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★急募！短期のお仕事♪　★経験や資格は不要！
仕事内容/

時 給/
時 間/
休 日/
期 間/
資 格/
待 遇/

コンクリート二次製品の製造に関するお仕事です。完成したコンクリートを型枠から外す、外したコン
クリートを清掃し、コンクリートを組み立てたりもします。＊型に生コンを流した製品を型から外し、
フォークリフトの運搬の人に渡します。＊難しい作業はありませんので未経験の方でも活躍できます！
1,150円＋交通費
8:00～17:00
土日祝休み、GW、夏季休暇、年末年始※土曜日は会社カレンダーによる
即日～2020年3月末（入社日応相談）
未経験OK
制服貸与、車通勤OK、バイク通勤OK、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、お弁当注文可能

【富士市中里】

（短期）コンクリート製品の製造
★2交代勤務でガッツリ稼げる！　★20代、30代、40代、50代の男性スタッフ活躍中！
仕事内容/

時 給/
時 間/
休 日/
期 間/
資 格/
待 遇/

自動車部品の検査・バリ取り業務や鋳造に関わるお仕事になります。
未経験から始める方が多いので安心して働けるお仕事です。
1,200円～＋交通費　※22時以降は時給1,500円以上
①8：00～17：00　②20：00～5：00　※1週間ごとの2交替勤務
土日祝休み、GW、夏季休暇、年末年始※会社カレンダーあり
即日～長期（入社日応相談）
未経験OK
制服貸与、車通勤OK、バイク通勤OK、無料駐車場あり、
社会保険完備、交通費規定支給、お弁当注文可能、
ロッカーあり、休憩室利用可

【田方郡函南町塚本】

自動車部品の製造に関わるお仕事

★急募！未経験OK！　★かんたんな軽作業！
仕事内容/

時 給/
時 間/
休 日/
期 間/
資 格/
待 遇/

インスタント麺やデザートの食品容器を製造している工場でのお仕事
です。ライン工程内で食品容器の検品、箱詰め作業を行います。印字ミ
スや傷がないかを確認し、決められた個数を箱に入れていきます。
1,200円＋交通費
8：00～17：00（休憩60分）
土日祝休み、GW、夏季休暇、年末年始、会社カレンダーあり
即日～長期（入社日応相談）
未経験OK
制服貸与、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

【富士宮市猫沢】

食品用カップの検品や箱詰め

★未経験から始めるスタッフ多数♪　★残業はほとんどありません♪
仕事内容/

時 給/
時 間/
休 日/

期 間/
資 格/
待 遇/

工場内にて、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行います。検査後、梱包作業をします。
1,000円～1,100円＋交通費
8：00～16：30（休憩45分）
土日祝休み、GW、夏季休暇、年末年始、
※月に1回土曜出勤日あり、会社カレンダーあり
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、
社会保険完備、交通費規定支給、お弁当注文可能、ロッカーあり

【富士市比奈】

紙製品の仕上がりチェック・梱包

★未経験から始めたスタッフ活躍中！　★大手工場内で安心、安定◎
仕事内容/

時 給/
時 間/
休 日/
期 間/
資 格/
待 遇/

大手工場内での音楽ディスク、化粧品、アパレル用品などのピッキング作業です。伝票や指示書に記載されている数量を
集め、所定の位置に運びます。重たいものを持つことが苦手な方でも安心できる重さで、難しい知識やスキルも必要の
ない軽作業です。出荷する商品をパソコンやタブレットに入力しますが、数字を入力するのみなので難しくありません。
1,100円＋交通費
9：00～18：00（休憩60分）
土日休み、GW、夏季休暇、年末年始、会社カレンダーあり
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、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

【御殿場市】

化粧品やアパレル用品等のピッキング

★未経験者向けの研修があるので安心！　★事務やテレフォンオペレーターに興味がある方必見！
仕事内容/

時 給/
時 間/
休 日/
期 間/
資 格/
待 遇/

法人のお客様が使用する、電子機器の使用方法や買い替えに関するお問い合わせを電話にて対応するお仕事です。お客様から機器の状態をヒアリングし、データベー
スの情報と照らし合わせながら回答をします。入社してしばらくは研修があるので、業務の基本から取り扱う製品の知識まできっちり勉強してから1人立ちするように
なります。また、知識がつくまでは基本的には電話での受付業務のみを行います。＊こちらから電話をかけることはありません。また、クレーム受付ではありません。
＊未経験者向けの研修がありますので、未経験の方でも安心してご応募下さい。＊何らかのコールセンターやヘルプデスクの経験者はその経験が活かせます！
1,350円～1,450円＋交通費　※経験・スキルによる
8：45～17：30（休憩45分）
土日祝休み、GW、夏季休暇、年末年始※会社カレンダーあり
即日～長期（入社日応相談）
未経験OK
バイク・自転車通勤OK、社会保険完備、交通費一部支給、ロッカーあり、休憩室利用可、食堂利用可

