
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 058-215-5858 従業員数 3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: 21010-31985711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0538-43-1110 従業員数 13人

年　　齢: 35歳以下 休　　日： 土日他 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: 22090- 7773811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0539-62-4465 従業員数 8人

年　　齢: 59歳以下 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: 22090- 7765811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 27時間

     TEL: 0538-85-0737 従業員数 3人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝 一級建築士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 二級建築士

求人番号: 22090- 7763111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 03-6722-0597 従業員数 79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: 13040-89012611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-3735-3933 従業員数 93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: 13060-13792511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 0538-21-0080 従業員数 6人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝 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- 7751011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0538-32-2384 従業員数 10人

年　　齢: 59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： なし 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22090- 7722811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 053-488-8866 従業員数 18人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 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: 22020-21292311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 5時間

     TEL: 0539-62-6261 従業員数 7人

年　　齢: 59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： なし 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22090- 7694211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0537-22-4510 従業員数 7人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 木他 歯科衛生士 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- 5800811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 0538-45-2771 従業員数 2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- 7782511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-21-3511 従業員数 257人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 社会福祉士 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- 7704111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 054-647-7887 従業員数 1人

年　　齢: 不問 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: 22120- 7423911 各種保険： 雇用・労災 月平均 

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

バイク部品設計補助 バイクのフロントフォークやショックア
ブソーバーなどの設計補助業務となりま
す。
設計者からの指示に従い、３ＤＣＡＤを
使用し、モデルデータや図面作成をしま
す。


無期雇用派遣労働者 株式会社　アシストエンジニア
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17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

230,000円～250,000円

静岡県袋井市松原２６０１

2

設備設計・施工管理 コジマヤ興業（株）のグループ会社で、
塗装プラント等の設計・製作及び据付工
事の会社です。
（主な仕事）
・工業用塗装設備の設計施工
・工事管理業務
・ＣＡＤソフトによる設計業務

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

月給 ＣＡＤ操作経験
※ＣＡＴＩＡ　Ｖ５
での設計補助ｏｒＣ

238,000円～485,000円

静岡県磐田市壱貫地１５４－５

4

建築設計 住宅から公共建築の設計・監理のお仕事
になります。


＊経験者の方の募集になります。

正社員 建築科 有限会社　Ｆｏｒｅｓｔ　Ｓｃｅｎｅ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 金型設計製作、組
付、仕上げ、ワイ
ヤーカット、マシニ

180,000円～350,000円

静岡県袋井市葵町１－２－８

3

金属プレス金型設計
製作

自動車部品等金属プレス金型設計製作に
おける、
・ＰＲＧ（プログレ）設計
・金型設計製作
・ＮＣオペレーション
・２Ｄ・３Ｄ　ＣＡＤ／ＣＡＭプログラ
ム

正社員 変形（1年単位） 有限会社　山本製作所
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時00分

月給

255,960円～460,880円

静岡県周智郡森町森１７１７－１　クリエイト１階

5

総合職（建築技術
者）／浜松市・磐田
市・藤枝市

・建設現場における建築施工管理業務に
従事して頂きます。
・未経験の方やブランクがある方も歓迎
致します。
・未経験の方には丁寧に基本から教育さ
せて頂きます。
・随時、会社説明会（主な会場：浜松

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 ＣＡＤによる設計
（設計の経験５年以
上）　接客打ち合わ

200,000円～250,000円

静岡県磐田市鳥之瀬１２９－１　
「当社・静岡事業所磐田事務所」

7

正看護師 ・内科疾患の外来患者の診療治療の看護

・院長の指示に基づいて、レントゲン、
心電図、血液検査等に従事していただき
ます。

・患者介助や、採血、医療機器操作もあ

正社員 はかまた内科医院
雇用期間の定めなし (1)8時20分～18時20分

月給 システム開発実務経
験が多少あれば可217,000円～350,000円

静岡県内各現場（主に浜松市・磐田市・藤枝市）

6

【急募】開発支援＜
磐田＞

○コンピュータソフトウェアの設計・開
発業務検査で下記のいずれ　かの技術に
関する業務

＊Ｃ言語、Ｃ＋＋、Ｃ＃、Ｊａｖａ言
語、ＶＢ．ｎｅｔによる
　アプリケーション開発

正社員以外 専門学校以上 ユニインフォーメーション株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時45分～17時30分

