


















R150沿い下川原団地近く xyydkm
01コンビニでの店内スタッフ 
　　(レジ･品出し･清掃等の店内業務)

時給960円

＼早朝3時間のおシゴト!!／ 
健康的に働きませんか!?

仕事 ★難しいことはありませんよ！ 
1～2週間程度先輩とトレーニングし 
未経験から始める方でも1ヶ月程度で 
一連の業務ができるようになります｡

時間 6:00～9:00　★週1日～OK
資格 年齢･経験･資格不問
待遇 頑張り次第で時給UP 車通勤OK 制服貸与
応募 まずはお気軽にお電話下さい！ 

★DOMONETからも24時間受付中！
事業 コンビニエンスストア

002-2878184

セブンイレブン　静岡桃園町店
A054-258-3467　担当／わたなべ
静岡市駿河区桃園町20-40

駿河区広野 yyymnE
7①現場監督 
　②現場作業員

月給20万円～＋手当　★月収25万～40万円

2職種正社員で募集♪ 
あなたの力で街を変えよう★

仕事 まったくの未経験であれば､アシスタント 
として先輩の補助業務や現場同行から 
スタート！

時間 8:00～17:00
休日 日､GW､夏季休暇､年末年始
資格 有資格者歓迎　要普通免許
待遇 昇給年1回　賞与年1回　家族手当 

交通費規定支給　資格取得支援制度あり 
現場手当　社保完　転勤なし　車通勤OK

事業 土木建設業

002-2886992

有限会社帆高建材工業
A054-258-7150　担当／ほだか
静岡市駿河区広野2284-4

葵区城東町 xyyemn
1送迎ドライバー

時給900円

◆ 普通免許があればOK ◆ 
「午前のみ」「夕方のみ」も可能★
仕事 デイサービス利用者への送迎及び 

補助業務
時間 8:00～10:00　16:30～18:30 

※月～土の週3日以上､朝のみ･夕方のみOK
資格 要普通免許　未経験･無資格OK
待遇 交通費規定支給　車通勤可　賞与有
応募 ハピスポデイ 和かな 

A054-207-8274　※担当／春田
事業 コミュニティケア複合施設

002-2880221

城東コミュニティプラザHapiSpo(ハピスポ)
社会福祉法人静和会
A上記参照
静岡市葵区城東町34-14



清水区清開､興津 yyyHkm
1①茶葉等のリサイクル作業 
　②倉庫内の軽作業

①日給8500円 ②時給858円※10/4以降\

経験不問$60歳以上歓迎$ 
①新案件をご用意②土日祝休み♪
時間 ①8:00～17:00(休憩有) 

②8:30～16:30(休憩有)※隔週での勤務
休日 ①日祝 ②土日祝
給与 ②10/4以降は時給885円
勤務地 ①清水区清開(当社請負先) 

②清水区興津(当社請負先)
資格 年齢不問 60歳以上歓迎 ①フォークリフ

ト免許※資格があれば現場未経験もOK
待遇 車通勤可 制服貸与
事業 業務請負業

002-2889225

株式会社 松一産業
A054-335-8813　採用担当まで
静岡市清水区清水村松地先新田116-11

駿河区北丸子 yyyFkn
1未経験からはじめられる 
　短期のおせち料理の盛付・梱包作業

時給1000円

＼未経験から楽しく盛付＆梱包♪／ 
【大人気の年内短期アルバイト！】
時間 12月20日まで／12:30～16:30 

12月25日～12月29日／8:00～16:00　 
★時間・日数の相談OK♪

休日 土曜　日曜　祝日
期間 即日～12月29日
資格 未経験者歓迎　主婦(夫)歓迎
待遇 扶養内勤務OK　制服貸与　食事支給 

タクシーチケットの配布有（当社規定）
応募 電話連絡後､履歴書(写真付)持参下さい｡
事業 給食事業

002-2891795

静岡給食協同組合
A054-259-1341　担当／幡谷(ハタヤ)
本社工場／静岡市駿河区北丸子1-19-20

JR安倍川駅から徒歩10分 xyyfkn
01未経験からできる 
　　浄化槽の清掃・点検作業

日給7200～8000円＋部署手当5000円/月

＼未経験でもスグに覚えられる！／ 
60才以上の方､定年後の方大歓迎★
仕事 正常に動いているかのチェック及び清掃
時間 8:30～17:30(休憩有)　※残業なし 

★週3～5日勤務(曜日の固定OK)
休日 週休制(第1､3水曜､他)
給与 月収17万3000円可能！
勤務地 静岡県中部地区
資格 普通自動車免許(AT限定可)
待遇 社保完 C規定 H年2回 車可 資格･部署手

当(月5000円) 試用期間3ヶ月有(同条件)
事業 建設業

002-2890708

中部建商株式会社
A054-258-2233　採用担当まで
静岡市駿河区みずほ4-1-1

静岡駅から車で7分 yyyFmn
01ブランクある方OKの 
　　放課後等デイサービススタッフ

週5日勤務の場合/月給14万5000円　\

資格を活かしませんか☆放課後や休日 
に遊びながら子供達を支援する仕事♪
時間 平日／9:30～18:00 土曜／9:00～17:30 

※基本週5日勤務(週3日～応相談)
休日 週休2日(日+1日)､誕生日休暇､年間120日
給与 週3～5日勤務の場合／時給900円 

※週5日の方は7ヶ月目～月給制に変更可
資格 要普通免許(AT可)､保育士･教員免許､ 

教育系･福祉系の大学出身者歓迎
待遇 社保完 C規定 H有 資格手当 有給休暇 

資格取得支援有 車通勤可 研修期間有
事業 福祉施設の運営

002-2888608

放課後等デイサービス　Konoki　登呂
A054-204-5550　担当／原田
静岡市駿河区登呂6-2-7



ドリームプラザから]3分 zyyukm
01駿河湾フェリーの 
　　綱取り･綱放し業務

時給890円

60代が元気に活躍中のお仕事$ 
駿河湾を眺めながら働きませんか？
仕事 乗船車両の誘導案内､車両受付､フェリー

離着岸時の綱取り綱放し業務､観光案内 
※体力が必要なお仕事です｡

時間 ① 7:00～13:15(早番) 
②13:15～19:30(遅番) 
※①②でローテーション制､休憩有 
※週3～5日の間で日数応相談

勤務地 駿河湾フェリー 清水港のりば
待遇 車･バイク通勤応相談　制服貸与
事業 旅客船業､観光業

002-2892786

(株)エスパルスドリームフェリー
A054-353-2220　採用担当／横田
静岡市清水区日の出町10-80 3F

清水区・駿河区・葵区 zyyuks
01未経験者からはじめられる 
　　歩行者・車両の交通誘導スタッフ

60歳以上の方／日給7600円～9600円

＼清水営業所OPENに伴い大募集★／ 
【丁寧な研修有りで安心"】

時間 8:00～17:00(休憩有) 
給与 ★法定研修期間20hは1万7700円
勤務地 清水区・駿河区・葵区 ※現場による
資格 18歳以上(警備業法による)　未経験歓迎 

免許なくてもご相談下さい！
待遇 社会保険完備　制服貸与　資格手当 

正社員登用制度有(実績有) 
自転車・原付・車移動可 
資格取得支援制度有　週払い相談可

事業 警備保障

002-2893576

有限会社プレイスガード
A054-340-7088　担当／杉村・剣持
静岡市清水区西久保275-1　1F

川原小学校から徒歩5分 yykn
0150歳以上活躍中の 
　　衛生管理スタッフ

時給1000円＋作業手当有

仕事 一般家庭や事業所､店舗､オフィスを 
中心とした害虫対策や定期点検､清掃等

時間 8:30～17:30(休憩有･実働7.5h) 
★平日のみの勤務となります｡

休日 土･日･祝　GW　夏季･冬季休暇
給与 試用期間2ヶ月／時給950円
資格 高卒以上　要普通免許 

60才以上のシニアさん歓迎
待遇 昇給年1回　賞与年2回　社会保険有 

皆勤手当 退職金制度有 交通費規定支給
応募 電話連絡後､履歴書持参下さい！
事業 ダスキン製品の販売とサービス事業

002-2893490

株式会社ダスキンあおい　ターミニックス事業部
C0120-581-807　担当／多田
静岡市駿河区下川原5-1-21

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885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

002-2892151

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



静岡市内 yyyFkn
1エリアサービススタッフ(普及員) 
　時間の融通◎自分ペースで働けます

時給1200円＋加入受付手数料

ご自宅近くの場所で直行直帰可能"
仕事 パンフレットお届け･制度案内･加入手続

きのお仕事です｡担当エリアを定期的に周
り県民共済の良さを伝えていただきます｡ 
定年退職者歓迎！

時間 8:00～20:00の間で3時間(月21日勤務)
勤務地 静岡市内(月1回本部研修有)
資格 未経験･定年退職者さん歓迎(兼業不可)
待遇 実績に応じてH年2回､C補助有(条件有)
応募 Kに｢普及員希望｣と記入し郵送ください｡ 

書類選考後､追って面接日を連絡します｡
事業 生命共済､火災共済

002-2895282

静岡県民共済生活協同組合
A054-254-5641　総務部／渡邊
静岡市葵区紺屋町17-1 葵タワー20F

葵区瀬名川 zyyumn
7大型ダンプドライバー

日給1万1000円　\

◇土日休み＆年間休日110日◇ 
50～60代迄活躍中☆幅広い年齢層OK◎
仕事 土砂を県内､主に中部地区に運搬する業務
時間 8:00～17:00(休憩有､残業ほぼなし) 

