


















浜松市内(①請負先) zyyukm
1①私服保安警備員 
　②工事現場の交通誘導警備員

①日給8160円②時給1020～1250円 \

男女活躍！シニア(60歳以上)歓迎
時間 ①9:00～22:00の間で8時間 

②8:00～17:00､フル～週2～3日もOK
休日 ①週休シフト制②4週4休､他会社指定日
給与 法定研修(3日間･20時間)は時給885円
勤務地 浜松市内(直行直帰､車OK､無料R完備)
資格 18歳以上(警備業法)①普通免許(AT限可) 

②原付免許以上
待遇 DH有､社保完､退職金､有休､試用期間 

3ヶ月②資格取得支援､遠方･資格手当
応募 お気軽にA下さい｡応募前職場見学OK
事業 警備業､業務請負業

002-2869366

株式会社スリー･アローズ
☎053-412-1380(採用担当:小林)
浜松市中区高林4-17-18 スカイビル203

浜松市北区三幸町 zyyukn
1スクールバス運転手(AT車)

時給1000円＋昇給有

シニア(60才以上)の方大歓迎です♪ 
◆まずはお気軽にお電話ください◆
仕事 マイクロバス(AT車)での子どもの送迎 

業務。
時間 ①14:30～19:00　②13:30～18:00 

※週3～4日で時間・日数応相談
給与 時給1000円
資格 要中型免許(バス運転経験ある方歓迎)
待遇 車通勤可､交通費規定､雇用保険､労災保険
応募 まずはお気軽にお電話ください。
事業 スイミングスクールの運営

002-2896365

三方原スイミングスクール
磐田カルチャースイミングセンター(株)
A053-401-3355　担当／山下・小栗
浜松市北区三幸町77-2

新雄踏街道沿い zyyukm
1①お弁当の配達 
　②お弁当の調理補助・盛り付け

①時給900円以上\

時間 ①a.9:00～12:00　b.9:00～15:00 
　※勤務日は月～金(土曜もできる方歓迎) 
②a.4:00～6:00　b.4:00～6:30 
　※月曜～金曜の間で週3日から応相談

休日 日曜他、GW・夏期・年末年始の長期休暇
給与 ①※研修期間(3ヶ月)は時給890円 

②4:00～5:00…時給1113円以上 
　5:00～6:30…時給890円以上

資格 ①要普通免許(AT限定可)　②年齢不問
待遇 昇給有、制服貸与、車通勤可
応募 まずはお気軽にお電話下さい。
事業 お弁当の製造、販売

002-2896212

株式会社キッチンライフ
A053-596-1039
浜松市西区雄踏町宇布見4863-6



浜松市中区 xyyemn
1館内清掃スタッフ

時給920円

シニア世代の女性が多数活躍中！ 
週3日から自分のペースで働けます
仕事 館内とお庭の清掃全般を担当します 

特殊な機械などは使わないので 
ご家庭のお掃除の延長の感覚で 
お仕事できます。

時間 [平日]9:00～15:00　[土日]8:00～12:00 
▶週末1日を含む週3日～応相談

勤務地 ▶ミュゼ四ツ池(浜松市中区幸3-5-8)
資格 未経験可 年齢不問
待遇 C規定 車通勤可 無料R 雇用･労災保険
事業 不動産賃貸管理業

003-1306461

株式会社丸八アセットマネージメント
A053-450-0812
浜松市中区田町223-21　ビオラ田町2F

浜松市南区鼡野町 yyyknr
7①建物の解体作業　②重機オペレー
ター　③大型ダンプドライバー

日給①8000～1万3000円②1万～1万5000円

1980年創業以来の経営安定企業！ 
必要な資格は会社負担で取得できます
仕事 一般住宅から店舗､工場､ビルなどの解体
時間 8:00～17:00(休憩有)
休日 日曜､他会社指定日　夏季･年末年始休暇
給与 ③日給1万円以上 ※①～③全て､MO考慮
資格 ①資格･経験不問②要車両系建設機械運転

資格③要大型免許 ※②③入社後取得可
待遇 昇給､社保完､C規定､皆勤･資格手当､R､ 

寮有(単身･家族)､社員旅行有､制服貸与
応募 電話連絡後､履歴書(B付)持参下さい｡
事業 総合解体工事･産業廃棄物処理

003-1305466

有限会社　久野商店
A053-426-2715
浜松市南区鼡野町219

アプレシオ田町店近く xyyamo
1朝食バイキングスタッフ

時給980円 (7時以降は時給920円)　\

～午前中のみの勤務～【朝食付き】 
扶養範囲内やＷワーク勤務もＯＫ◎
仕事 盛付・洗浄・簡単な調理を行います。 

※接客業務はありません。
時間 5:00～11:00 

※週3日以上勤務できる方大歓迎
給与 ◆5:00～ 7:00…時給980円 

◆7:00～11:00…時給920円 
※研修期間1～3ヶ月は時給920円

資格 年齢・経験不問
待遇 制服貸与　朝食付き　車通勤OK
事業 ホテルチェーン

003-1307189

くれたけイン・セントラル浜松
A053-454-1211　担当／岡本
浜松市中区田町224-25

浜松市中区高丘北 yyms
0塗装工

時給1200円以上

定年退職後の方歓迎!まずは見学へ! 
$経験を活かして活躍しませんか$
仕事 50～60代の男性が活躍中です 

面談後、体験する事ができます
時間 8:00～17:00
休日 土日　※会社カレンダーによる　他L 

夏季・年末年始・GW休暇有
資格 手吹き塗装の経験者歓迎　
待遇 制服貸与・各種保険完備・車通勤可 

正社員登用有
応募 見学だけでもお気軽にお電話下さい。
事業 金属・樹脂・各種焼付塗装

003-1306870

やまずみ塗装工業
A053-436-0104　担当／山住
浜松市中区高丘北4-11-46



浜松市 yyykns
01①JR線路内での電気工事の警備 
    ②JR構内での交通誘導

時給990円以上＋能力給　※深夜割増有

長期安定の線路の安全を守るお仕事+ 
社会保険完備！寮完備！

仕事 JR駅構内･在来線線路内の電気工事の際の
①列車見張員②交通誘導をお願いします｡

時間 8:00～17:00　21:00～翌6:00 
※週2日～勤務可 ※日勤のみの勤務もL

給与 法定研修20時間は時給890円
勤務地 浜松市内　※直行直帰可能
資格 未経験者大歓迎　要普通免許
待遇 社保完 寮完備 制服有 バイク貸出無料 

交通費規定 昇給有 ①69才定年制
事業 JR構内･線路内警備

003-1307520

健誠警備株式会社
A053-415-8329　担当／ワキノソノ
浜松市西区西山町808-17-1B

本田技研工業近く yyykms
01部品管理業務 
　　(入出庫･保管･荷揃え等)

