
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 052-202-6151 従業員数 13人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 栄養士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 調理師

求人番号: 23020-55626811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-21-4550 従業員数 0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- 7899311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 03-6722-0597 従業員数 74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: 13040-92381011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-6722-0597 従業員数 74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: 13040-93284711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-6722-0597 従業員数 74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: 13040-93267111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0539-62-1600 従業員数 4人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 保健師 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- 7902411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-45-1777 従業員数 18人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 土日祝 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- 7797711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0538-36-5200 従業員数 27人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 理学療法士 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- 7837811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-49-2901 従業員数 20人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 栄養士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 管理栄養士

求人番号: 22090- 7869711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-457-7088 従業員数 6人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 公認心理師 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 臨床心理士

求人番号: 22020-21880311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0538-34-6131 従業員数 473人

年　　齢: 59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 なし

求人番号: 22090- 7843111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-35-3326 従業員数 30人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 保育士 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- 7798811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0539-62-6158 従業員数 5人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 介護支援専門員（ケ
アマネージャー）

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- 7895211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 6時間

     TEL: 0539-62-1600 従業員数 4人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 介護支援専門員（ケ
アマネージャー）

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- 7903011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

≪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） 

時給 調理経験（経験者優
遇）168,103円～200,154円

又は7時30分～16時30

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

栄養士（請）／磐田
市

小学校給食室での栄養士のお仕事です。

調理、衛生管理等の業務

　約１０００食

仕事内容の詳細については、面接時に事

正社員以外 株式会社　ジーエスエフ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給

250,000円～310,000円

静岡県磐田市東貝塚２０６
磐田市立東部小学校　給食室

2

学習塾教室長／磐田
市中泉

塾の運営全般をしていただきます。

（主な仕事の内容）
・生徒のスケジュール管理
・先生のスケジュール管理
・保護者との面談
・生徒との面談　など

正社員 スクールＩＥ　（株式会社　グロウ）
雇用期間の定めなし (1)13時00分～22時00

月給

255,960円～460,880円

静岡県磐田市中泉２３９－１
　スクールＩＥ磐田中泉校

3

総合職（電気設備技
術者）／浜松市・磐
田市・藤枝市

・建設現場における電気設備施工管理業
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

255,960円～460,880円

静岡県内各現場（主に浜松市・磐田市・藤枝市）

4

総合職（空調衛生設
備技術者）／浜松
市・磐田市・藤枝市

・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。
・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

257,000円～471,200円

静岡県内各現場（主に浜松市・磐田市・藤枝市）

5

総合職（土木技術
者）／浜松市・磐田
市・藤枝市

・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。
・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

260,000円～310,000円

静岡県内各現場（主に浜松市・磐田市・藤枝市）

6

保健師 豊岡地域包括支援センターで保健師とし
て担当地域における
高齢者やご家族への相談業務等を行って
いただきます。

・担当地域　磐田市豊岡


正社員 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団　白梅会　白梅豊岡病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時15分

月給 (2)17時00分～9時00分 看護師

190,000円～300,000円

静岡県磐田市下野部４８
豊岡地域包括支援センター

7

看護師／とうか 【看護小規模多機能型居宅介護における
看護業務】
・病状の観察や主治医との連絡、相談
・医療処置（カテーテル管理、褥瘡処
置、点滴や注射、人工呼吸器の管理、ス
トマの管理など）
・看取りの支援

正社員 変形（1年単位） 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 リハビリテーション
技術をお持ちの方260,000円～320,000円

静岡県袋井市久能２５１６－２
　「看護小規模多機能とうか」

8

理学療法士／職場見
学可

有料老人ホーム併設のデイサービスにて
利用者のみなさんの
機能訓練業務をお願いします。

・要介護度１～３の身体的機能を維持さ
れている方が多く、
　日常生活を送る上でのリハビリを一緒

正社員 交替制あり 株式会社　いこいの里静岡　いこいの里大原
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

