝(会社カレンダー)
勤務地 富士宮市南陵
資格 未経験者大歓迎！
待遇 社保完、駐車場有、週払いOK(規定有)、

作業服貸与、給食利用可、交通費規定支
給、無料保育園有(0歳～2歳児用)

システム 当社登録後、派遣致します。
【職場情報】
事業 労働派遣業(派22-300515) 

有料職業紹介事業(22-ユ-300408)
《担当から》「子育てと両立したい」､「家
庭を大事にしたい」そんな方にオススメ！0
歳～2歳児用の無料保育園完備｡当社直営のよ
つば保育園を無料で利用できます！定員12名
の保育園で毎日給食やおやつもすべて無料で
す♪お子様を預けながら働けるので安心☆見
学も随時受付中｡お気軽にお問合せ下さい｡

002-3146838

ベスタズスタフィング株式会社
D0800-200-7593　担当/高橋
富士市瓜島町203

新幹線駅前通り沿い yyykmn
01業界デビューもOKの 
　　コンビニスタッフ

時給890円～1120円　\

)子育て中のママ･パパ応援します) 
急なシフト変更も対応しているので 
子育てとの両立がしやすいお店♪ 
■□勤務開始日相談応じます□■

【募集情報】
時間 ①6:00～9:00　　②9:00～13:00 

③12:00～17:00　④17:00～21:00 
⑤21:00～24:00 
※②③は土日のみ 
※週1日～OK!! 
※開始･終了時間を1h早めたり、 
　遅くしたりすることもできます 
※お子様の病気など、急なシフト変更 
　対応もOK!! 
※扶養範囲内勤務もOK!!

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 未経験OK 専業主婦(夫)･子育て中の 
主婦(夫)・シニア(60歳以上)歓迎

待遇 マイカー通勤OK　交通費規定支給 
駐車場有　制服貸与　昇給有

応募 お気軽にお電話下さい!! 

【職場情報】
事業 コンビニエンスストア

002-3146846

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

富士宮市小泉 yykm
1①ライン作業スタッフ(梱包・組立) 
　②自社工場内の清掃専門スタッフ

時給885円～

子育て中や､子育てが落ち着いた主婦 
等が活躍中の職場!!学校や家庭の用事 
お子さんの急病も柔軟に対応します* 
)長期で安心して働ける職場です)
仕事 ①個包装されているペットフードの梱包 

又は電子機器の組立・検査のいずれかの 
ライン作業｡経験や適性と希望の上､決定 
②自社工場内の休憩室や廊下､トイレ等 
の清掃。拭き・掃き掃除がメインです｡

【募集情報】
時間 ①8:00～17:00(休憩有)　※1日4h～OK 

※勤務開始時間相談OK(9時出社もOK) 
※月1～3回土曜出勤(AMのみ)できる方 
歓迎　※週4日or週4～6日出来る方歓迎 
②10:00～15:30(休憩30分)

休日 ①日曜※土曜休み相談承ります 
②週休2日制(土日他) 
※他会社カレンダーによる

勤務地 小泉工場(富士宮市小泉2098-15)
資格 未経験者歓迎　①ライン経験者も歓迎
待遇 無料R有　雇用・労災有(法令に準ず) 

①制服貸与　有給休暇　扶養内勤務OK
応募 質問や事前の職場見学等も随時受付中 

A0544-26-1433(小泉工場受付)
【職場情報】
事業 医療機器部品・電子部品加工業務

002-3150447

株式会社ヨーゼン
A0544-26-8338(応募は上記迄)
〒418-0004　富士宮市三園平1250(本社)

沼津市･三島市･御殿場市 yyyHkm
781タクシードライバー 
　　　(最新ナビ搭載で運転安心)

完全歩合制 ※月収30万～45万円可能

-女性活躍中+随時面談＆即採用可- 
*年収500万円以上の実績者多数* 
-若い方～40･50代活躍中""- 

入社祝金8万～10万円＋賞与年2回支給
仕事 DOMONETでは「入社のきっかけ」や 

「働いてみて」等､先輩コメント掲載中! 
厳しい上下関係も無く人間関係良く働け 
る環境☆タクシー業界を明るく変えます!

【募集情報】
時間 78変形労働時間制(週40時間) 

　　日勤､夕勤､夜勤のローテーション 
1勤務日･時間応相談(日勤のみも可能) 
　8:00～17:00 9:00～18:00

休日 78月6日 他会社カレンダーによる
勤務地 ・沼津営業所(沼津市松長) 

・本社営業所(三島市南二日町) 
・御殿場営業所(御殿場市東田中)

資格 ◎2種免許がない方も当社で養成します◎
待遇 経験者優遇 制服貸与 各保完備 入社祝金 

8万～10万円(入社後半年以内に支給)･ 
賞与年2回(規定有) 乗務員養成制度有

【職場情報】
事業 一般乗用旅客自動車運送事業
《担当から》富士急ハイランドでお馴染みの 
“富士急グループ”が行うタクシー事業◎ 
充実の待遇･福利厚生で安定して長期働ける!

004-0944813

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

①富士市 ②富士宮市 yyykmn
2簡単＆年齢不問"女性活躍中" 
　小物商品のチェック､包装等

①時給989～1102円　②時給970円

20代～50代の女性活躍中♪ 
◆土日祝休み ◆休みの融通ききます 
＼①週２日～OK or ②１５時終了／ 

)扶養内OK!かんたん軽作業)
仕事 0[単純]だから[未経験]でも安心♪0 

①化粧品のピッキングやサプリメント 
　の検査・梱包等 
②パッケージ化された小さな商品を 
　小分けにし､袋詰めや包装のお仕事 
 
0子育てと両立したい方にピッタリ0 
　お子様に関わる急なお休みや 
　学校行事への参加もしやすい等 
　お休みの融通がきくと好評です♪

【募集情報】
時間 ①9:00～16:00(休憩60分)週2日～OK 

②9:00～15:00(休憩60分)月～金
休日 土･日･祝休み(学校行事参加OK)
給与 ①時給989～1102円　②時給970円
勤務地 ①富士市今泉 ②富士宮市小泉
資格 未経験者大歓迎､扶養内OK 

主婦さん活躍中
待遇 交通費規定支給､車通勤可､制服貸与
応募 お気軽にお問い合わせ下さい!

【職場情報】
事業 人材派遣業(派22-100010)

002-3148313

シーアールシー株式会社
C0120-574-686 (9時～18時)
富士市永田町1-153
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トマトボウル向かい yyymos
01ミニストップの店内スタッフ 
　　(レジ･アイスクリーム作り等)

①～③時給885円　④⑤時給1110円

＼ミニストップならではの楽しさ有／ 
若い世代から年配まで幅広く活躍中♪ 
【嬉しい食事補助有'選べる時間帯】 
笑顔で｢こんにちわ｣と言えればOK-
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 
★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！

【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

資格 未経験者歓迎　60才以上歓迎 
高校生･専門学校生･大学生･主婦(夫)歓迎

待遇 制服貸与　車通勤OK　社会保険完備 
食事補助有　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☆

002-3146585

ミニストップ　静岡下川原店
A054-257-8721
静岡市駿河区下川原南9-23

就労継続支援A型事業所

就労継続支援A型事業所

就労継続支援B型事業所

さくらさくら

こでまりこでまり

ALKU（アルク）ALKU（アルク）

障がいのある方が自立した生活ができるように
就労のサポートをする施設での職業指導スタッフを募集します。

車の免許があれば、

他に特別な資格や経験は一切不問!

時間／8:30～17:00（休憩有）☆残業なし
休日／土日祝､GW､夏季､年末年始､年間休日120日
　　　　　　（土曜日は月1～2回の休み､土曜出勤の場合は平日に代休取得可）
給与／月給15万円～＋資格手当＋交通費規定支給
　　　※経験・能力・資格により考慮します　
　　　※試用期間6か月は時給900円

静岡市駿河区南安倍3-12-4

☎054-202-8878 担当／鈴木

静岡市駿河区中田本町59-2

☎054-269-5391 担当／福原

静岡市駿河区登呂6-2-7 3F

☎054-289-8818 担当／和田

こちらからネットで
詳細見られます

konoki中田konoki中田

時間／平日 9:30～18:00　土曜 9:00～17:30
　　　※休憩有､残業なし､家庭と両立OK
休日／週休2日制(日曜＋1日､他会社カレンダー)､
　　　GW､夏季､年末年始､年間休日120日
給与／月給15万円～＋資格手当＋交通費規定支給

※経験・能力・資格により考慮します
※資格手当
　(保育士･社会福祉士/月1万円､児童指導員/月5000円)
※試用期間6か月は時給900円

静岡市駿河区中田本町60-9 ☎054-260-6575 担当／望月

新規施設OPENにつき増員!!新規施設OPENにつき増員!!新規施設OPENにつき増員!!
遊びを通して障がいのある子供達を支援し､社会に出たときに
必要な知識を学びながら､一つずつできることを増やしていき､
個々の成長を目指しています｡残業や保育士の持ち帰り仕事も
なく､休みもきちんと取れるので安心して長く働けます｡

子供が
急に熱を出して
早退しなきゃ

子供の
学校行事で
この日は
お休みしたい

家事育児、
家庭の用事と
両立できる

子育てママが
多数活躍中!

利用者様の
成長で

ヤリガイ抜群!

助け合い、
協力し合って
います

子育てをし
ながら、家庭と仕事を両立する子育てをし
ながら、家庭と仕事を両立する

主婦さん多数活躍中♪主婦さん多数活躍中♪

自分自身も成長できるお仕事です｡自分自身も成長できるお仕事です｡

今年度

放課後等デイサービス

静岡市駿河区 yyyFks
01①障がい者の就労支援スタッフ 
　　②無資格･未経験OKの保育士

月給15万円～＋資格手当＋C規定

応募前の職場見学やお問い合わせも 
大歓迎♪見学してぜひ当施設の 
雰囲気や良さを感じてくださいね◎ 
まずはお気軽にお問い合わせ下さい+
仕事 ①さくら　こでまり　アルク 

　障がい者が一般企業に就職できるよう 
　様々な作業を通してサポートをします｡ 
　リサイクルショップの店舗･倉庫内 
　作業､ネット販売､本･ゲーム･玩具等の 
　製作､仕分け､梱包等をします｡ 
　利用者様の送迎も有(静岡市内)｡ 
②放課後等デイサービスkonoki 
　放課後や学校休校日に遊びを通じて 
　小学1年～高校3年迄の障がいのある 
　子供達を支援します｡音楽遊びや 
　鬼ごっこ等とにかく楽しく遊ぶことを 
　大切にしています｡

【募集情報】
時間 右記参照
休日 右記参照
給与 右記参照
資格 要普通免許(AT限定可) 

福祉の資格不問　未経験者大歓迎 
ブランクある方､復職希望者歓迎 
①障害者施設･介護施設での勤務経験者 
　や介護福祉士は尚歓迎 
②保育士は尚歓迎

待遇 社会保険完備 車通勤可 有給休暇有 
賞与･決算賞与有(業績による)  
交通費規定支給 資格取得支援有 
外部研修･セミナー参加支援有  
研修期間有 退職金制度有 
正社員登用有 資格手当(保育士･社会福祉
士/月1万円､児童指導員/月5000円)

【職場情報】
事業 福祉施設の運営

002-3156688

株式会社アレミティ　4施設合同募集
☎右記参照(各施設までTEL下さい)
静岡市駿河区南安倍3-12-4(さくら)

牧之原SA内 yyyFkn
81東名牧之原サービスエリアの 
　　清掃スタッフ 

時給900円(試用期間3ヵ月は時給890円)

週1日から勤務OK"無理なく働けます 
20年以上勤務しているスタッフ多数*
定着率抜群も自慢☆働きやすい職場- 
20～60代女性活躍"未経験者歓迎☆
仕事 サービスエリアのトイレ(女性トイレ有)､ 

駐車場･園地の清掃業務｡ 
モップがけや拭き掃除､掃除機や機械を 
使って作業します｡直行直帰可｡ 
先輩がマンツーマンで丁寧に教えます｡

【募集情報】
時間 ①8:00～12:00　②8:00～17:00 

※週1日から相談OK 
※早出･残業有

休日 完全週休2日制(希望休自己申告制) 
有給休暇 ☆3～4日程の連休取得も可能

給与 時給900円(試用期間3ヵ月は時給890円) 
※昇給有

勤務地 牧之原SA／牧之原市静谷2559-3
資格 学歴･年齢･資格不問 未経験者大歓迎 

主婦主夫･フリーター･Wワーク･学生歓迎
待遇 社会保険完備 昇給有 

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

【職場情報】
事業 清掃・道路メンテナンス

002-3148379

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

高洲中学校より徒歩1分 xyybmn
71介護スタッフ

7月給23万100円(夜勤6回､他一律手当含)

)*) 女性スタッフ大活躍中 )*)

【募集情報】
時間 724時間内で以下A～Dのシフト勤務 

　A. 7:00～16:00　B. 9:00～18:00 
　C.13:00～22:00　D.17:30～翌9:30 
　(休憩有) 
1上記時間の間で応相談　

休日 7月8日
給与 7※夜勤手当1回7000円､ 

　　超過分は別途支給有 
1A～C／時給1050円～1450円 
　(60歳以上の方は時給1000円～1300円) 
　　・夜勤手当1回7000円 
　　・早遅手当500円 
　　・土日祝勤務で土日手当500円 
　　　※試用期間3ヶ月除く 
　　※試用期間3ヶ月間は時給－100円 
　　　(処遇改善手当一律含む) 
　D／1回2万4000円 
　　※試用期間3ヶ月は1回1万8560円

