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㈱ティーアイビー　富士山ソーラー㈱　㈱アイ・ネクスト

ひとりひとりに合ったお仕事をご紹介致します！
「もっと稼ぎたい」「家から近い職場がいい」「土日祝休みがいい」「残業が少ない仕事がし
たい」「新しい仕事に挑戦したいけど、自分にはどんな仕事が向いているのかわからない
…」など、人によって色々な悩みがあると思います。そんな時は一度、アイ・ブロードへお電
話下さい。たくさんのお仕事の中からあなたに合ったお仕事を紹介致します♪
仕事内容の説明や職場の見学会など、随時開催しております！
まずはお気軽に下記連絡先までご相談下さいね^^

★弊社スタッフ活躍中で安心♪
★未経験OK！20～40代の女性活躍中！
仕事内容/

時 給/
時 間/
休 日/

期 間/
資 格/
待 遇/

クリーンルーム内でのサプリメントの
目視検査、包装、箱詰め、清掃作業※ラ
イン作業です。※製品はスティックボト
ルタイプ・ボトルタイプなど様々です！ 
950円～1,000円
8時00分～17時00分（休憩60分）
土・日、GW、夏季休暇、年末年始
※会社カレンダーあり。祝日出勤はご相談下さい！時短もOK!
即日～長期 ※入社日はご相談下さい！
未経験OK
制服貸与、車・バイク通勤OK、
無料駐車場あり、交通費規定支給、
社会保険完備、お弁当注文可

【富士市伝法※エテルナの近く】

サプリメントの包装・検品

★CADの経験ソフト不問♪
★20～40代の女性活躍中！
仕事内容/

時 給/
時 間/
休 日/

期 間/

資 格/
待 遇/

機械設備メーカーにて、CADを使用した図面データ作成
や修正業務。その他、図面の出図やPCでのデータ入力が
あります。※AutoCADとSolidWorksを使用していま
すが、経験のあるCADは不問！※設計者から依頼をもら
いながら業務を遂行します。ブランクがある方もOK！
1,450円～1,550円 ※経験・スキルによる
8時00分～17時00分（休憩60分）※残業少なめ♪
土・日・祝日、GW、夏季休暇、年末年始、
他長期休暇あり※会社カレンダーあり
即日～長期（入社日応相談）※現在 就業中で、
退職予定がない方もお気軽にご応募下さい！
パソコン系スキル(Word、Excel)、CADの経験（種類は不問）
制服貸与、車・バイク・自転車通勤OK、無料駐車場
あり、交通費一部支給、お弁当注文可、ロッカーあり

【沼津市原※JR原駅より徒歩20分】

《経験ソフト不問》CADオペレーター

★パソコンやインターネットに詳しい方なら未経験OK！
★人と関わる仕事に就きたい方にオススメ♪
仕事内容/

時 給/

時 間/
休 日/
期 間/
資 格/
待 遇/

病院内に常駐し、院内で稼働している情報システムソフトウエア（電子カル
テ）に関するヘルプデスク業務。病院の職員への操作方法の指導や、問い合
わせ時の対応、故障などのトラブル対応を行います。※事前に製品に関す
る研修がある為、情報システムに関するヘルプデスクなどの経験がなくて
も、PCやインターネットに詳しい方であれば問題無く対応できます。
1,500円～1,600円
※経験・スキルによる※月収22万5千円以上も可能！
9時00分～17時30分（休憩60分）
土・日、他会社カレンダーによる
即日～長期（入社日応相談）
未経験OK！パソコン系スキル（Word、Excel）あれば尚可
バイク通勤OK、交通費規定支給、
社会保険完備

【静岡市清水区】

ヘルプデスク（医療機関向けシステム）

★急募！男性スタッフ1名募集中！
★シニア応援企業！学歴・年齢不問！
仕事内容/

時 給/
時 間/

休 日/

期 間/
資 格/
待 遇/

食品原料の充填準備、充填された容器の出荷準備、改修され
た容器の洗浄等※充填作業は機械作業と手作業があり、現場
によって異なります※サポートがあり初めての方でも安心♪
1,200円～1,300円 ※経験・スキルによる
8時00分～16時00分（休憩60分）
※残業が月10～20時間程度あり
日・祝日、年末年始、10月連休あり、その他長期連休あ
り※会社カレンダーあり※土曜日隔週出勤も相談可
即日～長期 ※入社日はご相談下さい！
未経験OK ※フォークリフト免許があれば尚可
制服貸与、車・バイク通勤OK、
無料駐車場あり、交通費規定支給、
社会保険完備、お弁当注文可

