


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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浜松市内 xyyfkm
01接客・レジ・商品陳列など

時給860円～1080円以上(時間帯による)

)*職場見学や体験入店もOKです*)
時間 ①6:00～9:00　②9:00～13:00 

③13:00～18:00　④18:00～22:00　 
⑤22:00～翌6:00 
※時間・勤務日(週1日からOK)は応相談

給与 6:00～9:00…時給880円 
13:00～22:00…時給860円以上 
22:00～翌6:00…時給1080円以上

待遇 車通勤可、制服貸与
応募 浜松馬郡店まで､お気軽にお電話下さい｡
事業 コンビニエンスストア

002-2654435

セブンイレブン　浜松馬郡店･浜松高塚北店
A053-596-4977　担当／鈴木

浜松馬郡店／浜松市西区馬郡町2690-1 
浜松高塚北店／浜松市南区高塚町1631

オートレース場内

01オートレース場内食堂での 
　　簡単な調理･販売(レジ)

時給860円～1100円　\

60歳以上の女性が元気に活躍中！ 
シニアの頑張りを応援します！

仕事 食券制･マニュアル完備の簡単作業！
時間 ① 9:00～15:00 

② 6:00～12:00 9:00～15:30 
  16:00～21:00 
※1日2時間から､週1日からOK

給与 ※研修期間1～3ヶ月有(変動なし) 
※頑張り次第で随時時給UPします

待遇 C規定支給･制服貸出･D有･社保有
応募 まずはお気軽にお電話下さい｡
事業 総合食堂

003-1254281

株式会社　浜松観光食堂
A053-473-0701　担当／採用担当者
浜松市中区和合町936-19

浜松市･磐田市･袋井市 xyydFk
01広告チラシの配布スタッフ

時給900円から

Wワーク･中･高年(60才以上)大歓迎"
仕事 配布方法など､イチから丁寧にお教え 

します｡定期的な配布になる為､各エリア
の配布担当としてお願いします｡

時間 8:00～21:00の内で1時間からお仕事可能 
ご自身の都合に合わせて働けます｡ 
※お好きな時間･曜日に勤務出来ます｡

勤務地 浜松市･磐田市･袋井市全域で募集 
自宅の周辺等 ※希望エリアでお仕事可能

応募 まずはお気軽にお電話下さい。
事業 ポスティング事業･広告代理店

002-2656315

ポスティング浜松
柴コーポレーション株式会社
A053-461-6151　採用担当まで
〒435-0048　浜松市東区上西町32-2



浜松市・湖西市

浜松佐藤郵便局近く xyydFm
1事務スタッフ 
※伝票入力などのPC作業

時給950円～

ブランクOK★配送準備のおシゴト" 
朝のスキマ時間を活用しませんか+
仕事 PCへ入力し､伝票を作成して頂く配送準備

のお仕事です。
時間 6:00～8:00位 

※多少の前後はご相談に応じます 
※土曜を含む週3日程度

休日 日曜･水曜･当社カレンダーにより祝日 
夏季･冬季等長期休暇有

資格 PC入力できる方
待遇 昇給有､交通費規定支給
事業 業務用酒類販売及び飲食店サポート事業

003-1252807

株式会社駿河屋商店
A053-461-1645　担当／谷口(やぐち)
浜松市中区佐藤1-11-12

浜松市南区富屋町 yyyFko
1お弁当の配送・回収・夕食配送他

時給900円

お気軽にお問合せ下さい"
時間 ① 8:00～16:30　② 9:00～15:00 

③13:00～17:00　※土･祝勤務可能な方
休日 日・GW・正月・お盆等　 

＜土、祭は交代出勤あり＞
勤務地 (株)いわきゅう浜松南部出庫センター 

浜松市南区富屋町36-2
資格 普通自動車免許
待遇 食事補助、有休手当、安全手当
応募 電話連絡後、履歴書持参。 

受付/10:30～17:00にお願いします｡
事業 事業所向給食

003-1252439

株式会社いわきゅう　浜松南部出庫センター
A053-427-2971　担当／平野
浜松市南区富屋町36-2

姫街道沿い yyyGkm
01レジ・接客・品出しなど 
　　他店内業務

②時給880～900円(土日時給50円UP) \

未経験OK!週1日～シフトご相談下さい 
ご都合に合わせてお休みが取れます♪
時間 ①13:00～17:00(土日のみ) 

