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★新規オープンしたホテルなのでキレイ♪ ダブルワークもOK！
仕事内容/

時 給/
時 間/
休 日/
期 間/
勤 務 地 /
資 格/
待 遇/

新規オープンしたビジネスホテル内でのレストランスタッフとしてのお仕事です。
・キッチンでの簡単な調理（調理が難しい料理はございません）・ホール業務（配膳、テーブル片付け、オーダー取り）
1,000円～1,050円　※22時以降は時給1,250円以上
17：00～22：30　※または18：00～もOK！
シフトによる 日・祝日休み(月・火・水・木・土のうち、週4日以上の勤務から相談可。お休み希望を伺った上でシフトが決まります)
即日～長期（入社日応相談）
①富士市宮島　②富士市永田町
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、交通費一部支給、
お弁当注文可能、ロッカーあり、休憩室利用可、仕事用の靴貸与

【富士市宮島・永田町】

ホテルのレストランスタッフ（扶養内勤務可）
★6月までの短期のお仕事！　★座り仕事がメインの軽作業♪
仕事内容/

時 給/
時 間/
休 日/
期 間/
資 格/
待 遇/

工場の組立室内にて、産業用ロボットの組立作業を行います。
・20～50代までの男女共に活躍している職場です。・60歳までの方が活躍しております。
・座りながらのお仕事がメインなので立ち仕事が苦手な方でも安心◎・当社スタッフも在籍中の為、サポート体制抜群です◎
1,050円（別途交通費支給）
8：00～17：00（休憩60分）
土日休み、GW、※会社カレンダーあり
即日～2020年5月末（入社日、期間等はご相談下さい）
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

【富士市中里】

≪短期≫産業用ロボットの組立スタッフ

★製造や工場でのお仕事が初めての方も活躍中！！ 自分が携わった製品がスーパーやコンビニに並ぶので見つけた時はやりがいを感じられます♪
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（アイス等）の食品用のプラスチック容器
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
査、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
1,210円（別途交通費支給）
8：00～17：00（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】

軽作業スタッフ(プラ容器の検査・箱詰め)

★未経験OK！理科や化学が好きな人なら歓迎♪ ★残業少なめ！（月5時間程度）、土日祝休みでプライベートとの両立もバッチリ!
仕事内容/

時 給/
時 間/
休 日/
期 間/
資 格/
待 遇/

医薬品メーカーの品質管理部門でのお仕事です。
・原料、製品、資材の理化学試験・サンプリング業務を行います。・資材等を台車に載せて運搬
※専用の試験器具や測定器具（クロマトグラフィー等）、PCを使用します。
1,400円～1,450円（別途交通費支給）※経験・スキルによる
8：00～16：50（休憩60分）
土日祝休み、GW、夏季休暇、年末年始※会社カレンダーあり（年間休日125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】

医薬品メーカーでの理化学試験

★2交代勤務でガッツリ稼げる！月収20万円以上可！ 　★1人で黙々と行う作業です！！
仕事内容/

時 給/
時 間/
休 日/
期 間/
資 格/
待 遇/

ペーパーナプキンやコーヒーフィルター等を製造している会社でのお仕事です。
・ロール状の原紙のセッティング・機械の設定などの操作（難しい作業はありません！ボタンをポチッと押すだけ！）
・機械が正常に動作しているかのチェック（もし異常がおきたら、ベテランの方がすぐに助けてくれます）
・機械から出てきた加工紙の箱詰め（決められた枚数を数え、箱に入れるだけ！）・生産日報への記入（ちょっとした計算はありますが、簡単な日報なので安心♪）
1,250円（別途交通費支給）※22時以降　時給1,563円
①7：30～16：30 ②16：30～25：30　※①②の2交代勤務
土日休み、会社カレンダーによる、GW、夏季休暇、年末年始　※土曜日は月1回出勤あり
即日～長期（入社日応相談）
未経験OK
車・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、休憩室利用可、食堂利用可

【富士市今泉】

製造スタッフ(紙製品製造/2交代)

★新規事業によるスタッフ募集♪お友達同士のご応募も大歓迎！いきなり2交代ではありません♪お仕事に慣れてから2交代のシフトに変わります♪
仕事内容/

時 給/
時 間/
休 日/
期 間/
資 格/
待 遇/

大手工場内での電動自転車で使用されているモーターの製造関連作業。・モーターの
組立や加工。20代、30代、40代、50代の男女共に活躍中の職場です。いきなり2交代
勤務ではなく、お仕事に慣れてから2交代勤務になるので、安心◎
1,150円～1,200円（別途交通費支給）
①8：10～17：00 ②19：05～3：40　※1週間毎の2交代
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、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、食堂利用可

【沼津市大岡】

≪2交代≫電動自転車のモーターの加工組立

★未経験だけどCADのお仕事をしてみたい…そんな方にピッタリ♪★当社グループ会社での研修なども相談可能!お客様先でお仕事をするので安心して取り組めます◎
仕事内容/

時 給/
時 間/

休 日/
期 間/
資 格/
待 遇/

大手企業の設計部門でのCADを使用した設計業務。
・構造設計・電気設計・制御設計
1,300円～1,500円
8：10～16：45（休憩50分）（お昼の50分休憩の他、10時、15時にも少し休
憩がありますが、10時・15時の休憩分は給与としてお支払します。）
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（入社日応相談）未経験OK
未経験OK、パソコン系
制服貸与、車通勤OK、バイク通勤OK、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】

