


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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富士市五貫島 yyyFkn
2塗装前の簡単な準備作業

時給880円

★巻頭記事ページで弊社掲載中です★ 
簡単な単純作業＆人気の短時間勤務
仕事 塗装前の製品の研磨作業や、塗装された 

くない部分にテープを貼る作業など。 
細かな作業で扱う製品は大小様々です。

時間 9:00～15:00 ※残業なし
休日 土曜・日曜・祝日、他会社カレンダー
勤務地 富士市五貫島　※車通勤可(駐車場あり)
資格 経験・資格は必要ありません
待遇 社会保険､制服貸与､有給休暇､通勤手当
応募 まずはお気軽にお電話下さい。
事業 シニア専門の派遣会社 (派)22-300513

002-2658094

シニアキャリアサポートセンター(株式会社高年社60)
C0545-55-5011 (受付/月～金:9～18時)
本社/富士市中央町3-2-2 シゲノブビルⅡ 1F

まかいの牧場近く yyykmn
0用務(清掃係)・ポーター

時給860円

定年退職後のおシゴトとしても 
オススメ☆未経験者大歓迎です♪
仕事 クラブハウス･ロッジの清掃業務及び 

玄関でのキャディバッグの受渡し業務等
時間 6:30～18:00(実働7.5h) 

※出勤日数応相談(週2日～3日程度)
資格 要普通免許　年齢・性別不問 

未経験者・経験者共に歓迎
待遇 交通費規定支給　車通勤可　制服貸与 

ゴルフプレイ優待制度有
応募 B後､履歴書(B貼)を持参下さい。
事業 ゴルフ場　

002-2651622

小田急西富士ゴルフ倶楽部
A0544-54-2000(9時～17時)A仲亀
富士宮市内野1291-1

富士宮市内 yk
7工場内の清掃スタッフ

時給910円以上

体力的にも無理なく働きたい方には 
ピッタリ☆60歳以上の方も活躍中！
仕事 モップ掛け・ふき掃除・トイレ掃除等を 

お願いします。家事の延長でできる簡単
な仕事。掃除好きな方に♪女性活躍中!!

時間 8:00～16:00
休日 土日、他会社カレンダーによる
勤務地 富士フイルム富士宮工場
資格 未経験者歓迎　年齢不問
待遇 制服貸与 有給休暇有 社会保険有
応募 電話連絡後、履歴書持参下さい。
事業 廃棄物処理業・清掃業

002-2654344

株式会社　橘商事
A0544-27-1633
富士宮市淀川町34-4



R139 阿幸地北交差点すぐ yyykmo
0ホール・キッチンスタッフ

60才以上…時給860円

幅広い年代のスタッフ活躍中" 
未経験でも優しく教えます♪

仕事 配膳・片付け、簡単な調理補助。券売機
があるのでレジ作業はなし!

時間 ①11:00～18:00(休憩有) ②18:00～22:00 
※1日4h以上できる方 
※土日どちらか含む週3日

給与 ※研修期間50h…給与変動なし
待遇 随時昇給有　車通勤可 

制服貸与　食事割引有 
髙田企画経営の他の飲食店でも割引あり

事業 ラーメン店　(経営)株式会社髙田企画

002-2659758

ばんからラーメン富士宮店
A0545-53-6698(本社)　担当/後藤
富士宮市阿幸地町30

富士市方面 xxxeda
51週間に3日、早朝配達 
　森永乳業・雪印の宅配専用商品

固定報酬月額6万～8万円以上可

シニア活躍中！定年後の副収入に最適 
主婦･Wワークの方も活躍中です！
業務 当社宅配センターにて牛乳を積み込み、 

お客様宅に配達して頂くお仕事です。 
1ヶ月位で地図なしでもまわれます

時間 4:00～6:00頃まで 
月・水・金又は火・木・土の週3日のみ

勤務地 富士市方面
資格 ご自分の車で配達できる方　未経験歓迎
負担金 一切なし
応募 電話連絡後、係員が説明に伺います。
事業 森永乳業総代理店

002-2659941

㈱ニシムラネットワークサービス
A0545-65-2500　担当／採用係
富士市宮島630-2

現場による yyykmr
0土木作業員、草刈・伐採作業員

日給1万2000円～ ※経験・能力による \

時間 8:00～17:00 
※週3日～OK!!

休日 日曜日＋他シフト制､年末年始､GW､夏季 
※1週間前までのシフト自己申告制

給与 ※週払い可(規定による)
勤務地 主に静岡県内東部・中部
資格 未経験者大歓迎!!
待遇 社保完 寮完備 車通勤OK 健康診断(会社

全額負担) 資格取得支援制度有(規定有) 
4t車､重機乗れる方優遇 ※委細面談

応募 B後､K持参下さい｡お気軽にB下さいね!
事業 建設業

002-2661687

株式会社平成建設
A0545-65-5556　採用担当者まで
富士市松岡623-1

富士市前田 xyybkn
01工場施設警備業務 
　　(巡回､入門チェック等)

日給1万4700円＋C規定支給　\

安心の待遇!未経験OK! 
年令不問"男女スタッフ活躍中!
時間 8:00～翌8:00　※休憩､仮眠有 

※変形労働時間制　週40時間
給与 法定研修4日間(30h)は2万5740円 

(時給858円×30h)　※研修は日中です｡
勤務地 富士市前田
資格 18才以上
待遇 制服貸与 交通費規定支給 社保完 車可
応募 B後､履歴書(B付)ご持参下さい｡
事業 セキュリティサービス全般 

(常駐･機械･交通･イベント･総合管理)