月給 (2)9時00分～13時00分 病院・診療所勤務経
験者尚可255,000円～290,000円

静岡県磐田市加茂１１８４－３

8

看護師（正・准） 内科、小児科医院での外来における看護
業務全般の仕事をし
ていただきます。

（主な仕事内容）
・来院患者に対する予診
・医師の診療介助など

正社員 医療法人社団　愛慈会　さくらクリニック
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 (2)8時20分～12時20分

233,000円～293,000円

静岡県磐田市福田２２０４－３
【ラクラス福田】
＊遠鉄バス　福田車庫から徒歩１分

10

看護師
「看護」

医師の診断、治療のための補助や患者の
ケアを行います。

検温、血圧・体重測定、点滴交換、採
血、環境整備他

高齢者やお子様の介助等、患者とのコミ

正社員 医療法人社団　あゆみ会　まさふみクリニック
雇用期間の定めなし (1)8時45分～18時30分

月給 (2)9時00分～18時00分 看護業務経験者（２
～３年）
（介護現場以外での

225,000円～270,000円 (3)8時30分～17時30分

静岡県磐田市国府台１００－１

9

デイサービスの看護
職員（ラクラス福
田）

【研修あり、遠鉄グループ福利厚生が充
実】
デイサービスでの看護業務です。
〈業務内容〉
・ご利用者の健康管理、内服管理、創傷
処理
・食事、入浴、排せつなどの介助、介護

正社員 交替制あり 専門卒以上 遠鉄の介護サービス　ラクラス　（遠州鉄道　株式会社　介護事業部）
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

230,000円～400,000円

静岡県磐田市惣兵衛下新田１３４

11

歯科衛生士：袋井
ファミリー歯科クリ
ニック

◇歯科衛生士業務
　＊歯科医師の指導のもと
　　・診療の補助
　　・歯および口腔の疾患を予防する処
置
　　・歯の病気にかからない為の口腔内
の衛生指導

正社員 医療法人社団　桜樹会
雇用期間の定めなし (1)10時00分～19時00

月給 (2)8時45分～13時00分

250,000円～250,000円

静岡県袋井市小山９８４
「風の窓」

13

医療ソーシャルワー
カー（ＭＳＷ）

医療ソーシャルワーカーの業務全般をお
願いします。

（主な仕事の内容）

　・入院、退院の相談、調整、援助


正社員 医療法人弘遠会　すずかけヘルスケアホスピタル
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給 (2)8時15分～17時15分 福祉施設等勤務経験

163,884円～176,112円 (3)8時00分～17時00分

静岡県袋井市上山梨４丁目１－２
パティオ１Ｆ
袋井ファミリー歯科クリニック

12

相談員・生活支援員
兼務

相談員：障害がある方が、福祉サービス
を受けるための計画の作成・モニタリン
グ・一般相談等
生活支援員：指定障害福祉サービス事業
所での障害がある方への就労支援や日常
生活の支援（自主製品の製造・下請け・
農業などの作業、食事・トイレの介助、

正社員以外 社会福祉法人　なごみかぜ
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 事務経験

240,000円～240,000円

静岡県磐田市大原２０４２－４

14

一般事務員 デスクワーク、パソコンの基本操作にな
ります。



正社員以外 株式会社　オブジィ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時30分～17時00分

月給 経験３年以上

194,650円～244,200円

静岡県袋井市愛野１２３４
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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: 0538-32-2384 従業員数 10人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 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- 7746911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-36-3222 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 水日祝他 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: 22090- 7734411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 4時間

     TEL: 0538-37-0255 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 医療事務資格 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- 7687511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 0538-44-3465 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 日商簿記３級 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- 7742411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-34-6520 従業員数 50人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 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： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 7776411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-34-6520 従業員数 50人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 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- 7777011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-34-9229 従業員数 34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- 7760311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 0538-37-2811 従業員数 20人

年　　齢: 44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: 22090- 7726011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 30時間

     TEL: 0572-20-0805 従業員数 42人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 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: 21030-12074211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 23時間

     TEL: 03-3562-7523 従業員数 3人

年　　齢: 64歳以下 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: 13010-83999011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 03-3562-7523 従業員数 7人

年　　齢: 64歳以下 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: 13010-84641411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0532-52-3776 従業員数 8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: 23040-12726611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 03-3252-3800 従業員数 5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: 13010-84942411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 19時間

     TEL: 0538-84-9523 従業員数 20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- 7727311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

静岡県磐田市国府台１００－１

16

医療事務 （主な仕事の内容）

・クリニック受付

・レセプト作成（電子カルテ入力）

・患者さんの誘導　等

正社員 交替制あり みつけ内科クリニック
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～13時00分

