














8

富士市内 yyykmn
71介護職員(業界未経験者OK)

7月給22万6500円～26万4800円　\

*未経験者大歓迎* 
日勤のみ･夜勤のみetc. 
働き方ご相談に応じます♪ 

施設見学も随時受け付けております
仕事 施設をご利用頂いている利用者様に 

介護サービスを提供します｡
【募集情報】
時間 7:00～16:00､8:30～17:30 

10:30～19:30､17:00～翌9:00 ※休憩あり 
◎1勤務日数応相談可 
◎夜勤専従も同時募集(1勤務22,000円～)

休日 7月9日(シフト制)※希望休取得できます
給与 7月給22万6500円～26万4800円 

1時給950円～1298円＋別途各種手当 
　(例：経験4年/時給1050円～)※Uあり

勤務地 介護付有料老人ホーム 
①ウェルビーイング富士三ツ倉 
　(富士市大渕2447-1) 
②ウェルビーイング富士 
　(富士市厚原1192-1) 
☆沼津市､清水町､裾野市､静岡市清水区 
　の各施設でも同時募集中♪

資格 ◆無資格､介護業界未経験の方も大歓迎
待遇 社会保険完備､交通費規定支給､車通勤OK 

慶弔見舞金､有給休暇､キャリアパス制度 
出産･育児･介護休暇制度､社内研修制度 
社内資格取得制度､各種手当あり､退職金 
制度(規定有)､社内イベント(BBQ､忘年会､
ボウリング大会等)､7賞与あり(年2回)

応募 まずはお気軽にお電話下さい｡
【職場情報】
事業 介護付有料老人ホーム､グループホーム 

小規模多機能ホーム､在宅サービス
《担当から》笑顔溢れる職場です♪施設や 
スタッフの日々の様子はホームページから 
ご確認いただけます！是非ご覧下さい♪ 
《ＵＲＬ》http://www.w-being.jp/

002-3190579

株式会社ウェルビーイング
A055-928-6121　人事･人材開発課/達橋
沼津市大岡2262-4

介護職デビューを応援!!
*異業職からの転職や
　　　ブランクある方も安心*
・資格取得の支援制度あり
・研修制度が充実
・キャリアパス制度あり

～職場見学も大歓迎～
＝☆オンライン面接も可能☆＝｠
勤務開始日ご相談ください♪

＼子育て世代を応援／
▶男性の育休取得実績も2人♪
▶時短勤務･
　1h毎の有休取得も可能
▶託児所(土日祝のみ)あり
▶子の看護休暇､
　育児目的休暇取得推進
▶有給取得は全職種で平均12日/年
▶選べる福利厚生｢リロクラブ｣で
　オフを充実

焼津市坂本 yyyFmn
01①デイサービス介護職員 
701②特養介護職員

①時給1025円～1075円　②\

【募集情報】
時間 ① 8:30～17:30 

② 7:00～16:00　 8:30～17:30 
　13:00～22:00　22:00～翌7:00(7のみ) 
※7実働8h､シフト制､月平均残業5h程 
※01週3日以上､残業ほぼなし､ 
　　　土日祝(交代制)､夜勤できる方歓迎 
※01勤務形態相談可

給与 ①時給1025円～1075円 
②7月給19万3000円～27万円＋諸手当 
　01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

資格 未経験OK　介護福祉士あれば優遇
待遇 有給休暇 育児目的休暇 子の看護休暇 

賞与年2回(業績による)､退職金(規定)有 
交通費規定支給 試用期間有(3か月) 
車通勤可 研修有 託児所有(土日祝のみ)  
資格取得補助有 福利厚生有 他 
社保完､各種手当(01は条件による) 
時間外勤務･休日勤務手当 処遇改善手当 
育児手当6000～1万円 
住居手当7000～1万5000円(規定有)  
通勤手当 夜勤勤務手当1回6000円  
管理職手当1万2000～29万円  
勤続手当(勤続年数より毎年500円加算､ 
上限1万5000円まで) 職務･資格手当 等

【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
《担当から》 
20～40代の女性スタッフが活躍中！平均年齢 
35.5歳｡スタッフ･利用者ともに(自分らしく 
生きる)を楽しむ介護を行っています｡

002-3199637

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
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勤務地による yyykmn
7①介護職員　7②保育教諭　 
1③介護職員

①初任月給16万5500円～21万2400円

【募集情報】
時間 ①③基本8:30～17:30  

※③時間･日数応相談 
※①早出､遅出､夜勤勤務有  
　夜勤の場合…17:00～翌9:15(休憩有) 
※早出､遅出等配属先による 
②7:00～20:00の間でシフト制

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

給与 ②初任月給17万6600円～21万7400円 
③時給1000円 
※①②別途通勤等諸手当有､ 
　リフレッシュ手当(月3000円)含む､ 
　①②学歴･経験等により異なる 
※①別途夜勤等諸手当有 
※②資格手当(月5000円)含む

勤務地 ①③浜松市中区､浜北区､天竜区､掛川市､ 
藤枝市の各施設　 
②浜松市浜北区､天竜区､湖西市､磐田市､ 
掛川市 
※①②将来的な異動あり

資格 ①③資格･経験不問 ②保育士､幼稚園教諭
待遇 社会保険完備､昇給年1回､通勤手当(月3万

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

応募 電話連絡後､履歴書と資格のある方は 
資格証(コピー)をお送り下さい。 
※DOMONETから24時間応募受付OKです。 

【職場情報】
事業 社会福祉事業、介護保険事業

002-3186385

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

静岡県内各地 yn
3介護スタッフ

時給1120円(交通費規定支給)

介護事業所で働きながら、 
介護の資格が取得できます！

仕事 当社の派遣社員として働きながら資格を 
取得し、介護事業所への就職を目指す 
事業です。介護について学びながら、 
介護職への就職を目指します。

【募集情報】
時間 (フルタイム)7:00～20:00の間で8h以内 

(パートタイム)7:00～20:00の間で 
週20時間以上(勤務日･時間応相談) 

休日 土日祝(実習期間中) 

勤務地 静岡県内の各施設 

期間 最長2.5ヶ月経過後､直接雇用予定 
(就業条件は就業先企業に準ずる) 

資格 介護の資格を持たない求職中の方 

待遇 各種保険完備､交通費規定支給、 
車通勤可(実習先による) 

応募 まずは説明会にご参加ください(お電話 
･ホームページにてご予約ください) 

【職場情報】
事業 介護人材育成事業 

派遣(派)22-010009･紹介22-ユ-010028 

《ＵＲＬ》https://www.sigma-jp.co.jp/ 
landing/medicalcare/care/ 
 
《担当から》給料をもらいながら介護 
の資格が取れます。資格取得費用の自己 
負担もありません。

002-3193734

㈱東海道シグマ 介護事業部
A054-255-4259
静岡市葵区御幸町8-1 JADEビル5F
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静岡県中部(6施設) yyykmn
71介護職

右記参照

☆　No Fun､No Kaigo　☆ 
楽しく介護しませんか♪

仕事 笑顔あふれるホームでのお仕事です｡ 
職場見学もお気軽にどうぞ♪

【募集情報】
時間 早/7:00～15:30 中/8:30～17:00 

遅/10:30～19:00 夜/16:30～翌8:30 
★実働7.5時間､交代制､休憩あり 
★1夜勤なし､日数･シフトL(WワークOK)

休日 7月9日(2月は8日)､年間休日／107日
勤務地 ◆静岡地区 

＜グループホーム＞ 
 A.シャンテ(駿河区聖一色73-1) 
 B.望静大前(駿河区大谷4494-1) 
＜介護付きホーム＞ 
 C.アレンジメントケア桜ヶ丘 
　 (清水区桜が丘5-15) 
◆志太榛原地区 
＜グループホーム＞ 
 D.初倉(島田市坂本1444 あけぼの館3階) 
 E.おかりや(島田市御仮屋町9530) 
＜介護付きホーム＞ 
 F.クオリティリビングおかりや 
　 (島田市御仮屋町9530)

資格 65歳定年(再雇用有)､資格不問 
未経験歓迎 718才以上(深夜勤務のため)

待遇 社保完備､交通費規定支給､食事代補助 
賞与年4回､有給･慶弔休暇､年末年始手当 
7退職金制度､家族手当､入社祝金3万円 
1正社員登用有

応募 DOMONETまたはAにてご応募ください
【職場情報】
事業 介護保険サービス事業
 
《担当から》充実した研修でお仕事は勿論 
 手厚い待遇で家庭との両立もサポート◎ 
 貴方が働きやすい環境を整えています！

002-3191295

株式会社ケアクオリティ
A0120-932-719(本社採用係)
静岡市葵区伝馬町18-8アミイチ伝馬町ビル2F
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駿東郡清水町堂庭 yyyFmn
7　①相談支援専門員 
71②障がい児支援スタッフ

①月給21万円～28万円 ②\

★あなたの資格や経験を活かそう★ 
利用者様と従業員を守る為､ 
感染症対策も徹底しています｡

【募集情報】
時間 ①8:30～17:30(休憩1h) 

②9:00～18:00､9:30～18:30(休憩1h) 
※1週4日～､時間応相談

休日 日曜含め月9日(当社カレンダーによる)
給与 ①月給21万円～28万円 

②7月給18万円～25万円以上 
　1時給950円～1050円 
※7別途住宅手当(世帯主の場合)+1万円

勤務地 駿東ドリームビレッジ 
(駿東郡清水町堂庭89-5)

資格 要普通免許(AT可) 
①障がい者施設で5年以上の 
　実務(または勤務)経験がある方 
②小･中･高教諭資格もしくは､保育士､ 
　児童指導員､障がい児施設での勤務 
　年数が2年以上のいずれかがある方

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

【職場情報】
事業 就労移行･放課後等デイサービス 

就労継続A型･B型　生活介護
《担当から》↓ネット応募も受付中です♪

002-3194110

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

9月
新規オープン

予定

9月
新規オープン

予定

福祉用具専門相談員

ケアマネージャー

福祉用具専門相談員

ケアマネージャー

福祉用具専門相談員

ケアマネージャー
管理職候補
も同時募集!

株式会社ザ・サンパワー ☎080-6634-5893 担当／林勤務予定地

富士市松岡周辺

今までの経験を活かして働こう! 未経験者の方も､
異業種からの転職も歓迎

当社で大切にしていること

“お互いさま”の精神

サンライフグル
ープでは

老人ホームやデ
イサービス等の

介護に関わる様
々な事業を

行っております
｡

他施設･多職種
との交流や協力

も交え

新規事業も進め
ていく方針です

｡

これから始まる事業のため
意見を反映しやすい

pointpoint

1

pointpoint

2

pointpoint

3

土日を基本に月9日休み
プライベートとの
両立可能

待遇面充実♪
これから成長したい方も
しっかりサポート

あなたらしく

無理なく働けます!

開設準備中につき､携帯電話にて受付中

富士市松岡 zyyumn
7①福祉用具専門相談員②管理者候補 
　③ケアマネ

①月給18万円～　\

【9月新規開業】お客様第一主義★ 
賞与有＆休日しっかり◎ブランクOK♪ 
資格や経験を活かして働こう"

仕事 ①福祉用具専門相談員 
　福祉用具､宅改修の提案を通して 
　お客様の自立した生活をサポートする 
　お仕事です｡ 
②管理者候補 
　上記の業務に加え､管理者候補として 
　様々な業務をお願い致します｡ 
③ケアマネジャー 
　在宅のご利用者様のケアプラン作成

【募集情報】
時間 9:00～18:00
休日 土日を基本に月9日　※年間休日108日 

※有給休暇(法定により初年度10日付与) 
産前産後･育児･介護･慶弔休暇あり

給与 ①月給18万円～　※経験･能力による 
　※経験者であれば 
　　月給20万スタートも可能！ 
②月給22万円～ 
③月給23万円～　※経験･能力による

勤務地 富士市松岡周辺 
※9月に本格的に開始予定！ 
　直近では7月勤務開始可能です◎

資格 要普通免許 経験不問 
未経験者歓迎 経験者歓迎 長期できる方

待遇 社会保険完備 交通費規定支給 
賞与年2回 退職金制度有 車通勤可(R有) 
車両手当 役職手当 資格取得支援制度有 
社員持ち株会制度有 各種サークル活動有 
会員制福利厚生『リロクラブ』 
グループ施設社員割引有 
年1回社員旅行有(一部自己負担有)

【職場情報】
事業 訪問介護事業

004-0956456

株式会社ザ・サンパワー
A080-6634-5893　担当／林

神奈川県平塚市馬入本町13-11 
サン・ライフ本社ビル内

JR｢沼津駅｣から車で10分 zyyumn
2病院内サポートスタッフ 
　(食事の配膳･シーツ交換)　\

時給1050円

＼当社スタッフも活躍中♪／ 
長く安定して働ける病院で､ 

新しくスタートしてみませんか♪ 

仕事 患者様の移動のお手伝いや､ 
食事の配膳､シーツ交換など 
患者様の院内生活のサポートを 
お願いします｡ 

【募集情報】
時間 8:30～17:00 

(実働7時間30分　休憩60分)
休日 土･日･祝･年末年始
給与 時給1050円
勤務地 沼津市(当社派遣先)
待遇 社会保険完備 残業代支給 

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

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

【職場情報】
事業 人材派遣業(派22-030053) 

優良派遣事業者認定企業

004-0953503

株式会社三幸コーポレーション
D0800-123-1235(土日祝受付致します)
〒410-0043 沼津市柳町1-50 SANKOビル

駿東郡小山町須走 yyyFmn
1医療事務

時給890円

★自衛隊富士病院でのお仕事です★ 
★車通勤OK!1日5hの仕事★ 
◎嬉しい土日祝休み◎ 

医療事務の経験ある方歓迎"
仕事 窓口受付､電話応対､会計入力､ 

物品搬送､レセプトチェック､ 
書類作成補助､カルテ作成　など

【募集情報】
時間 8:00～14:00(休憩有)
休日 土日祝
勤務地 自衛隊富士病院：駿東郡小山町須走
資格 高卒以上 

PC使用します(定型フォーム入力程度) 
医療事務の経験ある方 
身だしなみ､ 
言葉遣いに留意していただける方

待遇 車通勤可 交通費規定支給 
制服貸与(規定有) 
有給休暇有 雇用保険加入

応募 まずはお気軽にTELください｡ 
面接当日は履歴書(写真付)を 
ご持参ください｡ 
※面接は､御殿場近郊を予定しています

システム 当社社員として派遣いたします｡
【職場情報】
事業 派遣業務(派)22-300867

002-3190103

株式会社ミックス
A054-254-0301　担当／鈴木
静岡市葵区栄町4-10　静岡栄町ビル10F
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裾野駅より徒歩2分 yyykno
7①歯科衛生士　②受付･歯科助手

①月給19万円以上　②月給14万円以上

☆久しぶりの掲載です☆ 
昭和62年開院の地元に愛される医院 
スタッフの定着率◎女性多数活躍中* 
勤務開始日など相談下さい"

【募集情報】
時間 9:00～19:00(休憩有) 

※木曜のみ／9:00～12:00
休日 日･祝定休  ※他､木･金･土で 

ローテーションにより週休2日
給与 ①月給19万円以上　 

②月給14万円以上
資格 簡単なPC操作  

①歯科衛生士 
②高卒以上･経験不問･資格不要

待遇 各種保険完備  
交通費規定支給  
皆勤･時間外手当有 
有給休暇有 
昼食半額支給  
昇給年1回  
賞与年2回

応募 電話連絡後､履歴書持参ください｡ 

【職場情報】
事業 歯科医院

004-0955381

カシワ木歯科医院
A055-993-6108
裾野市茶畑256-4

勤務地により異なる yyyFmn
17ホームヘルパー 
　　(訪問介護・身体介護)

1時給1250円以上7月給17万～25万円\

年齢不問"ブランクのある方も歓迎 
ご家庭の事情もご相談に応じます* 
1は月2回30分～OK+直行直帰可能!
仕事 利用者様のご自宅に伺い､病院の指示や 

ご家族のお話しのもと､現状に必要な 
ケアを行うお仕事｡ 
初めは先輩スタッフと一緒に行動して 
いただくので安心してくださいね!

【募集情報】
時間 18:00～21:00の間で月2回､30分～L 

78:00～21:00の間で8H
休日 7週休制(シフトによる)
給与 1時給1250円以上(身体介護)時給1800円 

7月給17万～25万円※経験･能力による
勤務地 静岡県東部地区(1直行直帰可)
資格 要普通自動車免許(AT限定可) 

ヘルパー2級以上　7介護福祉士
待遇 交通費規定支給(100円/件※交通機関を 

使わない方でも支給有)　車通勤可 
1正社員登用有　扶養内勤務OK 
　賞与有(働いた時間数に応じます) 
7社会保険完備　昇給有　退職金制度有 
　賞与年2～3回有(業績による)

応募 まずはお気軽にAください
【職場情報】
事業 訪問介護

004-0956467

ハートフルケア　さくら
A055-941-7528　担当／杉山
沼津市大岡3228-7

71あなたにあわせてでOK！
　□年齢不問　■性別不問
　□1は月2回、30分～OK
　■7は賞与有！長く働けます
A055-941-7528まで
お気軽にお電話ください-
*DOMONETにも詳細公開中*

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

｢昔､働いていたけどブランクがある…｣
｢資格を取ったけど経験がない…｣
｢子供を出産してから現役復帰していない…｣

採用情報
ページを
ご覧ください♪

詳しくは

栄養士､看護師､介護職員､保育士栄養士､看護師､介護職員､保育士栄養士､看護師､介護職員､保育士

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

年間休日125日年間休日125日

完全週休2日完全週休2日

保育園完備なので

子どもを預けながら働けます! 

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!
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!

1 栄養士栄養士 仕事:病態別･形態別食の食事管理

時間／5:30～14:30 9:00～18:00 ※休憩有
待遇／技能手当/1万円～2万円  完全週休2日　年2回賞与有  
　　　住宅手当　家族手当

15万5000円～20万円月
給

4 保育士保育士 仕事:0歳児～6歳児の保育

時間／8:30～17:30 ※休憩有
待遇／技能手当/1万円～2万円  完全週休2日　年2回賞与有
　　　住宅手当　家族手当

15万5000円～20万円月
給

3 介護職員介護職員
仕事:利用者様の身の回りのお手伝い

時間／7:30～16:30 16:30～翌9:30 ※休憩有
待遇／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　年2回賞与有 住宅手当 家族手当

14万5000円～19万5000円万円月
給

2 看護師看護師 仕事:患者様･受診者様の健康チェック等

時間／8:30～17:30 ※休憩有
待遇／技能手当/2万円　完全週休2日　年2回賞与有　
　　　住宅手当　家族手当

21万円～40万円月
給

※月5回夜勤勤務の場合､プラス4万2500円の夜勤手当有

未経験､無資格可

お持ちの資格･経験ぜひ当社で
発揮しませんか!?

お持ちの資格･経験ぜひ当社で
発揮しませんか!?

お持ちの資格･経験ぜひ当社で
発揮しませんか!?