資格 7高卒以上､経験･介護福祉士あれば尚可
待遇 昇給有､早遅･土日手当､資格取得支援 

C規定､車通勤可､私服勤務､社保完 
7退職金制度･賞与有､資格手当有

【職場情報】
事業 認知症対応型介護施設

002-3157145

グループホーム笑和
A054-636-7085/090-7024-0388 A本田
藤枝市与左衛門172-1
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駿河区丸子 yyykmn
7①新車･中古車の販売スタッフ 
　②自動車整備スタッフ

①月給19万～23万円　②\

あなたの“個性”を武器にしよう" 
☆20代～30代の男女活躍中☆ 
必要な資格は｢普通免許のみ♪｣ 
当社で"未経験"から活躍しよう!
仕事 ①新車･中古車の販売スタッフ 

　来店いただいたお客様への新車リース 
　や中古車のご提案･接客対応 
②自動車の車検･整備･修理

【募集情報】
時間 8:30～17:30(休憩有) 

多少残業あり(平均1時間)
休日 月8～10日間(年末年始･GW･お盆の 

長期連休も可能です)
給与 ②月給20万～30万円 

※年齢･経験･能力考慮
資格 普通自動車免許(AT限定可) 

経験不問　職種･業種未経験者大歓迎
待遇 社会保険完備　昇給･賞与有　車通勤可 

制服貸与　交通費規定支給 
資格手当　健康診断有 
転勤なし

応募 まずはお気軽にお電話ください！ 
☆DOMONET･JOBからも24時間受付中 
「内面重視」の採用です☆

【職場情報】
事業 新車･中古車販売

002-3151516

株式会社オー・ルージュ 
A054-256-0510　担当／山本
静岡市駿河区丸子3-12-98

清水区北脇新田 yyyFkn
1①事務スタッフ 
　②インテリアアドバイザー

時給1000～1050円

嬉しい♪朝はゆっくり出勤* 
未経験でも丁寧に教えていきます♪ 
選べる!時短orフルタイム 

残業なしでプライベートも充実です｡
仕事 ①PC入力､伝票の作成､電話･来客応対 

　店舗事務(レジ･売上処理) 
②店頭での接客販売、 
　商品のディスプレイをお願いします。 

【募集情報】
時間 ①10:00～17:00または10:00～15:00 

②10:00～18:00
休日 月8日(水曜＋他平日4日) 

夏季･年末年始･有給休暇
給与 ①時給1000円～ 

②時給1000円～1050円
資格 未経験者歓迎　高卒以上　 

Excel･Word基本操作できる方
待遇 社会保険完備　交通費規定支給 

車通勤可　昇給有　賞与年2回 
試用期間3ヶ月(同条件)　社員割引有

応募 電話連絡後､履歴書(写真貼付)を 
下記住所までご郵送下さい｡

【職場情報】
事業 和洋家具類及び､これらに関連する 

インテリア商品の販売､ 
カーテン･絨毯等の施工

002-3152221

株式会社栗田家具センター 静岡店
A054-345-3451　担当／渥美
静岡市清水区北脇新田680-1

90ヵ国と取引！
国内最大の

★ルアー製造メーカー★
＝【準社員】フルタイム＝＝
時給900円
月収14.4万円
(1日8H×20日/月勤務)
※別途賞与年2回あり
(年額30万円/昨年実績)
＝【パート】扶養内OK＝＝＝
時給890円

焼津市上小杉 yyykmn
19ルアーの製造

1時給890円　9月収14万4000円　\

釣具メーカーでモノ作りを楽しもう+ 
未経験の方､大歓迎です" 

家庭の用事等でのお休み配慮♪ 
いろいろな待遇充実"

仕事 ルアーの各種製造作業 
(セット接着､印刷･検品､着色作業等) 
※細かい作業や座り仕事がメイン 
※未経験の方もイチから丁寧に教えます 

【募集情報】
時間 18:30～14:30または9:00～15:00 

98:30～17:30または9:00～17:00
休日 土日祝､GW､夏季､年末年始､有給休暇有 

※年間休日125日
給与 1時給890円 

9時給900円
待遇 交通費規定支給　車通勤可　 

昇給有　有給休暇 
無料健康診断(年1回) 
社内懇親会費無料　 
豪華景品付忘年会への参加無料 
社会保険完備　 
9夕食(残業時)無償 
　賞与年2回：年額30万円(実績) 
　退職金制度(3年以上) 
　正社員登用実績(3年間で6名)

応募 まずは気軽にお電話ください$ 

【職場情報】
事業 釣具製造･販売 

《ＵＲＬ》http://www.duo-inc.co.jp 
★弊社HPにてスタッフインタビュー掲載中! 
【スタッフの声】 
「きれいな仕事場で気持ちよく仕事が出来て
います。周りのスタッフもサポートしてくれ
るのですぐに慣れました♪」　

002-3146653

株式会社デュオ
A054-291-7730  担当/橋本
焼津市上小杉701(本社)

榛原郡吉田町川尻 yymE
7営業事務スタッフ

月給18万円～20万円　※昇給有　

◆設立43年の安定企業です"◆ 
*子育て中の女性も多数活躍中です* 
残業少なめ◎未経験者◎ブランク◎ 

JOB･DOMONETに詳しく掲載中"
仕事 基本的には社内での業務になります 

お客様からの注文管理(見積り作成補助)･ 
納期管理･社内の製造手配･配送手配等 
です 
※資格や経験は必要なく基本的なPC操作 
　が出来ればすぐに仕事を覚えられます

【募集情報】
時間 8:30～17:30(休憩有) ※残業月10h程有
休日 週休2日制(土･日)　※年間休日105日 

※土曜は会社カレンダーによる 
※年末年始･夏季･GW休暇有

資格 経験不問　高卒以上　 
基本的なPCスキルをお持ちの方 
Excelのスキルを 
お持ちの方優遇(表計算等)

待遇 社会保険完備　車通勤可(無料)　賞与有 
育児休業取得実績有　企業年金 
退職金共済　退職金制度(勤続2年以上)　

応募 TEL後､履歴書(写真貼付)持参下さい。
【職場情報】
事業 金属建材加工業

002-3157173

鎌倉産業株式会社
A0548-32-8020　担当／総務部　武藤

〒421-0302 
静岡県榛原郡吉田町川尻4391-1

藤枝市堀之内 yyyFkm
01コンビニスタッフ

時給①②900円③④950円⑤1125円　\

-自分の都合に合わせて働けます- 
土日のみや平日のみの勤務もOK! 

お子さんと一緒に親子で応募も歓迎♪ 
ご家庭の事情によるシフト対応も◎！
【募集情報】
時間 ① 9:00～13:00　②13:00～18:00 

③ 5:00～ 9:00　④18:00～22:00 
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

給与 ①②時給900円(高校生／同時給) 
③④時給950円(高校生／同時給) 
⑤時給1125円 
※研修期間(30日)有／ 
　①②④時給885円(高校生／同時給) 
　③時給900円(高校生／同時給) 
　⑤時給1107円 
※土日祝の勤務は時給＋50円

資格 高校生可 
未経験者･経験者､学生､主婦(夫)､ 
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

002-3152219

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

)子育て中のママさん
多数活躍中!)

今のライフスタイルに合った
働き方が選べます！

★土日祝休み＆長期休暇あり
★週1～5日、
　1日2～6hの間でOK！
★お子様の学校行事など
　柔軟に対応致します！

静岡市葵区･焼津市塩津 zyuk
01DUSKINハウスクリーニング 
　　(家事代行サービス)

時給1000円　\

＝★平日のみ×短時間ＯＫ★＝ 
地域密着のDUSKINで働きませんか？ 
週1～5日＆1日2～6hの間で選べます！
お子様の学校行事なども考慮♪

仕事 ご契約者様宅(一般家庭)へ定期訪問して､ 
お掃除や､洗濯等､家事の代行をする 
お仕事です｡ 
家事代行が初めてでも大丈夫！ 
最初は先輩と同行しながら 
徐々に仕事を覚えていきます。 
細かいことは丁寧にお教えします｡ 

【募集情報】
時間 9:00～16:00 

★1日2～6h､週1～5日の間で選べます 

休日 土･日･祝日･夏季･年末年始 

給与 時給1000円以上 
※研修期間2ヶ月は時給900円 

勤務地 ①千代田支店／静岡市葵区千代田7-8-6 
②セーナン店／静岡県焼津市塩津2-2 

資格 高卒以上　要普通免許 
未経験者大歓迎(研修制度有り) 
主婦･主夫さん大歓迎!! 

待遇 交通費規定支給　制服貸与 
昇給年1回　賞与年2回 

応募 電話連絡後､履歴書(B貼付)持参下さい｡ 

【職場情報】
事業 ダスキントータルクリーンサービス 

家事サービスメリーメイド

002-3150804

(株)セイオー ダスキン静岡　メリーメイド
A①054-208-2787　②054-659-7770
①静岡市葵区千代田7-8-6　②焼津市塩津2-2
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唐瀬バス停近く zyyujG
01コンビニスタッフ

①時給900円 ②③時給885円

40～50代主婦さん活躍中" 
☆フレンドリーで楽しい職場です☆ 
居心地の良さはココが一番+ 

年齢不問！未経験者もちろん大歓迎♪
仕事 レジ､品出し､清掃等をお願いします｡ 

お仕事は慣れるまで先輩スタッフが 
丁寧に教えていきます｡ 
発注業務など､難しい作業はありません 
ので安心してくださいね！

【募集情報】
時間 ①6:00～9:00　②13:00～17:00 

③17:00～22:00 
※時間・曜日応相談 

給与 ①時給900円　②③時給885円 
※経験・能力により随時昇給 

資格 年令不問　長期・未経験者歓迎 
高校生歓迎 

待遇 制服貸与　車通勤応相談　昇給有 

応募 まずはお気軽にお電話下さい｡ 

【職場情報】
事業 コンビニエンスストア

002-3150436

セブンイレブン静岡唐瀬一丁目店
A054-248-6676　担当／オオカワラ
静岡市葵区唐瀬1-381-2

手越原バス停]5分 yyyFmn
1①惣菜の調理補助 
　②鮮魚の簡単な調理補助③レジ作業

①②時給885円～　③時給910円～

【注目★午前･午後のみの勤務もOK】 
お子様を送って9:00～など相談OK♪ 

0お好きな時間帯でどうぞ0 
▽写真に笑顔で写る温かい仲間です▽
仕事 ①惣菜の調理補助､パック詰め等 

②魚を切る､刺身の製造､パック詰め等 
③レジ作業･フロア業務等 
★未経験スタートのスタッフも多数 
★簡単作業で安心ですよ♪

【募集情報】
時間 ①②8:00～17:00 

★上記時間内で1日4時間～週3日～OK 
★午前のみ･午後のみもOK 
★お子様を送り後「9:00～」などもOK 
③16:00～20:00 
★開始時間･終了時間の相談OK 
★週3日～相談OK

休日 定休日／日曜日
資格 未経験者歓迎　主夫･主婦歓迎
待遇 社会保険･労災･雇用(勤務時間による) 

車通勤可 交通費規定支給 扶養内勤務OK
応募 まずはお気軽にお電話下さいね！ 

★24時間､DOMONETからも受付中！ 

【職場情報】
事業 スーパーマーケット

002-3151163

スーパーおさだ㈱　
A054-259-1575
静岡市駿河区向敷地87-1

★2職種募集★
①調理補助スタッフ
②介護スタッフ

 
当施設の最大の魅力は

『人』も『施設』も明るいこと♪
だから長く続けられるんです。

即戦力として活躍しませんか？

清水区中之郷 xyyeFm
01①調理補助スタッフ 
　　②介護スタッフ

①時給890円～②時給920円～　\

★久しぶりの2職種同時募集★ 
施設内もスタッフも明るい職場$ 
現在､20～50代まで幅広く活躍中$ 
勤務開始日等もご相談くださいね｡
仕事 ①昼食の調理補助をお願いします｡ 

　1日30食前後で､2人体制で行います｡ 
　家庭料理ができれば大丈夫です！ 
②送迎の手伝い､入浴､運動､レクリ 
　エーション等の業務をお願いします｡ 
　※送迎の運転はありません｡

【募集情報】
時間 ①9:00～15:00内で応相談 

　※週2日～応相談 
　※特に､月2回程度土曜できる方歓迎 
②8:00～18:00内で応相談 
　※週2～5日で応相談 
　※午前のみの勤務も可能

休日 日曜定休日
給与 ①時給890円～ 

②時給920円～ 
※介護福祉士所持者は時給940円～

資格 ②ヘルパー1･2級､介護職員初任者研修､ 
　介護福祉士のいずれかお持ちの方

待遇 交通費規定支給　制服貸与　 
昇給有　有給休暇　社員割引有 
試用期間3か月(同条件)

応募 まずは下記までお電話下さい｡ 
24時間､DOMONETでも応募受付中です！

【職場情報】
事業 通所介護
《担当から》 
①料理が好きな方､興味がある方歓迎！ 
好きなことを仕事にしませんか？ 
一緒に楽しみながら取り組みましょう！ 
②午前中のみの勤務も相談応じます｡ 
あなたの経験､資格を活かしてください！