時給1000円～1300円

◆60代以上が活躍中です◆
仕事 部品の仕分け作業･入出荷作業 

性別･経験関係なく大歓迎です｡
時間 8:15～17:15(休憩60分) 

※勤務日､時間等相談下さい｡
休日 土曜･日曜､他　GW･夏季･年末年始
資格 未経験OK　要フォークリフト免許
待遇 社会保険有　交通費規定支給 

車通勤可能　駐車場完備　制服貸与 
正社員登用有

応募 電話連絡後､履歴書(B貼)持参下さい｡
事業 総合物流業

003-1307201

日本梱包運輸倉庫(株)　浜松営業所
A053-436-2331
浜松市中区高丘東2-7-1

県西部エリア zyyukn
0交通誘導員

日給8000円～1万円

未経験からでも【高収入】が実現! 
年齢不問"週2～3日でもOK"

時間 8:00～17:00　※週2～3日でもOK
給与 法定研修20h…時給885円 

検定保持者は､1日2000円の別途手当支給
勤務地 県西部エリア(直行直帰OK)
待遇 社会保険完備　単身寮完備　経験者優遇 

交通費規定支給　日払い･週払いOK
応募 電話連絡後､履歴書持参下さい｡ 

<面接場所>浜松市中区布橋3-14-25 
　　　　　コーポ岡田101

事業 警備業

003-1308572

第一警備保障株式会社
A053-455-4443　担当／松下
浜松市中区布橋3-14-28

東区小池町 yyykmn
01スクールバスドライバー

時給1180円　※交通費規定支給

*送迎バス運転を中心としたお仕事* 
*経験なくてもＯＫ+*

仕事 ・教習生を、自宅や学校などの 
　指定場所に送迎をお願いします 
・教習コース、施設の草刈りや清掃等

時間 7:00～22:00の間 
※1日4時間～短時間もフルタイムもOK

資格 経験不問　中型または大型免許所持の方 
※中型(8t限定)の方も相談可能

応募 電話連絡後､履歴書を下記迄郵送下さい｡
事業 自動車学校

003-1308428

遠鉄自動車学校
遠州鉄道グループ
A053-462-1223　採用担当／窪野
浜松市東区小池町1552



浜松市中区高丘西 yykm
01切削工具の再研磨品･リコーティ 
　　ング品の納品と引き取り業務

月給15万円～

☆60歳以上の方､積極採用中☆ 
嬉しい月給制で安定収入♪

仕事 浜松～豊橋間での切削工具の再研磨品や
リコーティング品の納品と引き取り業務
がメインです｡また､PCを使用しての発注
業務や､開封､検品､梱包もお願いします｡

時間 8:30～17:30(休憩有)
休日 土曜･日曜　※年間休日119日
資格 要普通自動車免許　未経験者歓迎
待遇 社用車での通勤OK
事業 精密切削工具･工作機械･測定機器･ 

治具全般･ツーリング等の製造販売､など

003-1308600

三和精機株式会社　浜松支店
A053-414-5222
浜松市中区高丘西1-11-5

遠鉄上島駅から徒歩9分 yyyFkn
01生産サポートスタッフ

時給950円～ ※試用期間3ヶ月は時給900円

未経験OK+お客様に感謝される仕事" 
丁寧に教えますのでご安心下さい"
仕事 社内システムへの簡単なデータ入力､ 

生産補助､ピッキング､梱包､出荷準備など 
製品の社内段取り､運搬をして頂く 
作業もあります。(リフトや台車使用)

時間 9:00～16:00(休憩有)★フルタイム応相談
休日 土･日　GW･夏季･冬季(会社カレンダー)
待遇 車通勤OK 制服支給 正社員登用制度有
事業 輸送用機器･各種機械装置･医療機器･ 

光学機器等の部品への各種メッキ加工 
表面処理事業

003-1308583

三光製作株式会社
A053-471-6386
浜松市中区上島2-5-20

南区飯田町 yyyFkm
01業務用調味料の梱包作業

時給900円以上　※昇給有

業務好調のため増員募集!お子様の 
行事や介護等でのお休み･早退OK!
仕事 製品の充てん作業及び梱包作業。 

女性が活躍している職場です｡
時間 9:00～17:00(休憩あり)
休日 日曜･祝日、土曜(月1～3回出勤有) 

GW･夏季･年末年始休暇
資格 未経験者歓迎
待遇 C規定　賞与有(業績による)　車通勤可
応募 電話連絡後､履歴書持参ください｡
事業 業務用調味料の製造

003-1308716

株式会社味香美(みかみ)
A053-464-3210　担当／柳井(やない)

〒435-0028　浜松市南区飯田町675 
(スギ薬局飯田店さん近く)

飯田街道・飯田西交差点南 yymn
0道路ライン引き・標識設置補助

日給9000～1万1000円

今までの経験が活かせます！
仕事 道路や駐車場のライン引き､標識設置補助
時間 8:00～17:00(休憩1h有)※残業の場合有
休日 毎週日曜、祝日、土曜は以下の通り↓ 

(9月～1月…土曜隔週休み、2月～3月… 
土曜休みなし、4月～8月は毎週土曜休み)

給与 ※基本的に月払いですが日払い週払いL
資格 実務経験者　要中型免許(8t限定可)
待遇 作業着支給 車通勤可 残業手当有 

社会保険完備(勤務時間数による)
応募 電話連絡後、履歴書持参ください。
事業 区画線・道路標識の設置業

003-1308713

日邦ライン 株式会社
A053-466-0202   担当／下西・井口
浜松市南区飯田町500



現場/浜松市内｡直行直帰OK yyypnr
07①重機オペレーター②解体軽作業 
　　③ドライバー(2t･4tダンプ)　

