
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 048-478-1111 従業員数 8人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 11110- 5709411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 048-478-1111 従業員数 8人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 準中型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 11110- 5708511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 053-459-1026 従業員数 40人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22020-20472211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 30時間

     TEL: 0538-43-2221 従業員数 37人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝 一級建築士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 二級建築士

求人番号: 22090- 7175811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 25時間 建築積算士

     TEL: 0538-43-2221 従業員数 37人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝 １級建築施工管理技
士

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 7176211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 30時間

     TEL: 03-6722-0597 従業員数 0人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13040-85798111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0538-43-2221 従業員数 37人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 １級土木施工管理技
士

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり ２級土木施工管理技士

求人番号: 22090- 7174711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 03-6722-0597 従業員数 0人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13040-85736011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0538-21-2012 従業員数 10人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 木祝他 獣医師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090- 7542111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-85-9055 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 薬剤師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090- 7592911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-23-6321 従業員数 7人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 日祝他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし 准看護師

求人番号: 22090- 7477311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-424-6891 従業員数 13人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22020-20983611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-32-7121 従業員数 126人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22090- 7566311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-37-0802 従業員数 7人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 木日祝他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22090- 7171611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

展示場アシスタント
および営業事務静岡
静岡県・浜松事業
所」

物置を中心にエクステリア関連の小売、
卸売、施工などを一貫して
行っている会社です。
事業所併設の展示場にご来場頂くお客様
に対し、営業のアシスト。
来客者、電話対応。
一般営業事務。

正社員 変形（1年単位） フジ産業株式会社　事業本部
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

≪フルタイム≫
職種

雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

月給 建設業界、エクステ
リア関係の営業経験
者は優遇します。

190,000円～250,000円

静岡県磐田市福田２６１－２

2

ルートセールス等
営業職「静岡県・浜
松事業所」

・物置をメインに収納庫、ガレージ、倉
庫などをあつかいます
・ガーデンテラス、ウッドデッキ、カー
ポートなどの提案を
　デザイン事務所、設計事務所、ホーム
センターなどに行います
配送から組立・設置などの工事までを一

正社員 変形（1年単位） フジ産業株式会社　事業本部
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 小売業、サービス業
の経験者は優遇しま
す。

180,000円～220,000円

静岡県磐田市西貝塚３６２２番地の
８
事業所名については、ハローワーク
窓口へお問い合わせ下さい。

4

建築設計・積算業務 建築計画のコストマネジメントをする仕
事です。

・計画図や設計図、仕様書などから建物
に必要な材料を算出する
・建物に必要な材料の数を明確にし、建
築費用を算出する

正社員 丸明建設　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)7時00分～15時45分 第二新卒も歓迎！
機械系学科を卒業の
方はエンジニア未経

250,000円～460,000円

静岡県磐田市福田２６１－２

3

輸送機器の設計業務
（磐田市）

（派遣業務）
・輸送機器の機械設計業務、その他付随
する業務
※社内教育制度もありますので、多少の
ブランクのある方もお気軽にご応募くだ
さい。
※応募については、弊社ホームページも

無期雇用派遣労働者 専門学校（理工系）
卒以上

株式会社　ジェイテック　浜松営業所
雇用期間の定めなし (1)8時45分～17時30分

月給 建築現場監督経験者
（経験が浅くても可
能です）

368,000円～473,000円

静岡県袋井市高尾町６－２１

5

建築施工管理技士 　「品質管理」「安全管理」「予算管
理」「工程管理」をおこなう施工管理業
務となります。
　当社の建築工事は、官公庁５割、民間
５割の割合となっており、年度によって
違いますが、年間施工高は４０億程度
（２０１９年度実績）です。

正社員 丸明建設　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 建築物の積算・見積
もりの経験がある方355,000円～655,000円

静岡県内各現場（主に浜松市・磐田市・藤枝市）

7

土木施工管理技士 「品質管理」「安全管理」「予算管理」
「工程管理」をおこなう施工管理業務と
なります。
　当社の土木工事は、官公庁４割、民間
６割の割合となっており、
年度によって違います。
　土木部は、２０代～７０代までの９名

正社員 丸明建設　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 施工管理経験５年以
上347,360円～583,875円

静岡県袋井市高尾町６－２１

6

空調衛生設備施工管
理／浜松市・磐田
市・藤枝市

・医療施設、商業施設、生産研究施設等
の各建設現場における空調衛生設備施工
管理業務に従事して頂きます。
　（業者の段取り、作業員への指示、品
質管理、工程管理、安全管理、打ち合わ
せ他）
・施工管理経験が５年あれば、公認資格

正社員 株式会社メイジン　東京支店
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 施工管理５年以上

358,320円～614,975円

静岡県袋井市高尾町６－２１

8

土木施工管理／浜松
市・磐田市・藤枝市

・道路舗装、橋梁、一般構造物等の各建
設現場等の各建設現場における土木施工
管理業務に従事して頂きます。
（業者の段取り、作業員への指示、品質
管理、工程管理、安全管理、打ち合わせ
他）
・施工管理経験が５年あれば、公認資格

正社員 株式会社メイジン　東京支店
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 土木現場監督経験者
（経験が浅くても可
能です）

293,000円～413,000円

静岡県磐田市今之浦４－４－８

10

薬剤師 ・調剤業務

・服薬指導

・薬歴管理など

正社員 薬学部 ミキ薬局
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時00分

月給 (2)8時30分～17時30分

280,000円～400,000円

静岡県内各現場（主に浜松市・磐田市・藤枝市）

9

獣医師 ・小動物臨床全般。
・診療、検査、手術、入院管理など。

・飼い主さんとのコミュニケーションを
大切にしているの
　で、ハロウィンやクリスマスイベント
等も行っています。

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ぷりずむ　ひかりどうぶつ病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時30分

月給

289,000円～309,000円

静岡県周智郡森町草ケ谷４１０－１

11

正・准看護師 内科・胃腸科医院での看護師業務を担当
していただきます。

（主な業務内容）
　・医師の診療、治療の補助
　・検温、血圧、採血など
　・患者さんの誘導やケア

正社員 医療法人社団　宏仁会　浅羽医院
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

350,000円～500,000円

静岡県磐田市見付１９０３－４
【やすらぎの郷見付】

13

正看護師 外来、入院患者の看護業務のお仕事で
す。

（主な仕事の内容）

・医師などの診療を補助し、患者などの
世話や

正社員 交替制あり 医療法人社団　進正会　服部病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給

215,000円～260,000円

静岡県袋井市浅羽１７６７－１

12

看護職員（やすらぎ
の郷見付）

磐田市にあるやすらぎの郷見付（サービ
ス付き高齢者住宅）ヘルパーステーショ
ン併設にて、看護業務（介護サポート）
をしてもらいます。
夜間はオンコール対応があります。（当
番制）