※担当する現場により勤務時間の変動有
休日 土･日　年末年始･夏季･有給休暇 

※現場により休日出勤有
資格 年齢･学歴不問　大型免許 

大きな交通事故の経験がない方
待遇 社会保険完備　交通費全額支給 

車通勤可　無料駐車場有
事業 土砂運搬

002-2896801

萩原建材株式会社
A054-261-6160
静岡市葵区瀬名川1-31-35

静岡市内､富士･富士宮市内 yyykmn
01交通誘導員

日給8200円～1万800円　\

★定年後も長く活躍できる職場★ 
年金の足しに無理なくお小遣い稼ぎ♪
仕事 建築現場や水道工事等の交通誘導です｡ 

車通りの少ない所からスタートで安心｡
時間 8:00～17:00(休憩有) 

※現場により半日勤務可､週2日～応相談
給与 ※法定研修期間4日間(20h)は時給885円
資格 18歳以上　未経験者歓迎　要原付免許 

普通自動車免許あれば尚可
待遇 社会保険完備　交通費規定支給 

車通勤可　昇給有　制服貸与　残業手当
事業 警備業

002-2895440

有限会社 大紘警備
A054-353-0633　採用担当まで
静岡市清水区月見町1-1

清水区松原町･入船町 xyyeFk
01①②日常清掃

時給900円

★週2日～無理なく働けるシゴト★ 
年金の足しにお小遣い稼ぎしませんか
時間 ①8:00～12:00　※週2～3日で応相談 

②9:00～11:00　※月･水･金(祝日休み)
勤務地 ①清水区松原町 

②清水区尾羽
資格 年齢不問 

未経験者歓迎　60歳以上歓迎
待遇 ①バイク･自転車通勤可 ②車通勤可
応募 担当者携帯(090-8953-9161)まで連絡後､ 

面接時間や場所を決めさせて頂きます｡
事業 総合ビル管理

002-2894966

株式会社 ケイビーエス
A090-8953-9161　担当／川口
静岡市清水区上清水町10-35



丸子新田バス停]3分 yyykmn
1プラモデル部品の配送スタッフ

時給900円以上＋交通費規定支給

【皆勤手当･精勤手当･食事手当有★】 
和気あいあいと30～60代男女活躍中"
仕事 決まったルートに1日1～3件程度の配送
時間 月～金／8:00～13:00
資格 未経験者歓迎　年齢･経験･男女不問 

要普通免許(AT限定不可)
待遇 昇給有　車通勤可　交通費規定支給　 

服装自由　皆勤･精勤手当有 
試用期間1か月有(同条件)

応募 電話連絡後､履歴書持参でご来社下さい 
DOMONETにも掲載中!　担当／長谷川

事業 プラスチック成形加工

002-2900501

森弘化成
A054-259-1843(受付／10時～15時)
静岡市駿河区丸子新田93-6

静岡市清水区･葵区･駿河区 yyyFkm
2①無資格OKの老人ホームの介護補助 
　②スーパーの店舗スタッフ

①時給1050円　②時給1000～1100円　\

未経験者歓迎！丁寧指導で安心♪ 
レギュラーワークで安定感抜群！
仕事 ①日常生活補助　②惣菜･レジ･水産
時間 ① 8:30～17:30　7:00～16:00 

　10:00～19:00　※曜日･時間は応相談 
②8:00～17:00　土日含む週5日程度でL

給与 ②時給/惣菜･レジ:1000円､水産:1100円
勤務地 ①清水区折戸･興津/特別養護老人ホーム 

②静岡市内のスーパー
資格 未経験者可　資格不問　年齢不問
待遇 車通勤可　社会保険有(規定有)
事業 人材派遣業(派)22-301016

002-2901584

㈱マルコビジネスサポート
C0120-169-414
静岡市葵区栄町2-5　アークビル1F

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製造スタッフ

①時給1000～1250円　②時給1050～1313円

未経験OK!シニアも元気に活躍中◎
時間 ①7:30～16:30(休憩有) 

②A.7:30～16:30　B.15:30～翌0:30 
　C.23:30～翌8:30(ABCの3交替･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)
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
応募 面接は､静岡･富士の面接地で行います! 

※静岡は､静鉄柚木駅から]1分以内
事業 人材派遣業(派22-100010)

002-2901024

シーアールシー株式会社
C0120-574-686 ※TEL後､履歴書持参

(静岡面接地)静岡市葵区宮前町31 
(富士面接地)富士市永田町1-153

静岡街中 yyyFkn
1商業施設での清掃スタッフ

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､未経験者歓迎　
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

002-2899820

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



清水区･駿河区 xyydkn
01オフィスビルの清掃スタッフ

時給900円

＼平日のみ！短時間の清掃スタッフ／ 
開始時間が遅いので朝もゆっくり♪
時間 ①10:00～14:45(休憩45分) 

②13:00～16:00 
※作業日：月～金

勤務地 ①清水区長崎　②駿河区中吉田
待遇 制服貸与､交通費規定支給､有給休暇､ 

原付通勤可①自動車通勤可 雇用保険加入
応募 電話連絡後､履歴書(B貼)持参の上面接に 

お越し下さい｡受付／平日8:30～17:30
事業 総合ビルメンテナンス､人材派遣､ 

保安警備

002-2901662

株式会社ユアーズ静岡
A054-262-7000　担当／杉本
静岡市葵区千代田7-1-29

静岡市葵区新通 xydn
1送迎ドライバー

時給1000円＋安全運転手当

経験不問★60歳以上の方OK!!
仕事 利用者様の送り迎えをお願いします｡
時間 8:00～9:30　15:30～17:30 

※週3～5日で応相談
資格 要普通免許(AT限定可)　 

経験不問　60歳以上の方OK!!
待遇 交通費別途規定支給有　制服無償貸与 

バイク･自転車通勤可　経験者優遇
応募 まずはお気軽にご連絡ください｡ 

受付／8:30～17:30(フリーダイヤル)
事業 介護保険制度事業

002-2901692

リバティ東海ケアサービス介護事業部
株式会社東海ビルメンテナス グループ
C0120-149-106　担当／川手(カワテ)
〒420-0065　静岡市葵区新通1-10-5

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20h(日中)は時給885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)

002-2901688

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

庵原橋バス停から徒歩3分 zyyukn
1木工製品の組立・梱包(軽作業)

時給900円～　\

嬉しい土日祝休み0軽作業で女性活躍 
扶養内勤務可！家庭・育児の用事優先
仕事 電動ホッチキスを使用し､木工製品(ドア 

や窓の枠材など)を組立､出来上がった 
製品の梱包作業｡重い荷物を持ったり､ 
汚れたりすることはありません。 
)20～70代の幅広い世代が活躍中！

時間 9:00～16:00の間で4～5時間程度 
※勤務開始･終了時間L相談※週4日～OK

休日 土､日､祝(会社カレンダーによる)　他
待遇 D有 C規定支給 車通勤可 正社員登用有
事業 住宅の内装･建具など木工製品の製作

002-2901604

株式会社 創研舎(そうけんしゃ)
A054-368-7742　担当／佐野･幾田
静岡市清水区横砂西町14-10



静岡市清水区袖師町 yyykmn
01事業所内のサポートスタッフ

時給1000円

【年齢不問】1日4時間！週2.3日～OK 
お孫さんへのお小遣い稼ぎに最適♪
仕事 事業所内で仕入れの荷受けや資材引取ﾄﾗｯ

ｸへの積込作業をお任せ。営業が外出して
いる際には、近距離の顧客への(市内)納
品業務をお願いすることもございます。

時間 7:00～11:00　※時間応相談 
※週2～3日勤務OK 
※木・金・土の週末出れる方歓迎

資格 普通自動車免許(AT限定不可)
待遇 C規定支給、昇給有、車通勤可ほか
事業 土木資材販売及び施工

002-2901784

有限会社　黒田建材
A054-364-8770　採用担当
静岡市清水区袖師町529-1

清水区吉川 yyyFkm
2未経験者OKの倉庫内軽作業

時給930円～1000円

シニアも活躍中の軽作業!未経験OK 
男女活躍中"詳細はDOMONETに掲載中
仕事 ハンドキャリー等を使用した倉庫内搬送

とかんばん業務です。
時間 8:30～17:00(休憩60分)
休日 週休2日(土・日)※派遣先カレンダー
勤務地 静岡市清水区吉川(当社派遣先)
資格 未経験者歓迎 ブランクOK
待遇 社会保険他即時加入､制服貸与
応募 土日は携帯までA090-5874-0372
事業 人材派遣業(派)22-040019

002-2901923

エススタッフサービス株式会社
靜甲･静岡スバルグループ
A054-261-2134(月～金)　A藤村
静岡市駿河区栗原6-25 静鉄栗原ビル3F

静岡広野病院内 xyyekm
01給食の調理補助 
　　(簡単な盛り付け・洗浄等）

時給900円～　\

)*調理がないからお仕事簡単*)
仕事 食器洗浄･消毒､片付け
時間 6:00～18:30の間で1日3h～6hで応相談 

※特に6:00～12:30／16:00～18:30歓迎
給与 6:00～8:00／時給1100円 

8:00～17:00／時給900円 
17:00～18:30／時給1050円

資格 未経験者歓迎　年齢不問
待遇 社保完 扶養内勤務可能 D有 H年2回 

6時勤務の方､朝食有 服貸 車通勤可 R有
事業 病院･施設等での給食サービス

002-2901824

㈱ザ・太陽
A054-264-2111　担当／吉川

静岡市駿河区広野1494-8 
(静岡広野病院内)

