
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 0538-45-3010 従業員数 5人

年　　齢: 74歳以下 休　　日： 土日他 ２級土木施工管理技
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- 7922911 各種保険： 雇用・労災 月平均 2時間

     TEL: 0538-37-1721 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 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- 7910411 各種保険： 雇用・労災・健康 月平均 

     TEL: 0538-37-5076 従業員数 5人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 はり師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり きゅう師

求人番号: 22090- 7909811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間 あん摩マッサージ指圧師

     TEL: 0538-45-0080 従業員数 77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 あり 介護福祉士

求人番号: 22090- 7957711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-86-6000 従業員数 39人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 保育士 就業場所: 

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

求人番号: 22090- 7931111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-33-3800 従業員数 85人

年　　齢: 62歳以下 休　　日： 土日他 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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090- 7991811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0538-66-5231 従業員数 30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 なし

求人番号: 22090- 7979311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-39-0001 従業員数 23人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 高等学校教諭免許
（専修・１種）

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- 7975211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 0538-32-9088 従業員数 7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 あり

求人番号: 22090- 7955911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-45-3731 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: 2人 週休二日： なし 時間外 あり

求人番号: 22090- 7932711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-45-0027 従業員数 4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- 7943411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-82-0513 従業員数 27人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝 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- 7939611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 26時間

     TEL: 0538-66-5566 従業員数 40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： その他 時間外 なし

求人番号: 22090- 7984511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-433-1111 従業員数 317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： その他 時間外 あり ＭＯＳ　Ｅｘｃｅｌスペシャリスト

求人番号: 22020-22194011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間 Ｅｘｃｅｌ表計算処理技能認定試験１級

≪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 経験あれば尚可

216,000円～236,600円

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

土木現場監督・重機
オペレーター

公共工事等の道路舗装・修繕や宅地の基
礎工事等において
土木施工管理の仕事をお願いします。

（主な仕事の内容）
・工事見積作成
・実行予算作成

正社員 羽鳥工務店
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～17時00分 歯科衛生士業務経験

240,000円～260,000円

静岡県袋井市愛野山田川１８９２－３

2

歯科衛生士 歯科衛生士の募集です。

（主な仕事内容）
・歯科診療補助、また歯科衛生士として
の資格を充分に
　発揮していただけるよう、歯周治療を
中心とした

正社員 変形（1ヶ月単位） 歯科衛生士専門学校
卒以上

やまなか歯科医院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～19時00分

月給

195,000円～365,000円

静岡県磐田市大立野１７８

3

マッサージ師・鍼灸
師（正社員）

訪問マッサージや施設内にて鍼灸施術の
業務です。

＜主な仕事内容＞
「寝たきりで通院不可能」「自力で歩行
困難または不可能」
である方の宅内又は施設にて施術して頂

正社員 エムズ　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 (2)9時30分～18時30分 相談員の経験
もしくは社会福祉
士、社会福祉主事、

189,800円～270,000円

静岡県磐田市富丘２０２番地４

4

支援相談員 ・介護老人保健施設「ナーシングホー
ム・オンフルール」のご利用　者様及び
ご家族の処遇上の相談
・ご利用者様確保の営業
・介護保険請求業務
・ご利用者様の送迎
・県、市、病院、居宅との連携

正社員 交替制あり 高卒以上 医療法人社団　紅紫会　介護老人保健施設　ナーシングホームオンフルール
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給 (2)8時30分～17時30分

170,560円～195,160円
又は7時00分～18時00

静岡県袋井市高尾１４３９ー３

5

保育士／フルタイム
パート

乳幼児の保育業務
・クラス担任
・オムツ取り替え
・食事、睡眠、排泄、着替え
・日々の保育状況の記録　　等

（幼稚園教諭があれば尚可）

正社員以外 保育専門学校　また
は　短大卒

社会福祉法人ふたば会　風の森保育園
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 業務経験

215,000円～255,000円

静岡県磐田市三ケ野１１６９番地

6

　　介護支援専門員
「介護」

（施設に関するお仕事）
・入所者のケアプラン作成・評価・カン
ファレンス
・サービス担当者会議の開催
・アセスメントや入所・退所時の訪問も
行っていただきます。


正社員 医療法人社団　愛慈会　介護老人保健施設　さくらの苑
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 介護支援専門員とし
ての業務経験191,200円～306,000円