正社員 交替制あり 三光木材　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)8時30分～12時30分

283,500円～333,500円
又は8時30分～14時30

静岡県磐田市西貝塚３７８１－２

14

看護師 内科・小児科医院での看護師業務を担当
していただきます。

（主な仕事内容）
・内科、小児科の外来の看護業務
・医療診察の補助
・医療器具のメンテナンスや準備

正社員 医療法人社団　いわた皐月会　三上内科小児科医院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時30分

月給 (2)16時30分～9時00分 経験あれば尚可

255,000円～285,000円

静岡県磐田市鎌田８６５－２
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫
職種

雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 0538-32-1513 従業員数 5人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 准看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 7626811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 054-353-6868 従業員数 10人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 管理栄養士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 栄養士

求人番号: 22040- 6436211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-58-3111 従業員数 49人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日 管理栄養士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090- 7239811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-48-5111 従業員数 5人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 土日 社会福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 介護支援専門員（ケアマネージャー）

求人番号: 22090- 7521411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間 看護師

     TEL: 053-423-1165 従業員数 98人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 社会福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22020-20203211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 4時間

     TEL: 0538-21-2012 従業員数 10人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 木祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090- 7538511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 24時間

     TEL: 053-450-1517 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22020-20451911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-49-1311 従業員数 25人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 7636511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-30-4126 従業員数 40人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 7445911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-32-4628 従業員数 4人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090- 7565011 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 059-395-6286 従業員数 4人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 24090- 5983811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 0538-38-3176 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22090- 7169511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-37-6363 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 7537211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-32-2321 従業員数 6人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： なし 時間外 あり

求人番号: 22090- 7409511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

静岡県磐田市国府台１－２

16

遠州の園／特別養護
老人ホームでの栄養
士業務

【請負業務】
施設利用者様の食事調理業務
仕込、調理、盛付、洗浄、配膳等





正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ウェルビーフードシステム
雇用期間の定めなし

月給 (2)8時30分～12時30分 看護業務

220,000円～240,000円15

准看護師 皮膚科医院での外来の看護業務です。
医師診察の補助。
医療機器及び衛生材料の準備。
軟膏処置やその他、生活改善にかかる患
者への指導などを行っていただきます。
簡単な院内清掃の分担あります。


正社員 渡辺皮膚科医院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時00分

時給

190,000円～225,300円

静岡県磐田市大久保５２２－１
　特別養護老人ホーム遠州の園

17

管理栄養士（非常勤
職員）

・特別養護老人ホームの入所者様やデイ
サービスご利用者様の食事提供や栄養管
理を行っていただきます。

・委託業者（厨房）の調整
・利用者様の栄養状態の把握・管理・指
導

正社員以外 社会福祉法人　丹穂会
　特別養護老人ホーム　福寿荘雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時30分

月給 施設での調理経験

180,000円～220,000円
又は8時30分～18時00

静岡県袋井市久能２８９１番地

19

社会福祉士（中部包
括支援センター）

（請負業務）
総合相談支援業務
権利擁護業務
包括的・継続的ケアマネジメント業務
介護予防ケアマネジメント業務

正社員 社会福祉法人　八生会
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 包括支援センター、
居宅介護支援事業
所、福祉施設等での

173,000円～252,200円

静岡県磐田市宇兵衛新田１８７

18

生活相談員 「包括的・継続的マネジメント事業」、
「介護予防支援事業」及び「総合相談・
支援・権利擁護事業」を推進していま
す。
地域住民の心身の健康の保持及び生活の
安定のために、必要な援助を行うことに
より、その保健医療の向上及び福祉の増

正社員 交替制あり 社会福祉法人萬松会　特別養護老人ホーム萬松の里
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)9時30分～18時30分

175,000円～280,000円

静岡県磐田市国府台５７－７　アイ
プラザ１階
【中部包括支援センター】

20

受付・院内業務 動物病院での受付・院内業務全般の仕事
です。
（主な仕事）
・飼い主さんへの応対
・カルテ出し
・パソコン入力（専用ソフトを使用して
カルテ入力）

正社員 変形（1年単位） 株式会社　ぷりずむ　ひかりどうぶつ病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

188,000円～224,000円

静岡県磐田市大中瀬３２０－１
【竜洋昆虫自然観察公園】

22

事務全般 ・日報入力及び内容の検証。
・資料作成
・電話対応等
一般事務のお仕事です。

正社員 夏島運輸　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給

148,800円～148,800円

静岡県磐田市今之浦４－４－８

21

公共施設スタッフ
（竜洋昆虫自然観察
公園）

（請負業務）
弊社指定管理施設となる竜洋昆虫自然観
察公園でのお仕事です。
昆虫飼育、施設管理、接客が主な業務で
す。

・昆虫館の受付

正社員以外 遠鉄アシスト　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時30分

時給 パソコン経験者又は
介護経験者優遇170,796円～177,160円

静岡県周智郡森町中川１１１１－１

23

事務職（介助業務あ
り）

＊事務業務
　・電話対応
　・訪問者受付対応
　・施設システム使用しての入力業務
　・書類作成等事務全般

＊介助業務

正社員以外 温泉デイトレーニングセンター　和の湯
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

190,000円～210,000円

静岡県磐田市中泉１２５０－３

25

一般事務（磐田） 営業所事務全般を担当して頂きます

主に、請求業務・労務管理・電話対応・
庶務業務・パソコンデータ入力等


正社員 株式会社　ＨＡＬＬテクニカル
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給 事務経験者（電話対
応・書類作成・パソ
コン操作）

110,400円～138,000円

静岡県袋井市諸井２０５０番地３

24

社会保険事務及び営
業アシスタント

・地元の中小企業に向けた、楽しく働く
環境作りのサポートを行っています。
・会社での人に関する手続きから、人事
制度や教育支援のサポート業務を全般に
行っていただきます。
・小さな事務所の為、事務処理から営業
サポートまで幅広い仕事をお願いするこ

正社員以外 嘉野内社会保険労務士事務所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～16時00分

時給

190,080円～207,360円

静岡県磐田市中泉３丁目６－５　い
わた大吉ビル３Ｆ
【ＨＡＬＬテクニカル　磐田営業
所】

26

一般事務 　伝票の記入、書類や文書の整理や保管
などの事務及び
　雑用などの作業を行っていただきま
す。　

（主な仕事の内容）


正社員 変形（1年単位） 有限会社　池上産棄クリーン
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 パソコン（エクセ
ル・ワード）基本的
な文章入力

