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ご興味のある求人がございましたら
お気軽にご連絡ください♪
「一語一得を見た」とお電話にてお伝え頂くとスムーズです。
その他のお仕事は、アイ・ブロードHPをご確認下さい！
あなたに合ったお仕事がきっと見つかります^^

★7月からのお仕事！私服でOK！
★20代～50代の女性活躍中♪
仕事内容/

時 給/
時 間/

休 日/
期 間/
資 格/
待 遇/

CDやDVDなどのピッキング
を行います。未経験の方でもす
ぐに活躍できるお仕事です。
950円～1,000円（交通費含む）
9時00分～18時00分
※お時間についてはご希望を伺います。
日曜日（ご希望を伺います）
即日～長期
未経験OK！
車・バイク・自転車通勤OK、無
料駐車場あり、社会保険完備

【富士市大渕】

未経験OK！CD、DVDのピッキング

★Wワーク歓迎！日曜を含めた週3日もOK!
★未経験OK！20～50代の男女活躍中！
仕事内容/

時 給/
時 間/
休 日/
期 間/

資 格/
待 遇/

コンビニやホームセンターの商品を扱う物流セン
ター内にて、必要な商品を棚からピックアップし、出
荷先店舗別に仕分けするお仕事です。キャスターが
ついたカゴ台車に載せて商品を運びます。※お菓
子、トイレットペーパー等、扱う商品は様々です。
1,050円
13時00分～18時00分（休憩60分）
日曜日以外
即日～長期※スタート日はご
相談下さい。
未経験ＯＫ！
車・バイク・自転車通勤OK、
無料駐車場あり、交通費一部支給、
ロッカーあり、休憩室利用可

【富士市大淵※中野交差点より車で6分】

≪日曜午後のみ≫生活雑貨のピッキング・仕分け

★未経験の方でもじっくり育ててくれます！
★フレックス制の勤務も可能です♪
仕事内容/

時 給/
時 間/

休 日/

期 間/
資 格/
待 遇/

車に搭載する光通信の開発、評
価、試験のお仕事です。※難しい
知識は一切必要ありません♪
1,200円～1,300円　※経験・スキルによる
8時30分～17時30分（休憩60分）
※フレックス制も就業可能です！
土・日・祝日、GW、夏季休暇、年末年始
※会社カレンダーによる
即日～長期
未経験ＯＫ！PCの基本操作ができる方
制服貸与、車・バイク・自転車通勤
OK、無料駐車場あり、交通費規定
支給、ロッカーあり、社会保険完備

【裾野市※岩波駅から徒歩20分】

未経験歓迎のテスト評価(車載機器)

★扶養内勤務OK！残業はありません♪
★学歴不問！20代～50代の女性活躍中！
仕事内容/

時 給/
時 間/

休 日/

期 間/
資 格/
待 遇/

エアコンの部品を製造している工場内の部品製造ラインでの業
務です。①ラインへの部品供給（ブラ製の軽い部品を箱から出し
て並べる）②部品の取り付け③検査器具での検査 ④目視検査・箱
詰め＊未経験の方でも安心してできる簡単な作業内容です！
1,050円
8時00分～17時00分（休憩60分）
※9時～15時等の短時間勤務もOK！ご相談下さい。
土・日、GW、夏季休暇、年末年始
※基本、土日休みですが、ご相談下さい。
即日～長期 ※入社日応相談
未経験OK！
車・バイク・自転車通勤OK、無料駐車場あり、交通費一部支給、
社会保険完備、お弁当注文可、ロッカーあり、髪型・服装自由

【富士市南松野　　　　　　　　　】

時短勤務OKの最新エアコンの部品組立

★学校行事等、融通が利く職場♪
★男性で機械操作の仕事もあり♪
仕事内容/

時 給/
時 間/

休 日/

期 間/
資 格/
待 遇/

ティッシュの外装箱などの加工された加工紙の仕
上がりチェックや枚数確認などを行います。検査
後、梱包作業をして頂きます。※スタッフ4名中！研
修やサポートがあるので未経験でも安心です。
1,000円～1,100円
8時00分～16時30分（休憩60分）
※繁忙期は残業が月に10時間程度ありますが、その他はほぼありません。
土・日・祝日、GW、夏季休暇、年末年始
※会社カレンダーあり（月に1回土曜出勤あり）
即日～長期
未経験ＯＫ！（資格取得支援制度あり）
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、休憩室・食堂利用可