002-2660151

エスピトーム株式会社
A054-281-7890　担当／田形
静岡市駿河区中田2-4-17



富士市・富士宮市

富士市沼田新田 zyyukm
0ミキサー運転手 
　①大型ドライバー②小型ドライバー

①時給1500円　②時給1200円

未経験OK"力仕事もほとんどなし♪ 
高時給で空いた時間を有効活用◎
仕事 主に富士市内の配送業務。近距離の配送

で安心！力仕事もほとんどありません。
時間 7:30～16:15※現場状況により多少前後有｡ 

※配送状況により週1日～勤務になります｡
資格 ①要大型免許　②要中型免許 

※①②AT限定不可
待遇 車通勤可　昼食支給
応募 電話連絡後､履歴書(B付)ご持参下さい。
事業 生コンクリートの製造販売

002-2663814

フジ生コンクリート株式会社
日本工業規格表示認定工場
A0545-33-0772
富士市沼田新田8

①富士宮市②清水区蒲原 yyykmr
2フォークリフトでの①入出庫･格納･ 
搬送作業等　②電線の搬送・積込み

①時給1100円(22時～1375円)②時給1000円

60代の方まで幅広く活躍中です♪ 
●東部担当が丁寧にサポートします●
時間 ①(A)8:30～17:00　(B)16:30～翌0:00 

　※(A)日勤のみOK！ 
②8:00～17:00　※①②とも休憩あり

休日 ①土･日･祝(年間休日120日)　②土･日 
※①②会社カレンダーあり

勤務地 ①富士宮市 ②清水区蒲原 ※当社派遣先
資格 フォークリフト修了証ある方　経験不問
待遇 社保完備　制服貸与　車･バイク通勤可 

有給休暇　寮の相談OK♪　②食堂あり
事業 一般労働者派遣業(派22-300052)

004-0848607

株式会社テックメイト
A053-411-7491A080-2617-5871
浜松市中区向宿2-12-4(本社)　★出張面接OK

静鉄ストア近く ym
①1②18コミュニティバス運転士 
(小型バス、10人乗りのワゴン車)

①時給1000円 ②日給1万円～(C含む)\

年末年始と日祝は運行ナシ♪
時間 ①6:00～9:00 

②6:00～19:00の間のシフト制 
※1月15日程度※8月22日～25日程度L 
※週に3～5日L　※日祝他休みシフト制

給与 ②※交通費は1日一律500円支給 
　※試用期間1ヶ月程度/日給6900円(C無)

資格 シニア(60才以上)歓迎! 
①要普通二種免許　②要大型二種免許

待遇 各保完、車通勤可、無料R有、制服貸与
事業 タクシー･コミュニティバス事業

002-2663147

石川タクシー富士株式会社
富士急グループ
A0545-57-5111 担当/採用係
〒417-0051　富士市吉原4-10-9



富士宮市星山 yyyFmn
2金型製品・材料の運搬、段取り

時給1000円

★巻頭記事ページで弊社掲載中です★ 
働くから元気になる！ 

フォークリフトの経験活かせます!! 
シニアが多数活躍している職場です♪
仕事 小型軽量の製品や材料をプラコンテナに

入れ､パレットでフォーク運搬します。 
チカラの必要な作業はありません♪ 
20年以上も無事故の安全性が確保された
設備なので､初めての作業でも安心です｡

【募集情報】
時間 8:00～17:00 

※残業は多少あり(相談可)
休日 日曜・土曜(月1回土曜出勤有)、他 

※会社カレンダーによる
勤務地 富士宮市星山
資格 要フォークリフト免許 

リーチフォーク・カウンタフォーク経験
待遇 社会保険、通勤手当、制服貸与、 

有給休暇、お弁当手配も可、 
車通勤可(駐車場あり)

応募 まずはお気軽にお電話下さい。 

【職場情報】
事業 60歳以上のシニア専門の派遣会社 

(派)22-300513

002-2657345

シニアキャリアサポートセンター(株式会社高年社60)
C0545-55-5011 (受付/月～金:9～18時)
本社/富士市中央町3-2-2 シゲノブビルⅡ 1F

富士市内 yyykmn
1清掃スタッフ

①②時給950円～　③④⑤時給858円～

私病保険加入！私的な病気の入院費 
を会社の保険で負担します" 
午前のみ又は午後のみのお仕事" 
難しい機械作業はないので、ご安心を
【募集情報】
時間 ① 8:30～11:30・月～金勤務 

② 9:00～12:00・月～金勤務 
③ 9:00～12:00・週4日～応相談 
④12:00～16:00・月水金 又は 火木土 
⑤ 8:30～12:00・週3日程度

勤務地 ①富士市厚原(工場内事務所等) 
②富士市北松野(医療機器製造工場事務所) 
③富士市平垣本町(ホテル内) 
④富士市久沢(工場内事務所等) 
⑤富士市津田(病院内)

資格 未経験者歓迎
待遇 制服貸与　車通勤可　R有　交通費規定支

給(1万円まで/月)　入社祝金有(規定有) 
私病保険加入 ※疾病告知不要 
(年齢不問･既往症も2年以上経過で可能)

応募 下記連絡先までお気軽にお電話下さい。 
詳細、面接日をお知らせ致します。 
※履歴書は写真添付願います。

【職場情報】
事業 総合ビルメンテナンス
《ＵＲＬ》http://www.toa-bs.co.jp/

002-2659792

東亜グループ
C0120-39-9133 受付/平日9:30～17:00
(本社)富士市厚原131-1



富士市・富士宮市

富士市 yn
2①②水処理ろ過装置の製造業務 
　③大型機械設計

①②月給20万2200円＋諸手当　\

◆旭化成グループでのお仕事◆
仕事 ①②製造業務(①3交代②日専) 

