
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     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 なし 准看護師

求人番号: 22090- 7725411 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 053-488-8866 従業員数 18人

年　　齢: 不問 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: 22020-21293611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 053-457-7088 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 言語聴覚士 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22020-21576811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-58-3000 従業員数 11人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 木日祝他 歯科衛生士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090- 7657611 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-3661-4298 従業員数 15人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝 保育士 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: 13010-86597011 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0539-62-2104 従業員数 39人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 保育士 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： なし 時間外 なし 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

求人番号: 22090- 7699611 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 03-5860-9490 従業員数 68人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13040-89650411 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 053-423-1165 従業員数 90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: 22020-21608211 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-36-1112 従業員数 11人

年　　齢: 59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 なし

求人番号: 22090- 7662411 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-32-4628 従業員数 4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 なし

求人番号: 22090- 7664311 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-3562-7523 従業員数 3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 なし

求人番号: 13010-84699811 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 053-488-8866 従業員数 18人

年　　齢: 不問 休　　日： 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 介護職員実務者研修修了者

求人番号: 22020-21289811 各種保険： 労災 月平均 2時間 介護職員初任者研修修了者

     TEL: 0538-36-4165 従業員数 13人

年　　齢: 不問 休　　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- 7682911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-36-1112 従業員数 11人

年　　齢: 59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 なし

求人番号: 22090- 7661511 各種保険： 労災 月平均 

≪パートタイム≫
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） 

時給 病院・診療所勤務経
験者尚可1,700円～1,700円

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

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
仕事をして頂きます。

（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

パート労働者 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～13時00分

時給 (2)8時30分～17時30分 看護業務経験者（２
～３年）
（介護現場以外での

1,327円～1,562円 (3)9時00分～18時00分

静岡県磐田市国府台１００－１

2

遠鉄ラクラス（デイ
サービス）看護師
（福田）

デイサービスでの看護業務　（日勤帯の
お仕事です。）
時短勤務ご相談下さい。
〈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

パート労働者 交替制あり 専門学校卒以上 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）
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

時給 (2)8時30分～16時00分

1,600円～2,000円
又は9時00分～18時00

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

3

言語聴覚士（磐田
市・袋井市）

・放課後等デイサービス事業所での「こ
とばの教室」にて児童に対し、発語や発
音等の支援をしていただきます。今後、
オンラインでの支援も行っていく予定で
す。

※いずれかの勤務地で勤務していただき

パート労働者 変形（1ヶ月単位） ウェル恵明会　株式会社
雇用期間の定めなし (1)14時00分～18時00

時給 (2)8時45分～18時00分

1,300円～1,400円

磐田市駒場１６４４－１４【るぴな
すスクール駒場】
磐田市東新町１－２－３【アソベル
東新町】

4

歯科衛生士 （主な仕事の内容）

・診療補助
・器具の準備、片付け
・ＴＢＩ、スケーリング

　

パート労働者 一成歯科
雇用期間の定めなし (1)14時30分～19時00

時給 保育補助経験、子育
て経験歓迎1,100円～1,100円

又は9時30分～13時30

静岡県磐田市福田２４０２－１

5

保育士／静岡県磐田
市

定員５０名規模の事業所内保育園で週２
日程度午前中の保育補助をしていただけ
る保育士の募集です。

ブランクあっても大丈夫です。アット
ホームな雰囲気の保育園で保育士資格を
活かした仕事をしませんか。

パート労働者 交替制あり ピジョンハーツ　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～13時00分

時給 (2)14時00分～18時00

1,000円～1,000円 (3)8時00分～17時00分
又は7時00分～19時00

静岡県磐田市明ヶ島原

6

保育教諭
「保育」

認定こども園での保育業務全般をお願い
します。

資格を持っている方であれば、ブランク
のある方でも大丈夫です。しっかり指導
します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