【富士市今泉または比奈】

未経験OK！紙製品の検査・梱包

★大量採用実施中！お友達同士の応募OK！
★未経験OK！20代～50代の女性活躍中♪
仕事内容/

時 給/
時 間/

休 日/
期 間/
資 格/
待 遇/

工場内での化粧品の組立・検査業務。化粧品ボト
ルのキャップを閉めたり、ファンデーションのケー
スの組立などを行います。※お化粧品売り場に置
いてある有名ブランドの化粧品を扱います。
1,100円～1,150円
9時00分～18時00分※9時00分～17時30分
などお時間についてはご相談下さい。
土・日・祝日、GW、夏季休暇、年末年始　※会社カレンダーあり
即日～長期
未経験OK
制服貸与、車・バイク・自転車通勤OK、無
料駐車場あり、交通費規定支給、社会保険
完備、ロッカーあり、休憩室・食堂利用可

【御殿場市】

組立・検査などの軽作業（化粧品）

身の周りを整理・整頓しよう♪

3/17
【日】

～いちごいちえ～～いちごいちえ～～いちごいちえ～

一語一得

Vol.482019.04

※富士川橋または
　蓬莱橋から車で10分

アスルクラロ、ホーム開戦!

アスルクラロ沼津×東名グ
ループのクリアファイルがつ
いに完成♡アスルクラロの
ホーム開幕戦では、約2500
名のお客様に配られました。
選手1人1人の顔と名前が
載っているクリアファイルは
珍しいと大評判♪
今後も東名グループのイベン
トや会社説明会で配られます
のでゲットして下さい♪

3/17（日）にアスルクラロのホーム開幕
戦が愛鷹広域公園多目的競技場で行わ
れました。東名グループからも約30名で
当日は応援に行きました！
結果は惜しくも0対０の引き分けでした
が、次回に期待しています！4月の今後の
試合は、4/28にロアッソ熊本と対戦しま
す。
また、来場者には静岡県民のソウルフー
ドの「のっぽパン」が応援に来た方々に配
られました♪嬉しくて、貰った直後に皆で
いただきました。

4月に入り、新入社
員の皆さんが入社す
る、職場も多いので
はないでしょうか?
新入社員の皆さんを
気持ちよく迎えられ
るよう、まずは自分
の身の周りを見て、
整理・整頓ができて
いるか確認してみま
しょう。
ただ“綺麗に並べ
る”のではなく、「い
るもの」と「いらな
いもの」を分け、い
らないものは捨て、
いるものを使いやす
い場所に置くことが
大切です。そうする
ことで、かなり探す
時間が削減されま
す。整理・整頓は仕
事の効率化に繋がり
ます。気持ちの良い
環境でお仕事ができ
るよう、職場の皆さ
んで、整理・整頓を
意識していけたらい
いですね。



3/11
【月】

3/23
【土】

4/20
【土】

東名グループ
委員会活動紹介

東名グループでは、グループでのイベントや業務をより円滑に進めることができ
るようにする為、委員会が9つあります！
年々、委員会活動が活発化しており、スムーズに東名グループとしての活動を行う
ことができています。
今回はどんな委員会があるのかをご紹介致します♪

・社内研修では得られない発想や創造力が生まれ、それぞれの異なる視点や価値観
　などに触れることができ、自分の課題（意外と視野が狭かった等）が発見できた。
・クレープ作りを通して皆が笑顔になった。
　「いいね！」という声が多く飛び交っていた。
・クレープ作りを体験しながらチームビルディングを学ぶということでどのような　
　研修かと思っていたが、初めてクレープを作り、また同僚と一緒に業務とは異なる
　体験をすることで、とても楽しい研修になった。

東名グループ
委員会活動紹介

1年間のイベント（打上げ、社員旅行等）の
計画～実行までを行っています。
いつも面白い企画を立てて頂き、
皆で楽しみつつ、交流を
深めることができています。

H30年
年度末打上げ

❶幹事委員会

CSRとは「Corporate Social Responsibility」の略語で、
日本語に訳すと、「企業の社会的責任」という意味になります。
一般的には、収益を求めるだけでなく、環境活動やボランティ
ア等の社会貢献活動のことを言います。
東名Gの活動ですと主に「富士山清掃」の計画、運営を行います。他に
も防災訓練の実施等、安全に関わる活動を積極的に企画しています。

