


















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◎ 
①日勤②３交替のカンタン作業♪
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(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)
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)

002-2901031

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

まかいの牧場近く zyyukn
0用務･運転士･ポーター 
(クラブハウス･ロッジの清掃業務\)

時給885円

シニア(60歳以上)の方も大歓迎" 
☆嬉しいゴルフプレイ優待制度有☆
仕事 マイクロバスの運転業務及び玄関での 

キャディバックの受渡業務等
時間 6:30～18:00(実動7.5h) 

※出勤日数応相談(週2～3日程度～OK) 
※土日祝出勤できる方歓迎

資格 要普通免許(運転士は要大型免許) 
未経験者歓迎　年齢・性別不問

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

事業 ゴルフ場　

002-2889047

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 yyykmn
2未経験者歓迎の 
　①施設清掃業務　②リサイクル業務

①時給900円～　②時給885円

時間 ①7:30～16:30(フルタイム) 
②8:30～14:30(パートタイム)

休日 完全週休2日制(土日) 
長期休暇(GW･夏季･冬季) 
※就業先カレンダーによる(年休125日)

勤務地 ①テルモ㈱愛鷹工場(富士宮市舞々木町) 
②テルモ㈱富士宮工場(富士宮市三園平)

待遇 昇給(規定内)､夏季･冬季寸志有､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｡

事業 労働派遣事業(派13-301798)

002-2899888

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676　中野新聞店ビル2F



吉原中央駅近く yykm
8長く現役で活躍できる 
　男女タクシー乗務員

月給17万7000円＋歩合給＋各種手当　\

時間 7:00～19:00の間のシフト制 
※所定7時間50分＋残業

休日 4勤1休(勤務交番表による)　有給、慶弔
給与 ※月収18万円～27万円可能
資格 未経験OK(1種取得3年以上)　2種免許所持

者尚歓迎　※2種免許がない方も､当社で
養成します　60才以上可(2種免許所持者)

待遇 社会保険完備､賞与年3回(業績による)､ 
制服貸与､車通勤可､2種免許養成制度有､ 
入社祝金10万円支給(当社規定による)

事業 タクシー･コミュニティバス事業

002-2901401

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

吉原中央駅近く ym
18コミュニティバス運転士 
(富士市内を運行するバスの運転業務)

日給1万円～(交通費含む)　\

☆小型バスや10人乗りワゴン車使用☆ 
日祝や年末年始は運行ナシ!

時間 6:00～19:00の間のシフト制 
※8月22日～25日程度L ※週に3～5日L

休日 日祝､年末年始､夏季他　シフト制
給与 ※交通費は1日一律500円支給 

※試用期間1ヶ月程度/日給7100円(C無)
資格 シニア(60才以上)歓迎!　大型二種免許 

保持者　バス運転未経験の方も歓迎
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

002-2901154

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

富士市大野新田 zyyumn
7生コンミキサー車運転手

日給1万2000円 ※昇給有(能力考慮)

30代～70代まで幅広い年代の 
男女スタッフが活躍中の現場です"
時間 7:30～16:30(休憩有)
休日 日･祝､他会社カレンダーによる 

GW･年末年始･夏季休暇※年間休日105日
勤務地 富士市大野新田
資格 経験者優遇　要大型免許
待遇 交通費規定支給　車通勤OK
応募 応募連絡先:070-5672-7244(担当/山口)
事業 運送業(生コンクリート)

002-2902023

駿河運輸株式会社
A054-659-3740　応募は上記携帯迄
〒420-0911　静岡市葵区瀬名2-15-4

富士市南松野 xyybkm
01コンビニオープニングスタッフ 
　(レジ・陳列・清掃・品出し等)

①時給1000円～　②③④⑤⑥\

☆10/5新規オープン☆スタートは 
皆一緒です"年齢・経験不問"

時間 ①5:00～9:00 
②9:00～18:00の間で5h～応相談 
③12:00～18:00の間で5h～応相談 
④18:00～22:00　⑤22:00～翌1:00 
⑥23:00(0:00)～翌5:00 
※週2日～5日できる方/時間応相談

給与 ②③④時給885円～　⑤⑥時給1107円
待遇 福利厚生充実､昇給有､車通勤可､R有 

C規定支給(条件による)､経験者優遇
事業 コンビニエンスストア

002-2901816

セブンイレブン富士市南松野店
A0545-85-3222　採用担当迄
富士市南松野2185-3



富士宮市 xyyekn
10店内補助作業スタッフ 
扱い商品:洋服･雑貨･ゲーム･楽器など

時給890円 ※日祝時給100円UP

■1日4時間～､週3日～OKです+■ 
自分の趣味の知識が深くなるお仕事
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 ①15:00～20:00　② 9:30～15:00 

③ 9:30～20:00の間で勤務時間応相談 
※シフトの融通利かせます

資格 長期働ける方･土日祝できる方歓迎
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 
　保養施設有

事業 リユースショップ

004-0893646

ハードオフオフハウス　富士宮ひばりが丘店
A0544-23-8200　採用係
富士宮市ひばりが丘98

イオン富士南S.C近く yymn
2設備改修工事の管理業務 
　(出張なし)

時給1500～2000円（経験・スキルによる）

工事管理の経験者(年齢不問)歓迎"
仕事 機械･電気設備､建物改修工事の管理業務｡
時間 8:30～17:15(休憩1h) 残業月20～40h程度 

※休日出勤有 ※週3～4日の勤務も相談可
休日 土日祝(年間休日123日)
勤務地 富士市　※当社派遣先
資格 高卒以上　工事管理･保守保全経験者歓迎
待遇 無料R 車･バイク･自転車通勤可 C規定
応募 ※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｡
事業 派遣(派13-010152)/紹介(13-ユ-010210)

002-2903138

旭化成アミダス(株)　富士支店
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

富士市五貫島(道の駅) yzytuk
10レストランのキッチンスタッフ 
　(調理､調理補助､洗い場､製麺など)