静岡市清水区 xxxeda
5宅配専用商品の早朝配達 
　(森永･雪印商品の早朝配達)

固定報酬月額6万円～7万円以上可

定年退職した方･シニア活躍中！ 
未経験でも大丈夫！

業務 清水区の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｡

時間 2:30～6:30頃まで(3～4hでOKです) 
月･水･金又は火･木･土の週3日のみ

勤務地 担当地区／静岡市清水区方面
資格 ご自分の車で配達できる方
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

002-2901758

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



東名清水IC　車で10分 yyymnE
7産業廃棄物回収ドライバー(県内)

月給25万円～30万円※経験・能力による

仕事 トラック等でお客様先を訪問し､廃棄物を
回収する作業を中心にお任せします。

時間 8:00～17:00(休憩あり)
休日 隔週休2日制(土･日)･祝､夏季･ 

年末年始･GW 有給休暇有､慶弔休暇有 
年間休日105日以上

資格 ■要中型免許　□経験者優遇 
■大型・フォークリフト免許所持者歓迎

待遇 社保完 D年1回有 H年2回有 制服貸与 
車通勤可 無料R有 試用期間3ヵ月有 
(契約社員雇用/条件は変わらず)

事業 産業廃棄物中間処理

002-2902058

株式会社静岡マテリアル
A054-340-3350
〒424-0105　静岡市清水区山切646-2

宮竹1丁目^]5分(事務所) zyyuFk
5メール便配達スタッフ 
　(カタログなどのポスティング業務)

完全出来高制

空き時間にお小遣い稼ぎしませんか？ 
主婦主夫、60歳以上の方、大歓迎♪♪
業務 ご自宅周辺で、メール便(宛名有)の配達

をお願いします。※週に2商品程度
時間 7:00～19:00の間で1日4時間程度
勤務地 静岡市(葵区・駿河区・清水区)、焼津市 

藤枝市　※ご自宅の近くを選べます
資格 徒歩、自転車･バイクで配達できる方
待遇 傷害保険あり
負担金 無し
応募 お気軽にお問い合せください
事業 ポスティングサービス

002-2902090

㈱ジャパン･ポスティング･サービス
A054-236-5200(平日:9時～17時)
静岡市駿河区高松2-5-1

静岡市内各地 xyybks
0交通誘導警備 
　(駐車場警備･道路工事現場等)

日給8000円～1万2000円　\

嬉しい給与支払い月2回" 
♪年間通じて安定の仕事量有♪

時間 8:00～17:00･21:00～翌6:00 
※週1日からOK

給与 ※法定研修20h(日勤のみ)は1万7700円
勤務地 静岡市内各地(清水区中心)
資格 18才以上の男女 

経験者･未経験者･長期の方歓迎
待遇 正社員登用有　社会保険完備　制服貸与 

給与支払い月2回(社保なしの方)
応募 面接時は履歴書(写真貼付)持参下さい｡
事業 警備業

002-2902068

東海安全警備保障㈱　清水営業所
A054-355-3933(日曜除く)
静岡市清水区千歳町2-19

清水ICより車で5分 xyyaFk
01生花仲卸しスタッフ 
　　(生花市場内での仕分け・配達)

時給900円

＼週3日！午前中だけのお仕事★／ 
｟60歳以上のシニア世代歓迎です｠
仕事 簡単な花の仕分け作業｡日により配達業務

をお願いします｡(市内･ワンボックス車)
時間 5:00～12:00(休憩含む)※6:00開始もL 

◆終了時間は日によって変動有 
◆基本勤務日…月・水・金

勤務地 するが花き卸売市場内 
(静岡市清水区尾羽579-1)

資格 ◆要普通自動車免許(AT可)
待遇 私服通勤OK　車通勤可
事業 生花の卸販売

002-2902050

株式会社フローラフレッシュネス
A054-371-0511　担当/伊豆
静岡市清水区尾羽579-1



大曲バス停から徒歩1分 xyyemn
01簡単なお菓子作りの補助作業

平日：時給890円　土日：時給950円

《　午後のみ/土日のみもOK♪　》
仕事 お菓子作りの補助作業及び清掃作業。 

簡単な作業中心にお願いします。
時間 ①13:00～18:00の間で応相談 

　シフト例)15:00～18:00 
② 9:00～17:00(休憩1h含む) 
◆平日のみも可能◆土日働ける方歓迎 
　(土・日のみ/週1日～OK)

給与 ※試用期間1か月(時給885円)
待遇 車通勤可 制服貸与  

社員割引有 C規定支給
事業 洋菓子店

002-2902307

フランス創作菓子　㈲シェ･ヒロ
A054-371-9101 ※火曜定休日
静岡市清水区鶴舞町1-23

清水区・葵区 yyykmn
01施設内警備スタッフ(病院・市場)

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 ※勤務地による 

週3日～勤務日応相談(休憩・仮眠有)
給与 ※昼間法定研修有(20h/時給885円)
勤務地 清水病院、静岡・清水厚生病院 

公共施設(中央卸売市場)
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 
応募 B後、履歴書(B貼付)を郵送下さい。
事業 警備業

002-2905695

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

静岡市駿河区 yyykmn
7大型トレーラー運転手 
　(清水港～島田か富士への定期便)

月給24万円～31万円＋C規定(月4000円)

固定ルート配送で長距離運転ナシ♪ 
積降なく負担少なめ★丁寧な指導有
時間 3:00～14:00､7:00～16:00 ※早出･残業有
休日 土日祝､夏期休暇･年末年始休暇有
給与 試用期間最大3ヶ月は日給8000円 

(1ヶ月かからず終了される方が殆どです)
資格 大型免許､けん引免許をお持ちの方
待遇 昇給､賞与(業績による)､車通勤可 

無料R､無事故等手当､社保完､制服貸与 
携帯代補助(月1000円)､経験者優遇

応募 まずはお気軽にお問い合わせください。
事業 一般貨物自動車運送業

002-2904125

有限会社 西野商店
A054-294-7940(採用担当)
静岡市駿河区中島1701-3

清水駅から]12分 zyyuFk
01(未経験OK)ホテルの客室清掃業務

時給890円　

1日4h程度と無理のない範囲で♪ 
現在は50～60代の主婦さん活躍中
仕事 ビジネスホテルの客室清掃業務。主な業

務としては、ベッドメイクや備品用意。
時間 10:00～14:00(多少前後あり) 

□週4～5日で相談可能 
□急なシフト調整も、スタッフ同士 
　協力しています♪ 
□日曜日勤務できる方歓迎

資格 未経験歓迎　60歳以上のシニア世代歓迎
待遇 車・バイク通勤可
事業 ビジネスホテル

002-2902145

清水プラザホテル
A054-367-0020　担当/吉澤
静岡県静岡市清水区江尻台町3-6



葵区川合･藤枝市 xyyhkm
01アパート･マンションの清掃(通路
床掃き掃除､手すり･階段･ドア清掃等)

時給930円以上

明るい時間帯の作業なので 
残業はほとんどありません!

仕事 １日数件の清掃作業。難しい仕事はあり
ません｡特別な知識や経験いりません｡

時間 8:30～17:00(実働7.5h) 
※週3日以上(応相談)　※日祝休み

給与 見習期間(50日間｡短縮有)時給885円 
■週3日勤務なら月8万9000円稼げます！

期間 長期又は短期(2ヶ月)※更新できます
資格 未経験者歓迎　要普通免許(AT限定可)
待遇 昇給有　車通勤OK　扶養範囲内の勤務OK
事業 建物管理業

003-1308696

㈱寿サービス静岡営業所･藤枝営業所
A090-6093-0614　A鈴木
静岡市葵区川合3-7-22･藤枝市上薮田112-4

静岡市葵区川合 xyyekm
10店内補助作業スタッフ

時給890円 ※日祝時給100円UP

いろいろなジャンルを扱っているので 
合うジャンルがきっと見つかります+
仕事 働き始めは売り場の整理からスタート｡ 

店内の補助作業をお願いします｡
時間 13:00～20:00の間で1日4時間～､ 

週3日～で相談に応じますのでお気軽に｡ 
※シフトの融通利かせます

資格 未経験者大歓迎　土日祝できる方歓迎 
※土日いずれか出勤できればOKです

待遇 車通勤可､研修期間1ヶ月有 
1交通費規定支給､有給休暇､昇給年1回

事業 リサイクルショップ

004-0893675

ハードオフ･オフハウス静岡東店
A054-263-7500　担当／望月・山崎
静岡市葵区川合3-13-33

駿河区池田・国吉田 yyyHkm
01①夜間管理スタッフ 
　  ②精肉　③レジ

①時給950円　②③時給890円　\

接客技術必要なし$40～60代活躍中♪
仕事 ①店内の施錠､各部門の片付け等の 

　閉店業務､レジ作業､商品補充等 
②製造･販売･パック詰め･陳列等 
③自動釣銭機での簡単なレジ業務

時間 ①18:00～翌1:00 
曜日･時間応相談､週3日～5日 
② 8:00～12:00　③18:00～24:00 
曜日･時間応相談､週1日､1日4h～OK!