❷CSR委員会

名前の通り、東名G全体の3拠点（第一工場・第二工場・群馬工場）での朝礼がスムー
ズに行えるよう毎朝準備しています。3拠点朝礼開始時は音声トラブル等が多くあり
ましたが、改善を重ね、トラブルが減りました。また、東名Gで月1回行っている「改善
提案会議」のとりまとめ、進行や、経営計画発表会等の会では、挨拶隊としてお客様
やスタッフを元気な挨拶で迎え入れる役割があります。

❸挨拶・朝礼委員会

社員へ健康診断実施の促しやラジオ体操講習会を開いたり、
社員の健康増進を図る為に活動しています。
昨年は精神面に重きを置き、富士市より講師の方をお招きし、
メンタルヘルスセミナーを開催。
ストレスとの上手な付き合い方を皆で学びました。
スポーツエールカンパニーを取得できたのも、健康・給食委員
会中心に積極的に動いてくれたからです。

❹健康・給食委員会

社内の整理・整頓の為に、月に1度巡回をしています。職場を綺麗にす
ることは、利益に直接結びつきにくく、「時間がある時に整頓を」と思
われがちですが、2S巡回では綺麗かつ生産性を高める為に、各部署
の改善点を指摘し、改善を行ってもらうよう促す活動をしています。

❺2S委員会

交通安全管理者講習を受け、社員へ交通
安全の意識を高める為に声掛けを積極
的に活動しています。
何か大勢が集まる東名Gのイベント時に
は駐車場整備を行い、皆がスムーズに駐
車できるように案内をします。

❼交通安全委員会
社用車の管理を行っています。
車検の日程の確認、実施や車内の整備な
どを行う委員会です。
昨年まで交通安全員会が行っていた業務
を分割させ、新たに誕生した委員会です。

❻車両管理委員会

各イベント時の写真撮影や集合写真の撮
影を行います。記録を残すことで1年の
活動を振り返ることができています。

❾記録委員会
新入社員教育のスケジュールを立てた
り、高校や中学、大学からのインターン
シップの受入等を行っています。

❽教育委員会

全社員が委員会に属しているわけではありませんが、委員会メンバー
以外も通常業務を行ってくれているので、影のサポートがあることを
忘れてはいけない、と新年朝礼で上柳社長からお話がありました。
今後も社員同士、協力し合いながら、会社をさらに発展させる
ことができればと思います！

春のお出かけ情報

「富士ばら祭り」「富士ばら祭り」

だんだんと暖かくなってきましたね。そんな春に
家族、お友達とお出かけできるスポットをご紹介♡

毎年5月に富士中央公園にて開催!
※富士市の花は「バラ」なんです!

［内 容］［内 容］
● バラの写真展、切花展、
　 鉢植えの展示
● ローズヒップティーの試飲
● 飲食ブースの出店
● ローズの香りの
　 ハンドマッサージ♪
● バラの苗の販売
　などなど盛りだくさん♪

2019年5月12日（日）
9時～15時日 時

中央公園イベント広場
（富士市永田町2丁目112）会 場

「富士ばら祭り」詳細 「まだ夏じゃないから…」と言って、紫
外線対策を怠っていると、お肌トラブ
ルに繋がります。春こそ紫外線対策を
万全にお出かけしましょう！紫外線に

は、UV-BとUV-Aの2種類があり、「日焼け」と呼ば
れるものはUV-Bにあたります。UV-Bは7～8月に
最も多く降り注ぎますが、UV-Aは夏だけでなく、4
～5月にかけて高くなり真夏の紫外線量に並ぶほ
どと言われています。紫外線を浴びるとお肌は乾
燥し、ハリや弾力がなくなり、シワやくすみに繋が
ります。日焼け止めを塗るだけでなく、保湿も忘れ
ずに行いましょう。

チームビルディング研修

参加した社員の声

　静岡県で有名なクレープのお店「オレンジポット（有限会社ひと津）」さんが企画・運営す
るチームビルディング研修をアイ・ブロードの一部メンバーで受けさせて頂きました。
　研修では、アイ・ブロードの社員が2つのチームに分かれ、自分たちで考えたクレープ
を作ったり、また、販売することを想定して、どんな人にどんなクレープを食べて欲しいの
かターゲットを決めて新メニューを考えたりしました♪
　役職や職種が違うメンバーと話し合う中で、いつもの仕事では中々知ることのできな
いメンバーの一面を知り、また、チームで1つのものを考えて形にする楽しさを体感するこ
とができました^^
　クレープを焼く舞台が用意されていたり、最後には1人1人に修了証を贈呈してくれた
りと、研修内容はもちろん、オレンジポットさんのおもてなしの心を学ばせて頂きました♡

2Sの意識付のために、各部署、改善事項を掲示!