時給1000円　※土日祝は時給50円UP

12月道の駅｢富士｣が生まれ変わります 
＼オープニングスタッフ大募集$／
仕事 素材と手づくりにこだわった新しいお店

のキッチン内業務　※調理未経験者もOK
時間 10:00(9:00)～21:00の間で時間･勤務日 

応相談　※製麺業務のみ9:00から募集
勤務地 道の駅｢富士｣上り…富士山おふくろ食堂 

　　　　　　下り…駿河 海老蕎麦食堂
資格 年齢不問　未経験者歓迎
待遇 昇給有､車通勤OK､賄い補助､制服貸与 

交通費規定支給､扶養控除内勤務可
事業 飲食店

002-2902039

富士山おふくろ食堂･駿河 海老蕎麦屋
A090-1098-2500A大鐘 A054-336-3635
富士市五貫島669-1

富士市大野 zyyukn
80フォークリフト作業員 
　　(荷下ろしや出荷)

時給1000円～1200円

フォークリフト免許を活かして働こう 
時間・日数応相談!

時間 8:00～17:00　※0左記時間内で 
時間・日数応相談(6h程度できる方)

休日 土日祝、夏季･年末年始、その他休暇
期間 83ヶ月毎更新(原則更新)
資格 フォークリフト免許
待遇 各種保険完備　交通費規定支給 

制服貸与　車通勤可(無料駐車場有) 
昼食補助あり　社員登用制度

事業 富士事業所は大手石油元売り会社の新エ
ネルギー開発をお手伝いをしている部署

002-2904103

アジアプラントサービス株式会社　富士事業所
A0545-33-3353　担当/中村
富士市大野55-1



富士市 yykn
2①食品レジ　②サービスカウンター 
　業務(受付･接客)

①時給1200円※18時以降1300円　②\

☆短期(2～4ヵ月)OK☆ 
簡単!!商品をかざすだけです！ 
未経験大歓迎！シニア活躍中 
まずはご相談下さい！

仕事 ①食品のチェッカー(レジ)業務 
　ポスレジなので､商品をかざして 
　右から左のカゴに移すだけ！おつりも 
　自動で出てくるので簡単です!! 
②サービスカウンターでの業務です｡ 
　各種ご案内･店内アナウンス､ 
　商品券や銘店商品の販売･包装､ 
　女性･学生･フリーターさん活躍中！

【募集情報】
時間 ①8:45～21:00の中で実労7時間の勤務 

　※土日･祝日勤務可能な方(交代制勤務) 
②A.8:45～20:15の時間内で､ 
　　1日7時間勤務 
　B.8:45～20:15の時間内で､ 
　　1日4時間程度 
　※週5日勤務(B.週20時間未満) 
　※勤務時間･勤務日数応相談します 
　※土日勤務できる方大歓迎！

休日 週休2日制 
※休日はローテーションにより設定

給与 ①時給1200円　※18時以降時給1300円 
　※研修期間3日間は時給885円 
②時給1100円　※18時以降時給1200円 
　※研修期間1～2日間は時給885円

勤務地 アピタ富士吉原店　富士市国久保2-1-10
期間 3ヶ月程度
資格 未経験者も大歓迎
待遇 社内割引制度有　エプロン･三角巾貸与 

※別途服務規定あり　②交通費規定支給
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

002-2900327

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

富士市江尾 yymn
81管理薬剤師

8月給23万5000円　1時給1350円

薬剤師資格を活かして働こう☆ 
60代スタッフ活躍中!ブランク有OK! 

医薬品の管理等のお仕事! 
座り作業中心で体への負担も少ない!
仕事 医療材料や医薬品の品質管理等。 

薬事関連の帳票・記録の作成。 
伝票入力業務・物品入出庫業務等。

【募集情報】
時間 88:45～17:45　19:30～16:00 

※週5日 
※業務状況により多少の残業あり 
※1多少の勤務時間の相談応じます。

休日 土・日・祝　年末年始
給与 8月給23万5000円　1時給1350円
資格 薬剤師資格　簡単なPC入力
待遇 交通費規定支給　車通勤可 

有給休暇有
応募 電話連絡後、履歴書持参下さい。

【職場情報】
事業 医療材料販売・管理 

《担当から》 
管理薬剤師としての業務が初めての方もご安
心ください。座っての作業が主ですので体力
的負担は少ないです。

002-2900804

株式会社エヌエイチエス静岡
エム・シー・ヘルスケアグループ
A0545-39-2551
富士市江尾128-1



富士市 yyykno
1クッキングアシスタント

時給①③900～1000円　②890円　\

パート募集" 
あなたに合った働き方をご相談下さい 

年齢不問★60代の 
女性スタッフ活躍しています♪

仕事 調理補助(盛付･配膳･食器洗浄) 

【募集情報】
時間 ①A.9:00～14:30　B.14:00～20:00 

②　8:00～14:30 
③A.5:15～12:30　B.12:45～20:00

休日 月8～15日(応相談)
給与 ①18:00以降は時給1030円 

③ 8:00までと18:00以降は時給1000円
勤務地 ①新富士病院様内　調理室 

　(富士市大渕3900) 
②特別養護老人ホーム 
　ヴィラージュ富士様内　調理室 
　(富士市厚原359-8) 
③富士市立中央病院様内　調理室 
　(富士市厚原359-8)

待遇 社会保険完備､交通費規定支給､ 
有給休暇､制服貸与､食事補助 

【職場情報】
事業 病院､福祉､産業給食

004-0893148

日本ゼネラルフード㈱　静岡支社
A055-954-0236　担当／的場
沼津市大手町3-2-15　YKビル7F

富士市･富士宮市 yyykno
01①客席片付け･セッティング等 
　　②開店準備③調理補助･洗い場

時給950円～1200円　\

未経験でも大丈夫!1日4時間からOK! 
★絶品魚料理のまかない補助有★
仕事 ①客席の片付け･セッティング 

②A.調理場開店準備　B.ホール開店準備 
③簡単な調理補助､盛り付け､洗い物 等

【募集情報】
時間 ①9:00～22:00 ②7:00～11:00又は 

8:00～11:00 ③8:00～17:00 
※上記時間内で1日4hから相談OK 
※上記以外7:00～22:00の間で 
　希望の時間帯があれば応相談 
※週2日から相談OK! 
※土日のみ､平日のみもOK 
※シフト希望申告制(1週毎可)