①日給1万2000～1万8000円　②③\

重機操作はカッコイイ!日払いOK!
時間 78:00～17:00※残業ナシ　0週3日～OK
休日 7日曜　GW･夏季･年末年始休暇
給与 ②③日給8000円～1万2000円
期間 長期 or 1ヶ月短期(更新可能)
資格 ①車両系建設機械運転資格者(入社後取得

可)②資格不問③要普免or中型免許
待遇 日払有(規定有)､社保完､C規定､寮完備､

資格取得補助有､通勤用車両･携帯電話の
貸与有､自動車免許ない方の自宅迄送迎有

事業 土木･建築･解体業 
静岡県知事(登1)第968号

003-1308823

合同会社ワイズソリューションズ
A053-545-9737A070-1735-8533A加古
浜松市中区領家2-20-27

浜松日体高校近く(半田山) yyFk
1配送・製菓補助

時給950円

◆ 週2日～・1日4時間～OK ◆ 
) ) 経験が無くてもOKです ))
仕事 簡単なお菓子作りの補助・配送を 

適性に合わせて、お願いします。 
慣れるまでしっかりサポートします！

時間 9:00～17:00の間で応相談　
資格 経験・男女不問　未経験者歓迎
待遇 制服貸与　社員割引有　車通勤OK
応募 お気軽にお電話ください。
事業 洋菓子の製造･販売 

https://www.saint-raphael.co.jp/

003-1308749

サン・ラファエル
いつもの笑顔。いつものケーキ。
A053-435-0141　担当／堤
浜松市東区半田山5-9-12

JR高塚駅近く zyyukm
10ローソンクルー

時給900円～1125円　\

＼1日3時間から､週1日から勤務OK／ 
シフトはお気軽にご相談ください★
仕事 レジ(タッチパネル式の自動釣銭機)､ 

接客販売､商品陳列､品出し､店内清掃､ 
POP作成､簡単な調理など。未経験歓迎！

時間 24時間内で1日3h～､週1日～OK！ 
★日勤or夜勤､平日のみor土日のみOK

給与  5:00～ 22:00…時給 900円 
22:00～翌5:00…時給1125円

期間 1～2ヶ月の短期勤務も応相談
応募 お気軽にTELください(月～土:9～17時)
事業 コンビニエンスストア

003-1308956

ローソン　浜松高塚駅北店
A053-456-5021(支店／小林)
浜松市南区高塚町1448

浜松市中区早出町 yyyFms
0①現場作業スタッフ 
　②4t運転手

日給1万円

＼週3日～お気軽にご相談下さい／ 
学歴や経験は不問★未経験大歓迎"
仕事 ①エクステリア･解体等の現場作業｡ 

②現場でのルート集配｡
時間 8:30～17:30　※休憩有
給与 日給1万×12日(週3)⇒月収12万以上可能
資格 学歴･経験不問　②要中型免許
待遇 昇給有　交通費規定(一律月5000円)　 

車通勤可(無料R有)　 
試用期間2ヶ月有　正社員登用制度有

事業 エクステリア、外構工事、土木建築、 
家屋解体、造園工事、造成工事等

003-1308873

有限会社エムシイ
C0120-121-438 
浜松市中区早出町222-10



浜松市内 xyen
0交通誘導警備員

時給1125円

創業50年以上の安定企業です 
幅広い年代のスタッフが活躍中

時間 8:00(9:00)～17:00(18:00) 
※現場により多少の変動有 
※残業有※手当有 
▶週2～3日や週6日まで応相談

給与 ※法定研修3日間(日中20h)1万7160円
勤務地 浜松市中区を中心に市内の各現場
資格 18才以上　
待遇 社保完 社登有 制服貸与 直行/直帰可 

車･バイク通勤可(現場による) C規定
事業 セキュリティーサービス全般

003-1309103

エスピトーム㈱　浜松支社
A053-476-7890
浜松市中区布橋2-12-45

浜松市中区板屋町 xyyamo
1朝食バイキングスタッフ

時給980円 (7時以降は時給920円)　\

)朝食付きのシゴト)短時間もＯＫ) 
)40～60代の女性が活躍中です)
仕事 盛付・洗浄・簡単な調理を行います。 

※接客業務はありません。
時間 4:30～10:00の間で時間の相談OK！ 

※週1日から勤務いただけます
給与 ◆4:30～ 7:00…時給980円 

◆7:00～10:00…時給920円 
※研修期間1～3ヶ月は時給920円

資格 年齢・経験不問
待遇 制服貸与　朝食付き　車通勤OK　U
事業 ホテルチェーン

003-1309040

くれたけイン　アクト浜松
A053-459-1511　担当／住吉
浜松市中区板屋町690

若宮保育園隣(東区大瀬町) yyyFkm
01農作業スタッフ

(土日祝)時給1000円 (平日)時給950円

＼勤務時間･日数はご相談下さい／ 
) 無理なく働ける環境です )

時間 8:00～17:30の間で時間･勤務日応相談 
◆火曜定休日 
◆週2～で応相談 
半日勤務、9:00～15:00等勤務OK　

資格 経験不問　年齢不問
待遇 従業員割引有  車･バイク通勤可　 

制服貸与　社保完(勤務時間数による)
応募 B後､履歴書(B付)ご持参下さい｡
事業 ジェラート販売ショップ

003-1309327

いちご農園SHIMONTA＆ジェラート工房
吉和田総合サービス㈱　
A053-432-8050／8:00～17:30(火曜除く)
浜松市東区大瀬町2046

佐鳴台公民館前^徒歩すぐ yyFk
01マイクロバスの運転手

時給930円

年齢不問で活躍できるお仕事♪ 
中型以上の免許を活かせます！

時間 [土日祝]8:00～22:00内で時間応相談 
▶16:00頃から通勤できる方歓迎 
▶週1日､月数回～でも大歓迎 
▶予約状況に応じて若干の変動もあり

勤務地 ▶浜松市中区佐鳴台6-8-3 
▶浜松市西区志都呂1-9-14

資格 中型免許以上 バス未経験の方もOKです｡
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

003-1309108

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



浜松市中区住吉 zyyukm
71タクシー乗務員

7月給19万5192円(食事手当3000円含む)