静岡県磐田市二之宮字仙水１１６２

7

介護支援専門員 社会福祉法人白寿会が運営する居宅介護
支援事業所

での勤務です。

（主な仕事の内容）
・ケアプランの作成

正社員 フレックス 社会福祉法人　白寿会　（特別養護老人ホーム　白寿園）
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 英語または中国語、
その他外国語の話せ
る方。

180,000円～300,000円

静岡県磐田市掛塚３１７２

8

教員 ・ご自身の専用分野について、英語また
はその他外国語で授業をしていただきま
す。

・クラス運営等も英語またはその他外国
語で行っていただきます。

正社員 学校法人　染葉学園
雇用期間の定めなし (1)8時40分～17時00分

月給 人事・労務または建
設業事務160,000円～200,000円

静岡県磐田市中泉１－１－１

9

事務 社会保険労務士業・行政書士業の事務を
していただきます。

パソコンを使用した書類作成・給与計算
などの事務仕事が中心です
関与先、関係官庁への外出もあります。
（社用車使用）

正社員以外 社会保険労務士法人　橋本労務管理事務所
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 事務経験が多少ある
方（簿記の知識があ
れば尚）

160,000円～170,000円

静岡県磐田市岩井１３７２－１

10

一般事務 （主な仕事の内容）

・電話対応、取引業者対応
・各種事務作業（売掛・買掛管理）
・パソコン入力（専用ソフト、エクセ
ル、ワード）
・請求書、納品書の発行・管理

正社員 株式会社　レンティック中部　介護ショップちゅーぶ中遠
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 エクセル、ワードが
出来る方170,000円～200,000円

静岡県磐田市天龍９４０

11

一般事務 （主な仕事の内容）

１　商品の受注、発注

２　パソコン操作
　　売上データ入力
　　資料作成（見積書等）

正社員 株式会社　ティーエムサポート
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 一般事務業務経験
物流業界経験者歓迎171,500円～216,500円

静岡県袋井市小山８０５－１

12

事務職／本社 当社システムやＥｘｃｅｌを使用しての
事務の
お仕事になります。

（主な仕事の内容）
・各種資料作成
・購買処理

正社員 変形（1ヶ月単位） 遠州トラック　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 一般事務、経理事務
の経験ありの方等170,000円～190,000円

静岡県袋井市木原６２７－３

13

一般事務 エクセルやワードなどの操作して、伝票
処理、会計事務他データ入力作業になり
ます。
また、別途庶務の業務になります。※お
弁当の手配、業者への電話確認等
残業なしで勤務できます。

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

月給 パソコン操作（Ｅｘ
ｃｅｌ関数の作成）
は必須

185,000円～230,000円

静岡県磐田市掛塚３５０４

14

生産管理職（豊岡工
場）

自動車部品製造工場において、生産計画
を作成します。
月次の顧客生産計画に基づき、自社の稼
働日や稼働時間から、適性な人員の算出
や勤務シフトを考案します。
Ｅｘｃｅｌ操作が必須となります。

正社員 変形（1年単位） 第一工業　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時10分～17時00分

静岡県磐田市壱貫地１５３－１
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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: 053-461-5581 従業員数 66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: 22020-22332911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0742-26-8071 従業員数 4人

年　　齢: 64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 なし

求人番号: 29010-16975611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-58-3111 従業員数 49人

年　　齢: 不問 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 介護職員実務者研修修了者

求人番号: 22090- 7978011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 介護職員初任者研修修了者

     TEL: 053-423-1165 従業員数 78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: 22020-22198111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-35-5554 従業員数 23人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 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- 7926211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 053-452-1102 従業員数 9人

年　　齢: 不問 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: 22020-22299411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 053-452-1102 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： その他 時間外 あり

求人番号: 22020-22296811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0538-42-1208 従業員数 38人