給与 ※日祝は時給80円アップです
待遇 車通勤可､制服貸与､深夜割増有
事業 スーパーマーケット

002-2905945

スーパーアンドウ池田店･国吉田店
A054-261-9044　担当／安藤
静岡市駿河区国吉田4-6-15



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

日給9000円以上　\

経験不問"新規スタッフ積極採用中" 
難しいこと･力仕事いっさいナシ" 
定年退職後のシニア層元気に活躍中★ 
<週2日～OK､平日のみ･土日祝のみOK>
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 
※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 日給9000円以上 
※交通2級資格者／ 
　日給1万円以上 
※法定研修3日間20hは､1万7700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 
18歳以上(警備業法による) 
定年退職後の方､学生さん､主婦(夫)さん 
Wワークの方など皆さん大歓迎!! 
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　　･交通費全額支給 
･給与支払い制度選択可 
 (月払いor月3回払い) 
･日給保障制度 
･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)

応募 まずはお気軽にお電話ください｡ 

【職場情報】
事業 警備業

002-2885400

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

東名静岡ICより車で3分 yyypqm
0交通誘導の警備員 
　(歩行者･自転車などの交通誘導)

①日給8700円～②日給1万500円～ ※MO

シニア活躍中"男女･年齢･資格不問 
週2日～､平日のみOK◎シフト柔軟対応 
面接交通費1000円支給します☆ 

未経験者大歓迎"難しくないので安心
仕事 会社から現場まで送迎有｡直行直帰も可｡

能力･希望により現場をお任せします｡
【募集情報】
時間 ①8:00～17:00 ②20:00～翌6:00 

※休憩有､週2日～OK､シフト自己申告制
給与 ※法定研修20hは1万8000円 

(昼間8:00～18:00の間で応相談) 
※有資格者は＋資格手当1日1000円有 
①日給8700円以上／59歳以下の方 
　日給8300円以上／60歳以上の方 
　日給7900円以上／65歳以上の方 
②日給1万500円以上

勤務地 主に静岡市内､焼津市の現場
資格 車･原付免許ある方歓迎(免許なくてもOK)
待遇 社保完 資格手当(1日1000円) 制服貸与 

日払･週払可(研修後支給) C1日300円 
H有(能力･業績による) 車･バイク･自転
車通勤可(駐車場完備) バイク貸出 
資格取得支援有 入社祝金3万円※交通誘
導2級･指導教育責任者は5万円(規定有) 

【職場情報】
事業 警備業

002-2886443

有限会社綜合警備　大英
A054-280-5557
静岡市駿河区中島1146



旧石田消防署～南へ]5分 yyymnE
1介護職員(入居者様への介護 
サービス､お買物の付き添い､介助など)

時給900円～950円以上＋各種手当有

【手厚い待遇-働きやすい好環境☆】 
賞与年2回☆人間関係も◎◎◎ 

年齢･経験不問♪夜勤無し!残業無し! 
100％女性の職場◎20～70代活躍中!!
仕事 勤務開始日相談OK｡随時見学もOK｡ 

難しくありません!楽しく働けますよ! 

【募集情報】
時間 ① 7:50～16:50(休憩有) 

② 9:30～18:30(休憩有) 
③11:00～20:00(休憩有)　 
※ローテーション制(③は月5回位) 
週2日からご相談下さい｡①～③選べます

給与 時給900円～950円以上＋各種手当有
資格 ヘルパー2級､介護職員初任者研修修了 

以上(資格があれば経験は不問です!!)
待遇 昇給 賞与年2回 交通費規定支給 

車通勤可 処遇改善金支給/1万～2万円 
(10日以上勤務) 
※処遇改善金は入社1か月後随時UP" 
資格手当/1500～2500円 
正社員登用制度有

応募 電話連絡後､履歴書持参下さい｡ 

【職場情報】
事業 住宅型有料老人ホーム

002-2886446

株式会社コンブリオ　ピュアライフ中田本町
A054-203-2108 DOMONET24h応募受付中!
〒422-8043　静岡市駿河区中田本町64-20

清水区岡町 yyykmn
01リユース品の 
　　出張買取スタッフ

時給910円～ ※日祝／時給1010円　\

週2日～OK◎60歳以上の男性活躍中" 
カンタン作業で未経験でも安心☆ 

平日18時以降＆土日祝は時給アップ0 
定年後の時間を有効活用しませんか？
仕事 静岡市内のお客様宅へのリユース品の 

出張買取の補助､商品クリーニング｡ 
ワンボックスカーにて2人一組で 
行きます｡難しい専門業務はないので 
未経験でも安心です｡

【募集情報】
時間 9:30～18:00の間で時間応相談 

※週2日～OK､体に負担なく無理なく 
　働ける範囲で時間･日数相談下さい

給与 平日18時以降＆土曜／時給960円 
日祝／時給1010円 
研修期間(約3ヶ月)／時給890円

資格 要普通免許(AT限定可) 
未経験者･60歳以上のシニア歓迎

待遇 交通費規定支給 制服貸与 車通勤OK 
有給休暇 社割有 昇給有

【職場情報】
事業 家具･家電･スポーツ･雑貨等の買取･販売 

《スタッフから》色々なグッズ･アイテムを 
扱うため毎日がとっても新鮮で楽しい♪ 
OPENから長期勤続するスタッフ多数活躍中"

002-2896799

ハードオフ･オフハウス 清水岡町店
A054-368-5318　採用担当／石神
静岡市清水区岡町6



静岡市内各地 xyydkn
81①清掃スタッフ 
　　②警備スタッフ

①時給885円～900円　②\

◇日常のお掃除と施設内での警備◇ 
20～70歳代までの男女が活躍中!! 
未経験者歓迎☆勤務時間も選べます！
【募集情報】
時間 ①A.6:30～8:30　B.8:00～11:00 

　C.7:00～11:00　D.7:00～10:00 
　E.F.8:00～12:00 
　勤務日:月～金　※F.のみ祝日勤務有 
②A.B.7:30～翌7:30 
　C.7:20～翌7:20､16:20～翌7:20 
　※仮眠･休憩有 
　勤務日:シフト制(月10日～12日程度)

給与 ②A.B.時給930円　C.時給950円
勤務地 ①A.葵区御幸町　B.C.駿河区南町 

　D.葵区追手町 
　E.駿河区曲金　F.清水区北脇 
②A.葵区追手町　B.葵区東町 
　C.葵区北安東

待遇 交通費規定支給　年次有給休暇 
制服貸与　深夜割増有

応募 お気軽にお問い合わせ下さい 
追って面接日をご連絡致します 

【職場情報】
事業 ビル総合管理

002-2897007

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

静岡パルコ近く yk
10パチンコ店の①開店前清掃 
　　②③日中清掃④夜清掃

時給①③1000円②900円④1400円

いろいろな勤務時間があります!! 
①朝1時間のみ!!②③日中5.5H､ 
午後～夜6H､④深夜1時間のみ!! 
お気軽にお問合せ下さい｡

仕事 ①②③トイレ清掃､ゴミ回収 
　　　※女性活躍中 
④お客様が帰った後の閉店後の作業 
初めての方にも丁寧に指導しますので 
安心してスタートできます。 

【募集情報】
時間 ① 8:30～ 9:30　② 9:30～15:00 

③15:00～21:00　④22:45～23:45
勤務地 葵区紺屋町(静岡パルコ近く)
資格 経験不問　未経験者歓迎　 

Wワークの方など皆さん大歓迎
待遇 ①車通勤可(駐車料金補助有) 

②③自転車､バイク通勤OK､ 
　　交通費規定支給 
④自転車､バイク通勤OK

応募 B後､履歴書(3ヶ月以内B付)持参下さい 
面接は現地にて行います 

【職場情報】
事業 清掃業

002-2897246

有限会社　青葉
C0120-108-598
本社／焼津市越後島576



葵区千代田 yyyFkm
01①無線士 
70②タクシードライバー

①時給900円　②完全歩合制\

＼年齢不問／ 
イキイキ働ける職場がココに！ 
定年後､未経験から始めませんか？
仕事 ①タクシーの配車業務です｡ 

②未経験の方男性･女性共に大歓迎！ 
　先輩スタッフが丁寧に指導します｡

【募集情報】
時間 ①5:00～8:30または12:30～18:00 

　(土曜を含む週2～3日位) 
②7変形労働時間制　平均週40h 
　024h内で都合の良い時間でOK※応相談

休日 7②3勤1休　※年間休日105日
給与 ②※平均月収10万～40万円 

　養成期間(約10日)は日給6000円(1日7h)
資格 ①資格不問 

②未経験者歓迎､60才以上の方OK 
　普通自動車免許取得後3年以上の方及び 
　普通自動車免許二種

待遇 車通勤可 
7②社会保険完備､昇給有､賞与年2回有､ 
有給休暇､退職金制度有(勤続3年以上)､ 
二種免許取得制度有､ 
試用期間2ヶ月有(同条件)

応募 お気軽にお電話下さい｡メール応募もOK！
【職場情報】
事業 タクシー業務

002-2898459

第一タクシー株式会社
A054-261-6292　
静岡市葵区千代田6-31-19

静岡市内 xyydkn
01日常清掃スタッフ

時給885円～900円以上＋交通費規定支給

カンタン作業＆もくもくとできる仕事 
♪通勤便利♪駅チカ勤務♪ 

未経験でも安心して始められます★
仕事 建物内のトイレや通路･階段等の 

簡単な日常清掃をお願いします｡ 
★女性スタッフ活躍中です！

【募集情報】
時間 ① 8:00～12:00及び16:00～20:00 

　※週2日～勤務OK 
　※シフト申告制(ローテーション制) 
　※土日勤務可能な方歓迎 
② 7:00～11:30(実働4h) 
　13:00～16:30(実働3.5h) 
　17:30～20:00(実働2.5h) 
　※週2日～勤務OK 
　　(基本､土日､年末年始休み)

