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かかります。
今年の見本市は
富士市のキッズジョブとコラボ!
※一部材料費が

★8月18日
（土）
、
19日
（日）
10：00〜16：00

会場：ふじさんめっせ（大展示場・屋外展示場）

★子供が主役の見本市!
楽しみながらお仕事体験をして
会社の仕組みを知ろう!

30種類のお仕事体験ができる！

お仕事をして、
疑似通貨を稼いで

お菓子と交換しちゃおう♪

の
富士市

見本市
はたらく 2018
▼見本市特設サイトをチェック！

主催：富士市のはたらく見本市2018実行委員会

（株式会社アイ・ブロード内）

cheak!

今年の見本市はココが違います！

1

富士市の夏の一大イベント、
キッズジョブとコラボ！
看護師やカメラマン体験、
働くクルマ体験など、
例年より多くのお仕事が体験できます♪

2

キッズジョブに合わせ堂々2日間開催！
土日の2日間をめいっぱい楽しもう♪

3

お仕事をしたらお給料がもらえるもの…。
今年の見本市ではお仕事体験をしたら通貨がもらえます！
通貨はイベント内で利用可！詳しくは会場にて♪

皆様のご来場お待ちしております!!

7/30 7月の1DAYセミナー

採用戦略セミナーレポート

★開催内容★

【月】 15社23名の方にお越しいただきました。
❶新卒採用状況について

当社の採用担当より、学生の就職活動にお
ける着眼点や動きの変化など、様々な情報を
お伝えしました。

❷HPの重要性について

応募のきっかけが合同企業説明会でも、求
人広告でも、1度は必ず見るのがその会社の
HP。株式会社アドテクニカの石橋正義様をお招きし、採用力UPのため
のHP作り、IT補助金についてお話いただきました。

❸HP変更による効果

当 社 の 広 報 担 当より、H P を 変 更したこ と
による応募数UPの効果など、当社の事例を
お伝えしました。

❹情報交換会

参加者様を4グループに分け、今後どんな
採用活動を進めていきたいのか情報を交換しました。

ご来場の皆様の声

◆お仕事情報◆

〜Job Information〜

【富士市中里※JR東田子の浦駅より車で5分】 【富士市今泉※吉原駅から車で5分/吉原本町駅から徒歩15分】
未経験OK！電子部品組立作業

◇急募◇ペットフードの仕分けや商品のセット

★扶養内勤務可能！休日や勤務時間の相談
OK！小さなお子さんがいる方もお気軽にご応
募下さい♪20代〜40代の女性活躍中◎★

★50代までの女性活躍中◎週3〜4日、扶養内勤
務相談OK！未経験から始めるスタッフ多数♪★

仕事内容/工場の組立室内にて、半導体製
造装置に使用される部品の組立作業。
ドラ
イバー等を使用して作業を進めますが、未
経験の方にも丁寧に指導します。＊細かい
作業がメインで、座り仕事が多いです。
時給/1,000円〜1,050円
※経験・スキルによる
時間/8:00〜17:00
※9:00〜16:00などもOK！
（休憩60分）
休日/土・日、
GW、
夏季、
年末年始
※会社カレンダーによる ※休日のご希望伺います！
待遇/交通費一部支給、車・バイク・自転車通勤OK、
無料駐車場あり、制服貸与、社会保険完備、
お弁当注文可、ロッカーあり、休憩室利用可、食堂利用可

仕事内容/クリーンルームではありませ
んが、帽子だけかぶっていただきます。
時給/920円〜
時間/①9：00〜17：00 ②9：00〜16：00
※お好きな方をお選びください（休憩60分）
休日/土・日・祝日、
GW、
夏季、
年末年始、
他長期連休あり
資格/未経験の方もOK！
待遇/車・バイク・自転車通勤OK、
無料駐車場あり、社会保険完備、
休憩室利用可

【富士市大淵※新富士病院近く】

◇急募◇大型装置の生産管理及び工程管理

★採用難につき高時給！日勤か夜勤か選べます
◎キレイな職場で50代までの男性活躍中!!★

★弊社正社員で雇用後、派遣先に出向致しま
す！システム系、設計など弊社グループ会社で
の研修もあります。40代までの方活躍中！！★

仕事内容/クリーンルームにて、食品や日
用品に利用される包装資材（パッケー
ジ）の製造における、検品作業や簡単な
機械のオペレーションを行っていただき
ます。
時給/1,250円
時間/①8：00〜17：00 ②17：00〜翌2：00
※お好きな方をお選びください（休憩60分）
休日/土・日、
GW、
夏季、
年末年始
※祝日は会社カレンダーによる
待遇/交通費一部支給、制服貸与、
車・バイク・自転車通勤OK、
無料駐車場あり、社会保険完備、
お弁当注文可、ロッカーあり、食堂利用可

仕事内容/大型装置の試作・書類作成・改善業務
入社後、最初は組立作業に入って頂きます！
月給/20万円〜23万円
※経験・スキルによる 他、技術手当1万〜5万有り
時間/8：30〜17：15（休憩60分）
休日/土・日・祝日、
GW、
夏季、
年末年始
※会社カレンダーによる
資格/PC基本操作、CAD（2D・3D関わらず）
優遇/メカトロニクス装置の設計経験者／CADを使用した機械、
構造設計業務経験者／組立図面、機工図面が読める方
待遇/制服貸与、車・バイク・自転車通勤OK、
無料駐車場あり、社会保険完備、交通費規定支給、
ロッカーあり、休憩室利用可、食堂利用可、
昇給有り（年一回 4月）、賞与有り（年二回 7月,12月2.50ヵ月分）