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

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 

※年間休日125日　※右記参照
勤務地 ①・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 
②③・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 
④・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

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

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／①1万円～2万円 
　　　　　②2万円 
　　　　　③3000円(ヘルパー2級)､ 
　　　　　　5000円(介護福祉士) 
　　　　　④1万円～2万円 
夜勤手当／③8500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

004-0954178

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

御殿場市竈 yyyFmn
701放課後等デイサービススタッフ

7月給16万2000円～18万3600円　\

｢子供が好き｣｢体を動かす事が好き｣ 
そんな方にピッタリのお仕事です♪ 

*子供と楽しく働ける職場* 
5月に移転＆新規OPENしたばかり"
仕事 子供達と遊びながら過ごして頂きます｡ 

子育てサロン･フリースクールも新規 
スタートします｡保護者様の相談や 
交流の場のお仕事もお願いします｡

【募集情報】
時間 79:00～18:00､10:00～19:00 

　12:00～21:00の3交代 
019:00～21:00の間で応相談 
※1日4h～､週1日～OK ※フルタイムもOK 
例)15:00～18:00､18:00～21:00等 
※夕方～働ける方歓迎

休日 7週休制(日他)　GW･夏季･年末年始
給与 7月給16万2000円～18万3600円 

01時給1000円から(無資格･未経験者)
資格 児童指導員･保育士･教員免許等お持ちの

方､又は実務経験2年以上の方歓迎 
学生可(高校生不可)　未経験者もOK

待遇 車通勤OK　各種保険完備　制服貸与 
交通費規定支給　昇給　正社員登用制度

【職場情報】
事業 放課後等デイサービス・子育てサロン・

フリースクール

004-0956485

株式会社ぴっぴーの　きっずサポートゆーもぁ
A0550-77-4535
御殿場市竈838-1

三島市 xyyemn
71デイサービスの介護職(経験不問)

7月給17万5000円～＋交通費　\

♪幅広い年代の女性活躍中♪ 
初心者大歓迎"働きやすさで定着率◎ 
週3日～OK!子育て中のママも安心! 
国家資格取得の支援も充実です0
仕事 ★事前に希望休を聞いてから 

　勤務シフトを組むので安心です♪
【募集情報】
時間 78:15～17:15(休憩有) 

1① 8:15～14:00(休憩30分) 
　② 8:15～17:15(休憩60分) 
　③13:00～17:15 
　④ 9:00～16:00(休憩45分) 
　★週3日～OK！

休日 7日曜ほか勤務シフトで週休2日
給与 7月給17万5000円～ 

1①時給950円＋C　 ②時給1000円＋C 
　③時給1200円＋C　④時給950円＋C

勤務地 デイサービス山風木(三島市加屋町10-1) 
ふじしろデイサービス(三島市藤代11-10) 
デイサービス若芝(三島市芝本町11-32)

資格 普通自動車免許(AT可)　経験不問
待遇 社保完備　交通費規定支給　車通勤可 

資格取得支援制度有(全額会社負担) 
経験者優遇

【職場情報】
事業 デイサービスセンター

004-0955297

ふじしろデイサービス
A055-975-2435　採用担当
三島市藤代町11-10
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伊豆の国市 yyyFmn
701①介護職　 
01②介護職(夜勤) ③介護職(登録制)

①7月給20万円～　01 \

あなたに嬉しい充実待遇あります！ 
資格取得補助制度や交通費も嬉しい 

実務経験は不問です♪ 
まずはお気軽にお問い合わせください
【募集情報】
時間 ①7A. 7:00～16:00 B. 8:30～17:30 

　　C.10:00～19:00 D.17:00～翌9:00 
　※休憩有 ★月ごとのシフト制 
　01 7:00～19:00の間で応相談 
②17:00～翌9:00(休憩有) 
※①②01は1日4h～､週1日～勤務OK 
③7:00～19:00の間で1日4～6h､週1日～OK

休日 7月9日程度
給与 ①7月給20万円～(能力､資格にて加給有) 

　01時給1100円～ 
②1万8500円／1勤務　③時給1300円

資格 ヘルパー2級以上(※実務経験不問)
待遇 交通費全額支給 車通勤OK 資格手当有  

資格取得補助金制度有 社保完備(規定有) 
制服貸与 研修期間有(同条件)

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

【職場情報】
事業 介護サービス

004-0951293

住宅型有料老人ホーム　かつらぎの風
株式会社ビルフィッシュ
A055-947-6517　担当／杉本
伊豆の国市長岡243-1

沼津市新宿町 zyyuHn
7①居宅ケアマネジャー 
　②介護職員(リーダー候補)

月給20万5000円～26万円

資格を活かして安定して働きませんか 
幅広い年代が和気あいあい活躍中- 
完全週休2日制でプライベート充実◎ 
ブランクがある方も大歓迎です"
仕事 ①ケアプラン作成や利用者様達との面談 

　行政との調整等の業務をお願いします 
②介護業務を担当しながら現場の 
　マネージメントをしていただきます

【募集情報】
時間 ①A.8:00～17:00　B.9:00～18:00 

②A.8:30～17:30　B.7:00～16:00 
　C.11:00～20:00　D.16:30～翌9:30 
※休憩、残業有

休日 週休2日制 ※シフト制
給与 月給20万5000円～26万円
資格 64歳以下(定年制の為) 

①介護支援専門員必須 
　普通自動車免許 
②介護福祉士必須､実務経験

待遇 社会保険完備　交通費規定支給 
昇給有　賞与有　試用期間3ヶ月有 
資格手当有　退職金制度有　有給休暇有 
厚生年金基金　定年制有(再雇用75歳迄)

応募 まずはお気軽にお電話下さい。
【職場情報】
事業 有料老人ホームの設置・運営

004-0956521

オーチャード･ケア株式会社　オーチャード沼津
A055-929-6230　担当/番場(ばんば)
沼津市新宿町9-5

★介護スタッフ大募集！
年間休日120日以上‼

スタッフ思いの安心の福利厚生有
資格や経験を活かしながら
子育てとも両立して働けます♡

採用時期の相談も歓迎！
施設見学から選考に進めます☆

長泉町・三島市・函南町 xyybmn
7介護職員

月給19万1000～26万2000円＋手当\

*経験に応じて給与は相談OK* 
更なるサービス向上のため増員募集！ 
正社員として安定して働きませんか？
【募集情報】
時間 ①②A. 7:00～16:00　B. 9:00～18:00 

　　C.11:00～20:00　D.17:00～翌9:00 
　　※4交替シフト制(休憩有)  
　　※月4～5回夜勤有 
　③A.8:00～17:00　B.8:30～17:30 
 　 C.9:00～18:00 
　　※3交替シフト制(休憩有)※夜勤なし

休日 週休制(シフトによる) ★年休120日以上
給与 【介護福祉士をお持ちの場合】 

　月給21万1000円～26万2000円 
　＋諸手当（夜勤手当6000円/回､他） 
【未経験スタートの場合】 
　月給19万1000円～24万2000円 
　＋諸手当（夜勤手当6000円/回､他）

勤務地 ①マ・メゾン花水木 長泉 
　住所／駿東郡長泉町納米里59-1 
  A055-987-3511 担当／渋谷 
②マ・メゾン三島 エスプリ―ブル 
　住所／三島市松本291-1 
　A055-939-8001 担当／大嶽(おおたけ) 
③デイサービス 桜湯 
　住所／田方郡函南町間宮433-1 
　A055-957-0026 担当／高橋

資格 初任者研修･介護福祉士保有者優遇 
※未経験者可

待遇 託児所有 交通費規定支給 制服貸与  
社会保険完備 賞与有(業績による) 
車通勤OK 駐車場有 昇給有 退職金制度

応募 ご希望の勤務地に直接ご連絡下さい。 
(勤務地欄の電話番号を参照して下さい) 
DOMONETからのご応募も受付中です。

【職場情報】
事業 特定施設入居者生活介護､訪問看護他

004-0955380

株式会社フイユ
☎上記参照
本社／駿東郡長泉町納米里59-1

裾野市桃園 yyyFmn
1介護職員

時給900円

木造古民家でアットホームな 
デイサービスです！ 

職員間の連携が円滑な職場です♪
仕事 ぬくもりのある畳の部屋で利用者と職員 

の笑顔が溢れた施設での介護サービス 
働きながらスキルUPできる制度有 

【募集情報】
時間 8:00～19:00の間8H 

※週3～5日 
※19時まで勤務できる方歓迎

給与 送迎できない方は時給885円
待遇 社保完､C(規定)､育休資格取得制度 

昼食150円､97登用､各種手当(土日･ 
紹介･年末年始･インセンティブ)

応募 お電話またはメールにて連絡後 
履歴書(写真貼付)をご持参下さい｡ 
☎055-941-5995(平日9～17時受付) 
メール kaigo-oubo@faith-ltd.jp 
入社日･職場見学日ご相談ください♪ 

【職場情報】
事業 介護福祉事業(静岡県内グループ30施設)
 
《ＵＲＬ》http://faith-ltd.jp/

002-3193159

デイサービス 桃園の家
運営会社／有限会社フェイス
A055-941-5995 介護福祉事業部 採用係
裾野市桃園122－139

御殿場駅から車で2分 yyyFmn
71歯科衛生士

7月給25万円＋歩合1時給1200円以上

お持ちの資格を活かして働きませんか 
雇用形態はあなたに合わせて選べます 
地域密着のアットホームな歯医者* 
久しぶりのお仕事復帰も応援"

仕事 歯科衛生士業務 
優しい院長の元、一緒に頑張りましょう

【募集情報】
時間 8:30～12:00､14:00～19:00(休憩有) 

※1時間応相談､週4日～OK 
※1〔午前のみ〕or〔午後のみ〕もOK

休日 日曜日･祝日､木曜日 
夏季･年末年始休暇

給与 7月給25万円＋歩合 
1時給1200円～＋資格手当(3万円) 
※お給与は経験や前職の給与等を 
　考慮して相談に応じます 
※月収例／午後のみ月20日出勤の場合､ 
　　　　　月収約13万～14万円

資格 年齢不問　資格所持者　ブランクOK
待遇 制服貸与　車通勤可　交通費規定支給 

7昇給年1回　賞与年2回 
　歯科医師国保及び厚生年金加入有 
1正社員登用制度有

応募 まずはお気軽に☎ください
【職場情報】
事業 歯科医院

004-0955727

いなば歯科クリニック
A0550-84-1080　採用担当まで
御殿場市新橋1584-3

< ①介護職は勤務地選べます >
 

★あしたかホーム
｠沼津市東椎路1742-1｠A055-967-1166

★プレーゲあしたか
｠沼津市東椎路1639-1｠A055-967-1166

★みはるの丘 浮島
｠沼津市平沼929-1｠A055-969-3355

★伊豆中央ケアセンター｠
｠伊豆市大野304｠A0558-72-8111

★ぬくもりの里
｠伊豆の国市田京1259-29
｠A0558-76-6700

男女ともに
育児休暇取得実績有！
仕事と家庭を大切にできる職場です♪

勤務地により異なる yyykmn
71①介護職　②調理員 
　7③看護師　④ケアマネジャー

①7月給16万円～26万4000円　②③④\

経験者・未経験者共に歓迎！ 
｢よい介護はよい家庭から｣を指針に､ 
職員にとって働きやすい環境が1番！
【募集情報】
時間 ① 7:00～16:00、 8:30～17:30 

　 9:00～18:00、10:00～19:00 
　11:00～20:00、12:00～21:00 
　13:00～22:00　22:00～ 7:00(夜勤) 
　※シフト制　各休憩有 
　※時間外あり　月平均3時間程度 
② 6:30～15:30、8:00～17:00 
　10:30～19:00　※シフト制　休憩有 
③④8:00～17:00(休憩有)

休日 ①②週休制　月9日(1月･8月は10日) 
③④日曜日　土曜日､祝日は交代制

給与 ①②7月給16万円～26万4000円 
　　1時給900円～ 
③月給23万円～31万円 
④月給19万900円～25万300円

勤務地 ①右記参照 
②伊豆中央ケアセンター  
　伊豆市大野304　A0558-72-8111 
③大仁地域包括支援センター 
④居宅介護支援事業所 
　伊豆の国市白山堂408-9 
　A0558-76-7300(プレーゲおおひと)

資格 ①②未経験者歓迎　経験資格不問 
③看護師資格　④ケアマネジャー資格

待遇 昇給･賞与あり 社保完備 交通費規定 
車通勤OK(R代 自己負担1000円／月) 
資格手当 夜勤手当 制服貸与 
企業内託児所あり(規定有) 
産休･育休あり 短時間勤務制度あり

応募 上記施設までお気軽にお電話ください
【職場情報】
事業 社会福祉事業

004-0954176

社会福祉法人　春風会
A上記参照
沼津市東椎路1742-1
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沼津市 zxyufm
017①ホームヘルパー 
　　　②ケアマネージャー

01時給1250～2020円7月給20万9000円～

) * 年齢不問・無資格者歓迎 * ) 
Wワーカーさんも活躍中です+ 

直行直帰可◎空き時間で賢く稼げる◎
仕事 ①利用者様のお宅に伺い、 

　身体介護･生活支援をお願いします。 
②担当利用者様のケアプランの作成等、 
　ケアマネジャー業務をお願いします。 
※詳細はDOMONETに掲載中！

【募集情報】
時間 0124h内で週1日､1日1h～ 

    ☆シフト自己申告制(月ごと) 
7  8:30～17:30

休日 7月9～11日(年間115日)
給与 ※いずれも資格･経験･能力考慮
資格 要普通免許(AT限定可)､未経験者大歓迎 

②介護支援専門員 
0無資格者歓迎､初任者研修修了者歓迎 
17介護福祉士実務者研修､介護福祉士

待遇 車通勤可､無料駐車場有､ 
資格取得支援制度有､深夜割増有､ 
昇給有､雇用保険有､賞与有(年2回) 
7社会保険完備､交通費規定支給

応募 電話連絡後､履歴書(B貼)持参下さい。 
↓QRからWEB応募も受付中です♪↓

【職場情報】
事業 訪問介護・居宅介護支援

004-0956511

ヘルパーステーションひまわり
A055-955-8083　担当／野口
静岡県沼津市原1535-1

山梨県南巨摩郡南部町万沢 xyyemn
7歯科衛生士 
1歯科衛生士又は歯科助手　\

7月給24万円～1衛生士/時給1100円～

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

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

休日 7年間休日120日　週休2日制/水日祝 
お盆･年末年始の連休あり

給与 7月給24万円～ 
1衛生士/時給1100円～ 助手/900円～

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

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

【職場情報】
事業 歯科医院

042-0412948

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

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*一般宅訪問無し☆
①71介護職員
　7月給25万5000円～27万円以上
　1時給1090円～1120円以上
②7サービス提供責任者
　月給27万円以上
③1夜勤専門の介護スタッフ
　日給1万9400円～2万1400円以上
④7ケアマネージャー
　月給28万5000円
交通費全額支給など､福利厚生充実！
1勤務日数・時間は応相談◎
経験者が丁寧におしえていきます"
-まずはお気軽にご相談下さい-

三島･沼津･長泉･函南 yyykmn
①71介護職②7サ－ビス提供責任者
③1夜勤介護④7ケアマネージャー

7①月給25万5000円～27万円以上　\

仕事 ①介護職／経験不問です☆ 
　働きながら資格取得も可能です◎ 
②サービス提供責任者／介護サービス 
　の調整､相談､介護職員の実務管理等。 
③夜勤専門の介護スタッフ／ 
　Wワークさんも大歓迎です* 
④ケアマネージャー／経験不問

【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) 
②④ 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25万5000円～27万円以上 

　　(夜勤5回の場合)& 
　1時給1090円～1120円以上 
②7月給27万円以上 
③1日給1万9400円～2万1400円以上 
④7月給25万5000円 ※担当利用者数 
    による加算有:月3万円程

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 
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 
④介護支援専門員　未経験者も歓迎

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

004-0955460

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

沼津市内 zyyuFn
7①事務スタッフ 
　②訪問看護スタッフ

①月給18万円～　②月給25万円～\

)ケアルでstaff久々募集) 
移転して間もない新施設です- 
【人気の事務】&【訪問看護師】 
どちらも経験を活かせます+

仕事 ①電話応対､各種保険の手続き､ 
　PC入力等の事務のお仕事です。 
②利用者様のお宅へ出向き､ 
　病状の観察･療養生活の指導･ 
　服薬管理等看護業務をお願いします。

【募集情報】
時間 8:30～17:30 

※②フレックス制度あり
休日 土日祝　夏季･年末年始休暇有
給与 ①月給18万円～ 

②月給25万円～(経験･能力考慮) 
　※月給28万円から始めたスタッフも！

資格 要普通自動車免許(AT限定可) 
①介護施設･福祉施設での事務経験又は 
　医療事務の経験ある方 
②正看護師資格､未経験可 
※どちらもブランクOK､相談乗ります

待遇 社会保険完備､制服貸与､訪問車あり､ 
車通勤可､社内･外部研修制度有

応募 ↓下記QRからWEB応募も受付中です↓
【職場情報】
事業 訪問看護

004-0956017

ケアル訪問看護リハビリステーション
A055-941-6105　担当／ピリ
沼津市東椎路1640-10

ノジマ長泉店さん近く yyykmn
7①小児・矯正歯科専門の歯科助手 
　②歯科衛生士

①月収18万円以上　②月収24万円以上

子供たちに笑顔で対応できる方歓迎- 
手当充実で長期で安定して働けます+

【募集情報】
時間 月火水金／8:45～18:30 (休憩120分) 

土曜／8:45～18:00 (休憩90分) 
※残業月平均10h程度、19時には帰れます

休日 週休2日(木曜・日曜)＋祝日 
長期休暇、有給有

給与 ①月給16万円～＋各種手当(待遇参照) 
　※試用期間(3ヶ月間)は月給16万円＋ 
　　年金手当(1万円) 
②月給21万～23万円＋各種手当(待遇参照) 
　※試用期間(3ヶ月間)は月給18万円＋ 
　　年金手当･衛生士手当(1万円･3万円)

資格 保育士、幼稚園教諭をお持ちの方優遇 
②歯科衛生士免許

待遇 賞与有　昇給有　健康・雇用保険 
交通費規定支給　車通勤OK 
年金手当(1万円)　旅行手当(5000円～) 
皆勤手当(5000円～1万円)　 
①職務手当(5000円～※規定有) 
　新人研修(日本歯科医歯会歯科助手 
　　　　　資格認定証)取得費用全額補助 
②衛生士手当(3万円～5万円※規定有)

【職場情報】
事業 歯科医院

004-0956180

くじら小児・矯正歯科
A055-988-0711 担当：室伏(ムロフシ)
長泉町中土狩60-1　ホーリーアベニュー1F

有料老人ホームでの
栄養士の募集!!