　※土日どちらか週1日～OK！ 
②17:00～22:00 
　※週2～3日OK！曜日L､平日のみOK

給与 ①時給980円(高校生は時給950円)
資格 未経験者歓迎　学生さん､Wワーク歓迎
待遇 制服貸与、車通勤OK 

昇給有、高校生可、土日手当
応募 お気軽にA下さい｡面接時K持参下さい｡
事業 コンビニエンスストア

003-1253160

セブンイレブン浜松幸町店
A053-475-4184　担当／池田
浜松市中区幸1-14-12

浜松市中区曳馬 yyykmn
1①朝食の準備(簡単な調理等) 
　②調理補助･買い出し等

時給860円(土日は時給50円UP)

＼まずはお気軽にご連絡下さい／
仕事 ②約25名の昼食の配膳が主なお仕事。 

　作るのはお粥とお味噌汁だけです。 
　食器の片づけはありません。

時間 ① 5:30～ 9:00　※週2日～相談OK！ 
②10:30～13:30(週2～3日)

資格 年齢・経験不問 
待遇 交通費規定支給　社保完備　車通勤可　

試用期間3ヶ月　土日手当　 
服装自由　扶養内控除可

事業 小規模多機能型居住介護　デイサービス 
有料老人ホーム　居宅介護支援事業所

003-1253378

まなハウス
A053-466-5634　担当／臼井
浜松市中区曳馬3-39-22



浜松市・湖西市

浜松市中区龍禅寺町 yyykmn
01マニュアルがあるので安心♪ 
　　テレアポスタッフ

時給1100円～＋報奨金

未経験歓迎★頑張り次第で収入UP♪ 
希望シフト制＆急なお休みも対応OK◎
仕事 大手電機メーカーのオール電化製品を 

扱う会社でのテレアポをお願いします｡ 
商品説明や会話の流れに沿ったマニュア
ル完備なので未経験の方も安心♪

時間 10:00～19:00 
▼1日4h～週4日～から時間･曜日相談OK

休日 月曜　GW･夏季･冬季休暇有　他応相談
資格 未経験者歓迎　年齢･学歴不問
待遇 昇給有 交通費規定支給  服装･髪形自由
事業 住宅設備機器販売

003-1254442

株式会社エル・ジェイ
A053-450-3417　担当／採用係
浜松市中区龍禅寺町74　フジビルⅡ102

西浅田・板屋町 xxydak
01店内スタッフ

①時給950円　②時給900円(土日950円)

★60才以上のスタッフが元気に活躍中 
★60才を過ぎてから始めた方もいます
仕事 レジ操作などは、時間をかけてしっかり

お教えしますので、ご安心下さい。
時間 ①6:00～9:00　②17:00～21:00 

※土日のみも歓迎
勤務地 A.西浅田一丁目店　B.イーストタウン店
資格 年齢不問、未経験歓迎、Ｗワーク可
待遇 昇給制度有､車通勤OK､正社員登用制度有 

社会保険・健康保険完備
事業 コンビニエンスストア

002-2662754

セブンイレブン浜松西浅田一丁目店･イーストタウン店
A.A053-441-2773　B.A053-453-2031

A.浜松市中区西浅田1-10-1 
B.浜松市中区板屋町571 セントラルイースト

佐鳴台公民館前^徒歩すぐ yyyGFk
01屋外清掃

時給900円

土日勤務できる方積極採用中！！
仕事 ジ・オリエンタルテラス周囲の清掃をお

願いします。特殊な機械などは使用しな
いので未経験の方でも安心です。 
ご年配の方まで幅広い年代のスタッフが 
活躍中の職場です！

時間 8:00～11:00　■扶養範囲内での調整OK 
■上記内で時間応相談/週2日～OK

資格 経験/年齢不問　定年退職後の方歓迎
待遇 交通費規定支給、車通勤可
事業 レストラン・ブライダル事業

003-1254772

THE ORIENTAL TERRACE(ジ･オリエンタル･テラス)
株式会社 鳥善
A053-447-3241　担当／伊達
〒432-8021 浜松市中区佐鳴台6-8-30



浜松市・湖西市

雄踏パーク隣 yykm
①8ドライバー 
②0回収補助\

①日給9000円　②時給1000円\

)*経験がない方でも大丈夫*) 
20代～60代の幅広い世代の 
元気なスタッフが活躍中♪ 

定年退職者・高齢者(60才以上)も歓迎
仕事 ①ドライバー(一般廃棄物の収集・運搬 

　など) 
②浜松市内の集積所巡回し、一般廃棄物 
　の回収・運搬するお仕事です。 
　浜松市近郊の範囲なので安心です。

【募集情報】
時間 8:00～17:00 

①勤務日は月曜～金曜(週5日の勤務) 
②勤務日は月曜～金曜の間で週3～4日の 
　勤務(シフト制)