③大型機械設計
【募集情報】
時間 ①1勤)7:30～15:30　2勤)15:30～23:30 

　3勤)23:30～翌7:30(休憩45分) 
②7:30～16:15(休憩1h) 
③8:30～17:15(休憩1h)

休日 ①3勤1休(年間休日109日+会社指定休14日) 
②③土日祝休み(年間休日②121日③123日)

給与 ①②月給20万2200円 
　＋時間外＋交通費規定＋深夜(①のみ) 
③時給1500～1800円＋交通費規定 
　※経験スキルを考慮します

勤務地 富士市　※当社派遣先
資格 ①②製造現場経験者 

③機械設計経験者、CAD操作のできる方
待遇 ①②賞与：年2回(各1ヶ月)
応募 夜間登録の対応します。 

※応募書類は弊社の個人情報管理規定に
基づき､適切に管理または廃棄致します｡

【職場情報】
事業 労働者派遣業(派13-010152) 

有料職業紹介業(13-ユ-010210) 
https://www.amidas.co.jp/job/haken/

002-2664187

旭化成アミダス(株)　富士営業所
旭化成㈱100%出資の人材派遣会社
C0120-952-144　担当／深沢
富士市鮫島2-1　旭化成（株）富士支社内

富士宮市内 yyykmn
2①～③施設清掃業務(①フルタイム･
②③パートタイム)　8④試験業務

時給①900円　②③865円　④1050円～\

土日休み、年間休日124日!家庭との 
両立等、相談にのります。工場内の 
食堂や廊下､ロッカー等の清掃業務! 
お気軽にお問い合わせください♪
仕事 ④医薬品･医療機器の試験業務｡ 

　試験データ入力
【募集情報】
時間 ①7:30～16:30　②7:30～11:30 

③9:00～15:00　④8:00～16:45 
※①④勤務時間相談に応じます

休日 土・日､GW･夏季･冬季(各9日間) 
※就業先カレンダーによる 
　(年間休日124日)

給与 ※④経験者優遇
勤務地 ①～④富士宮市舞々木町150 

②④富士宮市三園平818 
※④当社請負先

資格 未経験者歓迎
待遇 昇給(規定内)､賞与(夏季･冬季寸志)､ 

制服貸与､無料駐車場有､社保加入制度有 
(法令に準ずる)　※6ヵ月勤務後､交通費 
規定･有休付与(半休制度有)が発生します 
④正社員登用制度有

【職場情報】
事業 労働者派遣事業(派13-301798)・有料職業

紹介事業(13-ユ-301388)・業務請負業

002-2665066

テルモヒューマンクリエイト株式会社 富士宮営業所
A0544-26-8800　担当/稲葉
富士宮市三園平818



イオンタウン富士南内 xyyeko
10キッチン・レジ補助

時給900円以上 ※土日祝/時給1100円以上

週2日～OK!ランチ･土日など 
無理ないシフトが組めます◎ 

カウンター内のお仕事だから安心！ 
40～60代の幅広いスタッフが活躍中♪
仕事 フードコートにあるお店なので 

カウンター･キッチンのお仕事が中心｡ 
◎簡単なことからひとつずつ覚えていけ 
　るので、未経験の方も安心して 
　始められます。

【募集情報】
時間 9:00～21:00(L.O 20:30)で1日4h～OK！ 

☆週2日～OK！曜日・時間は応相談 
☆土日祝できる方歓迎

給与 ※能力次第で時給UP
資格 未経験歓迎　フリーター･主婦主夫歓迎
待遇 交通費規定支給　昇給あり　食事補助 

ユニフォーム貸与　正社員登用制度有 
紹介褒賞制度あり

【職場情報】
事業 フードコート･パスタ屋専門店
《担当から》 
食べることが好き、お料理が好き！ 
そんなあなたを歓迎します！ 
未経験で大丈夫！みんなで丁寧に教えていき
ます。いろんな年代のスタッフがいますが､
和気あいあいの明るいお店ですよ☆

004-0848719

パスタ屋一丁目 イオンタウン富士南店
A0545-62-3906 担当/望月
富士市鮫島118-10(イオンタウン富士南2F)



富士市・富士宮市
以東

御殿場市中畑 yyykmn
01コンビニ店内スタッフ(レジ･ 
品出し･発注･他､付帯する一切の業務)

①時給860円　②時給950円　

◇駐屯地内でのお仕事◇ 
シニア世代のスタッフも活躍中♪
仕事 接客､商品の陳列､発注､清掃等｡ 

未経験の方にも先輩スタッフが 
丁寧に教えるのでご安心ください｡

時間 ①土日祝／11:00～18:00の間で1日2h～L 
②平日／18:00～21:00 
※週1日～OK

資格 未経験者大歓迎　
待遇 車通勤可　制服貸与　プチボーナス有 

各種保険完備　交通費規定支給
事業 コンビニエンスストア

004-0846676

ファミリーマート滝ヶ原駐屯地店
☎0550-80-1820
御殿場市中畑2092-2

裾野駅より車で10分 yyykmn
1コース管理員

時給860円以上

働きやすさ◎充実の福利厚生♪ 
勤務開始日相談に応じます☆

時間 6:30～16:30の内1日4時間から応相談 
※週1日～OK

資格 未経験者大歓迎　経験者歓迎 
自力通勤できる方 
普通自動車免許(AT限定不可)