給与 ※研修1～3ヵ月(短縮有)はマイナス50円 
◎時給は1分単位でしっかり支給♪

勤務地 富士青島店(富士市青島町218) 
富士宮店(富士宮市富士見ヶ丘415-1)

資格 未経験者･主婦主夫･Wワーク歓迎 N不問
待遇 交通費規定支給 制服貸与 能力給有 

社会保険完備 有給休暇 扶養内の勤務OK 
◎賄い有(補助有)◎グループ福利厚生有

応募 お気軽にお問合せ下さい｡ご質問も歓迎!
【職場情報】
事業 寿司･活魚･活貝と漁師料理の店

004-0893329

沼津魚がし鮨 富士青島店･富士宮店
沓間水産株式会社
A055-941-5660(受付ダイヤル)
裾野市二ッ屋136-5(本部)



御殿場IC車で1分 xyyekm
01スタンドのサービススタッフ 
　　(接客･販売･洗車等)

時給950円～1000円以上　※昇給有　\

年齢や経験不問"1日3h､週2日～OK+
時間 平　日／17:00～20:00 

土日祝／ 8:00～20:00 
の間で週2～3日､1日3h～応相談

給与 ※研修期間(30h)は時給890円
勤務地 御殿場東SS／御殿場市東田中1064
資格 未経験者歓迎　年齢不問　既婚者歓迎 

普通免許取得者歓迎 
危険物資格者･整備士歓迎

待遇 D 社保完 服貸 車可 資格手当･資格取得
制度有 正登有 C規定(車通勤の方のみ)

事業 サービスステーション(昭和シェル石油)

004-0891566

綿仁株式会社 御殿場東SS
C0120-031-491(月～土／9時～19時)
本社／沼津市岡一色195-1

御殿場市荻原周辺 yyykmn
01コンビニ業務

時給1000円

☆★未経験歓迎☆★！ 
早朝の時間を有効活用しませんか%
仕事 レジや商品補充､店内調理､清掃など 

コンビニ業務全般をお願いします｡ 
最初は簡単な業務からお願いします｡ 
未経験でも安心してスタートできるよう 
先輩スタッフがしっかりサポートします 
ので､ご安心ください♪

時間 6:00～9:00　※週1日～OK
資格 未経験者歓迎　年齢不問
待遇 交通費規定支給　駐車場有　制服貸与
事業 コンビニエンスストア

004-0891583

セブンイレブン御殿場玉穂店
A0550-88-3775 担当／瀬戸
御殿場市荻原997-1

大場駅より車で5分 yyykmE
7太陽光発電･オール電化 
　蓄電システムの案内 

完全歩合制　基本給月20万円～30万円\

★地域のお客様に愛されて25年★ 
未経験でもOK♪成長できる環境です"
時間 8:30～18:00　※休憩有 
休日 火曜日　夏季､冬季､GW 
給与 完全歩合制　 

基本給月20～30万円＋歩合給＋報奨金
資格 年齢･学歴･性別不問　営業未経験者OK
待遇 昇給随時　賞与年2回　社保完　 

車通勤可　社員旅行有　 
研修3ヶ月有　メーカー研修

事業 住宅用太陽光発電蓄電池システム 
販売･施工、及びオール電化販売 

004-0891694

Ｊシステム株式会社　三島支店 
A055-928-7351　担当／採用担当
三島市梅名479-11　長沢ビル1F 



サントムーン柿田川内 yyykmn
81ショッピング施設での 
　警備スタッフ(出入り管理､巡回など)

1時給1000円～(22時～/1250円)　8\

週２回のお仕事!未経験から始めた 
50代・60代の方が活躍中です◎

時間 10:00～翌9:59(休憩あり)　1応相談 
※週40hの変形労働時間制(1ヶ月単位)

給与 8時給900円～　22時～/時給1125円～ 
　◇月収例/月10回程度で18万～19万円
18法定研修/日勤20hで1万7700円支給

勤務地 サントムーン柿田川（清水町玉川61-2）
資格 18歳以上　要普通免許　未経験OK
待遇 交通費全額支給　労災保険　深夜割増有 

8社保完備　資格手当　資格取得支援有
事業 綜合警備保障業

004-0892045

鈴与セキュリティサービス株式会社
A055-971-6006　採用担当まで
三島市大社町6-21

清水町役場近く xyybkn
1夜間のホテルフロント係\

時給985円～ 22時以降/時給1200円以上

50代･60代元気に活躍中♪すぐに覚え
られる簡単なお仕事*週2勤務もOK
仕事 ホテルにおいて電話対応､チェックイン･ 

チェックアウト､館内の点検等｡ 
2名勤務体制なので安心です｡

時間 21:00～翌9:00の間で8時間程度(休憩有) 
※希望の時間をできる限り調整致します

資格 簡単なPC操作　WワークOK
待遇 車通勤OK　交通費実費支給　昇給有
応募 A後､履歴書(写真貼付)ご持参ください
事業 ビジネスホテル

004-0891936

ホテルエルムリージェンシー
株式会社エルムジャパン
A055-976-7878　担当／渡辺･大瀧
〒411-0903　駿東郡清水町堂庭262

清水町卸団地食遊市場内 yyyHkm
01①果物･野菜等の配送 
　　②店頭での販売･袋詰め･荷出し

時給900～1100円　\

50･60代活躍中☆朝早い時間から 
夕方まで好きな時間に働こう♪

時間 ①A.9:00～13:00 B.8:00～12:00 
②9:00～17:00 
※4h～OK! ※勤務日時は応相談 ※休憩有

休日 日曜日
給与 ※試用期間1週間は時給885円から
資格 未経験者大歓迎 

土曜出勤･長期できる方､毎日(月～土) 
できる方歓迎 ①要普通免許(AT限定可)