給与 ※②は試用期間(約1ヶ月)は時給900円
資格 要普通免許、未経験者歓迎
待遇 80有給休暇有、制服貸与、車通勤可、 

　　交通費規定 
8社保完、賞与年2回

応募 まずはお気軽にお電話下さい。
【職場情報】
事業 環境美化サービス
《ＵＲＬ》http://www.hamakuri.co.jp/ 
《担当から》 
一つ一つ丁寧にお教えしますので、未経験の
方でも大丈夫です。

002-2654436

有限会社　浜名クリー
A053-592-1635　担当／塙(ハナワ)
〒431-0102　浜松市西区雄踏町宇布見6622-6

浜名湖ガーデンパーク zyyuHn
0設備管理業務

時給900円～1000円

◆定年退職後に最適なおシゴトです◆ 
園内自転車移動なので健康維持にも◎ 
週2～3日程度のんびり働きませんか？ 
)季節を満喫でき気持ちいいですよ)
仕事 浜名湖の美しいロケーションの公園で 

利用者様が気持ち良く過ごせるように 
施設の管理をお願いします。 
慣れるまできちんと指導有で安心です

【募集情報】
時間 8:15～17:15 (実働8.0H)  

※週2～3日程度､土日祝含む 

給与 時給900円～1000円 
※資格・経験による 

勤務地 浜松市　浜名湖ガーデンパーク 

資格 経験者優遇・未経験者歓迎 

待遇 制服貸与・交通費支給 

応募 ご質問等もお気軽にお電話下さい 
電話連絡後、近隣で面接します。 

【職場情報】
事業 ビル総合管理（万葉倶楽部グループ）

002-2658336

㈱エス･ビー･エム
A054-364-7690　担当／大村
静岡市清水区桜橋町4-7



浜松市・湖西市

南区下江町･南区御給町 zyyumn
71介護職員

7①月給16万4000円～17万5000円 \1

165歳以上の方歓迎!!週2日～勤務OK 
7定年65歳迄◎ 

仕事 ①デイサービスにて食事･排泄･入浴介護･
送迎･レクリエーションを行います｡ 
1日の利用者は定員20名｡送迎は乗用車や
ワンボックスで行い､主に南区､東区です｡ 
②グループホーム入所者様に､身体介護･
生活援助の介護サービスを提供します｡ 
乗用車にて､病院への送迎あり｡

【募集情報】
時間 ①8:00～17:00 ※勤務日数応相談 

②7:00～16:00､10:00～19:00､ 
　8:30～17:30､16:00～翌9:00(休憩有) 
　※7夜勤月4～7回程度 
　※1勤務時間応相談

休日 7①日曜･祝日､他シフト制､月8日以上 
　②月8日以上(シフト制)

給与 ①7月給16万4000円～17万5000円 
②7月給18万円～19万1000円 
　(夜勤手当4回分含む) 
　※介護福祉士手当1万円 
①②1時給920円～940円 
※②夜勤手当4000円/回 
※7①②試用期間3ヶ月は時給920円

勤務地 ①デイサービスセンターあいの街芳川 
　(浜松市南区下江町573-2) 
②グループホームあいの街芳川 
　(浜松市南区御給町263)

資格 高卒以上､普通運転免許(AT限定可) 
ヘルパー2級･介護職員初任者研修修了者
以上※1は資格がない方もOK

待遇 昇給･賞与有､各種保険完備 
交通費規定支給､車通勤可､有給休暇 
処遇改善手当支給有 7退職金制度有

応募 お気軽にお電話ください｡職場見学もOK!
【職場情報】
事業 内科､介護施設､他

002-2660475

医療法人社団 愛寿会
A053-426-5566 担当/川瀬　　　　　　
浜松市南区下江町573-2

浜松市東区豊西町 yyymnE
7①夜間の倉庫管理 
0②夜間管理

①7月給18万8000円～　②0時給860円～

＼シゴト相談会随時実施中／ 
今回は夜間管理の募集です！

仕事 ①・在庫管理 
　・パソコンへの数字入力 
　・リフト作業 
②ドライバーの管理 
　・出発時間 
　・帰社時間の管理 
　※難しいお仕事はありません｡

【募集情報】
時間 7①18:00～翌5:00 

　　※休憩有 
0②A.18:00～翌1:00　B.1:00～8:00 
  　C.19:00～翌7:00  
    ※勤務日数応相談 ※休憩有

休日 ①日曜　※配送カレンダーによる 
②土曜 
※①②共にGW･お盆･年末年始休暇有 
　大型連休しっかり取れます

給与 ①7月給18万8000円 
　　＋各種手当＋残業手当＋深夜手当 
　【月給内訳/基本給10万円+出勤手当】 
　出勤手当4000円/1日×22日(月最低 
　出勤日数)＝最低月8万8000円 
　※出勤手当は月によって変動有 
②時給860円　※夜間手当･深夜割増有