年俸制 栄養士業務経験者

230,000円～280,000円

静岡県磐田市大原１９１１

9

栄養士もしくは管理
栄養士／本部セント
ラルキッチン

本社カット野菜工場は、主にグループ施
設向けにカット野菜を製造しています。
また、外販向けのカット野菜も製造・加
工しています。

（仕事内容）
　事務作業・・野菜の発注や検品業務こ

正社員 交替制あり 株式会社　セイワ企画
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 (2)8時30分～17時30分

235,000円～275,000円

静岡県袋井市萱間６２５

10

公認心理師・臨床心
理士（磐田・袋井）

主に発達障がいの６歳～１８歳のお子さ
んを預かる定員１０名の事業所（放課後
等デイサービス）です。

放課後等デイサービスを利用している児
童に対して、個別支援計画を作成する上
での心理士としての観点を取り入れて支

正社員 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)9時00分～18時00分

月給

190,000円～190,000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】

11

社会福祉士（豊田え
いせい病院）

豊田えいせい病院での社会福祉士のお仕
事です。

（主な仕事内容）
・入院（所）患者（利用者）からの相談
業務。
・入退院の調整。

正社員 医療法人社団　恵成会　豊田えいせい病院グループ
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給 (2)7時30分～16時30分 保育士としての経験
（年数不問）
賃金は経験５年の場

198,592円～225,641円 (3)8時00分～17時00分

静岡県磐田市小立野１０２

12

保育士 （主な仕事内容）
・食事、排泄、着替え等の補助
・室内外遊びの援助
・保育の準備、片付け、清掃


正社員以外 社会福祉法人　シオン会　いずみ第二保育園
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～16時00分

月給

194,300円～281,200円

静岡県磐田市城之崎１丁目２３５４－２

13

介護支援専門員／正
社員

特別養護老人ホームでの介護支援専門員
の業務になります。
・介護に関わるご相談、要介護認定申請
の手続き代行
・ケアプラン（居宅介護サービス計画）
の作成
・介護サービスを提供する居宅サービス

正社員 社会福祉法人　長生会　特別養護老人ホーム　豊仙苑
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

213,000円～310,000円

静岡県磐田市敷地８３番地の８

14

主任介護支援専門員 豊岡地域包括支援センターで主任介護支
援専門員として
担当地域における高齢者やご家族への相
談業務等を
行っていただきます。

・担当地域　磐田市豊岡

正社員 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団　白梅会　白梅豊岡病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時15分

静岡県磐田市下野部４８
豊岡地域包括支援センター

1/4



No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪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） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0538-67-8881 従業員数 4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 あり

求人番号: 22060- 5952311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-33-8555 従業員数 4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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090- 7802811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0538-49-2500 従業員数 199人

年　　齢: 44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- 7862511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 053-463-2411 従業員数 156人

年　　齢: 30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: 22020-21791611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 2時間

     TEL: 0538-55-0071 従業員数 35人

年　　齢: 64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- 7815011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-445-2000 従業員数 7人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 火水他 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: 22020-21840111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 0538-44-3353 従業員数 26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 あり

求人番号: 22090- 7818911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0574-63-6676 従業員数 19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: 21030-12494011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 053-454-7431 従業員数 9人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： なし 時間外 あり

求人番号: 22020-22021211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 0538-49-4911 従業員数 82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： なし 時間外 なし

求人番号: 22090- 7874611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-23-4710 従業員数 17人

年　　齢: 18歳～64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- 7875911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 2時間

     TEL: 0538-30-7056 従業員数 15人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝 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- 7844711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 6時間

     TEL: 0539-62-6158 従業員数 5人

年　　齢: 59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

求人番号: 22090- 7894811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 2時間

     TEL: 0538-58-1771 従業員数 18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: 22090- 7873311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

月給 ◎総務・人事の経験
者優遇
◎社会保険労務士資

270,000円～400,000円15

総務 ■労務関連業務
・労務・勤怠管理
・社会保険関係手続き
・各種助成金申請
・福利厚生制度整備など

■ヘルプデスク業務

正社員 株式会社　ロングライフ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 (2)9時00分～13時00分

165,000円～185,000円

静岡県袋井市高尾１７６５－８

16

調剤薬局事務 調剤薬局での事務のお仕事です。
・受付業務、電話対応
・パソコン入力、レセプト請求
・薬局業務の補助
・清掃
・備品、茶菓の購入
※経理業務（請求、出納など）はありま