【三島市松本】

コールセンター受信業務

★研修があるので未経験でも安心♪　★完全週休2日制♪
仕事内容/

時 給/
時 間/
休 日/
期 間/
資 格/
待 遇/

大手医薬品メーカーの工場にて、クリーンルーム内での固形剤（錠剤）の製造補助作業で
す。原材料を搬入し、専用の計量機械で計量します。その作業が終わり次第、後の工程に送
り出します。併せて作業場所の清掃や使用機材の分解製造や組み付け作業も行います。
1,250円＋交通費
8：00～16：50（休憩60分）
土日祝休み、GW、夏季休暇、年末年始、会社カレンダー有り（年間休日121日）
即日～長期（入社日応相談）
未経験OK
制服貸与、車通勤OK、無料駐車場あり、社会保険完備、交通費一部支給、
お弁当注文可能、ロッカーあり、休憩室利用可、食堂利用可

【富士宮市外神】

医薬品の製造補助

～いちごいちえ～～いちごいちえ～～いちごいちえ～

一語一得

Vol.572020.01

昨年は、新しい求人サイトがオープンしたり、WEB面接を開始したりと、変化があった1年でした。一語一得には、お仕事情報を数件ピックアップして
おりますが、求人サイトには、200件以上の求人掲載がございます♪是非、「アイ・ブロード」で検索してホームページに遊びに来てください♪
本年も、皆様もお役に立てるよう、社員全員で努めてまいりますので、どうぞ、宜しくお願い致します。

あけましておめでとうございます。2020年もどうぞ、宜しくお願い致します。　－社員一同

★急募！複数名募集中！　★研修や丁寧な教育があります♪
仕事内容/

時 給/
時 間/
休 日/
期 間/
資 格/
待 遇/

大手工場内にて出荷前の配電盤、制御盤の動作確認をチームを組んで行います。指示者の指示通りに作業を行い、
しっかり動作するかをチェックします。具体的には、製品内の様々な部分を1ずつチェックしていく地道な作業です。
＊1人でやる仕事ではないので安心です！＊研修をしっかり行うので安心してスタートできます！
1,200円～1,400円以上＋交通費
8：10～16：45（休憩50分）
土日祝休み、GW、夏季休暇、年末年始、会社カレンダーあり（年間休日130日）
即日～長期
未経験OK（電気工事士の資格お持ちの方大歓迎！）
制服貸与、車・バイク・自転車通勤OK、社会保険完備、交通費規定支給

【沼津市東間門】

大手工場内での電気製品試験



今月の1枚
みなさんこんにちは！千葉夕里佳です。みなさんこんにちは！千葉夕里佳です。
2020年ということで、アイ・ブロードは20周年を迎えました！
私事ではありますが、実は私もアイ・ブロードと同じく20歳を迎える年でして、
なんとアイ・ブロードと同い年だったんですね！新事実です！

さて、今月は地元のカフェ「比奈カフェ」へ行ってまいりました。
私が食べたのは、こちらの愛鷹牛のハンバーグです。
とてもやわらかくジューシーなお肉で、食べやすくおいしかったです♪

他にも、たくさんの種類のケーキ
がありましたが、今回はハンバー
グで満足してしまいました・・・。
次こそはケーキに挑戦してみよ
うと思います！
みなさんもぜひ、いってみてくだ
さい。

昨年4月より、「有給休暇5日間の取得」が義務づけられましたね。
有給休暇は働く方の心身のリフレッシュを図る目的として与えられています。
仕事を進めていくうえで「オンとオフ」は大事なので皆様しっかりと有給休暇を取得してリフレッシュしましょう！

本年もどう
ぞ

よろしくお
願い致しま

す！

2019年4月より「年5日の年次有給休暇の確実な取得」が義務付けられました。

体育奨励施設・契約保養所利用補助について

2/13
【木】

東名電機&
アイ・ブロード共同開催

アロマキャンドルヨガアロマキャンドルヨガアロマキャンドルヨガ

★夜ヨガ★

2020年2月の1dayセミナー

時　間：
参加費：
持ち物：

講　師：
定　員：
場　所：

19：00～20：30
1,000円
ヨガマット、飲み物、フェイシャルタオル、バスタオル　
※ヨガマットが無い方は貸出OK!事前にご連絡ください。
Rela yoga　瀬戸沙織 様
先着15名様！！
㈱アイ・ブロード　2Ｆ（富士市今泉339-1）

≪申込み≫ 080-4923-1100（1dayセミナー担当）

平日の夜
開 催

11月に開催した「リラックスアロマヨガ」が
パワーアップして帰って来ました！

今回は1dayセミナー初の試み”平日夜”の開催です！
アロマキャンドルを灯した中で音楽と香りに
癒されながらヨガをしてみませんか？

≪お仕事帰りの皆さまにも是非オススメ！！！≫
寒い時期が続き身体がかたくなってしまっている方、
日々のお仕事や家事育児で疲れが溜まっている方・・・

リフレッシュするチャンスです♡
初めての方でもお気軽にご参加いただだけますよ♪

お申込みお待ちしております。

うなぎ社長より
新年のご挨拶

Facebookからも
詳細ご案内中!