年　　齢: 18歳以上 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- 7923111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 054-206-1203 従業員数 7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- 7906911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0539-62-3131 従業員数 329人

年　　齢: 18歳～59歳 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: 22090- 7912311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 0538-66-5566 従業員数 40人

年　　齢: 18歳～40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- 7990711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 40時間

     TEL: 053-421-1188 従業員数 25人

年　　齢: 18歳～44歳 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 あり

求人番号: 22020-22073511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 0538-23-1385 従業員数 86人

年　　齢: 18歳～30歳 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- 7969411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0538-35-3154 従業員数 41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- 7908711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

月給

175,000円～185,000円15

アクリル製品出荷・
内職管理スタッフ
（正社員）（磐田工
場）

磐田工場のアクリル事業で製造機械・出
荷業務の予定組みなど
アクリル事業の各種管理業務をお願いい
たします。主な業務は以下の通りです。
・アクリル機械の予定組み・日程管理
・アクリル製品の出荷
・協力会社様へ内職資材の出荷

正社員 株式会社　アプライズ
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 販売、営業、受付等
の接客業182,250円～300,000円

又は10時00分～21時00

静岡県磐田市下万能６７８
【磐田工場】

16

パソコンサポート
サービス店頭受付業
務

※初めての方でも研修制度があるので安
心です。

大型家電量販店のパソコンのサポート業
務やメンテナンス
お客様宅への出張サポートをお願いしま
す。

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社ミライズ
雇用期間の定めなし

時給

165,000円～193,750円
又は8時30分～17時30

静岡県掛川市細田２３１－１（掛川
店）
静岡県磐田市岩井２１６０－３（磐
田店）

17

介護職員／デイサー
ビス

デイサービスでの利用者様への介護業務
のお仕事です。　　　　　

（主な仕事の内容）　　　　　　　
・入浴　　　　　　　　　　　　　　
・身の回りの世話


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00分～17時00分

時給 (2)13時00分～22時00

176,400円～201,600円 (3)22時00分～7時00分

静岡県磐田市宇兵衛新田１８７

18

介護職員（パート）
（ゆやの里）

食事・入浴・排泄等、ご利用者の日常生
活の介助を行います。
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
り、職員も指導させて頂きますので、安

正社員以外 交替制あり 社会福祉法人　八生会
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 歯科助手としての経
験がある方大歓迎で
す。

190,000円～240,000円

静岡県磐田市加茂３９５
【ゆやの里】

19

歯科助手 歯科医院で歯科助手のお仕事を担当して
いただきます。

・受付秘書の業務（会計、予約、電話応
対など）

・ドクターの助手、診療補助、患者様の

正社員 医療法人社団　日吉会　牧野歯科医院
雇用期間の定めなし (1)9時15分～19時15分

月給

220,000円～390,000円

静岡県磐田市見付２９０９－３５

20

キッチン・ホール
（びぎ屋・袋井店）

麺処びぎ屋と業務提携（ミシュランガイ
ド東京５年連続受賞
食を通してお客様を幸せにすること
顧客満足と働く仲間の幸せを通して地域
社会に貢献します
静岡にはここだけ！！ミシュランを受賞
したラーメンを一緒に作りましょう

正社員 株式会社　アンフィニ
雇用期間の定めなし (1)10時00分～21時00

月給

220,000円～390,000円

静岡県袋井市愛野東２丁目１２－３
【びぎ屋　袋井店】

21

キッチン・ホール
（びぎ屋・磐田）

麺処びぎ屋と業務提携（ミシュランガイ
ド東京５年連続受賞
食を通してお客様を幸せにすること
顧客満足と働く仲間の幸せを通して地域
社会に貢献します
静岡にはここだけ！！ミシュランを受賞
したラーメンを一緒に作りましょう