資格 ①要フォークリフト免許 
②運行管理免許お持ちの方優遇 
　※未経験でも3日間の講習を受ければOK

待遇 社保完､C規定､無事故手当有､深夜手当 
退職金制度有､制服貸与､車通勤可､②U

応募 電話連絡後､履歴書(B付)持参下さい｡
【職場情報】
事業 貨物自動車運送事業、倉庫業
《ＵＲＬ》http://www.namit.co.jp/

003-1254626

奈良三笠運輸株式会社　浜松営業所
A053-432-7100　担当／採用係
浜松市東区豊西町920-1(かささぎ大橋入口)



浜松市・湖西市

浜松市･磐田市･袋井市 yyyHmn
7501サービスドライバー

7月給18万円 01①②日給4000円 \

7この会社を最後の勤務先に… 
　　　　　キャリアＵＰ挑戦大歓迎" 
01空き時間でしっかり稼げる高時給
仕事 浜松･磐田･袋井市内のエリア担当制で､ 

エリア内での配送業務をお願いします 
(5正社員と同様の業務です)

【募集情報】
時間 78:00～20:00(休憩有･直行直帰OK) 

※業務量により残業有 
01①8:00～12:00 ②18:00～21:00 
　　③8:00～21:00(土日のみ) 休憩有 
※シフト制(曜日相談ＯＫ)

休日 7週休制 年末年始休暇有
給与 01①②日給4000円　③時給1000円 

7試用期間3ヶ月間は日給1万円
収入 5完全歩合制(1個／平均120～150円)
資格 年齢不問 要普通免許(ＡＴ限定可)
待遇 昇給制度有 7車通勤可 交通費規定支給  

制服貸与 各種保険完備 
5車両持込可能な方歓迎

負担金 5一切なし
応募 まずはお気軽にお電話下さい 

090-8075-5488　担当／近藤
【職場情報】
事業 配送業

003-1254101

Ｓ･Ｓ･Ｐ(エス･エス･ピー)合同会社
A053-541-7553(受付時間7:00～18:00)

静岡県浜松市中区砂山町355-4 
ハマキョウレックス浜松駅南ビル４階

職場見学随時受付中"
～2回でも3回でも"　　　　　　
　　　納得いくまで見学下さい～
 
年齢･経験･性別一切不問

『働き方』選べます"

南区遠州浜 yyymnE
7電気工事作業者

月給18万～30万円＋各種手当　※MO

余裕をもって仕事をしてもらうための 
増員募集!定年退職された経験者歓迎 
若いうちから技術を身に付けたい方 

も歓迎します!
仕事 一般住宅､店舗､オフィス等の電気設備の

工事全般｡テレビアンテナ設置､電線引込､
配線照明器具､コンセント類の設備工事な
ど｡対象エリアは県西部地区です｡

【募集情報】
時間 8:00～17:00 (休憩90分)
休日 日曜を含む隔週休2日制 

夏季・年末年始・GW休暇他
給与 月給18万～30万円＋各種手当　※MO 

60才以上は月給18万～23万円+各種手当
資格 経験不問　未経験者・経験者共に歓迎
待遇 各種保険完備、通勤手当(規定有) 

有給休暇、車通勤可、駐車場有 
制服貸与、食事補助、資格取得支援制度 
皆勤・家族・資格手当、研修期間3ヶ月 
※以下は59才迄 
昇給有、賞与年2回、退職金制度有

応募 お気軽にお電話ください。
【職場情報】
事業 電気設備工事全般　太陽光設備
《ＵＲＬ》http://sinwadenso.com/

003-1254245

有限会社　信和電送
A053-426-4667

浜松市南区遠州浜2-31-4 
(ファミリーマート遠州浜店さん西側)



浜松市・湖西市

浜松市浜北区永島･中瀬 yyykmn
0セルフスタンドスタッフ

時給1000円　※土日祝は100円UP \

≫≫勤務地の選択可能≪≪ 
幅広い世代のスタッフが活躍中" 
体を動かすことが好きな方にピッタリ 
【未経験歓迎】シフト希望相談OK★
仕事 簡単な給油方法のご案内やカード案内､ 