待遇 車可 社割有 R有 D･H有 社登有
事業 青果卸

004-0892181

有限会社海野商店
A055-972-5363(10時～17時)
駿東郡清水町卸団地食遊市場内

勤務先による yyypqn
0男女警備員　①交通誘導 
　②葬儀場などでの駐車場警備

①日給8000円～②時給1000円～\

日払＆週払OK!未経験者も大丈夫!
時間 ①8:00～17:00(多少変動有･休憩1h含) 

②8:00～21:00の間で3～8時間位 
　(葬儀･通夜の時間による)

給与 ①日給8000円～1万1000円 
②時給1000円～1300円 
※法定研修20h(3日間)は 
　①日給7080円 ②時給885円

勤務地 沼津市･駿東郡･三島市･田方郡･ 
伊豆の国市･伊豆市など

待遇 C規定支給 制服貸与 資格手当 他有
事業 警備業

004-0892261

㈱勢和警備保障
A055-971-2538
駿東郡清水町伏見622-1



函南町 道の駅内 xyyhkn
01未経験から安心してはじめられる 
　　コンビニスタッフ

時給900～1150円+C支給★土日祝＋50円UP

週1～やガッツリ等都合に合わせてOK! 
バタバタせず落ち着いて働けます*
仕事 ◎一昨年OPENした綺麗な店内で働こう◎ 

現在18名の男女が和気あいあい勤務☆
時間 ① 6:00～ 9:00　②17:00～22:00　 

③22:00～翌6:00　 
※週1～･1日3h～応相談

給与 ①時給950円 ②時給900円 ③時給1150円 
☆土日祝は時給＋50円UP♪☆

待遇 交通費規定支給 制服貸与 車通勤可
事業 コンビニエンスストア

004-0893532

セブン-イレブン　道の駅伊豆ゲートウェイ函南店
いずもんリテイリング株式会社
☎055-970-0830　担当/大川・森
田方郡函南町塚本887-1

沼津ぐるめ街道沿い yyyFkm
01リラクゼーション施術スタッフ 

時給900円以上 ※出来ることが増えればUP

未経験者可"シニア活躍中★☆ 
勤務時間・日数相談もOK！土日休み可
仕事 手や足､全身のもみほぐし等。 

※未経験からスキルUPできますよ!
時間 14:00～22:00の間で週4日～応相談
資格 未経験者・無資格者歓迎　年齢不問
待遇 車通勤可　C規定支給　制服貸与　 

昇給有　社会保険応相談 
※約3ヵ月の試用期間有

応募 まずはお気軽に☎ください　担当／杉山
事業 リラクゼーションサロン

004-0892840

駿河の湯　「手揉み処」
整体療法院
A055-926-4126 A080-4111-9884
沼津市岡宮1265-3　(駿河の湯　坂口屋内)

清水町新宿 xyybkn
01炊飯米とおむすびのルート配達 
(軽･2tバン等で東部及び一部静岡方面)

時給1200円/5:00以降 時給1000円～ C有

短時間もOK☆体を適度に動かし稼ごう 
☆年齢・性別・経験問わず大歓迎☆
仕事 運転好き☆定年退職後のお小遣い大歓迎
時間 月～土／2:30～9:30の間でガッツリ又は 

2.3h程度の短時間もOK♪週3～4日でL"
給与 ★週4日×6H勤務／月収10万円以上可 

★週3日×6H勤務／月収7万9000円以上可
資格 18才以上(深夜帯の為)　フリーター・ 

Wワーク・家事従事者など大歓迎　要普免
待遇 交通費規定支給 割引制度有 深夜割増有 

車通勤可能（無料駐車場有） 服装自由
事業 炊飯米･おむすび卸小売業

004-0893539

(株)岩崎米穀　しゃり工房
A055-983-2800　担当／小峰･岩崎
〒411-0901　駿東郡清水町新宿55

板妻駐屯地より車で4分 xxyedk
01デイサービスの送迎

時給1000円から

嬉しい土日休み♪1日2時間のお仕事♪
時間 11:30～13:30　※週3日～応相談
休日 土日休み　★夏季・年末年始休暇有 

※祝日は出勤となります
給与 ★試用期間3ヶ月…時給950円
資格 年齢不問、要普通免許、未経験歓迎
待遇 車通勤可　制服貸与 

交通費規定支給(2km以上／上限2万円) 
扶養内勤務OK、勤務・資格手当有　 
処遇改善手当(勤続年数、時間による)

事業 地域密着型デイサービス(定員12名程) 
介護予防小規模デイサービス(定員12名程)

004-0893638

GENKI NEXT 御殿場保土沢
A055-952-3655本社/9～17時(日～金)
御殿場市保土沢504-3



沼津市桃里 yyytmn
1経験･年齢･資格不問の 
　グループホームの世話人

①日給1万3500円②日給1万円③時給950円

《 好評につき新施設設立★ 》
時間 ①16:00～翌10:00(休憩有) 

②16:00～翌6:00(休憩有) 
　※休憩時の過ごし方は自由です！ 
③6:00～10:00 
※週2日～応相談､土日勤務時は優遇

勤務地 カノアハウス／沼津市桃里
資格 要普通免許(AT限定可)
待遇 C実費支給､車通勤可(R無料)､雇用･労災 

資格手当(介護福祉士)､資格取得支援制度
事業 障害者グループホーム

004-0893739

グループホーム　カノアハウス
一般社団法人ぽのぽの
A055-900-8222　担当／新田
本社／沼津市石川282-4

熱海･伊豆山･西伊豆地区 xyyekn
01①客室清掃　②大浴場清掃 
　　③送迎ドライバー

①②時給1011円から　③時給1100円から

週3日～勤務OK!!シフト融通◎
仕事 ①ホテルや旅館などの客室清掃｡ 

②ホテルや旅館などでの大浴場清掃等。 
③スタッフの送迎と､空き時間に 
　軽い清掃業務を行って頂きます｡

時間 10:00～14:00　※週3日～勤務OK
勤務地 熱海･伊豆山･西伊豆地区
資格 未経験大歓迎　③要普通免許
待遇 交通費規定支給　車通勤可　制服貸与 

自宅から勤務地まで送迎あり 
③運行手当有(1日当たり1000円から)