給与 試用期間(2週間)あり(同待遇)
勤務地 ①御幸町(商業施設) ②追手町(公共施設) 

※当社請負先
資格 年齢･経験不問！ 学生(高校生可)･ 

フリーター･主婦(主夫)･Wワーク大歓迎
待遇 交通費規定支給　制服貸与　経験者優遇 

研修期間有(同待遇)
応募 お気軽にA下さい｡面接日は相談可

【職場情報】
事業 総合ビルメンテナンス業

002-2899033

株式会社ティービー
A054-271-0266　採用係(受付:月～金)
静岡市葵区呉服町2-2-13



清水区高橋･清水区新港町 xyydkm
01日常清掃スタッフ

時給885円以上＋交通費規定支給

**女性スタッフ活躍中** 
年齢･経験不問"週2日～OK+ 
夕方からor朝からのシゴト♪ 

未経験でも安心して始められます★
仕事 建物内のトイレや通路･階段等の 

簡単な日常清掃をお願いします｡
【募集情報】
時間 ①A.10:00～16:00　B.16:00～20:00 

　※週2日～勤務OK 
　※申告制ローテーション 
　※土日勤務可能な方歓迎 
②8:30～12:00 
　※週2日～勤務OK

休日 ②土･日･祝､他
給与 試用期間(2週間)あり(同待遇)
勤務地 ①清水区高橋(商業施設) 

②清水区新港町(工場内) 
※当社請負先

資格 年齢･経験不問！ 学生(高校生可)･ 
フリーター･主婦(主夫)･Wワーク大歓迎

待遇 交通費規定支給　制服貸与　車通勤可 
経験者優遇　研修期間有(同待遇)

応募 お気軽にA下さい｡面接日は相談可 

【職場情報】
事業 総合ビルメンテナンス業

002-2899059

株式会社ティービー
A054-271-0266　採用係(受付:月～金)
静岡市葵区呉服町2-2-13

静岡市駿河区･葵区 zyyukm
17フロントスタッフ

1時給885円以上　7月給18万円\

□■パート＆正社員同時募集■□ 
ゴルフの知識は一切不要♪ 

40代～60代の女性スタッフ大活躍中 
残業はほとんどナシ☆長く働ける職場
仕事 お客様の受付やPC業務･フロントの清掃｡

その他雑務有※タッチパネルでのPC操作 
なのでとても簡単｡未経験でもマニュアル 
があるので､覚えやすいですよ♪

【募集情報】
時間 117:30～23:00(月､火､金)※時間･日数L 

7①16:30～24:00 ②16:30～22:00 
※①②の時間交代制

休日 7火曜日
給与 117:30～18:00…時給885円 

　18:00～22:00…時給1000円 
　22:00～23:00…時給1222円

勤務地 1中田ゴルフガーデン／ 
　静岡市駿河区中田本町33-28 
7流通ジャンボゴルフ／ 
　静岡市葵区薬師20-14

資格 未経験者歓迎 7シニア･60歳以上歓迎
待遇 服装自由 有給休暇 車通勤可 

1傷害保険有 7社会保険完備 賞与年2回
応募 受付は流通ジャンボゴルフで行います｡

【職場情報】
事業 ゴルフ練習場の経営

002-2899064

有限会社静岡ゴルフガーデン
A054-263-5878　担当／佐藤
静岡市駿河区中田本町33-28



中町交差点近く yykn
1配膳・下膳・食器洗浄業務

時給900円～1000円

◆通勤便利!中町バス停すぐ近く◆ 
◇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) 

②6:30～15:00(実働7.5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

002-2899553

㈱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

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

002-2900572

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



静岡市内・沼津市内 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)

70代の女性スタッフも元気に活躍中♪ 
【履歴書不要！】【週1日からOK！】 
入社祝い金あり+日･週払い即対応!! 
研修が充実しているので安心です★
仕事 静岡市内･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20時間有　1万7700円(昼間)
勤務地 静岡市内・沼津市内
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★

002-2901978

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

駿河区国吉田 xyyekm
0サービスステーションスタッフ

時給950円以上 \

*60歳以上歓迎"*経験者優遇♪ 
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☆
仕事 簡単なガソリンスタンドのお仕事 

スタッフが近くにいるのでわからない 
ことはすぐ聞けるので未経験の方も安心 
※一から丁寧に教えます

【募集情報】
時間 平日／17:00～23:00 

土日／ 9:00～23:00 
※上記時間内で週1日～1日3h～応相談

給与 研修3ヶ月間 時給910円
勤務地 静岡シェル石油　国吉田店／ 

静岡市駿河区国吉田2-6-1
資格 60歳以上の方歓迎 

未経験者歓迎　主婦(夫)歓迎
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♪

002-2902013

静岡シェル石油販売株式会社
A054-261-3735　担当／岩崎
静岡市駿河区国吉田2ｰ6ｰ1



清水区草薙 xydk
1新聞配達スタッフ

時給1200円（月収5万円以上可能）\

★60歳以上歓迎のお仕事★ 
★年金の足しにピッタリ★ 
1日2時間で無理なく楽しく 

健康維持のために働きませんか？
仕事 新聞の配達をお願いします｡ 

短時間勤務かつ難しい作業ではないので 
未経験の方でもすぐに慣れて頂けます｡

【募集情報】
時間 14:30～16:30の2時間 

※月～土の中で週5～6日で応相談 
※平日のみの週5日も可能

休日 日､祝日
給与 《月収例》 

週6日勤務した場合…月収5万7600円
勤務地 清水店(清水区草薙杉道3-1-21)
資格 要原付免許以上 

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

24時間､DOMONETでも応募受付中です｡ 

【職場情報】
事業 新聞販売業
《担当から》個々の仕事となる為､自分の 
ペースで進めたい方にはピッタリ♪ 
年齢問わず､活躍できるお仕事です｡

002-2902048

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

下川原団地バス停 徒歩5分 xyydmn
1①介護職　②食事介助専門介護職 
　③入浴介助専門介護職

時給900円以上　\

＼幅広い年代の男女が元気に活動中／ 
【 1日4h～時間・曜日相談可能♪ 】 
安心の土日祝休み-残業もほぼなし 
見学やお問い合わせだけでも歓迎+
仕事 ①施設利用者さまの介護 

　入浴介助･排泄介助･食事介助 
②食事の配膳･下膳等③入浴のお手伝い等 
★イチから丁寧に教えます♪

【募集情報】
時間 ①8:30～17:30の間で4時間～OK 

　★時間・曜日相談OK 
②7:00～8:30、11:30～13:00 
　16:00～17:30　 
　★上記3つの時間帯いずれかでOK 
③9:00～12:00、13:30～16:00 
　★両方もしくはどちらかでもOK

休日 基本は土日祝休み　※応相談
資格 年齢･男女･経験不問 実務未経験者歓迎 

ブランク有･復職希望の方大歓迎 
学歴･資格不問

待遇 車通勤可 交通費規定支給 各種手当  
雇用･労災保険 扶養内勤務OK

【職場情報】
事業 介護医療院

002-2902779

静岡広野病院　介護医療院
医療法人社団恒仁会
A054-258-6666　担当／大石
静岡市駿河区広野1494-8



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890円～

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 サービスエリアのトイレ(女性トイレ有)､ 
駐車場･園地の清掃業務｡モップがけや 
拭き掃除､掃除機や機械を使っての作業 
先輩がマンツーマンで丁寧に教えます｡

【募集情報】
時間 ◎8:00～17:00　※休憩有､早出･残業有 

◎6:00～8:00　◎17:00～20:00 
※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

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 社保完備 昇給･賞与有(業績による) 

交通費規定支給 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､63歳以下) 
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

002-2902854

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

静鉄バス停羽鳥団地]2分 yyyHkm
1プラスチック製品の梱包・製造補助

時給930円～　※寸志有(業績による)

未経験スタート50～60代男女活躍中" 
学歴･経験･年齢･資格不問◎ 
☆元気に働ければOKです☆ 

定年後の空き時間を活用しませんか？
仕事 プラスチック製品(樹脂製品)の梱包､ 

製造機械操作の補助などの工場内作業｡ 
製品は5kg～20㎏位の物で台車使用も有｡ 
難しいことはなく､1から丁寧に 
教えるので未経験でも安心です｡ 

【募集情報】
時間 8:00～17:00(休憩有)　※残業なし
休日 日祝他(土曜日:4～9月は毎週休み･ 

10～3月は隔週休み) 
夏季･冬季休暇･有給休暇 年間休日111日

資格 未経験者･主婦(夫)･60歳以上のシニア･ 
定年後の方歓迎 
学歴･経験･年齢･資格不問

待遇 社会保険完備　車通勤可 
寸志有(業績による)　定年制70歳 
制服･靴･帽子･ロッカー貸与

応募 まずはお気軽にお問い合わせください｡ 
DOMONETからもウェブ応募常時受付中！

【職場情報】
事業 塩化ビニール樹脂等の押出加工製品など

002-2904028

日本化工株式会社
A054-278-8101　担当／堀江
静岡市葵区羽鳥5-7-4



葵区羽鳥 yyykmE
7タクシー運転手

下記参照

【入社祝金10万円支給】60代活躍中 
2種免許ない方は費用負担制度あり！ 
将来､個人タクシーをしたい方も歓迎
【募集情報】
時間 変形労働時間制　 

※1乗務12～13時間(休憩3h以上有) 
※時間短縮は応相談 
※『日勤のみ』『夜勤のみ』など 
　勤務時間ご相談下さい｡

休日 2勤1休
給与 歩合制(売上げ金額により会社規定に 

より歩合率に変動有) 
※月収20万～28万円以上可

資格 2種免許または普通免許取得後3年以上
待遇 社会保険完備　報奨金制度　賞与年2回 

2種免許取得支援制度　車通勤可 
入社祝い金制度有／10万円(規定有) 
2種免許､養成者も既にお持ちの方も 
始め2ヶ月は1乗務につき2000円支給 
(例／2000円×20乗務＝4万円／月) 
試用期間1ヶ月有(同条件) 