151,080円～160,000円15

受付事務 クリニック受付窓口での受付事務のお仕
事です。
・窓口での来客者の応対、ご案内
・専用パソコンを使用してのレセプト入
力
・患者カルテの整理
・診療後の会計処理

正社員 医療法人社団　愛慈会　さくらクリニック
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 (2)8時00分～12時30分

172,000円～172,000円

静岡県磐田市水堀３９５－１

17

医療事務 内科・小児科における受付・医療事務全
般を行っていただきます。
（主な仕事内容）
・受付、会計
・電話対応
・診療報酬請求事務
・診療補助

正社員 医療法人社団　龍光会　上岡田内科・小児科医院
雇用期間の定めなし (1)8時00分～18時30分

月給 (2)11時00分～19時00 医療事務経験

150,000円～160,000円

静岡県袋井市久能１６９４－２

19

製造 （仕事の内容）

・商品の出荷準備
・冷蔵庫内の整理整頓　などもありま
す。
・営業業務はありません。
・ミート加工を経験していただき、その

正社員 ニクセン　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 経理事務の経験者

200,000円～220,000円

静岡県磐田市上岡田７５２－４

18

経理事務 製造や販売に関する経理作業のお仕事に
なります。

（主な仕事の内容）
・ＴＫＣソフトへのデータ入力
・月末の支払処理
・仕入入力

正社員 株式会社　オールライフサービス
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 食肉に関する仕事の
経験220,000円～330,000円

静岡県磐田市宮之一色９８８－３

20

生産 （仕事の内容）

・入荷物、出荷物の検品や整理をして頂
きます。
・商品の出荷準備
・冷蔵庫内の整理整頓などもあります。
・納品書、請求書の整理

正社員 ニクセン　株式会社
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

静岡県磐田市上岡田４６４

22

生産管理及び組立 介護用入浴装置を製造する製造部にて生
産管理及び組み立て業務を担当頂きま
す。将来的には基幹システムにおけるＭ
ＲＰ領域など、製造等との連携強化にて
ものづくり改革に積極的な活躍を期待し
ています。


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

月給

187,480円～257,480円

静岡県磐田市宮之一色９８８－３

21

品質管理員 工場での品質管理を担当していただきま
す。
商品の品質が一定になるように製品の検
品、保全が主な業務です。また、簡単な
データ入力や書類整理などの基本的な事
務、取引先やお客様への対応など。


正社員 イワタプレス工業　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)12時00分～21時00 小売業にて、鮮魚・
青果部門勤務の経験
をお持ちの方

212,000円～318,000円 (3)9時00分～18時00分

静岡県磐田市池田１３８１－１０
（株）アマノ　池田工場

23

総合職 ・地域密着の食品スーパーマーケットで
の接客、販売のお仕事です
・商品の陳列、加工や売場作りを通じ
て、様々な知識・技術が身に
　付きます。入社時研修、ＯＪＴ、部門
別研修など、充実した
　研修体制でスキルアップが出来、やり

正社員 交替制あり 株式会社　バローホールディングス
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給

200,000円～250,000円

静岡県磐田市高見丘１２００番地
ららぽーと磐田内
「ＧＩＮＺＡ　Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ
磐田店」（当社店舗）

25

店舗スタッフ（磐田
店・正社員）

＊ブランドバッグ・小物・ジュエリー・
時計等、幸せなプレゼント
　選びのお手伝いをする仕事です。
（ブランド品や当社オリジナルブランド
の販売・商品管理・ディス
　プレイ等）
＊未経験者の方も努力次第で様々なキャ

正社員 変形（1年単位） 株式会社　ハピネス・アンド・ディ
雇用期間の定めなし (1)8時50分～21時00分

月給

190,000円～280,000円

静岡県袋井市旭町２－４－７９

24

店舗スタッフ（磐田
店／全国転勤の正社
員）

＊転勤できる方を募集します
＊家具・家電付の社宅をご用意いたしま
す
＊ブランドバッグ・小物・ジュエリー・
時計等、幸せなプレゼント
　選びのお手伝いをする仕事です
（ブランド品や当社オリジナルブランド

正社員 変形（1年単位） 株式会社　ハピネス・アンド・ディ
雇用期間の定めなし (1)9時30分～21時00分

月給 (2)16時00分～1時00分

178,450円～178,450円

静岡県磐田市高見丘１２００番地
ららぽーと磐田１Ｆ
「ＧＩＮＺＡ　Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ
磐田店」（当社店舗）