パート労働者 社会福祉法人　圓通福祉会　広瀬こども園
雇用期間の定めなし (1)8時00分～12時00分

時給 調査業務経験
（未経験者でも丁寧
にお教えいたしま

1,200円～4,800円
又は8時00分～21時00

静岡県磐田市上神増４６０－１

7

調査員／現地直行直
帰（静岡県）

【静岡県で簡単なリサーチ業務】
主に、
『居住確認調査業務』
『不動産調査業務』『土壌汚染書類調査
業務』『事務代行業』
調査対象の現場に行き調査を行う。ま
た、役所や図書館などに出

パート労働者 アルゴジャパンリサーチ株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

920円～1,000円

本社：東京都港区西新橋２－８－６
住友不動産日比谷ビル９階

8

事務員（豊田一空
園）

主な業務
・物品発注
・会計業務
・小口現金管理など
上記の業務を担っていただきます。
　

パート労働者 社会福祉法人　八生会
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～13時00分

時給 (2)15時00分～18時30 医療事務経験者、専
門学校等で医療事務
を学んだ方歓迎。

1,000円～1,100円

静岡県磐田市東原２０７－１
【豊田一空園】

9

受付・事務、看護助
手

・受付・電話対応
・レセプト会計
・院内の清掃
・看護師補助
・医療器具の洗浄

※場合によっては看護師の補助等の業務

パート労働者 医療法人社団　優藤会　石川皮ふ科医院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～12時30分

時給 事務経験者（電話対
応・書類作成・パソ
コン操作）

920円～1,150円

静岡県磐田市宮之一色８７０－１

10

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。

パート労働者 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

1,000円～1,200円

静岡県磐田市中泉１２５０－３

11

店舗スタッフ（磐田
店・パート）

＊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）
＊未経験者歓迎。

パート労働者 株式会社　ハピネス・アンド・ディ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時30分～21時00分

時給

1,137円～1,219円
又は8時00分～18時00

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）

12

遠鉄ラクラス福田
（デイサービス）の
介護職員

【安心の研修体制】【週３～ＯＫ】
デイサービスのご利用者の食事、排せ
つ、入浴等の介護業務をはじめ１日を楽
しく過ごせるようなレクリエーション、
もの作りなどを企画、実施していただき
ます。その他、ご利用者の送迎も担当し
ます。

パート労働者 交替制あり 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）
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)8時30分～17時30分

913円～913円 (3)11時00分～20時00

静岡県磐田市福田２２０４－３
【ラクラス福田】

13

介護職員
「介護」

デイサービス・ショートステイの施設に
おいての

介護サービスの提供をしていただきま
す。

お食事、お風呂、身だしなみのサポート

パート労働者 株式会社　アズ・ライフケア　あずみ苑　磐田
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～16時00分

時給 (2)15時00分～18時30

1,000円～1,000円

静岡県磐田市豊島１４２７－１

14

看護助手 ・診療補助
・美容診療補助
・準備、片付け
・清掃

パート労働者 医療法人社団　優藤会　石川皮ふ科医院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～12時30分

静岡県磐田市宮之一色８７０－１
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪パートタイム≫
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） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0538-58-3000 従業員数 11人

年　　齢: 59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 なし

求人番号: 22090- 7658911 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-43-6126 従業員数 17人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 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

求人番号: 22090- 7697011 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0539-62-2104 従業員数 39人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 調理師 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： なし 時間外 なし

求人番号: 22090- 7700011 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-39-5661 従業員数 19人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 月土日祝他 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- 7654411 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-42-3151 従業員数 410人

年　　齢: 18歳以上 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: 22090- 7708511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 052-528-4500 従業員数 5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: 23020-53796011 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-66-0711 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 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- 7732211 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-36-1177 従業員数 50人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 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 あり

求人番号: 22090- 7758211 各種保険： 雇用・労災 月平均 1時間

     TEL: 0538-23-8600 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 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- 7740211 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0533-78-2519 従業員数 25人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日 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: 23140- 4745911 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0265-73-2424 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 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: 20060- 7199711 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-35-4115 従業員数 75人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日 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 なし

求人番号: 22090- 7733511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 

     TEL: 053-435-7134 従業員数 24人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 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: 22022- 2877111 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 053-454-1175 従業員数 14人