洗車アテンド､清掃等 
◆難しい作業はありません。

【募集情報】
時間 8:00～20:00の間で時間･曜日応相談 

※短時間や週1日～など相談ください 
※フルタイム勤務出来る方歓迎 
◆土日祝勤務出来る方大歓迎！

給与 時給1000円 
※土日祝は時給100円UP！ 
※乙4資格者はさらに時給50円UP！

勤務地 ①セルフ浜北大橋/浜北区永島790-2 
②セルフ浜北インター/浜北区中瀬2035-1

資格 高校生可　未経験歓迎
待遇 ユニフォーム貸与　社会保険完備 

交通費一部支給　車通勤OK　昇給有 
危険物資格保持者優遇　社員登用制度有

応募 希望勤務地へB後､K(B貼)持参下さい｡ 
受付担当/田島(両店共通) 

【職場情報】
事業 専門商社(石油/自動車関連総合)

003-1254367

株式会社遠州日石
A①053-585-0521　②053-580-3760
①浜北区永島790-2　②浜北区中瀬2035-1

浜松駅から徒歩5分 yyytkn
01 公共施設の設備保守管理 
78 (7月オープン 4月～研修有)

01時給1000円 8日給1万円 7\ ※C

7月リニューアルオープンの公共施設 
浜松駅近くで通いやすい★C全額支給 
01気軽に週3日から◎時間相談OK" 
賑やかな場所で楽しく働きましょう+
仕事 新しくなった人気の施設で､設備の保守管

理をお願いします｡来場者とお話したりし
ながら楽しく働けますよ♪ 
01→年齢不問♪曜日･時間は相談OK 
78→資格を活かして今こそ再挑戦を"

【募集情報】
時間 9:30～18:30 

※801週3～5日からOK 
　時間･曜日の相談はお気軽にどうぞ

休日 7週休2日シフト制（年間休日105日)
給与 7月給25～30万円 

※78研修中(3ヶ月)は時給1000円
勤務地 浜松市中区
期間 7月オープンですが4月から研修有
資格 01年齢不問･未経験者大歓迎 

78経験者･有資格者優遇 
7　55歳まで(10年契約の為)

待遇 社保完･資格手当有･交通費全額支給
応募 ご質問等もお気軽に" 

近隣で面接します
【職場情報】
事業 ビル総合管理（万葉倶楽部グループ）

002-2660613

㈱エス･ビー･エム
A054-364-7690　担当／大村
静岡市清水区桜橋町4-7



浜松市・湖西市

浜松市北区新都田 xxyedn
01厨房の清掃スタッフ

時給900円 日祝/時給1000円 ※C規定支給

未経験・ブランクのある方も安心！ 
先輩スタッフが歓迎致します！ 

20～60代の幅広い年齢層が活躍◎ 
短時間＆週3日から勤務可能です。
仕事 各種厨房室の床や料理器具などを 

綺麗にするお仕事です｡ 
丁寧にお教えしますので 
未経験の方も安心して下さいね♪

【募集情報】
時間 19:17～22:00 

※週3日～OK 
※曜日や日数の相談もOK

給与 月～土　時給900円 
日　祝　時給1000円 
※交通費規定支給

勤務地 ベイシア浜松都田テクノ店 
静岡県浜松市北区新都田3-1-1

資格 未経験者OK 
Wワーク歓迎

待遇 交通費規定支給(月1万円迄) 
車･バイク･自転車通勤OK､制服貸与

応募 まずはお気軽にお電話下さい! 
※面接は現地にて行います｡

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

042-0330222

宮ビルサービス株式会社
C0120-27-3341　採用担当
栃木県宇都宮市今泉町847-16



浜松市以東

掛川市大池 yykn
2食品レジスタッフ 
　(簡単なPOSレジです)

時給1200円 ※18時以降時給1300円 \

☆急募"☆40代～60代活躍中! 
☆4時間～の短時間も相談OK!!☆

時間 9:00～21:00の中で7時間のシフト勤務､ 
又は4時間程度の短時間でもOK 
※土日勤務､遅番出来る方歓迎

給与 時給1200円　※18時以降時給1300円 
※研修2日間は時給860円

勤務地 アピタ掛川店　掛川市大池2826
期間 長期
資格 高卒以上　未経験者歓迎
待遇 各種保険完備　交通費規定支給　社割有 
事業 人材派遣業(派)23-060007

002-2659762

株式会社 マイサポート 静岡営業所 
C0120-245-963
静岡市駿河区森下町4-30　メンテックビル8F

掛川駅より車で12分 yyykmn
01①ホテル内のリネンの移動と 
　　汚品回収 ②客室清掃

時給880円～

掛川駅､掛川市内は送迎あり！
時間 9:00～14:00(16時位になる場合有) 

※週3～4日からOK ※①②の兼務OK
勤務地 つま恋リゾート彩の郷(掛川市満水2000)
資格 未経験者歓迎 
待遇 車通勤可､送迎有り(掛川市内) 

