


静岡市葵区常磐町

01 コンビニでの接客・レジ対応・ 
商品陳列など

時給860円

60才以上スタッフが元気に活躍中！ 
全員、応募時は、コンビニの仕事は 
初めてというスタッフばかりです。　 
シニアのお客様も多いんですよ！
仕事 レジ対応や商品陳列も、標準的な研修だ

けでなく、先輩のシニアスタッフがコツ
を教えますので安心してください。シニ
アのお客様も多く、レジで世間話をする
ようなこともありますので、特別な接客
技術も必要ありません。

【募集情報】
時間 平日のみ：7:30～13:30 

週3日勤務でOKです
資格 未経験の方、大歓迎！（ていねいに教え 

ます）
待遇 自転車･原付･バイクでの通勤も可能です
応募 未経験の方は､自分にできる仕事だろうか

と不安ですよね｡まずは､お気軽にお電話
でお問い合わせください｡どんな仕事内容
かをていねいにご説明させて頂きます｡イ
ンターネットができる方は､DOMONETの応
募ボタンからの応募も､もちろんOKです｡
※インターネットができなくても､業務や
採用には何の支障もありません｡

【職場情報】
事業 コンビニ

（未）002-2491182

コンビニＤＯＭＯ　常磐町店
054-000-0000　担当／堂茂
静岡市葵区常磐町0-0-0
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静岡市清水区 zyyukm
1送迎ドライバー

時給1040円から※処遇改善手当一律含む

仕事 利用者様の送迎業務
時間 6:45～9:00 15:00～17:30 

週2､3日～
休日 土日祝 夏期休暇 年末年始 

ただし事業所カレンダーによる
勤務地 テラス･きらっと／清水区下野東7-16
資格 普通自動車免許(AT可)必須
待遇 福利厚生有　車通勤可　交通費規定支給 

昇給は評価により年1回　私服OK 
退職金共済は契約内容による

応募 履歴書は法人指定のものがあります｡
事業 障害福祉サービス･障害児通所支援

002-2657001

特定非営利活動法人　たからじま
A054-367-5117　担当／望月
静岡市清水区袖師町266-3

JR由比駅より徒歩15分 yyykmn
2男女･年齢不問 
　人気のペットフードの製造スタッフ

①時給1000～1250円②③時給1050～1313円

★年齢不問 ★ラクラク単純作業 
[早番][中番][遅番]時間が選べる♪
仕事 ペットフード用の食材の下準備､仕分け等
時間 ①7:30～16:30　　②15:30～翌0:30 

③23:30～翌8:30　 
※①②③から時間選べます　※休憩有

休日 週休2日シフト制(会社カレンダー)
勤務地 清水区由比(JR由比駅より徒歩15分)
資格 年齢不問､未経験OK
待遇 社保完備､制服貸与､C規定支給 

車･電車通勤OK､U有､寮完備､食堂有
事業 人材派遣業(派22-100010)

002-2659094

シーアールシー株式会社
C0120-574-686 ※TEL後､履歴書持参
富士市永田町1-153

「マクドナルド」隣 zyyuFn
01和装履き物･サンダル･靴の 
　　店内販売

時給870円～900円

シフトは面談の折に*60代活躍中!!
仕事 接客･販売｡他､在庫チェックや品出し等｡ 

※和装関連をのぞき､未経験の方でも 
　短期で覚えられます｡

時間 10:00～17:00位(昼と15:00に休憩あり) 
例)10:30～16:30など相談ください 
※時期都合で変更調整　※週2～3日 
※月3～4日､土日祝を交替勤務できる方

期間 即日～長期希望(短期不可)
待遇 交通費規定支給(市内)､昇給あり
応募 まずは下記までお気軽にTELください。
事業 和装履物･サンダルの専門店(創業110年)

002-2657076

株式会社 河内屋履物店
A054-252-1793受付/10～21時(水曜定休)
静岡市葵区呉服町2-1-25



静岡市

静鉄県立美術館前駅]5分 zxyubm
81未経験OK､免許取得支援有の 
　　タクシー運転手

時給858円(最低保証)＋歩合給 U有 \

*地域密着で社会貢献できる仕事* 
資格を活かして第2の人生スタート"
時間 <①フルタイム ※3勤1休(固定時間)> 

・6:00～17:00　　・12:00～23:00 
・15:00～翌2:00 
<②パートタイム ★時間相談OK(時間例) 
・20:00～翌1:00　※3勤1休 
・ 5:00～ 11:30　※2勤1休 
<③フルタイム ※月～土>・8:00～17:00

資格 年齢不問､S自動車免許(取得3年以上)
待遇 車通勤可(無料R)､試用期間2ヶ月(同条件)
事業 一般乗用旅客自動車運送事業

002-2660237

さくらタクシー株式会社
A054-297-3615　担当／徳差
静岡市駿河区中吉田46-7

JR｢静岡駅｣から徒歩2分 xyyekn
01カンタン作業の 
　　配車･洗車スタッフ

時給860円～＋交通費規定支給

【接客ナシ"】裏方のオシゴト♪ 
職場見学OK"シフト自己申告制"
仕事 レンタカーの点検や配車､洗車業務｡ 

先輩スタッフが丁寧にお教えします｡
時間 15:00～20:00 ※週3日～､4h～OK 

※8:00～､17:00～など､上記時間以外も 
　お気軽にご相談下さい

資格 要普通運転免許(AT限定可) 未経験歓迎 
主婦･主夫､学生歓迎　WワークOK

待遇 C規定 制服貸与 昇給有 社員割引有　
事業 鈴与グループのレンタカー事業運営会社

002-2660065

オリックスレンタカー　静岡駅前店
鈴与レンタカー㈱
A054-254-0543　担当／望月･竹中
静岡市葵区御幸町11-10

清水区・葵区 yyykmn
01施設内警備スタッフ(病院・工場)

日給8500円～　\

定年後活躍している方多数♪ 
メリハリのあるセカンドライフを"
仕事 60代活躍中･未経験者歓迎
時間 17:00～翌8:30(休憩有、仮眠有) 

週3日～勤務日応相談
給与 ※昼間法定研修有(30h/時給858円)
勤務地 清水病院、静岡・清水厚生病院 

大手工場(清水区横砂南町)
待遇 交通費全額支給 車通勤可 直行直帰 U有 

各種保険有 制服貸与 清水病院は手当有
応募 まずはお気軽にお問い合わせください｡
事業 警備業

002-2661835

ＮＳガード株式会社
A054-269-5215　担当／窪田
静岡市駿河区豊原町9-27

駿河区南町の駅前ビル xyydkn
1清掃スタッフ 
(掃除機かけなど。接客はありません)

時給860円～ ※C支給、早朝手当100円/日

50～60代女性活躍中-駅近アクセス◎ 
短時間◎朝の時間を活用しませんか%
時間 7:00～11:00(実働4h)　 