待遇 交通費全額支給 制服貸与 有給休暇有 
車通勤OK 育休有 経験者優遇

応募 まずはお気軽にお電話ください｡ 
面接当日は履歴書(B貼)ご持参ください｡

事業 ゴルフ場運営

004-0847623

東名カントリークラブ
A055-992-3331　担当／採用係
裾野市桃園300

裾野市上ケ田 yyyFkn
1①調理スタッフ 
　②送迎ドライバー

①時給860円以上＋交通費規定支給 ②\

ブランクある方歓迎" 
*在職中の方は入社日の相談もOK*
時間 ①9:00(10:00)～13:00 ※週2～3日から 

②8:00～9:30､15:30～17:00 ※日数L
休日 日曜他　祝日　年末年始
給与 ②時給1000円＋交通費規定支給
資格 ①未経験者歓迎(調理免許必要なし) 

②要普通免許(AT限定可)
待遇 D有､C規定､H有(業績による)､制服貸与

有給取得制度有､資格取得支援制度有
応募 面接は本社(裾野市金沢145-2)にて実施
事業 老人デイサービス(利用者定員15名)

004-0846999

株式会社七栄　ナナエデイサービス
A055-997-4365(本社)　担当／原田
裾野市上ケ田16-4



富士市・富士宮市
以東

熱海市 yyykmn
24～5人チームでの 
　施設内清掃スタッフ(高卒以上)

時給1000円～1200円　\

公共機関で通勤可能!車通勤も可! 
出勤日数L交通費1日上限1500円支給!
仕事 ◆お仕事開始は3月下旬まで随時相談可
時間 8:00～16:30(実働7.5時間)　 

※スタート時間相談可!　※残業なし! 
※週2日～5日の間で相談可

給与 ※給与額は勤務日数やシフトにより決定
勤務地 熱海市
待遇 社会保険完備､定期健診､ 

有給休暇､車通勤可(駐車場有)､ 
交通費規定支給(1日上限1500円迄)､他

事業 派遣(派22-300372)紹介(22-ユ-300195)

004-0847219

フロンティア･ヒューマン株式会社
C0120-981-787／8:30～17:30(月～金)
静岡県三島市川原ヶ谷137-1

裾野市深良 yyymnE
8①貸切バスドライバー 
01②運行管理

①時給900円から　②時給1000円から

時間 ①7:00～21:00の間の9h程度※休憩90分 
※1ヶ月単位の変形労働時間制※時間外有 
　(月平均168時間) 
②6:00～22:00の間で週3日～時間応相談

資格 ①学歴･年齢不問 大型二種免許所持者 
　貸切バス経験者は尚可 
②運行管理者(旅客)資格をお持ちの方 
　経験者歓迎 未経験者可 学歴不問

待遇 社保完 D有 車通勤可(R有) C規定 
①H年2回 転勤無 住宅･乗務･無事故･ 
走行キロ手当 携帯電話貸与

事業 旅行業及び一般貸切旅客自動車運送業

004-0847226

すそのバス　株式会社恋路企画
A055-965-4301　担当／長田
裾野市深良3684-1

沼津市杉崎町(学園通り) xyyckm
01駐車場内の案内係(交通整理)

時給1100円　\

週2日!長く安定的に働きませんか？ 
定年後のお仕事にも最適です♪

仕事 未経験歓迎！50代以上の男女活躍中♪
時間 土 曜/①12:30～15:00 ②18:00～22:00 

日･祝/①12:30～15:00 ②18:00～20:00 
◎週2日のお仕事です。長期歓迎です！

給与 ※法定研修 30時間で3万円(時給1000円)
勤務地 沼津市 TSUTAYA(ツタヤ)　※当社請負先
待遇 車通勤OK(無料R有)　制服貸与 

有給休暇　グループ福利厚生あり
応募 お気軽にお電話ください◎出張面接OK！
事業 人材派遣業(派)19-020001・請負業

004-0847534

株式会社 富士急ビジネスサポート
C0120-229-374　担当／小林
沼津市大手町3-2-1　富士急沼津ビル

JR裾野駅より徒歩5分 xxyebk
01コンビニスタッフ 
　　(レジ･接客･清掃･陳列)

時給1200円　　\

)深夜帯の勤務です) 
アットホームな雰囲気の店舗です♪
時間 22:00～翌8:00(休憩あり) 

※週2～3日から応相談
給与 ※見習い期間1ヶ月有…時給1100円
資格 未経験者歓迎　学生歓迎 

主婦･主夫､フリーター､Wワーク歓迎
待遇 制服貸与 車通勤可 交通費規定支給 

社会保険完備 駐車場有 扶養内勤務可　 
テーマパークやレストランなどで使える 
スタッフ限定お得なクーポン有り

事業 コンビニエンスストア

004-0847617

セブンイレブン裾野平松店
A055-992-0197 担当／後藤
裾野市平松593-3



富士市・富士宮市
以東

沼津市大岡（本社） yyykmn
8会館へのお料理・ジュース等の配達 
　(軽自動車又は1t車を使用)

時給970円～＋交通費規定支給

年齢・性別・経験問わず大歓迎" 
☆安心・安定・長期で働けます☆
時間 8:30～17:00位 

※早く終わる場合あり。
勤務地 大岡平安典礼会館(沼津市大岡2170-1) 

配送エリア/沼津市､三島市､裾野市､ 
　　　　　 御殿場市､小山町､長泉町､ 
　　　　　 清水町､伊豆の国市､函南町

資格 未経験者歓迎　要普通免許(AT限定可)
待遇 各種保険完備　制服貸与　車通勤可
事業 冠婚葬祭互助会

004-0847685

株式会社平安
A055-929-7770　受付／古屋・藤田

〒410-0022　沼津市大岡2170-1 
大岡平安典礼会館北側　本部棟3F

ウエルシアから徒歩1分 xxyedk
01コンビニSTAFF

22:00～翌5:00…時給1073円　\

★シニア層の方活躍中$経験不問$★
時間 ①22:00～翌6:00(休憩1ｈ) 