002-3156763

リハビリデイ匠音(たくと)
A052-238-5623(本社:名古屋)　A金子
静岡市清水区中之郷1-1-18

静岡市駿河区 xyydkm
01①公共施設の日常清掃スタッフ 
②オフィスビルの日常清掃スタッフ

時給885円＋交通費規定支給

午前中のみのお仕事!! 
未経験者大歓迎♪ 

空いた時間を有効活用しませんか？
仕事 建物内のトイレや通路､階段等の 

簡単な日常清掃をお願いします｡ 

【募集情報】
時間 ①8:30～11:30 

　※火～日で週2～3日勤務OK 
②7:00～12:00 
　※週5日勤務可能な方(応相談)

休日 ②土日祝
給与 時給885円＋交通費規定支給
勤務地 ①駿河区寺田 

②駿河区恩田原 
※当社請負先

資格 年齢･経験不問！
待遇 作業着貸与 

交通費規定支給 
保険完備　車通勤可 
研修期間有(同待遇)

応募 お気軽にA下さい｡ 
面接日は相談可 

【職場情報】
事業 総合ビルメンテナンス業

002-3151894

株式会社ティービー
A090-7673-9394　採用担当
静岡市葵区呉服町2-2-13

駅前駐車場の西隣り xyyeFk
01看護助手(病院内の補助業務です)

時給950円

◆＝　島田駅北口､目の前　＝◆ 
未経験ok､経験や資格は不要です 
家事の合間に､空いた時間でok$ 
シフト応相談､扶養枠で週3～4日

仕事 患者さんの食事の配膳､片付け､シーツ交
換､器具の洗浄､移動の補助などの病院内
の補助業務です

【募集情報】
時間 月水金13:00～17:00または18:00/残業無 

火木土13:00～16:30位 
・時間､勤務日応相談 
・週3日～ok

休日 日曜､他カレンダーによる
給与 時給950円
勤務地 島田駅北口､目の前
資格 経験や資格は必要ありません
待遇 制服貸与､車通勤も応相談
応募 電話連絡後､履歴書(写貼)ご持参の上､ 

面接します
【職場情報】
事業 泌尿器科(人工透析クリニック)
 
《担当から》女性スタッフが中心の職場です

042-0407819

中原クリニック
A0547-34-0101(受付:月～土､9～17時)
島田市日之出町4-8　島田テクノビル4F

健康寿命を伸ばし､
★命を繋ぐ★
お弁当と笑顔を
お届け致します。

 
時間･曜日は柔軟対応
未経験からスタート可能
感染症対策も万全です。
＼安心してご応募下さい／

清水区西高町 xyyeFk
01①お弁当のルート宅配スタッフ 
　　②お弁当の盛付スタッフ

①時給950円～※土日祝は時給＋50円UP

★★即日勤務可能なHOT求人★★ 
面接当日お返事⇒翌日勤務も可能♪ 
感染症対策も徹底していますので 
安心してご応募くださいね｡

【募集情報】
時間 ①A.9:00～12:00　B.13:00～17:00 

　C.9:00～17:00(休憩1h) 
②7:00～10:00 
※週1日～日数､時間応相談

給与 ①時給950円～※土日祝は時給＋50円UP 
②時給900円～

資格 未経験者歓迎　主婦(夫)･フリーター歓迎 
①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！ 
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､公休全て 
あなたのライフスタイルに合わせます｡ 
「ありがとう」と感謝されるお仕事！ 
幅広い年代の主婦(夫)活躍中です｡

002-3148115

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
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駿河区宮本町 zyyuks
71歯科衛生士

7月給16万5000円～18万円＋各種手当

勤務開始日はお気軽に相談下さい♪ 
1→7へ!正社員登用制度あります♪
【募集情報】
時間 78:30～18:30(休憩120分) 

　土曜／8:30～18:00(休憩90分) 
※始業・終業時間は相談に応じます 
※残業はほぼありません。 
114:30～18:30 
　又は8:30～18:30の間の3時間以上 
※週4～5日で応相談

休日 木曜・日曜、祝日他(祝日がある週は木曜
日就業)　年末年始、夏期休暇、GW 
他不定期休日あり、年間休日120日 
有給休暇(入社半年後支給／10日)

給与 1時給1200円
資格 要歯科衛生士免許 

経験者やブランク､実務経験無い方もOK
待遇 71賞与年2回、交通費規定支給 

車通勤可、駐車場有、定年制度有 
育児休業取得実績有 
7雇用・労災保険、昇給有、各種手当 
試用期間3ヶ月、退職金制度有 
1労災保険、正社員登用制度有

応募 電話連絡後、履歴書を持参下さい
【職場情報】
事業 歯科医院

002-3149303

佐塚歯科クリニック
A054-286-6936　院長
静岡市駿河区宮本町8-32

静岡市葵区東瀬名町 yzytuk
701新規オープンのパン屋さんでの 
①販売・調理補助　②パンの製造

7月給17万～25万円01時給950円～ \

6月下旬にOPEN予定の新しいお店" 
*オープニングスタッフを大募集$*
仕事 ①接客･レジでの会計､簡単な調理補助､ 

　パンの試食等｡(自動計算レジを導入) 
②成型･焼成･仕込み等､パンの製造｡ 
　新商品開発もお願いします｡

【募集情報】
時間 7①8:30～18:30の間で実働8h(シフト制) 

　②5:00～16:00の間で実働8h(シフト制) 
01①8:00～18:30の間で1日7時間程度 
　　②6:00～17:00の間で1日7時間程度 
　　①②とも週4日～5日の勤務 
※日数や時間については柔軟に対応 
　していくので､希望はご相談ください｡

休日 7週休2日制　
給与 7月給17万円～25万円(経験･能力による) 

01時給950円～1000円(土日祝50円UP) 
※7OPEN前の研修80h程は時給1000円

資格 未経験大歓迎　年齢不問 
主婦主夫歓迎 
経験者・専門学校卒業者優遇あり　

待遇 車通勤可　交通費規定支給　昇給有 
試用期間3ヶ月あり(同条件)　制服貸与 
7家族手当　賞与年2回有　社会保険完備

【職場情報】
事業 パンの販売・製造

002-3155755

ベーカリー　OBL(オブリ)
A054-295-6780　担当：杉山
静岡市葵区東瀬名町6-7

待遇充実!
安定雇用+
月給制･時給制選べます"
・主婦(夫)の皆さんにも
　嬉しい待遇揃ってます！
・ご家庭､家事と両立できます！
・育児ももちろん両立OK！

静岡総合庁舎バス停]3分 yyykmn
71未経験OKのサンプル配布スタッフ

7月給18万円　1時給1000円＋手当　\

簡単なサンプル商品配布のお仕事です 
未経験からスタートOK!20～60代の 
女性スタッフが多数活躍しています♪ 
平日勤務･残業もほとんどありません
仕事 軽AT車を使い､森永･雪印メグミルクの 

無料サンプル商品(新商品が主)を配布し
ていただきます｡ 
その際､商品を気に入っていただいた 
お客様には､お申込みのご案内をして 
いただきます｡ 
※複数名の募集となります｡同時期入社 
　の仲間がいるので､心強いですよ 
　勤務開始日もお気軽にご相談下さい。

【募集情報】
時間 79:00～17:00　19:00～16:00or17:00 

※1勤務日応相談 

休日 7日･祝､他月2日 夏期･年末年始･GW 
1土･日･祝　夏期･年末年始･GW 

給与 7月給18万円＋報奨金 
1時給1000円＋報奨金 

資格 未経験者歓迎　普通免許(AT限定可) 

待遇 昇給年1回　賞与年2回　 
社会保険完備　交通費規定支給　 
皆勤手当　有給休暇 
報奨金(月平均2万～7万円) 
制服貸与　マイカー通勤OK 
7退職金制度有　1社員登用制度有 

応募 B後､履歴書(B貼)持参下さい｡ 

【職場情報】
事業 森永乳業･メグミルク総代理店
《ＵＲＬ》www.nishimura-ns.co.jp/

002-3150084

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

駿河区谷田 yyyFkm
1税理士事務所での補助事務スタッフ

時給1000円～　※経験･能力･資格考慮\

9:00～17:00内で時間の相談OK- 
家事・子育てとの両立を全力応援 
学校行事等でのお休みも考慮します!
仕事 クライアント先での事務処理業務や事務

所内での電話対応､PCを使った伝票処理や
書類作成等の事務作業をお願いします｡

【募集情報】
時間 9:00～17:00(休憩有) 

※上記時間内にて勤務時間応相談 
(例)9:00～15:30 etc 
※週4日～勤務OK　扶養内もOK

休日 週休2日(土・日)、祝 
夏季休暇　GW休暇　年末年始休暇

給与 時給1000円～ 
毎年1月に給与のベースアップ有

資格 未経験者歓迎 主婦(夫)歓迎 
簿記資格をお持ちの方(日商簿記3級程度) 
要普通免許(AT限定可)

待遇 交通費規定支給　車通勤OK
応募 まずは､履歴書(写真貼付)をご郵送 

ください｡書類選考通過の方には 
ご連絡致します｡ 
面接日程､勤務開始日の希望考慮します｡

【職場情報】
事業 税務･会計指導､経営革新･経営改善計画 

策定支援､相続関連業務など

002-3152272

株式会社エム･コンサルティングセンター
A054-264-6101　採用係
〒422-8002　静岡市駿河区谷田4-1

静岡駅から車で6分 zxyufF
1一般事務

時給1000円～※宅建保持者は時給1100円～

初掲載"大人気の一般事務募集- 
土日祝休み◎1日2h～､週2日～勤務OK 
家事育児の合間に､昼間の空き時間を 
有効活用しませんか？主婦(夫)歓迎
仕事 PC操作､PowerPointを使用した資料作成､ 

物件更新作業､HP更新､チラシ･広告制作 
などの事務業務全般､掃除など｡ 
宅建をお持ちの方はブランクがあっても 
その資格をぜひ活かしてみませんか。

【募集情報】
時間 10:30～16:00の間で 

1日2～3hから､週2～3日から勤務OK 
※月曜､火曜日出勤できる方 
※お子様の学校行事や家庭の用事など 
　時間･日数はお気軽にご相談ください｡

給与 ※経験･能力･資格により給与決定します
資格 PC基本操作(PowerPoint､Excel､Word)が 

できる方　要普通免許(AT限定可) 
宅地建物取引士をお持ちの方は尚歓迎 
ブランク有･復職希望の方歓迎

待遇 扶養内勤務OK 車通勤可 交通費規定支給 
昇給有(能力による) 宅建保持者優遇

応募 まずはお気軽にお問い合わせください｡ 
※4/29～5/6は休暇を頂きます

【職場情報】
事業 不動産事業

002-3148183

不動産マックス
A054-281-5445　担当／神山
静岡市駿河区馬渕2-15-26

～業務拡大につき【急募】～

☆10名以上の大募集☆

週1日～＆1日3ｈ～
★皆同じスタートで安心♪　
★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!　
面接日・勤務開始日相談ＯＫ♪

静岡市葵区 yyyFko
01店内スタッフ 
7店長候補

01時給950円～1188円以上　\

☆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) 
★土日祝は高時給1000円以上★

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｡ 
※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ください｡

【募集情報】
時間 019:30～翌0:30 

　　※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 
★学校・幼稚園に送り出してから 
　　　　　　　　　　…9:30～14:30 
★朝はゆっくり…10:00～15:00 
★お子さんが寝た後に…20:00～翌0:30 
79:30～翌0:30　※実働1日8h､休憩有

休日 7隔週休2日制　　※シフト制
給与 01時給950円以上　※土日祝＋50円 

　　※22時以降／時給1188円以上 
　　※研修期間(100h)／時給－50円 
7月給24万円以上 
　<昇給後の給与> 
　副店長…月給26万円から 
　店長…月給28万～35万円 
　マネージャー…月給31万～40万円

資格 年齢･経験不問　未経験者歓迎 
主婦・主夫歓迎

待遇 昇給　制服貸与　まかない有　車通勤可 
7交通費規定支給　賞与(能力による)　 
　有給休暇　　試用期間1ヶ月有 
　資格取得支援有(防火･衛生責任者) 
　社会保険完備

応募 まずは､お気軽にお電話ください｡
【職場情報】
事業 飲食店

002-3150587

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)
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清水区草薙 xyydFk
01固定ルートの新聞配達スタッフ

時給1200円

≪ 夕方前の2時間だけ!! ≫ 
主婦(夫)歓迎!!スキマ時間で働ける♪ 

原付･スクーター初心者でも 
乗り方から教えるので安心して下さい
仕事 担当エリア内の配達をお願いします｡ 

夕方前には終了するので､ 
無理なく働けるお仕事です！

【募集情報】
時間 15:00～17:00の2時間 

※週2～5日で応相談
休日 日､祝日
給与 時給1200円
勤務地 清水店(静岡市清水区草薙杉道3-1-21)
資格 要原付免許以上　未経験者歓迎 

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

24時間､DOMONETでも応募受付中です｡
【職場情報】
事業 新聞販売業 

《担当から》個々の仕事となる為､ 
自分のペースで進めたい方にはピッタリ♪ 
勤務日数や勤務開始日は 
相談に応じますので､ 
お気軽にお問合わせ下さいね！

002-3148136

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

★月収例★
1日2時間､平日5日勤務で

月収4万8000円$
週2～5日で相談可能

年齢不問＆未経験者歓迎

JR藤枝駅徒歩7分 xxyedF
1①アシスタント 
　②ヘアスタイリスト

①時給900～1100円　②時給1000円～

★嬉しい入社祝金1万円支給★ 
週2､3日･1日3､4h～OK$ 

JR藤枝駅徒歩7分で電車通勤も便利◎ 
まずはお気軽にご連絡ください♪
仕事 ①スタイリストのサポート､受付､会計､ 

お店の掃除など｡無資格でも､資格を取り 
頑張りたいという意気込みある方歓迎！ 
②サロンでのヘアワーク全般｡ 
★技術講習は営業時間内に全て行います｡ 
　勤務時間外の練習はありません｡

【募集情報】
時間 9:00～18:30の間で週2､3日･1日3､4h～OK
資格 ブランクある方も歓迎　①無資格･ 

未経験OK　②美容師免許お持ちの方
待遇 入社祝い金1万円 昇給有 制服貸与 

車通勤可 交通費規定支給 
あしながおじさん制度有 産休制度有 
育児休暇応相談 技術講習有 教育制度有 
技術指導講習有(東京から講師を招致)

応募 面接の前に､店舗見学からでもOKです♪ 
お電話の際は､ご希望内容 
(見学or面接/ご希望の応募内容)と 
お名前をお伝え頂くとスムーズです｡ 
面接時､履歴書(B貼)ご持参ください｡

【職場情報】
事業 サロンでのヘアワーク全般

002-3152151

WISH
A054-636-3918　担当／福士
静岡県藤枝市田沼3-20-19

子育て中の方
子育てが落ち着いた方
ブランク有･復職希望の方

大歓迎!!
30～60代女性活躍中!!