2018.06.30

未経験OKの事務スタッフ/紹介予定派遣

原料の仕込み作業

★正社員のチャンス！土日祝日お休みの仕事♪
30代の女性活躍中◎事務未経験の方も大歓迎★

★力に自信のある20代〜50代の男性活躍
中！工場勤務未経験の方も大歓迎♪残業少
なめでプライベートも楽しめます★

仕事内容/伝票入力、電話応対、接客、見 仕事内容/プラスチック製品を扱うメーカーにて、
積り作成、原価管理、仕入れ先連絡など
プラスチックの原料の粉を投入するお仕事です。
時給/1,200円〜（正社員登用後、
時給/1,200円
月給20万円以上）※経験・スキルによる
時間/8：30〜17：00（休憩60分）
時間/9:00〜18:00
（休憩60分）
休日/土・日・祝日、
長期連休あり
休日/土・日・祝日、
GW、
夏季、
年末年始
（年間休日120日）
※完全週休2日制♪
待遇/交通費規定支給、制服貸与、
資格/普通自動車免許証（AT限定可）、
車・バイク・自転車通勤OK、無料駐車場あり
PC操作可能な方、CAD出来る方尚歓迎
待遇/交通費規定支給、社会保険完備、
有給休暇、制服支給、駐車場あり、
車通勤OK、昇給・賞与あり

2018.8 Vol.40

東名グループ
東名電機㈱ ㈱アイ・ブロード ㈱富岳テック
㈱ティーアイビー 富士山ソーラー㈱ ㈱アイ・ネクスト
株 式会社アイ・ブロード

今泉事業所

〒417- 0001
静岡県富士市今泉339-1

お問い合わせは アイ・ブロード

第７回東名グループ経営計画発表会

【駿東郡清水町】

※アンケートより一部抜粋

★採用におけるHPの大切さを実感いたしました。
他の企業さんと交流できる点がとても良かったです。

〜いちごいちえ〜

【御殿場市】

プラスチック包装資材の製造関連作業

【静岡市駿河区】

一語一得

0120-516-856

TEL：0545 - 30 - 6116
FAX：0545 - 30 - 6117

http://www.i-broad.co.jp
本社

〒417- 0001
静岡県富士市今泉1774 -1
（東名電機株式会社内）

0120 - 516 - 856

第7回東名グループ経営計画発表会
6月30日
（土）
グランドホテル富士にて社員が一同に集まり、経営方針発表や表彰がとり行なわれました。

代表取締役・部門長挨拶

記念講演
ふかだ のぼる

今年は沼津市議会議員の深田昇様を
お迎えして若者の政治参加について
ご講演いただきました。
東名グループは今年の7月で
50期に突入しました。
新たに戦略を立て、
更に会社を発展させるため、
今期も全社一丸で頑張ってまいります！

スローガン決定

5月に教室で反響をいただき、
バージョンアップしての開催！

プログラミング教育が2020年から小学校で
必修化されることに先駆け、“プログラミング的思考”を
楽しく学んでもらいました♪

環境ポスター表彰

ご来場の皆様の声

中央右：勤続30年 東名電機㈱
田島 直幸さん
中央左：勤続10年 東名電機㈱
福田 絵美子さん
左 ：勤続10年 ㈱アイ・ブロード 土屋 晋作さん

今回は「環境」をテーマにポスターを作成。
各部署から力作が集まりました。

ご参加いただいた皆様ありがとうございました！

7/28

7月の1DAYセミナー

バスボム作り体験

好きな色と香りを組み合わせて、
オリジナルのバスボム作り♪
模様も自分次第！子どもから大人まで
みんなで楽しく体験しました^^
東名グループで定めた評価項目に対して
11名が表彰されました。

優勝
東名電機 設備事業部

第2位
アイ・ブロード 人財ビジネス事業部

懇親会
同率3位
東名電機 総務部（左）、東名電機 群馬製造部（右）

司会はアイ・ブロード新入社員の
山本と小野田が務めました。
ばっちりオシャレして懇親会を
盛り上げました↑↑

※アンケートより一部抜粋

★「子どもとコミュニケ―ションをとりながら一緒に作れて良かったです」
★「またあったら参加したいです」

【土】

勤続30年と10年の3名が表彰となりました。
これからのご活躍も期待しています！

第2弾
こどもプログラミング教室

との嬉しいお言葉をいただきました。

全社から応募した東名グループ第50期スローガンは田村恒樹
さんの「育てよう考働力 繋げよう次世代の発想」に決定しました。
決定したスローガンは毎週月曜日の全体朝礼時に唱和されます。

評価項目表彰

【土】

開 催ート
レポ

今回は課題に沿ったプログラミングを行い、
「どうやったら思い通りに動くんだろう？」
と
子どもたちは一生懸命考えながら完成させました。
多くのご来賓の方に経営計画発表会、
懇親会にご参加いただきました。

永年勤続表彰

7/21

7月の1DAYセミナー

懇親会名物 大抽選会！！
幹事メンバーが体を張って
会場を盛り上げました！

色は
5色、
香りは
6種類から選べる、
見た目も可愛い
バスボム作り
体験。

今回のバスボムは、重曹&
クエン酸&塩で作ったので、
万が一お子様の口に入って
しまっても安心です。
お風呂に入れてスッキリ爽快☆
★今回講師をして下さった望月さんは、富士市でエステサロンを構え、
また姿勢・ウォーキングのレッスンもされています★

ご興味のある方はぜひチェックしてみてください。

http://kiraria.wp.xdomain.jp/（トリートメントサロン “キラリア”)