事業 清掃業

004-0893680

株式会社ＨＹサービス
A0465-63-0220　受付時間/9時～17時
〒259-0301　神奈川県湯河原町中央2-9-1

函南町平井 zyyukn
01別荘地内の清掃車ドライバー

時給1000円～

未経験歓迎*1人でマイペース運転♪ 
週2日～OK"時間も相談OKです"

仕事 道路清掃車を運転し､道路の清掃をします｡ 
集まった落ち葉やごみを捨てたら完了! 
初めは社員と2人で回るので安心です★

時間 9:00～17:00　※休憩1hあり
休日 火曜日、土日祝、雨天、荒天 

年末年始、GW、お盆
資格 普通自動車免許
待遇 車通勤可　交通費規定支給 

制服貸与　有休あり　雇用・労災あり
事業 別荘地の管理・警備

004-0893765

南箱根ダイヤランド株式会社
A055-974-2222　A総務部/鈴木まで
田方郡函南町平井1740-227

伊豆の国市･沼津市 yyykmn
01お弁当の簡単な調理･盛付･販売

時給950円以上(U有) ※日祝:50～100円UP

■■面接時履歴書不要です■■ 
時間･曜日などお気軽にご相談を!
時間 ①9:00～23:00　②10:00～22:00 

※1日4時間から､週2～3日から応相談
勤務地 ①ほっともっと　伊豆の国御門店 

②ほっともっと　沼津下香貫店
待遇 ユニフォーム貸与　交通費規定支給 

車通勤OK　お弁当が半額で食べられます
応募 応募は伊豆の国御門店で受付ます｡ 

※面接は各店舗(現地)にて行います｡
事業 持ち帰り弁当

004-0893786

ほっともっと　伊豆の国御門店･沼津下香貫店
A0558-77-2077(伊豆の国御門店)

①伊豆の国市御門字前田62-5 
②沼津市下香貫1646-3



御殿場市神場 yyykmr
2①準夜勤のフォークリフト 
　②お水のボトルの目視検査など

時給1200円　※22時～翌5時は時給1500円

｢楽ちん軽作業｣で､体にちょうどいい 
お仕事♪未経験の男女活躍中!

仕事 ①ウォーターサーバー用のボトルの入出
庫、資材の搬送。②はボトルの外観検査
など｡細かくなくて目にも優しいですよ♪

時間 18:15～翌3:15　※休憩あり
休日 土曜・日曜　※祝日は出勤です
勤務地 御殿場市神場　※当社派遣先
資格 未経験の方も大歓迎! ①要フォーク資格
待遇 社会保険完備　有給休暇あり　 

車･バイク･自転車通勤OK　寮の相談OK
事業 派遣(派22-300052) 紹介(22-ユ-300052)

004-0894233

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

御殿場市東田中 xyyekm
10客室清掃･ベッドメイクスタッフ

時給950円より ※試用期間1ヶ月時給900円

*大手ビジネスホテルでのお仕事*
時間 9:30～14:30(変動有) 

※週3日～OK ※土日できる方歓迎
勤務地 ホテルα1御殿場インター 

(御殿場市東田中1118)
資格 未経験者歓迎
待遇 交通費規定支給 車通勤可 労災･雇用保険 

昇給有 エプロン貸与 盆･正月手当有 
ミニボーナス有 有給休暇 育児･介護休暇

応募 面接は現地にて行います｡ 
受付／月～土(日祝除く)8:30～17:30

事業 清掃業

004-0894056

株式会社鈴和
C0120-40-9111　A080-8750-7888
栃木県宇都宮市西川田6-4-37

裾野市 yyykmr
2お菓子を作る仕事(簡単な包装など) 
　※キレイな工場での軽作業

時給1200円　※22時～翌5時は時給1500円

●東部担当が出張面接うかがいます● 
送迎あり♪男女活躍中！未経験歓迎☆
仕事 お馴染みのお菓子の製造。包装などの簡

単な軽作業で､重いものは持ちません！ 
◎男女活躍中の､安心のお仕事です♪

時間 3交替／6:00～14:45､14:45～23:30､ 
　　　23:30～翌6:00　※各休憩あり

休日 週休2日制　※会社カレンダー
勤務地 裾野市　※当社派遣先
待遇 寮LOK　制服貸与　社保完備　食堂あり 

車通勤OK　◎沼津･裾野駅から送迎もあり
事業 派遣(派22-300052) 紹介(22-ユ-300052)

004-0894234

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

沼津市原 yyyFkm
01学習塾講師

1授業90分 1650円以上 　\

空いた時間を子供たちの教育のために 
有効活用しませんか#60代活躍中"
仕事 小～中学生の生徒2人までの個別指導 

※得意科目のみOK(マニュアル解説程度) 
※安心できるようしっかり研修します

時間 17:00～21:40の間で 
週1回､1日1授業(90分)のみでもOK

給与 1授業90分 1650円以上  
※最初の授業20回は1授業1500円

資格 短大・大卒以上の方　年齢不問
待遇 C規定支給　車可 昇給有
事業 学習塾

004-0894257

やる気スイッチグループ個別指導スクールIE 沼津原校
A055-955-9444　勝又
沼津市原1809-2



静岡県東部地区 yyykmn
1施設の清掃スタッフ 
　(2人ペアでの作業になります)

時給1000円　\

70代前半くらいまでの女性活躍中♪ 
短時間･土日祝休み!長期休暇あり!
時間 9:00(8:30)～16:00 ※移動時間含む
休日 土･日･祝､他会社カレンダー 