時間 7①8:00～18:00　②10:00～20:30 
　③18:00～翌5:00　※休憩有･残業有 
124h内で5h以上でL※月15～18日勤務

休日 75勤1休又は6勤1休又は4勤2休 
　(完全シフト制)調整休月1～2回有

給与 7売上歩合給48％(全体平均) 
1時給885円(U有)　売上歩合給有 
　売上20万円未満／43％ 売上20万円 
　以上／45％ (試用期間3ヶ月は45％) 
※71新任乗務員研修10日間有

資格 要普通自動車免許(二種免許取得制度有)
事業 一般乗用旅客自動車運送業(タクシー)

003-1310053

西部タクシー株式会社
A053-471-9168
浜松市中区住吉3-12-18

中区神田町 yymn
71介護職員

7月給16万4000円～ 1時給960円～

仕事 ①小規模多機能型居宅介護 
②グループホーム

【募集情報】
時間 ①8:30～17:30､16:00～翌9:00 

②7:00～16:00､9:00～18:00､ 
 11:00～20:00､16:00～翌9:00 ※休憩有  
※1上記時間内で1日5時間､週3日～L

休日 7月8日以上(シフト制)､年間休日113日
給与 7月給16万4000円～ 

　◆介護福祉士手当／1万円 
　◆夜勤手当／1回4000円 
  ◆通勤手当／15円/km 
1時給960円～ ◆夜勤手当／1回4000円 
　◆介護福祉士手当／時給+20円 
　◆通勤手当／15円/km　

勤務地 あいの街神田／浜松市中区神田町865
資格 7介護職員初任者研修(ヘルパー2級)以上 

1無資格･未経験OK
待遇 H年2(1も支給)､定期昇給､車通勤可､ 

C規定､制服貸与､社会保険完備､資格手当 
7D年1､家族手当､有給･慶弔休暇､退職金

応募 A後､履歴書(写貼)をご持参ください｡ 
面接は希望勤務地で行います｡ 
職場見学やお問い合わせも随時受付中!

【職場情報】
事業 高齢者向け福祉施設

002-2884411

株式会社アイケア 
A053-420-2227(人事課)
本社／浜松市中区高丘北4-1-46



雄踏パーク隣 yykm
①8ドライバー 
②0回収補助\

①日給9200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 ①日給9200円　 
　※見習い期間(6ヶ月)は日給9000円 
②時給1000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、優良ドライバー 
　報奨金(当社規定による) 
※試用期間(2週間)有

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

002-2896573

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

浜松市浜北区貴布祢 yk
2食品チェッカー(レジ)スタッフ

時給1200円　※18時以降時給1300円　\

アピタ浜北店レジスタッフ大募集!! 
商品をかざすだけでOK！簡単です
仕事 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 ①9:00～21:00の中で実働4～7時間 

　程度のシフト勤務できる方大歓迎! 
　※夜間の短時間勤務もOK! 
　(例)13:00～17:00､17:00～21:00もOK 
　※土日勤務､遅番出来る方歓迎です｡ 
　※週3～4日勤務 
②平日(月～金) 
　9:00～17:00の間で4時間程度 
　(例)9:00～13:00､13:00～17:00 
③A.9:00～21:00の間で7時間程度 
　　勤務できる方大歓迎! 
　B.14:00～20:00の間で5時間程度 
　　勤務できる方大歓迎! 
　C.15:00～18:00の3時間勤務できる方 
　　大歓迎!　 
　※土･日のみの週2日間限定勤務 
④16:00～21:00※週休3日 1日5時間未満 
　※土日勤務できる方大歓迎!

給与 ※研修2日間は時給885円
勤務地 アピタ浜北店　食品コーナー 

浜松市浜北区貴布祢1200
期間 長期　※①③④は3ヶ月以上
資格 高卒以上　未経験者歓迎
待遇 各保完 社内割引制度有(アピタ浜北店内) 

エプロン･三角巾を貸与 別途服務規程有
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
《ＵＲＬ》http://www.mysupport-inc.jp

002-2900262

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



浜松市東区和田町 yyykmn
1①看護師(正・准看護士) 
　②デイサービスでの介護職員

1①時給1500円～　②時給920円～

雰囲気◎スタッフの仲の良い職場- 
残業ナシ"週1日～OKで融通バツグン 
働きやすい環境でお待ちしています"
仕事 ①バイタルチェックなど健康管理全般を 

　お願いします。 
　ブランクがある方も大丈夫です。 
②入浴・食事・排泄補助など利用者様の 
　介助業務全般をお願いします 
◆温かな職員・利用者様が待ってます♪ 
　新人の方もすぐに馴染める環境です

【募集情報】
時間 8:00～17:00内で4時間～応相談 

①週2日～勤務OK!午前中だけもOKです 
②週1日～勤務OK!希望シフト考慮します 
　残業はありません 

休日 定休：日曜日 

給与 ①時給1500円～　※経験・条件を考慮 
②時給920円～1500円 
　＋処遇改善手当加算あり 

資格 年齢不問　60歳以上のシニアの方も歓迎 
ブランクある方歓迎 
①正・准看護士 
②無資格･未経験OK 
②デイサービスの経験者・介護福祉士を 
　お持ちの方給与面を優遇致します 

待遇 昇給有　賞与年2回有(業績による) 
制服貸与　家族手当有　WワークOK 
車･バイク通勤可(無料駐車場完備) 
交通費規定支給(月1万円まで) 
試用期間1～2ヶ月有(条件変わらず)

応募 『DOMOを見ました』とお気軽にA下さい
【職場情報】
事業 高齢者向け住宅及びデイサービスの運営

003-1306195

アモーレ和田　(株式会社レインボーハウス)
A053-462-6601　担当／黒木
浜松市東区和田町331-1

浜松市内 yyypkn
01①交通誘導などの警備スタッフ 
　　②医療施設周辺の車両誘導

①日給8500円 ②時給1000円～

＼ 固定の勤務場所だから安心♪ ／ 
年齢不問＆日払い・週払いＯＫ 

)　定年後の再スタートも応援　)
仕事 ①交通誘導などの警備スタッフ 

②医療施設周辺での車両誘導｡ 
幅広い年齢層のスタッフが活躍中♪

【募集情報】
時間 ①8:00～17:00 

※週1日から勤務OK＆土日のみも大歓迎 
②8:30～16:30 
週5日しっかり稼げます(シフト相談OK)