※急用や体調不良等の場合はシフト調整
　致しますのでご安心下さいね。

休日 ローテーションによる(週2日、祝日)
勤務地 静岡市駿河区南町:駅前ビル内
待遇 制服貸与、C規定支給、各種福利厚生有
応募 電話連絡後､履歴書持参(B貼付)下さい
事業 ビル・マンションの総合マネジメント･ 

メンテナンス

002-2661805

中部互光株式会社 静岡営業所
A054-202-1702

〒422-8067　静岡市駿河区南町18-1 
サウスポット静岡 17F



静岡街中 yyyFkn
1清掃スタッフ

時給930円～(昇給有)

商業施設内の簡単な清掃業務です♪ 
年齢不問◎短時間での勤務もOK☆
仕事 床やガラス､トイレなどの日常清掃です｡ 

作業は複数人で行うのでご安心下さい♪
時間 7:30～11:00　13:00～17:00 

15:00～19:30　※お好きな時間でOK 
※日数相談可☆週5日できる方も歓迎 
※シフトの融通は柔軟に対応します

勤務地 静岡街中の商業施設(静岡市葵区御幸町)
資格 年齢不問､未経験歓迎　
待遇 制服貸与､交通費規定支給､各種手当有
事業 ビル総合管理

002-2662147

株式会社東海ビルメンテナス　静岡支店
C0120-149-106／A054-272-7231
面接地：静岡市葵区新通1-10-5

駿河区池田･国吉田 xyyeFm
01①惣菜(池田店) 
　　②青果・鮮魚(国吉田店)

時給880円～　\

*地域密着のスーパーでのお仕事* 
未経験大歓迎◎予定に合わせて働ける
仕事 ①お惣菜の製造・販売 

②販売・パック詰め・陳列等
時間 ①8:00～12:00　13:00～17:00 

②7:00～12:00　時間帯は目安 
週1日～勤務可能です。

給与 ※日・祝時給80円アップ
待遇 車通勤可 制服貸与 
応募 まずはお気軽にAください
事業 スーパーマーケット

002-2662017

スーパーアンドウ池田店･国吉田店
A054-261-9044　担当／安藤

池田店　/静岡市駿河区池田776 
国吉田店/静岡市駿河区国吉田4-6-15

勤務地により異なる yyGk
10灯油の配達スタッフ

時給950～1200円以上\

危険物免許を活かして働こう♪ 
年齢不問"週2日～OK♪経験あればOK
時間 7:00～17:00の間でL可"週2日からOK 

AMのみ､PMのみの勤務もご相談下さい！
給与 日祝…時給100円UP *危険物手当有
勤務地 ①駿河区高松1820-1　A054-236-1051 

②葵区与左衛門新田69-1A054-296-0081
資格 経験者優遇 未経験者歓迎 要普通免許 

危険物乙四 整備士免許所持者も歓迎
待遇 車通勤可 制服貸与 

ガソリン･オイル･洗車等は社員価格支給
事業 ガソリンスタンド

002-2662362

株式会社スギセキ カクサ美和SS
A054-296-0081　担当/黒川
静岡市葵区与左衛門新田69-1

静岡市内(葵区･駿河区) yyyHks
0交通誘導警備スタッフ 
　(電気工事現場)

日給1万円以上(60歳以上日給9500円)

65歳以上の方､30人以上活躍中+ 
1年を通して仕事有!安定の職場☆
仕事 未経験からスタートした先輩多いです!!
時間 8:30～17:30　(変動あり) 

※休憩有､2週間毎の自己申告制
給与 ※法定研修30h(日中)は､2万5740円
勤務地 静岡市内(葵区･駿河区)各地
資格 18才以上の男女　未経験･経験者大歓迎 

要原付免許以上(バイク持込歓迎)
待遇 正社員登用有　社会保険完備　制服貸与
応募 B後、履歴書ご持参下さいね。
事業 警備業(工事現場･駐車場･イベント等)

002-2662172

東海安全警備保障株式会社
A054-238-2233(日曜除く)
本社/静岡市駿河区高松2-5-35



静岡市

葵区流通センター xyybkm
01未経験OKの仕分け･振り分け

時給1125円

早朝から元気に体を動かそう♪
仕事 仕入れの担当者と届いた野菜に傷みがな

いかの確認した後､野菜をトラックまで 
フォークリフトで運んでいただきます｡ 
※免許がなくても、入社後取得可能です

時間 3:00～7:00／3:00～8:00 
※曜日ご相談ください　※残業の場合有

資格 フォークリフト免許持っている方歓迎
待遇 プチボーナス年2回･昇給(業績による) 

車通勤可　通勤費一部支給 
資格取得支援制度有

事業 青果物卸業

002-2664195

三和新静株式会社
A054-263-3135
静岡市葵区流通センター1-1

ドリームプラザから]5分 xyyaFk
1麺の製造(学校給食用･業務用)

5～8時/時給1075円　8～12時/時給860円

★☆お昼には帰れるお仕事★☆ 
元食品加工や給食経験者が活躍中"
仕事 学校給食用､業務用麺の製造｡ 

完成品の学校別に仕分､容器の洗浄作業｡
時間 5:00～12:00　※時間･日数は相談可 

※学校長期休暇時短縮勤務(5:00～8:00)
休日 水･日曜
資格 高卒以上　未経験者大歓迎
待遇 社会保険完備　皆勤手当(月額1万円)
応募 お気軽にTELを｡15時以降は留守番電話に

入力下さい｡こちらより折返し致します｡
事業 生麺類製造販売

002-2663001

㈱富士公司(フジコンス)
A054-352-2244
静岡市清水区築地町8-24

東名由比PA内 zyyuFn
01厨房の調理(調理補助､洗い場)

時給860円以上(～8時､18時以降は960円)

定年退職した60代の方も大歓迎です 
シフト応相談､自分のペースでど～ぞ
時間 6:30～20:00の間で時間･曜日応相談 

週2日～､扶養枠内勤務ok 
午前だけや午後だけ､平日だけでもok

給与 時給860円以上(～8時､18時以降は960円) 
月収例/1日5h×週3日勤務→月5万1600円

資格 未経験者ok､久しぶりのお仕事復帰も歓迎
待遇 交通費規定､食事補助､制服､扶養枠ok 

車通勤可(一般道から通勤できます)
応募 B後､履歴書(写貼)持参の上面接します
事業 ハイウェイショップ

042-0330686

東名由比ハイウェイショップ(上り)
A054-375-3873　担当/辻､高山
静岡市清水区由比西倉沢858



JR安倍川駅より徒歩3分 yyyHkm
01コンビニスタッフ

①時給920円 ②③時給860円 ④時給1080円

OPENしてまだ半年のキレイなお店☆ 
駅近通勤便利+週1日～､1日3h～OK 
10～70代幅広い年代の男女活躍中" 
元気に働きたい方大歓迎+

仕事 レジ･品出し･清掃等の店内業務｡ 
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 ① 6:00～9:00　 ②13:00～17:00 