170,000円～170,000円

静岡県磐田市宮之一色８２２－１

28

医療事務及び診察補
助

小児科でのお仕事です。
（主な仕事）
・受付、会計
（パソコンでデータ入力）
・診察室やレントゲン室への案内
・診察補助
・清掃

正社員 医療法人社団　田中医院
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)8時30分～12時00分

165,000円～165,000円 (3)8時30分～13時00分

静岡県磐田市高見丘５１５

27

受付・診療介助 ・患者様の受付業務

・電話での応対

・診療報酬事務
・会計事務
・パソコン入力業務

正社員 耳鼻咽喉科　やすはら医院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時30分

静岡県磐田市見付２９０９－１

時給 (2)8時00分～12時00分

155,000円～155,000円

2/8



No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫
職種

雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 043-302-1300 従業員数 6人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 12010-26819211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 2時間

     TEL: 053-445-2788 従業員数 2人

年　　齢: 30歳以下 休　　日： 木日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22020-20087511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-37-0802 従業員数 7人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 木日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 7172911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0538-66-6490 従業員数 53人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 7360511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-66-2712 従業員数 106人

年　　齢: 35歳以下 休　　日： 土日他 フォークリフト運転
技能者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090- 7633711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 9時間

     TEL: 0538-37-3811 従業員数 64人

年　　齢: 30歳以下 休　　日： 土日祝他 フォークリフト運転
技能者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 床上操作式クレーン運転技能者

求人番号: 22090- 7196611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 15時間 玉掛技能者

     TEL: 0538-34-4624 従業員数 30人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 日他 運行管理者（貨物） 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 整備管理者

求人番号: 22090- 7564411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 30時間

     TEL: 0538-59-3271 従業員数 33人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 運行管理者（貨物） 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 大型自動車免許

求人番号: 22090- 7588211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 40時間 フォークリフト運転技能者

     TEL: 0495-25-1000 従業員数 79人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 11021- 4935111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0495-25-1000 従業員数 79人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 11021- 4936711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0537-26-2161 従業員数 4人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22060- 5718111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 5時間

     TEL: 045-784-2626 従業員数 3人

年　　齢: 30歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 14120- 4468511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 0538-38-6018 従業員数 6人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090- 7368811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 0538-84-6530 従業員数 3人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090- 7188311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

月給

181,000円～196,000円29

薬局医療事務【おお
くぼ薬局】

《主な業務内容》
　・受付業務
　・処方箋入力
　・レセプト業務
　・店舗運営業務
　・その他付随する業務

正社員 株式会社マル・コーポレーション
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

静岡県磐田市二之宮４０６－１付近
【新店仮称このみ薬局磐田店】

31

医療事務 内科・小児科医院での受付、医療事務一
般を
担当していただきます。

（主な仕事内容）

・内科、小児科の外来の受付、医療事務

正社員 医療法人社団　いわた皐月会　三上内科小児科医院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時30分

月給 (2)9時00分～16時30分

169,879円～169,879円

静岡県磐田市大久保５０８－２６
【おおくぼ薬局】

30

調剤薬局事務（仮称
このみ薬局磐田店）

調剤薬局で事務のお仕事を行っていただ
きます。

　・接客、電話対応、アンケート
　・ＰＣ入力（エクセル・ワード）薬品
名等入力
　・事務仕事全般

正社員 有限会社　ジョーブメディカル
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時30分

月給

200,000円～230,000円

静岡県磐田市鎌田８６５－２

32

品質管理業務 品質管理業務の仕事をしていただきま
す。
・書類作成（エクセル・ワード）
・塗装品（プラスチック製品）の検査及
びバフ修正）
・納品・選別


正社員 変形（1年単位） 有限会社　武豊工業
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)8時30分～12時30分 医療事務経験者求
む。183,500円～223,500円

又は8時30分～14時30

静岡県磐田市小島２３０５－１
　株式会社ニッパ　磐田工場

34

在庫管理、部品調達
／静岡県磐田市

（主な仕事の内容）
・在庫管理
・部品格納
・出庫作業
・部品棚の管理　等

※重量物取扱作業があります。

正社員 ＳＥＷ－オイロドライブ・ジャパン　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)18時30分～3時30分

166,000円～230,000円

静岡県磐田市南平松２－１１

33

製品管理業務 株式会社デンソーのグループ会社です。

＜主な仕事内容＞
・倉庫内における出荷、入荷業務
・製品の受入、計量、梱包、出荷業務
・材料（コイル、樹脂）の受入、検査業
務

正社員 交替制あり 株式会社　ニッパ
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)8時30分～17時30分 運送業界、車輛管
理、配車管理等の経
験

214,221円～273,791円

静岡県磐田市下万能２５０－１
ＳＥＷ－オイロドライブ・ジャパン
株式会社
磐田本社／工場

35

配送管理責任者 キャリアカーで車両を配送している乗務
員・顧客を
管理していただきます。

（主な仕事の内容）
・乗務員の管理
・担当顧客との連絡対応

正社員 交替制あり 浜松興運　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

178,400円～300,000円
又は7時30分～16時30

静岡県磐田市駒場７１１０

37

販売・商品管理等
（磐田豊岡店・リ
フォーム）

店内各売場での接客販売・売り場づく
り・商品管理等
・リフォーム用品の荷受、検品、売り場
への品出し等
・お客様のご自宅の訪問や見積もりをし
ていただくことも
　ございます。

正社員以外 株式会社　カインズ
雇用期間の定めなし (1)9時50分～19時20分

月給

178,000円～193,000円

静岡県磐田市豊田西之島３２５－１

36

配車管理スタッフ 矢崎グループで生産される自動車部品、
電線の輸送業務を行っています。
配送管理スタッフとして、営業所にて以
下のような業務を行っていただきます。

・お客様からの受注をもとに自車、外注
への配車指示

正社員 翔運輸　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

日給 農業関連の知識のあ
る方189,900円～253,200円

静岡県磐田市下神増９３
カインズ　磐田豊岡店

38

販売・商品管理（磐
田豊岡店・農業資
材）

店内各売場での接客販売・売場づくり・
商品管理等
・農業資材の荷受、検品、売場への品出
し等
・農薬、肥料、用土や農業用資材の販売
接客、売場管理
・お客様の相談対応、アドバイザーとし