重電メーカーでの電気製品の設計

～いちごいちえ～～いちごいちえ～～いちごいちえ～

一語一得

「正社員で働きたい」「土日祝休みの仕事がいい」「子供が小学校に上がったら働き始めたい」などなど人によってお悩みは様々だと思います。
誰かに相談したいな、新しいお仕事見つけたいな…そんなことを思ったら、是非アイ・ブロードへご連絡下さい♪
弊社コーディネーターが皆様に合ったお仕事をご紹介致します。どうぞお気軽にお問合せ下さい！

●上記のお仕事以外にもお仕事たくさんございます！お気軽にご連絡下さい！(☎0120‐516‐856)

★電動ドライバーなどの工具を使ったことがない方も大丈夫！　★20代、30代、40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/

工場内での配電盤・制御盤のパネル組立、結線、配電盤扉組立作業。
＊使用工具は簡単に使えるものなので、使ったことがなくても大丈夫です！
＊未経験の方は一から丁寧に指導しますのでご安心下さい！ 
1,250円～（別途交通費支給）
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
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、社会保険完備、交通費規定支
給、ロッカーあり

【沼津市東間門】

電気製品の組み立てと配線接続



今月の1枚
こんにちは！千葉夕里佳です。こんにちは！千葉夕里佳です。
今回は今泉にあるアジア料理のお店、「CHABI」さんに
行ってまいりました。お店の中は、料理に合わせて独特な
雰囲気の内装でしたが、とても落ち着ける場所でした。
今回私は、ガパオライスを頼んでみました。
まず一口食べて驚いたのが、お米が細長くパラパラしていたことです。
日本のお米ではないお米に感動しました。
少し辛めの味付けで、とても美味しかったです。

最近このコーナーでは食べ物
がメインになってきてしまって
いますね。
皆様も食べすぎにはご注意くだ
さい…！

そもそもSDGs（エスディージーズ）って何？

“2030 年までに達成すべき17 の目標”のことを言います。

Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）
の略称であり、2015 年 9月に国連で開かれたサミットの中で
世界のリーダーによって決められた国際社会共通の目標です。

今話題の に東名グループも取り組んでいます！SDGs

下の 17 個のアイコンが 2030 年までに達成すべき目標です。
「貧困をなくそう」「安全な水とトイレを世界中に」「住み続けられるま
ちづくりを」など環境問題に対しての他にも働きがいや経済成長に
ついての課題に対しても目標を掲げています。

17の目標をより具体的にした「169のターゲット」があります。
例えば、「貧困をなくそう」のターゲットには、
「2030年までに、各国定義によるあらゆる次元の貧困状態にある、
すべての年齢の男性、女性、子どもの割合を半減させる。」という目標をより
具体的にし、やらなければいけないことを明確にしています！

東名グループ SDGs 取り組み事例

【11.住み続けられるまちづくりを】
●活動内容：安否確認訓練、防災訓練（火災・地震）

【13.気候変動に具体的な対策を】
【14.海の豊かさを守ろう】【15.陸の豊かさも守ろう】
●活動内容：富士山清掃（年2回）エコアクション21取組
（アイ・ブロード、東名電機 群馬工場、富岳テックが取得し、
　　　　　　　　　　　　　　　　CO2削減等に取り組んでいます。）

東名グループ & E-Jump Fuji合同主催

今年もこの季節がやってきました…！！

富士山運動交流大会
今年もこの季節がやってきました…！！

富士山運動交流大会

参加者
募集中!

4/29
【水】
開催決定

運動を通していつもとは違うコミュニケーションを♪
大人になっての運動会、毎年大盛り上がりです！
ご興味がある方は、お気軽にご連絡ください♪
（☎0120-516-856/0545-30-6116）

【日　時】 令和2年4月29日（水・祝日）
【開　会】 9時30分～（受付：9時～）
【閉　会】 15時30分
【場　所】 未　定
※別途参加費がございます。
　詳細は決まり次第、アイ・ブロードHPやFacebookなどで
　掲載予定です。お手数ですが、ご確認ください。

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体験アロマキャンドルヨガ体験アロマキャンドルヨガ体験
2020年2月の1dayセミナー

平日の夜
開 催

今回は1dayセミナー初の試みで平日夜の開催。
暗くしたお部屋の中でキャンドルを焚き、ラベンダーの香りと癒される音楽の中、
心地良い雰囲気に包まれながらのヨガ♡
お仕事帰りの参加の方も多く、定員以上の方にご参加いただきました。

開催の翌日には「早速ヨガの効果があり今朝、肩や首の痛みが無くなり快調な目覚めでした」と
ご連絡をくださった参加者さんもいたほどです！！！

今回は初めてセミナーに参加してくださる方も多く、また1dayセミナーが初めて平日夜開催ということで、
私たちもとてもドキドキしていましたが、皆さんに楽しんでいただけて安心致しました^^
参加された皆様、また、講師のRela yoga瀬戸沙織さま、楽しいひと時をありがとうございました♪

≪参加者の皆さまの声≫（一部抜粋）
・とても雰囲気の良いセミナーでリラックスすることができました。ありがとうございました！
・いい香りとキャンドルの炎のゆらぎの中で、体がほぐれていく感じがすっきりしました。
・講師の瀬戸先生の声に癒されました。

令和2年も元気に運動会を開催します♪
興味があればどなたでも参加可能！会社で、家族で、サークルの仲間と、
友達と♪人数が5名以上集まればチームとして参加できちゃいます◎