制服貸与､昇給有り､各種保険有 
交通費規定支給､有給休暇

応募 現場担当(浅井)A080-1581-8658又は 
下記会社担当(辻村)までお電話下さい｡ 
履歴書(写真貼)持参にて現地面接します｡

事業 ビルメンテナンス業

002-2661183

株式会社レンティックホールディングス
A053-482-3020 担当／辻村(つじむら)
浜松市西区大人見町3623

磐田市･掛川市 yyykmn
01幼稚園バスの送迎運転手 
　　(固定ルート/大型あれば未経験OK)

時給1000円＋交通費規定支給

◆定年退職後の方､多数活躍中!◆ 
◆無理なくお小遣い稼ぎ◆

仕事 マイクロバスの運転手
時間 ①7:30～9:30　②14:00～16:00 

※両方できる方※契約先にて多少前後有
休日 土･日･祝 他　※春･夏･冬休み有
勤務地 磐田市･掛川市※当社請負先
資格 大型1種免許　子どもが好きな方大歓迎
待遇 交通費規定支給　車通勤可
応募 まずはお気軽にお電話下さい。
事業 官公庁・会社・学校の車両管理業務請負

002-2660130

日本総合サービス(株)　静岡支店
A054-255-6082　担当 望月

〒420-0859　静岡市葵区栄町3-1 
あいおいニッセイ同和損保　静岡第一ビル9F



浜松市以東

御前崎市 yyyFko
1①配送　②盛付･洗浄　③仕込み

①時給900円～　②③時給858円～　

未経験者大歓迎です！
時間 ①9:15～15:00､7:00～15:00､ 

　9:15～17:00(休憩1時間) 
②7:00～11:45　③7:00～12:30

休日 土･日･祝　GW･夏季･年末年始 
※①土･祝は基本お休み｡希望者は出勤可 
※③祝日はたまに有り｡

勤務地 株式会社いわきゅう　浜岡給食 
(御前崎市上朝比奈4249-1)

資格 ①普通自動車免許(AT限定可)
待遇 食事補助　年次有給休暇有　①社保完
事業 給食の製造・配送

003-1253714

株式会社いわきゅう　浜岡給食
A0537-86-3232(10時以降)　担当／渡邊
御前崎市上朝比奈4249-1

静岡県西部地域 zyyukn
910①交通誘導スタッフ 
　　　②イベントスタッフ

①日給7300～8100円 ②時給1200円\

*入社祝金3万円！教育サポート有*
時間 ①8:00～17:00 

②8:00～21:00(3～8h程度) 
　※日収4800円保証

休日 週休制(当社カレンダー)､希望休考慮
給与 ※別途手当･深夜割増有
勤務地 磐田･袋井･浜松近郊 ★バイク貸出有
資格 18才以上(警備業法による)60歳以上歓迎
待遇 有給休暇､社会保険完備､週払(規定) 

制服貸与､C実費支給､DH(実績による)
応募 お気軽A後､履歴書(B付)を持参下さい｡
事業 警備業

002-2664198

有限会社 ティア警備
A0538-33-2670
磐田市国府台9-18

磐田市海老島 yyyFkm
01白菜･長芋の簡単な加工(包丁を 
使った成型･ピーラーでの皮むき等)

時給860～900円　

*男女·年齢不問です* 
■勤務日数などご相談OKです"■
仕事 幅広い年代のスタッフが活躍中！ 

★職場見学も随時受付中です！
時間 8:00～15:00(休憩10分+昼休憩60分有) 

■開始時間のご相談OKです。 
■繁忙期(年末年始等)は残業あります。

資格 未経験者歓迎　年齢不問　
待遇 車通勤OK　制服貸与　社員登用制度有
応募 「DOMO見ました」とお気軽にA下さい。
事業 野菜の一次加工

003-1253937

有限会社 青果のスズキ
A0538-59-3611　担当／鈴木
磐田市海老島181(海老島工場)

