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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

★製造や工場のお仕事が初めての方でも安心の軽作業！ ★主婦の皆さん活躍中！お子さんの都合でのお休みの融通がきくので働きやすい！
仕事内容/

時 給/
時 間/
休 日/
期 間/
資 格/
待 遇/

健康食品メーカーのクリーンルーム内にて、ソフトカプセルやスティック状の健康食
品の箱詰め・目視検査のお仕事です。1分間に60～70個の製品がラインで流れてきま
す。その製品の賞味期限やシールの目視検査を行います。（基本、座り作業です）
1,010円（別途交通費支給）
8：00～17：00（休憩60分）※9：00～16：00などのパート勤務もご相談にのります。
土日祝休み、GW、夏季休暇、年末年始※会社カレンダーあり
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、お弁当注文可能

【富士市伝法】

軽作業スタッフ(健康食品の目視検査・箱詰め)
★未経験からはじめても、サポートがあるので安心して働ける◎ ★週1～3日の勤務も可！お気軽にご相談下さい♪
仕事内容/

時 給/
時 間/
休 日/
期 間/
資 格/
待 遇/

工場内にて、食品原料の準備を行います。
・食品原料（液体・固形）の充填準備（容器のセット、資材用意）
・充填作業、充填された容器の出荷作業・回収された容器の洗浄作業など
＊充填作業は機械によるものと手作業のものがあり、現場によって異なります。
1,200円～1,300円（別途交通費支給）
8：00～16：00（実働7時間）（休憩60分）
土日休み、他、長期休暇あり、年末年始※土曜日は基本出勤ですが、ご相談にのります。週1～3日の勤務等もご相談にのります！
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

【富士市田島】

食品原料の充填・出荷業務

★黙々と行う作業が好きな方！！難しい作業はちょっとなぁ…という方大歓迎！ ★新しい商品の容器などにいち早く携わることができる!
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。
1,150円～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】

プラ容器のもくもく検査・箱詰め

★力仕事が好き！体力に自信がある方必見！！ ★自分で組み立てた製品の大きさにビックリ！仕事の達成感を感じられます♪
仕事内容/

時 給/
時 間/
休 日/
期 間/
資 格/
待 遇/

大手工場内での変圧器の組立作業。主幹組立から外装組立などをドライ
バーやインパクトを使用して組み立てます。できあがった製品はビックリす
る程、大きい為、屋根上に上がることもあります。＊重たいものを取り扱う
ので、体力に自信がある方、力仕事が得意な方募集中です！
1,200円～（交通費別途支給）
8：10～16：45（休憩50分）（他、10時、15時にも少し休憩がありますが、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）
2020年4月～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】

工場内での変圧器の組立

★完全週休2日制、土日祝休みなのでプライベートとのバランスもとれます♪ ★製造や工場経験がない方も大歓迎！未経験から活躍できる職場！
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。
①原材料を搬入②専用の計量機で計量＊①②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。
1,270円以上（別途交通費支給）
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
即日～長期（入社日応相談）
未経験OK
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、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原材料搬入・計量

★1日5時間の短時間勤務♪家庭との両立もバッチリ◎ ★給与計算、社会保険手続きの経験のある方、経験を活かせます！
仕事内容/

時 給/
時 間/
休 日/
期 間/
資 格/
待 遇/

ライオンやトラ、小動物のいる動物園内での事務業務。
・社員、アルバイトの給与計算・社会保険に関する業務・書類ファイリング、電話応対、来客対応
【活かせる経験・資格】・一般事務、営業事務、総務事務の経験がある方・PCスキル（Word、
Excel）入力業務などの経験がある方・給与計算や社会保険、雇用保険対応の経験のある方
1,000円～1,050円（交通費全額支給）※経験・スキルによる
9：00～15：00（休憩60分）
会社カレンダーによる、シフトによる※週休2日制（日・祝休み）
即日～長期（入社日応相談）
パソコン系
制服貸与、車通勤OK、無料駐車場あり、休憩室利用可交通費全額支給

【裾野市須山】

動物園内での給与計算・庶務業務

★英語力が活かせる契約社員の貿易事務募集！ ★駅チカなので車をお持ちでない方も通勤できちゃう♪
仕事内容/

月 給/
時 間/
休 日/
期 間/
資 格/
待 遇/

住宅、ホテル、レストラン、ラウンジなどのインテリア・エクステリアをラグジュアリーな空間に演出する
建築資材（主に床や壁に使用されるタイルや石材）を輸入販売したり、コーディネートをする事業を行って
いる企業でのお仕事です。海外メーカーから商品を輸入している為、貿易事務の業務をお任せします。
・海外メーカーへの商品の問い合わせ（電話、メール）・船舶手続き、通関手続き、納期調整
198,000円～（経験スキルによる）
9：00～17：30（休憩60分）
日、他、長期休暇あり、GW、夏季休暇、年末年始※土曜・祝日は会社カレンダーにより出勤
即日～長期（入社日応相談）
パソコン系、英語力がある方
社会保険完備、交通費規定支給、ロッカーあり