26

コンビニスタッフ
（ミニストップオー
ギヤ磐田店）

コンビニ業務全般をお願いします。
　接客（レジ打ち）
　売場管理（商品の検品や陳列）
　発注業務
　清掃など　　
　　≪丁寧に教えますので、安心してス
タートできます≫　

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　大木家
雇用期間の定めなし (1)7時30分～16時30分

月給

180,000円～280,000円

静岡県磐田市宮之一色３１－２
当社　浜松出張所

28

提案営業職（幹部候
補生）

日本を代表する自動車や家電製品、生産
設備等を製造している大手
メーカー向けの法人向け営業職。
【業務内容】エンジニア、受託請負の提
案営業

皆さんの良く知る大手クライアントがお

正社員 株式会社　イデア　浜松営業所
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 ・２輪や自動車のメ
カニズムの知識
・製作物の知識のあ

220,000円～300,000円

静岡県磐田市上万能２６２番地１
　「ミニストップ　オーギヤ磐田
店」

27

固定客に対する営業
／磐田市宮之一色

２輪・自動車メーカーの工場へのルート
営業

・生産設備に使用する機械装置、図面加
工品および、工場用品
　（作業工具等）の受発注業務、納品等
・営業エリアは、主に静岡県です。

正社員 変形（1年単位） 水戸工業株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

静岡県磐田市富丘５１０－３

年俸制 営業経験３年以上

350,000円～350,000円
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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: 0538-66-6525 従業員数 13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- 7663011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-44-7208 従業員数 18人

年　　齢: 18歳～59歳 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: 22090- 7730711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 053-488-8866 従業員数 60人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり ホームヘルパー２級

求人番号: 22020-21294911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 5時間 介護職員初任者研修修了者

     TEL: 053-423-0866 従業員数 7人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 美容師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし 理容師

求人番号: 22020-21431511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-67-8560 従業員数 36人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし 栄養士

求人番号: 22090- 7729911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-444-3533 従業員数 15人

年　　齢: 18歳～59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: 22020-21457511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 28時間

     TEL: 0422-36-6788 従業員数 8人

年　　齢: 18歳～44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: 13170-14395911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 25時間

     TEL: 0422-36-6788 従業員数 9人

年　　齢: 18歳～44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: 13170-14963311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 25時間

     TEL: 0538-49-1937 従業員数 24人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 7744311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-23-3312 従業員数 42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 なし

求人番号: 22090- 7736311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 

     TEL: 0538-66-2598 従業員数 15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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090- 7771111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 30時間

     TEL: 0538-32-6321 従業員数 13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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090- 7731811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 054-205-8686 従業員数 1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: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 危険物取扱者（乙種）

求人番号: 22010-23771711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 053-444-5505 従業員数 6人

年　　齢: 18歳以上 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: 22020-21635311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

月給

200,000円～270,000円29

営業 （主な仕事の内容）

・楽器店へのルートセールス

・得意先の債権管理業務

・海外からの入荷ピアノのデバン作業及

正社員 東洋ピアノ製造　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

静岡県袋井市堀越２丁目１４－１

31

遠鉄ラクラス（有料
老人ホーム）介護職
員（見付レジデン
ス）

遠州鉄道が運営する介護施設
（業務内容）
・食事、入浴、排せつなどの介助
・居室整備
・レクリエーションなどの企画・実施
・介護記録


正社員 変形（1ヶ月単位） 遠鉄の介護サービス　ラクラス　（遠州鉄道　株式会社　介護事業部）
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 (2)9時30分～18時30分 介護実務経験３年以
上210,000円～245,000円 (3)16時00分～10時00

静岡県磐田市高木１８１８

30

介護リーダー（袋井
市）認知症高齢者グ
ループホーム

・学研グループの介護事業の会社として
全国でグループホーム等
　３００拠点以上を展開。
・学研グループならでは、グループホー
ム専門会社ならではの
　教育・研修体制がございます。
・認知症ケアの専門性を高めながら、介

正社員 交替制あり メディカル・ケア・サービス　株式会社
　愛の家　グループホーム袋井雇用期間の定めなし (1)7時15分～16時15分

月給

230,100円～232,800円

静岡県磐田市見付２３５－１０
【ラクラス見付】

32

ヘアーカット専門サ
ロンのカットスタッ
フ（豊田町店）

・ヘアーカット専門サロンのカットス
タッフ募集です。
　シャンプー、パーマ、カラー、顔剃り
のないカットのみに
　特化したサロンなので腰痛や手荒れの
心配はありません。