御前崎市 yyyFko
1食堂業務

時給858円～　

未経験者大歓迎です！ 
幅広い年齢層の男女活躍中です+
仕事 食事の配膳･清掃等
時間 9:30～15:00(休憩30分)
休日 土･日･GW･夏季･年末年始 

(お客様カレンダーによる)
給与 時給858円～　
勤務地 株式会社NTN御前崎製作所様内食堂 

(御前崎市佐倉4681-3)
待遇 食事補助　年次有給休暇有　
応募 電話連絡後、履歴書持参下さい
事業 給食の製造・配送

003-1253721

株式会社いわきゅう　浜岡給食
A0537-86-3232(10時以降)　担当／渡邊
御前崎市上朝比奈4249-1



浜松市以東

周智郡森町 xyyekm
01お茶製品の出荷に関わる作業 
　　シール貼り･箱詰め･包装など

時給860円　※日･祝は時給50円UPで910円

週3日から相談に応じます" 
服装自由で働きやすいです★

仕事 贈答品等となるお茶の箱詰･包装作業･ 
シール貼り等をお願いします｡

時間 13:00～18:00 
※週3日からOKです 
※土日いずれか勤務できる方､特に歓迎 
※まずはシフト希望を教えて下さい

資格 未経験者歓迎　
待遇 昇給有　社員割引　車通勤OK　服装自由
応募 まずはお気軽にお電話下さい｡
事業 緑茶の製造・販売

003-1254100

株式会社 八幡屋茶舗
A0538-85-3039　担当／安井
周智郡森町天宮581-1(太田川･県道春野線沿)

遠江一宮駅より徒歩10分 yyyFkm
01①～⑥簡単な調理補助 
　　⑦調理師又は栄養士

時給①⑤950円～②860円～③④⑥870円～

仕事 ①～⑥簡単な盛付･洗い物､調理補助など 
※①③⑥は普通車で近隣へ配送もあり 
⑦調理師・栄養士業務

時間 ①6:30～9:30②8:30～13:30 
③10:00～14:00④14:30～19:30 
⑤15:30～19:30⑥15:30～19:30～ 
⑦5:00～19:30で実働8h 
※勤務日･勤務時間､相談に応じます

給与 ⑦時給1000円～　Oに応じて時給相談OK
資格 ①③⑥要普免⑦要調理師又は栄養士免許
待遇 C規定 制服貸与 有給 E補助 社保完
事業 社員食堂･病院･福祉施設の食事受託運営

003-1254082

㈱グリーンハウス　森町愛光園
A053-456-0666平日9～17時:浜松事業所
周智郡森町一宮3150 森町愛光園内厨房

磐田市･袋井市 yyykmn
1送迎ドライバー

時給900円～

時間 朝7:30～9:30、夕15:30～17:30 
(多少前後することがあります。)

休日 4週8休(日曜･他) 夏季･年末年始休暇有
勤務地 ①磐田市見付1596-1 

②磐田市立野1374   
③袋井市浅名733-7  
い～な①見付②豊田③浅羽デイサービス
センター

資格 普通自動車免許 朝·夕両方勤務できる方
待遇 C規定 車通勤可 制服貸与  

食事補助有　昇給有　有給休暇
事業 通所介護事業(デイサービス)

003-1254813

株式会社健弘会
A080-1572-6773　担当／大橋
住所は勤務地項目参照

掛川市 yyyFkm
1調理補助・盛付・洗浄

時給A,920円以上B,860円以上※MOによる

時間 A,8:00～16:30　B,8:30～15:00 
※休憩有　※上記時間以外も相談可

休日 月９日(基本は土日祝) 夏季･年末年始等
勤務地 掛川中央幼保園(掛川市和光2-16-1) 

※他、笠原こども園(袋井市)､ 
　豊田南第３保育園(磐田市)でも募集中

資格 未経験･経験が浅い方歓迎　ブランクOK
待遇 制服 有休 E補助 車可 C規定 社保完
応募 面接は現地または袋井事務所で行います｡ 

※袋井事務所/袋井市高尾11-5
事業 給食サービス http://www.mefos.co.jp/

003-1254177

株式会社メフォス　東海事業部
A054-201-9851　採用担当迄

静岡市葵区御幸町11-10 
第一生命静岡鉄道ビル７Ｆ



磐田市見付 yyyFkm
01カフェスタッフ

時給860～1000円　

カフェの早朝スタッフ大募集" 
60歳以上の方大歓迎◎

時間 6:30～11:00 
※終了時間の相談OK！

給与 時給860円～1000円 
※土日祝は時給＋50円

資格 未経験者歓迎　年齢不問　シニア歓迎
待遇 昇給有　制服貸与　交通費規定支給 

食事補助　社会保険完備
応募 「DOMO見ました」とお気軽にA下さい。
事業 飲食店経営

003-1254817

元町珈琲　磐田見付の離れ
株式会社ToRise
A0538-30-6540　担当/小林
磐田市見付1299-1

袋井駅より車で約5分 yyykmn
8①スーパー店内の常駐警備 
　②金融機関の警備業務

時給①900円～1000円　②1000円～

時間 ①11:45～21:45※休憩有 
② 7:00～20:30※2交代制

休日 ①週休2日制(シフトによる)　②土日祝
給与 法定教育期間4日間(30h)は2万5740円
勤務地 ①袋井市新池1158-1(ピアゴ袋井店) 