①1日4h勤務で空き時間を有効活用♪
②安定収入目指せます!!

①駿河区曲金②葵区北番町 zyyuFk
1①レジスタッフ 
　②農産物集荷･バックヤード軽作業

時給890円～　※土日祝／時給940円～

家庭と両立して主婦さん活躍中" 
希望の休みや時間など随時相談下さい 
仕事帰りにお買い物も出来ちゃいます 
難しくない作業で未経験でも安心☆
仕事 ①レジ･商品陳列｡レジは､バーコード 

　精算で難しくなく未経験でもすぐに 
　慣れるので安心です｡ 
②商品管理､農産物など荷物の集荷､ 
　バックヤードでの軽作業､仕入れ､ 
　精査業務､レジ業務｡

【募集情報】
時間 ☆お子様の学校行事や家庭の用事など 

　柔軟に対応します｡ 
①A. 8:30～12:30　B. 9:00～13:00 
  C.12:30～16:30　D.14:00～18:00 
　※1日4h勤務､週5日程度 
②7:00～18:30の間で実働8h(休憩有)

休日 シフトローテーション制(希望休取得OK) 
①月8日程度休み 
　※繁忙期は出勤日数の調整有 
②月8日程度休み､年始､ 
　他組合カレンダーによる

給与 ②月収15万円以上
勤務地 ①南部じまん市/静岡市駿河区曲金5-4-70 

②北部じまん市/静岡市葵区北番町86
資格 資格･経験･年齢不問　未経験者大歓迎 

主婦(夫)歓迎
待遇 昇給年1回　制服貸与　交通費規定支給 

車通勤可　有給休暇　①扶養内勤務OK 
②社会保険完備　賞与有　正職員登用有

応募 担当　①店長まで　②店長まで
【職場情報】
事業 ファーマーズマーケット
《担当から》JA静岡直営店で安心＆安定した 
職場で長く働けます｡主婦さんが多いので話
も合いやすく楽しく働ける環境が魅力です♪

002-3146565

ファーマーズマーケット南部じまん市･北部じまん市
JA静岡市
A①054-203-4118　②054-272-2100
上記勤務地欄参照

静岡市駿河区東新田 yyyFmn
7歯科助手

月給19万～21万円　★昇給年2回有り

◇未経験歓迎◆資格不問◇ 
30～50代女性が活躍中です!! 

ワークライフバランス充実+残業なし 
家事育児と無理なく両立できる環境☆
仕事 受付事務､PC入力作業､歯科診療 

アシスタント､清掃､滅菌等　など
【募集情報】
時間 月～金/8:40～18:40　土曜/8:40～18:00 

★休憩90分有､残業はありません｡ 
★身体に負担なく働ける勤務体制です♪

休日 木曜(祝日のある週もお休み)･日曜 
GW　夏季　年末年始　有給休暇 
★年間休日110日以上

資格 年齢不問 未経験者歓迎 
2020年3月卒業予定者(専門以上)歓迎 
主婦(夫)大歓迎

待遇 社会保険完備　車通勤可　昇給年2回 
賞与年2回(前年度実績2.5ヶ月分)  
交通費規定支給(月2万円まで)  
皆勤･精勤手当(月1万円)　退職金制度 
試用期間1ヶ月

応募 TEL後､履歴書(写真添付)持参下さい｡ 
★職場見学からもお気軽にどうぞ★ 
〈DOMONETからも24時間受付中〉

【職場情報】
事業 歯科医院 (予約制診療)

002-3156382

医療法人社団　八木歯科東新田クリニック
A054-258-7555
静岡市駿河区東新田4-11-16

静岡市駿河区北丸子 yyyFkn
7アイデアを活かせる 
　給食センター内での栄養士

月給17万円以上＋交通費規定支給

＼食に関するアイデアを形にする／ 
安定したやりがいある仕事- 

基本土日休み＆早目終わりで両立OK◎ 
ぜひあなたの経験を活かしませんか★
仕事 献立作成、品質管理、商品提案など｡ 

★お弁当だけでなく、冷凍食品などの 
　アイデアもどんどんしてください♪ 
★20～50代の主婦さん活躍中！

【募集情報】
時間 平日/7:30～16:30(休憩有) 

土曜/8：00～15：30　
休日 土日(隔週土曜出勤有) 

GW　夏季　年末年始
給与 月給17万円～＋交通費規定支給 

★経験・年齢に応じる
資格 栄養士免許　要普通免許(AT限定OK) 

静岡に根付いて貢献したい方
待遇 昇給有　賞与年2回有(業績による)  

車通勤可 交通費規定支給 制服貸与 
社会保険完備 家族手当 時間外手当

応募 まずはお気軽にお電話下さい♪ 
電話連絡後､履歴書(写真付)持参下さい｡ 
「どんな雰囲気？」ご質問もOK！

【職場情報】
事業 給食事業

002-3151900

静岡給食協同組合
A054-259-1341 平日10時～17時 A幡谷
本社／静岡市駿河区北丸子1-19-20

＼給食センターで働こう♪／
お子様の休み＝自分の休み
なんと…年間休日135日★

*昼食補助有　　　　
*扶養内勤務OK　　
*残業ほぼなし　　　
*3センターお好きな所で!
＼読み取ってサクッと応募-／

駿河区西島･丸子/葵区門屋 yyyFno
1学校給食3センター内での 
　　チーム制の給食づくりスタッフ

時給890円～1100円　\

春から始める！新しいシゴト！ 
3センターで同時募集♪ 

みんなで協力し合うので安心- 
お休みたっぷりで家事との両立OK★
仕事 学校給食の調理･洗浄･清掃業務｡ 

複数名で班になってマニュアルに沿って 
作業をします｡1人ではなくチーム作業 
なので皆でフォローし合える環境です｡

【募集情報】
時間 ※すべて休憩有､残業ほぼなし 

7:30～16:00　8:00～15:00 
8:30～15:30　※時間ご相談下さい

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

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

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

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

車可 D有 給食費補助制度有(自分達が 
作った給食を食べます) 社保完(規定有) 
扶養内勤務OK　正社員登用有(実績有)

応募 平日／7:30～16:30 
(土日祝は対応できません) 
勤務開始日相談OK♪ 
DOMONETからも24h受付中

【職場情報】
事業 学校給食製造

002-3150701

日本国民食株式会社
A勤務地欄参照
住所／勤務地欄参照
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勤務地により異なる yyykmn
1セレモニースタッフ

時給1000円以上　\

30～50代女性活躍中の職場! 
希望休有　融通が利き働きやすさ◎ 
安心して働くことができる環境)
仕事 葬儀全般の業務 

斎場の案内、配膳の準備などがメイン 

【募集情報】
時間 9:00～16:00 

※1日3h～OK 
※日によって始業時間が変動有 
※週3日～勤務OK

給与 時給1000円以上 
※試用期間3ヶ月：時給950円 
※土日祝：時給＋100円 
※月保証金額：40h分

勤務地 島田市､焼津市､藤枝市
資格 高卒以上　要普通自動車免許 

未経験の方、長期で出来る方歓迎 
経験不問 
自家用車を利用して移動できる方

待遇 昇給有　制服貸与 
車通勤OK　交通費規定支給

応募 電話連絡後、履歴書(B貼)郵送下さい｡ 
書類選考後､面接日時をご連絡します｡

【職場情報】
事業 葬祭業

002-3152206

株式会社ＪＡ大井川葬祭サービス
A0547-37-6530　採用担当鈴木まで
〒427-0053 島田市御仮屋町7493-2

焼津市坂本 yyyFmn
01①デイサービス介護職員 
　　②特養介護職員

①時給1025円～1075円　\

*静岡県働きやすい介護事業所認証* 
託児所＆看護休暇など待遇も充実◎ 
楽しんで頂く介護を目指しています*
仕事 ※職場見学も大歓迎です。

【募集情報】
時間 ① 8:30～17:30 

② 7:00～16:00　 8:30～17:30 
　13:00～22:00　※勤務形態相談可 
※週3日以上勤務　※残業ほぼなし 
※土日祝(交代制)･夜勤できる方歓迎 
★勤務日･時間等､ご相談下さい

給与 ②時給1025円～1215円 
※資格手当＋50円(規定有) 
※処遇改善手当月1万1700円(規定有)

勤務地 ①高麓デイサービスセンターきすみれ 
②特別養護老人ホーム高麓

待遇 有給休暇　育児目的休暇　子の看護休暇 
各種保険　交通費規程支給　車通勤可 
研修有　託児所有(土日祝のみ) 
賞与有(年2回･業績による） 
退職金有(規定有）資格取得補助有 他 
試用期間あり(3か月)

【職場情報】
事業 介護老人福祉施設､通所介護･訪問介護､ 

ショートステイ　他

002-3150879

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

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

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

0時給1100円(大学生時給980円) 1\

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

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

【募集情報】
時間 0平日16:00～19:00  

　日祝9:00～19:00(休憩有) 
1①9:00～15:00 
　②9:00～17:00、11:00～19:00など

給与 0時給1100円(大学生時給980円) 
1①時給930円(土日祝は時給950円) 
　②時給950円 
※試用期間2ヶ月0時給950円1時給900円

勤務地 ＜ご希望の勤務地を教えてください＞ 
★曲金店／駿河区小鹿3-1-58 
　　　(フードマーケットマム曲金店内) 
★ザ・ビッグ豊田店／駿河区豊田3-1-1 
　　　　　　　　(ザ・ビッグ豊田店内) 
★焼津店／焼津市東小川1-1-7 
★焼津与惣次店／焼津市与惣次5-1

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

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

応募 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

002-3151052

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

吉田町･牧之原市 yyyFkn
01①レジ　②鮮魚　③ルート販売

①時給910円～1010円②時給890円　③\

☆主婦・主夫大歓迎★ 
未経験者にも親切丁寧に教えます♪ 
幅広い年齢層のスタッフが活躍中+
仕事 ①レジ作業 

②鮮魚部門での製品の値付け、陳列等 
③移動スーパー(軽のバン、保冷車)の運
転・販売(エリアは大井川周辺) 
子育てが一段落したので仕事を始めたい
主婦の方、接客・販売のお仕事に興味の
ある方、など大歓迎！

【募集情報】
時間 ①榛原店／18:00～21:00 

②住吉店／ 8:00～13:00 
③川尻店／ 8:00～17:00(休憩あり) 
※①～③勤務日応相談

給与 ①平日　／時給910円～ 
　土日祝／時給1010円～ 
②時給890円 
③日給8000円(能力による)

勤務地 ①榛原店／牧之原市細江4475 
②住吉店／榛原郡吉田町住吉2894－2 
③川尻店／榛原郡吉田町片岡3870

資格 主婦・主夫歓迎
待遇 昇給有 制服貸与 車通勤可 1C規定

【職場情報】
事業 スーパーマーケット

002-3155215

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

藤枝市岡部町内谷 xyydmn
71小規模保育所の保育士

7月給20万円～＋諸手当　1\

働きやすさ◎設立2年目の保育所- 
昼休憩有り､希望有給取得率100％!! 
ICT導入で業務負担も大幅軽減♪ 

お子さんの学校行事等シフト相談OK*
仕事 小規模保育所での保育をお願いします｡ 

現在定員19名に対して14名のスタッフで 
シフトを回しています。子供に対しての 
スタッフ数が多いのでブランクある方 
でも、安心して働ける環境です！ 
HPもありませんので、更新等の作業も 
一切ありません！

【募集情報】
時間 7:15～18:30の間で 

7シフト制(実動8h・昼休憩有り) 
11日2h～応相談 
　※午前のみ、午後のみOK！

休日 日祝休み　年末年始休暇有
給与 1時給1000円～
資格 要保育士資格
待遇 昇給･賞与有(71共に) 車通勤可 

交通費規定支給 社会保険完備 有給休暇 
育休･産休取得実績有 制服一部支給　

応募 まずはお気軽にご連絡ください！ 
ご質問も受け付けています！

【職場情報】
事業 小規模認可保育所

002-3155731

preschool ALICE
A054-625-9087　担当／佐藤
藤枝市岡部町内谷941-31
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静岡市駿河区東新田 yyyFmn
01放課後等デイサービスのスタッフ 
　　(宿題､レクリエーション活動など)