　※22:00～翌2:00等の短時間もOK 
②15:00～20:00(休憩1ｈ) 
　※1日3～4ｈからOK 
※①②共に週2･3日から応相談

給与 5:00～6:00･･･時給1000円 
15:00～22:00･･･時給858円

資格 未経験者歓迎
待遇 昇給有　車･バイク･自転車通勤OK 

制服貸与　交通費規定支給
事業 コンビニエンスストア

004-0846770

セブンイレブン　御殿場大坂店
A0550-87-0069　担当／勝又･杉山
御殿場市大坂481

熱海駅より車で8分 zxyueF
01ホテルの客室清掃スタッフ

時給900円＋C※研修期間3ヶ月/時給858円

駅より無料送迎有+年齢不問!!K不要 
老後の貯蓄のためスキマ時間を使おう
仕事 ホテル内客室清掃(ベッドメイキング､ 

アメニティーの補充､部屋の掃除機かけ等)
時間 10:00～14:00　※シフト自己申告制 

※週1日～､1日4hの勤務
勤務地 ラビスタ伊豆山／熱海市伊豆山433-13
待遇 車通勤可 扶養内控除勤務可 C規定支給 

制服貸与(ズボン･ポロシャツ･エプロン) 
社員登用有 熱海駅より送迎有

事業 総合ビルメンテナンス業

004-0848216

太平ビルサービス㈱沼津営業所
A055-927-3086　受付：平日9～17時

沼津市高島本町16-16  
三井生命沼津高島本町ビル6F

沼津市・三島市 yyyFkn
01日常清掃スタッフ

①時給920円～　②時給860円～

平日のみでご家庭との両立も可能- 
老後の貯蓄に空いた時間を使おう"
仕事 ①マンション②官庁建物の清掃業務
時間 ①9:00～11:00(1日2h)※月･水･金曜勤務 

②7:30～12:00､7:30～15:00､ 
7:30～16:45のローテーション制(休憩有)

勤務地 ①沼津市下香貫 
②三島市官庁建物(三島市北田町)

資格 未経験者歓迎　年齢不問　既婚者歓迎
待遇 交通費規定支給　制服貸与　扶養内可 

①車通勤可②徒歩､自転車､バイク通勤可
事業 建物総合管理

004-0848312

株式会社　カンザイ
A055-941-7555
沼津市大手町1-1-3　沼津商連会館第1ビル7F



沼津市内 yymn
01トラック回送スタッフ

時給1000円＋早出･残業手当(1250円/時)

女性ドライバー活躍!男女とも歓迎!
仕事 整備の終わったトラックをお客様の元へ

届ける業務をお願いします｡力仕事なし!
時間 9:00～17:30(休憩有)
休日 日、祝、他、夏季、年末年始
勤務地 いすゞ自動車中部(株)／沼津地区
資格 要大型免許､70歳までの延長雇用有
待遇 社会保険完備､交通費規定支給､車通勤可
応募 面接は勤務地にて行います｡
システム 当社に01として雇用後､派遣します｡
事業 自動車の回送･登録業務 

人材派遣業(派)22-301068

004-0848764

株式会社ＭＳＹ商会
A055-968-5680　担当／青嶋･上野
沼津市青野178-3

御殿場警察署から車で3分 yyykmo
01①ホールスタッフ　 
　　②洗い場・調理補助

時給860円～1000円　

40代～シニア世代の方も多数活躍中◎ 
定年後でも働けるお仕事です♪

仕事 ①ホール(配膳･片付け･料理の提供など) 
②洗い場･調理補助など｡

時間 9:00～21:00の間で1日4h～応相談 
※勤務例)9:30～15:00、17:00～21:00等 
※週1日～OK 
※土日できる方歓迎

資格 未経験者歓迎　高校生OK
待遇 昇給有　交通費規定支給　車通勤可 

制服貸与　まかない有　試用期間1ヶ月
事業 和食レストラン

004-0848938

有限会社やま城
☎0550-83-9665(代)　担当／田代・安藤
御殿場市山之尻996-1

三島市佐野 yymn
1調理補助

時給860円～900円

☆★家事の延長で勤務OK☆★
仕事 調理及び利用者が使用した食器等の洗浄 

料理の配膳・調理したものの盛付け
時間 ①8:00～15:00 ②9:00～15:00※休憩有 

※いずれかで週3日程度～応相談 
休日 日曜他､交替制　※応相談
資格 年齢不問　自力通勤できる方 

土曜･祝日いずれか半日出勤可能な方
待遇 賞与有　ユニフォーム貸与　車通勤可 

交通費規定支給　無料R有　各種手当有
応募 まずはお気軽にご連絡ください。
事業 介護老人保健施設

004-0848944

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

長泉町/ウェルディ長泉 zyyukn
01①ホール②調理補助

時給880円(土日祝は920円)22時～深夜手当

[シニア歓迎]家事の経験が活かせます
時間 8:30～24:00の間で時間､曜日応相談 

・シフトは1週間ごとの申告制 
・週2～3日､1日3時間位の短時間もok

給与 時給880円(土日祝は920円) 
22時以降は深夜手当別途支給

資格 未経験ok(高校生可､22時まで)
待遇 交通費規定支給､食事補助､従業員割引 

社会保険完備､昇給､車通勤可､社員登用
応募 お気軽にお電話下さい(履歴書不要) 

DOMOネットからボタン1つで簡単応募ok
事業 飲食店(和食)