【職場情報】
事業 一般乗用旅客自動車運送事業

002-2904898

静岡タクシー 有限会社
A054-278-8100　A090-2777-5314
静岡市葵区羽鳥1-2-6

静岡市葵区･駿河区 yyykmn
1簡単な調理補助・洗浄

時給885～950円(経験･能力考慮)　\

*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 ① 6:00～13:00､13:00～19:00 

②16:00～20:00 
※週2日～勤務OK

給与 時給885～950円(経験･能力考慮) 
※①6:00～7:00までと18:00以降は 
　　時給＋100円

勤務地 ※ご希望の勤務地を選べます 
①ケアハウスレインボー瀬名内厨房 
　葵区瀬名4701-9 
②県立大学内学生食堂 
　駿河区谷田52-1

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☆

002-2905711

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



静岡市葵区栄町 xyyfHk
5店舗物件の仲介エージェント(営業)

完全歩合制(成約金額の50％以上) 

＜＜履歴書不要＆見学OK！＞＞ 
40代以上が9割"定年なしで生涯活躍 
店舗不動産専門仲介スタッフ大募集" 
未経験者も大歓迎！高収入も可能"
業務 さまざまな店舗物件の 

仲介業務がお仕事となります。 
「お店を出したいので物件を探している
」「店舗物件を貸したい」などといった
お客様とお客様をつないでいきます。 
静岡内で各自が得意とするエリアや業態
の店舗を担当しています。

【募集情報】
時間 9：30～17：00  

※自己裁量により業務を行っているため
勤務時間の変更も可能です 
※勤務日数も相談に応じます

収入 完全歩合制(成約金額の50％以上) 
◎契約ごと随時支払 
その他各種、報奨制度有。 
又、能力や実績に応じて各種の手当てが
精算され実質報酬UP可能。

勤務地 <静岡支社> 
静岡市葵区栄町4-10 
朝日生命静岡栄町ビル8階

最寄駅 東海道本線「静岡駅」徒歩6分
資格 年齢も学歴も職歴不問/未経験者歓迎 

宅建免許をお持ちの方は優遇(手当支給)
待遇 インセンティブ制度 

宅建免許手当有 
※宅建免許をお持ちの方は優遇

負担金 負担金は一切かかりません。
応募 まずはお気軽にご応募下さい！ 

履歴書不要＆見学OK！ 
「JOB」にても詳細を掲載中！

【職場情報】
事業 店舗物件の賃貸借・売買の仲介業務全般

042-0369866

株式会社テンポアップ　静岡支社
C0120-466-711/本社採用担当
静岡市葵区栄町4-10朝日生命静岡栄町ビル8階



牧之原市笠名 zyyukm
710tウィング車ドライバー 
　(食品等のパレットや家庭紙の輸送)

月給28万円～35万円+各種手当

＝★土日祝完全休み★＝
仕事 滋賀県へ定期便(1名)､関西方面(2名) 

※フォークの免許が無くてもOK
時間 24h内で､当社運行スケジュールによる
休日 土日祝､他 GW､夏期､冬期休暇
給与 ※経験･業務内容により決定
資格 未経験者歓迎　大型免許保持者優遇
待遇 賞与年2回　試用期間3ヶ月 

皆勤､無事故､ばら積み､洗車手当有 
電話代支給　社会保険完備　制服貸与　 
大型免許取得支援制度有(当社規定)

事業 一般貨物自動車運送業･第一種利用運送業

002-2883158

有限会社　藤丸
A0548-58-1663　担当／松下
静岡県牧之原市笠名1265-35

藤枝市水守･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)

5:00～8:00/時給900円　\

20～60代の方活躍中！3店舗募集中☆
時間 24h内で日数､時間応相談
給与 8:00～22:00/時給860円(890円) 

22:00～翌5:00/時給1080円(1110円) 
※10/4～は（）の時給に変わります。

勤務地 ・藤枝水守店/藤枝市水守2-3-7 
・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  
主婦･主夫歓迎　高校生OK

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

002-2892438

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

藤枝市､焼津市､静岡市 yyypks
0男女交通誘導員

日給8000円以上

◆日払いOK"即日採用"◆ 
未経験者大歓迎!ご相談下さい♪
仕事 工事現場やイベント内での交通誘導警備
時間 8:00～17:00 ※現場により変動有
給与 法定研修4日間(20H)で1万7700円
勤務地 藤枝市､焼津市､静岡市
資格 18才以上の男女(高校生不可) 

未経験者の方大歓迎　要原付免許以上
待遇 制服貸与　時間外手当有　日払い可 

正社員登用制度有　自転車通勤可
応募 まずはお気軽にお電話下さい｡
事業 警備業　公安委員会認定(第274号)

002-2888570

警備保障㈱大道
A054-620-3331
焼津市八楠4-17-14



島田市 xyydkn
1金融機関での日常清掃

時給900円～

午前中の2時間で週2日のみ！ 
女性活躍中◎難しい作業はありません
仕事 簡単な日常清掃なので､ 

未経験の方もご安心ください◎
時間 8:30～10:30 

※火曜･金曜の平日勤務
勤務地 島田市
資格 未経験者歓迎　経験不問
待遇 制服貸与　交通費規定支給 

定年制有(一律65歳まで※再雇用制度有)
応募 まずはお気軽にお電話下さい。
事業 ビル総合管理

002-2899823

株式会社東海ビルメンテナス 静岡支店  
C0120-149-106
静岡市葵区新通1-10-5

藤枝市 yyykmn
01レンタカーの洗車･配回送業務等

時給900円～

年齢･経験･性別不問！！ 
定着率バツグンの職場☆

時間 9:00～18:00　10:00～19:00 
※勤務時間内で短時間勤務も可能 
　具体的には面接時に詳しく教えて 
　ください

資格 要普通免許(AT限定可)
待遇 制服貸与 交通費規定支給 車通勤可 

試用期間2ヶ月(条件変動無し) 
扶養内勤務可

応募 B後、履歴書(写真貼付)持参下さい。
事業 レンタカー業

002-2897014

鈴与レンタカー㈱ オリックスレンタカー藤枝店
A054-646-0543　担当／飯島
藤枝市瀬戸新屋266-1

焼津市田尻 zyyumn
7近距離(市内)配送の10tドライバー

月給25万円以上　※経験･能力による\

【年齢不問】手積み手降ろしはナシ★
仕事 ウイング車での配送業務をお任せ。
時間 8:00～17:00 

実働8時間　※当社運行ダイヤによる
休日 週休2日制、ローテーション制
給与 固定残業代5万円分､30h相当分を含む&
勤務地 焼津市田尻(直行直帰可)
資格 大型免許保持者 

未経験者・経験者共に歓迎
待遇 H年2回(業績による) D年1回 社保完 

車通勤可 R有 C規定支給 他各種手当有
事業 一般貨物運送事業　第一種利用運送事業

002-2900977

有限会社永楽海商
A054-395-9377
静岡市清水区袖師町1900-18

焼津市大住 xyyekm
01未経験OKの 
　　現場サポートスタッフ

時給950円以上

★難しい作業はナシ★時間･曜日の 
融通抜群◎幅広い年代が活躍可能! 
仕事 現場の片付け､余った材料や材木の撤収､ 

足場のシートの撤収､手元作業
時間 8:30～17:30内　※週15h～20h程度でL 

※例えば､｢午前中のみ､週3･4日程度｣や 
　｢フルタイムで週2日程度｣などOK

資格 要普免(AT限定可) 未経験OK 経験者優遇
待遇 車通勤可　正社員登用制度有　社保完
応募 まずは､お気軽にお電話下さい。
事業 木造の一般新築住宅の設計､施工､販売を

中心に､建築工事全般を扱っています｡

002-2900551

株式会社ユア･ハウス
A054-629-5455　採用担当迄
〒425-0072　静岡県焼津市大住327-3(本社)



焼津駅より車で5分 yyykmn
01食器洗浄

平日／時給900円　土日祝／1000円　

＜＜中島屋ホテルズ創業103年＞＞ 
まずはお気軽にBくださいね★

仕事 未経験の方も安心してスタートしていた
だけるように､丁寧に研修を行います！

時間 19:00～23:30
資格 未経験者歓迎
待遇 交通費規定支給　制服貸与　深夜割増有 

社員食堂利用可　車･バイク通勤可 
試用期間3ヶ月有

応募 まずはお気軽にお電話下さい｡
事業 リゾートホテル(日本ホテル協会会員)

002-2901377

㈱中島屋ホテルズ　焼津グランドホテル
A054-627-1139
〒425-0012焼津市浜当目1489(大崩海岸通り)

焼津駅より車で5分 yyykmn
01大浴場の清掃 

平日／時給885円　土日祝／時給930円　

＜＜中島屋ホテルズ創業103年＞＞ 
午前中3時間だけのオシゴト♪♪

仕事 未経験の方も安心してスタートしていた
だけるように､丁寧に研修を行います！

時間 9:00～12:00
資格 未経験者歓迎
待遇 交通費規定支給　制服貸与 

社員食堂利用可　車･バイク通勤可 
試用期間3ヶ月有

応募 まずはお気軽にお電話下さい｡
事業 リゾートホテル(日本ホテル協会会員)