正社員 株式会社　アンフィニ
雇用期間の定めなし (1)10時00分～21時00

月給

280,000円～280,000円

静岡県磐田市立野２９０
【びぎ屋】

22

交通誘導員 主に建設現場での交通誘導を行って頂き
ます。

・工事現場等における、車両や歩行者の
誘導及び安全確保。

・その他付随する業務。

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

月給

195,000円～250,000円

静岡県袋井市村松２１２８－１

23

農業 ・レタス・枝豆等の栽培管理、収穫など
の農作業

・食育イベント、体験などの運営

正社員 高卒に満たなくても
要相談

株式会社　モスファームすずなり
雇用期間の定めなし (1)6時30分～16時00分

月給 (2)16時00分～0時10分

187,000円～252,000円 (3)0時00分～8時10分

静岡県磐田市西貝塚２０６

24

製造設備のオペレー
ター

・銅や黄銅、銅合金のコイル材を製造・
販売する伸銅品メーカーの　製造部門で
のお仕事です。
・コイル材を製造する設備のオペレー
ターとして溶解、圧延、洗　　浄、切断
する設備オペレーションや設備メンテナ
ンスなどをして　いただきます。

正社員 変形（1年単位） ＤＯＷＡメタル　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時10分

月給

208,000円～360,000円
又は15時00分～0時00

静岡県磐田市松之木島７６７

25

不織布製造ラインオ
ペレーター

自動車の内外装（カーペット、トラン
ク、他外装部品）に使われる材料を製造
する設備のマシンオペレーター業務で
す。
原料投入から一連の工程を経て完成品を
製造するラインを管理し、受持ち部署で
の製造上の設備運転のオペレート他、設

正社員 変形（1年単位） 株式会社　ナツヤマ
雇用期間の定めなし (1)6時00分～15時00分

月給

155,000円～230,000円
又は15時00分～0時00

静岡県磐田市掛塚３５０４

26

生産職（磐田プレ
カット工場）

プレカット工場において建築部材の原材
料の木出しなど次の業務を行います。
・木出し後、材料の投入
・検品、コンピューター制御による機械
加工
・加工チェック、梱包
・超仕上げ、モルダー加工等

正社員 交替制あり 天龍木材　株式会社
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 (2)15時00分～0時00分

182,000円～234,990円 (3)23時00分～8時00分

静岡県磐田市大中瀬１０００－４
【磐田プレカット工場】

27

アルミホイール製造 【自動車のアルミホイール量産やエンジ
ン部品の試作を
　行う会社です。】

・現場作業オペレーターとしての募集で
す。


正社員 交替制あり 株式会社　エム・アール・ケー
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

時給 経験者優遇

151,266円～157,562円

静岡県袋井市東同笠１０１５－２

28

機械オペレーター オートバイ・自動車部品製造会社での仕
事です。
（主な仕事）
・ＮＣ自動盤、ＮＣ旋盤、マシニングセ
ンター等の工作機械を試用して、２輪、
４輪、産業機器等の部品の切削加工など
の仕事です。

正社員以外 変形（1年単位） 鈴和製作所　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

静岡県磐田市上岡田３７８

2/4



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: 053-583-1845 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22022- 2963011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 053-583-1845 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22022- 2964311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 053-583-1845 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22022- 2962411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 053-433-1111 従業員数 317人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 土日他 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: 22020-22196611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 0538-37-1147 従業員数 80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- 7934211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0539-63-5500 従業員数 77人

年　　齢: 44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: 10人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090- 7974811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 25時間

     TEL: 0538-32-6493 従業員数 25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- 7930911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     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- 7907111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-42-0372 従業員数 5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 あり

求人番号: 22090- 7981711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 053-589-5659 従業員数 22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 あり

求人番号: 22020-22301811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-34-6056 従業員数 51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- 7956111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 25時間

     TEL: 0538-42-3191 従業員数 75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: 5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- 7967211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 45時間

     TEL: 0538-42-3191 従業員数 75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: 10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- 7920311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 45時間

     TEL: 0538-32-2147 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： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 7986011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

時給 (2)14時20分～22時50

223,910円～230,496円 (3)22時20分～6時40分29

（派）金属の機械加
工（３交替）

（派遣業務）

・機械加工（マシンオペレーター）
・部品検査、構内運搬


※長く働きたい方、大歓迎です。初心者

有期雇用派遣労働者 交替制あり 株式会社オイカワ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～15時00分