時給900円以上　★能力により随時昇給有

*) 子供が好きな方､大歓迎! )* 
20～50代の優しい仲間活躍中- 

可愛い子供の成長を見れるやりがい！ 
＼13時からで家事育児との両立OK★／
仕事 障がいのある小学生から高校生までの 

成長を見届けるお仕事｡ 
★学校へのお迎え､宿題を見る､ 
　レクリエーション活動など 
★スタッフで協力し合い楽しいです！ 
★性別関係なくわきあいあいとした職場

【募集情報】
時間 平日/13:00～17:00　(多少変動有) 

土･長期休暇/9:30～17:30 
★終了時間等､時間･日数の相談OK

給与 試用期間3ヶ月有…時給900円
資格 未経験OK　児童指導員･保育士･ 

社会福祉士の資格保持者※取得予定もOK 
要普通免許(AT限定可)

待遇 バイク･車通勤OK 交通費規定支給　 
資格手当  社会保険完備(規定有)　

応募 まずはお気軽にお電話ください！ 
★まずは見学だけでもOK!★ 
★DOMONETからも24時間受付中★

【職場情報】
事業 放課後等デイサービス

002-3150996

放課後等デイサービス　SES　長田校
株式会社あかつき
A054-269-6226　担当／水野
静岡県静岡市駿河区東新田1-9-8

榛原郡吉田町 zxxued
01コンビニのスタッフ　

平日／時給900円　土日／時給1000円

学校行事やテスト日程などの融通◎ 
週1日～OK♪勤務時間の相談OK♪ 
未経験者歓迎+高校生もOKです" 
主婦･主夫､フリーター､Wワーク皆歓迎
仕事 店内業務全般(レジ･接客･品出し業務等) 

をお願いします｡簡単な仕事から慣れて 
頂きます｡未経験の方も自分のペースで 
活躍できますよ｡ 
★レジは自動釣銭機なので安心です★ 
★マスクをつけたまま業務OK"★

【募集情報】
時間 平日／ 9:00～13:00　 

　　　13:00～17:00 
　　　13:00～18:00 
土日／ 9:00～18:00(1日4h～OK) 
※週1日～勤務OK､勤務時間応相談

資格 未経験者歓迎　高校生OK
待遇 昇給有　通勤勤可　制服貸与
応募 電話連絡後､履歴書(B貼)ご持参下さい

【職場情報】
事業 コンビニエンスストア
《お店から》 
学生や主婦､Wワークの方など 
幅広い年代の男女が活躍中です！ 
働き方は選べるので､ライフスタイルに 
合ったシフトが組めます♪

002-3151839

セブン-イレブン 吉田川尻店
A0548-28-7387
榛原郡吉田町川尻1940-1

城北公園目の前 zyyuFk
5美容カウンセラー･ 
  エステティシャン

出来高制＋新人支援制度(4万～25万円/月)

美容やメイクに興味がある方、必見◎ 
生活に合わせて自由に選べる働き方* 
20～50代の女性、ママさん大活躍中"
業務 お客様の「もっとキレイになりたい」を 

叶える仕事。充実の研修と育成体制で、 
未経験でも安心してスタート可能です。

【募集情報】
時間 9:30～18:00の間で応相談 

例)9:30～14:00､9:30～16:00､Wワーク等､ 
あなたにあった働き方が自由にできます｡

収入 出来高制 
※新人支援制度あり(4万～25万円/月) 
　活動の初期は支援制度で収入面を 
　サポートします。 
※働き方によって支援制度支給額は 
　変わります。 
　詳細はお問い合わせ下さい｡

待遇 日本エステティック協会認定資格取得可 
無料研修有(肌･メイクの勉強) 
車通勤可能 
ポーラ福祉共済制度(育児補助等）

負担金 なし
応募 まずはお気軽にTEL下さい｡ 

受付／平日10:00～17:00
【職場情報】
事業 エステサロン･化粧品･アパレル販売

002-3156075

ポーラ　ザ　ビューティー　静岡城北公園前店
A054-209-8226　担当／斎藤
〒420-0884　静岡市葵区大岩本町27-4

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

完全出来高制　★月収4万～6万円可能\

0　 　乗り慣れた自家用車で　　 0 
0 お子さんと一緒にできるお仕事 0
業務 毎週同じお客様宅へお届けする業務｡ 

エリア:①②焼津･島田･藤枝 ③掛川･菊川 
▷自家用車でお子さんと一緒に回れる♪

【募集情報】
時間 9:00～14:30 

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

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

②島田／島田市中河町417-7 
③掛川／掛川市上西郷2127-1

資格 要普通免許　未経験者歓迎 
ブランクOK　自家用車持ち込み出来る方

待遇 車通勤可　制服貸与　社員登用制度有 
ガソリン代規定支給　

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

③A0537-64-3223
【職場情報】
事業 乳製品の宅配業務､明治乳業特約店

002-3156337

株式会社ムラック　焼津･島田･掛川ミルクセンター
A応募項目参照
勤務地項目参照

しずてつストア末広店の前 yyytkn
1①歯科衛生士　 
　②歯科助手・受付事務

①時給1300円～　②時給1000円～

DOMO初掲載☆5月上旬新規開院につき 
オープニングスタッフ大募集" 
新築の医院☆家事育児と両立OK◎
仕事 ①歯科診療､歯科衛生士業務｡ 

②診療補助､用具の準備･洗浄､清掃､ 
　患者様受付､PC入力､電話予約受付等｡ 
※1から丁寧に教えます｡

【募集情報】
時間 8:30～13:00／14:00～18:00 

※週2日～､半日のみの勤務もOK｡ 
　学校行事､ご家族の介護など事前に 
　ご相談いただければ柔軟に対応します｡

休日 休診日／水･日･祝(祝日週は水曜診療有) 
GW　夏季　年末年始　有給休暇

資格 ①歯科衛生士資格 
未経験者･ブランク有･復職希望歓迎 
②経験者優遇･なお歓迎

待遇 歯科医師国保･雇用･労災保険 C規定 
昇給年1･賞与年2 車通勤可 制服貸与

応募 応募前見学OK｡5/3～6は受付できません｡
【職場情報】
事業 歯科医院
《担当から》お年寄りや子供と接する事が好
きな方にピッタリ☆2台の診療台でこじんま
りとした少人数の歯科医院｡無理ないペース 
でのびのびと働ける環境を目指しています♪

002-3152212

すえひろ歯科
A054-204-1280 担当/大村(土日祝除く)
静岡市葵区北番町10

草薙駅より徒歩28秒 yyykmn
75リラクゼーションスタッフ

7月給18万5000円以上＋業績給　5\

気楽に!!楽しく!!機嫌よく!! 
目指せカリスマセラピスト* 

未経験者歓迎♪エーゲ海をイメージ 
したリゾート空間で楽しくお仕事♪
仕事 詳しくはDOMONET参照下さい｡

【募集情報】
時間 7 9:30～22:00(実働8h) 

510:00～22:00内 
　※1日3h～､週1日～勤務OK 
　※勤務時間は自由に決められます

休日 7週休2日制(シフト制)
給与 7研修期間1ヶ月有／時給885円～
収入 5完全歩合制(歩合率60％) 

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

資格 未経験者OK　資格不問 
リンパマッサージ経験者歓迎 
5ＷワークOK

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

負担金 5なし
【職場情報】
事業 リラクゼーションサロン

002-3148154

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

焼津市大島･藤枝市堀之内 yyykmn
①8缶詰製品の検品 
②2つぶつぶコーンの目視チェック

①時給900円　②時給980円　\

☆20～50代女性活躍中!!☆ 
人気の日勤◆未経験者大歓迎!! 
面接登録された方にクオカード 
プレゼント!!(お一人様一回限り)

【募集情報】
時間 ①A.8:15～17:15　B.13:00～17:15 

　※A.B.どちらか選べます 
②A.8:00～12:00　B.13:00～17:00

休日 (土)日祝(他派遣先カレンダー) 
※①年間休日120日

給与 ※②(退職金一律手当含む)
勤務地 ①焼津市大島　※当社請負先 

②藤枝市堀之内(谷稲葉インターすぐ)
期間 長期
資格 未経験者歓迎
待遇 C規定支給　無料R完備　社会保険完備 

制服貸与　各種手当有　週払いOK
応募 下記Cまで連絡下さい 

ご相談だけでもお気軽にどうぞ！ 
(①担当／仲田　A090-1747-5411) 
(②担当／杉村　A080-2650-7757)

【職場情報】
事業 人材派遣業(派)22-300482　業務請負業
《担当から》 
今すぐ働けない方も随時受付します

002-3150181

株式会社ＳＧＳ
C0120-14-9898

静岡市清水区八坂北1-12-3 
藤枝サテライトOffice藤枝市小石川町4-9-20

駿河区東新田 yyyFkm
01無資格・未経験OKの 
　　放課後等デイサービススタッフ

時給950円～1000円＋資格手当　\

子供の笑顔に癒されるやりがい抜群の 
お仕事☆人の役に立ちたい方､ 
福祉に興味のある方にぴったり♪ 
家庭と両立しながら働ける環境です*
仕事 放課後や学校休校日に様々な遊びを通じ

て障がいのある子供達を支援します｡ 
音楽遊びや鬼ごっこ､ゲーム等楽しく 
遊ぶことを一番大切にしています｡

【募集情報】
時間 平日／9:30～18:00(休憩有) 

土曜／9:00～17:30(休憩有) 
※｢週3日で｣｢午後から｣や､お子様の急な 
　発熱や学校行事等の休み相談OK

休日 週休2日制(日曜＋他1日)､年間休日120日 
有給休暇　※会社カレンダーによる

給与 ※試用期間6ヶ月/時給900円
資格 要普通免許(AT限定可)　未経験OK 

ブランクある方や復職希望も大歓迎 
福祉･教育系大学出身者歓迎(経験不問)､ 
児童指導員､障害児福祉施設の実務経験 
が2年以上ある方尚歓迎

待遇 社保完備 車通勤可 資格手当 扶養手当 
制服貸与 賞与有(会社業績による) 
資格取得支援有 正社員登用制度有

【職場情報】
事業 福祉施設の運営

002-3152783

放課後等デイサービス　konoki東新田
A054-259-5008　担当／佐藤
静岡市駿河区東新田3-32-35
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R150沿い下川原団地近く yyyFkm
01コンビニでの店内スタッフ 
　　(レジ･品出し･清掃等の店内業務)

①時給960円　②③時給890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　②9:00～13:00 

③13:00～17:00 
★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！ 
★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 主婦主夫歓迎 
年齢･経験･資格不問

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"

002-3155940

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

JR島田駅より徒歩10分 zxyuen
01モスバーガー店内スタッフ

平日/時給910円　土日祝/時給950円

主婦(夫)の方活躍中の職場!! 
出来る事から徐々に覚えてください！ 
)シフト1週間毎！自己申告制！) 
好きな時間､曜日で働けます◎

仕事 最初はレジ･ドリンク作りから 
スタートしてもらいます｡ 
のちにハンバーガー等も作れますよ｡ 
みなさん楽しくお仕事してくれています!

【募集情報】
時間 9:00～14:00 

22:00～翌1:00 
※時間の前後等何でもご相談下さい｡ 
※1日3～5hから応相談 
※週1日からOK(土日祝のみ勤務もOK)

給与 平日/時給910円　土日祝/時給950円
資格 主婦･主夫､Wワークの方歓迎
待遇 交通費全額支給　扶養控除内勤務OK 

制服貸与　深夜割増有　昇給有
【職場情報】
事業 ファーストフードレストラン
《担当から》 
家庭や子育て…両立しながら働けます｡ 
まずは店舗の見学だけでも 
お待ちしています! 
教育制度◎一緒に成長しましょう! 
コスチューム(制服)4月よりリニューアル♪

002-3146739

モスバーガー島田店
A0547-37-6214　担当／本杉
島田市中河町8968-4

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

①時給960円②④⑤時給890円③時給1120円

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

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

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

【募集情報】
時間 全　日／①6:00～ 9:00　②17:00～22:00 

　　　　③22:00～翌6:00 
土日祝／④9:00～13:00　⑤13:00～17:00 
※扶養内勤務OK 
※週1日～､時間組合せ自由に調整OK  
※①②の時間できる方歓迎

資格 主婦主夫･Wワーク･フリーター･学生･ 
60歳以上のシニア歓迎 ①②④⑤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 面接時､履歴書不要◎ 

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

【職場情報】
事業 コンビニエンスストア
《担当から》早朝はシニア層､夕方は高校生､ 
学生､Wワークが活躍中"家事育児の合間に､ 
学校終わりからなど相談下さいネ!