【静岡市葵区】

建材輸入商社での納期調整・船舶手配

☆★お仕事情報メール 毎週水曜日に配信中★☆
弊社で面接（登録）して頂き、ご希望された方限定で定期的にお仕事情報メールを配信しております。（職種・地域は様々です）
.もし、メール配信を希望される方は、下記アドレスまで、お名前と配信希望されるアドレスをご入力の上、ご連絡下さい♪

●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)

★2交代でガッツリ稼ぎたい方必見！深夜時間帯は時給1,563円！ ★黙々と行う作業が好きな方は楽しくお仕事できること間違いなし♪
仕事内容/

時 給/
時 間/

休 日/
期 間/
資 格/
待 遇/

船舶や航空機のモーター製品を作っている大手工場内での電子部
品の組立をするお仕事です。・電子部品を製造装置にセット
・製品の外観チェック・電線を手作業で製造 
1,250円（別途交通費支給）※22時以降は時給1,563円
①8：10～17：00 ②16：55～25：30
（②の時間は業務量により変更の可能性あり→19:05～27:40)※1週間ごとの2交代勤務
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・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

【御殿場市神場】

電子部品の組立・検査/2交代

一語一得
～いちごいちえ～～いちごいちえ～～いちごいちえ～
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約200件のお仕事情報
掲載中！

IB求人サイトへGO！

info@i-broad.co.jp ☎0120-516-856



いつも一語一得をご愛読いただきまして、ありがとうございます。
ご愛読いただいている皆様にお知らせです。

一語一得を毎月発行しておりましたが、今年度より、年4回の発行となりました。
毎月お楽しみ頂いている皆様には申し訳ございませんが、発行数が少なくなる分、

より充実した内容をお届けできるよう努めますので、
新しくなる一語一得をよろしくお願い致します。今後とも宜しくお願い致します。

※配送停止ご希望の方は、お手数ですが、下記連絡先までご連絡下さい。

今月の1枚

株式会社アイ・ネクスト
設立：平成27年12月1日

Welcome to アイ・ネクスト
～富士市のソフトウェア開発会社～

ソフトウェア開発の会社って富士市にもあるの…？東京や都会にしかないのでは？！と思っている方も多くいるようです。が、あるんです！
しかも東名グループの会社です！今回はアイ・ネクストについてもっともっと知って頂きたく、この特集をくみました♪ということで、社員のお2人にインタビュー♪

社員インタビュー お仕事のことから、プライベートまで…質問させて頂きました！(インタビュアー：吉野) 

2019年入社
磯野 翔平さん

2017年入社
丸山 智也さん

（吉野）丸山さんは入社から、
しばらくしてお客様先へ出向して活躍しています。

出向してどう成長しましたか？
　アイ・ネクスト内で仕事をしていた時は、上
司と先輩がいて、何か自分だけでは対処でき
ないことがあっても頼ることができましたが、
出向先で学んでいるPLCはアイ・ネクスト内
では誰もやっていないことなので、今後、何
かあった時は自分で解決していこうという責

任感が芽生えたことが自分が成長したと思うことです。技術を習得して社内に
戻った時、自分が教わった事や感じた事を後輩に教えていくので、先輩として、
頼られる立場になることを自覚して、出向中は業務を行っていきます。

（吉野） お仕事でキラキラ活躍している丸山さん。プライベートは何をしているのでしょうか…！

今の経験を今後どう活かしていきますか？
　プログラム作成中の時や現場作業中の時に自分が指摘されたことを、
今後は逆に自分が教える立場となって仕事の品質の向上、改善に繋げて
いきたいです。プログラムを作成する中でどれが正解かというのはない
ですが、最善の手を尽くせるように今の日々の業務の経験を自分の力に
変えていきたいと思います。

入社後、一番苦労したことは？
　一番苦労したことは、パソコン操作についてです。正直、パソコンの操
作はおろか、ブラインドタッチすらできませんでした…（汗）

アイ・ネクストをどのような会社にしていきたいですか？
　富士市を代表する会社として、子どもたちの目標や見本となれるような
会社にしていきたいと思います！

（吉野） そんな志を持つ磯野さんですが、ご家庭では家族の皆さんとどのように
　　　過ごしているのかな…少しプライベートに迫っちゃいます…！

（吉野） 右の写真はお子さんが描いてくれた似顔絵だそうです♪
　　　 とっても上手でほっこりしました。磯野さんは毎日元気で
　　　 皆のお手本です！これからもその笑顔で東名グループ全体にパワーをください！笑