正社員 株式会社　サンヨー商事
雇用期間の定めなし (1)9時00分～19時00分

月給 (2)11時00分～20時00

192,000円～233,000円 (3)16時30分～9時30分

静岡県袋井市愛野東１－６－４

34

店長（カレーハウス
ＣｏＣｏ壱番屋）

ナショナルチェーンであるカレーハウス
ＣｏＣｏ壱番屋の店舗運営。
調理、接客、食材の発注、人材育成、店
舗管理業務、販促活動など店舗に関わる
業務を一通り実施。
１店舗の運営が出来るようになったら、
複数店舗の管理を任されるマネージャー

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　アクセルワン
雇用期間の定めなし

月給

160,000円～170,000円

静岡県磐田市立野２０１６－７
【豊田町店】

33

調理師・栄養士（袋
井）

袋井愛ノ宮保育園内で、０～５歳児園児
向けの食事の調理をお願いします。
※ブランクのある方でも応募歓迎！

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

月給 (2)19時00分～1時00分

208,300円～278,000円 (3)10時00分～23時00

【カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋浜松
三島店】
浜松市南区三島町１４５－１
その他就業場所は弊社ＨＰ参照

35

正社員店舗スタッフ
（魚民　袋井駅前
店）

１．居酒屋「白木屋」「魚民」「山内農
場」「目利きの銀次」等
　　での接客・調理・マネジメント
　　◆接客…オーダー受けや料理提供、
会計等
　　◆調理…揚げ物や焼き物等、簡単な
調理から開始

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　モンテローザフーズ
雇用期間の定めなし (1)15時00分～0時00分

月給 飲食業経験者（年数
不問）185,000円～350,000円

又は9時45分～23時45

静岡県磐田市中泉１－５－１２　１
階２階
「山内農場　磐田北口駅前店」

37

野菜栽培 野菜などの播種（種まき）、育苗等の栽
培・管理全般を
担当していただきます。

（主な仕事の内容）

・野菜（トウモロコシ・レタス・有機

正社員 有限会社　佐野ファーム
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)19時00分～1時00分

208,300円～278,000円 (3)10時00分～23時00

静岡県袋井市高尾町１－１２　月花
園ビル　１階２階
「魚民　袋井駅前店」

36

正社員店舗スタッフ
（山内農場　磐田北
口駅前店）

１．居酒屋「白木屋」「魚民」「山内農
場」「目利きの銀次」等
　　での接客・調理・マネジメント
　　◆接客…オーダー受けや料理提供、
会計等
　　◆調理…揚げ物や焼き物等、簡単な
調理から開始

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　モンテローザフーズ
雇用期間の定めなし (1)15時00分～0時00分

月給

160,000円～160,000円

静岡県周智郡森町谷中３３

38

軽作業 （主な仕事の内容）

・４５トンのプレス機械のボタンを押し
て穴を開ける作業。

・その後面取りボール盤にて面取り加工
をする。

正社員 みたか工業　株式会社
雇用期間の定めなし (1)7時55分～17時00分

月給

160,000円～180,000円

静岡県磐田市豊岡６１０２－２

40

自動車部品のスポッ
ト溶接作業

自動車部品の組立て作業のお仕事です。

・スポット溶接用ロボットや定置スポッ
ト機を使用しての
　作業になります。



正社員 高卒以上 有限会社　磐田板金工業
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

200,000円～250,000円

静岡県袋井市初越１８８－１

39

生産技術およびマシ
ニングセンターオペ
レーター

金属加工機械オペレーターのお仕事にな
ります。

（主な仕事内容）
・自動車部品、産業用ロボットの切削
・多品種小ロット生産


正社員 有限会社　大庭製作所
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給

219,713円～219,713円

静岡県磐田市上岡田４６４

41

（派）粉末薬品の製
造と構内運搬作業／
袋井市

粉末薬品の製造【取得取得補助度あり】

・原料投入（２０ｋｇ程度）
・混合機の設定操作および操業
・製品または原料の構内運搬（リフト使
用）


有期雇用派遣労働者 人材プロオフィス　株式会社　静岡営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時15分～17時00分