②有給取得時季について

2020年がスタートしましたが、皆様いかがお過ごしで
しょうか。今年の夏には東京オリンピックが開催され、日
本中に世界から多くの人達が来日されます。
国はこの機会を最大のチャンスと捉え、海外に日本をPR
する絶好のチャンスと考えています。
その反面、モノづくりの世界では「働き方改革」を進め、
徹底して効率化をはかる施策をたくさん打っています。
そこで私たちは更なる効率化を進めて、次の時代にいち
早く挑戦できる会社をつくる必要があります。
ピンチはチャンス、打つ手は無限にあります。
今年はきっといいことがあると信じて、全社一丸で頑張り
ましょう。　　　　　　　　　　（代表取締役 上柳正仁）

有給休暇は、入社してから6ヶ月間継続勤務し、6ヶ月間の全労働日の
8割以上を出勤した方に、原則として１０日の有給休暇が与えられま
す。また、年5日の年次有給休暇取得対象者は、有給付与日数が10
日以上の方に限ります。

「年5日有給を使うように！」と言われても、いつからいつまでに使えば
いいの？なんて思っている方も多いのではないでしょうか？実は、人
によって5日間使わなければいけない時季が違います！（参考：右図）

（神奈川県情報サービス産業健康保険組合の
被保険者、 被扶養者の皆様が使える特典です）

①付与日数と有給休暇5日取得対象者 （例）入社日：2019年6月　休暇付与日：2019年12月

2019/6 2019/12

10日付与（基準日）
↓

2020/11/30

2019/12/1～2020/11/30の間に
5日間、年休を取得しなければなりません。

このように、入社日によって
取得期間が変わってくるので

注意しましょう。

神奈川県情報サービス産業健康保険組合の被保険者・被扶養者の皆様が使える特典がいくつかございます。
何度かご案内させて頂いておりますが、今回は体育奨励施設・契約保養所利用補助について、再度ご案内させて頂きます。

●体育奨励施設 ★北海道～沖縄まで日本各地、
　全90ヶ所が対象となっています！

東京ディズニーリゾート、鴨川シ―ワールド、東京スカイツリー、
東京ジョイポリス、キッザニア東京、八景島シーパラダイス、
箱根小涌谷ユネッサン、富士急ハイランド、富士サファリパーク、
伊豆ぐらんぱる公園、修善寺虹の郷、ハウステンボス、
その他全てのゴルフ場（練習場は除く）、万葉倶楽部、
フォレストアドベンチャーなど。
※その他は保険組合のHPにて確認お願いします。

★指定の施設を利用した場合やレジャーで旅館・ホテル・民宿（直性保養所の伊豆さくら山荘は除く）を利用した場合の
宿泊料について、補助金（最高4,000円）が支給されます。

申請限度：年度内（4月1日～翌年3月31日）に利用したものに対して、
　　　　  1人1回限り。※体育奨励施設・契約保養所利用補助との選択制
申請方法：下記、①②をご用意の上、本社へご提出ください。
①申請書：神奈川県情報サービス産業保険組合のHPから
　申請書をダウンロードし、必要書類を記入したもの
②利用した施設の領収証の原本または利用半券
　（共に利用料金の内訳、利用日の確認ができるもののご用意をお願い致します）
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【土】

東名電機&
アイ・ブロード共同開催

「体質改善セミナー」「体質改善セミナー」「体質改善セミナー」
12月の1dayセミナー報告

富士宮で好文堂接骨院の院長をされている平野毅人様を講
師にお招きし、体質改善セミナーを行いました。
≪腸をあたためることによる健康効果は絶大≫腸を冷やすと
発症しやすくなってしまう病気や“幸せホルモン”とも呼ばれ
るセロトニンを増やす方法などを教えていただきました^^
座学だけでなく、実践も含め、その場で自分の身体をメンテ
ナンスしたり、ペアで身体をほぐしたり…様々なストレッチを
し、参加者の皆様の身体もポカポカになったようです♪　

富士宮で好文堂接骨院の院長をされている平野毅人様を講
師にお招きし、体質改善セミナーを行いました。
≪腸をあたためることによる健康効果は絶大≫腸を冷やすと
発症しやすくなってしまう病気や“幸せホルモン”とも呼ばれ
るセロトニンを増やす方法などを教えていただきました^^
座学だけでなく、実践も含め、その場で自分の身体をメンテ
ナンスしたり、ペアで身体をほぐしたり…様々なストレッチを
し、参加者の皆様の身体もポカポカになったようです♪　

・すごい冷え性だったのですが、動いているうちにポカポカして
　きました。家で息子とマッサージし合おうと思いました。
・身体の動きの仕組みなどがわかって良かった。
・毎日の癖も姿勢の良い癖に変えて、
 毎日の生活を健康に健やかに過ごしたいです。
・からだを整える大切さを学べました。

●参加者の皆様の声●（一部抜粋）

★参加してくださった皆様、ありがとうございました^^

「身体が冷えると披露が溜まる」
とも言われますので、
起床時や就寝前に
数分ストレッチして

身体をあたためましょう♪

「身体が冷えると疲労が溜まる」
とも言われますので、
起床時や就寝前に
数分ストレッチして

身体をあたためましょう♪