002-3146615

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

保健センターより徒歩3分 zxyudk
01一般家庭への牛乳販売スタッフ

時給1000円+歩合制　\

＼未経験からOKの明治の牛乳販売♪／ 
販売エリアは清水区内！ 

週2日～/1日3h～勤務できるので、 
扶養範囲内で働けます

仕事 明治牛乳の販売業務をお任せします。 
販売エリアの地図をお渡しするので、 
サンプルをもって一般のご家庭を 
回っていただきます

【募集情報】
時間 9:00～17:00の間で3h～OK 

※月～土曜間で週2.3日から勤務可能 
※扶養範囲内での勤務も可能です

給与 ※1件成約で2000円の歩合給を支給
勤務地 清水区全域
資格 年齢不問　長期出来る方歓迎 

軽自動車持込できる方尚歓迎
待遇 制服貸与 

歩合手当有(1件成約で2000円) 
車両手当有(持ち込み可能な方)

応募 電話連絡後､履歴書持参ください｡ 
受付／9:00～17:00

【職場情報】
事業 乳類販売業
未経験から始めた方が多数います｡ 
一から丁寧に教えますのでご安心下さい｡

002-3151605

有限会社　大和明販
明治牛乳渋川宅配センター
C0120-13-6983(月曜～土曜)
静岡市清水区渋川3-9-8

磐田市､浜松市東･北･中区 yyykmn
7保育士

月給16万円8400円～月給23万4700円

安定の環境で職場復帰しませんか？ 
資格を活かして働きましょう！ 
)幅広い年代の女性が活躍)

仕事 食事や着替え､おやつ､室内･戸外活動､ 
うたあそびや絵本の読み聞かせなど保育
業務全般をお任せします｡

【募集情報】
時間 ①7:00～15:30　②8:30～17:00 

③9:30～18:00または 
　7:00～19:00の間の7.5時間 
※休憩有　※シフト制

休日 日祝他  
年間休日121日(※半休×10回含)

勤務地 磐田市､浜松市内の各こども園､保育園 
※勤務地はご相談ください。

資格 保育士､幼稚園教諭 未経験OK 経験者歓迎
待遇 賞与4か月以上支給 

交通費規定支給 車・バイク通勤可 
駐車場有 退職金制度 
財形貯蓄制度 自己申告制度 
昇給制度 医療見舞金制度 
人間ドック費用補助 育休(最大3年) 
JTBベネフィット会員特典利用可

応募 お気軽にお問い合わせください。
【職場情報】
事業 医療･介護･福祉

003-1361192

社会福祉法人　聖隷福祉事業団　人事企画部
053-413-3290
静岡県浜松市中区元城町218-26

イオン袋井店からすぐ yyyFmn
小規模認可保育園での 
①71保育士　②1調理スタッフ

1①時給950円②時給900円以上＋資格手当

保育士･調理スタッフ募集" 
①7残業なし＆持ち帰り業務ほぼなし 
②朝からお昼までの短時間のお仕事! 
スタッフ同士助け合いながら活躍中"

【募集情報】
時間 ①7 7:30～18:30の間で実働8時間 

　111:00～18:00 
　　※週3日～､1日4～5hで応相談 
②8:00～13:30　※週2日からOK

休日 週休2日(土日)･祝日　※1シフトによる 
GW･夏季･年末年始休暇有 
7土曜保育がある場合は 
　振替休日として平日休みになります

給与 7月給16万1000円＋業務手当2万円/月 
　＋資格手当3000円/月＋処遇手当

資格 ①保育士免許 
②調理師免許があればブランクがあって 
　もいいですし､年齢も問いません

待遇 H有　C規定　車通勤可　7賞与年2回
応募 電話連絡後､履歴書(B貼)持参下さい｡

【職場情報】
事業 小規模認可保育園
《担当から》 
すまいる保育園は0～2歳児の園児を定員19名
預かる小規模保育園です｡園児の笑顔に囲ま
れながら､一緒に楽しく働きましょう！

003-1359826

すまいる保育園
A0538-48-6635　担当／清水
袋井市上山梨1583-2

浜松市浜北区貴布祢 yykn
2①食品レジスタッフ 
　②インフォメーションスタッフ

時給1200円　※18時以降時給1300円　\

アピタ･プレ葉ウォーク浜北店で募集!
仕事 ①ポスレジなので､商品をかざして 

　右から左にカゴに移すだけ！おつりも 
　自動で出てくるので簡単です!! 
②ショッピングセンター内モールでの 
　インフォメーション業務です！

【募集情報】
時間 ①9:00～21:00内4～7h程､週3～4日勤務 

　※シフト勤務できる方大歓迎！ 
　※夜間の短時間勤務もOK！ 
　(例)13:00～17:00､17:00～21:00もOK 
　※土日勤務､遅番出来る方歓迎です 
②13:30～21:45の実働7h､週4～5日勤務 
　※土日勤務できる方大歓迎

休日 ②週休2日※ローテーションにより設定
給与 ①研修2日間は時給885円 

②研修3日間は時給1000円
勤務地 ①アピタ浜北店　②プレ葉ウォーク浜北
資格 高卒以上　未経験者歓迎
待遇 ①各種保険完備 

　社内割引制度有(アピタ浜北店内) 
　エプロン･三角巾貸与 別途服務規程有 
②各種社会保険加入 交通費実費支給 
　社内割引制度有 制服貸与

【職場情報】
事業 人材派遣業(派)23-060007　業務請負業

002-3150812

株式会社 マイサポート 静岡営業所
C0120-245-963
静岡市駿河区森下町4-30　メンテックビル8F
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浜松市中区塩町 yyyFmn
017保育所での栄養士

01時給920円～1500円　7月給18万円

子ども達の笑顔あふれる職場で 
一緒に楽しく働きませんか" 
まずは01からスタートして 

ライフスタイルに合わせて7も可能！
仕事 栄養･献立管理､給食の調理をお願いし 

ます｡ 
食育やクッキング保育を通して子ども達 
と関わることができるので､とてもやりが
いのあるお仕事です｡

【募集情報】
時間 8:00～17:00　7応相談 

011日6h以上､週3～5日で応相談
休日 7週休2日　年間休日114日以上 

※有給休暇有 
※夏季･年末年始休暇は交替で取得

給与 ※研修期間2ヵ月は時給890円～
資格 栄養士　※実務経験あれば尚可
待遇 交通費規定支給(月5000円迄) 

昇給有　車通勤OK(無料駐車場有) 
7社会保険完備

応募 まずはお気軽にお電話ください｡
【職場情報】
事業 保育所
《担当から》現在､20～40代のスタッフが活
躍中！得意分野を活かして､子ども達により
良い環境を提供していきましょう｡

003-1360880

保育所　きこりのおうち
A090-5008-9428　担当／友田
浜松市中区塩町57

浜松市西区湖東町 yyykmn
01①介護職員(特養) 
　　②夜勤専任スタッフ

①時給920～970円　②1回1万2250円～

)未経験OK)主婦さん活躍中) 
-施設内に保育園を完備しています- 
休憩時間にはお子様と会えて安心♪ 
勤務開始日･職場見学のご相談もOK!
仕事 ①食事､入浴､排泄の介助､着替え補助等 

②夜勤、早朝時間帯における介護業務
【募集情報】
時間 ①8:30～17:30　☆週2日､1日3h～OK 

②A.22:00～翌9:00(休憩有) 
　B.16:00～翌9:00(休憩有) 
　☆週1回から歓迎

資格 ①未経験者歓迎 
②介護福祉士 経験のある方 
　▶関連資格所持者歓迎

待遇 ■社会保険完備 ■制服貸与  
■車通勤可 ■交通費規定支給  
■昇給制度 ■賞与有 ■資格取得支援 
■資格/扶養/処遇改善/特養手当

【職場情報】
事業 特別養護老人ホーム
《担当から》 
小さいお子さんがいる主婦さんも 
実際に短い時間で勤務しています♪ 
☆実際にこんなシフトで働いています! 
　・AM9:00～12:00(午前のみ) 
　・PM3:00～ 7:00(午後のみ)

003-1360844

特別養護老人ホーム 湖東の杜
A053-486-3586　採用担当／池田
浜松市西区湖東町1074

「アサヒさんも
　　　休憩してね」

 
そんな気遣いがある位
お仕事先から大切にされています｡
 
しっかり長く働き､安定収入を得たい
そんな女性が多数活躍中

勤務地により異なる zyyukn
01交通誘導

時給900円～

家庭と両立して働けます♪ 
シフト融通◎直行直帰OK!週払いOK! 

*現場多数で安定の仕事量* 
20～60代の女性スタッフも活躍中◎
仕事 基本的に2人1組で行います｡異業種からの

応募も多数!未経験者大歓迎です｡ 

【募集情報】
時間 8:00～17:00（実働8時間) 

※週3～6日の間で応相談 
※残業あり

給与 時給900円～ 
※有資格者考慮 
※法定研修期間20時間有…時給885円

勤務地 浜松市内中心(直行直帰OK) 
※磐田市･袋井市･湖西市もあり

資格 18歳以上(警備法より) 
要原付免許以上 未経験者歓迎

待遇 交通費規定支給　制服貸与 
週払い制度(規定有) 
社員登用制度有　実力に伴い昇給有 
有資格者優遇　遠方･乗合手当有

応募 電話連絡後、履歴書(B貼)持参下さい。 

【職場情報】
事業 交通誘導･雑踏警備
 
《担当から》 
社長も現場にでているからこそ 
「スタッフに寄り添う」が自慢の当社｡ 
ありきたりな言葉ですが、 
スタッフは「家族」です♪ 
 
未経験で入社したスタッフがほとんどです｡ 
だから警備の仕事が初めての方も 
安心してスタートができますよ｡

003-1361668

株式会社あさひ　アサヒ警備保障
A053-451-4115　担当／鳥養
浜松市中区龍禅寺町110-1　松本ビル2F

浜松市 yyyHFk
501サービスドライバー

5完全歩合制 01日給4000円 \

初めは先輩の人と一緒なので安心+ 
ゆくゆくは1人の空間で仕事できます 
1つ1つの荷物もそんなに重たくない 
ので､女性スタッフも活躍しています
仕事 ＜浜松市内全域のエリア担当制＞ 

エリア内での配送業務をお願いします 
(5アパと同様の業務です) 

【募集情報】
時間 0118:00～21:00 

※シフト制(曜日相談ＯＫ) 
※週5日勤務です

給与 01日給4000円
収入 5完全歩合制 

(1個／平均120～150円) 
週6日稼働の場合、月収37万円可能

資格 年齢不問 要普通免許(ＡＴ限定可)
待遇 昇給制度有 

5車両持込可能な方歓迎
負担金 5一切なし
応募 まずはお気軽にお電話下さい 

A090-8075-5488　担当／近藤 

【職場情報】
事業 配送業

003-1359827

Ｓ･Ｓ･Ｐ(エス･エス･ピー)合同会社
A053-541-7553(受付時間9:00～18:00)

静岡県浜松市中区砂山町355-4 
ハマキョウレックス浜松駅南ビル４階

職場見学会随時受付中♪
 

ホームページで職場雰囲気が
分かる動画もご覧頂けます！
Ｓ･Ｓ･Ｐ合同会社で検索

①浜松市南区 ②磐田市 yyykmn
社員食堂内の配膳など

時給950円以上

年齢･経験を問わず活躍できる職場! 
お昼前～夕方前までの人気の時間帯♪ 
●50～60代の女性が活躍中●

仕事 社員食堂内での配膳､盛付､洗浄､ 
清掃などをお任せします。 
調理は担当しないので 
お料理の経験は問いません。 

【募集情報】
時間 10:50～15:50(休憩有)
休日 土日＋他会社カレンダーによる
給与 時給950円以上
勤務地 ①浜松市南区鶴見町2702-16 

②磐田市南平松12
資格 未経験者歓迎 

年齢不問
待遇 交通費規定支給 

車通勤可 
制服貸与 
有給休暇制度あり

応募 まずはお気軽にお電話ください｡ 

【職場情報】
事業 自動車部品の開発･設計･製造･販売

003-1361627

株式会社 ソミック石川
A053-425-6612　担当／大石
浜松市南区古川町500

◆6月OPEN！◆
大手部品メーカー
工場内社員食堂での勤務

オープニング
　の募集です‼
◆週3・1日4h～OK
◆ご家庭と両立出来ます

掛川市菖蒲ヶ池 yzxtud
01①簡単な調理補助 
②栄養士又は管理栄養士　③調理師 

時給①900円～ ②1000円～ ③1200円～

大手部品メーカーの 
社員食堂でスタッフ大募集中"

仕事 ①盛付・洗い物、調理補助など 
②栄養士業務　③調理師業務 
※未経験スタートでも十分活躍できます 
※家事の延長でできる仕事内容です 
※仕事の流れも分かりやすく簡単です 
◆オープニングの募集です‼同じ仲間と 
　一緒にスタートしませんか？ 
　事前研修もあるので安心です♪

【募集情報】
時間 6:00～翌2:30の間で4h～応相談 

※オープニングなのでシフトはたくさん
　あります。まずは希望の時間を 
　遠慮せずお気軽にご相談下さい‼ 
※週3日～相談OK 
(土日も営業、夏季・年末年始休暇あり 
 その他は会社カレンダーによる) 

給与 ※土日は時給UPします 
※22時以降は時給1.25倍になります

勤務地 掛川市菖蒲ヶ池 
大手部品メーカの工場内 
社員食堂での勤務です

資格 未経験OK　ブランクOK 
②栄養士・管理栄養士③調理師

待遇 交通費規定支給 制服貸与 有給休暇 
食事補助 車通勤OK 社保完　 
グループ会社割引あり 
(とんかつさぼてん10％オフ 
　　　グループ経営のホテル宿泊割引)

【職場情報】
事業 社員食堂･病院･福祉施設の食事受託運営
《会社概要》創業70余年!私たちは企業や学
校給食をはじめ、病院やシルバー施設での食
事の提供により1日約80万人の食と健康を支
え、食を通したさまざまなサービスを全国約
1,800ヶ所で提供しています

003-1361826

㈱グリーンハウス
A080-2353-9690 担当直通 平日9～17時
掛川市菖蒲ヶ池100
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浜松市東区･中区･磐田市

勤務地

浜松東営業所
(浜松市東区原島231)

イオン市野 笠井街道

浜松自動車
学校

ファミリー
マート

AOKI

ブック
オフ

つぼ八

知久屋

浜松東営業所

浜松中央営業所
(浜松市中区上島2-10-5)

浜松東営業所･浜松第二営業所 坂本代理店
☎053-466-2400 総合受付 人事担当：坂本
浜松中央営業所･磐田中央営業所 鈴木代理店
☎053-416-1165 総合受付担当：鈴木

アルファクラブ静岡㈱ 
結婚式とお葬式のセレモニー専門会社です http://www.alphaclub-s .com/

電話連絡の上､

面接日を

ご案内致します｡

アルファクラブ静岡は､お葬儀･婚礼などの冠婚葬祭事業を静岡県中部･

東部･西部で現在40施設展開中｡今後も更に拡大を予定しています!