 
こんな方にオススメ♪

・資格はあるけど
　ブランクがある

・正社員として働きたい
・安定した条件･待遇で働きたい

三島市松本 yyymno
7有料老人ホームでの栄養士

月給17万5000円～19万5000円

老人ホームでの勤務です! 
ブランクある方OK 
施設見学OK♪ 

勤務開始タイミング相談OKです!
仕事 献立作成や発注などをお願いします 

【募集情報】
時間 ① 6:00～15:00 

②10:00～19:00 
※実働8時間　※2交代制

休日 シフト制(週休2日)
勤務地 有料老人ホーム  

マ･メゾン三島 エスプリーブル 
三島市松本291-1 
※当社請負先

資格 栄養士
待遇 交通費規定支給、雇用・労災保険、 

有給休暇有、昇給有、食事補助有、 
制服貸与、賞与年2回、車通勤OK

応募 お電話にてご応募ください｡ 
受付／平日:9時～18時 

【職場情報】
事業 研修所･保養所･社員食堂受託運営

004-0953688

フジ産業株式会社　静岡支店
C0120-391-681　採用センター
駿東郡長泉町下土狩474-10(静岡支店)

中郷
小学校

オムロン
梅名

清水
銀行 小林機械工業

勤務地
マ･メゾン三島
エスプリーブル

R136
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三島市･長泉町･裾野市 yyyFmn
1①訪問介護　71②介護職員

①時給1050円　②7月給16万5000円～\

■静岡県働きやすい介護事業所認定■ 
「利用者様をまん中に」 

日本一の老健を目指しています*

【募集情報】
時間 ①9:00～16:00の間で1日1h～ 

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

休日 ①日曜他、希望を考慮(4週8休以上)　　 
②74週8休制(ローテーション制) 
  1日祝他、希望を考慮(4週8休以上)

給与 ①時給1050円(介護福祉士:時給1100円)　 
②7月給16万5000円～17万7300円＋手当 
　　※夜勤手当7100円～/回別途支給 
　1時給1000円～

勤務地 ①三島市･長泉町･裾野市など　②当社
資格 ①初任者研修修了者､ 

　介護福祉士有れば尚可 
②7高卒以上　ヘルパー2級修了以上 
　1資格不問　初任者研修修了者尚可 
　　介護福祉士有れば尚可

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

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

【職場情報】
事業 介護老人保健施設

004-0955349

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

*笑顔あふれる施設を
一緒に作りませんか*

 
▼きれいな職場環境です
▼休日・手当等手厚い待遇
▼ご家庭との両立も可能です
▼介護職員は無資格・未経験OK
▼夜勤なしの勤務も大歓迎

 
アットホームな職場です
まずは職場見学で…など

お気軽にお問い合わせください

 
＼QRコードから詳細チェック!／

御殿場市新橋 zyyumn
7①看護職員 ②介護職員

①月給23万5000円～29万5000円　②\

お持ちの資格を当社で活かしませんか 
②は無資格・未経験の方も歓迎です
仕事 ①健康管理及び介護 

　医師の指示に基づく処置等 
　食事､入浴､排泄介助も多少あります 
②日常生活上の介護(食事介助･更衣介助 
　排泄介助入浴介助ほか) 
※夜勤は入職後約2～3ヶ月後より｡ 
　夜勤の回数は希望を考慮いたします｡

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

　※休憩あり ◎日勤のみも可 
②A.8:30～17:30 B.11:00～20:00 
　C.7:00～16:00 D.16:30～翌9:30 
　※休憩あり ◎日勤のみも可

休日 月9日～10日　
給与 ①月給23万5000円～29万5000円 

②18万5000円～21万5000円 
※①②共に一律(調整・処遇改善) 
　手当含む

資格 ①看護師資格､准看護師資格いずれか 
②未経験･無資格者OK　

待遇 車通勤可(駐車場有)　昇給・賞与有 
定年制有(一律60歳　※延長可) 
C実費(上限2万5000円)  
退職金制度有(勤続年数3年以上) 
扶養手当(配偶者5000円､子1000円) 
住宅手当上限2万円(賃貸住宅契約者) 
社会保険完備 保育手当1人1万円 
　(勤務のために保育園等利用の場合) 
①夜勤手当1回9000円 
　休日手当1回3000円(土又は日) 
②夜勤手当1回7000円 
　休日手当1回2000円(土又は日)

【職場情報】
事業 介護老人保健施設

004-0955693

介護老人保健施設Ｋanon(カノン)
A0550-83-3567
御殿場市新橋1175-1

選べる4職種！すべて無資格でもOK！
≪仕事内容≫

①主に電子カルテの入力補助や
ナースステーションでのPC入力。
その他、付随業務をお願いします。
②見回りやTEL対応(多くて2、3件)
が主な業務となります。

③④主に入院患者(高齢者・障害者)への
介護等をお願いします。

(食事介助、おむつ交換、入浴介助等)

☆充実の福利厚生☆
◎託児所があるから、子育て中でも
　安心して働けます！
◎育児休業実績多数！！
→取れるだけじゃ意味がない！
　もちろん復帰実績もバッチリ♪
◎資格取得支援制度を使って
　目に見える形でレベルアップできる！
◎充実の研修で未経験でも安心です！

函南町 yyyknE
1①医療事務(病棟クラーク) 
②事務当直員　③7④1介護スタッフ

①時給1100円～1200円　②③④　\

*業種・業界未経験大歓迎* 
丁寧に教えるので安心して働けます♪ 
☆詳しくはDOMONETをご覧ください☆
仕事 右記参照

【募集情報】
時間 ①9:00～17:00※休憩1h 

　※週5日程度働ける方 
②17:00～翌9:00　(実働8h) 
　※月10日程度 
③④日勤/9:00～17:00  
    夜勤/16:30～翌9:30 
　　早番/7:30～15:30   
　　遅番/11:00～19:00 
　　※休憩有　※④勤務日応相談

休日 7月9～10日　年間休日113日
給与 ①時給1100円～1200円  ②日給1万円 

③月給17万8000円(未経験者)以上 
　※夜勤手当(1回6000円､月4回分)含む& 
④時給1000円以上

資格 無資格・未経験歓迎　WワークOK
待遇 賞与年2回(正社員前年実績4.5ヶ月) 

託児所､育児休業取得実績有､C規定､ 
各保完､車可､転勤なし､扶養手当有､ 
各種手当有､調整(住宅･勤務含む)､ 
夜勤､資格管理手当等有､福利厚生有 
※経験により優遇(経験による加算有) 
※看護学生及び看護学校受験希望者 
　同時募集 
　当法人奨学金制度が優先利用出来ます 
退職金制度　職員食堂完備(食事手当有) 
制服貸与　②夕･朝食付き 
③④介護職員初任者研修支援制度あり

応募 まずはお電話にてご連絡ください。 
※随時見学受付中！

【職場情報】
事業 病院

004-0956156

伊豆平和病院
医療法人　新光会
A055-974-1355　A宮﨑・土屋
〒410-0107　田方郡函南町平井1690-13

*2020年7月1日
オープン*

 
老人ホームでの勤務です!!

特別な資格不要!!
空いた時間に働きませんか?

長泉なめり駅近く yyymno
1調理補助･サービス･洗浄等

時給885円～1000円

◇2020年7月1日◇オープン 
専門の知識や技術も不要! 

家庭でのいつものお料理の延長でOK 
勤務開始タイミングも相談できます★
仕事 福祉施設での調理補助作業のお仕事です｡ 

(盛り付け･食器洗浄など)
【募集情報】
時間 ① 6:30～10:00(3.5h) 9:00～15:00(5h) 

　15:00～20:00(5h)　15:30～20:00(4.5h) 
　※週4日～OK(月勤務18～20日程度) 
②6:00～14:00　13:00～20:00 
　※1h休憩

勤務地 静岡県駿東郡長泉町なめり 
※当社請負先

資格 未経験者大歓迎 
大量調理の経験のある方歓迎(給食等)

待遇 賞与(年2回)　昇給(年1回) 
交通費規定支給　社会保険完備 
福利厚生あり　食事補助あり 
有給休暇　車通勤可　制服貸与

応募 お電話にてご応募ください｡ 
受付／平日:9時～18時

【職場情報】
事業 研修所･保養所･社員食堂受託運営 

004-0955566

フジ産業株式会社　静岡支店
C0120-391-681　採用センター
駿東郡長泉町下土狩474-10(静岡支店)
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＜働き方改革実施中＞
負担軽減の「マッスルスーツ」有！
有給年5日以上取得推進
育児休暇取得OK
時短勤務相談OK
 

＜こんな特典も！？＞
永年勤続者には表彰制度有り
保育園併設！(規定有)

富士市厚原 zyyukE
71①介護職員　②看護職員 
　7③事務職(幹部候補)

①月給16万300円～23万300円+手当　\

仕事 ①食事介助、お風呂介助、トイレ誘導等 
②健康管理、診療補助等 
③総務･経理に関わる事務全般。 
　※宿直勤務あり

【募集情報】
時間 ① 7:00～16:00　 9:00～18:00 

　12:00～21:00　21:00～翌8:00 
　※シフト制　※各休憩有 
　　夜勤は月4～5日程度(1は夜勤なし) 
②8:00～17:00　※休憩有 
　※時短勤務制度あり 
③8:30～17:30　※各休憩有 
  宿直の場合/17:30～翌8:30(休憩有)

休日 月8～9日(勤務表による)　 
※年間休日111日(夏季･冬期休暇含む)

給与 ①7月給16万300円～23万300円+手当 
　　(資格、夜勤、住宅、扶養手当有) 
　1時給900～1000円※処遇改善手当別途 
　　(月2500円～規定有) 
　※特定処遇改善手当 
②7月給20万6500円～29万4000円+手当 
(住宅手当、扶養手当、オンコール手当) 
　1時給1350円～1500円(経験･能力考慮) 
③月給16万7800円～21万3300円+手当 
　※資格､宿直､住宅、扶養手当別途有

勤務地 ①②③ヴィラージュ富士 
　　　　富士市厚原359-8 
①②　富士中央ケアセンター 
　　　　富士市厚原372-1 
①　デイサービスセンター美原(1のみ) 
　　　　静岡県富士市伝法327-1

資格 ①未経験者歓迎　②看護師資格
待遇 D･H､C規定､R､社保完､退職金制度有､ 

資格取得支援制度有､産休･育休制度有､ 
各種手当(住宅･扶養)有､永年勤続祝い

【職場情報】
事業 介護老人保健施設､特別養護老人ホーム､

004-0954615

社会福祉法人　秀生会
A0545-72-5500　担当／臼井(うすい)
富士市厚原359-8　(法人本部)

静岡駅より車で8分 zyun
7事務員

月給16万円以上

医療事務・経験者優遇！ 
成長する組織でスタッフ増員の為 

新たな仲間を募集！ 
お問合せのみでもOK!!お気軽に♪
仕事 クリニック内においてのデータ入力等 

の事務作業。保険請求業務。電話対応・
カルテや処方箋作成、訪問予定表などの
資料作成。来客者受付や医師の補助作業
などを行います。

【募集情報】
時間 8:45～17:45 

休憩1時間、残業有
休日 週休2日制(シフト制)､夏季､年末年始休暇 

年間休日120日以上
給与 試用期間3～6ヶ月は時給900円
資格 医療事務経験者歓迎、高卒以上、 

経験不問、普通自動車免許(AT限定可)、 
ブランクのある方も応募可

待遇 社会保険完備、昇給年1回、賞与年2回、 
交通費規定支給、時間外手当、 
退職金制度(勤続5年以上)、有給休暇有

応募 まずはお気軽にお電話下さい。
【職場情報】
事業 在宅療養支援診療所における診療業務 

《ＵＲＬ》http://szokhc.jp/

002-3184086

静岡ホームクリニック
A054-269-6777　担当/大塚
静岡県静岡市駿河区中田4-6-1

清水駅からバスで20分 yyyFmn
701ケアマネージャー

7月給22万円～29万円 01時給1200円～

ブランクのある方や未経験の方でも 
お問い合わせください。 

明日を共に笑顔で迎えましょう!! 

仕事 ケアマネージャー業務全般 

【募集情報】
時間 7　8:30～17:30(休憩有)実働8h 

018:30～17:30の間で 
　　3h～6hOK◎週2～3日OK◎

休日 週休2日制(土日祝)
資格 介護支援専門員
待遇 701交通費規定支給 

7担当ケースにより手当有･資格手当有 
　車両手当有･扶養手当有 
　土日祝日出勤手当1000円 
　社用携帯電話とタブレット支給 

応募 まずはお気軽にお電話下さい｡
【職場情報】
事業 居宅介護･訪問介護･運動型通所
《担当から》 
「株式会社あすとも」では､ 
働き方改革に取り組み、スタッフ一人一人の
ライフスタイルを尊重いたします。 
◎見学も大歓迎です｡

002-3188179

あすとも
A054-340-2801　担当／木内
静岡市清水区村松1-3-65

藤枝駅より徒歩2分 xyyeFm
17①正･准看護師 
1　②経理事務

①1時給1500円～　7月給29万～31万円

社割であなたのキレイもお手伝い☆ 
20代～40代女性活躍中！未経験でも可 
*藤枝駅直結ホテルオーレ内の病院
仕事 ①脱毛･点滴･手術･ケミカルピーリング 

　などのスキンケア･その他の処置の介助 
②経理業務全般

【募集情報】
時間 10:00～19:00 

①1上記時間内で5h～､週1日～応相談 
　※土日どちらか出勤可能な方優遇 
　7※休憩1h有､残業月5～10h程度 
②週3日～OK

休日 7完全週休2日制(火･水) 
　夏季･年末年始･有給休暇

給与 ①7正看護師/月給31万円以上 
　　准看護師/月給29万円以上 
　　※試用期間3ヶ月有 
　　　(正/月給28万円　准/月給26万円) 
②1時給950～1000円

資格 ①正･准看護師
待遇 社会保険完備　交通費規定支給 

車通勤可(無料R有)　制服貸与 
社割有(ドクターズコスメ､施術) 
1試用期間3ヶ月有(同条件)

【職場情報】
事業 美容皮膚科･美容外科･形成外科

002-3194414

スキンクリニック藤枝
A054-647-5101　採用係まで
藤枝市前島1-3-1　ホテルオーレ3F
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島田市宮川町 xyyemn
01医療事務スタッフ

時給1000円　※経験・能力による　\

●〇勤務開始日は相談できます〇● 
週1日～OK☆時短勤務もあります+ 
働きやすさ◎未経験の方もOK! 
医療事務の経験ある方は優遇◇

仕事 薬局での受付／パソコンでの事務業務 
をお願いします｡(未経験でもOK)

【募集情報】
時間 月・水・金／13:00～18:30 

        火／14:00～19:30 
※木・土希望の場合、相談ください 
☆週1日～OK　時間日数応相談◎ 
☆1ヵ月毎のシフト制 
☆時期により時間が前後する場合が有り

休日 日曜･祝日　他､年末年始　夏季休暇
給与 ※研修期間(3ヵ月)は時給900円
資格 医療事務経験者優遇 

未経験の方､ご相談ください 
普通自動車免許あれば尚可

待遇 労災保険　車通勤OK(無料駐車場有) 
交通費全額支給

応募 電話連絡後､履歴書(B貼)持参ください 
DOMONETからも応募受付中

【職場情報】
事業 処方せん調剤

002-3190756

しみず薬局
A0547-37-4769(受付:13時～15時)
島田市宮川町2473-4

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

月給16万円～35万円　※職種による

『地域密着』サポート体制万全" 
職場復帰･未経験･無資格の方等大歓迎
仕事 ①障がいヘルパー　②支援員･世話人 

③介護職･デイサービス介護･放課後デイ 
④看護師及び訪問看護

【募集情報】
時間 ① 8:00～ 17:00　14:00～23:00 

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

休日 月10日前後(シフト制) 
年間休日120日以上

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

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

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

応募 まずはお気軽にお問合せ下さい。
【職場情報】
事業 介護老人福祉施設

002-3189292

社会福祉法人恵和会
A054-344-7711　担当／栗田
静岡市清水区長崎新田311

セントケア静岡株式会社 !0120-957-818 採用
担当

ぜひホームページもご覧下さい
http://www.saint-care.com

《会社概要》
セントケアグループ(東証一部上場)
拠点／全国516ヶ所　静岡県内40ヶ所

※夜勤1回（16:00～翌10:00）
夜勤手当＋深夜手当で

1万9,988円以上/回

24時間シフト制（休憩有）
※変形労働時間制
　月160～177h（月による）
※　 週2日～応相談

月給17万5,000円～

時給885円 ～1,185円

セントケア東千代田　静岡市葵区東千代田1-9-28
セントケア看護小規模竜南･ホーム竜南
静岡市葵区竜南1-1-35
セントケア八坂東　静岡市清水区八坂東2-7-1

施設ケアスタッフ 未経験･無資格OK!ケアマネジャー

月給22万6,500円～
※ケアプラン手当／

　1件200円

周りに聞ける環境も整っており､スタッフ間の連携も◎

介護支援専門員資 格

9:00～18:00時 間

施 設 セントケアやいづ　焼津市与惣次225
時 

間

施 

設

セントケ
アは手当が充実しています!!セントケ
アは手当が充実しています!!セントケ
アは手当が充実しています!!

詳細はDOMONETにも掲載中!DOMONETもご覧下さい!!

さらに!! 介護福祉士
資格保有者

4万円／月
最
大 100円／時給が加算されます｡

最
大

※経験年数によって異なります｡　※入社時に実務経験証明書のご提出が必要となります｡

実務者
研修手当

介護福祉士
手当

又は

7,000円／月

時給＋30円

(週30～40時間勤務)1万2,000円／月

時給＋50円 時給100円UP!!