042-0330687

ごはん処大戸屋　ウェルディ長泉店
A055-988-5808　採用係
駿東郡長泉町下長窪1075-33　R246沿い



富士市・富士宮市
以東

沼津･三島･御殿場･裾野等 xyyekn
0工事現場での交通誘導や、イベント 
　会場や店舗駐車場での歩行者誘導

日給8500円(夜勤:1万86円)以上＋手当\

スタッフの７０％は６０才以上！ 
未経験から始めた方がほとんどですが 
入社後に資格を取得した方もいます！ 
◇ 　出張面接もご相談下さい♪　 ◇
仕事 未経験者も研修制度で安心♪　

【募集情報】
時間 日勤/ 8:00～17:00（休憩有） 

夜勤/20:00～翌5:00（休憩有） 
※週1日からでもＯＫ・ＷワークもＯＫ

休日 日曜･祝日＋希望日応相談
給与 ･70才以上の方は､日給8000円(U有) 

･試用期間:1～6ヶ月…日給8000円(U有) 
･法定研修30h(昼)で､2万5740円

勤務地 沼津・三島・御殿場・裾野等 
※現場へは直行直帰ＯＫ！

資格 未経験者歓迎、もちろん経験者大歓迎
待遇 C規定支給､残業手当有､休日手当有、 

皆勤手当有､報奨金有､車通勤可､ 
資格取得支援制度､制服支給､資格手当 
※交通誘導2級検定保持者/月額4000円 
※雑踏警備2級検定保持者/月額4000円

応募 電話連絡後、履歴書(B貼)持参下さい。 
※出張面接もご相談下さい。

【職場情報】
事業 警備保障(交通誘導･歩行者誘導など)

002-2658102

株式会社トスコ　静岡営業所
A0550-82-4918　年中無休で受付ＯＫ！
〒412-0045　御殿場市川島田430-22

急募！日給8500円～$
各種手当など待遇充実！
現場へ直行直帰で楽々$
初めてでも研修で安心♪

沼津市岡一色 yymn
8住宅リフォームの現場管理

月給16万5000円～ 

定年退職後の方も歓迎! 
勤務日や時間はご相談ください！
仕事 住宅リフォームの現場管理業務と 

その周辺業務をお願いします｡ 

【募集情報】
時間 8:30～17:00 

※勤務日･勤務時間応相談 

休日 土･日･祝日､他応相談 
GW､夏季､年末年始､有給休暇有 

期間 1年間(原則更新) 

資格 普通運転免許 
住宅施工管理経験者歓迎 

待遇 交通費規程支給 
制服貸与 
定年制(65歳迄) 

応募 採用担当までお気軽にお電話ください｡ 

【職場情報】
事業 住宅リフォーム業
《ＵＲＬ》http://www.10-1.co.jp/

002-2658845

株式会社テンイチ
A053-421-0014(本社) 担当/内山･高田
沼津市岡一色469-5

【土･日･祝休み】
他勤務日･時間は応相談!
住宅施工の経験を
活かして働きませんか？



富士市・富士宮市
以東

勤務地による yyykmn
01警備スタッフ

時給1000～1150円※経験･資格による\

60代スタッフ活躍中!土日祝だけの 
お仕事☆定年退職後の体力づくりにも 
ピッタリ♪新たなやりがいを見つけ 
ませんか？未経験者大歓迎です!

【募集情報】
時間 ①A.8:00～17:00(月～土のシフト制) 

  B.10:00～19:00(土日祝) 
②A.9:00～16:00(月～日のシフト制) 
　B.17:00～21:00(土日) 
　C.8:00～17:00(月～土のシフト制) 
※休憩有り(週1日からの勤務もOK！) 
※勤務開始日応相談

給与 時給1000円～1150円 
※経験・資格による 
※法定研修期間33hは時給858円

勤務地 ①富士・富士宮市 
②沼津・伊豆の国市

資格 未経験者歓迎
待遇 社保完　車通勤可　交通費規定支給 

制服貸与　資格取得支援制度 
私疾病保険加入有 
(年齢不問･既往症も2年以上経過で可能)

応募 電話連絡後､面接時は履歴書持参下さい｡ 
※出張面接も可

【職場情報】
事業 総合ビルメンテナンス
《担当から》 
定年退職後のスタッフが多く活躍中です｡未 
経験からのスタートでも､研修制度が充実し 
ており､1人1人に合ったサポートをします｡資 
格支援制度もあり､金銭面だけではなく､全体 
的にサポートします｡ 
履歴書なしで一度説明をさせていただくこと 
も可能ですので､まずは一度お電話ください｡ 
《ＵＲＬ》http://www.toa-bs.co.jp/ 
http://www.facebook.com/sec.section. 
toa-bs

002-2660446

株式会社東亜ビルサービス
C0120-39-9133　A0545-72-3211
(本社)富士市厚原131-1

熱海市和田浜南町 yzytun
01熱海後楽園ホテル新館の 
　　売店スタッフ

時給960～1100円 ※OPEN3ヶ月1100円

3月28日グランドOPEN‼ 
熱海後楽園ホテル新館 売店 

オープニングスタッフ20名大募集‼ 
未経験者大歓迎‼年齢不問

仕事 ・お土産品､地場野菜の接客､販売､ 
　レジ､品出しなど 
・各施設での簡単な調理補助

【募集情報】
時間 7:30～22:00の間で応相談 

・例/フルタイム勤務(実働8時間) 
　7:00～16:00　 12:00～20:00　など 
・例/半日のみの勤務 
　朝/7:00～11:00 
　夜/18:00(19:00)～22:00 など 
※週2日～相談可能です

勤務地 熱海後楽園ホテル新館(和田浜南町10-1) 
※OPEN前に熱海市内の既存店舗で勤務可

待遇 C規定､車･バイク等通勤OK､制服貸与 
各種社保完､休憩室有､休業飲食堂利用可 
従業員割引有､施設利用割引有､ 
※熱海駅から無料送迎バス有 
研修有(1日～1週間程度)