①～③浜松東営業所･

　　　浜松第二営業所

②④浜松中央営業所

①～④磐田中央営業所

東区
職場見学も
随時受付中!

働きやすさ抜群!!
ライフスタイルに合わせて働けます♪♪

働きやすさ抜群!!
ライフスタイルに合わせて働けます♪♪

＼ あなたらしく・無理なく働けます! ／

1000円以上時
給 8万円以上も可!月

収

(週5日勤務の場合)1000円以上時
給 8万円以上も可!月

収

(週5日勤務の場合)

｢成人式｣｢七五三｣といったライフイベントもサポートしています｡

慶びの日から最期のお別れの日まで､人生の節目となる一日を思い出深いものにするため、

お客様に安心をお届けし､一生を通じてサポートするお仕事です｡

安心･安定企業で!!
勤務開始日など相談OK!!
安心･安定企業で!!
勤務開始日など相談OK!!
安心･安定企業で!!
勤務開始日など相談OK!!

未経験者
大歓迎

丁寧な研修をご用意

しています

未経験者大歓迎! 扶養範囲内勤務OK!

お休みの希望は100％OK!

人と接するのが
好きな方にピッタリ!

久しぶりのお仕事復帰も
大歓迎!

お子さんの急な病気･行事の
お休みも大丈夫!

お子さんや
家庭の行事に
合わせて
お休みOK!

Point1Point1

扶養範囲内の
勤務可♪

土日祝の
お休みOK！
短時間勤務も

可

シッカリ勤務で
稼ぎたい方も
大丈夫!

Point2Point2 Point3Point3 Point4Point4

年齢＆
経験不問!
不明点･仕事内容など､

何でもご相談にのります｡

まずはお気軽にご連絡を!
お待ちしています｡

冠婚葬祭のお手伝いや各種イベントのご案内､

会館のPRなどのお仕事です｡情報収集やご案内が中心で､ノルマは
一切ありません｡丁寧な研修があるので､安心してスタートできます｡

パートさん大募集!!
異業種からの転職者､多数活躍中!

30～40代の
主婦の方
多数活躍中♪

山下循環器
クリニック

浜松上島
郵便局

たんぽぽ保育園
上島駅

遠
州
鉄
道

静岡銀行

二俣街道

上島二丁目北

R152

浜松中央営業所 結婚式結婚式 七五三七五三 成人式成人式 葬儀葬儀 法事法事

浜松市東区･中区･磐田市 yyyFkn
1①セレモニースタッフ②アンケート 
　③お客様サポート④\

時給1000円以上＋交通費規定支給＋諸手当

仕事 ①セレモニースタッフ 
②アンケートスタッフ 
③お客様サポート 
④冠婚葬祭アドバイザー

【募集情報】
時間 10:00～15:00の間で勤務日･時間L 

｢短時間なら働ける｣｢土日祝は休みたい｣ 
｢週2日でもいいの?｣など 
お気軽にご相談ください｡ 
※｢もっと稼ぎたい!｣という方のために､ 
　フルタイムでの勤務も相談可能です｡

給与 時給1000円以上(研修3ヶ月は時給900円)
勤務地 浜松東営業所(浜松市東区原島231) 

浜松第二営業所(浜松市中区森田町130) 
浜松中央営業所(浜松市中区上島2-10-5) 
磐田中央営業所(磐田市大原808)

資格 要普免(AT限定可能)､未経験者大歓迎
待遇 交通費規定支給､諸手当有 

職員旅行年1回(国内･海外)､車通勤可､ 
職員保養施設有､冠婚葬祭職員割引有､ 
昇給あり､制服貸与､正社員登用制度､ 
葬祭ディレクター資格支援制度､ 
体験入社制度(1日～1週間/給与支給有) 
☆主婦(夫)の方･子育て中の方も 
　働きやすい環境を整えています 
・お子さんの急病等のお休み希望対応！ 
・学校･保育園･家族の都合は優先でOK！ 
・ブランクある方の復職も応援します！

応募 業務の都合上､転送にてお受けする事も 
ございますが､お気軽にご連絡下さい｡ 
※また､ご提示頂きました面接資料等は 
選考のみに使用致します｡選考後に 
ご返信は致しませんのでご了承下さい｡

【職場情報】
事業 冠婚葬祭互助会 

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

002-3147886

アルファクラブ静岡㈱ 4営業所合同
A下記参照
勤務地参照
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勤務地により異なる xyek
5学研教室の先生

出来高制　\

学研教室の先生募集中" 
サポート体制が充実しているので 
資格･経験がなくても始められます◎ 

家事や育児との両立OK♪
業務 自宅･貸し会場等にて幼児～小学生の 

算数･国語(英語)の学習指導､教室運営
【募集情報】
時間 午後の数時間　※週2日～OK
収入 生徒さんの数に応じた収入(出来高制) 

[収入例]約15万円／月 
　　　　※算･国語･英語会員20名の場合

勤務地 磐田市､袋井市､掛川市､菊川市
資格 資格･免許･経験不要
待遇 研修制度　生徒募集も全面バックアップ 

ご自身のお子様に､月謝優遇制度有
負担金 算国コース認可料…5万5000円
応募 事前に電話予約の上､説明会にご参加 

下さい｡　開催時間／10:00～11:30 
・5/15(金)ワークピア磐田 
・5/20(水)アクトシティ浜松 
　　　　　研修交流センター 
・5/26(火)浜松事務局

【職場情報】
事業 学習塾

003-1360882

学研教室　浜松事務局
株式会社学研エデュケーショナル
A053-451-5221　担当／志岐

浜松市中区砂山町328-11 
ハママツスルガビル7階

磐田市鳥之瀬 xyyfkm
01未経験から始められる 
　　レジ･品出しなど

①②③時給890円　

◆週1日～OK◆ 
Wワークの方･かけもちの方も歓迎 

1日3時間～希望を相談して下さい♪ 
現在10代～50代のスタッフが活躍中♪
仕事 難しい業務はありませんが、まずは出来

ることから少しずつお願いしていきます
★一から丁寧に教えるので未経験も安心
★アットホームな雰囲気なので、 
　スグ馴染んでいただけると思います。 

【募集情報】
時間 ①13:00～18:00(土･日のいずれか) 

②13:00～18:00(月･水･木･金のいずれか) 
③18:00～22:00(金･土･日のいずれか) 
※週1日､3時間～OK 
※各時間帯をまたいでの勤務は応相談

給与 ①②③時給890円　 
※①～③昇給有

資格 Wワーク､高校生OK(同時給)
待遇 制服貸与 車通勤OK
応募 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

003-1360175

セブンイレブン　磐田鳥之瀬店
A0538-35-8865　担当／浅井
磐田市鳥之瀬69

★短期募集★
【即日～7月まで】
ギフトのセット作業

 

終了期間も相談可！

磐田市南平松 yyykmn
1短期のギフトのセット作業

時給900円～

☆地域を元気に"増員募集です☆ 
夏までの短期のお仕事です♪ 
新しいお仕事始めませんか？

【募集情報】
時間 9:00～17:00の間で応相談  

※3h～OK 
※6時間を超える場合は､休憩60分 

休日 土日休み 

勤務地 磐田市南平松 

期間 即日～7月迄　※終了期間は相談応じます 

資格 WワークOK　 

待遇 ■給食注文可能　 
■車通勤可 
■エプロン･作業帽貸与  
■交通費規定支給 
■休出･残業手当有 
　(実働8h以降時給25％UP) 

応募 お気軽にお電話下さい｡ 
職場見学受付中! 
面接は勤務地にて行います 

【職場情報】
事業 流通加工業･業務請負業 

《担当から》 
『お子さんのお迎えの時間まで』 
『家事の合間に少しだけ』等、 
生活スタイルに合わせて働けるので、 
家事や育児と両立しやすい◎ 
職場見学も随時受付中なので、 
お気軽にお問合せ下さい!!

003-1361367

光ロジシステム株式会社
A0538-37-3380　担当／採用担当
〒438-0051　磐田市上大之郷74-2

磐田駅から車で5分 yyyFkm
01①お中元係(短期 5/27～8/20) 
　　②食品レジ

①時給1000円 ②時給905円～1150円以上

未経験OK+60代迄の幅広い年代活躍中 
短期は先行採用◎シフト相談OKです☆ 
学校行事等でのお休みも相談下さい"
仕事 ①お中元売場での接客･レジ･包装(5名) 

②食品レジ(10名) 
イチから先輩が丁寧に教えていきます。 
★いろいろな商品を社割でお得に購入が 
　できるのもアピタならではの特典♪

【募集情報】
時間 ①9:00～20:00の間で勤務時間相談OK 

②8:00～21:45の間で勤務時間相談OK 
★1日3時間～、週2日～相談OK 
　※週によっては0日勤務があってもOK 
★午前中のみ・午後のみでもOK 
★家事の合間の時間帯もOK 
★フルタイムも歓迎 
★時間帯・曜日はお気軽に相談OK

給与 ②月～土､18:00以降は時給100円UP 
　日曜は終日時給100円UP

期間 ①短期 5/27～8/20　②長期
待遇 車通勤可 制服貸与 交通費規定支給 

社会保険完備(法令に準ずる) 
②ボーナス年2回有（規定による） 
★扶養控除考慮します

【職場情報】
事業 総合小売業

003-1360527

ユニー株式会社 アピタ磐田店
C0120-266-588　ユニー採用センター
磐田市今之浦3-1-11

浜松市内各地 yyyFkm
01学校給食調理スタッフ 
　　(簡単な調理補助からスタート)

時給885円～950円

学校と同じ春･夏･冬休み有♪幼稚園児
や小学生のお母さんが多数活躍中♪ 
お子さんと同じ学校で働くことも可能 
シフト融通がきくので働きやすさ◎

【募集情報】
時間 8:00～15:30の間で実働5.5hL 

▶開始・終了時間は相談OK｡短時間OK 
▶週2日～OK｡勤務日数相談OK 
▶勤務開始日相談に応じます

休日 土日祝 
※春･夏･冬休み有(学校と同じ)

給与 時給885円～950円
勤務地 ★勤務地選べます！ 

東区▶与進小､蒲小 
中区▶葵が丘小､佐鳴台小 
西区▶入野中､大平台小 
他､浜松市内21学校あり(お問い合わせ可)

資格 未経験者歓迎
待遇 車通勤可　制服貸与　有給休暇 

扶養範囲内の勤務OK
応募 お気軽にお電話ください｡ 

お子様同席での面接OKです｡ 
お友達同士の応募も歓迎します｡ 
　

【職場情報】
事業 委託給食

003-1359828

株式会社ミカサ　学校給食事業部
A053-463-0135　担当／一瀬(イッセ)
浜松市中区名塚町371-1

1リハビリ助手

◆未経験大歓迎!!
お子さまの学校行事等の
お休みは融通が利きます!
 
7あん摩マッサージ指圧師
　鍼灸師

◆ブランクある方も歓迎
経験が浅い方もご相談下さい!

遠鉄上島駅北100ｍ西 yyykmn
1①リハビリ助手　7②鍼灸師 
　③あん摩マッサージ指圧師　

1時給1000円～　7月給20万円～　\

)開業から46年の地域密着の医院) 
1未経験スタートOK" 

7資格が活かせるお仕事" 
見学もお気軽にお問い合わせを+
仕事 1機械の取り外しや患者様の呼び出しを 

　お願いします。 
7リハビリ･マッサージ業務 
未経験でも先輩スタッフが丁寧に教えま
すので安心してスタートできます。

【募集情報】
時間 AM／8:15～12:00 

PM／15:00～19:00
休日 日･祝･他､年末年始･GW･夏季 

※水曜･土曜の午後は休診 
1お子さんの学校行事等お休みOK

給与 試用期間2週間は 
1時給900円　7月給18万円～

資格 1未経験歓迎 
7有資格者 
　ブランク､実務未経験者歓迎

待遇 昇給有　交通費規定支給　車通勤可　 
駐車場有　制服貸与　有給休暇  
経験者優遇　各種手当有　社会保険完備 
7賞与年2回

応募 まずはお気軽にご連絡ください。 
電話連絡後､履歴書(B貼)持参下さい｡ 

【職場情報】
事業 整形外科医院 

《担当から》 
気さくなスタッフが多く､居心地も良いです
よ｡2018年にリニューアルした綺麗な当院で
一緒に働きませんか？ 
丁寧な研修がありますので､ブランクのある
方もご安心ください｡ 
見学も可能です｡ご連絡お待ちしております｡

003-1361362

医療法人咲純会　ゆいゆいクリニック
A053-473-2101 採用迄※お問合せOK
浜松市中区上島5-21-30
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東区(労災病院前^より]3分) zxyuek
01①ホール ②キッチン ③おそうじ

一般:時給1050円～I:時給1000円\

*主婦の方が大活躍中* 
ご家庭と両立して働きやすいお店です 
曜日＆時間のシフトの融通がききます
仕事 ※年齢不問!I～60歳以上の方迄活躍中! 