正社員以外 株式会社　カインズ
雇用期間の定めなし (1)9時50分～19時20分

日給 リフォーム関連の知
識がある方198,000円～264,000円

静岡県掛川市大池６２２－４（掛川
店）
静岡県袋井市堀越１－１０－６（袋
井店）

40

営業 ルート営業
・釘、金物類、梱包材料の配送・修理・
在庫管理補助
・簡単な事務業務あり（ＰＣ入力等）
・配送先：主に静岡県内

＊社用車（ワンボックスカーＡＴ）使用

正社員 株式会社　ヨコハマ機工
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時30分

月給

215,000円～345,000円

静岡県磐田市下神増９３
カインズ　磐田豊岡店

39

仲介スタッフ 不動産仲介スタッフ業務全般
・アパート、マンション入居仲介業務
・空室情報の更新業務
・アパマン情報誌の発行
・その他付随する業務　など

※パソコン入力（ワード、エクセル等）

正社員 株式会社　トダックス
雇用期間の定めなし (1)10時00分～19時00

月給

180,000円～250,000円

静岡県磐田市岩井２０９４－１
株式会社ヨコハマ機工　東海営業所

41

営業職 ・弊社製造の機械・装置のＰＲや、既に
お取引のある
　お客様からご相談を受け、それを解決
する製品を提案
　する営業のお仕事です。
・活動エリアは、国内全域です。
・原則社用車を使用します。

正社員 テクノマシナリー　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

190,000円～267,000円

静岡県袋井市浅岡４２７

月給 (2)10時00分～18時00 営業経験者優遇

150,000円～250,000円

静岡県磐田市富里３４８－１

42

企画営業 静岡県西部地区を中心に店舗・企業へ営
業活動を
していただきます。当社商材による広告
営業の仕事です。
（主な仕事の内容）
・屋外広告看板
・お箸ＤＥ売上ＵＰ！（静岡県経営革新

正社員 株式会社　Ｕ－Ｆｉｔ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫
職種

雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 0537-29-5005 従業員数 15人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり ホームヘルパー１級

求人番号: 22060- 5608211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間 ホームヘルパー２級

     TEL: 0538-45-1777 従業員数 8人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090- 7624111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-45-1777 従業員数 8人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090- 7625711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-423-1165 従業員数 90人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22020-20200111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 4時間

     TEL: 053-423-1165 従業員数 78人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22020-20201711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 4時間

     TEL: 053-422-7123 従業員数 5人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22020-20458011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 03-5488-8037 従業員数 4人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13040-85898511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5488-8037 従業員数 10人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13040-85888811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0538-45-0771 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 栄養士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 調理師

求人番号: 22090- 7170311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 054-643-0110 従業員数 2人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22120- 7067011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-476-9492 従業員数 3人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： なし 時間外 あり

求人番号: 22020-20990311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 8時間

     TEL: 0538-32-3030 従業員数 6人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090- 7257511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-35-1425 従業員数 42人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090- 7373911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 0538-66-5523 従業員数 171人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 7265511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

43

介護スタッフ（森
町）

　＊グループホーム「虹の森」の利用者
様の
　　日常生活の援助

　＊食事・介護（入浴・着替え・シーツ
交換など）


正社員 交替制あり 株式会社　ブレインシステム
雇用期間の定めなし (1)7時30分～16時30分

月給

160,000円～180,000円

静岡県周智郡森町森１５８８－５
グループホーム「虹の森」

44

介護職員／あかり ・デイサービスにおける介護業務
・リハビリアシスタント：運動プログラ
ムの実施
・送迎車の運転
　（パレット、ヴォクシー）
・午前・午後半日ずつリハビリを提供す
る施設

正社員 医療法人社団　英明会
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)9時30分～18時30分 介護施設での勤務経
験171,550円～231,500円 (3)10時30分～19時30

静岡県袋井市久能１００９－１

46

介護職員（豊田一空
園）

食事・入浴・排泄等ご利用者の日常生活
の介助や自立支援、レクリエーション計
画の作成等が主な仕事内容。
ご利用者の立場に立ち、ニーズを把握し
て、その方個々に合ったケアを提供して
いきます。
介護が初めての方でも研修が充実してお

正社員 交替制あり 社会福祉法人　八生会
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

160,000円～180,000円

静岡県袋井市久能１００９－１
　デイサービス　あかリ

45

介護職員／あかり ・デイサービスにおける介護業務
・リハビリアシスタント：運動プログラ
ムの実施
・送迎車の運転
　（パレット、ヴォクシー）
・午前・午後半日ずつリハビリを提供す
る施設

正社員 医療法人社団　英明会
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)13時00分～22時00

158,400円～192,000円 (3)22時00分～7時00分

静岡県磐田市東原２０７－１
【豊田一空園】

47

介護職員（ゆやの
里）

食事・入浴・排泄等、ご利用者の日常生
活の介助や自立支援、レクリエーション
プランの作成等を行います。
ご利用者の立場に立ち、ニーズを把握し
て、その方に合ったケアを提供していき
ます。
介護が初めての方でも研修が充実してお

正社員 交替制あり 社会福祉法人　八生会
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 (2)13時00分～22時00

156,000円～192,000円 (3)22時00分～7時00分

静岡県磐田市宮之一色８－２
【Ｌｉ’ｌ　Ｆａｉｒｙ　磐田店】

49

接客・調理／しゃぶ
菜　ららぽーと磐田

●しゃぶ菜
「しゃぶしゃぶ」と「すき焼き」が食べ
放題のレストランです。

接客・調理業務兼任です。

調理に従事したことが無い方でも

正社員 変形（1年単位） 株式会社　クリエイト・レストランツ
雇用期間の定めなし

月給

160,000円～160,000円
又は8時30分～20時00

静岡県磐田市加茂３９５
【ゆやの里】

48

アシスタント（リル
フェアリー磐田店）

スタイリストの補助業務
その他、予約受付、お茶出し、片付け、
清掃などのサロン業務全般
☆ただのアシスタント募集ではありませ
ん！輝きたいあなたを全力で応援しま
す！
◎学費立替制度で美容師資格を取ること

正社員 交替制あり 合同会社　河合コーポレーション
雇用期間の定めなし

月給

230,000円～350,000円
又は9時00分～23時00

静岡県磐田市高見丘１２００ららぽーと磐田２Ｆ

50

接客・調理・製造／
ローストビーフ星
ららぽーと磐田

●ローストビーフ星
贅沢に何枚も重ねたボリューム満点ロー
ストビーフ専門店！

調理に従事したことが無い方でも
研修・練習時間を設けますので、ご心配
なくチャレンジしてください。

正社員 変形（1年単位） 株式会社　クリエイト・レストランツ
雇用期間の定めなし

月給

230,000円～350,000円
又は9時00分～23時00

静岡県袋井市高尾１９８０

52

（請）施設警備業務
（袋井みつかわ病
院）

・病院の夜間、安全を確保していただく
お仕事です。
・警備室にての常駐警備、出入り監視、
巡回（火災予防、扉の施錠・解錠、駐車
車両のチェック）をして頂きます。
・その他看護師等からの要請に応じて、
設備の保全業務などもあります。