月給

187,480円～257,480円

静岡県磐田市豊岡６９８８－１
西遠ゴム工業株式会社

時給 (2)20時00分～5時00分

203,520円～203,520円

静岡県袋井市大野６９０９番地９
コニカミノルタケミカル株式会社

42

成形作業（磐田市） （派遣業務）
自動車部品製造
ゴム製品成形機のオペレーション（設備
操作）及び成形品バリ取り、検査

有期雇用派遣労働者 交替制あり 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00分～17時00分

3/5



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: 0538-23-2217 従業員数 28人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 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： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 7669811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 0538-23-2217 従業員数 28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- 7670411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 054-205-8686 従業員数 1人

年　　齢: 18歳以上 休　　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: 22010-23770111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 053-450-8050 従業員数 64人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 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： その他 時間外 あり

求人番号: 22020-21632511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 054-205-8686 従業員数 1人

年　　齢: 不問 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: 22010-23601811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 053-466-1203 従業員数 60人

年　　齢: 不問 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: 22020-21467011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0538-36-6488 従業員数 12人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 月他 三級自動車整備士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 自動車検査員

求人番号: 22090- 7644511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 053-432-0378 従業員数 3人

年　　齢: 64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: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 第一種電気工事士

求人番号: 22020-21429111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 第二種電気工事士

     TEL: 053-450-3506 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 大型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 大型自動車第二種免許

求人番号: 22020-21029811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-42-1588 従業員数 39人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり 中型自動車第二種免許

求人番号: 22090- 7754911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 36時間 大型自動車第二種免許

     TEL: 0537-26-0561 従業員数 5人

年　　齢: 25歳～59歳 休　　日： 他 大型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22060- 5805311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-38-6330 従業員数 19人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 大型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり フォークリフト運転技能者

求人番号: 22090- 7779611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 27時間

     TEL: 0538-38-6330 従業員数 19人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 大型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり フォークリフト運転技能者

求人番号: 22090- 7781211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 27時間

     TEL: 0538-23-3864 従業員数 6人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 大型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22090- 7656311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

43

検査・組立・出荷工
程業務（班長補佐候
補）

自動車用樹脂部品の検査・組立・出荷業
務の班長を

将来補佐する仕事になります。


未経験の方でも現場実習で、下記のポイ

正社員 株式会社　日恵
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時55分

月給

168,000円～178,000円

静岡県袋井市大野２８００

44

検査・組立・出荷工
程業務

自動車用樹脂部品の検査・組立・出荷業
務の仕事になります。


プラスチック製品のため、清潔で軽量で
す。


正社員 株式会社　日恵
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時55分

月給

175,000円～198,000円

静岡県磐田市東名８０
ミツワ株式会社

46

仮設トイレの組立
（静岡工場）

屋外ユニットの組立・加工を担当してい
ただきます。

インパクトドライバーやホルソーを装着
した電動ドリル等を使った、ユニットの
組立・部品加工を行っていただきます。


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

時給 (2)17時20分～2時20分

205,657円～205,657円

静岡県袋井市大野２８００

45

（派）プラスチック
成型／磐田市

プラスチック製品のプレス成形作業

１）プラスチック製品のプレス成型作業
・材料のカット
・プレス成形
・バリ取り、穴あけ加工
２）プラスチック製品の塗装品の仕上げ

有期雇用派遣労働者 交替制あり 人材プロオフィス　株式会社　静岡営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時20分～17時20分

時給

193,200円～193,200円

静岡県袋井市諸井３４７７

47

（派）プラント関係
の部品製造／袋井市

プラントに関わる特殊部品製造のお仕事

・原材料の切断や加工（機械オペレー
ター）
・刷毛で接着剤の塗布作業
・金属部品の組立


有期雇用派遣労働者 人材プロオフィス　株式会社　静岡営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時00分～17時00分

月給

164,000円～225,000円

静岡県磐田市下万能９００番地
【共立スタッフバンク　磐田営業
所】

49

サービスメカニック ホンダのカーディーラーにおける自動車
整備業務
＜主な仕事内容＞
・自動車の点検、車検、一般修理
・用品取り付け
・上記に付随する業務


正社員 変形（1年単位） 株式会社　ホンダリュウヨウ　ホンダカーズ磐田南
雇用期間の定めなし (1)8時50分～18時00分

時給

161,070円～161,070円

静岡県袋井市高尾１９８０
東絶工業株式会社

48

電気機器の組立て
（契約社員）（磐田
営業所）

（請負業務）
・ホーム分電盤という電気ブレーカーの
組み立て。
・図面を見ながら部品をネジで止めてい
く仕事です。

　※電気ドライバー、組立経験者歓迎！

正社員以外 株式会社　共立スタッフバンク
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時00分～16時45分