正社員 株式会社　ＭＰ　みかの薬局
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時30分

月給

172,000円～200,000円

静岡県磐田市三ケ野台２２－８　アニバーサリー１０３号室

17

品質管理 品質管理業務となります。

〈主な仕事内容〉
　　・化粧品の工程検査、出荷検査

　　・書類作成管理（エクセル・ワード
を使用します）

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

月給

175,000円～185,000円

静岡県周智郡森町中川２０２６－１

18

生産管理事務員（竜
洋工場）

・パソコンへのデータ入力
・パソコンにて文書作成、資料作成
（ワード・エクセル）
・外注加工先への加工依頼、実績の確
認、内容変更
・出納管理
・電話対応、来客対応

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

150,000円～150,000円

静岡県磐田市高木１７４５－１
【竜洋工場】

19

生産管理事務及び一
般事務

衛生用品、日用雑貨等の生産工場です。

主な仕事内容は、

　日々の生産出来高等の入力業務、外注
先の生産出来高等の
　入力業務、資材の受発注、在庫管理、

正社員 有限会社　アクトワン
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時10分

月給

220,000円～220,000円

静岡県磐田市福田５４９１－３

20

ハウジングアドバイ
ザー（見習可）磐田
店

展示場に来場されたお客様にモデルハウ
スの案内と説明

プラン・見積作成　等

正社員 グッドリビング　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時30分～18時30分

月給

200,000円～350,000円

静岡県磐田市二之宮東２０－７
【磐田店】

21

リサイクル業務営業 金属・古紙・産業廃棄物の収集運搬処分
を行う
リサイクル会社での営業のお仕事になり
ます。

（仕事の内容）
・主に廃棄物を排出する企業への営業活

正社員 山美商店　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)10時30分～19時30

171,000円～180,000円 (3)11時00分～20時00

静岡県袋井市国本２５５０－２

22

販売職（フィットハ
ウス磐田店）

国内外の有名ブランドのシューズ、バッ
グ、ウォッチ等を取り揃えたファッショ
ングッズのセレクトショップで販売をす
るお仕事です。
ベテラン社員も在籍していますので、未
経験者のかたでも安心して働いていただ
けます。

正社員 交替制あり 株式会社サマンサタバサジャパンリミテッ
ド
　　　　　　　　フィットハウス事業本部

雇用期間の定めなし (1)10時00分～19時00

月給

160,000円～260,000円

静岡県磐田市下万能４１３
フィットハウス磐田店

23

工業用潤滑油の営業
（ルートセールス）

既存顧客へのルートセールスが中心とな
ります。

産業燃料油、工業用潤滑油の

【販売・提案・オイル交換作業・アフ
ターフォロー等】

正社員 変形（1年単位） 株式会社　遠州日石
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)6時00分～15時00分

270,600円～323,000円 (3)11時00分～20時00
又は19時30分～7時30

静岡県磐田市匂坂上１３４８
【（株）遠州日石　商品技術部】

24

介護職員 入所者１００名の介護老人保健施設での
介護のお仕事です。


起床介助・入浴介助・食事介助等２４時
間体制です。

正社員 交替制あり 医療法人社団　清怜会　介護老人保健施設　袋井ケアセンター
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)9時00分～18時00分 前歴換算により初任
給を決定します。171,346円～265,523円 (3)11時00分～20時00

又は7時00分～20時00

静岡県袋井市萱間９３３－１

25

介護職員／小規模多
機能型居宅介護事業
所　ひなた

在宅で暮らす要介護高齢者への「通い」
「泊まり」「訪問」による介護サービス
を提供し、生活をサポートします。


・介護業務全般
・利用者の登録定員は２９名です。１日

正社員 交替制あり 社会福祉法人　三宝会　特別養護老人ホーム　紫雲の園
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 (2)7時30分～16時30分 介護施設での業務経
験162,500円～192,000円