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　中央防犯
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)17時15分～8時15分

月給 集団給食業務の経験
あれば尚可180,000円～220,000円

静岡県磐田市高見丘１２００ららぽーと磐田１Ｆ

51

給食調理スタッフ／
ニチアス袋井工場食
堂

工場内食堂の給食調理スタッフを募集。

調理全般業務のお仕事になります。

（主な仕事の内容）
・調理
・洗浄

正社員以外 交替制あり 株式会社　メフォス　東海事業部　袋井事務所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

時給

155,210円～170,000円

静岡県袋井市友永１１１１

53

施設警備員（磐田
市）

（請負業務）
出入管理
巡回
緊急時連絡要員

正社員 交替制あり 遠州警備　有限会社
雇用期間の定めなし (1)17時00分～8時00分

時給

140,600円～140,600円
又は16時45分～8時15

静岡県磐田市上岡田４６４

55

面取り・バリ取り （主な仕事の内容）

・金属部品加工において、フライス、旋
盤加工後の面取り、
　バリ取りを行います。　

・図面を見て必要な箇所を面取り・バリ

正社員 大弥精機　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時00分

月給

168,400円～168,400円

静岡県磐田市下野部２０２９－２
【（株）エンケイホイールコーポ
レーション警備室】

54

農作業員 オリーブ、野菜等の栽培及び、販売等に
関する作業をしていただきます。
１．栽培（畑を耕す、雑草取りなど栽培
に関わる作業全般）
２．収穫
３．袋詰め
４．販売（社用車にて個人宅等へのお届

正社員 株式会社　三和プロテクト
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

170,000円～250,000円

静岡県磐田市東名６４

56

機械加工 モノ造り最先端現場での各種部品加工・
成形
　・ＮＣ旋盤・マシニングセンターのマ
シンオペレーター、
　　プログラミング

　・冷間鍛造プレスによる輸送用機器部

正社員 小松工業　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 過去にものづくりに
従事していること。173,000円～203,000円

静岡県磐田市豊岡６１１５－５
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫
職種

雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 053-459-5656 従業員数 3人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22020-20492311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-42-7321 従業員数 14人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 7198111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-45-2155 従業員数 182人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090- 7293911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-42-4191 従業員数 78人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090- 7370011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-36-2502 従業員数 49人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 7491511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-30-2111 従業員数 94人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 7178411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 0539-62-3112 従業員数 722人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 100人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090- 7638011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-42-7321 従業員数 14人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 7197911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-39-6022 従業員数 34人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090- 7441411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 0538-38-6018 従業員数 6人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090- 7186411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 053-463-2411 従業員数 156人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 第二種電気工事士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22020-20089011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 25時間

     TEL: 0538-43-2181 従業員数 127人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090- 7185511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 0538-43-2181 従業員数 127人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 7187011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 0538-42-6171 従業員数 222人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090- 7194011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 14時間

静岡県磐田市新貝２５００
事業所名については、ハローワーク
窓口へお問い合わせください。

58

溶接工及び組立工 ・省力化機械（自動製・封函機、洗洋
機、コンベアー等）の設計、製造におけ
る溶接作業及び組立の業務です。

・図面を見て溶接作業をします。

・全国へ据付作業等で出張があります。

正社員 トヨフジ技研　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給 (2)17時00分～1時35分

196,950円～196,950円 (3)6時30分～15時00分57

エンジン部品の加
工・組立・検査（交
替制）（磐田市）

（派遣業務）
エンジン部品加工のお仕事です。
部品を削ったり、バリ取り等の作業で
す。
検査や組立の業務もあります。

◎未経験の方も丁寧に指導いたします。

有期雇用派遣労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社ワークスタッフ　浜松営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)6時30分～15時20分

時給

151,032円～151,032円
又は20時30分～5時15

静岡県袋井市村松２１２４－１

59

製造員（フルパー
ト）／袋井

健康食品製造のお仕事になります。

・化粧品・健康食品の検査・充填仕上げ
作業




正社員以外 交替制あり フェイスラボ　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時15分

月給

200,000円～300,000円

静岡県袋井市国本１１５７－１

61

（派）プラスチック
部品の加工／袋井市
広岡

輸送機器プラスチック部品の加工・成
形・組付け

《主な仕事》
・プラスチック部品の成形
コネクターや車のルームランプなどの蓋
を射出成型機で生産します

無期雇用派遣労働者 交替制あり 株式会社　ラスター
雇用期間の定めなし (1)5時00分～14時00分

月給

165,000円～275,000円

静岡県袋井市久能１９３４－２

60

製造職／正社員 （主な仕事内容）

・段ボール製造機械及び製箱機械の操作
により、
　段ボール及び段ボール箱の製造を行っ
て頂きます。


正社員 日本紙工業　株式会社　袋井工場
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)18時00分～2時40分

150,240円～150,240円

静岡県袋井市広岡

62

自動車用樹脂部品製
造

自動車用エアフィルターの成形、検査、
梱包作業のお仕事です。

＜主な仕事内容＞
・樹脂成形機から出てきたプラスチック
部品の外観検査作業。
・プラスチック部品への各種部品の取付

正社員以外 交替制あり 和興フィルタテクノロジー　株式会社　静岡事業所　第二工場
雇用期間の定めなし (1)8時20分～17時00分

時給 (2)17時00分～2時00分

164,200円～195,200円

静岡県磐田市松之木島２０３

64

部品加工及び組立工 ・省力化機械（自動製函機・封函機、洗
浄機、コンベアー
　等）の設計、製造における部品加工及
び組立の業務です。

・図面を見て部品加工をする。


正社員 トヨフジ技研　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 製造の経験があれば
望ましい176,180円～180,000円

静岡県袋井市浅名２１３４－８０

63

楽器製造工 ・管弦打楽器・ピアノの生産に関する業
務を担当して頂きます。
　　機械加工のオペレーション、溶接作
業
　　部品のメッキ作業、塗装作業
　　完成品組立作業、梱包作業、研磨作
業など

正社員以外 株式会社　ヤマハミュージックマニュファクチュアリング
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～16時45分