休日 ①日曜 祝日 ②土曜 日曜 祝日
給与 ①法廷研修期間(4日間)中は日給7700円 

　残業の場合は時給1250円 
②法定研修期間(20h)は時給900円

勤務地 ①浜松市内(現地集合OK) ②中区住吉
資格 18才以上 未経験者歓迎 

交通誘導2級所持者尚可 
①原付免許所持者(現地集合できる方)

待遇 交通費規定支給(日額500円) 
昇給制度有 各種保険完備 制服貸与 
残業手当・精勤手当有 
※有資格者は別途手当支給

応募 電話連絡後、履歴書(B貼)持参下さい。
【職場情報】
事業 警備保障・交通誘導

003-1304764

株式会社エイペックス
A053-453-1811(代)　採用担当まで
静岡県浜松市中区鴨江2-2-5



天竜川駅より車で8分 ym
71年齢不問のタクシードライバー

完全歩合制　\

☆パートの歩合給は『５０％""』☆ 
好きな日程・時間で働けるのが魅力☆ 
アナタに合った働き方が選べます◎ 
稼ぐためのコツもレクチャーします☆
仕事 【計画ダイヤ】…好きな日程や時間で 

　　　　　　　　シフトが組めます。 
【既存ダイヤ】…あらかじめ会社が用意 
　　　　　　　　した時間帯で働きます 
上記どちらかお好きな働き方が選べます 
日勤だけ､夜勤中心等の働き方もOKです!

【募集情報】
時間 7変形労働時間制　週実働40時間 

1時間相談OK(時間例) 
　例:7:30～14:30　日勤のみも可能

休日 希望シフトでの週休制
給与 ※入社後3ヶ月間は月給20万円保証
資格 普通2種免許をお持ちの方又は 

普通1種免許取得3年以上の方 
定年65歳(再雇用制度有/70歳迄)

待遇 社会保険完備　賞与年2回　車通勤可 
退職金制度有　制服貸与 
7～20日程度の研修有(条件変わらず) 
普通2種免許取得期間給与支給(月給20万)

応募 お気軽にお電話下さい。随時職場見学OK
【職場情報】
事業 タクシー業務

003-1306545

浜松タクシー株式会社
A053-463-1003　 担当／太田
静岡県浜松市東区子安町1481

浜松市中区西丘町 xyyhFk
01①大根の収穫・運搬作業 
　　②工場内での大根の加工作業

①時給1100円から　②時給930円から

☆12月中旬までの期間限定☆ 
時間・勤務日は応相談! 
年齢不問・未経験者歓迎 

幅広い年代の女性が活躍しています!
仕事 ①大根の収穫・運搬作業 

②工場内での大根の加工作業
【募集情報】
時間 8:00～17:00 ※週3日以上で応相談
給与 ①時給1100円から ②時給930円から
期間 10月下旬から12月中旬で相談OK
資格 男女年齢不問 未経験者歓迎
待遇 交通費規定支給
応募 まずはお気軽にAください｡(携帯まで) 

その後履歴書持参の上お越しください。 

【職場情報】
事業 農作業 

《担当から》 
小柳農産は､三代続いている農産会社です｡ 
じゃがいもや大根の栽培を得意とし､食卓に
美味しい農産物をお届けするために､こだわ
りを持って野菜を作り続けてきました｡ 
大根の収穫時期だけという短期間ではありま
すが､ぜひお手伝いをしていただけませんか｡ 
ご応募をお待ちしています｡

003-1307627

(有)小柳農産
A090-8134-7827　A053-436-0059
浜松市中区西丘町398



浜松､湖西､磐田､袋井､掛川 xyyhpn
08交通誘導スタッフ 
　　(交通誘導警備員)　①長期②短期

日給8000円～1万円

長期＆短期(1ヶ月～)スタッフ大募集 
経験不問$年齢不問$性別不問$ 

[交通費有][日払い･週払いOK][寮有] 
希望次第では正社員登用も目指せます
仕事 仕事の流れは、入社後イチから習得でき 

丁寧な研修があるので未経験の方も安心
【募集情報】
時間 8:00～17:00(現場により残業あり) 

※直行直帰OK　※週2～3日もOK
休日 日曜､他相談に応じます
給与 給与は経験・能力によって決定します 

※法定研修(20時間)は1万7700円 
※交通誘導2級所持者は別途手当あり

勤務地 浜松､湖西､磐田､袋井､掛川市内等 
※希望により年間固定現場も有

期間 ①長期　②短期(1ヶ月～)
資格 18歳以上　未経験OK　要原付免許以上 

交通誘導2級有資格者歓迎！
待遇 ■昇給有　■社会保険完備　■制服貸与 

■寮あり 
　(冷暖房･テレビ･冷蔵庫･洗濯機完備) 
■交通費規定支給　■正社員登用制度有 
■日払い･週払いOK　■貸バイクあり

応募 TEL後､履歴書(B貼)持参｡※土日面接もOK
【職場情報】
事業 警備業

003-1308704

㈱シュア　川上
A053-426-8160　採用担当
浜松市南区立野町107-5

第一通り駅より]1分 yyyFkn
①1アシスタントカウンセラー 
②7ブライダルカウンセラー

1時給930円～1350円＋歩合給 \

!～年齢不問～! 
50代以上で転職した女性活躍中♪
仕事 ①カウンセラーの補助業務。当社のPRと 

　活動内容のご案内・アポイント業務を 
　して頂きます。 
②ご結婚希望の方や出会いを求め 
　ている方への入会のご案内等。

【募集情報】
時間 110:00～17:00(週4日～/1日5h～で希望 

　を相談下さい。基本1ヶ月毎申告制) 
710:00～19:00(休憩100分)