③17:00～22:00　④22:00～翌6:00 
※扶養内勤務OK ※時間組み合わせ調整OK 
※1か月ごとのシフト自己申告制

資格 定年後の方､60歳以上のシニア大歓迎
待遇 頑張り次第で時給UP 車通勤OK 制服貸与
応募 面接時､履歴書不要◎電話又はウェブ 

応募後､そのままお越しください｡
【職場情報】
事業 コンビニエンスストア
《担当から》 
早朝や夕方､深夜など空いた時間を有効活用
して自分のペースでお小遣い稼ぎしませんか
？シニア活躍のお店なので同年代と楽しく 
働けます☆体に無理なく短時間勤務や 
少しだけ働きたいなど何でも相談下さいネ！

002-2651509

セブン-イレブン静岡安倍川駅前店
A054-259-2357　担当／ワタナベ
静岡市駿河区みずほ4-8-1

中町交差点近く yykn
1食器洗浄・パントリー業務

時給900円～1200円

0急募"中高年の皆様大歓迎"0 
◇未経験者歓迎　丁寧に指導します◇ 
◇◇ 元気に仕事が出来る方歓迎 ◇◇ 
Ｗワークに最適・家事と両立可

仕事 食器の洗浄や食事の配膳･下膳･盛付手伝
いを仲間達と協力してやって頂きます 
みなさんから感謝される仕事です

【募集情報】
時間 ①16:50～20:50(実働4時間) 残業なし 

②6:30～15:00(実働7.5時間) 
③6:30～10:00(実働3.5時間)

休日 週休シフト制(希望日相談に応ず)
勤務地 静岡市葵区追手町医療施設(通勤便利)
待遇 制服貸与・年次有給休暇 

通勤手当規定支給 
②は社会保険加入

応募 まずはお気軽にお問い合わせ下さい。 
面接日､決定後､履歴書(写真付)持参来社 
お問合せはA054-255-6322まで 
受付／平日9:00～17:00

【職場情報】
事業 総合ビルメンテナンス業 

北海道～沖縄まで全国ネット
《担当から》プライベートを充実させながら
　サクッとお小遣い稼ぎ

002-2654494

㈱静岡ダイケンビルサービス
A054-255-6322　人事

〒420-0859　静岡市葵区栄町3-9 
朝日生命静岡ビル9F



静岡市

葵区浅間町 xyydkm
0新聞配達スタッフ

時給1350円 ※深夜割増別途有 \

◆スタッフの半数以上が60～70代◆ 
短時間で高収入！年金の足しに♪ 
＜履歴書不要！＞朝刊・夕刊のみOK！ 
自分のペースで無理せず働けます！
仕事 北安東エリアの固定ルート配達｡ 

狭いエリアなので道もすぐに覚えられ 
身体の負担もありません｡ 
慣れるまでは先輩が一緒に回ります｡ 
営業や集金はなく､配達のみで安心！ 
☆「朝刊のみ」「この曜日だけ」など､ 
　希望を教えてください！

【募集情報】
時間 朝刊／ 2:30～ 5:00 

夕刊／15:00～17:00 
※週1日～OK　※朝刊・夕刊のみOK

給与 時給1350円 ※深夜割増別途有 
※研修期間最大1ヶ月有(時給900円) 
　(深夜割増有)

資格 男女･学歴･経験不問 
普通免許または原付免許 
※なければ自転車での配達も可能

待遇 制服貸与 社保完 H年2回(業績による) 
車通勤OK ガソリン代支給 退職金制度有

応募 履歴書不要！いつでも面接できます！
【職場情報】
事業 新聞販売業

002-2654833

有限会社原田新聞店
A054-245-2907
静岡市葵区浅間町1-17

清水区庵原　葵区瀬名川 xyyekm
0サービスステーションスタッフ

時給920円以上 \

*60歳以上歓迎"* 
体に無理なく働けます"シフト融通◎ 
明るい雰囲気の職場ですよ+ 

☆賞与もあるのでしっかり稼げます☆
【募集情報】
時間 ①8:00～19:00の間で応相談 

②8:00～21:00の間で応相談 
※週1日～､1日3h～応相談 
シフト例／お昼だけ⇒10:00～15:00 
夕方から⇒17:00～19:00　16:00～19:00

給与 研修3ヶ月間　時給870円
勤務地 ①コアエネルギー　清水三保SS／ 

　静岡市清水区折戸533-3 
②静岡シェル石油　瀬名川西SS／ 
　静岡市葵区瀬名川2-26-10

資格 未経験者歓迎　学生･主婦(夫)歓迎 
留学生歓迎　Wワーク歓迎　高校生可

待遇 ガソリン･車検等の社割有　制服貸与 
車･バイク通勤可　正社員登用制度有 
賞与有　扶養控除内相談OK 
販売報奨金制度有

応募 まずはお気軽にお電話下さい｡
【職場情報】
事業 サービスステーション
《担当から》60歳以上の方も多数活躍中 
同年代の方がいるので安心です♪

002-2658860

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



新東名静岡SA内 yyykmn
1新東名静岡サービスエリアの 
  清掃スタッフ

時給860円以上

社保完備･昇給･諸手当･賞与有+ 
20～60代女性活躍"未経験者歓迎☆ 
定着率抜群の働きやすい職場-

仕事 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｡

【募集情報】
時間 ◎8:00～17:00  ◎6:00～8:00  

◎17:00～20:00 
※各休憩有､早出･残業有 
※週2～3日勤務でも週5日勤務でもOK 
　体に負担なく無理なく働ける 
　シフトをご相談下さい

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860円以上
勤務地 新東名静岡SA／静岡市葵区小瀬戸1544-3
資格 学歴･年齢･経験不問　未経験者大歓迎 

定年後の方､60歳以上のシニア大歓迎
待遇 社保完 D･H有(業績による) C規定 

車･バイク･自転車通勤可 各種手当有 
制服貸与 充実の各種研修有 退職金制度 
(勤続1年以上) 試用期間3ヶ月(同条件)

【職場情報】
事業 清掃・道路メンテナンス

002-2659778

中日本ロード･メンテナンス静岡株式会社
A054-631-6071　担当／高橋･藤澤
静岡県藤枝市潮429

JR静岡駅より徒歩5分 xyyeks
01未経験からOKの警備スタッフ 
　　(日勤のみ)

日給9000円以上＋各種手当＋C全額　\

入社祝い金3万～10万円有！！(規定有) 
好条件！！週2日～OK★ 

もくもくとやれるお仕事です！！ 
難しいこと･力仕事いっさいナシ！
仕事 イベント会場､建設･工事現場での 

車やお客様の誘導などをお願いします 
※夜間の勤務は､ほぼありません｡ 
※未経験でも安心！丁寧な研修あり！

【募集情報】
時間 8:00～17:00(実働8h) 