月給

200,000円～210,000円

静岡県袋井市村松２１２４－１

65

（請）梱包、組立、
検査

自動車部品の梱包の作業をお願いしま
す。
（主な作業）
・車部品のジョイント部への油付け
・指示書に従っての梱包作業　　などに
なります。

正社員 株式会社　ワールド富士
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

200,000円～300,000円

静岡県磐田市富里３４８－１

67

工務（竜洋工場） 工場内で必要とされる設備の導入や動力、エネルギーの管理（電力、ボイラー）、電気設備の保守、日々の点検、部品の管理～調達、トラブル時の対応がメインとなります。正社員 須田産業　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

180,000円～250,000円

静岡県袋井市堀越５５０
　日本梱包運輸倉庫

66

工作機械の組み付け ※弊社製造の機械・装置の組み付けで
す。

（弊社の主な製品）
　ゴムロール円筒研削盤、ゴムカッティ
ングマシン
　フィニッシャー／ポリッシングマシン

正社員 テクノマシナリー　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

160,000円～183,000円

静岡県磐田市高木１７４５－１
【竜洋工場】

68

精密検査 （主な仕事の内容）

・精密機械を使った出荷検査業務
・ＰＣにて検査結果書類作成
・社内の不具合対応



正社員 株式会社　コバテック　静岡工場
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時10分

月給

175,000円～300,000円

静岡県袋井市広岡１３６０

70

プラスチック製品の
測定検査・機能検査

自動車用プラスチック部品の成形・加
工・組立まで一貫した
生産体制を有する企業です。矢崎グルー
プの一員です。

製品の検査業務を担当していただきま
す。

正社員 株式会社　相良プラスチック工業所
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)20時00分～5時10分

160,000円～190,000円

静岡県袋井市広岡１３６０

69

外観検査 （主な仕事の内容）

・自動車部品の検査を行っていただきま
す。
・キズがある、バリが残っている等の外
観を検査します。
・ほとんどが座り作業です。

正社員 交替制あり 株式会社　コバテック　静岡工場
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時10分

静岡県袋井市広岡１１２０

月給 製品検査業務の経験
未経験者歓迎165,500円～185,500円

5/8



No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫
職種

雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 059-395-6286 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 24090- 6091511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 053-459-5656 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22020-20518511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-59-3271 従業員数 33人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22090- 7590311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 

     TEL: 053-459-5656 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22020-20494911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-84-9577 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 7562211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-24-0702 従業員数 18人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 大型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 あり フォークリフト運転技能者

求人番号: 22090- 7623911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 40時間

     TEL: 0538-42-3191 従業員数 75人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 日 ５トン限定準中型自
動車免許

就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 7190811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 45時間

     TEL: 0538-66-8290 従業員数 22人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 日他 大型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 玉掛技能者

求人番号: 22090- 7508311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 40時間 小型移動式クレーン運転技能者

     TEL: 0538-66-8290 従業員数 22人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 日他 大型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 玉掛技能者

求人番号: 22090- 7523311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 40時間 小型移動式クレーン運転技能者

     TEL: 0538-66-8290 従業員数 22人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 日他 大型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 玉掛技能者

求人番号: 22090- 7529211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 40時間 小型移動式クレーン運転技能者

     TEL: 0538-66-8290 従業員数 22人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 日他 大型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 7535711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 40時間

     TEL: 0538-66-8290 従業員数 22人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 日他 大型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 玉掛技能者

求人番号: 22090- 7539411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 40時間 小型移動式クレーン運転技能者

     TEL: 0538-36-7777 従業員数 46人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 大型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり フォークリフト運転技能者

求人番号: 22090- 7288811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-24-0702 従業員数 18人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 大型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 あり 車両系建設機械（整地・運搬・積込用及び掘削用）運転技能者

求人番号: 22090- 7621311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 40時間

時給 製品の検査業務

203,000円～203,000円71

製品検査（磐田） 自動車部品を主に簡単な検査を行って頂
きます
樹脂製品・ゴム製品の目視によるキズ・
変形等を検査します

製品の保管場所で検査を行いますので、
社用車で検査作業場所まで

正社員以外 株式会社　ＨＡＬＬテクニカル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

静岡県袋井市山田８８５－１
事業所名については、ハローワーク
窓口へお問い合わせ下さい。

73

検査員 矢崎グループで生産された自動車部品の
検査業務を行っていただきます。客先か
らお預かりした図面を使用しての業務の
為、秘密厳守の徹底をお願いします。
またグループ作業することも多い為、コ
ミュニケーションがしっかりとできる
方。

正社員 翔運輸　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給

191,360円～191,360円

静岡県磐田市中泉３丁目６－５　い
わた大吉ビル３Ｆ
【ＨＡＬＬテクニカル　磐田営業
所】

72

自動車部品の目視検
査（袋井市山田）

（派遣業務）
成形機から１分間に１つプラスチック製
品が出てきます。　
その製品の目視検査を行います。
検査は目視で行って頂きね汚れや傷を確
認する作業になります。
どなたでも出来る簡単なお仕事です。

有期雇用派遣労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社ワークスタッフ　浜松営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時00分～17時00分

時給

188,600円～188,600円

静岡県磐田市駒場７１１０

74

浴槽の検査・加工と
部品の組付け業務
（袋井市）

（派遣業務）
浴槽の検査・加工と部品の組付け業務を
行って頂きます。
小規模グループでの作業です。
ライン作業ではありません。
浴槽で使用される３５ｃｍ程度のパネル
の目視検査です。

有期雇用派遣労働者 株式会社ワークスタッフ　浜松営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時20分～17時20分

月給 色別判断ができる

155,000円～170,000円

静岡県周智郡森町睦実１８５０

76

大型運転手（ウイン
グ）

近距離輸送の運転業務に従事していただ
きます。

（主な仕事の内容）
・毎日帰宅する運搬業務です。
・４ｔ～１０ｔウイングを使用しての土
砂積み込み及び運搬業務

正社員以外 変形（1年単位） 有限会社　大岡建材
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時00分～17時00分

時給 (2)7時00分～15時45分

173,600円～277,760円

静岡県袋井市新池１１０７
事業所名については、ハローワーク
窓口へお問い合わせ下さい。

75

運送および回収荷物
プレス加工

取引先をまわってアルミ缶とペットボト
ルを回収して頂きます。

・浜松市～掛川市の地区（１日５ヶ所程
度）

・４ｔ車で回収にあたります。

正社員 株式会社　しずせん
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時45分

月給

163,000円～295,000円

静岡県袋井市長溝４７０－１

77

集配運転者（準中型
トラックドライ
バー）

・２トントラックを使用し、福山通運
袋井支店ターミナルから輸送し近隣地域
のお客様への荷物の配達、近隣地域のお
客様より荷物をお預かりし、福山通運
袋井支店ターミナルへ荷物を輸送する仕
事です。
・担当エリアは袋井市・磐田市・掛川