002-2901371

㈱中島屋ホテルズ　焼津グランドホテル
A054-627-1139
〒425-0012焼津市浜当目1489(大崩海岸通り)

坂本バス停目の前 yyyFkm
01コンビニSTAFF 
　　(レジ･接客･店内清掃･商品陳列等)

5:00～9:00/時給950円　他\

定年退職後や早期退職後の方歓迎！ 
40～60代活躍中なので安心！

時間 ①5:00(6:00)～9:00 【特に急募！】 
②9:00～13:30　③12:00～17:00  
④17:00～22:00(20:00) 
⑤22:00～翌2:00 
※時間帯希望考　※週1回､1日2h以上

給与 9:00～22:00/時給900円　※深夜割増有 
※能力により昇給有

待遇 制服貸与 車･バイク･自転車通勤可 
昇給有 試用期間2ヶ月(同条件)

事業 コンビニエンスストア

002-2901715

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

島田市東町 xyybkn
1介護スタッフ(夜勤)

時給885円～(夜勤手当5000円／1回)\

◇　　50～70代の方が活躍中♪　　◇ 
◇経験･年齢･性別は一切問いません◇
仕事 身体介助を要する利用者の方が 

少ない施設です｡(送迎なし)
時間 金･土･日のみ／17:00～翌8:30(休憩有) 

※週1日～勤務OK 
※ご都合を最大限考慮します

給与 時給885円～※夜勤手当(1回につき5000円)
勤務地 第2私の青空／島田市東町1967-9
資格 未経験者大歓迎　年齢不問
待遇 車通勤可　社会保険完備　C規定支給
事業 介護施設

002-2901698

デイサービス私の青空
A080-3073-8400　担当／朝比奈
島田市東町1967-9



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885円

接客なし！冷暖房完備の快適空間！ 
時間の調整やお休みも相談しやすい◎
仕事 たらこ製品の製造･検査･包装｡わたと 

りから始めて慣れたらパック詰め等｡
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　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

002-2901893

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

藤枝市 yyykmn
1放課後デイサービス(児童)に 
　おけるドライバー(送迎員)

時給885円～950円

今回は増員の為の募集です"
仕事 学校への迎え､自宅への送り｡ 

藤枝市又は吉田･牧之原方面を 
8人乗りのワゴン車にて送迎

時間 13:00～18:00の間の3時間程度 
※多少変動有

給与 時給885円～950円
資格 普通自動車免許(AT限定可)
待遇 交通費規定支給(月8000円まで) 

車通勤可 雇用･労災保険有 
試用期間2ヶ月有

事業 障害福祉サービス業

002-2901787

児童デイSES (株式会社アース)
A054-625-7027　担当／採用係
藤枝市志太585-1

藤枝市･焼津市 yyyGFm
01コンビニのスタッフ(未経験OK)

時給885円～(22:00～翌5:00/時給1106円)

)好きな時間でOK)土日できる方歓迎 
★10代～60歳以上もイキイキ活躍中★
仕事 レジ打ち､品出し､店内の清掃など。
時間 24時間内で週1日､1日3h～応相談 

※例/18:00～22:00､22:00～翌5:00など
勤務地 ・藤枝与左衛門店 藤枝市与左衛門464-2 

・焼津高新田店　焼津市高新田602-1
資格 未経験者歓迎　Wワークの方歓迎 

高校生可　シニア歓迎(60歳以上)
待遇 制服貸与　車通勤可
応募 DOMONETからも応募OK！(履歴書不要)
事業 コンビニ

002-2902434

ファミリーマート藤枝与左衛門店･焼津高新田店
A054-634-2325　担当／秋山
住所／上記参照

焼津市石津 yyyFkm
01工場内のお掃除スタッフ

時給900円※土曜1000円 日曜･祝日1050円

土日できる方歓迎！働き方の相談OK☆
仕事 作業台や床、壁などのお掃除。 

軽作業をお願いすることがあります。
時間 13:00～17:00　※1hくらい延長あり 

※土日だけの勤務も可能です。 
※勤務時間・曜日応相談 
　(14:00～17:00等)

資格 経験・年齢不問　資格一切不要
待遇 社会保険完備　扶養内勤務OK　 

車通勤可　制服貸与
応募 電話連絡後､履歴書(B貼)持参下さい｡
事業 冷凍・チルド商品加工販売

002-2901956

株式会社焼津フーズ
A054-631-5650
静岡県焼津市石津231



焼津市小屋敷 zyyukn
01給水･空調設備のメンテナンス

時給1000円～　※経験･能力考慮

未経験者歓迎◎2人1組の作業なので 
安心してお仕事を始められます!!
仕事 貯水槽と空調の点検､洗浄､消毒などの 

業務をお願いします｡
時間 8:00～16:30(休憩1～1.5h) 

★現場により､早く終わることがあります 
★週1日～OK 
★ご希望の曜日､日数を教えて下さい｡

待遇 各種保険完備､正社員登用制度有 
制服貸与､車通勤可､昇給制度有 
資格取得支援制度有(全額会社負担)

事業 総合ビル管理

002-2902890

株式会社大丈
A054-628-5148　担当／北川
静岡県焼津市小屋敷38-1

島田市民病院内 yyymno
01厨房内でのお手伝いさん

時給890円

急なお休みもみんなでサポート◎
仕事 市民病院内のレストラン「オオルリ」で 

主な仕事は料理の盛り付けです｡
時間 ①11:00～14:00 ②11:00～14:30 

③11:00～15:00 ※①～③交替制 
※週3～4日勤務で応相談､扶養内勤務OK

待遇 労災有　交通費規定支給　車通勤OK 
昼食支給　制服貸与　有給休暇有 
インフルエンザ予防接種(会社負担)

応募 下記不在時はA0547-35-6181 求人担当迄 
※面接時､履歴書(写真貼付)持参下さい

事業 島田市民病院内の食堂･売店の経営

002-2902795

有限会社　心和
A0547-36-6462　※不在の場合は上記迄
静岡県島田市野田1200-5

青島小学校から車で4分 yyykms
01セルフスタンドスタッフ

時給1100円　※昇給有

50・60代の男女スタッフ活躍中" 
ダジャレが飛び交う楽しい職場+
仕事 給油機の操作説明や他接客対応 

給油見守り等
時間 18:00(19:00)～22:00　
資格 要普通免許 

要危険物取扱者(乙四)
待遇 制服貸与　昇給 

車通勤OK(駐車場有)　
応募 まずは､お気軽にお電話下さい。
事業 石油販売及びカーメンテナンス全般

002-2905716

セルフ藤枝SS　カーケアショップ藤枝
㈱明光産業
C0120-846-864　担当／田村
〒426-0036　藤枝市上青島240-1



島田市金谷 yyykms
01灯油･軽油の配達スタッフ

時給1000円～　※経験･能力考慮

決まったルートの配達でラクチン◎ 
体力面の負担ナシ!普通免許でOK 
危険物取得者にお勧めのお仕事*
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をお願い 
します｡当社の車両を使っての配達です｡ 
※年齢･経験不問です｡ 

【募集情報】
時間 9:00～17:00 

※6h以上勤務の方休憩有 
※残業ほとんどなし 
※1日4h～､週3日～勤務OK

給与 時給1000円～　 
※経験･能力考慮 
昇給制度有

資格 要普通免許(AT限定不可) 
要危険物(乙四)取扱免許

待遇 昇給制度有､社会保険制度有､ 
扶養内考慮､制服貸与､ 
車通勤可､無料駐車場完備､ 
資格手当有､正社員登用制度有

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 石油エネルギー事業

002-2884018

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

藤枝市岡部町宮島 zyyuFn
01養鶏場の作業スタッフ

8:00～12:00／時給1100～1300円　\

DOMO初掲載!経験･年齢不問の仕事!! 
働き方は相談OK-子育ての合間や 
定年退職後の再就職も大歓迎です♪ 
まずはお気軽にご連絡ください☆
仕事 鶏舎でのひよこからの育成管理や卵の 

回収作業､鶏舎の清掃や管理業務をお任せ 
します｡他にも鶏舎から事務所まで卵を 
配達して頂いたり､養鶏に関わる作業に 
なります｡ 
みなさんの持たれているイメージと違い､ 
やってみると簡単なお仕事です！ 
未経験の方やシニアの方でも安心して 
働ける職場環境です！

【募集情報】
時間 ①8:00～11:30　②13:00～16:30 

③8:00～16:30(休憩1.5h有) 
※週2～5日で日数時間応相談

給与 8:00～12:00／時給1100～1300円 
※能力・経験による 
13:00～16:30／時給1000円

資格 要普通自動車免許(AT限定可) 
年齢･性別･経験不問

待遇 交通費規定支給　車通勤可　制服貸与 
プチボーナス年2回有り　社保完(規定)

【職場情報】
事業 養鶏業

002-2884468

株式会社佐藤種鶏産業
A054-668-0939　担当／佐藤
〒421-1102 静岡県藤枝市岡部町宮島993



藤枝市青島 zyyumn
1夜勤専門の見守りスタッフ

1回/1万3000円～

『自分が使いたくなる様な施設作り』 
『"大変"ではなく"楽しく"』がテーマ 
年金の足しに…お小遣い稼ぎに…OK! 
週1日～OKで負担も減らせます☆

仕事 1Hに1回施設の巡回､トイレ介助が必要な 
利用者様のお手伝いをお願いします｡ 
5～7名の宿泊利用者様の見守りを 
して頂きます｡

【募集情報】
時間 18:00～翌8:00(休憩有) 