静岡県袋井市浅羽８４－７

26

ケアワーカー／みつ
はし医院デイケアセ
ンター

デイケアセンターにおけるワーカー業務
のお仕事です。

（主な仕事の内容）
・入浴介助
・トイレ介助
・食事介助

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

月給 高齢者施設にて栄養
管理業務の経験191,800円～240,100円

又は8時15分～17時15

静岡県袋井市川井８６０－１
　みつはし医院ディケアセン夕ー

27

管理栄養士／正職員 ＊特別養護老人ホーム内にて、管理栄養
士業務を行っていただきます。入所者の
栄養状態の把握・栄養ケア計画の作成・
衛生管理他


＊自然環境豊かな当施設の職場を是非ご

正社員 交替制あり 社会福祉法人　長生会　特別養護老人ホーム　豊仙苑
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)16時30分～9時00分

186,300円～238,300円 (3)11時30分～20時00

静岡県磐田市敷地８３番地の８

28

介護職員 認知症性高齢者グループホームにおける
介護業務
　・食事の支度や洗濯、清掃などの生活
援助
　・入浴、排泄などに支障がある方への
身体介護
　・その他余暇活動の支援　など

正社員 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団木野記念会　グループホームつどい
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

静岡県磐田市一色２５－１
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪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） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0538-24-8811 従業員数 7人

年　　齢: 不問 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- 7870511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-32-9270 従業員数 20人

年　　齢: 59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： なし 時間外 あり

求人番号: 22090- 7847511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 052-202-6151 従業員数 13人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 栄養士

求人番号: 23020-55630611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 090-7956-8015 従業員数 0人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 月火 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- 7825611 各種保険： その他 月平均 

     TEL: 0538-41-1300 従業員数 16人

年　　齢: 18歳～64歳 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- 7792011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-42-6791 従業員数 9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- 7886811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 072-436-1030 従業員数 12人

年　　齢: 18歳～59歳 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: 27090- 6871311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 0538-34-8526 従業員数 6人

年　　齢: 30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- 7876111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 5時間

     TEL: 0538-31-2500 従業員数 18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- 7813511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 080-4524-8301 従業員数 3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: 22022- 2942811 各種保険： 雇用・労災 月平均 10時間

     TEL: 053-461-5306 従業員数 18人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 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: 22020-21943011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 053-523-9775 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: 22020-21721411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-66-1816 従業員数 38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- 7826911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 6時間

     TEL: 0538-32-8015 従業員数 27人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 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- 7848411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

月給

160,000円～180,000円29

歯科助手 歯科クリニックの歯科助手業務をお願い
します。

（主な仕事内容）
・診療補助
・清掃
・器具洗浄

正社員 変形（1ヶ月単位） オリーブ歯科クリニック
雇用期間の定めなし (1)8時30分～19時00分

月給

180,000円～200,000円

静岡県磐田市赤池１７０－２

30

調理正社員／ホトニ
クス豊岡製作所

２０２０年８月新規ＯＰＥＮ社員食堂の
お仕事です。

・スチコン、フライヤー、ＩＨ回転釜、
ＩＨ調理器を

　使用した調理を中心としたお仕事で

正社員 変形（1年単位） 株式会社　いわきゅう
雇用期間の定めなし (1)7時00分～15時30分

時給 調理経験（経験者優
遇）168,103円～200,154円

又は7時30分～16時30

静岡県磐田市下神増３１４－５
　ホトニクス（株）豊岡製作所内
厨房

31

調理師（請）／磐田
市

小学校給食室での給食調理のお仕事で
す。

調理業務全般

　調理　約１０００食


正社員以外 株式会社　ジーエスエフ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給 (2)1時00分～10時00分 調理経験

170,000円～170,000円

静岡県磐田市東貝塚２０６
磐田市立東部小学校　給食室

32

店内スタッフ サンドイッチの製造 正社員 ＳＮＤ
雇用期間の定めなし (1)23時00分～8時00分

月給 何業でもよいが、店
長又は店長候補の経
験

220,000円～350,000円

静岡県袋井市大門

33

居酒屋　店長 店長として、シフト管理・食材管理・営業をおまかせします。正社員 はなの舞　袋井駅前店
雇用期間の定めなし (1)12時00分～0時00分

時給

155,800円～164,000円

静岡県袋井市高尾町１－１

34

オペレーター ビニールフィルムメーカーでのオペレー
ターのお仕事です。

（仕事の内容）
・ビニールフィルムを機械（ほぼ全自動
のボタン操作）により
　巻き返しの作業になります。

正社員以外 有限会社　高橋工業
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)17時00分～2時00分