正社員 変形（1ヶ月単位） 福山通運　株式会社　袋井支店
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

時給 大型自動車運転経験
者158,976円～158,976円

静岡県磐田市竜洋稗原１２－１

79

４ｔ平運転手 一般貨物自動車運送の会社での仕事で
す。
（主な仕事内容）
・積荷は、主に、住宅建材、建設建材等
になります。
・近・中距離運送です。（主に神奈川県
から愛知県の間）

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　竜洋運輸
雇用期間の定めなし (1)5時00分～15時00分

月給 (2)8時00分～18時00分

217,700円～217,700円 (3)22時00分～8時00分

静岡県袋井市土橋６０

78

７ｔユニック運転手 一般貨物自動車運送の会社での仕事で
す。
（主な仕事内容）
・積荷は、主に、住宅建材、建設建材等
になります。
・近・中距離運送です。（主に神奈川県
から愛知県の間）

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　竜洋運輸
雇用期間の定めなし (1)5時00分～15時00分

月給 (2)8時00分～18時00分

227,700円～227,700円 (3)22時00分～8時00分

静岡県磐田市竜洋稗原１２－１

80

１５ｔ平運転手 一般貨物自動車運送の会社での仕事で
す。
（主な仕事内容）
・積荷は、主に、住宅建材、建設建材等
になります。
・近・中距離運送です。（主に神奈川県
から愛知県の間）

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　竜洋運輸
雇用期間の定めなし (1)5時00分～15時00分

月給 (2)8時00分～18時00分

207,700円～207,700円 (3)22時00分～8時00分

静岡県磐田市竜洋稗原１２－１

82

１５ｔユニック運転
手

一般貨物自動車運送の会社での仕事で
す。
（主な仕事内容）
・積荷は、主に、住宅建材、建設建材等
になります。
・近・中距離運送です。（主に神奈川県
から愛知県の間）

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　竜洋運輸
雇用期間の定めなし (1)5時00分～15時00分

月給 (2)8時00分～18時00分

217,700円～217,700円 (3)22時00分～8時00分

静岡県磐田市竜洋稗原１２－１

81

大型ウイング運転者 一般貨物自動車運送の会社での仕事で
す。
（主な仕事内容）
・積荷は、主に、自動車関連の製品にな
ります。
・近・中距離運送です。（主に県東部か
ら愛知県の間）

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　竜洋運輸
雇用期間の定めなし (1)5時00分～15時00分

月給

245,000円～450,000円

静岡県磐田市竜洋稗原１２－１

83

大型トラック運転手
（楽器・電化製品）
／中部支店

当社は「想いを運び、真心を届ける」を
経営理念とし創業７２年を迎えました。
おかげさまで業務好調のために、新たに
１０ｔウイング車にて主に静岡県から関
西方面へ運行する運転手さんを募集して
います。


正社員 変形（1年単位） ニシリク　株式会社　中部支店
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)8時00分～18時00分

243,700円～243,700円 (3)22時00分～8時00分

静岡県袋井市長溝４７０－１

日給 大型自動車運転経験
者216,000円～216,000円

静岡県磐田市上万能１７３

84

大型運転手（ダンプ
カー）

近距離輸送の運転業務に従事していただ
きます。

（主な仕事の内容）
・毎日帰宅する運搬業務です。
・４ｔ～１０ｔダンプを使用しての土砂
積み込み及び運搬業務

正社員以外 変形（1年単位） 有限会社　大岡建材
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫
職種

雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 0537-24-1516 従業員数 40人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 フォークリフト運転
技能者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22060- 5594511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 0538-34-8111 従業員数 95人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 フォークリフト運転
技能者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090- 7193411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 0538-34-8111 従業員数 95人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 フォークリフト運転
技能者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090- 7195311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 0538-38-6100 従業員数 13人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 準中型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり ８トン限定中型自動車免許

求人番号: 22090- 7183811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 27時間 大型自動車免許

     TEL: 0538-23-0487 従業員数 5人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 7442011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 15時間

     TEL: 048-478-1111 従業員数 8人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 準中型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 11110- 5702611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 0538-48-8216 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 7289211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-37-5335 従業員数 7人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： なし 時間外 なし

求人番号: 22090- 7584911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-525-8333 従業員数 1人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22020-20879911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-42-3191 従業員数 75人

年　　齢: 18歳～34歳 休　　日： 他 フォークリフト運転
技能者

就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 7327811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 30時間

     TEL: 053-444-5505 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 フォークリフト運転
技能者

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22020-20459311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-34-5001 従業員数 203人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 7262711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 0538-45-3868 従業員数 40人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 フォークリフト運転
技能者

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 7179011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 053-435-3682 従業員数 24人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 準中型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22020-20107211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 30時間

85

リフトオペレーター ＊フォークリフト作業
　（オートバイや梱包品の荷役作業）
　　トラックやコンテナへの積み下ろし
作業です。
　・出荷準備：ハンディースキャナーに
よるバーコード入力
　・在庫管理：定期的に在庫表との現物

正社員 三笠運輸　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

173,100円～231,100円

静岡県磐田市岩井２３７０－１
三笠運輸株式会社　磐田物流セン
ター

86

入出庫作業 ＜主な仕事内容＞
・主にフォークリフトやハンドリフトを
使用して、

　入荷品の受入、運搬、移動、出荷、在
庫確認等の業務


正社員 株式会社　ヤザキ
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時15分

月給 フォークリフト作業

176,400円～225,750円

静岡県磐田市下太１０

88

サービスエンジニア
職（足場の組立・解
体作業）／経験者

○家や工場、倉庫、お店…様々な建物を
建てる時には、高い所で安　全に作業が
出来る足場・作業するための床・踏み台
が必ず必要と　なります。その足場を組
み立てたり、解体したりする仕事です。
○仕事は、経験と知識が豊かな先輩が
「安全第一」で丁寧に教えて　いきます

正社員 変形（1年単位） 株式会社　ワコーコーポレーション　浜松営業所
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時00分