①開店前の準備～ホール業務､レジ､ 
　片付け等をお願いします｡ 
②キッチンでの業務(洗い物等)を担当 
※どちらも未経験者OKの簡単業務! 
　丁寧に教えるので安心です♪ 
③開店前､閉店前の清掃や片付け

【募集情報】
時間 ①②9:30～23:00内で時間･曜日応相談 

　　(例) 9:30～14:30　10:30～16:30 
　　　　19:00～22:00　21:00～23:00 
　　※1日3h～OK　※週2日～OK 
③9:00～11:00　21:00～23:00 
　※時間･日数相談OK

給与 土･日･祝/時給+100円 
22時以降は時給1313円 
研修期間50hは時給-30円 
※時給は1分単位で計算します

資格 未経験者･主婦(夫)･学生･Wワーク歓迎
待遇 扶養内勤務OK まかない有 稼働分の前給

制度有 制服有 D有 車通勤OK U有
【職場情報】
事業 回転寿司

003-1361315

にぎりの徳兵衛　西塚店
C0120-929-869　担当／採用係
浜松市東区神立町122-1

浜松市中区住吉 xyyeno
10カレー屋さんの 
　　ホール・洗い場スタッフ

時給910円　

*お子様の急用にも柔軟に対応* 
食券式なのでオーダー取りもなし" 
週1日～勤務OK"短時間勤務も歓迎 
土日のみの勤務も大歓迎♪

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　 

※就業時間相談OKです 
　例）9:30～14:00　17:00～22:00など 
※週1～､1日3h～勤務OK 
※シフトは2週間毎の自己申告制

給与 時給910円　※土日は時給960円
資格 長期できる方歓迎です
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 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。 
お子様の急用や発熱もしっかり対応 
致しますのでご安心ください。

003-1360204

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

空いてる時間に
ちょっとだけ!!
9:00～17:00
9:00～13:00
13:00～17:00
17:00～22:00
上記時間帯以外も募集中♪
希望の時間帯をご相談ください♪

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

時給900～1200円 \

24h・好きな時間に働けます" 
希望の店舗で働けます♪シフトの相談
もしやすい環境♪未経験者歓迎します
【募集情報】
時間 A. 9:00～17:00(休憩有) 

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

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

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

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

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

【職場情報】
事業 コンビニエンスストア

003-1359829

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

浜松市南区  
①金折町699-1 ②東町579 ③安松町87-5

R1 大柳

掛舞線

掛塚橋
東町店 河輪小

金折町店

ソミック石川さん

R150 安松町店

芳川ゴルフさん

毎日ボウルさん

交番
富屋町

西ヶ崎駅から西へ徒歩6分 yyyHFk
01セブンイレブン店舗スタッフ

時給890円～

土日は時給100円UP! 
主婦､学生､Wワークさんなど､いろんな
仲間が活躍しているお店です。 

時間・勤務日相談OK+

【募集情報】
時間 ①15:00～22:00内で開始時間応相談 

　(勤務例) 
　17:00～22:00、18:00～22:00等 
　※週2日～OK(土日できる方歓迎) 
②9:00～13:00 
　※週2日～OK

給与 時給890円～ 
※土日は時給100円UP

資格 未経験者OK　バイトデビュー応援します 
主婦(夫)･学生(高校生可)･フリーター･ 
社会人Wワーク歓迎

待遇 随時昇給有(能力による)､正社員登用有 
制服貸与､駐車場有､扶養範囲内勤務OK 
家庭の用事や学校行事等シフト考慮有

応募 お気軽にお電話下さい。 

【職場情報】
事業 コンビニエンスストア 

　

003-1360843

セブンイレブン　浜松西ヶ崎西店
A053-433-8812　担当／採用係

浜松市東区西ヶ崎町1038-5 
(環状線･西ヶ崎西交差点角､JA西ヶ崎支店隣)

太田川堤防沿い yyykmn
1①倉庫内出荷作業スタッフ 
　②工場内作業スタッフ

時給890円以上＋交通費規定支給

午前のみ、午後のみの勤務も可能です
仕事 ①ピッキング･検品等の出荷作業。 

②オイルエレメント等の検査、梱包作業 
　自動車部品、油圧機器の製造、組立

【募集情報】
時間 8:00～17:00 

※上記時間内で1日5h～勤務可能 
※開始･終了時間等お気軽にご相談下さい｡

休日 土･日曜 
長期休暇有(GW･夏季･年末年始休暇) 
①月1回月末の土曜日出勤有 
②繁忙時は土曜出勤有 
※学校行事等もご相談ください！

給与 試用期間1か月は時給885円
資格 経験･未経験問わず歓迎 

①リフト免許お持ちの方尚歓迎
待遇 ■交通費規定支給　■車通勤OK 

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

【職場情報】
事業 自動車部品・油圧機器の製造
《担当から》 
ショートタイムでも大丈夫です｡ 
半日でも良いので､体を動かしたい､ 
働いて気分転換したい方! 
まずはお気軽にご連絡ください！

003-1360207

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

浜松ヤナセ(和田)の北側 zyyumn
①01総務事務サポートスタッフ 
②0除菌消臭水の出荷･梱包スタッフ

時給900円

【 急募 】多忙につき増員! 
ニーズの高まる「除菌スプレー」を 
お客様にお届けするためのお仕事" 
女性スタッフ多数活躍中です!

仕事 ①PCを使用したデータ入力や電話対応等 
②除菌消臭水の出荷準備･梱包作業工程等

【募集情報】
時間 9:00～15:00(休憩有) 

①時間･曜日応相談　 
②週3日～応相談

休日 土曜･日曜･祝日　GW･夏季･年末年始
資格 高卒以上　要普通免許(AT限定可) 

未経験者歓迎　主婦(夫)･フリーター歓迎 
①Word･Excelの基本操作ができる方

待遇 交通費規定支給　車通勤OK　昇給有 
皆勤手当有　正社員登用制度 
扶養範囲内勤務OK　試用期間3ヶ月有

応募 まずはお気軽にご連絡ください。
【職場情報】
事業 除菌･消臭剤製造販売､資材搬入･搬出等
《担当から》 
当社は除菌スプレー｢菌無｣の 
製造･販売を行っている会社です｡ドラッグ 
ストア･幼稚園･保育園･介護施設などに商品 
をお届けしています｡現在､業務多忙につき､ 
スタッフを増員募集いたします｡

003-1361825

株式会社ラングローブ
A053-466-0070　採用担当
浜松市東区篠ケ瀬町909-1

袋井市 yyyHFm
501サービスドライバー

5①完全歩合制or②日給5600円 01\

～働く場所は『自宅のまわり』 
　　　　安心して走れる知ってる街～ 
配送中は1人｡お仕事に集中できます" 
初めのうちは先輩が一緒だから安心♪
仕事 主に袋井市内のエリア担当制で､エリア 

内での配送業務をお願いします 
(5は01と同様の業務をお願いします)

【募集情報】
時間 5①8:00～21:00 

　②18:00～21:00 
0118:00～21:00 
※シフト制(週3日から曜日相談ＯＫ) 
※作業終了次第業務終了です｡ 
　業務に慣れれば17:30頃の就業も可能

給与 5①完全歩合制 ②日給5600円 
01日給4000円

収入 5①完全歩合制(1個／平均139円) 
　週6日稼働の場合(月収37万円可能)

資格 要普通免許(AT限定可) 
5車両持込可能な方

待遇 昇給制度有
負担金 5一切なし
応募 A090-8075-5488　担当／近藤

【職場情報】
事業 配送業

003-1360860

Ｓ･Ｓ･Ｐ(エス･エス･ピー)合同会社
A053-541-7553(受付時間9:00～18:00)

静岡県浜松市中区砂山町355-4 
ハマキョウレックス浜松駅南ビル４階

*アルバイト･パート･委託の募集*
大切な学校行事や　　　　　　　　　
　　　　　お子さんの急な発熱など･･･
ぜひお子さんの傍に居てあげて下さい。
職場見学大歓迎！　　　　　　　　　
当社で｢配送｣のイメージが変わります
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浜松市東区市野町 yyyHFm
01調理パンの下処理･盛付

時給930円～1174円　\

早朝／午前／夜中から 
あなたに合った働き方ができます♪ 
切るだけ､のせるだけ等の簡単作業" 
重い物を持つこともありません!
仕事 野菜の洗浄､パンを切る､食材を揚げる､ 

具材をトッピングする等をお願いします｡ 
コツコツ･カンタン作業です｡ 
丁寧に教えますので未経験でも大丈夫♪

【募集情報】
時間 ① 2:00～ 6:00 ②2:00～11:00(休憩1h) 

③ 8:30～12:30 ④8:30～17:30(休憩1h) 
⑤14:00～23:00(休憩1h) ⑥14:00～18:00 
※週2日～､1日4h～OK　※①以外残業有

給与 5:00～8:00…時給988円 
8:00～18:00…時給930円 
18:00～21:00…時給988円 
21:00～翌5:00…時給1174円 
※日曜日は時給＋50円

資格 学歴不問　未経験歓迎
待遇 昇給有　社会保険完備　社員割引有 

扶養内勤務可　制服貸与 
車通勤OK　髪型･髪色自由

応募 電話連絡後､履歴書(B貼)持参下さい｡ 
※お子様連れでの面接もOKです｡

【職場情報】
事業 調理パン製造

003-1360434

株式会社浜松デリカ
A053-465-0565
浜松市東区市野町2741

浜松市東区半田町 yyyFmn
1①介護スタッフ　②入浴介助 
　③食事準備･片付け

①時給940円～990円以上 ※土日祝＋50円 

※勤務開始日･日数は相談OK
仕事 ①ショートステイでの入浴介助･トイレ 

　介助･送迎等の介護業務 
②デイサービスでの入浴介助 
③ショートステイでの食事準備･片付け

【募集情報】
時間 ①A.8:30～17:30　B.16:00～翌9:00 

  ※休憩有　※時間帯選べます 
　※土日祝できる方歓迎 
②9:00～12:00　※日曜休み 
③C.5:30～7:30　D.9:00～13:30 
　E.14:30～18:30　※時間帯選べます

給与 ①時給940円以上(介護福祉士990円以上) 
　Bは夜勤手当1回7000円 
　※土日祝は時給50円UP 
②時給960円～1000円以上 
　※土曜･祝日は時給50円UP 
③時給900円

勤務地 ①③ショートステイ結(定員20名) 
②デイサービス結ごころ(定員10名)

資格 年齢･資格不問 
①Bは介護職経験者(資格不問)

待遇 車通勤可､社会保険完備､D年1回､H年2回 
C規定(上限月7000円) 正社員登用有､U

【職場情報】
事業 ショートステイ・デイサービス

003-1360602

ショートステイ結　デイサービス結ごころ
A053-550-7738　担当／足立
浜松市東区半田町205

さぎの宮駅前(二俣街道沿) xyyfkm
01レジ・接客・清掃・品出し等 
　　セブンイレブン店内業務

時給885円～1107円　\

さぎの宮駅近くで通勤便利" 
商品のこと､レジ操作､接客など一から
教えますので､初めての方も安心です 

楽しく働きましょうね♪
【募集情報】
時間 ① 9:00～13:00 

②17:00～22:00 
③22:00～翌2:00 
※時間・勤務日応相談 
※週1日～OK 
　

給与 ①時給885円～ 
②時給900円～  
③時給1107円～ 
※②試用期間(1ヶ月･能力により短縮有) 
　は時給885円 
　

資格 経験不問　未経験者OK 
高校生OK(要学校許可) 
　

待遇 昇給有､労災保険有､車通勤可､制服貸与 
　

応募 B後、履歴書(B付)持参ください｡ 
　

【職場情報】
事業 コンビニエンスストア

003-1360583

セブンイレブン　浜松大瀬町店
A053-434-4300　担当／三輪
浜松市東区大瀬町462

磐田市内 yyykmn
2建築現場の工程写真の撮影

時給1100円＋交通費規定支給

見本通りに写真を撮影するお仕事! 
少し練習すれば未経験でも大丈夫♪
仕事 建築現場の作業前の写真撮影と作業後の

写真をスマートフォンで撮影する 
簡単なお仕事です｡ 
見本があるので､各現場を見本通りに 
取っていただければOK｡ 
作業前の写真を撮ったら､大工さんが 
指示を出してくれるので､指示された 
場所を撮影する簡単なお仕事です｡

【募集情報】
時間 8:30～17:30
休日 土曜･日曜･祝日
勤務地 磐田市内の建築現場
資格 未経験者OK
待遇 交通費規定支給　車通勤OK
応募 お気軽にお問い合わせください｡ 

面接は事務所で行います｡
【職場情報】
事業 労働者派遣業 (派-22-301178) 

有料職業紹介事業(22-ユ-300623)
≪担当から≫ 
現場の職人さんをサポートするシゴトです♪ 
コミュニケーション取りながら楽しくできる 
のでお気軽にお問い合わせください！

003-1360205

株式会社ＳＰＷ
A053-545-6082　担当迄
浜松市東区下石田町1017
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