
※DOMO特集のほか、別冊版・イベント・チラシのご案内も記載しています。

大区画 新規 小区画

発行日
原稿 MAP 原稿

(通巻号) 締切 締切 締切

12/5 12/2 12/3 12/3

(1624) (月) (火) (火)

17:00 12:00 15:00

12/12 12/9 12/10 12/10

(1625) (月) (火) (火)

17:00 12:00 15:00

12/19 12/16 12/17 12/17

(1626) (月) (火) (火)

17:00 12:00 15:00

12/26 12/23 12/24 12/24

(1627) (月) (火) (火)

17:00 12:00 15:00

12/26

1/2

1/9 1/6 1/7 1/7

(1628) (月) (火) (火)

17:00 12:00 15:00

1/16 1/10 1/14 1/14

(1629) (金) (火) (火)

17:00 12:00 15:00

1/23 1/20 1/21 1/21

(1630) (月) (火) (火)

17:00 12:00 15:00

1/26

1/30 1/27 1/28 1/28

(1631) (月) (火) (火)

17:00 12:00 15:00

2/1

2/6 2/3 2/4 2/4

(1632) (月) (火) (火)

17:00 12:00 15:00

2/13 2/7 2/10 2/10

(1633) (金) (月) (月)

17:00 12:00 15:00

2/20 2/17 2/18 2/18

(1634) (月) (火) (火)

17:00 12:00 15:00

2/23

2/27 2/21 2/25 2/25

(1635) (金) (火) (火)

17:00 12:00 15:00

 Wワーク歓迎！
 土日のみ･早朝･夕方からのシゴト

 アパレル・ファッション・理美容のシゴト  御殿場・裾野・小山町・箱根町のシゴト

12/16（月）申込締切  【別冊版DOMO】  女性正社員版   　　※参画条件等は、別途ツールを参照ください。

２０１９年１２月～２０２０年２月求人特集のご案内 静岡県 東部版 ver.1

①　条件に当てはまる特集以外の同時募集は、特に指定がなければ原則可です。
②　参画条件にある明示必須内容は、特に指定がなければ、どの項目に入れても可です。（フリースペース含む）
③　アルコール主体の飲食業については掲載をご遠慮頂いております。ご了承ください。
④　巻頭特別企画、第１特集、第２特集は、ＤＯＭＯＮＥＴにも特集として掲載されます。
➄　ＤＯＭＯ・ＤＯＭＯＮＥＴでの「短期」の定義は、1日～２カ月以内を指し、期間の項目が必須になります。
⑥　特集名と内規の文字のバックがグレーになっている企画に入稿ご希望の場合は、担当営業までお問い合わせください。
★　既存のページを特集に移動する（ツメ移動）企画です。

巻頭特別企画 第１特集 第２特集 第３特集

 富士市・富士宮市・蒲原町に勤務地がある募集。
 この号からＤＯＭＯ・DOMONETに初めて掲載する
 または、３か月以上ぶりに掲載する企業の募集。
 ■【表記必須】 初マーク

 ドライバー、配送、配達、GS、メカニック、清掃、
 メンテナンス、警備、生産製造、倉庫内作業、
 各種工事、土木・建築等の募集。

 ★　既存のページを特集に移動

参画条件　（2区画かつBタイプ以上から参画） 参画条件　（2区画かつBタイプ以上から参画） 参画条件　（1区画Ｄタイプから参画） 参画条件　（1区画Ｄタイプから参画）

 富士・富士宮・蒲原エリアのシゴト
 フレッシュ！
 新登場＆ひさびさ登場のシゴト

 製造・倉庫・運送・現場・警備のシゴト
 三島･駿東･函南町・
 伊豆･熱海･伊東方面のシゴト

 医療機関・介護施設・福祉施設で働くスタッフの募集。  ★　既存のページを特集に移動。

 三島市・長泉町・清水町・函南町・伊豆の国市・
 伊豆市・熱海市・伊東市・箱根町・湯河原町方面に
 勤務地がある募集。

  2020年1月から勤務が可能な募集。  ５0才以上のスタッフが活躍している仕事の募集。
 富士市・富士宮市・蒲原町に勤務地があり、
 未経験者を歓迎する募集。

 JOBに詳細情報公開中！
 Uターン・Iターン歓迎のシゴト

 まかない、交通費などメリットありのシゴト
 心のこもったサービスを
 医療・介護・福祉のシゴト

 御殿場・裾野・小山町・箱根町のシゴト

 沼津のシゴト

 アパレル・ファッション・理美容のシゴト
 富士・富士宮・蒲原エリア
 未経験者歓迎のシゴト

 御殿場・裾野・小山町・箱根町のシゴト
 フレッシュ！
 新登場＆ひさびさ登場のシゴト

 製造・倉庫・運送・現場・警備のシゴト
 沼津
 未経験者歓迎のシゴト

 御殿場市・裾野市・小山町・箱根町に勤務地がある募集。
 この号からＤＯＭＯ・DOMONETに初めて掲載する
 または、３か月以上ぶりに掲載する企業の募集。
 ■【表記必須】 初マーク

 ドライバー、配送、配達、GS、メカニック、清掃、
 メンテナンス、警備、生産製造、倉庫内作業、
 各種工事、土木・建築等の募集。

 沼津市に勤務地があり、
 未経験者を歓迎する募集。

 沼津のシゴト
 ブランクありＯＫ！
 主婦・主夫活躍中のシゴト

1/2号は「休刊」です。12/26号は「合併号」となり「2週間発行」します。

 三島･駿東･函南町・
 伊豆･熱海･伊東方面のシゴト

 年内応募OK！
 年明けから働けるシゴト

 50才以上が活躍中のシゴト
 富士・富士宮・蒲原エリア
 未経験者歓迎のシゴト

 沼津市に勤務地がある募集。

 土日祝日のみ勤務、18時以降に勤務開始、
 朝8時までに勤務終了、空き時間や在宅ですすめられる
 委託案件など、Wワーク（副業）で働くことを
 希望する人からの応募を歓迎する募集。