※GW･夏季･年末年始休暇有
給与 月収例／ 

時給1000円×5h×20日＝月収10万円
勤務地 静岡県東部地区の取引先施設
資格 高卒以上･要普免､自力通勤できる方
待遇 社保完､健診､有休､R有､C規定支給､他
システム 当社に1として雇用後､派遣します｡
事業 派遣(派22-300372)紹介(22-ユ-300195)

004-0894292

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

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～ ＋諸手当　※随時昇給あり

★　６０歳以上の方が活躍中！　★ 
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） 

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

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～ 

･試用期間:1～6ヶ月…日給8000円～ 
･法定研修20h(昼)で､1万7700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 社会保険完備(70歳未満の方)、 

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､U有 
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)

002-2901539

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

警備員の7割は60歳以上
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♪



沼津市内・静岡市内 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 沼津市内･静岡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 沼津市内・静岡市内
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★

002-2901919

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

御殿場市内 zxyudF
01日常清掃スタッフ

時給900円以上

*直行直帰のオシゴト* 
1ヵ月ごとのシフト制で融通OK+ 

60歳以上のシニア層や 
定年退職後の方も大歓迎""

仕事 施設のフロア清掃､飲食店の開店前清掃等
をお願いします。 
2人1組での作業と3人1組で行う作業があ
ります。(現場により異なります。) 
※はじめは先輩スタッフが丁寧に指導し
ますのでご安心ください。

【募集情報】
時間 ①8:30～10:00 

②9:00～15:00(16:00の場合もあります) 
③8:30～12:30(13:00～17:00) 
※週2日～勤務OK 
※ご家庭の都合など考慮します

勤務地 御殿場市内
資格 普通自動車運転免許 

未経験者歓迎　WワークOK 
主婦･主夫歓迎　フリーター歓迎

待遇 交通費規定支給　制服貸与 
労災保険有　車･自転車通勤可 
扶養内勤務可　研修制度有

応募 まずはお気軽にお問合せください。
【職場情報】
事業 清掃業

004-0891603

ダスキン岩波支店　(株)廻天
C0120-114-396　担当／吉野・林
裾野市岩波104-16



当社/裾野市御宿 yyykmn
1清掃スタッフ

時給950円＋交通費規定支給

1日4時間のオシゴトだから 
家庭との両立バッチリ" 

*40代～60代女性スタッフ活躍中* 
半年後には有休GET☆

仕事 某企業の施設内の清掃をお願いします｡ 
お掃除が初めての方でも慣れやすい 
仕事です｡

【募集情報】
時間 7:00～11:00 

※実働4時間､残業なし 
※急な家庭の用事等相談に乗ります｡

休日 完全週休2日制(土日)
給与 時給950円＋交通費規定支給
勤務地 裾野市内 

※岩波駅から近いため電車通勤も可能
資格 未経験者歓迎　年齢･経験不問
待遇 交通費規定支給  

車通勤可 駐車場完備 
有休取得可能(半年勤務後)

応募 お気軽にお電話ください｡ 

【職場情報】
事業 総合メンテナンス 

《担当から》 
お家の家事をそのまま仕事に活かせますよ♪

004-0892662

テムズ中日株式会社　静岡営業所
A055-993-8700　担当/塩澤･吉川
裾野市御宿51-1

三島市三ツ谷新田 zyyumn
012tルート配送ドライバー

月収20万円～ (本文参照)

定年退職･早期退職後の方活躍中！ 
老後に備えて貯蓄しませんか？

仕事 2tトラックとワゴン車を使用し､ 
ご飯を近隣のホテルや飲食店､スーパーへ 
届けます｡2勤1休制の為､体への負担も 
少なく､老後の資金も稼げます！ 
★配送地域:御殿場･三島･伊東･箱根･ 
　　　　　 大井松田エリアが中心です｡

【募集情報】
時間 A.2:00～11:00(休憩有) 

B.22:00～翌8:00(休憩有) 
※1日目…Aの時間→2日目…Bの時間 
　→3日目お休み 
★2勤1休で､この繰り返しになります｡

休日 2勤1休制　※年間休日120日
給与 月収内訳:日給9000円＋各種手当 

　　　　 (待遇欄参照) 
　　　　 ※月平均労働日数20.4日

資格 学歴･経験不問 
普通自動車免許(AT限定不可)

待遇 交通費規定支給　車通勤OK 
雇用･労災･健康保険有　厚生年金有 
家族手当　無事故手当

【職場情報】
事業 一般区域貨物自動車輸送事業 

貨物取扱い業務　工場内荷役梱包作業

004-0892162

アオイトランスポート株式会社
A055-973-8855　担当／鈴木･渡邉
三島市三ツ谷新田294



長泉町･裾野市･沼津市 xyyekm
10①盛付け･品出しスタッフ 
　　②鮮魚スタッフ

時給1000円＋交通費規定支給

マックスバリュ長泉店内の 
鮮魚コーナーでスタッフ募集!! 

沼津アントレ店･裾野店も同時募集♪
仕事 ①魚をさばくことはほぼありません。 

②魚をさばく(切り身･刺身)仕事中心｡ 
※定年後の方､Wワークにもピッタリ♪

【募集情報】
時間 8:00～17:00の間で応相談 

※フルタイム勤務できる方歓迎 
※1日4h～勤務OK　※週2日～勤務OK 
◇1ヵ月ごとの希望シフト制で安心♪ 
※曜日･時間お気軽にご相談下さいね！

勤務地 ・新店／駿東郡長泉町下長窪1076-1 
　　マックスバリュ ウェルディ長泉店内 
・裾野店／裾野市佐野1513-1 
　　マックスバリュ 裾野店内 
・沼津アントレ店／沼津市大手町1-1-1 
　　沼津駅ビル アントレ内

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 
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
【職場情報】
事業 魚介類の販売

004-0893056

株式会社三鮮商事　マックスバリュ ウェルディ長泉店
A055-952-3655(本社)エマ・セリザワ
駿東郡長泉町下長窪1076-1

勤務先による yzytuk
01工事現場での交通誘導

日給8500円～ \

★お給与はなんと10日後にお支払★ 
経験者の社員がいるから未経験者へ指
導できる環境をご用意しております◎ 
20～70代男女活躍できます*週1～OK
仕事 ▶交通誘導警備業務のスタッフ 