②磐田市中泉
資格 高卒以上　要普免(AT限定可) 

未経験歓迎　経験者優遇 
警備業等の各種資格保持者歓迎

待遇 交通費規定支給　車通勤OK　制服貸与 
社会保険完備　正社員登用制度有

事業 警備業務

003-1254828

鈴与セキュリティサービス㈱　浜松支店 袋井営業所
A0538-43-7433
袋井市新池1077(鈴与㈱中遠支店内)



浜松市以東

袋井市久能 xyyekm
01食品製造スタッフ

①②③時給950円　④時給1200円　\

仕事 セブン-イレブン向けのお弁当など 
食品製造スタッフの募集です 
●肉･野菜のカットなどの調理補助 
●ライン作業によるトッピング作業 
●店舗ごとの商品仕分け作業 
●製造した商品の細菌検査等のお仕事 
　画面を見てチェックするので簡単です 
※時間帯により作業が異なります 
※短期間で覚えられる簡単な仕事です

【募集情報】
時間 ① 8:00～17:00　② 9:00～18:00 

③12:00～18:00　④21:00～翌6:00 
●週1日～OK!※希望時間･曜日応相談　

給与 入社～1ヶ月…時給950円 
※22:00～翌5:00は時給1200円 
1ヶ月以降…時給880円 
※22:00～翌5:00は時給1120円

期間 1ヶ月の短期 ※長期ももちろん歓迎です
資格 未経験者歓迎､年齢･経験不問
待遇 社保完備(対象者)､制服貸与､C規定支給､ 

社員食堂あり(ラーメン･カレーが120円 
など格安です)､車･バイク･自転車通勤OK､ 
冷暖房完備､皆勤･精勤手当あり

応募 まずはお気軽にお電話ください。
【職場情報】
事業 食品製造

003-1254231

株式会社武蔵野　東海工場
A0538-43-2411　採用担当まで
袋井市久能2497-6

掛川市･菊川市 xxyedm
01お寿司屋さんの 
①洗い場　②キッチン　③ホール

時給950円～(18時以降) \

)中高年の方も活躍中") 
短時間から無理なく働ける+ 
土日や夜働ける方大歓迎"

【募集情報】
時間 平日／ 9:00～22:00で4時間～OK 

　　　例)9:00～14:00､ 
　　　　17:00(18:00)～22:00など 
土日／ 9:00～22:00で4時間～OK 
　　　例)9:00～17:00､9:00～14:00など

給与 ＜一般＞ 
平　日／ 9時～18時…時給900円～ 
　　　　18時～22時…時給950円～ 
土日祝／ 9時～22時…時給950円～ 
※研修期間(2ヵ月)／時給－40円 
<洗い場>時給858円～

勤務地 ①②③掛川店／掛川市上西郷508-1 
　　　　(エスプラザ内) 
　　　　A0537-62-6221　担当／採用係 
②③菊川店／菊川市加茂2194-2 
　　　　A0537-37-2300　担当／採用係

資格 未経験者歓迎　
待遇 交通費規定支給　車通勤可　制服貸与 

各種保険完備　従業員割引　昇給有
【職場情報】
事業 飲食店(鮨､和食) 

003-1254266

沼津魚がし流れ鮨　掛川店･菊川店
A／上記参照
住所／上記参照



浜松市以東

袋井市太田 yyykmn
71生活相談員 
(支援計画書の作成･実施･介護業務)

7月給22万円～※経験･能力考慮1\

日曜必ずお休みの介護のお仕事です$ 
■経験者の方優遇$資格要件を 
満たす方は未経験でもOKです$ 
4月からの勤務開始もOKです$

仕事 支援計画書の作成･実施をお願いします｡ 
また､各事業所様･ご利用者様･ご家族様 
との連絡･相談等の業務や介護の仕事も 
行なって頂きます｡未経験の方も指導 
プランがあるから安心です｡ 
■職場は幅広い年代の男女が活躍中

【募集情報】
時間 78:30～17:30(休憩有) 

19:00～17:00の間でフルタイム歓迎 
※1週3日～OK

休日 71日曜はお休みです　 
7週休2日制

給与 7月給22万円～　 
1時給1050円～

資格 社会福祉主事以上または介護福祉士等 
対象資格があれば未経験でもOKです

待遇 社保完備　昇給･賞与有(業績に応じて) 
車通勤可　交通費規定支給　制服貸与

応募 まずはお気軽にご連絡下さい
【職場情報】
事業 デイサービス

003-1254957

ＳＩＮ太田デイサービスセンター
株式会社　大新
A0538-41-0010　担当／安間(アンマ)
〒437-0052　袋井市太田50-1
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