休日 7シフト制(月7日)、交代で連休取得可 
　年末年始･夏季･GW休暇有､他応相談

給与 7月給19万～29万円＋歩合給 
1時給930円～1350円＋歩合給

勤務地 ご希望により静岡･富士での勤務も可
資格 未経験歓迎　年齢経験一切不問 

明るく元気に対応頂ける方歓迎
待遇 特別賞与(業績による) 有給休暇　 

C規定 D有 試用期間2ヶ月(変動なし) 
7カウンセラー資格取得支援制度有 
7社会保険完備 
1正社員登用制度あり

【職場情報】
事業 関東/東海中心に22店舗運営結婚相談室

003-1308346

結婚相談所　ファイン･ブライダル浜松
A053-489-3552　採用担当

浜松市中区田町331-3  
サンステップ田町ビル3F



ＪＲ東海浜松工場内 yyykmn
1新幹線電車のメンテナンス

時給890円～940円(別途賞与年2回支給)

安心･安定"新幹線電車に関する仕事 
【賞与年2回】必ず支給♪経験不問♪ 
定年70歳制度導入♪65歳以上の方も 
活躍中☆お気軽にAください"☆
仕事 新幹線電車部品の解体･洗浄･修繕･塗装 

運搬･工場内の清掃など､新幹線電車に 
関わる仕事です｡(屋内作業が中心です｡)

【募集情報】
時間 8:15～16:45の間で5～7.5時間(実働) 

※業務内容による　◆月100時間程度
休日 原則､土､日､祝日休み 

(土曜日の一部出勤あり)､夏季冬季休暇､ 
会社カレンダーによる､年間休日120日

資格 経験不問､高卒以上､未経験者歓迎
待遇 フォークリフト(1t以上)･製造ラインの 

経験ある方歓迎､制服貸与､ 
H有(年2回)､3ヶ月の試用期間有､ 
C規定､車通勤可､有休､社登有､慶弔見舞
金､法人会員契約施設利用､各種教育制度

応募 お電話にてご応募下さい｡連絡後､ 
履歴書(B貼)をご郵送下さい｡ 
(◆書類試験合格者は後日面接試験) 
お問い合わせは､管理部管理課まで 
お気軽にお電話ください｡

【職場情報】
事業 新幹線車両のメンテナンス

003-1309029

株式会社鉄友社(JR東海浜松工場関係会社)
A053-452-6710　(8:30～16:30受付)
〒432-8037　静岡県浜松市中区南伊場町1-1

西区館山寺町 yyykmn
1①接客ナシの配膳STAFF 
　②夜間フロントSTAFF

①時給1000円以上　②時給1150円

*　未経験OK!　* 
特別な資格や経験は必要なし♪ 
学生さんから60代まで 

幅広い年代のスタッフが活躍中$
仕事 ①出来上がった料理の数を数えてバイキ 

　ング会場へ配膳します。調理場と会場 
　との行き来なので接客はありません$ 
　★完全裏方のお仕事です♪ 
②夜間フロント業務及び館内巡視や点検 
　業務がメインです。また、宿泊客への 
　問合わせ対応や館内のご案内、電話対 
　応などもお願いします。

【募集情報】
時間 ①14:00～22:00の間 

　※開始時間の相談ＯＫ$ 
②21:30～翌6:30(休憩90分) 
　※週5日程度

資格 学歴・経験不問
待遇 昇給有　制服支給　社員割引 

社員登用有　車通勤可  交通費規定支給 
駐車場有(規定有)　誕生日祝制度有 
試用期間有(3ヶ月)　

応募 まずはお気軽にお電話下さい｡ 
【受付】9:00～17:30(日祝除く)

【職場情報】
事業 ホテル･飲食店等の経営

003-1309056

舘山寺サゴーロイヤルホテル
A053-455-3541 担当/サゴー本社総務課
〒431-1209　浜松市西区舘山寺町3302



中区・東区・南区・浜北区 xxxeda
5牛乳の朝の家庭配達(ルート配達)

1時間あたり1200円～1600円以上

週3日-すぐに覚えられる固定ルート 
20～60代男女活躍中◎嬉しい高時給* 
接客なし☆服装自由"定年なし◎ 

-頑張りを待遇･環境面でサポート-
業務 配達当日に集配センター(葵東､西浅田､ 

浜北､和田)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｡ 
※営業活動は一切ありません｡

【募集情報】
時間 朝3:00～6:30の間　※実働4h程度 

月･水･金又は､火･木･土の週3日
収入 固定報酬月額6万～8万円以上
勤務地 浜松市/中区・東区・南区・浜北区 

希望の区で勤務できます‼ 
各エリア内で直行直帰できます♪

資格 自分の車で配達できる方　男女大歓迎 
(小型の自動車や軽自動車なら最適です)

負担金 資金なし
応募 ｢DOMO｣を見ましたとお気軽にA下さい｡

【職場情報】
事業 森永乳業総代理店
《担当から》ワークライフバランスを目指す
当社は男女共に働きやすい環境を心がけてい
ます。朝の時間を有効活用したい方、 
子育て中で日中は自宅にいたい方、 
初心者の方、柔軟にご対応が可能ですよ。

003-1309114

㈱ニシムラネットワークサービス
A053-467-0260
浜松市東区和田町399-1

南区役所から北へ300m yyyHkm
01自動車パーツの梱包･発送作業

時給1000円

!　賞与年２回あり"　! 
シニア世代の方活躍中の職場です"
仕事 当社の部品倉庫にある自動車用中古パー

ツを梱包して頂きます｡ 
ドア､ドアミラー､タイヤ､バンパーなどの
外装部品から､シート､ダッシュボード 
メーター類などの内装パーツなど､様々な
部品を取り扱います｡ 
その他､当社で製品化されたパーツを軽ト
ラックで倉庫へ運搬する作業もお願いし
ていきます｡

【募集情報】
時間 8:00～17:00(休憩有)
休日 日曜定休 土曜･祝日(相談可能) 

ＧＷ､夏季､冬季休暇有
給与 時給1000円
資格 要普通免許 未経験者歓迎
待遇 賞与年2回 各種保険完備 制服貸与 

試用期間1ヶ月あり(給与は同条件)
応募 電話連絡後､履歴書(B貼)持参下さい｡

【職場情報】
事業 自動車リサイクルパーツ取扱い･ 

自動車リサイクル業
《担当から》 
夏季･冬季など長期休暇も可能！ 
土曜日･祝日のお休みも相談可能です！

003-1309110

株式会社　カーズターミナル
A053-444-0002　A／採用担当
静岡県浜松市南区福塚町325-6



掛川市長谷 yyyFkn
1クリーンスタッフ

時給1000円～

◆未経験者も現地研修で安心です◆ 
男女年齢不問(未経験者大歓迎)"
仕事 工場製造ラインの日常清掃 

★新規のお仕事です(全員新規採用)
時間 18:00～21:00の3時間or9:00～17:00 

の間で都合の良い時間(月曜日～金曜日)
勤務地 掛川市長谷
待遇 制服貸与､車通勤可､無料駐車場有
応募 お気軽にお電話下さい｡ 

希望日に面接します｡
事業 トータルビルメンテナンス

002-2892064

東海美装興業株式会社
☆創業56周年☆
A053-456-3611 担当／阿部
浜松市中区田町324-3(EPO浜松ビル5F)