別途手当

処遇改善一時金
(年2回)

昨年度実績:
平均2.5ヶ月分

社会保険
加入の方

Webにも
掲載中
Webにも
掲載中
Webにも
掲載中

ぜひご覧ください

焼津市､静岡市葵区･清水区 yyykmn
7ケアマネジャー 
71施設ケアスタッフ

右記参照 

仕事 右記参照
時間 右記参照
休日 7月8～10日(会社カレンダーによる)
勤務地 右記参照
資格 要普通免許(職種による)､他右記参照
待遇 交通費規定支給､ 

一時金年2回有(賞与とは別に支給) 
7退職金制度有､賞与年2回 
01社員登用有 
他､福利厚生充実!!詳しくは面接にて

応募 まずはお気軽にお電話下さい｡
事業 各種介護サービス

002-3190804

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

JR｢清水駅｣からバス13分 zyyumn
7病院内事務　\

月給15万1000円

長く安定して働ける正社員のお仕事 
＼女性スタッフ活躍中の職場です♪／ 

未経験の方にも周りの方が 
やさしく教えてくれます♪

仕事 耳鼻科診察室にて､患者様のお呼出しや 
検査準備､簡単なデータ入力､カルテ整理 
をお願いします｡

【募集情報】
時間 8:30～17:00(月～金) 

8:30～12:30(土曜)
休日 第2･4･5土曜　日曜･祝日 

年末年始､開院記念日(6月第3土曜)
勤務地 静岡市清水区(当社派遣･請負先)
待遇 賞与年2回(3.7ヶ月分)　昇給年1回 

住宅手当(規定有)　退職金(規定有) 
社会保険完備　残業代支給 
有給休暇　車通勤可 
交通費規定支給(2㎞以上) 
制服貸与　院内禁煙

応募 下記または､担当連絡先まで 
担当／望月 A090-6334-6818 
★出張面接･WEB面接致します！

【職場情報】
事業 人材派遣業(派22-030053) 

人材紹介事業(22-ユ-030034)

004-0953502

株式会社三幸コーポレーション
D0800-123-1235(土日祝受付致します)

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

藤枝市田沼 yyyFkm
7①ケアマネ　②訪問介護スタッフ 
0③登録ヘルパー

①月給25万円＋諸手当　②月給20万円　

＼20～40代女性スタッフ活躍中!／ 
介護業界のイメージが変わる会社♪ 
＜年間休日117日＞アロマ芳香浴など 
美容も取り入れた介護をしています*
仕事 ①介護相談､ケアプランの作成等 

②③身体介護や調理･清掃等の訪問介護
【募集情報】
時間 ①②8:30～17:30(休憩有) 

③6:00～20:30の間で1日1h～週1日～OK
休日 土日祝､夏季･年末年始休暇 

年間休日117日　※②希望休みもOK
給与 ②月給20万円以上(一律業務手当含む) 

　※試用期間6ヶ月有／月給18万円 
③身体介護/時給1600円～1900円 
　生活介護/時給1200円～1500円 
　無資格/時給1100円※別途移動手当有

勤務地 藤枝市田沼4-11-26
資格 年齢･性別･経験不問　要普通運転免許　 

①ケアマネージャー資格 
②介護福祉士資格　③ヘルパー2級優遇

待遇 社会保険完備(勤務状況による) 
車･バイク通勤OK(無料駐車場完備) 
交通費規定支給　社員割引有 
7昇給年1回　賞与年2回(業績による)

【職場情報】
事業 訪問介護事業所･居宅支援事業所

002-3193207

株式会社sense of FUN
A054-631-7894　担当／桜井
藤枝市高岡2-3-1
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藤枝市田沼 zxyueF
01地域密着型デイサービスの 
　①介護スタッフ②ケアマネージャー

①時給900円以上　②時給1300円以上

♪地域密着型デイサービスエンゼル♪ 
年齢･経験は不問!＜午前のみOK＞ 
＜土日休み♪＞週2日～相談ください 
小規模でアットホームな施設です*

【募集情報】
時間 9:00～17:00内で応相談 

週2日～OK(土・日休み) 
①時間相談可・午前のみOK

給与 ①時給900円以上　※資格・経験による 
②時給1300円以上　※資格・経験による

資格 年齢不問　有資格者の方優遇 
要普通免許(AT限定可) 
①未経験の方歓迎　②ケアマネ

待遇 昼食付き(無料)､扶養内勤務OK 
正社員登用制度､昇給有　資格手当有 
交通費規定支給､各種保険有　

応募 下記携帯迄お電話下さい
【職場情報】
事業 地域密着型デイサービス
《担当から》 
利用者ファーストで運営している 
デイサービスです。 
少人数なので､利用者さまひとりひとりの 
希望に沿ったサービスを提供している 
施設です｡

002-3185739

デイサービス　エンゼル
A054-631-6168A新村A090-6647-6055
藤枝市田沼4-14-1

葵区羽鳥 yyykno
71施設スタッフ

7月給16万6000円～＋資格手当有 1\

*事業拡大につき増員募集致します* 
居心地の良さが自慢◎定着率抜群!
仕事 日々の利用者様の生活を豊かに､ 

そして楽しく､充実したものにする為の 
サポートをお願いします｡

【募集情報】
時間 78:45～17:30(休憩有) 

18:45～17:30(時間応相談) 
　※週3～4日でOK

休日 7週休2日制(日曜＋他曜日1日)､祝
給与 1時給940円～(一律手当含む)＋ 

　資格手当別途 
　※試用期間1ヶ月時給890円

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

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

【職場情報】
事業 障がい者の生活介護施設

002-3197415

障がい者の生活介護施設 オーブ
A054-297-5031 (平日10:00～16:00)
静岡市葵区羽鳥1-1-71

ほのすグループ ☎054-625-7757(担当/山田)
応募受付／ほのすグループ本部　藤枝市青木2-23-17 山田ビル201

（のんのん保育園・すばる保育園・児童クラブ運営）

＼地域で唯一の英育保育園／

応募専用

みんな仲間になりました!!

っと んのんほ の ばるす

16:30～18:30

7:30～18:30の間で4～8h時給950円以上

時給900円～950円以上

時給900円～950円以上

放課後児童クラブ
スタッフ

1

支援員

学生

アルバイト
★長期休暇中の

短期のみ

週2～5日(指定日)

藤枝市田沼4-1-8
藤枝のんのん保育園藤枝のんのん保育園

焼津市柳新屋768-1
焼津のんのん保育園焼津のんのん保育園

島田市元島田210-3
すばるKaKa保育園すばるKaKa保育園

藤枝市青木2-23-17
すばる保育園すばる保育園

焼津市小土300-5
小土のんのん保育園小土のんのん保育園

勤 務 地

一 覧

焼津市八楠4丁目17-14
八楠のんのん保育園八楠のんのん保育園

島田市阿知ケ谷148-3
島田のんのん保育園島田のんのん保育園

焼津市中根新田541-2
ぞうさん放課後児童クラブおおとみぞうさん放課後児童クラブおおとみ

焼津市小土973-15
ぞうさん放課後児童クラブとよだぞうさん放課後児童クラブとよだ

島田市阿知ヶ谷148-3 2F
ぞうさん放課後児童クラブしまだぞうさん放課後児童クラブしまだ

2 保育園の
調理スタッフ

3 保育士

9:00～13:00または
9:30～13:30

A.8:00～17:00　8:30～18:30　※週5日
B.8:30～16:30　※週3日
C.7:30～9:30　※週5日
D.16:30～18:30　※週5日　

時給900円

時給1000円～1500円

経験･年齢不問
保育士資格保有者

調理師免許
お持ちの方歓迎

時
間

資
格

時
間

資
格

13:30(14:00)～18:30(18:00)で
1日4～5h

C.D.
両方でもOK

平日のみ
週5日

無資格･

未経験者

歓迎

無資格･

未経験者

歓迎

｢ほのすグループ｣｢ほのすグループ｣｢ほのすグループ｣

資格 放デイ指導員資格 放デイ指導員

焼津市･島田市･藤枝市 yyykmn
01①放課後児童クラブスタッフ 
　　②調理スタッフ　③保育士

右記参照

時間 ※右記参照
休日 ①日曜･祝日
給与 ※右記参照
勤務地 ※右記参照
待遇 昇給有 社会保険完備 

交通費規定支給･車通勤可
事業 保育園の運営 

児童クラブの運営

002-3188322

ほのすグループ本部
A054-631-7070(担当/山田)
藤枝市青木2-23-17　山田ビル201

静岡市清水区折戸 xyyeFm
1簡単な厨房内盛り付け･洗浄 \

時給950円以上

【早朝募集】週2～OK"未経験者歓迎 
学生、主婦(夫)、60歳以上も活動中★ 
普段の家事スキルを活かせるお仕事) 
始めやすい人気のお仕事の募集"
仕事 厨房内での盛り付け･洗浄 

パックされた食品の湯銭や､パック商品の 
開封､後にスプーンでの盛り付けなど 
簡単な業務をお願いします。 

【募集情報】
時間 5:45～9:45 

　※勤務日など応相談 
　※週2日からOK

給与 時給950円以上
勤務地 ベイコート清水 

(静岡県静岡市清水区折戸487-5)
資格 未経験者大歓迎 

主婦(夫)歓迎　シニア(60歳以上)歓迎 
学生歓迎　WワークOK 
年齢不問

待遇 車通勤可　扶養内勤務可
応募 TEL申し込み後、面接を行います。 

不安な点等はまずはお気軽にお問い合わ
せくださいね+

【職場情報】
事業 高齢者施設や病院内厨房業務

004-0956008

(株)age-Age corporation(アゲアゲコーポレーション)
A090-2611-1631　担当/サトウ
(本社)駿東郡清水町伏見276-1

清水駅からバスで20分 yyyFkn
7①施設長 
　②機能訓練指導員

月給①25万～32万円 ②22万～32万円

新しいスタイルの 
介護事業のはじまりです!! 
新たな時代を作りましょう！

仕事 ①U-STYLE PLUS清水の管理と運営 
②U-STYLE PLUS清水でのサービス提供 

【募集情報】
時間 8:30～17:30(休憩有)
休日 週休2日制(土･日)
給与 月給①25万～32万円 ②22万～32万円
資格 要普通運転免許(AT限定可) 

PT､ST､OT､柔道整復師､鍼灸師 
あんまマッサージ師､看護師､准看護師

待遇 資格手当､交通費規定支給 
家族手当有､扶養手当有 
土日祝日出勤手当1000円

応募 まずはお気軽にお電話下さい｡ 

【職場情報】
事業 運動型通所サービス 

サーキットトレーニングジム
《U-STYLE PLUS清水について…》 
高齢者だけでなく、一般利用の方の 
自立した日常生活を営むために 
運動の習慣化に取りくみ、 
介護予防に努めています。

002-3188180

U-STYLE PLUS清水
A054-340-2800　担当／杉山
静岡市清水区村松1-3-65



19

静岡市駿河区・葵区 xxyedk
01訪問介護職員(登録ヘルパー)

時給1300円　\

経験・年齢不問"ブランク歓迎◎ 
選べる働き方で柔軟に*WワークもOK 
1日2～3時間勤務、週1日～勤務可能♪ 
資格や時間を有効に使いませんか？？
仕事 ヘルパーステーションにおける訪問介護

のお仕事。ご利用者様の生活全般の支援
や自立した日常生活が送れるような援助
活動をお願いします。 
※訪問エリアは葵区・駿河区になります

【募集情報】
時間 8:30～17:00の間で 

1日2～3時間、週1回からでも勤務可 
出勤日数、時間については相談下さい 
午前中のみ、午後からなど可能です

給与 ※年末年始(12/29～1/3)は時給25％増
勤務地 訪問エリアは葵区・駿河区になります
資格 年齢･経験不問　未経験者大歓迎 

普通自動車運転免許 WワークOK 
介護職員初任者研修(旧ヘルパー二級以上)

待遇 車通勤可 交通費規定 特殊業務手当有
応募 まずはお気軽にご連絡ください。

【職場情報】
事業 訪問介護事業
《担当より》 
融通性には自信あり!!お気軽に相談ください

002-3190064

ヘルパーステーション白寿
社会福祉法人　静岡市厚生事業協会
A054-282-5071　担当/海野
静岡市駿河区小鹿2-25-8

焼津市塩津 xyybFm
01夜勤介護スタッフ

日給2万500円　　\

)  グループホームごんべえ   ) 
)　目指すは第2の”我が家”　) 
＼　Wワーカーさん歓迎！　／ 
週1日～勤務相談OK！！

仕事 18名の利用者様を2人の職員で見守りを 
お願いします。 
認知症になってもその人らしく生活が 
おくれる様支援するグループホーム。 
入居者様も職員もアットホームで家庭的 
な雰囲気で楽しく生活しています。 

【募集情報】
時間 17:00～翌9:00(休憩有)　 

▷週1日～相談OK 
▷勤務日応相談

給与 試用期間1ヵ月／時給1142円
資格 経験・資格一切不問　経験者なら尚可 

ヘルパー2級以上尚可
待遇 各種保険有 車通勤可 資格手当(1万円) 

H有 制服貸与 食事補助有 D有 C規定 
各種手当有 特別休暇有 正登有 U有

応募 まずはお問合せ・職場見学からでもOK 
お気軽にご連絡ください。 

【職場情報】
事業 医療、福祉のうち老人福祉・介護事業

002-3198335

株式会社　権兵衛
A054-621-3221　A松川・平野
焼津市塩津135-1

7月新規施設オープンにつきオープニングスタッフ大募集!!
体験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､スキルを習得し個々の成長を目指していきます｡

残業や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｡

◎福祉･教育系大学出身者(経験不問)

◎児童指導員･教員免許･保育士の

　いずれかの資格をお持ちの方

◎障害児(障害者)福祉施設の
　実務経験が2年以上ある方

◎福祉･教育系大学出身者(経験不問)

◎児童指導員･教員免許･保育士の

　いずれかの資格をお持ちの方

◎障害児(障害者)福祉施設の
　実務経験が2年以上ある方

以下の学歴･資格･経験の
いずれかがある方の募集です

子供が
急に熱を出して
早退しなきゃ

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

子供の
学校行事で
この日は
お休みしたい

・週休2日制　年間休日120日
・残業なし　家庭と無理なく両立OK

子供達の元気な笑顔に癒される♪

ワークライフバランス充実

自分自身も成長できるヤリガイあるシゴト

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♪

静岡駅から車で9分 yyytFs
9放課後等デイサービススタッフ

月給15万円～＋資格手当＋交通費規定

)新規オープニングスタッフ大募集) 
お持ちの資格･経験･免許を活かして 
活躍しませんか？実務経験不問◎ 
ブランク有･復職希望の方も大歓迎"
仕事 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 
子供達の成長を支援するお仕事です｡ 
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｡ 
丁寧に教えるので安心して始められます｡

【募集情報】
時間 平日／10:30～19:00　 

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) 
GW､夏季､年末年始､年間休日120日 
他､会社カレンダーによる

給与 月給15万円～＋資格手当＋C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

資格 要普通免許(AT限定可)　未経験者歓迎 
ブランクある方､復職希望者歓迎 
▽以下の学歴･資格･経験の 
　いずれかがある方の募集です 
◎福祉･教育系大学出身者(経験不問) 
◎児童指導員･教員免許･保育士の 
　いずれかの資格をお持ちの方 
◎障害児福祉施設の実務経験が 
　2年以上ある方

応募 電話はkonoki中田に繋がります。 
職場見学やお問い合わせのみも大歓迎！ 
まずはお気軽にお問い合わせください。

【職場情報】
事業 福祉施設の運営

002-3194644

放課後等デイサービス　konoki石田
A054-260-6575 担当／望月
静岡市駿河区石田3-12-22

JR｢焼津駅｣よりバス10分 zyyumn
2診察室の受付　\

時給1100円

＼女性スタッフ活躍中の職場です♪／ 
病院勤務が初めてという方も 
先輩スタッフとペアで仕事を 
覚えて頂くので安心ですよ♪

仕事 〈総合病院の診察窓口業務〉 
患者様のご案内や､問診票の記入案内､ 
診察の準備･補助をお願いします｡ 

【募集情報】
時間 8:30～17:30(月～金曜日) 

8:30～12:30(土曜日)※月2回程度 
※残業は月5時間程度です

休日 日祝､年末年始 ※土曜日は月2回程度出勤
勤務地 焼津市(当社派遣先)
待遇 社会保険完備 残業代支給 

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

応募 下記または､担当連絡先まで 
担当／望月 A090-6334-6818 
★出張面接･WEB面接致します！ 

【職場情報】
事業 人材派遣業(派22-030053) 

優良派遣事業者認定企業

004-0953501

株式会社三幸コーポレーション
D0800-123-1235(土日祝受付致します)

〒426-0035　藤枝市下青島211-1 
SANKOビル2F(ノジマ藤枝駅前店西側)

JR安倍川駅～車で約8分 yyyFmn
71訪問看護師

7月給25～30万円\1時給1500～2000円

＼入社祝い金5～20万円有り$／ 
景気に影響されない会社です☆ 
経験･資格を活かすchance♪ 
～詳しくは二次元コードから～

仕事 1★オンコール対応はありません
【募集情報】
時間 8:15～17:15 

1※週2日～､1日3h～OK
休日 7土曜･日曜､年末年始休暇
給与 7月給25万～30万円＋各種手当有 

　※オンコール手当､社内規定アリ 
1時給1500円～2000円

資格 要普通免許(AT限定可) 
正看護師(実務経験あれば尚可)

待遇 車通勤OK(無料R有)　社保完備　C規定 
D有(実務能力に応ずる)　通勤手当有 
損害賠償保険　社内研修有　制服貸与　
各種手当有　健康診断有　社有車有 
ジョイブ静岡加入(女性に人気☆) 
当社グループ施設のフィットネスの 
利用無料＆モリノカフェの割引有♪ 
7賞与年2回有　オンコール手当 
　退職金制度(勤務年数3年以上) 
　扶養･住宅手当有

【職場情報】
事業 リハビリデイサービス

002-3193836

ハートピアの森
A054-257-6933　担当／近藤
静岡市駿河区手越420-3
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清水駅からバスで20分 xxyefm
701ホームヘルパー

7月給19万円～27万5000円01\

＼年齢や経験は問いません／ 
 働き方はあなたのライフスタイルに 

合わせてください!! 
仕事 【訪問介護】 

利用者様のご自宅に伺って､身体介護､ 
生活援助をします｡

【募集情報】
時間 7　8:30～17:30(休憩有)※実働8h 

018:00～18:00の間で1h～8hまでOK 
　　※1日1.5h～、週1日～勤務可

休日 7週休2日制
給与 7月給19万円～27万5000円 

01時給1000円以上 
　　※土日祝は時給1100円以上 
　　※移動手当時給900円 
　　※身体介護手当1回100円

資格 ヘルパー2級以上
待遇 資格手当有 

(初任者研修､実務者研修､介護福祉士) 
交通費規定支給 
訪問件数により手当あり(歩合) 
7扶養手当有 
　土日祝日出勤手当1000円

応募 まずはお気軽にお電話下さい｡
【職場情報】
事業 居宅介護･訪問介護･運動型通所

002-3188178

あすとも
A054-340-2802　担当／甲斐
静岡市清水区村松1-3-65

清水区山原 xyyeFm
01①介護職　②歯科衛生士　 
　　③機能訓練指導員　④看護師

①時給1100円～②③時給1200円～　④\

◆未経験からスタートOK◆ 
入浴･食事の介助はありません！ 
働きやすい日中の勤務☆ 

7同時募集!!DOMONETに詳細掲載中♪
仕事 30～50代の女性スタッフが活躍中♪ 

未経験者･経験者共に歓迎!!
【募集情報】
時間 ①②③A. 8:30～13:30 

　　　B.12:10～17:10 
　　　C.10:30～16:30(休憩60分有) 
◆A～Cいずれかの時間帯で応相談 
※週2日～OK　※土曜勤務できる方歓迎 
④11:30～14:30

休日 ①②③日曜､他相談可　④土日休み 
※年末年始休暇有

給与 ④月給10万円
資格 要普通自動車免許 

①介護福祉士等資格者優遇 
②歯科衛生士､ST､看護師等 
③PT､OT､ST､柔整師､看護師等 
④看護師　※①～④未経験可

待遇 車通勤可 扶養内勤務可 各種資格手当有 
①処遇改善手当有

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 機能訓練を中心としたデイサービス

002-3194013

シルバーフィットネス八坂
A054-361ｰ1320　担当／杉山
静岡市清水区山原320-13

《看護師バイト
大募集!!》

『1日のみ』『時短』『曜日限定』
『WワークOK』『短期OK』
『長期･月収40万円以上』など

人気の求人多数!!
まずは､ご相談下さい♪

≪看護師専門の当社がサポート≫
キャリアカウンセリング､面接対策など
お仕事に役立つ情報が
たくさんあります！

ご希望をお聞かせください♪
長期勤務できる方歓迎!