富士ニュースに
も掲載!

☆研修の様子☆

今回、素敵な研修を受けさせてくれたオレンジポットさんの
焼きたてクレープは静岡県内4店舗で食べることができちゃいます♡

社長も一緒に研修に参加！
クレープを作りながらだったので、
皆が終始笑顔の研修でした♪

オレンジポットの
情報をLINEから
GETしよう♡

ホームページはコチラ→http://www.orangepot.net/

4月10日～5月9日の限定クレープ!

【アボカドベーコンエッグとろけるチーズ】
アボカドにベーコンに目玉焼きにチーズなどなど具が
盛りだくさん！ボリュームがあるのでランチにいかがで
すか^ ？̂
「クレープは甘いもの」と思いがちですが、最近はお惣
菜クレープも大人気。とくに、オレンジポットさんのお
惣菜クレープはもちもちのクレープ生地とレタスやハ
ム等の具材が相性バツグンでリピート間違いなし♡　
甘いクレープやお惣菜クレープ合わせてメニューは50
種類以上！さらに日替わりクレープもありますよ♪

まだ食べたことのない方は、是非、美味しい愛情たっぷりのクレープを下記4
店舗で食べてみてください♬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

★サントムーン柿田川 アネックス店（駿東郡清水町伏見58-1）

★イオン富士宮店（富士宮市浅間町1-8 イオンショッピングセンター1F）

★富士八幡町店（富士市八幡町6-3 マックスバリュ富士八幡町店1F）

★富士吉原店（富士市国久保2-1-10 アピタ富士吉原店1F）

3月の1DAYセミナー

パーソナルカラー診断パーソナルカラー診断
東名電機&

アイ・ブロード共同開催

4月の1DAYセミナー

東名電機&
アイ・ブロード共同開催

Mahana Methodから、代表の望月さま（ビューティーライフプランナー メイクアップ講
師）、仲澤さま（カラリスト セラピスト）、遠藤さま（J-color協会パーソナルカラー活用ア
ドバイザー MCA協会メイクカラー®アナリスト）の3名のプロに来ていただきました^^

まず1対1で、どんな色が自分の魅力を引き立ててくれるパーソナルカラーなのか診断を
していただき、また参加者が女性のみだったこともあり、今回はメイクレッスンまで♪
同じ色でも少しトーンが違う洋服を身に付けるだけで、少しチークの色を変えるだけで、
少しメイクのコツを知るだけで…。
自分が見ても周りの人が見てもより素敵に変わった参加者の皆さんを見て、私たちもと
てもハッピーな気持ちになりました^^

診断結果を基に、これから洋服選びやメイクもより楽しくなりますね^^
ご参加くださった皆様、改めてありがとうございました！

～参加者様より（一部抜粋）～
・個別で丁寧に教えていただけて、
　とても楽しかったです。
・自分のベース色が思っていたの
　と違ったので知れてよかったです！

▶▶ご興味のある方はぜひHPをご覧ください^^
Mahana Method（マハナメソッド）
▶http://www.mahanaclub.com/

10時～11時
200円
東名電機㈱京セラソーラーＦＣ
（富士市原田621-1）

時　間：
参加費：
場　所：

10名定　員：

★お申込み★★お申込み★★お申込み★
☎：080-4923-1100☎：080-4923-1100☎：080-4923-1100（1dayセミナー担当）（1dayセミナー担当）（1dayセミナー担当）

ネットからも
申込受付中!
QRコードで簡単!

自分の好きな色でスライムが作れちゃう!
社員の方はもちろん
ご家族やご友人も大歓迎♪
子供から大人まで楽しめるセミナーです。
皆さんのご参加お待ちしております^^

同時に「第10回富士山オールドカーフェスタ」
開催中！国内外のクラシックカーが
中央公園に90台集合♪
グッズや飲食ブースも並びます！
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