磐田市～掛川市～菊川市 zxyuen
01①電気工事に伴う交通誘導 
　　②住宅現場での交通誘導

①日給1万円 ②日給8000円 \

60代･70代活躍中"自宅から近くの 
現場を考慮します!未経験歓迎!
時間 8:00～17:00 ※残業有(手当有) 

※現場により多少時間の変動有 
①週休2日 ②週1日OK 週2～4日歓迎

給与 ※法定研修(日中20h)1万7700円
勤務地 磐田・袋井・森町・掛川・菊川 

※基本的には現場へ直行直帰になります
資格 18才以上　普免又は原付免許所持者
待遇 C規定支給 社保完 社員登用有 制服貸与
応募 電話連絡後､履歴書(写真付)持参下さい
事業 セキュリティーサービス全般

002-2900799

エスピトーム㈱　掛川営業所
A0537-21-7890　担当／山田
掛川市久保1-14-14

掛川市 yykm
01固定ルートの病院送迎スタッフ 
　　※直行直帰・中抜け休憩有

時給1000円　※研修期間1ヶ月程度885円

★1日2便!週4～5日勤務★ 
1ヶ月程度の同乗研修もあるので安心
仕事 病院と患者様の自宅間の送迎をお願いし

ます。固定のルートで、決まった利用者
さんを乗せていきます。

時間 月～土　※週4～5日程度 
1便／ 7:45～10:15 
2便／13:15～16:15

勤務地 掛川市矢崎町
資格 要自動車免許(AT限定可)　年齢不問
待遇 車通勤OK　有給休暇 
事業 自家用自動車運行管理請負事業

002-2897697

千代田タクシー株式会社
A054-261-0358 　担当／中澤
静岡県静岡市葵区東千代田3-8-1



袋井市大門 xyydkm
01朝刊配達スタッフ  

時給1250円+手当　

*60歳以上の方歓迎* 
◎地元の方活躍中◎

仕事 配達､その他業務有
時間 2:00～5:00　
休日 シフト制(月4･5日)+休刊日
資格 要普通自動車免許
待遇 ■配達用バイク貸与■各種保険完備 

■交通費規定支給　■車､バイク通勤OK
応募 電話応募受付時間:平日9:00～18:00
事業 新聞販売店

003-1307398

まつむら新聞店
中日新聞　袋井南部専売店
A0538-43-5454　担当／松村
袋井市大門16-7

磐田市宮之一色 zyyukm
01日用雑貨や化粧品の仕分けや 
　　商品補充(軽作業)

①時給925円②時給885円 日曜時給200円UP

60代のシニアの方も活躍中♪
仕事 日用雑貨や化粧品などの仕分けや 

商品補充｡軽作業です｡
時間 ① 8:30～17:30　※週5日勤務 

② 8:30～12:00　13:00～16:00　 
　13:00～18:00　※週3日～OK　

給与 日曜…時給200円UP/2ヶ月に1度の出勤
待遇 車通勤可 年2回寸志有 エプロン貸与  

有給休暇有(半年から発生) 扶養内勤務OK 
社会保険完備 交通費規定支給 昇給有 
インフルエンザ予防接種(費用会社負担) 

事業 日用品･化粧品の卸商社

003-1307064

株式会社あらた 静岡センター
A0538-37-5611 採用担当まで
磐田市宮之一色857

袋井市役所近く yyykmn
7タクシー乗務員

月給19万4000円～＋手当 月収40万円も可

年齢･性別不問!勤務中の自由度高め
時間 24時間内でシフトによる交替制 休憩有 

例)1勤/ 7:00～17:00　2勤/7:30～21:30 
　 3勤/10:00～ 1:00  4勤/17:00～2:30 
　通し/17:00～ 7:15(月2～3回)

休日 4日勤務して2日休み
資格 普通自動車2種免許 

※運転に支障が無ければ70才以上もOK
待遇 交通費規定支給 社会保険完備 社員寮有 

車通勤OK(駐車場有) 昇給有 賞与年2回  
退職金制度(勤続3年以上)

事業 一般乗用旅客自動車運送事業

003-1308077

袋井交通株式会社
A0538-42-1588(8時～17時)担当／杉山
袋井市新屋2-1-2

袋井市村松 yyykmn
7未経験から始められる現場作業員

月給20万～30万円

60歳以上の作業員も元気に活躍中! 
土日休み!未経験の方も大歓迎"
仕事 土木工事や建築物解体など公共･民間工事
時間 8:00～17:00(休憩有)
休日 土日(週休2日制)　GW･夏季･年末年始 

※天候により変更になる場合有
資格 年齢･経験不問　要普通自動車免許
待遇 各種保険完備　車通勤OK　賞与年2回 

昇給有　交通費規定支給　資格手当 
資格取得支援(半額負担します)

応募 電話連絡後､履歴書(B貼)持参下さい｡
事業 土木一般･解体･エクステリア業

003-1308054

株式会社兼子建設
A0538-43-3475
袋井市村松1417-1



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885～950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 ①8:00～15:00(休憩10分+昼休憩60分有) 

②9:00～12:00 
■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

003-1308545

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)

国1バイパス小立野ICすぐ yyykmn
01加工食品・調味料などの 
　　ピッキング(軽作業)

時給930円から

男女問わず主婦(夫)･シニアさん歓迎 
コツコツ･モクモクの軽作業♪

時間 ① 9:00～16:00(休憩有)  
②13:00～16:00　③ 7:30～16:00(休憩有) 
※週3日～OK　※勤務曜日応相談(土曜 
もしくは日曜の出勤はいずれか月1回程)