≪相談会も随時開催中です!｠
まずはお気軽にどうぞ♪≫

他にも求人多数あります｡｠
URL：http://www.supernurse.co.jp/

静岡県全域 xxyghn
234看護師

時給1800円～2400円

Wワークの方も歓迎 
ワークライフバランスを実現します" 

)単発1日～長期・常勤まで") 
スキマ時間のみの『単発1日』もOK
仕事 ①病棟における看護業務 

②介護施設での健康管理業務 
③訪問入浴での健康管理業務 
※雇用形態は就業先により異なる 
　派遣･職業紹介(正職員･パート)での　 
　勤務

【募集情報】
時間 8:30～17:30 

17:00～翌9:00(求人により異なります) 
※ご希望の時間でご相談ください 
　(例)9:00～13:00　10:00～14:00など 
月1日/平日のみ/土日のみ/Wワーク 
など､ご希望があればご相談ください！

勤務地 静岡県全域 
※車通勤も可能です(就業先による)

期間 長期･短期(1日～OK)
資格 正看護師資格　准看護師資格 

年齢不問　 
短期間･短時間勤務希望の方は. 
※該当されない方にも案件あります｡

待遇 交通費規定支給　各種保険完備(法定通り) 
有給休暇あり(法定通り)

応募 まずはお気軽にお電話ください｡ 
土日祝はお休みを頂いております。

【職場情報】
事業 職業紹介業　13-ユ-010547 

人材派遣業　(派)13-300580
《担当から》 
勤務開始時期はご相談可能です｡ 
お仕事選びのお手伝いもさせて頂きますので
まずはあなたのご希望をお聞かせください！ 
期間限定の相談もお気軽にどうぞ♪

002-3193745

株式会社スーパーナース
A0120-784-450　受付/平日9時～18時

静岡県静岡市葵区御幸町11-30 
エクセルワード静岡ビル6階

藤枝市与左衛門(円月荘) yyykmn
1未経験OKの簡単な調理補助スタッフ 
　(配膳・洗浄・盛付)

時給900円～1000円　＋交通費規定支給

＼家事を活かせる安心のおシゴト／ 
短時間で効率よく働けます♪ 

)午前3時間のみ・午後4時間のみOK) 
ライフスタイルに合わせてどうぞ♪
仕事 介護施設での簡単な調理補助･盛付･ 

配膳･洗浄をお願い致します。 
★年齢・経験関係なく活躍中！ 
★家事育児との両立もしやすいです！

【募集情報】
時間 ①6:00～9:00　②14:00～18:00 

★①②からお選び下さい！ 
★開始・終了時間の相談OK

勤務地 老人介護施設 
藤枝市与左衛門234-1(円月荘)

資格 未経験者大歓迎　年齢･経験不問 
主婦主夫･Wワーク･フリーター歓迎

待遇 車通勤可　交通費規定支給 
社会保険完備　扶養内勤務OK　制服貸与

応募 ★24時間､DOMONETからも受付中 
面接時､履歴書(写真貼付)持参下さい。 
質問からでもお気軽にどうぞ！

【職場情報】
事業 給食事業
《担当から》 
優しい先輩がサポートしますよ！ 
職場見学･お問い合わせからでも大歓迎！

002-3193755

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

島田市金谷東 xyyemn
781介護職員　

7月給21万7400円～　\

無資格･未経験OK!! 
資格取得支援もOK!! 
＼職場見学も大歓迎!／ 

仕事 入居者様の食事･歩行･入浴･トイレ等の 
生活介護全般

【募集情報】
時間 78 6:30～15:00　 8:30～17:00 

　  11:00～19:30　13:00～21:30 
　  21:00～翌9:00(夜勤／休憩有) 
1上記時間応相談　※週3日～OK

休日 7月8～10日／シフト制(夜勤有) 
※年間休日112日

給与 7月給21万7400円～ 
8時給1170円～(夜勤有､シフト勤務) 
　※夜勤の方は別途手当有 
1時給1070円～(夜勤無､時間選択可)

資格 未経験･ブランクのある方､無資格OK
待遇 賞与年2回 昇給有 社保完備 有給休暇  

交通費規定支給 制服貸与 社内研修有 
車･バイク･自転車通勤OK(駐車場有) 
81正社員登用制度有 
7住宅･家族手当､介護･育児休暇､産休等

【職場情報】
事業 介護施設の運営
《ＵＲＬ》http://www.cedar-web.com/

002-3188850

ラ･ナシカ　しまだ
東証JASDAQ上場　株式会社シダー 
C0120-031-278　採用担当まで
静岡県島田市金谷東2-30-5

リフレア清水駒越／デイサービス
リフレア清水村松／デイサービス
リフレア草薙　　／デイサービス
リフレアみずほ　／デイサービス
リフレア上土　／
　　　　　　　　デイサービス･
　　　　　介護付有料老人ホーム
リフレア聖一色／
　　　　　　　　デイサービス･
　　　　　　　　ショートステイ

静岡市清水区･駿河区･葵区 yyymns
①71介護②7生活相談員③7正看 
④71機能訓練指導員⑤1送迎運転手

\ ※C･各種手当※給与幅はMOによる

【募集情報】
時間 ①･デイサービス…8:00～18:00(実働8h) 

　･ショートステイ･有料老人ホーム… 
　 早番6:30～15:30 日勤8:30～17:30 
 　遅番10:00～19:00 
   夜勤17:00～翌9:00　 
　1時間･曜日応相談 
②8:00～18:00(実働8hシフト制) 
③日勤8:30～17:30 夜勤17:00～翌9:00 
④8:30～17:30 
⑤7:30～9:30　15:30～17:30 
　※どちらか片方だけでもOK 
※休憩有

休日 7月8～9日(シフトによる)
給与 ①7月給20万1500円以上 

　試用期間(3～6か月) 
　:月給18万4000円以上 
　※夜勤手当:7000円以上/回 
　※介護福祉士手当:月2万円 
　1時給1100円～※介護福祉士:1240円～ 
②月給24万9000円以上 
③7月給27万8500円以上 
　夜勤専門看護職員3万5000円/回以上 
④7月給23万2000円以上 
　1時給1350円以上　⑤時給900円～ 
※給与幅は経験･能力による 
※処遇改善加算(一律)含む 
※7H･資格手当有 1土日祝:時給50円UP

勤務地 清水･駿河･葵区のリフレア各施設(右記)
資格 ①無資格でもOK ②介護福祉士､他 

③正看護師 ④PT､OT､ST､柔道整復師､ 
　あん摩マッサージ指圧師の何れか 
⑤要普通免許､未経験者OK！ 

【職場情報】
事業 デイサービス･ショートステイ･介護付 

有料老人ホームの運営

002-3194594

ＴＯＫＡＩライフプラス株式会社
A054-208-6101A080-4266-9755A中原
受付/静岡市駿河区聖一色165-1
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葵区城北 zxyuem
01通所リハビリの送迎担当

時給1000円～

*久々掲載"送迎担当を募集* 
思いやりや気遣いを活かせる仕事◎ 
介護職の経験ある方も活躍しています 
時間や曜日は都合に合わせて☆★
仕事 通所リハビリテーションの利用者の方の

送迎をお願いします。 
介護度１、２程度の方が対象です。 
ただ運転するだけでなく、利用者様との
会話やコミュニケーションが楽しめるお
仕事ですよ。

【募集情報】
時間 8:30～16:00の間で 

リハビリのスケジュールに合う時間 
※だいたい2時間～3時間程度 
　曜日によって異なります　 
勤務日数は週2、3日で応相談

休日 土日祝、木は送迎無し
給与 時給1000円～
資格 未経験歓迎　男女不問 

普通自動車運転免許
待遇 車通勤可 

試用期間有(条件変わらず)
応募 まずはお気軽にお電話ください。

【職場情報】
事業 整形外科

002-3198536

医療法人社団　浜本整形外科医院
A090-3421-5693　人事／浜本
〒420-0805　静岡市葵区城北40-5

榛原郡吉田町片岡 zyyumn
7病院食を作る工場内の 
　調理師(調理･盛付)　\

月給20万円～30万円　★経験による　\

＼病院の食事を作る工場で働こう／ 
"甲賀病院の給食事業"を 
担っております♪ 

【#年間休日113日 #月給30万円可能】
仕事 甲賀病院の患者様の食事を 

調理･盛付するお仕事！
【募集情報】
時間 7:00～19:00の間の8時間 

★時間は応相談、シフト制 
※月単位の変形労働時間制 
　月160～177h(月により異なる)

休日 月9日程度 
※年間113日程度

給与 月給20万円～30万円(経験による) 
☆昇給有(頑張ればしっかり評価します)

資格 病院勤務経験者優遇　調理師免許
待遇 昇給年1回 賞与年2回 退職金 車通勤可 

交通費規定支給 駐車場代無料 制服貸与 
社会保険完備 定年65歳

応募 TEL後､履歴書(写真貼付)ご持参下さい。 
【受付時間】 
平日／8:30～17:30 土／8:30～12:30 
＼二次元コードから簡単応募OK／

【職場情報】
事業 各施設の業務受託　甲賀病院の給食事業

002-3190104

MEDICAL FOOD CENTER(メディカルフードセンター)
社会医療法人駿甲会
A054-628-5515
榛原郡吉田町片岡770-1

★グループホームみずほ★

★介護職&調理STAFF★
 

　　★週2日～OK
　　★扶養内勤務OK
　　★無資格･未経験OK
 

半日及び1日見学体験も｠
▶好評継続中です◀

 
楽しいレクリエーションや
おいしい食事の時間を通じて
利用者様の笑顔に触れよう0

駿河区みずほ yyykmn
1①グループホームの介護スタッフ　 
　②介護施設での調理スタッフ

時給900円～　★経験･資格による \

) 日本の未来の介護のために ) 
優しい先輩がフォローするので安心！ 
仲が良く風通しの良いのが自慢です!!
仕事 ①日常生活での介護をお願いします！ 

　入浴･トイレ･食事介助など！ 
　★夜勤は1ユニット9名です｡ 
②調理及び配膳､片付けなど｡ 
　朝食･昼食･おやつの提供！ 
　他､調理後､近くの施設への配送業務｡

【募集情報】
時間 ①A/7:00～16:00、B/9:00～18:00 

　C/10:00～19:00、D/17:00～翌10:00 
★週2日～OK､扶養内勤務OK､休憩有 
②5:00～13:00 11:30～19:30(シフト制) 
★時間･日数お気軽に相談下さい､休憩有

給与 夜勤1回､2万400円以上相当(深夜手当含)
資格 介護福祉士･ヘルパー2級等ある方大歓迎 

無資格･未経験･ブランクある方歓迎 
②要普通免許(AT限定可) 
　調理師免許保持者尚可

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

【職場情報】
事業 介護事業

002-3193899

グループホーム　ふるさとの家 
株式会社ホームズ
A054-257-3784　担当／佐々木
ふるさとの家/静岡市駿河区みずほ5-3-1

静岡駅より車で8分 zyyukn
7看護師

月給35万円以上

看護師を募集中!在宅医療未経験歓迎 
経験を活かして働きませんか# 
お問合せのみでもOK"お気軽に♪ 

現場見学も相談OKです"
仕事 在宅医療クリニックにおける看護業務 

病院から在宅へ移行する患者様の 
相談・調整、療養中の相談業務等 
訪問診療の補助業務や普通自動車の運転
があります。

【募集情報】
時間 8:45～17:45(休憩1時間） 

※日勤のみ、オンコール有
休日 週休2日制(シフト制)､夏季､年末年始休暇 

年間休日120日以上
資格 看護師 普通自動車免許(AT限定可) 

在宅医療に興味のある方
待遇 社会保険完備､昇給年1回､賞与年2回､ 

制服貸与､交通費規定支給､ 
オンコール手当､時間外手当､ 
資格手当､有給休暇､ 
退職金制度(勤続5年以上)､昼食支給有

応募 まずはお気軽にお電話下さい。
【職場情報】
事業 在宅療養支援診療所における診療業務 

《ＵＲＬ》http://szokhc.jp/

002-3184087

静岡ホームクリニック
A054-269-6777　担当/大塚
静岡県静岡市駿河区中田4-6-1

子育て中の方､
ブランクある方､
教育体制充実で安心♪

 
残業なし☆年間休日130日☆シフト
相談OK☆院内保育施設有☆送迎バス有☆

 

①正･准看護師
☆月収29万7500円～36万4500円
☆日勤のみ希望もご相談下さい
 

②介護職員(看護補助者)
☆月収20万4500円～23万7500円
☆未経験の方歓迎

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

①月給21万8000円～28万5000円＋手当\

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

【募集情報】
時間 日勤／9:00～17:30(休憩有) 

夜勤／17:00～翌9:30(休憩有)
休日 シフト制(月9～14日･勤務表による) 

年末年始　有給休暇　 
年間休日130日以上(週2日以上の休み有)

給与 ①月給21万8000円～28万5000円 
　(夜勤手当(5回)7万5500円 
　 休日手当(4回)4000円別途支給有) 
　※夜勤手当､休日手当変動有 
②月給16万2000円～19万5000円 
　(夜勤手当(5回)4万500円　＋ 
　 休日手当(4回)2000円別途支給有) 
※夜勤手当､休日手当変動有

資格 未経験･ブランク有･復職希望大歓迎 
①正･准看護資格　②資格不問

待遇 住宅手当2万3000円迄　扶養･通勤手当有 
賞与年2回有(4ヶ月実績有) 昇給有 
車通勤OK(無料駐車場) 職員用託児所有 
育休･介護休暇実績有 
60才定年制(65才迄 再雇用制度有) 
※定年後も給与･賞与等同条件で働けます 
社会保険完備 財形有 
送迎バス有(静岡駅～病院まで8ヶ所停車)

【職場情報】
事業 病院
《担当から》面接～採用迄の間で､3日間の 
体験入社可能！実際の職場でスタッフと 
仕事体験後に入社意向を決められます｡ 
入社後のミスマッチを防ぎ､安心して入社で
きます｡皆様が長く安定して働き続けられる
雇用環境を整えてお待ちしております｡

002-3183692

医療法人社団　健正会　静岡アオイ病院
A054-278-3939　担当／渡辺
静岡市葵区吉津190-1
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業界トップクラスの

◎厚待遇◎
必要とされる業界で

あなたの資格･経験を
活かしませんか？

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

～地域密着型の
アットホームな環境～

 

★1時給1700～2400円
★年間休日118日
★定着率93.6％
★働くママさん応援
育児サポート体制有

清水区谷田 yyyFmn
71訪問介護･障がい福祉サービス

7月給22万円～1時給1700円～2400円\

★体制強化の為の増員募集★ 
即戦力となる経験者歓迎$ 

アットホームな定着率抜群の職場♪ 
自然体のあなたをお待ちしています｡
仕事 訪問介護業務全般をお願いします｡ 

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

【募集情報】
時間 ①9:00～18:00 

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

休日 週休2日制(シフト制) 
ＧＷ､夏期･冬期休暇､有給休暇

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

資格 初任者研修､ヘルパー2級以上
待遇 交通費規定支給　車通勤可 

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

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

【職場情報】
事業 老人福祉･介護事業
《E-mail》info@azaleakaigo.co.jp 

002-3199012

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

リハビリセンター歩み

生活相談員を大募集"
「歩く」ことに特化した施設。
体操やリハビリを通じて利用者の
自立をお手伝いします。

★土日休み、夜勤無し
★ブランク歓迎♪
 
春日デイサービスセンター

看護師、
介護職員を大募集!

充実待遇でしっかりサポート

★週1、2日～OK
　都合に合わせて働ける
★資格・経験を活かせます

静岡市葵区 xyydmn
7①生活相談員　 
01②看護師　③介護職員

7①月給20万円～24万円　\

2施設で積極募集"ブランク歓迎♪ 
資格・経験を存分に活かせます◎
仕事 7①リハビリセンター歩みの生活相談員 

01②春日デイサービスの看護師 
　　③春日デイサービスの介護職員

【募集情報】
時間 ①8:30～17:30(休憩有) 

②9:00～14:00　 
※時間応相談　週1日～、OK！ 
③9:00～16:00　※時間応相談 
※時間応相談　週2日～、OK！

休日 ①週休2日制(土日)､年末年始休暇
給与 7①月給20万円～24万円 

01②時給1500円～時給2000円　 
　　③未経験/時給900円 
　　　初任者研修済/時給920円 
　　　介護福祉士/時給950円

勤務地 ①リハビリセンター歩み 
　　静岡市葵区太田町12　仲野ビル4F 
②③春日デイサービスセンター 
　　静岡市葵区春日2-8

資格 ①精神保健福祉士､社会福祉士､ 
　社会福祉主事のいずれか 
②正･准看護師 
③資格なしOK、介護資格あれば尚可 
要普通免許

待遇 車通勤可　昇給有　賞与年2回 
交通費規定支給　制服有 
試用期間(2ヵ月)有 ※同条件 
7社会保険完備､退職金有(勤続5年以上)

応募 まずはお気軽にTELください! 
※面接には履歴書(B貼)を持参のこと｡ 
※面接は約30分程度を予定｡

【職場情報】
事業 居宅介護支援､訪問介護､デイサービス 

福祉用具

002-3198999

リハビリセンター歩み　/　春日デイサービスセンター
有限会社岩本薬局
A054-297-5581　担当/栗岡(くりおか)
静岡市葵区太田町12　仲野ビル4F

ライフスタイルに合わせて

無理なく働ける"
フルタイムや夜勤中心で

しっかり稼ぎたい方も

Wワークや家庭と両立して

ちょこっと働きたい方も

どちらも希望叶えます★
週1日～､シフト柔軟対応
働きやすさが自慢です♪

新静岡IC下から車で15分 zyyukm
01無資格･未経験OKの介護職員

時給1050円～(フルタイムの場合)　\

職場見学やお問い合わせのみもOK+
仕事 利用者様の健やかな生活を送る為の 

生活サポート全般をお願いします｡ 
未経験でも丁寧に教えるので安心です｡

【募集情報】
時間 ① 8:00～17:30　② 7:00～12:30 

③12:30～18:00　④17:30～24:00 
⑤ 0:00～ 8:30　(各休憩有) 
※週1日～勤務OK､時間･日数相談OK 
※日勤のみ･夜勤のみ､ 
　平日のみ･週末のみ勤務もOK 
※フルタイム勤務も大歓迎 
　※1か月毎の希望休シフト自己申告制

給与 時給1050円～(フルタイムの場合) 
時給900円～(パートタイムの場合) 
※介護福祉士資格所有者／時給＋100円 
※夜勤手当1回6000円 
【月収例】 
夜勤中心23日勤務の場合／30万円以上可 
(残業手当･夜勤手当含む) 
日勤中心22日勤務の場合／15万円以上可

資格 未経験者歓迎　年齢･経験･資格不問 
主婦(夫)･Wワーク･フリーター歓迎

待遇 社会保険完備 車通勤可 交通費規定支給 
扶養内勤務OK 有給休暇 資格手当  
処遇改善加算年3回 
(売上実績により変動､1回約15万円)

【職場情報】
事業 小規模多機能､グループホーム
《担当から》20代前半～70代半ばまで幅広い 
年代の男女スタッフが活躍するアットホーム 
な職場♪子育てママ､子育ての落ち着いた 
主婦､夜勤だけのWワーカー､フルタイムで 
がっつり稼ぐフリーターなどそれぞれの 
ライフスタイルに合わせて無理なく楽しく 
働いています★9割以上の方が未経験なので 
異業種からのスタートでも安心です♪

002-3194875

株式会社アンビエスタ
A054-206-1850　担当／あべ
静岡市葵区松野1358

臨床工学技士
＆看護師募集
◆島田駅北口前
◆経験者優遇
◆泊りの勤務無し
◆1シフト応相談

駅前駐車場の西隣り yyyFnE
①71臨床工学技士 
②1看護師(正看､准看)

①7月給23万円～28万円1時給1200円～

【募集情報】
時間 ①78:00～22:00のシフト制(休憩あり) 

　1時間·勤務日応相談 
②1月水金13:00～22:00 
　　時間·勤務日応相談 
　　シフト例/16:00～22:00 
※共通 
・シフトは毎月希望を聞き調整します 
・状況により多少異なります