【職場情報】
事業 土産品の企画･開発･製造･卸･販売 

及び品質管理

004-0846678

熱海後楽園ホテル新館(ATAMI BAYRESORT KORAKUEN)売店
株式会社フジノネ
C0120-10-3121(8:30～17:30※日･水休)
熱海市和田浜南町10-1



富士市・富士宮市
以東

熱海駅より徒歩3分 yzytun
018熱海いちごファクトリーの 
　　　販売･製造スタッフ

01時給1000円　8月給20万円

伊豆で大人気のいちごファクトリーが 
熱海にも4月28日 NEW OPEN！ 

お客様の笑顔を大切にする楽しいお店 
未経験者大歓迎‼年齢不問

仕事 接客･販売･レジ､又は製造
【募集情報】
時間 9:00～18:00 ※3～8時間の間で応相談 

(時間例) 9:00～18:00 　9:00～14:00 
　　　　13:00～18:00 　など 
※01週2日～相談OK

休日 8週休2日制(シフト制)
勤務地 熱海いちごファクトリー 

(熱海市田原本町) 
※熱海駅より徒歩3分 
※4月28日グランドOPEN 
※OPEN前に熱海市内の既存店舗で勤務可

資格 未経験者大歓迎
待遇 交通費規定支給､車･バイク等通勤OK､ 

制服貸与､各種社会保険完備､ 
従業員割引有､社員登用制度有(78)､ 
研修有(1日～1週間程度)

【職場情報】
事業 土産品の企画･開発･製造･卸･販売及び 

品質管理

004-0846708

熱海いちごファクトリー
株式会社フジノネ
C0120-10-3121

熱海市下多賀777(株式会社フジノネ) 
受付/8:30～17:30(日･水休み)

御殿場市・裾野市 xyyekm
10①盛付け･品出し 
　　②鮮魚スタッフ

時給1000円＋交通費規定支給

年齢不問♪未経験で大丈夫！ 
◎家庭的で温かい当店ですよ♪◎
仕事 ①盛付け・品出しスタッフ 

　魚をさばくことはほぼありません。 
②鮮魚スタッフ 
※定年後の方､Wワークにもピッタリ♪

【募集情報】
時間 5:00～20:00の間で､1日3hから相談OK！ 

◇週2日～OK！　◇平日のみ､土日のみOK 
◇1ヵ月ごとの希望シフト制で安心♪ 
※曜日によって時間を変えたいなども､ 
　お気軽にご相談くださいね！ 
(シフト例)9:00～15:00､13:00～18:00 
5:00～8:00､5:00～12:00､など

資格 未経験者歓迎　年齢不問　シニア応援 
主婦主夫・フリーター・Ｗワーク歓迎 
学生・高校生OK 
子育て中の方､定年後の方も大歓迎☆

待遇 C規定 車通勤OK 制服貸与 D 各種保険  
扶養内の勤務OK ※事前研修あり

応募 お気軽にお問合せ下さい｡◎履歴書不要 
◎｢まずはお話しだけ｣でもOKですよ。

【職場情報】
事業 魚介類の販売

004-0847158

マックスバリュ御殿場萩原店･裾野店/鮮魚コーナー
(株)三鮮商事
A055-952-3655(本社)エマ・セリザワ

御殿場萩原店/御殿場市萩原853-1 
裾野店/裾野市佐野1513-1



富士市・富士宮市
以東

御殿場市神場 yyykmn
8①10tミキサー車ドライバー   
　②4t・5tミキサー車ドライバー　

①月給22万700円～25万1650円　\

近場ばかりなので毎日家に帰れます◎ 
免許があればブランクがある方もOK！

年令不問です☆ 
シニア世代のスタッフが活躍中♪
仕事 4t・5t・10tミキサー車の運転をして 

生コンを運びます｡ 
ミキサー車の荷降ろし作業は指導します｡
先輩の指導の元､研修を兼ねた実務をして
頂きます｡

【募集情報】
時間 8:00～17:00(休憩有) 