※勤務地･業務内容により多少前後有 
※「土日祝のみ」「平日のみ」など 
　お気軽にご相談ください｡ 
※週2日以上働ける方､歓迎

給与 交通2級資格者／日給1万円以上 
※法定研修4日間30hは､2万5740円

勤務地 静岡県中部エリア　※現場へ直行直帰OK
資格 未経験者大歓迎　車両持込できる方 

(現場へ車両で移動できる方優遇)
待遇 ･社員登用制度　･制服等貸与 

･社会保険完備　･資格取得支援制度 
･遠隔地手当 
･車両同乗者手当(当社規定による) 
･紹介手数料支給あり(当社規定による)

【職場情報】
事業 警備業

002-2660113

日本パトロール株式会社　静岡営業所
A054-204-8700　採用担当まで
静岡市葵区伝馬町9-14　桜館ビル403



静岡市

流通通り沿い zyyuko
01お惣菜の調理補助スタッフ

時給860円以上

*シニア層が中心の職場* 
カラダに無理なく週2日～OK$ 

家庭の台所のような温かい雰囲気♪ 
≪食事補助あり+≫≪お仕事簡単+≫
仕事 お店に出すお惣菜や宅配弁当等の 

簡単な調理補助や盛り付けなどを 
お願いします。＜未経験者歓迎です！＞

【募集情報】
時間 ①6:00～12:00 

②17:00～21:00 
※週2日以上で応相談 
※時間もご相談ください

給与 時給860円以上
資格 未経験者歓迎　年齢不問　WワークOK
待遇 食事補助､従業員割引､大入り手当 

正社員登用制度有､昇給有
応募 電話連絡後､履歴書(写真付) 

持参ください｡ 
※受付は下記B(和田フードセンター)迄 

【職場情報】
事業 お惣菜･お弁当の製造販売業 

《担当から》 
｢平日のみ｣や｢土日のみ｣などご希望をご相談 
ください｡働きやすい環境を整えています｡

002-2660213

楽多厨房(受付:㈱和田フードセンター)
A054-655-6660　担当／和田
静岡市葵区千代田6-30-25

清水区天神 zyuE
7①4tドライバー　②10tドライバー

完全歩合制(月収25万円可能)　\

年齢は問いません！免許があれば◎ 
現在は40～60歳後半の方が活躍中♪ 
【回送距離は稼ぎたい額で調整可能】 
現場には直行直帰でOKです!!

仕事 カーディーラー及びオークション会場 
から納入先まで､トラックを回送して 
いただくお仕事です｡ 
◆荷台は空なので､積み下ろしの作業は 
　ナシ！

【募集情報】
時間 24時間以内で当社運行表による(実働8h)
休日 日･祝休み 

夏季･年末年始休暇有(1週間程度)
給与 完全歩合制(走行した売上の6割) 

＋運転手当 
【月収例】 
◆移動は県内！中距離を運転したい方 
　1日約1万円×25日＝月収25万円！

資格 ①中型免許　②大型免許 
◇牽引免許所持者優遇有

待遇 社会保険完備　無事故手当有 
研修有(給与変動なし)

応募 ｢一度直接話を聞いてみたい！｣ 
そんなご連絡もお気軽にどうぞ｡

【職場情報】
事業 回送業務

002-2660138

株式会社陸送機構　静岡営業所
A054-367-1123　担当／栗下
静岡市清水区天神2-3-6



静岡街中 xyydkn
81建物内の日常清掃

時給858円～900円　※当社規定による

20～70歳代までの男女が活躍中!! 
☆未経験者歓迎☆

【募集情報】
時間 ①②7:00～10:00 

③7:00～9:00(7:00～11:00でも可) 
　11:00～17:00(木･日､他応相談) 
④7:00～16:00 
⑤16:30～18:00 
※勤務日①②⑤月～金 
　　　　③④勤務シフトによる 
　　　　　　(月22日程度)

勤務地 ①葵区追手町のビル 
②③④駿河区南町のビル 
⑤葵区紺屋町のビル

待遇 通勤手当は当社規定による 
※公共機関での通勤便利な街中です 
年次有給休暇　制服貸与

応募 お気軽にお電話下さい 

【職場情報】
事業 ビル総合管理 

《担当から》 
70代まで活躍中！未経験でも大丈夫！ 
日常ご家庭のお掃除の延長で始められます！ 
丁寧な研修であなたも安心！

002-2660864

㈱メンテックカンザイ静岡支店
A054-280-5201　担当／採用係り
静岡市駿河区南町18-1　サウスポット静岡4F

静岡市葵区 yyykmn
1簡単な調理補助・洗浄

時給858円以上

*家事の延長でできるお仕事です* 
主婦さん活躍中-居心地の良い環境+ 
★未経験OK!年齢不問です!★

仕事 簡単な盛り付けおよび洗い物業務なので
未経験の方もご安心ください。

【募集情報】
時間 6:00～19:00の間で1日4h～6h
勤務地 ※ご希望の勤務地を選べます 

■ケアハウスレインボー瀬名内厨房 
　葵区瀬名4701-9 
■県立中央高校学生食堂 
　葵区城北2-29-1 
■静岡市児童保護所内厨房 
　葵区堤町(静鉄ストアいろは店近く) 
■ハートライフ千代田内厨房 
　静岡市葵区千代田6-14-7

資格 未経験OK　年齢不問
待遇 制服貸与　交通費規定支給 

早朝手当・夜間手当・買い物手当有 
(勤務地による)

応募 電話連絡後､履歴書(B貼)持参ください｡
【職場情報】
事業 病院･学校･産業給食及び食堂の運営管理
《担当から》 
地域に根ざして70年余り｡人間関係も良く､ 
和やかな雰囲気の中､働けます☆

002-2661100

株式会社サンタモンコーポレーション
A054-252-8661　採用担当まで
静岡市葵区七間町7-8 セブンセンタービル3F



静岡市

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

時給860円～1075円　※昇給有　\

週1日から大丈夫!無理なく勤務可♪ 
親切･丁寧に指導しますので安心* 
☆★60歳以上の方も活躍中★☆ 

まずはお気軽にお問い合わせ下さい!