休日 74週8休制(日曜､他希望日) 
　有給休暇､慶事休暇

給与 ①7月給23万円～28万円 
　1時給1200円～ 
②1時給1500円～1700円 
※共通/経験､年齢考慮します

最寄駅 JR島田駅北口前
資格 ①臨床工学技士 

　透析の実務経験がある方歓迎 
　無い方も応相談 
②正看護師または准看護師

待遇 社会保険完備､扶養枠内OK､制服貸与 
駐車場有､電車通勤の方は電車代支給

応募 電話連絡後､履歴書(写貼)ご持参下さい
【職場情報】
事業 泌尿器科(人工透析クリニック)

042-0412633

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
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静岡市葵区 yyytkm
7①看護師 
7②介護スタッフ

①月給28万円～②月給20万5000円～

在宅ホスピス　葵区瀬名に3月OPEN！ 
看護師・介護スタッフ募集！ 
経験ある方大歓迎！

仕事 ガン末期、難病に特化した 
在宅ホスピスでのお仕事！

【募集情報】
時間 ①9:00～18:00（休憩60分）、 

　 17:00～翌9:30（休憩90分） 
②7:00～16:00、9:00～18:00 
　 11:00～20:00、17:00～翌9:30 
※変形労働時間制（月平均168H）

休日 月8～9日(シフト制)､冬季・夏季休暇それ
ぞれ3日(会社指定日)､年間休日107日､ 
有給休暇

給与 ①別途夜勤手当支給(1万5000円/1回) 
②介護福祉士手当別途支給(1万円) 
※初任者研修資格手当(一律)含む 
※別途夜勤手当支給(8000円/1回) 
･処遇改善手当(3万円/月) 
 ※但し､業績により変動あり 
･喀痰吸引1号2号研修修了者別途手当支給

勤務地 静岡市葵区瀬名1-11-3　※車通勤OK
資格 ①正看護師資格お持ちの方 

※病棟などで看護経験のある方大歓迎！ 
②初任者研修修了者以上 
  ※介護経験のある方歓迎！

待遇 昇給年1回、賞与年2回 
社会保険完備、年末年始手当、 
制服貸与、保育手当（当社規定） 
交通費規定内支給（月3万円まで） 
試用期間3か月（条件変動なし）

応募 お気軽にお電話下さい。 
応募受付後､ご連絡致します。

【職場情報】
事業 訪問看護事業所運営、在宅ホスピス運営

042-0413401

株式会社シーユーシー･ホスピス
A03-5809-3319　担当／採用係

東京都中央区東日本橋1-1-7 
野村不動産東日本橋ビル2階

子育てや家庭と両立して
主婦さん活躍中"
未経験から始めよう"
☆週3日～OK､シフト柔軟対応
　家庭の用事に合わせて相談OK
☆日曜休みも対応できるので
　プライベート充実♪
☆昇給･賞与･各種手当など
　安心の福利厚生＆待遇アリ
 
｢笑顔｣で｢元気｣に働ける職場☆
人のお役に立てるやりがいを
一緒に見つけませんか)

安西橋から車で5分 zyyukm
1①デイサービスの介護職員 
　②機能訓練指導員

時給①未経験者/890円～ 経験者/950円～

ほとんどのスタッフが未経験startで 
未経験の方も安心して始められます◎ 
①20～40代男女②20～30代女性活躍中
仕事 ①生活介助(入浴･食事等)､体操等の 

　レクリエーションなど｡ 
②デイサービスご利用者様への機能訓練 
　業務｡リハビリ実施､プラン作成･記録｡ 
☆ご利用者様一人ひとりとのコミュニケ 
　ーションを大切にしています｡1から 
　丁寧教えます｡応募前の見学も歓迎！

【募集情報】
時間 8:30～17:30(休憩有) 

※1ヶ月ごとのシフト自己申告制 
　週3日位～勤務OK､時間･日数応相談 
①午前のみもOK　②1日5h～OK

給与 ☆日祝は時給100円UP 
①未経験者／時給890円～  
　　経験者／時給950円～ 
②時給1500円～ 
　柔道整復師は時給1400円～

資格 ブランクある方､復職希望の方も大歓迎 
①資格･経験不問 
②理学療法士･作業療法士･柔道整復師･ 
　看護師･准看護師いずれかお持ちの方 
　実務未経験の方も歓迎

待遇 社会保険完備(出勤時間により対応) 
昇給有 交通費規定支給 車通勤可  
制服貸与 育休取得･復職実績有　 
有給休暇 資格手当有 試用期間3ヶ月 
①処遇改善加算有 ②賞与有

【職場情報】
事業 デイサービス
《施設概要》当施設はご利用者様が可能な 
限りご自宅で自立した日常生活を送れるよう 
日帰りで機能訓練や日常生活のサポートを 
行うデイサービスセンターです｡支援･介護を 
必要とする方がご利用になられます｡

002-3184979

デイサービスつなぐ
A054-276-2200　担当／佐野
静岡市葵区羽鳥2-17-3

資格を活かして
働けます｡

未経験の方も大歓迎!!
 

子育てと仕事の両立を
応援する制度多数あり★

静岡市内 xyydns
71訪問介護ヘルパー

7月給17万5350円～24万3350円　1\

◇資格を活かして働くチャンス◇ 
厚待遇にてご応募お待ちしてます!!
仕事 ヘルパーとしてお客様のお宅を訪問して 

介護サービスを提供します 

【募集情報】
時間 8:30～17:30 

11日1h～相談OK
休日 7月9日以上(日曜定休)
給与 7月給17万5350円～24万3350円 

1時給1278円～1730円 
　(訪問1件当たり)

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

資格 介護職員初任者研修または介護福祉士 
普通自動車運転免許

待遇 企業内保育所無料利用可 
(勤務条件によって保育料一部負担有) 
社会保険完備　有給休暇有 
制服貸与　交通費規定支給 
保育所･託児所･学童補助 
シングルマザー応援手当 
子育て･介護のための就業制度  
趣味休暇制度　家族介護支援制度 
自社サービス利用時の従業員優遇制度 
7確定拠出年金(401K) 
1正社員登用有 
※詳細はお問合せ下さい｡ 

【職場情報】
事業 運営会社 株式会社アクタガワが行う 

介護関連サービス事業 
静岡県内24施設106事業所運営

002-3182223

ハートフルホーム西奈･静岡中央･清水銀座
D0120-767-388(本社)　A白鳥･杉本
住所／上記参照
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①浜松市②掛川市③磐田市 yyyFkn
①②7理学･作業療法士､柔道整復師 
③　1介護職(リハビリ助手)

7月給24万1000円1時給1025～1065円\

☆セラピスト(機能訓練指導員)募集！ 
☆リハビリ中心のデイサービスです！ 
☆土・日休　日中のみの勤務です！ 
☆介護職も同時募集！
仕事 ①②理学療法士､作業療法士､柔道整復師 

③　通所介護でリハビリ手伝いと送迎 

【募集情報】
時間 8:15～17:00　※時短は不可
休日 土日､GW･夏期･年末年始長期休暇
給与 7①②月給24万1000円 

1③介護資格者 時給1065円 
　　無資格 　　時給1025円 
※月給･時給は､施設成績で増収します

勤務地 ①浜松市中区　②掛川市　③磐田市 
資格 介護関連資格 無資格も可 要普通免許 

①②理学療法士･作業療法士･柔道整復師
待遇 交通費規定支給 社会保険完備 

制服貸与 車通勤可  
7賞与2回/年 特別賞与1回/年 昇給有  
1特別賞与1回/年 経験昇給有  
　※特別賞与は､施設成績で増収します

【職場情報】
事業 クリニック､通所リハビリ､通所介護､ 

訪問看護､訪問リハビリ､居宅支援事業所

003-1368345

レッツリハビリデイサービスセンター
医療法人社団 新和会
A0538-33-6922　担当／鈴木
磐田市岩井3051-1

セントケア静岡株式会社 !0120-957-818 採用
担当

ぜひホームページもご覧下さい
http://www.saint-care.com

《会社概要》
セントケアグループ(東証一部上場)
拠点／全国516ヶ所　静岡県内40ヶ所

※夜勤1回（16:00～翌10:00）
夜勤手当＋深夜手当で

1万9,988円以上/回

24時間シフト制（休憩有）
※変形労働時間制
　月160～177h（月による）
※　 週2日～応相談

月給17万5,000円～

時給885円 ～1,185円

セントケア南浅田
浜松市中区南浅田1-10-10
セントケア看護小規模曳馬･ホーム曳馬
浜松市中区曳馬2-4-13

施設ケアスタッフ 未経験･無資格OK!ケアマネジャー

月給22万6,500円～
※ケアプラン手当／

　1件200円

周りに聞ける環境も整っており､スタッフ間の連携も◎

介護支援専門員資 格

9:00～18:00時 間

施 設 セントケア浜松中央　浜松市中区鴨江3-73-23
セントケア富士見　磐田市見付富士見町439-1

時 

間

施 

設

セントケ
アは手当が充実しています!!セントケ
アは手当が充実しています!!セントケ
アは手当が充実しています!!

詳細はDOMONETにも掲載中!DOMONETもご覧下さい!!

さらに!! 介護福祉士
資格保有者

4万円／月
最
大 100円／時給が加算されます｡

最
大

※経験年数によって異なります｡　※入社時に実務経験証明書のご提出が必要となります｡

実務者
研修手当

介護福祉士
手当

又は

7,000円／月

時給＋30円

(週30～40時間勤務)1万2,000円／月

時給＋50円 時給100円UP!!

別途手当

処遇改善一時金
(年2回)

昨年度実績:
平均2.5ヶ月分

社会保険
加入の方

Webにも
掲載中
Webにも
掲載中
Webにも
掲載中

ぜひご覧ください

浜松市中区､磐田市見付 yyykns
7ケアマネジャー 
71施設ケアスタッフ

右記参照

仕事 右記参照
時間 右記参照
休日 7月8～10日(会社カレンダーによる)
勤務地 右記参照
資格 要普通免許(職種による)､他右記参照
待遇 交通費規定支給、 

一時金年2回有(賞与とは別に支給) 
7退職金制度有、賞与年2回 
01社員登用有 
他、福利厚生充実!!詳しくは面接にて

応募 まずはお気軽にお電話下さい｡
事業 各種介護サービス

002-3190803

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

遠鉄｢西鹿島｣駅より約]5分 yyykmn
①71入所介護 ②1デイケア介護 
③71正･准看護師

①月給15万4000円～32万3100円 \

無資格･未経験者歓迎！ 
1勤務時間･日数ご相談ください！

【募集情報】
時間 ①③78:30～17:30､16:20～翌9:20(当直) 

　早番7:00～16:00､遅番11:00～20:00 
①②③18:30～17:30内で応相談 
　※勤務時間･曜日相談可 
③1夜勤専従16:20～翌9:20 
※①②③休憩有

休日 ①③7週休シフト制(月8～9日) 
②1土･日(勤務日数はご相談ください)

給与 ①7月給15万4000円～32万3100円 
　※資格･経験･当直回数による 
　※介護処遇改善手当別途毎月支給 
　　2万～3万円程度(全介護職員) 
③7月給24万円～42万円 
　※経験年数･当直回数による 
①②1無資格:時給885円 
　　初任者研修:時給900円 
　　介護福祉士:時給950円 
③1正看:時給1500円､准看:時給1300円 
　　夜勤専従:別途夜勤手当

待遇 7昇給年1､賞与年2､各保完､C規定
応募 A後､履歴書(写貼)をご持参ください｡

【職場情報】
事業 介護老人保健施設

002-3182631

介護老人保健施設 鹿島の郷
A053-925-5019 担当／長橋
浜松市天竜区二俣町南鹿島36-1-2

イオン袋井店からすぐ yyyFmn
小規模認可保育園での 
①1調理スタッフ ②71保育士

①時給900円以上＋資格手当 ②\

調理スタッフさん＆保育士さん募集" 
①朝からお昼までの短時間のお仕事! 
②7残業なし＆持ち帰り業務ほぼなし 
スタッフ同士助け合いながら活躍中"
仕事 ①美味しそうにご飯を食べる子供達を見 

　ながらやりがいを感じられる仕事です 
②勤務時間内のみ集中できる職場です

【募集情報】
時間 ①8:00～13:30　※週2日からOK 

②7 7:30～18:30の間で実働8時間 
　111:00～18:00(週3日､1日4～5h～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平日に振り替え

給与 ②7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 
　1時給950円

資格 ①調理師免許があればブランクがあって 
　もいいですし､年齢も一切不問です 
②保育士免許

待遇 昇給有 交通費規定 車通勤可 7H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｡

003-1366339

すまいる保育園
A0538-48-6635　担当／清水
静岡県袋井市上山梨1583-2
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浜松市中区小豆餅 yyymnE
①71歯科衛生士 
②7　歯科助手・受付

7①月給24万円～ ②月給18万5000円～

女性が長く働きやすい環境をご用意♪ 
当院の紹介･詳細はDOMONETに掲載中"
仕事 ①診療補助や口腔衛生指導､ホワイト 

　エッセンス業務等 
②診療補助､器具の滅菌･消毒･診療準備､ 
　ホワイトエッセンス業務等

【募集情報】
時間 8:45～12:00／14:45～19:30 

※土曜日は､18:30にて終了 
1週3日～勤務OK！※半日･時短勤務OK！

休日 完全週休2日制(日曜･木曜･祝日) 
※祝日がある週の木曜は診療 
※GW･夏季･冬季休暇　有給休暇 
※年間休日120日

給与 ①1時給1400円～ 
　　※試用期間3ヵ月は時給1200円以上 
　　　(経験･能力を考慮します)

資格 ①歯科衛生士の有資格者 
②未経験OK　経験者大歓迎

待遇 交通費規定支給　車通勤OK　制服支給 
歯科医師国保･雇用･労災 
7厚生年金　賞与年2回　賞与年1回 
　産休･育休･介護休暇制度

【職場情報】
事業 歯科医業(一般､口腔外科､小児､審美､ 

予防､インプラント､ホワイトニング)

003-1368364

デンタルステーション ハル歯科医院
A090-1623-9873　担当／中川
〒433-8113　浜松市中区小豆餅3-7-23

磐田駅より車で5分 yyyFmn
701①歯科衛生士 
　　　②歯科助手・受付

7①月給24～27万円(一律手当含む)　\

★20代～40代の女性活躍中★ 
結婚･出産を機に現役からはなれた 
ブランク有の方でももちろん大歓迎♪ 
充実した待遇で働きやすい♪

【募集情報】
時間 (平日) 

午前 8:30～13:00　午後 15:00～19:00 
(土曜) 
午前 8:30～13:00　午後 15:00～17:00 
01上記時間内で週2日､1日2h～応相談 
　　短時間勤務も歓迎! 
　　ご家庭の都合に合わせて応相談

休日 水･日･祝日 
GW･夏季･年末年始(当院カレンダーによる)

給与 7　①月給24～27万円(一律手当含む) 
　　②月給16～21万円 
01①時給1300～1500円 
　　②時給1000円～

資格 ①歯科衛生士資格　 
実務経験不問　ブランクOK　

待遇 車通勤可　交通費規定支給　制服貸与 
試用期間3ヶ月あり(同条件) 
7社保完備　昇給　賞与

応募 まずはお気軽にお電話下さい。
【職場情報】
事業 歯科医院

003-1368776

やまなか歯科医院
A0538-37-1721　採用担当まで
静岡県磐田市大立野178

★日勤のみ･残業ナシ★
｢仕事｣と｢家庭｣を両立
しやすい環境が魅力♪
機能訓練マシンとお風呂
足湯､カラオケがある
　　リハビリデイ　　

 
①生活相談員兼介護職員
②介護職員(フルタイム)　　　

③機能訓練指導員　　　

浜松市中区中島 yyyFkn
1①生活相談員兼介護職員 
　②介護職員 ③機能訓練指導員

時給①②900円\③1250円

職員間の連携が円滑な職場です♪ 
働きながらスキルUPできる制度有

【募集情報】
時間 ①8:00～19:00の間で8時間 

②8:30～17:30(8時間) 
③9:45～12:00(2時間15分) 
①～③土曜日を含む週3～5日シフト制

給与 ①②時給900円(送迎できない方は885円) 
★①生活相談員兼務/生相手当+2万5200円 
　※生相手当は有資格者に限る

資格 ①送迎できる方歓迎！ 
③有資格者(柔道整復師･看護師･OT･PT･ 
　ST･あん摩マッサージなどの資格を 
　1つお持ちの方)

待遇 ①②社保完､97登用､他手当 
　　(通勤(規定)､処遇改善)､ 
　　 育休･資格取得制度､試用期間2ヵ月 
③通勤手当(規定)

応募 Aorメール連絡後､履歴書(写真貼)持参 
A055-941-5995(平日9～17時受付) 
メール kaigo-oubo@faith-ltd.jp 

【職場情報】
事業 介護福祉事業(静岡県内グループ30施設)
 
《ＵＲＬ》http://faith-ltd.jp/

002-3193153

リハビリデイ いきいきクラブ中島
A055-941-5995 介護福祉事業部 採用係
浜松市中区中島3-10-31

袋井市川井 yyykmn
7地域に密着した歯科医院での 
　①受付事務兼歯科助手②歯科衛生士

①月給20万5000円　②月給21万円～

◆定着率の高さが自慢の職場です◆ 
長く安定して働ける職場環境です 
福利厚生もしっかり充実- 

◆見学も随時受付中！入社日相談OK◆
仕事 ①外来患者様の受付･電話応対､会計処理､ 

　診察補助をお願いします。 
②歯科衛生士 
先輩スタッフが丁寧にお教えしますので､
安心して働けますよ♪

【募集情報】
時間 午前/8:45～12:30　午後/14:30～19:15
休日 週休2日制※当医院ローテーションによる 

夏期・年末年始休暇有
資格 経験不問　30才迄
待遇 車通勤可　C規定　制服貸与　厚生年金 

歯科医師国保　D年1　H年2　有給休暇 
数年に1度社員旅行有(グアムや沖縄等) 
研修会･セミナー等参加費用支援有

応募 電話連絡後､履歴書持参下さい｡
【職場情報】
事業 歯科医院
《担当から》①は患者さんの口の中に手を入
れる行為はありません。基本的には受付業務
をお願いします。②は資格を活かして長く働
けます。ブランクがあってもスタッフ一同で
フォローしていきます。

003-1368775

富田歯科
☎0538-44-4578　担当／富田(トミダ)
袋井市川井963-6

東京インテリア様近く yyyFkn
8病院内給食の調理スタッフ

月給16万円  \

｢レシピ通りマニュアル通り｣が合言葉 
" 未経験でも安心のお仕事です " 

!　 契約社員増員募集　 ! 
『働き方』を選んで応募できます"
仕事 ■簡単な調理 ■盛付 ■窓口提供 

焼いたり､煮たり､火を使うような基本調
理は､専用の調理器具を使用します｡ 

【募集情報】
時間 5:00～20:00(休憩あり) 

上記時間の中で1日8時間のシフト制 

休日 週休2日制 夏季・年末年始休暇あり 
年間休日114日 

給与 月収18万円（皆勤手当2万円含む） 

勤務地 浜松市西区西鴨江町 

資格 要普通自動車免許(ＡＴ限定可) 
年齢不問 業務経験不問 

待遇 車通勤可 交通費規定支給 社会保険完備 
食事支給あり 制服貸与 退職金制度あり 
産休・育休取得実績 皆勤手当あり 

応募 まずはお気軽にご連絡ください
【職場情報】
事業 病院厨房の運営
《担当から》 
自分たちの作った食事で患者さんを元気にす
る､やりがいのあるお仕事です｡ 
基本的にはレシピやマニュアル通りにお仕事
を進めて頂ければＯＫ｡まずは自分のペース
で仕事に慣れて頂ければ問題ありません｡

003-1368324

株式会社 サラトナ
A053-455-3023　担当／三上
静岡県浜松市中区西伊場76-19

2021年４月開設
サービス付き高齢者向け住宅

≫≫ おおるり富塚｠≪≪

◎弊社の運営する既存施設での
　研修がありますので
　管理職経験なしでも安心*)
 
◎須山建設グループの安定企業。
　福利厚生も充実!
 