 アパレル系ショップ販売、エステティシャン、ネイリスト、
 アイリスト、美容師・理容師（見習い含む）等、美容 ・
 ファッション関連施設で働くスタッフの募集。

 ★　既存のページを特集に移動。

 就業形態が正社員･契約社員･準社員･紹介予定派遣
 有料職業紹介・就業形態マークが正社員の
 無期雇用派遣・委託で、静岡県外からの転職者を
 歓迎する募集。＊JOB同時掲載が必須。
 ＊その他の就業形態の同時募集は不可。

 まかないあり、交通費支給（一部も可）、社員割引あり、
 寮・社宅あり、車通勤可、シフト自己申告制、扶養控除内で働ける、
 のいずれかのメリットがある募集。
 ■【表記必須】 原稿内に該当するメリットを表記

 沼津市に勤務地がある募集。

 御殿場・裾野・小山町・箱根町のシゴト
 フレッシュ！
 新登場＆ひさびさ登場のシゴト

 製造・倉庫・運送・現場・警備のシゴト
 三島･駿東･函南町・
 伊豆･熱海･伊東方面のシゴト

 1日3時間からの勤務が可能な募集。  医療機関・介護施設・福祉施設で働くスタッフの募集。  ★　既存のページを特集に移動

 東部シゴトフェア
 参加企業求人SPECIAL

 応募の前に不安解消！
 問い合わせ大歓迎のシゴト

 50才以上が活躍中のシゴト
 三島･駿東･函南町・
 伊豆･熱海･伊東方面のシゴト

御殿場プレミアム・アウトレットのシゴト
 学生・Wワーク・主婦・主夫注目！
 １日3時間からOKのシゴト

 心のこもったサービスを
 医療・介護・福祉のシゴト

 沼津北のシゴト

 主婦・主夫が活躍中の仕事の募集。ブランクがある方ない方問わず
 歓迎する募集であること。

 アパレル系ショップ販売、エステティシャン、ネイリスト、
 アイリスト、美容師・理容師（見習い含む）等、美容 ・
 ファッション関連施設で働くスタッフの募集。

 富士市・富士宮市・蒲原町に勤務地があり、
 未経験者を歓迎する募集。

 御殿場プレミアム・アウトレットに出店するテナントの募集。
 ※派遣・請負会社は掲載不可
 ※販売代行、応募受付・採用代行は可
 ※施設以外の勤務地との同時募集は不可

 就業形態が正社員･契約社員･準社員･紹介予定派遣・
 就業形態マークが正社員の無期雇用派遣・有料職業紹介・
 委託で2月1日（土）のシゴトフェアに参加する企業であること。

 求職者からの問い合わせを歓迎する募集。  ５0才以上のスタッフが活躍している仕事の募集。  ★　既存のページを特集に移動

1/20（月）申込締切  【チラシ】  DOMOリーフ　　※別途ツールを参照ください。

 三島･駿東･函南町・
 伊豆･熱海･伊東方面のシゴト

 学生・Wワーク・主婦・主夫注目！
 １日3時間からOKのシゴト

 心のこもったサービスを
 医療・介護・福祉のシゴト

 富士・富士宮・蒲原エリア
 未経験者歓迎のシゴト

2/17（月）申込締切

1/16（木）申込締切  【転職・就職イベント】　シゴトフェア 　（キラメッセぬまづ）   　　※詳細は別途ツールを参照ください。

 御殿場市・裾野市・小山町・箱根町に勤務地がある募集。
 この号からＤＯＭＯ・DOMONETに初めて掲載する
 または、３か月以上ぶりに掲載する企業の募集。
 ■【表記必須】 初マーク

 ドライバー、配送、配達、GS、メカニック、清掃、
 メンテナンス、警備、生産製造、倉庫内作業、
 各種工事、土木・建築等の募集。

 ★　既存のページを特集に移動。

 三島市・長泉町・清水町・函南町・伊豆の国市・
 伊豆市・熱海市・伊東市・箱根町・湯河原町方面に
 勤務地がある募集。

 1日3時間からの勤務が可能な募集。  医療機関・介護施設・福祉施設で働くスタッフの募集。
 富士市・富士宮市・蒲原町に勤務地があり、
 未経験者を歓迎する募集。

 富士・富士宮・蒲原エリアのシゴト
 すぐに応募できる！
 履歴書ナシで面接OKのシゴト

 アパレル・ファッション・理美容のシゴト  沼津南のシゴト

 富士市・富士宮市・蒲原町に勤務地がある募集。  面接時に履歴書の持参が必要ない仕事の募集。

 沼津市に勤務地がある募集。
 短期の募集。短期の雇用期間終了後、意向があれば長期
 勤務できる場合はその旨を明記。就業形態は問いません。
 ■【表記必須】期間

 ５0才以上のスタッフが活躍している仕事の募集。  ★　既存のページを特集に移動。

 【チラシ】  DOMOリーフ　　※別途ツールを参照ください。

 アパレル系ショップ販売、エステティシャン、ネイリスト、
 アイリスト、美容師・理容師（見習い含む）等、美容 ・
 ファッション関連施設で働くスタッフの募集。

 ★　既存のページを特集に移動

 沼津のシゴト
 春休みに稼ごう！
 短期＆短期から始めるシゴト

 50才以上が活躍中のシゴト  御殿場・裾野・小山町・箱根町のシゴト

共通

ルール