【募集情報】
時間 ※週1日～､時間組み合わせ､短時間勤務OK 

【静岡西脇店】 
◎ 6:00～ 9:00　◎ 9:00～13:00 
◎13:00～17:00　◎17:00～22:00　 
【静岡駒形通5丁目店】 
◎ 6:00～ 9:00　◎ 9:00～13:00 
◎13:00～17:00  ◎17:00～22:00　 
◎22:00～翌6:00

給与 ◇ 6:00～ 9:00／時給910円 
◇ 9:00～22:00／時給860円 
◇22:00～翌6:00／時給1075円U含

勤務地 静岡西脇店/静岡市駿河区西脇990-1 
A054-202-3039 
静岡駒形通5丁目店/ 
静岡市葵区駒形通5-10-1A054-272-1791

資格 60歳以上の方歓迎
待遇 制服貸与 昇給有(能力による) 車通勤可 

3日～7日間の充実研修有(同条件)
【職場情報】
事業 コンビニエンスストア

002-2662428

セブンイレブン静岡西脇店/静岡駒形通5丁目店
A上記参照 志村まで
住所/上記参照

勤務地により異なる xyyekm
01未経験からOK 
　　日勤のみの交通誘導員

日給1万円以上 (日払いOK)

50代は若手!?年齢関係なく未経験OK★ 
70歳の女性がイキイキ活躍中です- 
＜週1日～OK＞無理なく働けます♪ 
嬉しい入社祝い金有+日払い週払いOK
仕事 静岡市内及び沼津市内を中心とする 

一般道路や高速道路等での車両交通誘導｡
【募集情報】
時間 日勤／8:00～17:00 

※週1～5日で応相談｡基本直行直帰｡
給与 ※週払い可能･日払いは即日対応 

※法定研修30時間有　2万5740円(昼間)
勤務地 静岡市内･沼津市内(勤務地選択可)
資格 警備業関連有資格者･初心者歓迎 

18歳以上(警備業法による)
待遇 社会保険完備　正社員登用制度有  

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

応募 下記携帯までお気軽にお電話ください。
【職場情報】
事業 警備業(交通誘導警備及び交通規制)
《ＵＲＬ》 
http://www.aoi-guard.com/ 
《担当から》 
♪嬉しい入社祝い金♪40日間で有資格者 
5万円！未経験者は3万円です★

002-2662034

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



清水区長崎 yyyHFm
1工場内の清掃スタッフ

時給900円～950円＋交通費規定支給

* 久々募集" 週3･4日勤務 * 
働いているスタッフは女性中心- 
ご家庭の行事や急用にも融通が利く 
働きやすい職場環境です♪

仕事 清水区長崎の自動車部品メーカー内での 
清掃のお仕事です。 
(トイレ･廊下･階段等の日常的な清掃) 
食堂での給茶等の準備･片づけ。 
30代～60代の女性スタッフ活躍中です。 
未経験者でも安心なカンタン作業です。

【募集情報】
時間 8:00～16:00 

※勤務日は､火曜･木曜･金曜 
※土曜勤務は場合による(ご相談下さい)

給与 時給900円～950円
勤務地 静岡市清水区長崎
資格 未経験者歓迎 

ブランクがあるけど復帰したい方歓迎
待遇 車通勤可　駐車場完備 

制服貸与　昇給有　交通費規定支給
応募 どうぞお気軽にお問い合わせください。 

お電話後､履歴書(B貼)ご持参下さい｡ 
随時面接行います｡

【職場情報】
事業 ビル総合管理･建築現場清掃 

一般､産業廃棄物収集運搬･中間処分業務

002-2662729

株式会社総合美装ワタナベ
A054-346-3103　担当／杉山
静岡市清水区長崎203-1

静岡市・藤枝市 他 zxyuen
1バス運転士

時給1200円～1400円

『大型二種免許』をお持ちの方 
あなたの経験を活かしませんか#

【募集情報】
時間 6:00～21:00の間で1日3h～応相談 

(例)6:00～9:00､18:00～21:00等 
 ※平日、朝･夜のみのお仕事でもOK！

休日 週休2日以上(応相談)※週3日～勤務もOK
勤務地 静岡市、藤枝市、牧之原市、御前崎市 

(居住地を考慮して配属)
資格 要大型二種免許(経験不問)
待遇 教育制度､社会保険完備､有給休暇､ 

特別乗車証､家族乗車証､静鉄グループ各
社の割引制度※詳細や各種規定は見学会･
説明会などでご確認ください。

応募 まずはお問い合わせもしくは 
会社見学会・説明会にお越しください。

【職場情報】
事業 乗合バス事業・貸切バス事業
《ＵＲＬ》www.justline.co.jp/lp 
【会社見学会開催】※要予約 
･3月20日(水) 14:00～ 
　場所/相良営業所(牧之原市波津2-1) 
･3月22日(金) 14:00～ 
　場所/岡部営業所(藤枝市岡部町内谷700-1) 
･3月26日(火) 14:00～ 
　場所/丸子営業所(駿河区丸子4-2-60)

002-2663908

しずてつジャストライン株式会社
A054-267-5153 (平日9:00～18:00)
〒420-0822 静岡市葵区宮前町28



静岡市

清水区折戸 zyyukn
01簡単な調理補助スタッフ 
    (簡単な盛付･皿洗い等)

①②時給880円～③時給858円

)70代まで活躍中) 
勤務開始日・勤務日数などお気軽に!
仕事 簡単な盛付･洗い物､調理補助など 

※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 
※手袋を使用するので手荒れなどの 
　心配もありません♪ 

【募集情報】
時間 ①5:30～9:45  ②5:30～15:00 

③14:00～20:00 
※勤務日・時間相談できます

資格 未経験OK 年齢不問
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 
(とんかつサボテン10％オフ 
　　　グループ経営のホテル宿泊割引)

応募 『DOMOを見ました』とお気軽にA下さい 
お問合せもお気軽にどうぞ

【職場情報】
事業 社員食堂･病院･福祉施設の食事受託運営 

《担当から》アットホームな施設で新人の方 
も馴染みやすい職場です!

003-1254651

株式会社グリーンハウス　羽衣の里
A053-456-0666 平日9～17時Aサトウ
静岡市清水区折戸5-18-36

七ッ新屋交差点から]3分 yyykmo
10お弁当の製造に関する業務\

時給880円～時給1180円\

待遇充実で安心"未経験者歓迎" 
高齢者(60才以上)の方も活躍中♪ 

DOMO-NETもご覧ください♪
仕事 ①ごみ処理 

(工場外での簡単な機械によるごみの 
圧縮作業) 
②コンビニ用納入箱の洗浄･運搬

【募集情報】
時間 ①A/8:00～13:00 

　B/13:00～17:00 
　*週3～5日勤務で曜日は応相談可 
②A/8:00～17:00(休憩60分) 
　B/13:00～17:00 
　*週3～5日勤務で曜日は応相談可

給与 5時～9時…時給950円 
9時～18時…時給880円 
18時～22時…時給950円 
22時～翌5時…時給1150円 
日祝時給/5～22時…980円 
　　　　 0～5時…1180円

期間 長期(2ヵ月程度の短期試用期間可)
資格 未経験者歓迎 

年末年始､GW､ 
夏期の期間中1～2日出勤有 
*勤務開始前に検便検査有

待遇 交通費規定支給 
社保完備(長期) 
車通勤可 
制服貸与 
*格安社員食堂有､20円から 
(10:00～13:30頃迄)