2､3人でチームとなり工事現場やお店等で
の交通整備をお願いします｡

【募集情報】
時間 ①8:00～17:00(休憩1h含) 

②17:00～翌5:00(休憩有)
休日 日曜･祝日＋希望日応相談
給与 日給8500円～ 

※法廷研修20hは時給900円 
お給与は25日〆の翌月5日にお支払！

勤務地 沼津･三島･裾野･御殿場など 
※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 交通費規定支給､残業手当有､ 

休日手当有､皆勤手当有､ 
報奨金有､社員登用制度有､ 
車通勤可､資格取得制度､制服支給､ 
各種2級検定保持者優遇､深夜割増有

応募 まずはお気軽にお電話ください｡ 
A後､履歴書(写真貼付)ご持参ください

【職場情報】
事業 警備業

004-0893120

令和セキュリティ　(本社)株式会社カルナーカルシン
A055-991-5055　担当／太田
静岡県駿東郡清水町伏見393-3

《《 新規募集 》》
●給与は【10日後】にお支払い●

新しい会社、新しい環境、
新しいメンバーで働こう！
★入社日、勤務日数相談OKです★



勤務地により異なる yyykno
01①客席片付け･セッティング等 
　　②開店準備③調理補助･洗い場

時給950円～1200円　\

未経験でも大丈夫!1日4時間からOK! 
★絶品魚料理のまかない補助有★
仕事 ①客席の片付け･セッティング 

②A.調理場開店準備　B.ホール開店準備 
③簡単な調理補助､盛り付け､洗い物 等

【募集情報】
時間 ①9:00～22:00　②7:00～11:00又は 

8:00～11:00　③8:00～17:00 
※上記時間内で1日4hから相談OK 
※上記以外7:00～22:00の間で 
　希望の時間帯があれば応相談 
※週2日から相談OK! 
※土日のみ､平日のみもOK 
※シフト希望申告制(1週毎可)

給与 ※研修1～3ヵ月(短縮有)はマイナス50円 
◎時給は1分単位でしっかり支給♪

勤務地 沼津･三島･御殿場･大仁の10店舗 
(詳しくは当社HPかAにて)

資格 未経験者･主婦主夫･Wワーク歓迎 N不問
待遇 交通費規定支給 制服貸与 能力給有 

社会保険完備 有給休暇 扶養内の勤務OK 
◎賄い有(補助有)◎グループ福利厚生有

応募 お気軽にお問合せ下さい｡ご質問も歓迎!
【職場情報】
事業 寿司･活魚･活貝と漁師料理の店

004-0893345

沼津魚がし鮨 東部エリア10店舗
沓間水産株式会社
A055-941-5660(受付ダイヤル)
裾野市二ツ屋136-5(本部)

函南町･御殿場市･伊東市 yyykno
1クッキングアシスタント

①時給900～1125円(時間帯による)　\

あなたに合った働き方をご相談下さい 
年齢不問★60代の女性活躍中♪

仕事 調理補助(盛付･配膳･食器洗浄など)
【募集情報】
時間 ①A. 4:00～13:00　B.12:00～18:30 

　C.16:00～18:30 
②A. 5:30～11:30　B. 9:00～15:00 
③A. 5:30～14:30　B.10:00～19:30　 
　C.14:30～19:30　※休憩有

休日 月8～15日(応相談)
給与 ①※4:00～5:00は時給1125円/ 

　5:00～8:00と18:00以降は時給1000円 
②時給885～1000円 
　※8:00までは時給1000円 
③時給885～1000円 
　※8:00までと18:00以降は時給1000円

勤務地 ①伊豆函南病院様内 調理室 
　(田方郡函南町平井1694） 
②有隣厚生会 富士病院様内 調理室 
　(御殿場市新橋1784） 
③ニチイケアセンター伊東かどの様内 
　日本ゼネラルフード㈱(伊東市荻466-7)

待遇 社保完､C規定支給､有給休暇､制服貸与､
食事補助､③入社祝い金5万円(条件有)

【職場情報】
事業 病院､福祉､産業給食

004-0893153

日本ゼネラルフード㈱　静岡支社
A055-954-0236　担当／的場
沼津市大手町3-2-15　YKビル7F



沼津市･三島市･御殿場市 yyyHkm
781タクシードライバー 
　　　(最新ナビ搭載で安心です)

完全歩合制 ※月収30万～45万円可能

-若い方～50･60代､続々ご採用- 
*年収500万円以上の実績者多数* 
入社祝い金8～10万円＋賞与年2回支給 
乗務員を2～3年勤務→幹部候補の道有
仕事 DOMONETでは「入社のきっかけ」や 

「働いてみて」等､先輩コメント掲載中! 
ワークライフバランス◎「どのようにお
客様確保するか」も楽しさの一つです♪

【募集情報】
時間 78変形労働時間制(週40時間) 

　　日勤､夕勤､夜勤のローテーション 
1勤務日･時間応相談(日勤のみも可能) 
　8:00～17:00 9:00～18:00

休日 78月6日 他会社カレンダーによる
勤務地 ・沼津営業所(沼津市松長) 

・本社営業所(三島市南二日町) 
・御殿場営業所(御殿場市東田中)

資格 ◎2種免許がない方も当社で養成します◎
待遇 経験者優遇 制服貸与 各種保険完備 入社

祝金8～10万円(入社後半年以内に支給)･
賞与年2回(規定有) 乗務員養成制度有

【職場情報】
事業 一般乗用旅客自動車運送事業
《担当から》富士急ハイランドでお馴染みの 
“富士急グループ”が行うタクシー事業◎ 
充実の待遇･福利厚生で安定して長期働ける!