月給 電気工事士経験（年
数不問）152,000円～250,000円

静岡県磐田市上岡田６８６－１

50

太陽光設備の保守点
検及び設置作業　他

・太陽光設備保守点検、巡回作業
・太陽光設備関連設置作業　他

正社員 株式会社　ベスト・ライフ・システム
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 経験者優遇（トライ
アル対象者は不問）159,000円～234,000円

静岡県袋井市豊沢１０５５－１
【袋井市教育委員会】

52

タクシー乗務員 ・タクシー運転業務
　電話注文や駅、病院等からお客様を安
全に目的地まで輸送する業務です。
・全車カーナビを搭載していますので地
理の不安はありません。（ナビの使い方
は丁寧に指導します）
・市内迎車率が７割以上で慣れれば効率

正社員 交替制あり 袋井交通　株式会社
雇用期間の定めなし (1)7時00分～17時30分

月給

187,400円～187,400円

静岡県袋井市諸井１１９５－３
【ベストライフシステム袋井支社】

51

スクールバス運転士
（袋井市）（契約社
員）

（請負業務）
スクールバスの運転士をお願いしていま
す。
５ルートあるうちの１つを担当して頂き
ます。
日によって他のルートをお願いする場合
があります。

正社員以外 大新東株式会社　浜松営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～18時30分

日給 トラックドライバー
経験
未経験者大歓迎

230,000円～322,000円
又は6時00分～0時00分

静岡県袋井市新屋２－１－２

53

トラックのドライ
バー（大型車・中距
離フリー便）

＊大型車での配送業務です。
＊中距離配送、関東～関西の工場・倉庫
間でお荷物を集荷、各地のセンターへ集
配します。

※その他ご不明な点はお気軽にお問合せ
ください。

正社員 交替制あり 株式会社　青木興業
雇用期間の定めなし

その他 (2)7時30分～20時30分

204,512円～204,512円 (3)9時00分～23時00分

静岡県磐田市見付１７２０－１７０

55

大型トラック運転手
（長距離ツーマン）

＊九州向け定期便運行です。
・２名乗務のツーマンでのお仕事になり
ます。
・運ぶ商品は自動車部品で積み降ろしに
はフォークリフトを使用します。
・１運行を３日間で運行し、１週間に２
回九州へ走っていただきます。

正社員 変形（1年単位） 東京高速陸運　株式会社　浜松営業所
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

370,000円～400,000円

静岡県掛川市吉岡７３３－１

54

大型トラック運転手
（中、長距離ワンマ
ン運行）

・九州向けがメインとなりますが、関
東・関西方向の
　お仕事も交えた運行です。
・長距離、中距離、近距離の運行も相談
にのります。

～詳細については、当社ホームページを

正社員 変形（1年単位） 東京高速陸運　株式会社　浜松営業所
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

日給

235,400円～235,400円

静岡県磐田市見付１７２０－１７０

56

大型ダンプ運転手 静岡県西部を中心に土砂の運搬。 正社員 有限会社　磯部興業
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 大型乗務歴１年以上

320,000円～360,000円

静岡県袋井市浅岡５１番地
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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: 0538-42-4318 従業員数 25人

年　　齢: 65歳以下 休　　日： 日他 大型自動車免許 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: 22090- 7666911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 11時間

     TEL: 0538-42-4318 従業員数 25人

年　　齢: 65歳以下 休　　日： 日他 大型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり ２級建設機械施工技士

求人番号: 22090- 7668711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 11時間

     TEL: 090-3484-3031 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 中型自動車免許 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- 7660211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-23-3911 従業員数 170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- 7741511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 25時間

     TEL: 0538-42-4318 従業員数 25人

年　　齢: 65歳以下 休　　日： 日他 ２級建設機械施工技
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- 7667111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 11時間

     TEL: 0538-48-6431 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 ５トン限定中型自動
車第二種免許

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22090- 7739111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-84-2100 従業員数 7人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22090- 7712111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-44-1831 従業員数 8人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 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： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 7768411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 4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- 7701311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 27時間

     TEL: 0538-43-3669 従業員数 1人

年　　齢: 64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- 7752311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-34-6520 従業員数 50人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22090- 7775511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-66-6351 従業員数 32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 なし

求人番号: 22090- 7723211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 

     TEL: 0538-55-3392 従業員数 7人

年　　齢: 40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: 22090- 7769011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県袋井市高尾２６０－１
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建設重機オペレー
ター・大型ダンプ運
転手