応募 受付時間/月～土 10:00～17:00迄 
TEL後､履歴書ご持参下さい｡

【職場情報】
事業 米飯類の製造

002-2664122

株式会社　武蔵野　静岡工場
A054-347-1800 担当/望月
静岡市清水区七ッ新屋515-1



駿河区小鹿 yyyFkm
01調理補助(簡単な盛付･皿洗い等)

時給950円+交通費規定支給

)年齢不問"70代まで活躍中) 
時間や勤務日数など相談はお気軽に!
仕事 簡単な盛付･洗い物､調理補助など 

※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 
※手袋を使用するので手荒れなどの 
　心配もありません♪ 

【募集情報】
時間 ①5:30～12:00　②5:30～15:00 

※週3日からOKです 
※曜日･時間などご相談下さい

給与 時給950円～+交通費規定支給
資格 未経験OK 年齢不問
待遇 C規定 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 
(とんかつサボテン10％オフ‼グループ経
営のホテル宿泊割引)　エリア社員登用制
度有※登用後月給20万～24万円

応募 『DOMO』を見ましたとお気軽にA下さい 
お問合せもお気軽にどうぞ！ 

【職場情報】
事業 社員食堂･病院･福祉施設の食事受託運営

003-1254653

株式会社グリーンハウス　小鹿病院
A053-456-0666 平日9～17時 Aサトウ
静岡市駿河区小鹿1633-1

駿河区根古屋 yyykmn
01簡単な調理補助スタッフ 
    (簡単な盛付･皿洗い等)

①②時給950円～③時給900円

)70代まで活躍中) 
勤務開始日・勤務日数などお気軽に!
仕事 簡単な盛付･洗い物､調理補助など 

※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 
※手袋を使用するので手荒れなどの 
　心配もありません♪ 

【募集情報】
時間 ①5:00～12:00  ②5:00～10:00 

③15:00～19:45 
※週3～4日からOKです 
※勤務日・時間相談できます

資格 未経験OK 年齢不問
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 
(とんかつサボテン10％オフ 
　　　グループ経営のホテル宿泊割引)

応募 『DOMOを見ました』とお気軽にA下さい
【職場情報】
事業 社員食堂･病院･福祉施設の食事受託運営 

《担当から》アットホームな施設で新人の方 
も馴染みやすい職場です!

003-1254662

株式会社グリーンハウス　久能の里
A053-456-0666平日9～17時Aサトウ
静岡市駿河区根古屋289-1



静岡市以西

大鉄千頭駅よりバスで40分 yyykmr
01①客室係　②フロント係

時給900円～1300円 

)長期or短期)働き方が選べます+ 
50～60代も活躍中"天然温泉入り放題
時間 7:00～21:30※実働8h､シフト制､残業有
休日 週休制
期間 長期･短期どちらでもOK
資格 住み込みできる方(通勤も可能です) 

定年後の方､60才以上のシニアの方歓迎
待遇 制服貸与　個室寮完備　面接C規定支給 

寮費(食事代含む/月1万6000円)　車可
応募 事前にお電話の上､履歴書を郵送下さい｡ 

面接時の交通費規定支給します｡
事業 観光旅館･温泉宿の経営

002-2655145

寸又峡温泉　翠紅苑
A0547-59-3100
〒428-0411 榛原郡川根本町千頭279

牧之原市など zyyukn
0①土木･建築工事のお手伝い ②重機
オペレーター ③農作業のお手伝い 

時給1100円～ ※試用期間1ヶ月(時給同じ)

■ 50代～60代のスタッフが活躍中 ■ 
フルタイムできる方も歓迎します
仕事 ①着工前の看板出し・撤去、土のう作り 

現場作業のお手伝い②重機オペレーター 
③除草作業、整地、除草シート貼り

時間 8:00～17:00(相談に応じます) 
※勤務日数・期間なども相談に応じます

勤務地 牧之原市･吉田町･御前崎市等 ※請負先
資格 要普通免許、未経験者歓迎
待遇 昇給有、交通費規定支給、車通勤可、 

傷害保険加入(保険料は当社負担)
事業 業務請負業

002-2660077

壮快ライフ
A090-3150-2501　担当／曽根
牧之原市布引原1114

島田駅北口から徒歩3分 xyyakn
7新聞配達スタッフ

7月給23万円～28万円 ※別途諸手当支給

*正社員として腰を据えて働けます*
仕事 ・各家庭､事業所などへの新聞の配達 

・配達前の折り込み作業 
・新聞代金の集金等

時間 2:00～6:30　14:30～17:30
休日 4週4休のシフト制､休刊日､有給休暇 

※日･祝は朝刊のみ配達
資格 学歴･経験不問　要原付免許
待遇 社会保険完備　交通費規定支給 

賞与有(年2回)　退職金有(勤続1年以上)
応募 TEL後､履歴書･職務履歴書を持参下さい｡
事業 新聞の配達､出版物の販売等

002-2658718

株式会社　浅野新聞店
A0547-35-3333　採用担当迄
島田市本通1-10-8



静岡市より西

藤枝市岡部町岡部 xyyakm
1①炊飯業務 
　②寿し飯の製造加工(マシン使用)

①時給900円(早朝手当有) ②\

☆急募！☆勤務日はご相談下さい♪
時間 ①4:00～9:00頃まで(4～5時間程度) 

②19:00～24:00(3～4時間程度) 
※内容により若干前後あり 
※週2～3日､勤務日相談可 
※土日祝のみでもOK

給与 ②時給858円(深夜割増有)
資格 未経験者歓迎　シニアの方歓迎 

Wワーク可　
待遇 車･バイク通勤可　制服貸与　試用期間有
応募 お気軽にお問い合わせください。
事業 寿し飯製造加工

002-2660194

株式会社いずみ屋
A054-648-0502(受付9～17時)
藤枝市岡部町岡部1071-5

勤務地により異なる xyyeHk
70警備スタッフ 
(工事現場､イベント会場での交通誘導)

日給7500～9200円(資格･年齢による)\

時間 8:00～17:00(休憩有) 
0出勤できない週があってもOK､勤務日L

休日 7日曜､他応相談
給与 ※昇給有 ※法定研修期間30hは2万5740円
勤務地 藤枝･焼津･島田･吉田･静岡 

※基本的には直行直帰です｡
資格 18歳以上(警備業法による)　学生歓迎 

原付免許以上　未経験者歓迎
待遇 制服貸与　昇給有　原付バイク貸出有 

給与支給日応相談　7社会保険完備
応募 電話連絡後､履歴書(B貼)持参下さい｡
事業 警備業

002-2660179

株式会社ヴァンガード
A054-631-4885　採用担当
〒426-0019　静岡県藤枝市天王町3-10-25

東名焼津ICから車で5分 yyyFkm
10カンタンな食品加工のお仕事 
　　(たらこの選別やパック詰め等)