年　　齢: 不問 休　　日： 水木金土 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: 22020-21545511 各種保険： 労災 月平均 

時給 (2)8時45分～18時00分

1,000円～1,200円15

歯科助手・受付 （主な仕事の内容）

・受付（会計、予約）
・診療補助
・器具の準備、片付け
・清掃


パート労働者 一成歯科
雇用期間の定めなし (1)14時30分～19時00

時給 調理経験

1,000円～1,200円
又は10時00分～19時00

静岡県磐田市福田２４０２－１

16

調理員 ３０床の有料老人ホームでの看護業務を
お願いします。

（主な仕事内容）
　健康管理、健康相談、服薬管理、
　嘱託医との連携、通院同行
　医療行為、入居者様の対応

パート労働者 ビスポーク袋井みかど
雇用期間の定めなし (1)5時30分～14時30分

時給 (2)8時00分～14時00分

960円～960円

静岡県袋井市三門町５番地の５

17

調理師 認定こども園での給食業務をお願いしま
す。

調理師５人で昼食２００食（こども＋職
員）を調理しています。

パート労働者 社会福祉法人　圓通福祉会　広瀬こども園
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時00分

時給 ２０食程度の調理。
またスポーツ選手の
栄養指導。

1,000円～1,000円

静岡県磐田市上神増４６０－１

18

厨房調理職員（夕
食）

地域で活躍するスポーツ選手を栄養面か
らサポートする
お仕事です。

高齢者介護事業とは別に、練習後のス
ポーツ選手の夕食を
調理して頂きます。

パート労働者 株式会社　ユニマット　リタイアメント・
コミュニティ
　磐田ケアセンターそよ風

雇用期間の定めなし (1)17時00分～21時00

時給 (2)14時00分～22時30

1,100円～1,100円

静岡県磐田市国府台１０－１

19

守衛業務 当工場正門隣の守衛室で守衛業務をして
いただきます。
・ＡＭ６：００　　正門開錠　　　

・日中
　入出者対応（アポイントの有無の確
認、入門証発行、退場　　　　チャック

パート労働者 交替制あり ニチアス　株式会社　袋井工場
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～14時30分

時給 (2)16時00分～20時00

1,000円～1,000円

静岡県袋井市高尾１９８０

20

駐車場スタッフ
（請）／富士葬祭大
原

◇あまり難しい仕事ではありません。
◇業務内容はセレモニーホールでの車両
の誘導・案内
　に関わるお仕事です。
◇通勤は直行直帰の便利な体系です。
　葬儀・通夜と勤務が分かれ、一日中拘
束されません。

パート労働者 交替制あり 株式会社　名古屋ガードリサーチ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～13時00分

時給 (2)13時00分～16時00

913円～913円 (3)9時00分～16時00分

静岡県磐田市大原８０８
富士葬祭　大原

21

野菜の栽培 野菜の栽培管理業務のお仕事です。

（主な仕事内容）
・定植作業（苗を植える作業）、収穫作
業、出荷作業を
　はじめとした各種作業を行います。


パート労働者 ビッグヤード　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～12時00分

時給 (2)14時30分～17時00

1,000円～1,000円

静岡県磐田市平間１０
　当社　農場

22

運転手 通所リハビリテーション利用者の送迎及
び乗車降車時の
介助のお仕事を担当していただきます。


・車はワゴン車を使用（乗車１０人位）
します。

パート労働者 医療法人社団　新和会　和田整形外科　外科医院
雇用期間の定めなし (1)8時00分～10時00分

時給

920円～1,200円

静岡県磐田市富士見町１－１１－１３

23

送迎運転手 ・小学校１年生から高校３年生までの支
援の必要な
　児童が対象のお仕事です。


・送迎（社用車使用で、軽四又は８人乗
り１ＢＯＸ）

パート労働者 株式会社　ＭＡＨＡＬＯ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)14時00分～17時30