・土木工事、土採現場における重機仕事

（主な機械：バックホー、ブルドーザー
タイヤショベル等）

・現場（浜松～掛川間になります）


正社員 丸益産業　株式会社
雇用期間の定めなし (1)7時30分～16時30分

日給 経験者（整備免許の
ある方優遇します）248,400円～280,800円57

大型ダンプ運転手 大型ダンプの運転業務になります。

・工事現場への土砂運搬作業（磐田市～
掛川市辺り）

・各建設工事現場への材料の運搬


正社員以外 丸益産業　株式会社
雇用期間の定めなし (1)7時30分～16時30分

日給 トラック乗務経験が
あれば尚可172,800円～216,000円

静岡県袋井市高尾２６０－１

59

産業廃棄物収集運搬 袋井市内、浅羽方面、森町方面、又は、
浜松方面へ、

４トンパッカー車に乗務し、古紙・ダン
ボールの回収を

行なっていただきます。

正社員 株式会社トーワ環境サービス
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

日給 建設重機オペレー
ター経験ある方優遇280,800円～324,000円

静岡県袋井市長溝８６７
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建設重機オペレー
ター

・土木工事、土採現場における重機仕事

（主な機械：バックホー、ブルドーザー
タイヤショベル等）

・現場（浜松～掛川間になります）


正社員 丸益産業　株式会社
雇用期間の定めなし (1)7時30分～16時30分

月給

160,660円～220,000円

静岡県袋井市久能１８２８－８
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倉庫業務 自動車及び産業機械の各種フィルタ製造
工場での
倉庫業務を行っていただきます。

・外部業者からの部品受け入れ及び部品
支給。


正社員 和興フィルタテクノロジー　株式会社　静岡事業所　第一工場
雇用期間の定めなし (1)8時20分～17時00分

日給

192,000円～240,000円
又は8時00分～17時00

静岡県袋井市高尾２６０－１
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造園・土木作業員 県西部地区の一般住宅の造園、樹木剪定
の作業
民間軽土木業
官公庁緑化工事（草刈り業務含む）

早朝会社に通勤していただき現場に向か
います。

正社員 有限会社　松月園
雇用期間の定めなし

日給 建設重機経験者

270,000円～302,400円

静岡県周智郡森町一宮１６３－１
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倉庫内における入出
荷作業及び管理業務

家電製品部品の受入、出荷及び管理業務
です。
・主にハンドリフト等を使用してハン
ディースキャナーにて部品の入出庫管
理、部品のパレット積み付け積み下ろし
等を行う業務です・その他梱包作業、簡
単な機械加工、在庫管理、管理業務（Ｐ

正社員 株式会社　エスディーシィー　袋井パーツセンター
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時30分

日給

206,400円～274,200円

静岡県周智郡森町飯田２５８６

63

建設業 土木・現場作業及び現場監督補助 正社員 有限会社　今泉土木
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00分

168,000円～180,000円 (3)22時00分～7時00分

静岡県袋井市愛野１３５２－１

65

夜勤業務員 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)19時00分～4時00分

月給

220,000円～220,000円

静岡県磐田市新貝２５００
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ミートパック包装工 ＜ミートパック包装＞

・ミート（牛・豚・鶏）のパック包装
・肉の包装をして頂く簡単な仕事です。
　具体的には、
　・トレイに肉を載せて計量
　・トレイにラップをする（機械により

正社員以外 ニクセン　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

時給

148,271円～154,280円

静岡県袋井市土橋６０

66

（請）清掃作業員／
ヤマハ発動機（株）
１２号館

＊事業所内の日常清掃のお仕事です。

　・床、廊下、階段の掃き拭き
　・トイレ、洗面所清掃
　・ゴミ回収
　・通路の清掃　他
　

正社員 松尾美装　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

179,000円～182,000円

静岡県磐田市宮之一色９８８－３

68

雑務員 ・食品パッケージ印刷用の版からインキ
を落として、
　キレイにする作業をお願いします。

・版のサイズは、幅１ｍ重さ２０キロの
円筒状ですので、
　主に転がして取り扱います。

正社員 変形（1年単位） 株式会社　ロト・プロセス
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給

172,800円～207,360円

静岡県磐田市福田８９８－１

日給

184,800円～184,800円

静岡県磐田市高木１７２５－４

69

現場作業員 ・個人邸の樹木管理
・草刈り　片付け
・抜き取り除草
・磐田、浜松市内の街路樹樹木管理
・磐田、浜松市内の公園内樹木管理

　初めての方でも丁寧に指導しますので

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

5/5