時給858円

接客なし！冷暖房完備の快適空間！
仕事 たらこ製品の製造・検査・包装
時間 8:30～17:00内で応相談 

※週3～4日で勤務日数も応相談 
　お休みの希望を教えてください！

休日 土日祝(土は第2・第4) 
GW、お盆、年末年始休暇

資格 年齢・経験不問です
待遇 制服貸与　社会保険完備　車通勤可
応募 B後、履歴書持参下さい
事業 食品の製造 

002-2662060

村松水産株式会社
A054-629-3167　採用担当迄
焼津市坂本393-1

島田市金谷 xyydkm
01灯油･軽油の配達スタッフ

時給1000円　※経験･能力考慮

☆60歳以上の方大歓迎です☆ 
普通免許さえあれば経験は問いません
仕事 島田･金谷地区の決まったお客様に 

灯油･軽油などのルート配達です｡
時間 9:00～17:00　 

※残業ほとんどなし 
※1日4h～､週3日～勤務OK

資格 要普通免許(AT限定不可) 
要危険物(乙四)取扱免許

待遇 昇給有､社会保険制度有､制服貸与 
車通勤可､無料駐車場完備､資格手当有

事業 石油エネルギー事業

002-2662020

西東石油　配送センター
A0547-45-2101　担当／関
島田市金谷東1-1235-1(本社)



静岡市以西

ABCマート向い(国1沿い) yyyHkm
01①冷凍食品の県内ルート配送 
　　②冷凍庫内作業

時給1000円

【 合計13名の大勢募集!! 】 
準中型免許あればOK!同乗研修有!
時間 ①8:00～17:00※早出有 ②18:00～21:00
休日 週休2日のシフト制
期間 ①即日～長期 ②4月初旬～長期 

※出社開始日は応相談
資格 ①要準中型免許以上 配送経験者優遇
待遇 社保完備 残業手当 車通勤可 制服有 

試用期間3ヶ月(交通費の支給無し)
応募 B後､履歴書(B付)を持参ください｡
事業 冷菓･冷食･チルドフーズの卸販売

002-2662719

栄光株式会社
エイコウグループ
A054-643-6666　担当／池田･大塚
藤枝市上青島405

坂本バス停目の前 xyyaFk
01未経験歓迎のコンビニSTAFF 
　　(レジ･接客･店内清掃･商品陳列等)

17:00～22:00／時給900円　他\

*50～60代のスタッフ活躍中*
時間 ≪月～土曜日≫　① 5:00(6:00)～9:00 

② 9:00～13:30　③12:30～17:00 
④17:00～22:00(～20:00) 
※時間帯希望考慮　※週1回､1日2h以上 
※未経験の方は､2週間位研修有　

給与 5:00～9:00／時給930円 
9:00～17:00／時給860円 
※能力により昇給有　

資格 未経験者･経験者､Wワーク歓迎
待遇 制服貸与､車･バイク･自転車通勤可､D有
事業 コンビニエンスストア

002-2662062

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

藤枝中学校近く yykm
01①②葬儀駐車場巡回警備･案内

①日給1万296円以上　②時給1200円　\

週2日～OK! 40代～70代男女活躍中"
仕事 ①葬儀会館の夜間常駐･巡回警備 

②通夜､葬儀会場での駐車場案内
時間 ①20:00～翌8:00　 休憩､待機有り 

②A.9:00～12:00　 B.12:00～15:00 
　C.17:00～20:00　※若干変動有り 
※時間･曜日･場所等は応相談

給与 ※法定研修30hは時給860円
勤務地 ①②藤枝･焼津･島田地区の施設など
資格 18才以上　未経験者歓迎
待遇 制服貸与､バイク･車通勤可､直行直帰可
事業 警備業

002-2664210

㈱日本セキュリティパトロール
A054-647-1118　担当／採用係
藤枝市音羽町3-1-2

JR藤枝駅]15分 xyycko
01手打ち蕎麦･小料理屋さんの 
　　お手伝いスタッフ (未経験OK)

時給890円～940円　　\

＼★簡単なお手伝いからスタート★／ 
　　未経験から安心して働けます♪
仕事 接客、注文、配膳等のお仕事。
時間 ①10:30～14:30　②17:30～21:00 

★土日祝のみの募集です。
休日 水曜定休
給与 ①時給890円　②時給940円
資格 未経験者歓迎　主婦･主夫歓迎
待遇 おいしいまかない有　制服貸与 

車･バイク通勤可　制服貸与
応募 お電話にて受け付けております。
事業 手打ち蕎麦兼小料理屋

002-2663852

そば酒房 いしざわ
A080-3063-2759(受付/13～18時)A石澤
藤枝市田沼4-14-3



静岡市より西

藤枝市本町･平島 yyyFkm
01コンビニスタッフ 
　　(レジ･接客などの店内業務)

22:00～翌5:00／時給1080円　他は\

*40～60代の方活躍中！*
時間 24h内で時間応相談 

《勤務例》 
5:00～9:00､16:00～20:00､0:00～5:00等

給与 5:00～8:00／時給900円 
8:00～22:00／時給860円 
※能力や経験に応じます

勤務地 ・藤枝本町3丁目店(藤枝市本町3-4-20) 
・藤枝平島店(藤枝市平島969-2)

資格 年齢不問　未経験者大歓迎 
待遇 制服貸与 昇給有 社員登用有 車通勤OK
事業 コンビニエンスストア

002-2662138

セブン-イレブン藤枝本町3丁目店･藤枝平島店
A054-644-7870(本町3丁目店) A松井
住所／上記参照

牧之原市坂口 yyyFmn
1調理補助(無資格･未経験OK)

時給858円～900円＋交通費規定支給

◎年齢･経験･資格不問◎ 
定年後の方､60歳以上のシニア歓迎" 
午後の空き時間を有効活用しませんか 
普段の家庭料理の延長で働けます
仕事 簡単な調理補助･配膳･洗浄｡ 

ほとんどのスタッフが未経験スタート‼ 
未経験でも安心して始められる環境です 
40～60代女性元気に活躍中‼

【募集情報】
時間 13:30～19:00の間で応相談 

※土日祝勤務できる方は尚歓迎 
　体に負担なく無理なく働けるよう 
　働き方はご相談下さい。

休日 週休2日制(シフト調整応相談) 有給休暇
勤務地 介護施設 

牧之原市坂口2766-1(聖ルカホーム)
資格 未経験者歓迎 年齢･経験･資格不問 

復職希望やブランクのある方歓迎 
定年後の方､60歳以上のシニア歓迎

待遇 社会保険完備 昇給･賞与有(業績による) 
車通勤可 交通費規定支給 制服貸与  
経験者優遇 昼食支給

応募 電話連絡後､履歴書(写真貼付)持参｡ 
まずはお気軽にお問い合わせ下さい｡

【職場情報】
事業 給食事業

002-2652686

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



静岡市以西

勤務地により異なる yyyqHk
0警備員(交通誘導)