休日はお子さんとどのように過ごしていますか？
　主に公園や近くの空き地などで体を動かして遊んで
います。休日は仕事より体力消耗してしまいグッタリして
いますが、子どもの笑顔パワーがあるので出勤時に疲
れが残っていることは…ありません！（笑）

その苦労をどうやって乗り越えたのでしょうか？
　まずはひたすらタイピングしたりファイルを開いたり閉じたり常に手を
動かしていました。また、知らない用語ばかりで何を言っているのかよく
わからないことが多かったので、とにかくすぐに調べる癖をつけました。
そのおかげで今ではパソコン操作に苦労することがなくなり、作業スピー
ドも格段に上がってきたと実感しています。

（吉野） 私もカフェ巡りが好きなので、オススメの美味しいものがあれば教えてもらいたいです。笑
　　　 そして、Q1とQ2は実はアイ・ネクストの部長から丸山さんへ聞きたかった質問です！！笑
　　　 きっと今頃、熟読しているでしょう…。

休日はどのように過ごしていますか？
　車でドライブするのが好きなので、テレビなどで面白そうなスポットが
紹介されていたり、カフェやレストランのおいしそうな料理が紹介されて
いるのを見ると、そこまでドライブしながら行きます。
　あとは家でくつろぎながら映画を見るのが好きなので、動画配信サー
ビスで気になった作品をひたすら観ています。

（吉野）なんと！自衛官からシステム系のお仕事に！
すごいチャレンジです…！それでは苦労したこと
などを聞いてみましょう…

会社を知ったきっかけは何ですか？
　入社前は自衛官でしたので、「任期制
退院合同企業説明会」がきっかけで、ア
イ・ネクストのことを知りました。

アイ・ネクストってどんなお仕事をしているの？

教えて！アイ・ネクスト
！

システム受託開発を専門としています。
開発事例として、物流管理システム・入出荷管理システム・
製品ラベル発行システムなどなど…！
文字で見るとわかりにくいですが、コンビニやスーパーで商品の
バーコードをピッピしている店員さんを見たことがあるでしょうか？
入出荷管理システムのイメージはこんな感じです♪

お2人とも快く、インタビューを引き受けてくださいました。
ご協力ありがとうございました。（吉野）

株式会社アイ・ネクスト
〒417-0001　富士市今泉1774-1
（東名電機　第一工場2階）
☎0545-52-6856　　0545-57-6722

パソコンがフリーズしちゃった…パソコンを購入したけど
セットアップの仕方がわからない…などなど、
パソコンのちょっとした困った！をアイ・ネクストがお助けします！
ちょっとしたことでもお気軽にご相談下さいね♪

お家のパソコンでトラブル発生！
家庭のトラブルチェック・解決も相談していいの？

コロナ対策！アイ・ブロードが
行っている取り組み紹介

最近世界で注目されているコロナウィルスですが、各地で感染者が絶
えません。そんな中、外出なんてしたくない…。と思う方も多いかと思
います。
そこで、私たちは「外に出ず自宅で簡単にできるweb面接」というもの
を取り入れております。
スマートフォンもしくはパソコンをお持ちの方であれば、誰でも簡単
にその場で面接ができてしまいます！
さらに、web面接では履歴書が不要となります。
履歴書のかわりに10分でできるエントリーシートを入力するだけ！
手間もかからず簡単にできちゃいます♪

また、面接だけでなく、打ち合わせなどでも利用できます！
外部の方との接触は極力避けたい、でもそういうわけにはいかない！
といった今の状況にもってこいのサービスです。

●ｗeb面接の流れ
お持ちのスマホ（パソコン）に2つのURLが届く

面接時までにエントリーシートを入力

面接時間になったらURLを押して待つだけ！

STEP.1

STEP.2

STEP.3

さまざまなコロナ対策で、この状況を乗り越えていきましょう！

こんにちは！千葉夕里佳です。
7月号から始まったこのコーナーも今月号でラストとなりました…。
最後は、綺麗なカフェの写真で締めくくりたいと思います！
こちらは、熱海にある[花の妖精]さんです。
目の前が海になっており、ついつい見とれてしまうほど絶景でした！
この日はあいにくの雨でしたが、綺麗な景色と甘いパフェを堪能すること
ができました。晴れた日にもう一度チャレンジしたいと思います♪

このコーナーが終わってしまい、少し寂しいです…。
コーナーは終わってしまいましたがこれからも写真は
続けていきたいと思います！
7月から今まで私の記事を閲覧してくださった
　　　　　　　　　皆様、ありがとうございました！！！

今後の一語一得についてのお知らせ

info@i-broad.co.jp ☎0120-516-856