【富士市田島※吉原駅より車で5分】

原料の出荷準備、洗浄作業

★頑張った分だけしっかり評価してくれる職場！
★未経験者も大歓迎！正社員も目指せます◎
仕事内容/

時 給/
時 間/

休 日/
期 間/
資 格/
待 遇/

お客様からの原料となるアルミ缶の仕入れ。営業開始当初
は先輩とスケジュール管理を行い、慣れてきたら自分でスケ
ジュールを組み、お客様先に営業活動を行って頂きます。※
仕入れ方法や研修に関しての丁寧なサポート付き！※3ヵ月
間は営業で活かす知識を培う為、現場での 研修があります。
1,200円～1,300円
8時00分～17時00分※フレックス制適用あり
※現場研修時は時間が異なり、3交替です。
土・日・他長期休暇あり ※現場研修時はシフトによる
即日～長期（入社日応相談）
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、
お弁当注文可、ロッカーあり、社会保険完備

【駿東郡長泉町】

《現場研修あり》営業職

★Wワーク大歓迎！専門学生、大学生も歓迎！
★単発のお仕事♪空いた時間の有効活用に♪
仕事内容/

時 給/
時 間/
休 日/
期 間/
資 格/
待 遇/

イベント実施告知のチラシや風船を配り、イベント
ブース集客を行います。簡単な商品PRや接客を行い
ますが、研修を行うので未経験の方も安心して取り組
めます。業務は少しずつ身に付けていけば大丈夫！※
大量採用実施中！元気な呼び込み+笑顔があればOK！
1,400円～1700円※経験・スキルによる
11時00分～19時00分（休憩60分）
シフトによる（土日祝のみの勤務）
即日～長期（入社日はご相談下さい）
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、
ロッカーあり、休憩室利用可

【静岡市（静岡市を中心に東部または西部エリア各地）】

月3日でもOK！イベントスタッフ

～いちごいちえ～～いちごいちえ～～いちごいちえ～

一語一得

Vol.512019.07

6月中旬には新潟、山形で大きな地震がありました。静岡県も南海ト
ラフ地震や東海地震がいつ起きてもおかしくないと数十年前から言
われています。事前に備えることができることは家庭でも職場でも備
えていきましょう。東名グループでも定期的に防災訓練を行っていま
す。毎年、社員だけで行っている訓練ですが、今年の5月には消防署
の方々にご来社頂き、実際に通報から始め、消火器訓練までを行いま
した。

こんにちは！今月号からこのコーナーを
担当させていただきます、
今年度新入社員の千葉夕里佳です！

災害に備えましょう!

★消火器の使い方★
※「ピノキオ」で覚えると簡単です♪

ピ・・・ピン（安全栓）を外す
ノ・・・ノズルを外す
キ・・・距離をとる
オ・・・押す（レバーを押す）

また、目的物の手前から、箒で掃くように徐々に水をかけていくと目的
物に当たりやすくなるそうです。
いつ起こるかわからない災害。日頃から気を付けていきましょう。
家の防災グッズの使用期限、非常食などの賞味期限の確認も定期的に
行い、いざという時に使えるようにしておきましょう。

今月の1枚

ここでは、一か月のなかでこれだ！
と思ったベストショットを
紹介していきたいと思います。
今後とも、よろしくお願いいたします！！！
　さて、今月ですが、
今月は三島にある「楽寿園」という
ところに行ってまいりました。
動物や自然がたくさんの、
規模が大きい公園のようなところです。

その中でこのアルパカに
一目ぼれをしてしまいました♪
とても面白い&かわいい
アルパカをみなさまにも
ぜひ本物を見ていただき
たいです！（千葉 夕里佳）



　東海4県から集まった、約400人の乗船者の方々と生
活を共にし、「前向きに挑戦できる人材育成のために」・
「未来志向の関係構築のために」・「生涯の仲間を求め
て」という基本方針のもと行われる7泊8日の洋上研修
です。

☆プロのサッカー選手が教えてくれる！☆
7/31
【水】

東名電機&
アイ・ブロード共同開催 7月の1dayセミナー＜第2弾＞

新入社員「里方 俊さん」挑戦!新入社員「里方 俊さん」挑戦!新入社員「里方 俊さん」挑戦!