日給8200円以上　\

%今なら入社祝金3万円!(規定有り)% 
マイペースに週2､3日の出勤も可能! 
わかりやすい研修とサポート有り+ 
警備のお仕事が初めてでも安心です
仕事 交通誘導業務(電話工事等) 

※日払い･週払い相談OK！　 
　週2日～OK

【募集情報】
時間 8:00～17:00　 

※土･日･祝のみもOK
給与 ※法定研修は30時間で2万5740円
勤務地 焼津・藤枝・吉田・静岡
資格 18才以上の男女(60歳以上の方も大歓迎) 

学生･フリーター･Wワーク･未経験者歓迎
待遇 社保完備､丁寧な研修有り　 

自転車通勤OK､日払制度有り 
入社祝金有り(会社規定による)

【職場情報】
事業 警備業
《担当から》 
ベストガードは明るく活気ある職場です- 
ママさん､学生さん～60歳以上の方まで､幅広
い年代の方が元気に頑張っています｡ 
年間を通じて安定した仕事量があります｡ 
あなたも警備のプロとして活躍して下さい! 
ぜひ一度社内の雰囲気を見に来て下さい♪

002-2658427

ベストガード 焼津本社
A054-631-5562(月～土の9:00～18:00)
焼津市大覚寺1丁目13-23

藤枝PA内 yyykmn
1藤枝パーキングエリアの 
　清掃スタッフ

時給860円以上

社保完備･昇給･諸手当･賞与有+ 
20～60代女性活躍"未経験者歓迎☆ 
定着率抜群の働きやすい職場-

仕事 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｡

【募集情報】
時間 ◎8:00～17:00  ◎7:00～8:00  

◎17:00～18:00 
※繁忙時変更あり 
※各休憩有､早出･残業有 
※週2～3日勤務でも週5日勤務でもOK 
　体に負担なく無理なく働ける 
　シフトをご相談下さい

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860円以上
勤務地 藤枝PA／藤枝市中ノ合629
資格 学歴･年齢･経験不問　未経験者大歓迎 

定年後の方､60歳以上のシニア大歓迎
待遇 社保完 D･H有(業績による) C規定 

車･バイク･自転車通勤可 各種手当有 
制服貸与 充実の各種研修有 退職金制度 
(勤続1年以上) 試用期間3ヶ月(同条件)

【職場情報】
事業 清掃・道路メンテナンス

002-2659945

中日本ロード･メンテナンス静岡株式会社
A054-631-6071　担当／高橋･藤澤
静岡県藤枝市潮429



静岡市より西

藤枝市田沼 yyyHkn
01SSスタッフ

時給950円～1188円以上※深夜割増有 \

10代～60代迄活躍中!夕方からは 
フリーターさん学生さん活躍してます 
週3～OK!高校生もOK♪日曜はお休み!
仕事 給油作業･洗車･接客など 

【募集情報】
時間 ①17:00～20:30 

　※週3日から応相談 
②8:00～20:00の間で応相談(土･祝)

給与 時給950円～1188円 ※日･祝時給100円UP 
18才以上(免許あり)/時給950円から 
18才以上(免許なし)/時給910円から 
18才未満/時給890円から 
※入社3ヶ月後に時給の見直し有ります｡ 
　日数･勤務成績によって昇給します 
　ので､やりがいがありますよ｡

資格 未経験者･フリーター･学生さん歓迎 
車･洗車好きな方大歓迎

待遇 交通費規定支給 制服貸与 社員登用有 
乙四手当別途有 駐車場有 昇給有 
深夜手当有 
保育園用就労証明書すぐに提出可

応募 お気軽にお電話下さい｡ 

【職場情報】
事業 ENEOSガソリンスタンド

002-2661531

S-net静岡㈱　藤枝田沼給油所
A054-634-1661　担当／店長
藤枝市田沼2-11-53

藤枝市小石川町 yyykmn
8学校給食の配送ドライバー

時給1000円

業務拡大につき､NEWスタッフ募集!! 
主婦(夫)や60歳以上のシニア世代歓迎 
長期働ける方お待ちしています+ 
)詳しくはDOMONETをご覧下さい)
仕事 3tトラックで焼津市の小中学校へ 

給食を届けるお仕事です｡ 
運転手と助手の2人体制での配達です｡ 
男女問わず､定年退職後の 
シニア世代の方も活躍しています｡ 

【募集情報】
時間 9:00～15:30
休日 土日祝 

学校休校日(春･夏･冬休み期間)
給与 時給1000円 

※試用期間1ヶ月程度は時給860円
期間 即日～3/31迄(原則更新有)
資格 要準中型免許以上　経験･年齢不問 

ドライバー経験ある方優遇
待遇 制服貸与　車通勤可　 

交通費規定支給　各種保険完備
応募 電話連絡後､履歴書ご持参下さい｡ 

まずは､お気軽にお電話下さい｡ 

【職場情報】
事業 陸･海･空の総合物流業務

002-2660366

日本通運株式会社　焼津支店
A054-641-3144 A藤枝2課　小林
藤枝市小石川町3-20-1

内瀬戸谷川

瀬戸川

当社

サンドラッグ
藤枝小石川店

ブックオフ
ゴルフ5

焼肉屋さかい

ジャンボエンチョー

㈱明治 東海工場

青島焼津街道洋服の青山



静岡市以西

焼津､藤枝､島田等 yyyHFk
0①②電線工事警備(交通誘導) 
　　③一般土木等警備員

日収①②9500円以上可能③8000円以上可能

有資格者手当/月2000円他 
資格取得支援も有♪ 

貴方のリズムで休みも取れるよう 
考慮します。お気軽にA下さい！
仕事 ①②日に数ヶ所の移動を伴います

【募集情報】
時間 8:00～17:00(休憩有) 

※季節･現場により多少変動有
給与 基本日給8000円 

※①②は追っかけ手当1500円＋他有 
法定研修30時間(日勤のみ)は2万5740円

勤務地 ①焼津･藤枝市内(バイク移動必要) 
②島田･牧之原中心､遠方も有(要車移動) 
③焼津･藤枝を中心に主に志太榛原地区

資格 18才以上の男女　年齢･性別･経験不問 
①要原付免許､バイク持込歓迎 
②軽～普通車(5ナンバー)持込出来る方

待遇 給与支払月2回 社会保険完備 手当有 
①焼津･藤枝はバイク持込手当別途500円 
　※会社からのレンタルも可能 
②車両持込手当別途1500円+遠隔地手当等 
有資格者手当2000円/月 資格取得支援有

【職場情報】
事業 警備業(工事現場･駐車場･イベント等)
《ＵＲＬ》http://www.toankei.co.jp

002-2662027

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

60～70歳活躍中!
定着率も◎!
力仕事も少ないです!｠
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