※残業はほぼありません
休日 日・祝・第2土曜日 

夏季休暇・年末年始・GW 他
給与 ①月給22万700円～25万1650円 

②月給19万3100円～21万7000円 
※経験・能力による

資格 ①要大型免許　ブランクある方もOK 
②未経験者歓迎 
　中型免許(8トン限定可)以上

待遇 社会保険完備　制服貸与　車通勤可 
資格取得支援制度有　交通費規定支給 
正社員登用制度有　無料駐車場有 
再雇用制度有(65歳迄)　転勤なし

【職場情報】
事業 生コンクリートの製造販売

004-0848022

新スルガ生コン株式会社
A0550-89-0365A杉山(受付／8～19時)
静岡県御殿場市神場3-16

裾野･御殿場･小山エリア yyykmn
81平安典礼会館における
　　会館管理業務

8月給20万円～　1時給1200円～1400円

仕事 ■式典の準備･サポート等の業務
■参列者の車両誘導の業務
■会館の美化･営繕等の業務

【募集情報】
時間 88:00～21:00の間で1日7～8時間程度

　※勤務日･時間等応相談
18:00～21:00の間で応相談
　※朝～･昼～･午後～など相談OK

休日 8完全週休2日制(月8日～10日）
給与 8月給20万円～

1(昼間)時給1200円～
　(夕方～)時給1400円～

勤務地 裾野･御殿場･小山地区(岳南地区)の
各平安典礼会館

資格 職種･業界未経験者歓迎
年齢･経験問わず大歓迎です

待遇 交通費規定支給 車通勤可
各種保険完備 正社員登用制度あり
有給休暇有 制服貸与
8昇給有 賞与有(年2回､規定･能力による)
　社有車貸与あり

応募 DOMONETよりWEB応募下さい｡
24時間受付中｡お問合せも歓迎です！

【職場情報】
事業 冠婚葬祭互助会

004-0847678

株式会社平安
A055-929-7770　担当／古屋･藤田

〒410-0022　沼津市大岡2170-1
大岡平安典礼会館北側　本部棟3F

大岡中 郵便局

セブン
イレブン

大岡駅

JR御殿場線

サークルK

国道1号線
至東名沼津IC 至

三
島

矢崎総業
工場

本社



富士市・富士宮市
以東

小山町・御殿場市・箱根町 xyyeFk
01客室清掃スタッフ

時給860円＋能力給＋交通費支給

シニア世代活躍中の職場です！ 
年齢不問!幅広い年代活躍中♪ 
60代のスタッフもおりますので 
定年退職後の方も活躍できます！
仕事 布団敷き､ベッドメイキング､掃除機かけ､ 

ユニットバスやトイレ等の水回り･清掃 
など｡ 
普段の家事の延長のようなお仕事です｡ 
先輩が丁寧に教えるのでご安心下さい♪

【募集情報】
時間 ①8:45～15:00の間で1日4h～応相談 

②③10:00～15:00の間で1日4h～応相談 
④8:00～16:00　⑤10:00～15:45 
⑥13:00～15:00､18:00～20:00 
⑦10:00～14:00 
※週1日～勤務OK 
※【平日のみ】【土日のみ】などの 
　働き方もご相談ください♪

勤務地 ①富士之堡華園ホテル 
　(駿東郡小山町須走495-201) 
②セレクトイン富士山御殿場 
　(御殿場市二枚橋41-1) 
③パビーラ御殿場(御殿場市深沢2456) 
④富士スピードウェイ(小山町中日向) 
⑤冨士霊園(小山町大御神) 
⑥ABC御殿場川島田店 
　(御殿場市川島田) 
⑦箱根地区 一流企業様の保養所(送迎有)

資格 未経験OK　主婦(夫)･Wワーク･ 
フリーター･学生み～んな歓迎

待遇 扶養内OK　制服貸与　送迎あり 
車･バイク･自転車通勤OK　C規定支給

応募 まずはお気軽に下記までお電話下さい｡ 
平日受付8:30～18:00…A0550-89-2631 
時間外受付…………… A090-8022-7832

【職場情報】
事業 清掃業務

004-0848036

日本ガレーヂサービス株式会社
A0550-89-2631(平日/8時半～18時)
御殿場市仁杉712-1　NGSビル3Ｆ

小山町上野 yyyFkn
1トマト生産補助

時給858円～870円

第二のスタートを 
当園で切りませんか% 
子育てがひと段落した 

主婦の方々が多数活躍中です♪
仕事 トマトの種まき､芽かき､収穫などの 

軽い軽作業をお願いします｡ 
経験や知識は全く必要なく､作業は力の 
いらない簡単な作業です｡ 
もちろん慣れるまで丁寧に教えますよ♪

【募集情報】
時間 8:00～15:00 

※9時からのスタートや14時までの勤務 
　など、勤務時間は相談に応じます。

休日 日､祝 
(他､水曜休み※会社カレンダーによる) 
※その他の曜日も休みの相談に応じます

資格 未経験者大歓迎　自力通勤できる方
待遇 交通費規定､駐車場有､各種保険完備､ 

服装自由､有給休暇
【職場情報】
事業 高糖度トマト アメーラ生産
《担当から》子育て中の30～40代の主婦の方
から､シニア世代まで幅広い世代が活躍して
います｡ご家庭の用事等は助け合いながらシ
フト調整しますのでご安心ください。 
自然と触れ合えるオシゴトです♪

004-0848930

株式会社サンファーム富士小山
A0550-76-3315　A関本
駿東郡小山町上野1101-5



富士市・富士宮市
以東

長泉なめり駅より車で4分 yyyHkm
701①一般事務 
01②シニアOKの2tドライバー

①月給15万5000円～ ②月収20万5000円～

◇◆シニア活躍中◆◇ 
2t車は普通免許で運転OK" 

)*一般事務員も同時募集*) 
お好きな職種で応募OKです!

仕事 ①PC入力(数字や文字中心)や書類整理、 
　電話応対、日報入力など。 
②横浜・都内のレストラン配送。(1日 
　およそ3件～8件の配送)沼津の市場で 
　魚を積み、冷凍車で関東方面へ 
　輸送します。※ほぼ固定ルート

【募集情報】
時間 ①8:30～17:00(休憩1h有) 

　※01上記時間内で応相談 
　　(月水金は8:30～15:00の勤務可) 
②11:00～20:00(実働8h) 

休日 ①土日祝休み　長期休暇有 
②土曜日＋隔週火曜日　長期休暇有 

給与 ①7月給15万5000円～16万円＋交通費 
　01時給900円～＋交通費 
　※研修期間3ヶ月程度はどちらも 
　　時給860円～(研修期間の短縮有) 
②月収：20万5000円以上 
　内訳：日給8500円以上＋各種手当 
　　　　※日給月払い制 
　　　　※給与は経験等を考慮 

資格 未経験歓迎 
要普通自動車免許(AT限定可) 

待遇 各種手当有　車通勤OK(無料駐車場有) 
①各種保険完備　交通費規定支給 
　7昇給(年1回)・賞与(年2回)有 

【職場情報】
事業 運送業

004-0848935

株式会社　ＳＮＴcorporation
A055-987-7221　採用担当：松井
三島市萩277-1
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