誰もが挑戦できる輝く東海の実現誰もが挑戦できる輝く東海の実現誰もが挑戦できる輝く東海の実現
～One Tokai 航海～～One Tokai 航海～～One Tokai 航海～

とうかい号に乗船!とうかい号に乗船!とうかい号に乗船!
新入社員「里方 俊さん」挑戦!

誰もが挑戦できる輝く東海の実現
～One Tokai 航海～

とうかい号に乗船!

とうかい号とは!?

とうかい号の様子

これから船に乗ります！

ついに出航！

乗船中の様子♪

おかえり！！！　

6/8
【土】 第22回

富士山クラブ
清掃活動報告

6月8日に、大渕公園周辺にて清掃活動を行いました。開始当初は小雨が
降っていましたが、しばらくすると雨も上がり、夏のような暑さの天気と
なりました！より楽しみながら清掃活動ができるよう、今回の清掃活動で
取り入れたのは「宝探し」ゲーム☆清掃場所に隠された宝を探し、あたり
をGetしたチームには嬉しいプレゼントが♪子供から大人まで楽しめる
内容となりました♪
今回も東名グループ社員とその家族、お客様にご参加頂き、天候が悪い中
でしたが、総勢114名で行うことができました！ご参加くださった皆様あ
りがとうございました^^　また、この長年にわたる活動が称えられ、富士
山クラブより、表彰されました。今後も富士山の見える町を綺麗にしてい
きましょう！

年2回行っている清掃活動。次回は秋頃を予定しております。
次回以降も一緒に取り組んでくださる方を募集しておりますのでご興味
のある方は東名グループにお問合せ下さい♪

今年の夏休みは親子で楽しくサッカー�
プロのアスルクラロ 濱選手とサッカーをしよう！
全くサッカーをやったことがない方も楽しめる内容となっております。

アスルクラロ×東名グループ

親子サッカー教室

時　　間
参 加 費

14：00～15：30
親子一組につき500円
※ご兄弟で参加される場合、2名様以降はお一人様につき200円

持 ち 物 サッカーボール（お持ちでない方はお貸し致します）
飲み物、タオル、室内用の運動シューズ

場　　所 富士市立富士体育館（富士市御幸町8-1）

対象年齢 4歳～小学2年生※大人の方と一緒にご参加ください
定　　員 30組
講　　師 アスルクラロ山崎コーチ・濱選手

2019ａｚｕｌｃｌａｒｏ©

その他詳細は、1dayセミナー担当まで！
TEL：080-4923-1100

Web申し込みは
コチラ♪

とうかい号インタビュー!

Will

Was

Now

とうかい号の今のイメージは？
話しあいが多いので話す力が
つくと思うし、何より楽しそう！

目標は？
やはり話す力を
つけることかな

本音の気持ちは？
ぶっちゃけ不安はあります…。

最後に意気込みをどうぞ！
期待されているので、
それを超えられるくらいの
人間になって帰ってきます！！！

辛かったことは？
自宅に着いた瞬間、疲れがどっと出たこと。
陸酔いが数日続きました…。

本音の気持ちは？
下船することが惜しくなりました。
またあのチームで集まる機会を作りたいです。

自分への評価は？
10点満点中8点かな。 8割がたしっかりできていたと思います。

最後に一言！

一週間が短いと感じるほど濃密な時間であり、
乗船中の全ての経験が自分の糧になりました。
これからそれらを活かして自分がどれだけ
成長できるか楽しみです。

船の中はどんな感じ？
海が広い！日により波の高さが
違ってスリルがあります。

ごはんは美味しい？
豪華客船だけあって、
高価な味がします。
台湾の料理は独特の味付けが
されていておいしいです。

本音の気持ちは？
船酔いで辛くはやく帰りたい…。
でも、メンバーと打ち解ける
ことができて精神的に余裕が
できてきて楽しく過ごせています！

乗船者プロフィール
名 前
誕 生 日
趣 味
好 き な 魚
夏にしたいこと

： 里方　俊
： 1995/06/05　
： 歌・スポーツ
： ブリ
： 超長い流しそうめん!

夏休み !
平日開催 !

DF：濱　託巳 選手
はま　 たくみ

協力：アスルクラロスルガ（株）

詳細ご案内中!
でも

≪体験内容≫
・親子で体操　・鬼ごっこ　・ボール遊び
・子供vsお父さんお母さんの試合
※親子で体験する内容となっています。