◎立ち上げプロジェクトからの
　参加になります☆
　会社と共に成長しましょう!
 
◎採用時期については相談に乗ります
　まずはお気軽にお問い合わせください

 
＼HP･ブログもぜひご覧ください／
「㈱バイ･スティックケアサービス」

で検索！

浜松市東区笠井町 yzytun
7①サービス付高齢者住宅の責任者 
②デイサービスの管理者・生活相談員

月給17万円以上＋賞与年2回＋各種手当

令和3年4月新規オープンの 
施設責任者（候補）を先行募集! 
"管理職経験無しからの登用も有" 
あなたのチャレンジ応援します"
仕事 ①施設内の生活支援･訪問介護業務全般 

②施設の併設デイサービスの管理者
【募集情報】
時間 ①シフト制 ※休憩有 

　6：30～15：30/ 8：30～17：30 
 11：00～20：00/17：00～翌9：00 
②8:30～17:30

休日 週休2日制(シフト制)
給与 月給17万円以上＋役付手当＋諸手当 

▶年収400万円以上可能
勤務地 おおるり富塚(浜松市中区富塚町)
資格 要普通免許 

①介護福祉士 
②介護福祉士･理学療法士･作業療法士 
　看護師等デイ経験者

待遇 ◆賞与年2回、◆社保完備、◆C支給 
◆車通勤OK　◆有給休暇　◆昇給有 
◆資格手当･扶養手当･役付手当･夜勤手当
他　◆退職金制度有

応募 お気軽にお問い合わせください。 
まず職場見学を行っていただきます｡ 
弊社での働き方を理解いただいたうえで､ 
後日面接を実施しています｡

【職場情報】
事業 サービス付き高齢者向け住宅　おおるり

シリーズの運営 
シニア賃貸シリーズの運営

《担当から》 
職場見学は私服で結構です｡現場を見ながら､
働き方･待遇などいろいろ質問してみましょ
う｡あなたのチャレンジを応援します｡ 
《ＵＲＬ》https://bystickcare.co.jp/

003-1368520

株式会社バイ･スティックケアサービス
須山建設株式会社100%出資
A053-489-3521　担当／塚本
浜松市中区布橋2-3-36 
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浜松市西区入野町 yyyFmn
71①事務･医療事務 ②リハビリ助手 
　1③看護師(正･准) 　

7月給①18万～(一律手当含)②17万～18万

)*欠員補充のため急募です"*) 
7月から働ける方歓迎いたします"

【募集情報】
時間 78:45～12:45 14:45～18:45 休憩135分 

　水･土曜／8:45～12:45 
1[AM] 9:00～12:00or12:30 
  [PM]15:00～18:00or18:30

休日 週休2日(日曜＋カレンダーによる) 
祝日休み 年次休暇 夏季休暇

給与 1①AM:時給950円　PM:時給1050円 
　②AM:時給950円　PM:時給1050円 
　③[正]AM:時給1450円　PM:時給1650円 
　　[准]AM:時給1400円　PM:時給1600円 
※1原則的には週30h以内･年収130万円　
　　未満の勤務となります

資格 ①②資格不問 基礎的なPC操作できる方 
③要正看護師又は准看護師資格

待遇 車通勤可 交通費規定支給 
試用期間有(原則6ヶ月) 
※①レセプト残業あり(手当あり) 
※認定資格の有無･卒業年数･経験年数･ 
　能力により給与･待遇の変動有 
7昇給あり 賞与年2回 社会保険完備 
　住宅･皆勤手当あり その他諸手当あり

【職場情報】
事業 整形外科･リハビリテーション科

003-1368730

おおの整形外科･せぼねクリニック
A053-415-3000
静岡県浜松市西区入野町8875-1

磐田市気子島 zyyumn
701保育士

7月給18～23万円 01\

産休に入るスタッフがいるので 
久々募集をさせていただきます♪ 
希望休が取りやすく20～60代まで 

幅広く活躍しています"
仕事 保育業務をお願いしています 

園長と15人の職員で､0～2歳児を 
お預かりしている小規模許認可保育園

【募集情報】
時間 77:30～18:30 

(早番､中番､遅番のシフト制) 
01上記時間の内で 
　　早番､遅番､フルタイム勤務できる方

休日 日曜、祝日(シフトによる) 
※土曜保育や行事での出勤もあり 
01月～土の中で希望日相談可能

給与 7月給18～23万円　※経験者優遇 
01時給1000～1200円

資格 保育士免許所持者 
01看護師､幼稚園教諭､小学校教諭 
　　養護教諭でも可

待遇 試用期間3ヶ月(経験能力により短縮有) 
車通勤可　昇給有 
7賞与年2回　社保完備　産休育休制度有

応募 問い合わせや見学も大歓迎です
【職場情報】
事業 小規模認可保育園

003-1368531

小規模認可保育園 りんご保育園
A0538-33-4152 担当/猪俣･高橋
磐田市気子島490-1

職員間の連携が

円滑な職場♪♪
｢ブランクがある｣
｢介護が初めて｣
全力フォローします！

 

7①管理者候補　　　　
1②介護職員　　　　　
1③生活相談員兼介護職員

 
HP⇒http://faith-ltd.jp/kaigo/

浜松市南区 yyykmn
7①管理者(候補) 1②介護職員 
1③生活相談員兼介護職員

①月給26万5940円(一律手当含)+他手当

★月収30万円以上も可能"★ 
古民家でアットホームなデイサービス 
働きながらスキルUPできる制度あり♪
仕事 ぬくもりのある畳の部屋で利用者と職員 

の笑顔が溢れた施設での介護サービス
【募集情報】
時間 ①8:00～19:00の間で8H 

　※19時迄できる方､週5日 
　夜勤/19:00～翌8:00､休憩有(月2回程度) 
②③8:00～19:00の間で8H､週3～5日 
　※17時～19時まで勤務できる方歓迎

休日 ①週休シフト制(月9日)
給与 ①③生活相談員兼務/生相手当+2万5200円 

　※生相手当は有資格者に限る 
②③時給900円～(送迎なし…時給885円)

待遇 ①②③共通:社保完､昼食150円､他手当　 
(資格･土日･紹介･年末年始･インセン･ 
通勤(規定))､育休･資格取得制度 
②③97登用

応募 ☎orメール連絡後､K(B貼)持参 
☎055-941-5995(平日9～17時受付) 
メールkaigo-oubo@faith-ltd.jp

【職場情報】
事業 介護福祉事業(静岡県内グループ30施設)
《ＵＲＬ》http://faith-ltd.jp/kaigo/

002-3193148

デイサービス 堤町の家
運営会社／有限会社フェイス
A055-941-5995 介護福祉事業部 採用係
浜松市南区堤町232

袋井市浅名 zyyumn
7①介護職員②正､准看護師 
　③機能訓練指導員

月給①18万1010円～24万4970円②③\

人から感謝される 
やりがいある仕事を始めよう！ 
①は資格不問♪②③ブランクOK 
ご家庭と両立できる環境

【募集情報】
時間 ①日勤／7:00～19:00の時間内で 

　　　　8時間の交替制（休憩有） 
　夜勤／16:45～翌9:15（休憩有） 
②③ 8:00～17:00、8:30～17:30(基本) 
　　 9:00～18:00　※休憩有

休日 月9日制（2月のみ8日） 
＋誕生日休暇の年間休日108日 
　年次有給休暇(10日)､入社3ヶ月経過後

給与 ①月給18万1010円～月給24万4970円 
　夜勤手当：1回6500円 
　早番手当：1回600円 
　資格手当：月6000円(介護福祉士) 
②月給19万900円～月給29万7160円 
　資格手当：正看護師､月1万2000円 
　　　　　　准看護師､月 　8000円 
　オンコール手当：1回1500円 
　調整手当：月額2万円(正看護師) 
③月給19万900円～月給29万7160円 
　資格手当：月1万円 
★①～③すべて年齢や経験により異なる

資格 ①資格不問　②正､准看護師どちらもOK 
③理学療法士､作業療法士､言語聴覚士 
　介護職員､柔道整復師､ 
　あん摩マッサージ指圧師のいずれか

待遇 昇給年1回、賞与年2回 
社会保険完備、交通貴規定支給 
退職金制度有、車通勤可､無料駐車場有

【職場情報】
事業 特別養護老人ホーム･デイサービス 

居宅介護支援事業所 
小規模多機能型居宅介護事業所

003-1369191

紫雲の園
社会福祉法人　三宝会
A0538-23-4710　採用担当迄
袋井市浅名1577-1

浜松駅から]5分 yyyFDn
7①歯科助手　②歯科衛生士　

①月給20万～22万円 ②月給22万～26万円 

歯科助手･歯科衛生士新規募集" 
距離が近く､温かい雰囲気の職場♪ 
少人数なのでバタバタせず､ 
落ち着いて働けます◎

仕事 受付･事務処理･器具洗浄口内洗浄など｡ 
日本咬合学会の普及活動｡

【募集情報】
時間 月･火･木･金／9:00～18:30(休憩120分) 

土　　　　 ／9:00～14:00(休憩なし)
休日 水曜･日曜･祝日休診 

夏季休暇･年末年始休暇(12/28～1/3)･ 
学会期間､他　※年間休日124日

給与 ①月給20万～22万円 ②月給22万～26万円
資格 ブランクある方も大歓迎 

実務経験豊富な方歓迎 
①実務経験が6ヶ月以上ある方 
　(最低限の器具や材料の名前･ 
　 使い方が分かる方は優遇します) 
②歯科衛生士資格

待遇 雇用･労災保険　皆勤手当　制服貸与 
賞与(業績による)　社割あり 
交通費規定支給(月1万5000円まで)

応募 電話連絡後､履歴書(B貼)持参下さい｡ 
(受付／9:00～18:30)

【職場情報】
事業 かみ合わせ専門のデンタルクリニック

003-1368620

Ｇ＆Ｏデンタルクリニック
A053-455-1550　採用担当
浜松市中区砂山町350-1　大迫ビル2F

長く勤めてくれた
スタッフの退社に
伴い、新しい仲間
を募集します！　

 
互いに尊重し合い､
チームワークと

コミュニケーションを
大切にしています。

和歯科は､和田町の和､患者様の和を
大事にしたい思いから名付けました｡
 
敬遠されがちな歯科という場が
少しでも和んだ空気の中で行え
るよう､スタッフみんなで努めて
います。だから院内はとっても
アットホーム！患者様はもちろんの
こと､初めて働く方もすぐ馴染んで
和やかに働けます！　　　　　　

浜松アリーナ近く(和田町) yyykmn
71①歯科衛生士 
　7②受付・補助

7①月給23万3000円以上②月給18万円以上

スタッフみんなの働きやすさを重視! 
厚生年金完備!年間休日125日以上! 
月1回土曜午後休み♪残業ほぼなし♪
仕事 ①ブラッシング指導等、歯科衛生士業務 

②受付事務・補助、器具洗浄作業
【募集情報】
時間 月火水金／9:00～18:30(休憩1.5h) 

　　土曜／9:00～17:00(休憩1.5h)
休日 木･日･祝日 他、GW･夏季･冬季休暇
給与 7月給①23万3000円以上②18万円以上 

1①時給1300～1800円
資格 ①要歯科衛生士資格　②経験不問 

739才まで(キャリア形成募集)
待遇 賞与年2回　昇給年1回 

皆勤手当(月1万円)　報奨金あり 
各種保険完備　交通費規定支給 
退職金制度(勤続3年以上) 
車通勤OK(無料駐車場完備) 
スポーツジム利用券支給

応募 まずは、お電話ください。
【職場情報】
事業 歯科診察全般
《担当から》平日の最終診療予約は18時｡残
業は1分単位で支給します｡有給休暇取得100
％です｡HPは「なごみ歯科」で検索ください 
《ＵＲＬ》http://www.753shika.jp/

003-1367935

和(なごみ)歯科クリニック
A053-465-1560
浜松市東区和田町898-3

浜松アリーナ

浜松
スポーツセンター

セブンイレブン

サンシャイン
テニスプラザ

当院

しゃぶ葉

R152

笠井街道
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浜松市南区･東区 yyyFkn
①71こども園の先生 
②1保育補助スタッフ(無資格OK)

①7月給17万7000円～ \

仕事 ①0歳児～就学前の乳幼児の教育保育 
　ごはんや着替えなど､担任の先生の 
　サポートが中心です 
②保育補助業務全般(資格のない方､ 
　未経験の方でも安心のお仕事です)

【募集情報】
時間 ①77:00～19:00のシフト制(実働8h) 

　1週3日､1日3h～相談OK※平日のみOK 
②8:00～17:00(休憩有)

休日 7日･祝＋公休月3日程度(希望日考慮) 
　年間休日110日 ※土曜休みも相談可能

給与 1時給1100～1250円 ②時給1110円
勤務地 A.太陽こども園(南区飯田町1507) 

B.太陽第二こども園(南区白羽町1231) 
C.太陽さぎのみやこども園 
　(東区大瀬町752)

資格 ①保育士資格･幼稚園教諭資格所持者 
②無資格･未経験者大歓迎

待遇 社会保険完備 有給休暇有 処遇改善加算 
交通費規定支給 扶養手当有 昇給有 
住宅手当(月額上限2万円) 育児･介護休業
制度有 ①家賃補助有 7賞与年3回 
退職金制度有 公的資格取得援助制度有

応募 下記までB下さい(園内見学随時受付中)
【職場情報】
事業 幼保連携型認定こども園

003-1367932

社会福祉法人　若葉会
A070-3155-9292　担当／佐藤
静岡県浜松市南区飯田町1507

東区上西町 yyyGHk
701①柔道整復･鍼灸･マッサージ師
　01②助手・受付

01時給①1200円以上②1000円以上※U有

学生さんや20代の方を中心に 
若い方も多数活躍しております♪ 
週2日･1日3h～働けるので働きやすい 
働きながら綺麗･健康になれるお仕事!
仕事 患者さんとスタッフの距離が近く､ほのぼ

のした感じのアットホームな職場です。
スタッフ同士も仲が良く初めての方も馴
染みやすい職場なので安心です。

【募集情報】
時間 ①平日/A.9:30～14:00B.17:30～23:00 

　　土/9:30～13:00　日/10:00～15:00 
②平日/17:30～21:00 
※01上記時間内で1日3hから相談OK 
※週2日位から相談出来ます 

休日 金曜日
給与 7月給23万円以上　※経験により優遇
勤務地 コストコ浜松倉庫店さん西側の 

スパ/マッサージ施設内の整骨院です
資格 ①柔道整復師･鍼灸師･マッサージ師
待遇 ◎昇給制度有◎駐車場有◎制服貸与 

◎残業代有◎歩合給制度有◎社保完備 
◆スポーツ施設・天然温泉 
　スパ/マッサージを無料利用できます!

応募 「DOMO」を見たとお気軽にお電話下さい
【職場情報】
事業 接骨院

003-1368532

しんせつな 鍼灸マッサージ整骨院
A053-464-6301
浜松市東区上西町980-1

▶▶▶日勤のみも有
未経験やブランクある方も

安心して働けます。

『寄り添う･接する』を

大切にしています。
施設環境にはこだわりをもって
取り組んでおり､ご利用者様のみ
ならず､働いていただく職員の
皆さんにも働きやすい職場作り
に取り組んでいます｡
是非､素晴らしい環境で､地域に
喜んでいただける介護施設を
一緒に創り上げていきませんか?

 
)年齢不問で働きやすい
)01終業時間の相談OK

アクトシティより徒歩2分 yyyFmn
701①～③介護スタッフ

※下記参照

家庭と仕事の両立を応援します♪ 
≫年齢・経験不問≪ 

ブランクありの方も安心して働けます
仕事 ①7デイサービスでの介護業務 

②7ショートステイ・有料老人ホーム 
　　での介護業務 
③01デイサービスでの介護業務 
食事や入浴、排泄などのサポートのほか
ご利用者様が楽しく過ごせるようコミュ
ニケーションを大切にしています。 
私たちは常に「寄り添う・接する」と 
いう気持ちを心がけています。

【募集情報】
時間 ①8:30～17:30　休憩有 

②(早番) 6:30～15:30 
　(遅番)11:00～20:00 
　(夜勤)17:00～翌9:00 
　※シフト制・休憩有 
③8:30～17:30　休憩有　 
　※始業時間：固定 
　　終業時間：応相談

休日 ①日曜+他1日 
②週休2日(シフト制)　

給与 ①経験有：月給16万円～22万円 
　未経験：月給15万5000円～21万円 
②経験有：月給16万円～25万円 
　未経験：月給15万5000円～22万円 
③時給900円～1100円

資格 要普通免許(AT限定可) 
未経験OK 
※②は初任者研修(ヘルパー2級)以上

待遇 社会保険完備　制服貸与 
交通費規定支給　車通勤可 
7賞与年2回　昇給有

応募 下記電話連絡後、履歴書持参下さい。
【職場情報】
事業 通所介護・短期入所・有料老人ホーム

003-1368636

てとて
A090-9191-8383　A小林
浜松市中区北寺島町215-4(株)小林鉄工所

磐田市見付 yyyFmn
01保育園での保育補助

時給1050円～　※経験・年齢による

要保育士資格"面接は1回のみ 
子育てママ在籍"ブランクある方歓迎 
)家庭や子供の用事でお休み調整可)
仕事 保育業務全般をお願いします。 

全部で30名程のスタッフがおり 
『おしゃべりタイム』というものを 
定期的に開催しています。 
テーマは「特になし!」 
家庭の話やいろんな相談事など 
時間をきっちり決めずに4～5人を 
1グループにして話しています。 
それが年齢関係なく対等に話せる 
アットホームな職場の雰囲気に 
つながっていると思います0 

【募集情報】
時間 7:00～19:00内で8時間勤務です 

※固定時間勤務も可能 
※短時間勤務もOK

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

資格 要保育士資格
待遇 交通費規定支給　車通勤OK 

扶養手当　特別手当　住宅手当
【職場情報】
事業 保育園

003-1367953

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

磐田市見付 yyyFmn
7保育園での保育業務

月給17万9500円～(短大・専門卒) \

☆賞与実績年4.5ヶ月分☆毎年昇給有 
子育てママ在籍"ブランクある方歓迎 
★★産休･育休の取得実績有★★

仕事 保育業務全般をお願いします。 
子どもたちの笑顔あふれる当園で一緒に
楽しく働きませんか!! 
全部で30名程のスタッフがおりますが､ 
園長･主任含めて対等にみんなで意見を 
出し合えるのが自慢の職場です♪

【募集情報】
時間 7:00～19:00内で8時間勤務です
休日 土曜・日曜・祝日　シフト制 

※月に1・2回、土曜出勤有 
年末年始休暇 
年次有給休暇(入社半年後から10日～) 
※年間休日106日

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

資格 要保育士資格
待遇 交通費規定支給　車通勤OK 

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

【職場情報】
事業 保育園

003-1367959

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

事業拡大のため
スタッフ募集！

)週休2日制(日曜＋他1日)
)残業ほとんどなし
)資格取得支援制度あり
)産休・育休制度あり
)ブランクがあってもOK
)子どもが好きな方大歓迎
)職場見学随時実施中

ポテンシャルキッズは
 
学校に通っている子どもたち
に放課後や休校日を使って
生活能力向上のための
運動・食育・体験・音楽の
学習訓練を行っています！
学校教育と手を合わせて
子どもたちの自立を促進し
居場所作りをしています！

自動車学校前駅から]5分 yyyFmn
71①保育士 ②児童指導員 
7　③児童発達支援管理責任者

①7月給19万円～1時給1100円～②③\

子どもたちの成長を肌で感じ、 
子どもたちの笑顔に癒されるシゴト♪ 
やりがいがあり､安定して働けます｡ 
お気軽にお問い合わせください♪
仕事 ①②障がいのある子ども達が､様々な活動

を通して､挨拶･対人コミニュケーション
を身に付けられるようサポートします｡ 
送迎業務もあります｡ 
③療育計画の作成､進捗管理､療育支援等
をお願いします｡

【募集情報】
時間 平日…10:30～18:30(実働7h) 

祝日･学校休業日…8:30～17:00(実働7.5h) 
7月1回ミーティング時のみ残業有 
1上記時間内で､時間･勤務日応相談

休日 7日曜含む週休2日(シフト制)
給与 ②7月給17万5000円～ 1時給1000円～ 

③7月給23万円～
資格 要普通免許 

①要保育士免許 
②以下の何れかの資格所持者…社会福祉 
士､精神福祉士､教員免許等｡もしくは児童
福祉サービスの経験がある方 
③学校教育･学童保育･保育園･幼稚園･児 
童養護･障がい福祉サービス等で5年以上
の実務経験があれば無資格でもOK

待遇 昇給･賞与有､社保完､各種手当､C規定 
車通勤可､経験者優遇､研修期間2ヶ月有 
産休･育休制度　1正社員登用制度有

応募 B後､履歴書(B付)持参ください。 
DOMONETのWEB応場は24h受付中｡ 
職場見学随時受付中！体験入社OK!