250,000円～250,000円 (3)23時00分～8時00分

静岡県袋井市深見１４０９－１

35

機械オペレーター
（静岡工場）

プラスチックリサイクル工場での再生プラスチックの加工正社員 変形（1年単位） 川瀬産業　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

155,400円～300,000円

静岡県磐田市福田中島３７５２－１
６
「川瀬産業株式会社　静岡工場」

36

機械オペレーター／
本社工場

【　急募！　】

治具、金型の設計から製作まで行う会社
でのお仕事です。

主な仕事内容：機械オペレーター（マシ
ニング）

正社員 株式会社　アクメックス工業
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 プレス経験者

183,080円～203,080円

静岡県磐田市豊田７８４－１

37

自動車部品のプレス
作業

自動車部品のプレス作業です。

順送、単発プレス加工のオペレーター作
業です。

正社員 変形（1年単位） 有限会社　東海テック
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給

195,840円～195,840円

静岡県磐田市下岡田７２－８

38

（請）研磨作業（ア
ルミ研磨、バリ取
り）

【請負業務】

研磨作業（アルミ研磨、バリ取り）の仕
事に携わっていただきます
　・船外機（船のエンジン）の部品のバ
リ取り
　　（リューダ、サンダー）作業です。

正社員 変形（1年単位） 村松商店　村松靖仁
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時15分

月給

156,500円～215,000円

静岡県磐田市松之木島４９２－８
　治具屋内当社事業所

39

工場内作業（磐田第
一工場）

中小工作機械（パネルソー・モルダー）
による（システムキッチン扉及びクロー
ゼット扉等）の木加工及び金属加工及
び、それに伴う仕掛品の切断
梱包、検品、出荷作業
上記に付随する管理
木工用ＮＣ機械のＮＣオペレーター

正社員 変形（1年単位） 株式会社　エフ浜松
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時00分

時給

179,520円～187,680円

静岡県磐田市五十子４１２
【磐田第一工場】

40

製品の製造、梱包作
業（袋井市）

（派遣業務）
ガラス繊維の縫い込まれた布を図面を見
ながら接着を行ったり、寸法ごとにカッ
トして行く作業となります。

有期雇用派遣労働者 ワークレスキュー　株式会社
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

162,100円～228,100円

静岡県袋井市高尾１９８０
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。

41

製造スタッフ（箱詰
め・検品等）

マロニー（はるさめ）の製造業務のお仕
事になります。

（主な仕事の内容）

（１）マロニーの製造にかかわる作業
（２）マロニー麺の箱詰めと検品

正社員 マロニー　株式会社　浜松工場
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給

155,000円～155,000円

静岡県磐田市松本２００－１

42

野菜の加工 
・社員食堂、老人ホーム等の食堂に納品
するカット野菜の皮むき、加工（包丁や
ピーラーを使用した手作業）及び機械を
使用したキャベツの千切り等

・野菜の袋入れ、仕分け作業

正社員以外 変形（1年単位） 有限会社　磐田まるさんストアー
雇用期間の定めなし (1)7時30分～16時30分

静岡県磐田市岩井１７５３番地
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪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） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0538-66-7596 従業員数 4人

年　　齢: 35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- 7883911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-425-2111 従業員数 20人

年　　齢: 18歳～59歳 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: 22020-21941511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 0538-86-0221 従業員数 8人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 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 二級自動車整備士

求人番号: 22090- 7828711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 自動車検査員

     TEL: 0538-34-8526 従業員数 6人

年　　齢: 30歳以下 休　　日： 土日祝 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- 7877711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 5時間

     TEL: 0538-34-8880 従業員数 16人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 準中型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22090- 7860811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-66-6101 従業員数 20人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 ５トン限定準中型自
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 フォークリフト運転技能者