時給

1,000円～1,200円

静岡県袋井市西同笠３８７－１－２
　子どもハウスＵＬＵ西同笠

24

２ｔトラック運転手 ＜食品の配送＞

・牛乳の配送

・小中学校の給食の牛乳を配達します。

◇応募希望の方はハローワークからの

パート労働者 変形（1年単位） 中央輸送株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～12時00分

時給

1,000円～1,000円
又は6時00分～21時30

静岡県磐田市見付１７１５－６
中央輸送株式会社　浜松営業所

25

送迎運転手【急募】 ・派遣スタッフの送迎
・定年後の方も活躍出来ます。


＊送迎車：社用車（オートマ車）

パート労働者 セントラルソーシング　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

時給

935円～1,200円

静岡県磐田市今之浦３－１５－１
Ｖタウン２１６号
セントラルソーシング（株）磐田店

26

配送・軽作業員 工業用ゴム製品及び金属加工品等を得意
先へ納品する業務を担当していただきま
す（納品の準備から配送まで）
　
　・納品は菊川市の顧客がメインとなり
ます。
　・使用車はワンボックスまたは２ｔ車

パート労働者 司ゴム電材　株式会社　静岡事業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～14時50分

時給

913円～913円

静岡県磐田市明ケ島原４６番１０号

27

お弁当の配送 お弁当のルート配送のお仕事です。

お弁当の積込作業
お弁当のルート配送業務
お弁当の空容器回収業務
お弁当の空容器を洗浄場所へ降ろす業務


パート労働者 株式会社いわきゅう　遠州工場
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～15時00分

時給

920円～920円

静岡県磐田市気子島１３０６－１　磐田工場

28

清掃（袋井市） （請負業務）

　男女トイレ点検・清掃
　ゴミ回収

パート労働者 星光ビル管理株式会社　　浜松営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)18時00分～22時00

静岡県袋井市上山梨４丁目１－１
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。
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪パートタイム≫
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） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 053-450-8050 従業員数 61人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 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: 22020-21422211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 

     TEL: 053-450-1517 従業員数 3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 なし

求人番号: 22020-21270711 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-66-2712 従業員数 106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- 7762911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 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- 7774211 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-42-3191 従業員数 75人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090- 7665611 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-55-3392 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 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- 7770911 各種保険： 労災 月平均 

時給

920円～920円29

工場内環境維持及び
清掃業務（静岡工
場）

当社工場内の「環境維持」及び「清掃業
務」をお任せいたします。
お勤めいただく工場は２０２１年１０月
に完成する綺麗な社屋です。初心者の方
にも丁寧に指導させていただきます。

〇草刈り

パート労働者 株式会社　ハマネツ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時30分～17時30分

時給

920円～920円

静岡県袋井市諸井３４７７【静岡工場】

30

清掃スタッフ（エス
ポ袋井）

（請負業務）

遠鉄スポーツクラブエスポ袋井の清掃業
務です。

ロッカールームの掃除機掛け
パウダーコーナーの清掃

パート労働者 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)7時30分～10時30分

時給

960円～960円

静岡県袋井市堀越３７１―１
【エスポ袋井】

31

清掃・庶務業務 株式会社デンソーのグループ会社です。

社内の清掃・庶務業務をお願いします。
・社内清掃（食堂、会議室、廊下、トイ
レ等）
・社内便の収集、配布（書類、備品等）

パート労働者 株式会社　ニッパ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時30分～17時30分

時給 (2)13時00分～17時00

930円～1,050円

静岡県磐田市小島２３０５－１
　株式会社ニッパ　磐田工場

32

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

パート労働者 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～12時00分

時給

1,100円～1,100円

静岡県磐田市宮之一色９８８－３

33

荷物仕分け作業員
（夕方より）

・全国から輸送された荷物をお届けする
為、荷物の手仕分け作業を
　行います。
・荷物は段ボールケースに入った荷物を
中心です。
・ラベルに印刷された数字と、台車に置
かれた数字を

パート労働者 福山通運　株式会社　袋井支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)17時00分～20時00

静岡県磐田市福田８９８－１

日給

1,100円～1,100円

静岡県袋井市土橋６０

34

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

パート労働者 有限会社　昭花園
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時00分～17時00分
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