月給

173,100円～190,000円

静岡県磐田市下太１０

87

入出庫作業 ＜主な仕事内容＞
・主にフォークリフトやハンドリフトを
使用して、

　入荷品の受入、運搬、移動、出荷、在
庫確認等の業務


正社員以外 株式会社　ヤザキ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時15分～17時15分

月給

215,000円～500,000円

静岡県磐田市匂坂中１２７０－１

89

配管工 下記配管工事の作業員・現場管理者

・民間工場設備のメンテナンス
・公共工事（主に水道工事）
・一般住宅の修繕等

※ＰＣ作業あり（未経験者の方には丁寧

正社員 タイセーメンテナンス　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 足場の施工

259,400円～259,400円

静岡県磐田市福田２６１－２

91

現場管理者 ・住宅の塗替工事（吹付塗装も含む）防
水工事、雨もり・
　修繕工事、各種リフォーム工事の現場
管理、雑務など
　簡単な作業です（現場監督ではありま
せん）


正社員 有限会社　サトウ建装
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時30分

月給 屋外作業経験は必須
その他工事経験者を
優遇します

190,000円～250,000円

静岡県袋井市梅山５６５－１

90

エクステリア施工
技術職「静岡県・浜
松事業所」

エクステリアの配送から施工、工事にな
ります。
・物置をメインに収納庫、ガレージ、倉
庫などの組立作業
・ガーデンテラス、ウッドデッキ、カー
ポートなどの設置作業
・組立、設置作業に伴う基礎工事および

正社員 変形（1年単位） フジ産業株式会社　事業本部
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給

200,000円～300,000円

静岡県袋井市上山梨２－３－２

92

法面保護工事 法面保護工事
　山の斜面に安全帯を使用し作業
アンカー工事
　足場の上での機械操作作業

正社員 有限会社　木立組
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

160,000円～350,000円

静岡県袋井市山科３０８０
事業所名はハローワークまでお問い
合わせ下さい。

94

業務員 お客様からお預かりした荷物を、地域か
ら全国にお届けする・全国から地域にお
届けする為の構内作業を行います。
荷物は段ボールに入ったものがほとんど
で、手作業とフォークリフトで作業を行
います。


正社員 変形（1ヶ月単位） 福山通運　株式会社　袋井支店
雇用期間の定めなし (1)6時00分～15時00分

時給

174,762円～198,593円

静岡県磐田市鎌田５７０－７

93

倉庫内作業員（袋井
市）

（請負業務）
倉庫内でオートバイを移動させる作業で
す。

正社員 三友ホールディングス株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給

194,880円～194,880円

静岡県袋井市土橋６０

95

入出荷業務（磐田
市）

（請負業務）
入ってきた製品に、ラベルを貼り付けま
す。
貼ったラベルをハンディターミナルで読
み込みます。
出荷時も、ハンディターミナルでラベル
を読み込みます。

正社員以外 株式会社　ワークス
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時30分～17時30分

月給 (2)20時00分～5時00分

168,000円～180,000円 (3)2時00分～11時00分

静岡県磐田市西之島７８－３

97

冷蔵庫内乳製品入出
庫作業

冷蔵庫内での入出庫作業を行って頂きま
す。

＜主な仕事内容＞
・フォークリフト（リーチ式）にて乳製
品の入庫作業
・客先別へのセット（集品）作業

正社員以外 明治大和倉庫　株式会社　静岡営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～16時00分

月給 (2)13時45分～21時55

153,900円～153,900円 (3)21時45分～5時55分

静岡県磐田市福田５４９１－３
事業所名については、ハローワーク
窓口にお問い合わせ下さい。

96

（請）材料品の運搬
供給作業／３交替

日本たばこ産業（株）東海工場内での、
たばこ製造に伴う
構内付帯作業になります。

・フォークリフトによる材料等の運搬・
供給
・原材料の機械への供給作業

正社員以外 変形（1ヶ月単位） ジェイティプラントサービス　株式会社　東海支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)5時45分～13時55分

月給

174,280円～193,000円
又は8時00分～21時00

静岡県袋井市久能３００１－１

98

セールスドライバー
（遠州森町セン
ター）

クロネコヤマトの配送者で、担当エリア
の個人・企業のお客様へ荷物の配達・集
荷を行うお仕事です。
当社は拠点（センター）を細分化して、
地域密着型を実践しているのがヤマト運
輸の特徴。だから、１人のドライバーが
担当するエリアは業界内でも狭く、地域

正社員 交替制あり ヤマト運輸　株式会社　浜松主管支店
雇用期間の定めなし

月給 (2)19時00分～3時00分 リーチ式フォークリ
フト実務経験１年以
上

182,000円～186,000円 (3)22時00分～6時00分

静岡県周智郡森町森１５３４
【遠州森町センター】
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫
職種

雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 053-435-3682 従業員数 46人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 準中型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22020-20108511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 30時間

     TEL: 053-435-3682 従業員数 53人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 準中型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22020-20101311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 30時間

     TEL: 0538-85-9876 従業員数 30人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090- 7639311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-463-3215 従業員数 35人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22020-20729511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 

静岡県袋井市山科３１０８－３
【袋井山科センター】

100

セールスドライバー
（磐田見付セン
ター）

クロネコヤマトの配送者で、担当エリア
の個人・企業のお客様へ荷物の配達・集
荷を行うお仕事です。
当社は拠点（センター）を細分化して、
地域密着型を実践しているのがヤマト運
輸の特徴。だから、１人のドライバーが
担当するエリアは業界内でも狭く、地域

正社員 交替制あり ヤマト運輸　株式会社　浜松主管支店
雇用期間の定めなし

月給

174,280円～193,000円
又は8時00分～21時00

99

セールスドライバー
（袋井山科セン
ター）

クロネコヤマトの配送者で、担当エリア
の個人・企業のお客様へ荷物の配達・集
荷を行うお仕事です。
当社は拠点（センター）を細分化して、
地域密着型を実践しているのがヤマト運
輸の特徴。だから、１人のドライバーが
担当するエリアは業界内でも狭く、地域

正社員 交替制あり ヤマト運輸　株式会社　浜松主管支店
雇用期間の定めなし

日給

148,271円～148,271円

静岡県磐田市水堀２２０
【磐田見付センター】

101

個包装済ペットフー
ドの包装・袋詰め作
業、軽作業

　既に個包装されているペットフードの
袋詰め、箱詰め作業になります。ニオイ
等もありません。

初めての方でも丁寧に指導しますので安
心です。
家事とお仕事の両立ができます。

正社員以外 サステン　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

月給

174,280円～193,000円
又は8時00分～21時00

静岡県磐田市東平松３９５
【竜洋配送センター】

月給

190,000円～210,000円

静岡県袋井市川井１３３８－１
　袋井インター営業所

102

物流部・在庫担当及
び補助業務（竜洋配
送センター）

現業職（在庫担当補助）
荷物の入出庫作業
ピッキング作業

取扱品：家庭用清掃用品、ケミカル品他

２ｔ車運搬作業も月数回あり

正社員 アズマ工業　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分
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