求人番号: 22090- 7799211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 

     TEL: 0538-24-7770 従業員数 14人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 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- 7880011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0538-34-8131 従業員数 28人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 玉掛技能者 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり 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- 7833611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間 その他の建設工事関係資格

     TEL: 053-587-8585 従業員数 40人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22022- 2928511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 0538-55-6711 従業員数 90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- 7878811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

月給

200,000円～250,000円43

制御盤の製造 制御盤の製造およびケーブル加工のお仕
事になります。

（主な仕事の内容）
・様々な部品（数百点）を使用して、手
作業にて組み立てます。
・大きさは家庭用の１０倍程度の大きさ

正社員 電気知識習得の方 東洋電装　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)19時20分～4時20分 機械組付の作業経験
（年数不問）
ライン外での運搬作

164,820円～239,820円

静岡県磐田市南平松９－１１

44

技能職（下野部工
場）

・製品組付ラインでのオペレーション作
業
・部品／完成品のライン外運搬作業

正社員 交替制あり 株式会社　ソミック石川
雇用期間の定めなし (1)8時20分～17時20分

月給

220,000円～350,000円

静岡県磐田市下野部１２５７―１
【下野部工場】

45

自動車整備士 ・各種乗用車、商用車の整備及び車検、
点検、修理の仕事です。
・法定点検、車検、修理、部品交換、そ
の他付随した業務
・来客、電話の応対等々です。



正社員 有限会社　安形モータース
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

155,400円～250,000円

静岡県周智郡森町三倉８１１－６－１

46

測定・検査 急募

治具・金型の設計から製作まで行う会社
でのお仕事です。

仕事内容：金型部品の検査。


正社員 株式会社　アクメックス工業
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

260,000円～260,000円

静岡県磐田市匂坂上６６１

47

運転手 当社で製造した商品（ブロック）を建材
店、又は現場へ配送する仕事です。
主に３ｔトラックで配送します。
配送地域は主に県西部です。
積載する時は、工場にあるリフトで乗
せ、降す時はトラックについているク
レーンで降ろします。

正社員 変形（1年単位） 有限会社　永田ブロック工業
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

180,000円～200,000円

静岡県磐田市見付２３４６

48

運転手／正社員 取引先工場、事務所への梱包資材（主に
段ボール製品）の
配送業務です。

・配送エリア：
　磐田、浜松市（旧浜松市）内を中心に
湖西～菊川

正社員 株式会社　リュウエイ
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時20分

月給 屋外での作業経験が
あれば尚可207,000円～299,000円

静岡県磐田市南平松２－２１

49

造園工／正社員 ・公共事業・東名高速道路のメンテナン
ス
　街路樹等の植栽工事
　街路樹等の刈込、樹木剪定作業
　歩道等の花植えなど
　東名高速道路のメンテナンス


正社員 有限会社　山本造園
雇用期間の定めなし (1)7時30分～17時00分

月給 土木工事経験

250,000円～400,000円

静岡県袋井市岡崎２４４０番地

50

土木作業員 公共事業主体の土木施工が主たる業務

・基礎工事や道路工事の掘削やコンク
リート打設、ブロッ
　ク。コンクリート製品の設置等、建
築・土木の各現場に
　おいて土木作業に従事していただきま

正社員 株式会社　扶働
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

250,000円～250,000円

静岡県磐田市上新屋８１３－３

51

倉庫作業スタッフ
（磐田営業所）

自動車部品の入出荷や仕分け作業です。
フォークリフトは必要ありませんが、経
験者は優遇します。
未経験者も大歓迎です。

正社員 変形（1年単位） 浜名梱包輸送　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時40分

静岡県磐田市豊浜中野１２６２

月給

153,720円～250,000円

静岡県磐田市向笠竹之内１３５９－
７０
　磐田営業所

52

梱包、積荷作業 ・製造したチップソー（丸鋸刃）を出荷
する工程の作業を
　していただきます。
・１０～２０キロの荷物を手でパレット
に積みこみます。
・パレット積みした荷物をストレッチ
フィルムで巻いたり、

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