004-0893586

富士急静岡タクシー株式会社
A055-975-2714 担当／野澤
三島市南二日町1-35

静岡県東部 yyykms
01一般道路の工事現場での 
　　　警備員(交通誘導員)

日給9200円以上 資格者/日給9900円 \

年齢不問☆やりがいのある仕事です 
78歳も現役で活躍中"

仕事 工事現場に来るダンプを安全に出し入れ 
するお仕事等(勤務地・業務多数あり!)

【募集情報】
時間 8:30～17:30(現場により異なる) 

※休憩有　★週2日～勤務OK
給与 日給9200円以上　資格者/日給9900円 

※研修30h有(法定研修20h＋研修10h) 
/3万1600円支給(研修中は食事代1000円､ 
交通費1000円支給)

勤務地 静岡県東部(三島･函南･沼津･ 
駿東郡･伊東･伊豆･富士など) 
※直行直帰可　勤務地ご相談下さい

資格 無資格・経験不問OK
待遇 交通費全額支給　制服貸与　車通勤可 

社会保険完備　資格手当有 
正社員登用制度有 友人紹介制度 
入社祝い金6万円支給(規定有)　 
週払いOK(稼働分規定有)　残業代支給 
資格取得サポート(全額会社負担)

応募 電話連絡後､履歴書をご持参下さい｡
【職場情報】
事業 交通誘導警備
《スタッフから》 
＼とにかく!まずはお電話ください!／

004-0893655

日本綜合警備株式会社　沼津営業センター
A055-960-8115(9時～17時半)　A新井
沼津市本644-1



JR御殿場駅富士山口目の前 yyyFkn
01客室清掃

時給900円

◆新規STAFF募集$◆ 
男女･年令不問!未経験者大歓迎♪ 

20代～60代の幅広い世代が活躍中◎
仕事 ホテル内パブリックスペースや客室 

などの清掃業務。 
※未経験の方にも丁寧に教えます｡ 
　50～60代のスタッフも多数活躍中 
  です♪

【募集情報】
時間 10:00～15:00の間で応相談 

※週2日から相談に応じます。 
※お子さんの学校行事などシフトの 
　相談には応じます。 

資格 未経験者･学生･フリーター･主婦主夫歓迎 
勤務ひさびさの方や初めての方大歓迎 
　

待遇 交通費規定支給 
車通勤OK　 
社会保険完備(規定有) 
深夜割増有 
正社員登用制度有 
制服貸与 

【職場情報】
事業 総合ホテル･結婚式場

004-0894045

ＴＨＥ ＧＯＴＥＭＢＡＫＡＮ
A0550-82-0029　担当／ナグモ
御殿場市新橋1988

駿東郡長泉町下長窪 yxytek
0①早朝品出し担当　②夜間スタッフ

①時給900～1050円②時給1050～1313円～

この冬 新店オープン" 
オープニングスタッフ大募集! 

70才定年まで元気に活躍の方が多数◎ 
日曜･祝日は時給100円アップ♪

仕事 ※丁寧な研修から､安心して始められます
【募集情報】
時間 ①6:00～9:00 

②A.19:00～22:00　B.20:00～24:00 
※週2～3日から相談OK！

給与 ①6:00～ 7:00…時給1050円 
　7:00～ 8:00…時給950円 
　8:00～ 9:00…時給900円 
②時給1050円　※22時～時給1313円 
◆日･祝日は時給100円UP！

資格 未経は不問です！
待遇 交通費規定支給　制服貸与　有給休暇 

車通勤OK(Rあり)　定年制あり(70歳) 
試用期間2～3ヶ月　イオングッドライフ
クラブ(福利厚生)の加入OK 
従業員のお買い物割引制度あり

【職場情報】
事業 スーパーマーケット
《担当から》マックスバリュでは定年まで 
元気に活躍中のスタッフが多数です☆ 
OPEN店なので、みんな一緒のスタートだから
安心です！朝や夜の時間を活用しませんか？

004-0893656

マックスバリュ　ウェルディ長泉店
A055-999-3122(TEL受付時間 10～17時)
駿東郡長泉町下長窪1076-1



三島市･駿東郡清水町 yyykms
1店頭スタッフ　\

時給890円～1150円以上　\

【50才以上積極採用】勤務地が選べる
あなたのペースでお仕事進めます◎ 
時給UPで効率的なお小遣い稼ぎ☆
仕事 レジ接客を中心に、清掃や品出し、 

朝は揚げ物の仕込み、レジメンテナンス 
などの業務。消耗品の補充やコーヒー 
マシンのメンテナンスもお願いします。 
研修時に見てもらいながら教えます♪

【募集情報】
時間 【A.ローソン清水町久米田店】 

6:00～9:00 
13:00～17:00(18:00) 
17:00(18:00)～22:00 
【B.ローソン三島大場店】 
6:00～11:00 
11:00～17:00 
22:00～翌1:00 
【C.ローソン清水町中徳倉店】 
6:00～11:00 
11:00～17:00(18:00) 
※1日3時間～OKです！

給与 5:00～9:00╱時給950円以上 
9:00～22:00╱時給890円以上 
22:00～翌1:00╱時給1150円以上

勤務地 A.ローソン清水町久米田店（サカイ） 
駿東郡清水町久米田字小塚55-3 
A055-981-1163 
B.ローソン三島大場店（ホウジョウ） 
三島市大場関口391　A055-977-1133 
C.ローソン清水町中徳倉店（カワシマ） 
駿東郡清水町中徳倉35-1A055-933-6033

待遇 昇給有 制服貸与　車通勤OK 各種手当有 
試用期間1～3ヶ月程度(同額) 
各種保険完備(条件による)

応募 B後､K(写真貼付)ご持参下さい
【職場情報】
事業 コンビニエンスストア

004-0894248

ローソン3店舗合同募集
A上記参照
所在地／上記参照






	H01_DOMOシニア版_表紙_静岡_東部
	Senior_L
	Senior_INDEX_P03_E
	東部_P04_お仕事講座_電話_電話編
	東部_P05_お仕事講座_面接02
	東部_P06_P07_お仕事講座_履歴書
	東部_P08_お仕事講座_初出社
	東部_P09_お仕事講座_なじむ編
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