【職場情報】
事業 放課後等デイサービス
《担当から》満足して働いてもらいたいと考
えています｡まずはあなたの希望や当社の気
になることについて一緒にお話しましょう！

003-1366831

ポテンシャルキッズ
A053-424-8120　担当/鈴木
浜松市東区小池町1885
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袋井市 yyyHmn
7管理職員

月給17万～25万円 ※経験･能力による\

!サービス管理責任者経験者募集! 
資格や経験を活かして活躍して下さい
仕事 B型作業所(障がい者)でのお仕事です｡ 

｢社会に貢献する仕事をしたい…｣ 
そんな方にピッタリの募集です! 
◆30代～50代のスタッフが活躍中です｡ 
→講習受講料などは会社負担です 
→働きながら知識･経験が身に付きます 
→土日祝休みの他､長期休暇あります

【募集情報】
時間 8:30～17:30(休憩あり)
休日 土･日･祝･ＧＷ･夏季･冬季休暇
給与 試用期間(3か月間)中は時給900円
資格 サービス管理責任者業務経験者の方 

※業務経験がなくても以下の方は応相談 
・社会福祉士､介護福祉士､正･準看護師､ 
　PT､OT､ST､栄養士など社会福祉系の資 
　格をお持ちの方で業務経験が3年以上 
・介護職等直接支援の実務経験6年以上

待遇 交通費規定支給 車通勤可 制服貸与 
社会保険完備(条件による)　 
講習受講料全額会社負担

応募 まずはお気軽にお電話下さい! 
問い合わせや見学も大歓迎です｡

【職場情報】
事業 就労継続支援B型事業

003-1365391

つながり(山美商店株式会社)
A0538-43-8001　担当／野口
静岡県袋井市下山梨735

田町バス停から徒歩1分 yyykmn
7①歯科助手･受付･事務　 
　②歯科衛生士

①月給20万～25万円　②月給25万～28万円

仕事 ①先生の補助作業がメイン。 
②矯正歯科の手順を一から練習します｡

【募集情報】
時間 9:00～18:00　※残業月平均20h程度
休日 完全週休2日制(水･木曜または木･金曜/ 

　　　　　　　祝日/月10～11日休) 
夏季･冬季休暇(7～8日)　GW(5日) 
※年間休日130日以上 
※現在年間休日を増やして働きやすい 
　環境づくりに注力しています

給与 ※能力･経験による　※前職考慮します 
※残業手当18時以降支給

資格 未経験者歓迎　PCの入力作業ができる方 
経験不問　②歯科衛生士資格

待遇 車通勤可(無料Rあり)　交通費全額支給 
昇給年1回と資格手当を加算します 
賞与年2回　昼食･精勤手当あり 
退職金制度あり(勤続2年以上) 
矯正歯科治療希望者に割引制度あり 
スタッフだけの社員旅行(2泊3日)あり 
(昨年は大阪､一昨年は浦安の 
テーマパークで自由参加です。 
費用は全額当院が負担します)

【職場情報】
事業 矯正歯科医院

003-1368616

凌雲堂矯正歯科医院
A053-456-7123

浜松市中区田町224-8　三晃田町ビル2F 
(田町交差点より20m北)

≪ひさびさの募集≫
開設３年のキレイな職場
当施設でのオススメポイント

◎連絡帳などの
　細かい記帳業務なし
◎高齢者住宅併設のため
　送迎もほぼありません

*必ず通る希望の休み*
*週1～OK！時間応相談*
*｠残業ありません*
*パートも年2回賞与*
*資格の取得支援あり*
マスク貸与･消毒完備など
感染症対策を実施"

浜松市東区大蒲町 yyykmn
71①デイサービススタッフ 
　1②住宅スタッフ

7月給18万2000円～ 1時給920円～ \

ひさびさ募集)資格･経験･年齢不問) 
20～60代の幅広い年代が活躍中" 
働き方改革実施中で残業ナシ" 

正社員＆パートともに『賞与あり$』
仕事 ①入浴･食事･排泄補助など利用者様の 

　介助業務全般をお願いします 
②A.入居者様の夕飯の配膳や就寝介助 
　B.入居者様の夜間の見回りとナース 
　　コール対応｡朝の起床介助が 
　　主な仕事です。

【募集情報】
時間 ①8:00～17:00　※残業なし 

②A.16:00～22:00 B.22:00～翌7:00 
※1週1日～希望の曜日で勤務OK！

休日 7月9日休み(土曜定休)　年末年始 
※希望休は必ず通ります

給与 7月給18万2000円～25万円 
1時給920円～＋処遇改善手当

資格 年齢不問　60歳以上のシニアの方も歓迎 
WワークOK　普通自動車免許(AT限定可) 
7デイサービスの経験者･介護福祉士 
　有資格者優遇 
1無資格･未経験OK　経験･資格考慮 
②A･Bシフト制勤務or通し勤務できる方

待遇 社会保険完備　年次有給休暇 
交通費規定支給(月1万円まで) 
昇給年1回　賞与年2回 
インフルエンザ予防接種費用負担 
健康診断費用負担　制服貸与　 
各種資格取得費用全額会社負担 
介護休暇･育児･介護休業 
試用期間3か月(同条件) 
②夜勤手当1回につき3000円

応募 『DOMOを見ました』とお気軽にA下さい
【職場情報】
事業 サービス付高齢者向け住宅及び 

デイサービスの運営

003-1369341

アモーレ大蒲　(株式会社レインボーハウス)
A053-465-5011　担当／佐藤
浜松市東区大蒲町115-10

浜松市天竜区船明 yyykmn
7ケアマネージャー

月給19万7600円～　※\

＼ブランク＆実務未経験OK／ 
療養上の世話から自立支援へ" 
自らが入りたくなるような施設を 
仲間と一緒に作っていきませんか？
仕事 ケアプランの作成､モニタリング業務､レ

クリエーション･行事の援助､事務関係書
類作成･対応･会議出席等に関する業務､そ
の他､介護支援専門員に関わる業務全般｡

【募集情報】
時間 8:30～17:30　※休憩あり
休日 土曜・日曜
給与 ※資格手当(8000円)皆勤手当(8000円)含 

★経験･能力考慮します
資格 介護支援専門員　要普通免許 

認知症介護実践研修修了者なお良し 
※実務未経験OK､ブランクOK

待遇 H年2回 C全額支給 車通勤可/無料R 
社会保険完備 退職金制度あり  
資格･休日出勤･皆勤･住宅･扶養手当 
産休･育休制度取得実績あり 
子連れ出勤可能

応募 固定電話が繋がらない場合は遠藤携帯へ
お電話下さい｡

【職場情報】
事業 認知症対応型共同生活介護

003-1366848

グループホーム ふなぎら
医療法人社団　光久会
A053-401-2850／090-6592-4654(遠藤)
浜松市天竜区船明436

浜松市中区布橋 zyyuFn
701①歯科衛生士　②歯科助手

①01時給1400円以上　7月給23万円以上

)DOMOひさびさ掲載) 
20～40代の女性が活躍中の職場です 
残業ほぼなし-平日のみの勤務も◎ 
予約キャンセルになると早上がりOK

【募集情報】
時間 [平日]9:00～19:00 

　　　▶12:00～14:00まで休憩 
[土]　9:00～12:00 
※01午前のみ､午後のみOK 
※週3日･1日3h～応相談　 
★お子さんの用事がある場合は 
　1週間前の事前申告でOK

休日 木･日･祝
給与 ①01時給1400円以上 

　7　月給23万円以上 
②01時給1000円以上 
　7　月給17万円以上

資格 ①要歯科衛生士資格　ブランクOK 
②未経験者歓迎 データ入力できればOK

待遇 交通費規定支給 扶養内勤務OK 
車通勤OK 雇用･労災･厚生年金 
昇給年1回　7賞与年2回 
歯科医師国保(勤務時間次第)

応募 まずはお気軽にご連絡ください。
【職場情報】
事業 歯科医院

003-1368539

清水歯科医院
053-474-5711
浜松市中区布橋2-10-6

'施設内に保育園有'
◆0歳～2歳入園対象
◆定員人数12人
◆産休･育休実績多数
 

) 新入社員採用中 )
◆人員豊富で休みの融通◎

◆従業員男女比3:7

磐田市掛塚 yyyFmn
71①機能訓練指導員 
71②看護師

7月給22万1100円～30万円　 1\

小さなお子様のいる方も助かる！ 
保育園(0歳～2歳)も併設‼ 

資格を活かして働きませんか？  
《賞与年3回》《産休･育休実績多数》
仕事 利用者様のサポートをお願いします。

【募集情報】
時間 7A. 8:30～17:30  

　B. 9:00～18:00 
　※A.Bのローテーション制 
1上記又は8:30～18:00の間で4h以上 
　※週3日程度～応相談 
　①週32時間以上可能な方歓迎

休日 7月9～10日/年間休日115日 

給与 7月給22万1100円～30万円 
1時給1470円～1700円 

勤務地 ①②特別養護老人ホーム　白寿園 
①同施設内､白寿園デイサービス 

資格 ①理学療法士･作業療法士･柔道整復師 
　上記いずれかの資格をお持ちの方 
②正看護師又は准看護師免許 

待遇 車通勤OK　昇給年1回　制服有 
賞与年3回(1年1回) 社会保険完備 
職種別手当　交通費規定支給 
産休･育休制度(実績有) 
退職金制度(勤務1年以上) 
試用期間3ヶ月有(同条件) 
7家族手当　住宅手当 

応募 「DOMO見ました」とお気軽にA下さい。 
DOMONETでは24h応募受付中です｡ 

【職場情報】
事業 老人福祉事業・保育事業

003-1368042

社会福祉法人　白寿会
A0538-66-5231　担当／伊藤･原田
磐田市掛塚3172
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★ラスール掛川★
地域との交流も活発で､保育園･
公共施設と一緒に活動したり◎
開けたイメージの明るい施設です！

 
幅広い年代の方が活躍中♪

｠●未経験から始める介護職
｠●管理栄養士･栄養士･調理師

研修･福利厚生が充実
介護福祉士実務者研修が
働きながら受講できます!

新体制になり､フレッシュにスタート｠
したラスールで､一緒に働きませんか？

掛川市杉谷南 zyyukn
71①介護職　②栄養科(管理栄養士･ 
　　栄養士･調理師)

①7月給19万～25万円＋別途手当1②\

☆未経験･ブランクのある方も歓迎☆ 
年齢不問で活躍できる温かな施設です 
各種手当や充実の待遇を完備♪

【募集情報】
時間 ① 7:00～16:00､ 8:30～17:30､ 

　13:00～22:00､22:00～翌7:00　 
　※シフト制 休憩あり 
② 6:00～15:00､ 8:30～17:30､ 
　10:30～19:30 ※シフト制 休憩あり 
1上記内で1日4時間から応相談

休日 月9～10日　シフト制 
※年間休日115日(特別休暇4日含む)

給与 ①7月給19万～25万円(一律手当2万円含) 
　　＋別途手当あり 
　　[月収例] 
　　　月収24万～31万円 
　　　早出7回＋遅出7回＋夜勤6回 
　　　※別途資格手当(1万円)あり 
　1時給910円～1070円 
②7月給18万1000円～23万1000円 
　　＋別途手当あり 
  1時給960円～1180円 
※給与は資格･経験により考慮します

資格 ①未経験･ブランクのある方も歓迎 
②栄養士･管理栄養士･調理師のいずれか 
　有資格者 
　パートは無資格･未経験可 
　料理が好きな人歓迎！

待遇 昇給有　賞与年2回　社会保険完備 
交通費規定支給　車通勤可(無料R) 
各種手当有(資格･夜勤･日曜 等) 
定年制有(65歳)･再雇用有(70歳まで) 
★介護福祉士の実務者研修[無料]受講OK

応募 お気軽にお問い合わせくださいね！
【職場情報】
事業 特別養護老人ホーム等の運営

004-0955091

特別養護老人ホーム　ラスール掛川
社会福祉法人　百葉の会
A0537-29-7327　担当／中田
掛川市杉谷南1-1-20

★3職種同時募集★
①701介護職員(特養)
②7デイサービスの
　　相談員兼介護職員
③01夜勤専任スタッフ

 
*お子様連れの面接OK*

)主婦さんが多く
活躍している職場)

 
小さいお子さんがいる主婦さんも
短い時間で働いています

①01週2日･1日3h～OK
＼実際に勤務しているシフト例／
9:00～12:00(午前のみ)
15:00～19:00(午後のみ)

浜松市西区湖東町 yyykmn
701①介護職員(特養)7②デイサー
ビス相談員兼介護職員01③夜勤専任

①7月給15万1200円～＋各種手当②③\

)主婦さんが活躍している職場) 
-湖東の杜には保育園もあります- 
子育てと仕事を両立できる環境です 
―*お子様連れの面接もOK$*―
仕事 ①食事､入浴､排泄の介助､着替え補助等 

②[生活相談員] 
ケアマネジャー等の担当者との連絡調整 
サービス利用開始･中止時に関わる手続き 
個別援助計画の作成等 
③夜勤専任スタッフ 
夜勤、早朝時間帯における介護業務

【募集情報】
時間 ①77:00～22:00　※実働8h/シフト制 

　＜夜勤＞16:00～翌9:00　※休憩有 
　017:00～22:00　※週2日､1日3h～OK 
②7:30～18:00　※実働8h 
③A.22:00～翌9:00(休憩有) 
　B.16:00～翌9:00(休憩有) 
　※週1回から歓迎

休日 7週休2日制　※年間休日108日 
▶バースデイ有給取得制度有

給与 ①7月給15万1200円～ 
　　＋夜勤1回1万円＋各種手当 
　01時給920～970円 
②月給18万7000円～　③1回1万2250円～

資格 ①未経験者歓迎▶関連資格所持者歓迎 
②介護福祉士､社会福祉士､社会福祉主事 
③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/扶養/処遇改善/特養手当 
■①夜勤手当(1万円/回)■資格取得支援

応募 まずは気軽にお問い合わせください。 
DOMOnetより24時間WEB応募可能です。

【職場情報】
事業 特別養護老人ホーム

003-1368517

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

残業が少ないので安心！
定着率も高い職場です♪
ブランク有の方も歓迎！

 
プライベートも大事に
したい方にもオススメ！
経験を活かしたい方はぜひ
ご連絡ください♪経験者優遇致します！

浜松市南区下飯田町 yykn
7①看護師　②事務スタッフ

①月給25万円～　②月給16万円～　\

◆ブランク有歓迎!資格も活かせる!◆
待遇も充実しており、 
働きやすい職場です♪ 
職場見学も随時受付中！

仕事 ①看護職 
外来診療における看護業務全般｡ 
医師の指示による注射､採血､点滴など｡ 
医療業務の介助､注射の準備 
②事務スタッフ 
電子カルテの記入､診察室内の補助業務｡

【募集情報】
時間 8:45～18:45(休憩2h)　8:45～12:45 

(土曜＋平日のうち1日※シフトによる)
休日 日曜、祝日　夏季休暇　年末年始休暇
給与 ①月給25万円～　②月給16万円～ 

※年齢や経験を考慮します。
資格 ①看護師資格 

②資格はなくても大丈夫ですが、 
PC入力作業が多いのでタイピングが 
できることが必須となります。 
※医療事務・医療秘書資格保持者優遇。

待遇 昇給年1回　賞与年2回　交通費規定支給 
マイカー通勤ＯＫ　無料駐車場有 
制服貸与　雇用保険　労災保険 
健康保険　厚生年金保険 
退職金制度有り（勤続3年以上）

応募 応募受付後、ご連絡いたします。 

【職場情報】
事業 整形外科、リウマチ科、 

リハビリテーション科 

《担当から》 
自分の経験を活かしたい方 
新しい環境でチャレンジしたい方 
話すのが好きな方 
そんな方ぜひご連絡ください♪

002-3193109

樂天堂整形外科
A053-427-2525 担当/鈴木
浜松市南区下飯田町390-1
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勤務地により異なる yyyFmn
2認可保育園での保育業務

時給1200円以上

資格を活かせる！保育士さん募集♪♪ 
子育てや家庭を1番に考えた 
働き方を応援!!希望休OK！ 
土日祝休み☆有休消化95％!!

仕事 認可保育園での正規保育士さんの 
保育サポートをお願いします｡ 
ブランクある方でも働きやすい 
保育園です｡

【募集情報】
時間 8:00～17:00の間で時間･日数応相談
休日 土日祝･年末年始
給与 時給1200円以上
勤務地 葵区･駿河区･藤枝市･焼津市
資格 要保育士免許　年齢不問
待遇 車通勤可･駐車場代無料 

社会保険完備･交通費規定支給 
予防接種補助･残業なし 
扶養内可･有給休暇

応募 電話連絡後､ご来社下さい｡ 
施設見学もOK！登録のみ相談のみも歓迎 
詳しくは｢保育士派遣ONLINE｣で検索｡ 
■他にもお仕事多数あります 
　http://www.mo-goose.co.jp

システム 当社登録後､派遣致します｡
【職場情報】
事業 人材派遣業(派22-300386)

002-3196824

株式会社マザーグースコーポレーション
A054-221-7388 平日9時～17時
静岡市葵区七間町7-8 セブンセンタービル4F
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