資格 未経験者歓迎 60歳以上のシニアさん歓迎 
※定年65歳　長期で働きたい方大歓迎

待遇 扶養控除内OK　昇給制度有　車通勤可 
交通費規定支給　社会保険完備

応募 電話連絡後､履歴書持参ください
事業 食品卸

003-1308263

ヤマキ株式会社
A0538-37-3411　担当／鈴木･鷲野
磐田市池田1346-1

磐田市･袋井市 yyykmn
1送迎スタッフ

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) 年末年始休暇有
勤務地 ①磐田市見付1596-1(い～な見付) 

②磐田市立野1374  (い～な豊田) 
③袋井市浅名733-7 (い～な浅羽) 
※各デイサービスセンター

資格 普通自動車免許  
朝·夕どちらかのみ勤務できる方も歓迎

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)

003-1309017

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

袋井市川井 xyyakm
01送迎ドライバー(自社募集) 
　　(1BOXを運転しての送迎)

日収3000円～5000円以上可能　\

AT限定OK♪短時間のお小遣い稼ぎに"
仕事 袋井・磐田・掛川周辺の工場への送迎 

※60代までの男女スタッフが活躍中!
時間 7:00～9:00､16:30～19:30の間で 

1日2～3時間程度で時間応相談 
(詳しくは面接にて)

休日 週休2日シフト制
給与 時給1000円
資格 未経験OK 要普免(AT限定可) 年齢不問 

大型、大型二種免許所持者は優遇します
応募 土日受付／A080-2663-6234　A袴田
事業 労働者派遣事業(派)22-300271

003-1308838

株式会社　タイセイ
C0120-34-1625　※土日は携帯へ
袋井市川井880



浜北大橋から車で約10分 yyykno
10①サラダ・惣菜の製造補助 
　　②加熱調理作業　③④⑤\

①④⑤時給900円　②③時給950円　\

◆シニア世代(60才以上)活躍中"◆ 
①サラダ･惣菜の製造補助､特に募集中
仕事 ③運搬・力仕事・機械の清掃 

④館内清掃　⑤軽作業
【募集情報】
時間 ①②③6:00～22:00で勤務時間は応相談 

(時間例)･ 8:00～17:00　･ 9:00～14:00 
･13:00～22:00　･17:00(17:30)～22:00 
など1日4時間～で応相談 
④8:00～17:00 ※土日祝含む週4～5日 
⑤A.14:00～18:30 B.15:00～19:30 
※時間応相談　※週2～5日で応相談 
※土日のいずれか出勤できる方歓迎

給与 (平日6時～8時)　 時給200円UP 
(土日祝6時～22時)時給200円UP

期間 短期は3ヶ月程度
資格 未経験の方歓迎、 

主婦(夫)・Wワーク歓迎
待遇 交通費全額支給､車通勤可(無料駐車場有) 

雇用･社会保険完備､有給休暇有､財形貯蓄
持株制度有､制服貸与､昇給(給与改定)年2
回､食事補助(レストラン有､1食200円～)

応募 まずはお気軽にお電話ください。
【職場情報】
事業 「RF1」「神戸コロッケ」等のブランド 

での惣菜の販売・製造

002-2902924

株式会社ロック･フィールド 静岡ファクトリー
A0539-62-5700
磐田市下野部2280

①浜北区　②御前崎市 yymn
7勤務地が選べる 
　フォークリフト作業スタッフ

月給17～22万円※経験･能力を考慮します

時間 ①7:30～16:15　13:00～22:00 
　※交替勤務  
②8:00～17:00 
　※隔週土曜日は8:00～12:00

休日 ①4勤1休(1ヶ月毎のシフト制) 
　希望考慮　年末年始 
②土日祝他(土曜は隔週で午前中出勤)

勤務地 ①浜北区尾野　②御前崎市白羽
資格 フォークリフト免許必須　学歴不問
待遇 D年1　H年2　残業手当　社保完　 

退職金制度　車通勤可　C規定支給
事業 倉庫･運送業

003-1309118

平和みらい株式会社
A0538-42-7248　担当／髙杉･杉本
袋井市土橋6-1

袋井市内 yyymno
1給食(及び食器等)の配送業務等 
　※2t･3tトラックを使用

時給970円

未経験ＯＫ♪60代スタッフ活躍中$
仕事 袋井市内の幼･小･中学校へ配送｡(1日あた

り3～4校)★トラック乗務経験不問 
★補助員と一緒に積み下ろし

時間 ①9:30～15:30 (実働5h､休憩1h) 
②9:00～14:30 (実働4.5h､休憩1h)

休日 土日祝､長期休暇(春･夏･冬) 規定による
勤務地 ①袋井市中部学校給食センター 

②浅羽学校給食センター
資格 要普通運転免許(AT限定可)
待遇 交通費規定､制服貸与､食事補助有､R
事業 給食サービス業

003-1309849

株式会社メフォス　東海事業部
A0538-43-0006(平日:9～18時) 採用係
(袋井事務所)袋井市高尾町11-5 2F



袋井市久能 zyyumn
8未経験から始められる守衛業務

時給1000円～1100円　\

1ヶ月の半分がお休みですが稼げます 
50代～60代の方活躍中! 

難しいお仕事はありません! 
70歳の定年まで長期雇用可能です"
仕事 守衛業務 

・場内の車の誘導 
・オークション車両の入出庫チェック等 
※キレイな職場環境で安心して働けます｡ 

【募集情報】
時間 日勤／ 9:00～18:00 (休憩有) 

夜勤／18:00～翌9:00(仮眠･休憩有) 
※2交替勤務 
※1ヶ月毎にシフト確認の上､調整します

休日 1ヶ月あたり15日程度がお休みです
給与 日勤／時給1000円 

夜勤／時給1100円　※深夜割増有
資格 未経験者OK
待遇 交通費規定支給　車通勤OK 

社会保険完備　有給休暇 
休憩室完備　定年制70歳

応募 まずはお気軽にご連絡下さい
【職場情報】
事業 中古自動車のオークション運営 

"東証一部上場の安定企業"
《ＵＲＬ》https://www.ussnet.co.jp/

003-1308043

株式会社ユー･エス･エス 静岡会場
A0538-45-0005　担当／中山
袋井市久能862-1
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