※週1日～勤務可 

給与 1回/日給1万3000円～ 

勤務地 ゆうしん青島/藤枝市青島114-20 

資格 未経験者歓迎　資格不問 
年齢･性別不問　ヘルパー2級以上尚可 
Wワーカー歓迎 

待遇 車通勤可　交通費規定支給 
昇給有　社員登用制度有 
社会保険完備　賞与有(経験による)　 
経験者優遇

【職場情報】
事業 介護事業･通所介護事業所

002-2888572

悠進　株式会社
A054-631-7779　担当／太田
〒425-0071　焼津市三ケ名1359-1

静岡･藤枝･焼津･島田等 yyykns
07警備スタッフ

0時給1000円～1500円　7\

◇◆入社支度金制度有!◆◇ 
社会保険完備!当社退職金制度有り!
仕事 駐車場警備､交通誘導 イベント警備等 

週2日から勤務OK☆ 男女歓迎です！
【募集情報】
時間 8:00～17:00 

※0は週2日以上からOK(土日のみも可) 
　シフト自己申告制

休日 7週休2日制
給与 0時給1000円～1500円 

7月給20万～25万円 
※法定研修20時間は時給858円 
　(10/4～は時給885円)

勤務地 静岡市､藤枝市､焼津市島田市､ 
吉田町､金谷､菊川市､掛川市 等

資格 18歳以上(警備業法による) 
未経験男女歓迎 60歳以上歓迎 
Wワーク等､皆さん歓迎です

待遇 0社会保険完備 賞与年1回有 
　制服貸与 資格取得補助 
　正社員登用制度有 入社支度金制度有 
7上記の他､昇給有

応募 ご応募はDOMONETからの受付を含め 
24h対応しております。

【職場情報】
事業 警備業

002-2892471

総合警備　NKセキュリティ株式会社
A054-643-0101・090-4112-3266 A西原
藤枝市仮宿1246

年齢･性別･経験不問！
60代以上の方､元気に活躍中！
定年退職後､早期退職後の

再就職大歓迎！



藤枝市役所から徒歩2～3分 yyykmn
02tドライバー

時給900円から

■■定年退職された方も活躍中!■■ 
60才以上の方､歓迎いたします◎ 
2tショート車で未経験者でも安心
仕事 静岡県中部エリア(藤枝･焼津･島田･吉田･

牧之原)の工場や会社宛の荷物を 
主とした小口配達の仕事です｡ 
★トラックは､2tショート車なので､ 
　未経験者でも安心してください｡

【募集情報】
時間 7:30～12:00頃まで 

(希望があれば15:00頃まで勤務可能)
休日 土･日･祝､夏季･年末年始
給与 時給900円から
資格 要中型自動車免許　
待遇 昇給有　交通費規定支給(藤枝市外) 

無事故等手当有　車通勤OK(駐車場有)
応募 電話連絡後､履歴書持参下さい｡

【職場情報】
事業 路線貨物取扱､一般区域業務
《担当から》 
運送の仕事といっても､弊社はスピードを競
う業務内容ではありません｡商売道具である
トラックを常にきれいに保ち、ていねいに確
実な仕事をしてくださる方を求めています。 
まずはお気軽にお電話下さいね。

002-2892495

西延運送株式会社(セイエン)
A054-641-2821　担当／西村

藤枝市岡出山2-14-1 
(国道1号線100円Shopダイソー北側)

藤枝駅から車で10分 yyykmn
01リユース品の 
　　出張買取スタッフ

時給910円～ ※日祝／時給1010円　\

週2日～OK◎60歳以上の男性活躍中" 
カンタン作業で未経験でも安心☆ 

平日18時以降＆土日祝は時給アップ0 
定年後の時間を有効活用しませんか？
仕事 藤枝･焼津･島田･榛原･牧之原エリア内の 

お客様宅へのリユース品の 
出張買取の補助､商品クリーニング｡ 
ワンボックスカーにて2人一組で 
行きます｡難しい専門業務はないので 
未経験でも安心です｡

【募集情報】
時間 9:30～18:00の間で時間応相談 

※週2日～OK､体に負担なく無理なく 
　働ける範囲で時間･日数相談下さい

給与 平日18時以降＆土曜／時給960円 
日祝／時給1010円 
研修期間(約3ヶ月)／時給890円

資格 要普通免許(AT限定可) 
未経験者･60歳以上のシニア歓迎

待遇 交通費規定支給 制服貸与 車通勤OK 
有給休暇 社割有 昇給有

【職場情報】
事業 家具･家電･スポーツ･雑貨等の買取･販売
《スタッフから》色々なグッズ･アイテムを 
扱うため毎日がとっても新鮮で楽しい♪ 
OPENから長期勤続するスタッフ多数活躍中"

002-2896788

オフハウス藤枝店
A054-647-0808　担当／石神
藤枝市瀬戸新屋363-1



細江小学校近く xxyedk
2大手スーパーのレジ業務　食品レジ

時給1100円　18時以降時給1200円　\

商品をかざすだけの簡単レジ業務！ 
週2～3日OK！ 

60代迄活躍中！未経験でも大丈夫！
仕事 食品レジ　食品チェッカー(レジ)業務 

ポスレジなので､商品をかざして右から 
左にカゴに移すだけ！ 
おつりも自動で出てくるので簡単です!!

【募集情報】
時間 ①9:30～20:45の中で7時間のシフト勤務 

②17:00～20:45の3時間45分勤務 
③9:30～20:45の中で7時間程度の勤務 
　(時間帯応相談) 
　※週2～3日程度の勤務(勤務日応相談) 
④9:30～20:45の中で4時間程度の勤務 
　(時間帯応相談) 
　※週4～5日程度の勤務(勤務日応相談) 
遅番出来る方　土日勤務出来る方歓迎

給与 ※研修2日間は時給885円
勤務地 ピアゴ榛原店　牧之原市細江1371
資格 未経験の方も大歓迎　高卒以上
待遇 各種社保完備(勤務契約による) 

社割有　制服貸与
応募 お気軽にお電話下さい｡DOMONETにて 

24時間応募を受け付けています｡
【職場情報】
事業 人材派遣業(派)23-060007　業務請負業

002-2900277

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

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

!　短期も長期もアナタ次第！！　! 
技量に合わせて仕事量の調節可能♪ 
力仕事もないので無理なく働けます！ 

お休みの融通も利きます☆
仕事 任せて安心の信頼されている警備会社 

なので、仕事量安定しています♪ 
あなたの技量の合わせた仕事量でOK！

【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20時間(日勤のみ)は1万7700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　③不問 
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 社保完　諸手当有 
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

【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

002-2901685

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)



藤枝PA内 yyykmn
18藤枝パーキングエリアの 
　　清掃スタッフ

時給890円～

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(休憩有､早出･残業有) 

◎7:00～8:00　◎17:00～18:00 
※繁忙時変更あり 
※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890円～
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､63歳以下)  
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

002-2902839

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

東名日本坂PA内 yyyFmn
81東名日本坂パーキングエリアの 
　　清掃スタッフ 

時給890円以上　※昇給･賞与有

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- 
勤務日数お選びください◎

仕事 パーキングエリアのトイレ(女性トイレ 
有)､駐車場･園地の清掃業務｡ 
モップがけや拭き掃除､掃除機や機械を 
使って作業します｡直行直帰可｡ 
先輩がマンツーマンで丁寧に教えます｡

【募集情報】
時間 8:00～17:00 ※早出･残業有 

※週2～3日勤務でも週5日勤務でもOK
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890円以上　※昇給･賞与有
勤務地 日本坂PA／焼津市石脇上96-1
資格 学歴･年齢･資格不問 未経験者大歓迎 

主婦主夫･フリーター･Wワーク･学生歓迎
待遇 社会保険完備 昇給･賞与有(業績による) 

車･バイク･自転車通勤可 各種手当有 
交通費規定支給 
退職金制度(63歳以下･勤続1年以上) 
制服貸与 充実の各種研修有 
試用期間3ヵ月有(同条件)

【職場情報】
事業 清掃・道路メンテナンス

002-2902848

中日本ロード･メンテナンス静岡株式会社
A090-7861-5238　担当／高橋
静岡市駿河区中島235-1



焼津市坂本 yyymnE
701整備士

7月給21万5000円～＋諸手当　\

*)7でも01でも選べる働き方)* 
経験･技術を活かして働きませんか？
仕事 車検､点検､一般整備､洗車､ 

その他付随する業務
【募集情報】
時間 月～土/9:00～18:00(休憩有) 

※7残業月15h程度 
※01週3日～応相談、勤務時間応相談

休日 日･祝(会社カレンダーによる) 
※GW､夏季､冬季　※年間休日101日

給与 7月給21万5000円～＋諸手当　 
  ※経験･能力による 
01時給1000円～ 
※試用期間3ヶ月／時給1000円

資格 要普通自動車免許 
要整備士免許2級以上 
★こんな方にもオススメ★ 
・経験を活かして働きたい方 
・技術を若手に伝えていきたい方

待遇 各種保険完備(労働条件による) 
車通勤可  
7D年1回 H年3回 C規定 給食補助有 

応募 電話連絡後､履歴書持参下さい
【職場情報】
事業 民間車検指定工場
《ＵＲＬ》http://m-cars.jp/

002-2907026

㈲めぐみ自動車販売　ジョイカル焼津日本坂店
A054-629-5551
静岡県焼津市坂本452-4
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