時給

207,446円～223,910円

静岡県磐田市新貝２５００
　ヤマハ発動機（株）磐田工場　内

30

（派）金属の機械加
工（昼勤務）

（派遣業務）

・機械加工（マシンオペレーター）
・部品検査、構内運搬


※長く働きたい方、大歓迎です。初心者

有期雇用派遣労働者 株式会社オイカワ
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)17時00分～1時35分

223,910円～230,496円

静岡県磐田市新貝２５００
　ヤマハ発動機（株）磐田工場　内

31

（派）金属の機械加
工（２交替）

（派遣業務）

・機械加工（マシンオペレーター）
・部品検査、構内運搬


※長く働きたい方、大歓迎です。初心者

有期雇用派遣労働者 交替制あり 株式会社オイカワ
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 (2)17時05分～1時55分 製造業での勤務経験
３年以上185,000円～230,000円

静岡県磐田市新貝２５００
　ヤマハ発動機（株）磐田工場　内

32

機械オペレーター
（豊岡工場）

四輪自動車の金属部品を、プレス・溶接
する工場において、機械操作を行いま
す。
各種機械オペレーターとして、段取り替
えや製品セット、完成品の検査を行いま
す。
安全性、品質、生産性の観点から、より

正社員 交替制あり 第一工業　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時10分～17時00分

月給

180,000円～314,600円

静岡県磐田市壱貫地１５３－１

33

金型組付作業 各種大型金型設計製作会社での仕事で
す。

＜主な仕事内容＞
・各種部品の仕分け
　工具の段取り
・金型の組付作業

正社員 株式会社　小出製作所
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

193,000円～304,000円

静岡県磐田市森本１０４５番地

34

住宅部材の製造 ＊木材プレカットの製造ラインにて木材
住宅部材の製造に
　従事していただきます。
・加工前の材木を集積場からフォークリ
フト（カウンター式）で
　加工場付近へと移動
・製造ラインへの木材投入作業

正社員 交替制あり 株式会社　スカイ
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時00分

月給

215,000円～280,000円

静岡県磐田市上野部２７４０－５
本社工場　又は
浜松市天竜区船明７６３－１　船明
工場

35

機械組立／ロボット
制御

食品容器の検査機を中心とした自動機の
組立の仕事です。

ほぼ手作業での組立になります。
未経験の方にもわかりやくす丁寧にお教
えします。


正社員 変形（1年単位） 専門学校卒以上 大石鐵工所　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時55分

月給

200,000円～250,000円

静岡県磐田市西貝塚５６４－１

36

制御盤製造 制御盤を中板から組み立てていただきま
す。

小型から大型までサイズは様々です。

重量物は専用のクレーンがあります。


正社員 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

178,500円～274,000円

静岡県磐田市南平松９－１１

37

自動車ガラスの取付
施工・カーフィルム
施工

・軽自動車から大型車、バスなどの自動
車ガラスの
　取付施工全般。
・カーフィルム施工全般　を行っていた
だきます。

＊初心者でも一からプロの技術が身に付

正社員 変形（1年単位） 株式会社　富士屋硝子店　袋井店
雇用期間の定めなし (1)8時40分～17時00分

時給 (2)5時00分～13時45分

203,000円～211,120円 (3)13時45分～22時30

静岡県袋井市川井４４－４０

38

加工・組立・検査
（磐田市）

（派遣業務）
自動車内装部材の加工・組立・検査

有期雇用派遣労働者 交替制あり 株式会社スリーアイ　浜松営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時15分～17時15分

月給

180,000円～240,000円

静岡県磐田市新貝２８８０
事業所名についてはハローワークま
でお問い合わせ下さい。

39

品質管理及び検査 エンジン部品や金型などの金属表面処理
後の検査を行い、
顧客の要求条件に合う品質レベルに沿っ
ているか管理する
仕事になります。

＜主な仕事内容＞

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

月給 (2)14時00分～23時00 ４トントラックまた
は、大型トラックで
の業務経験１年以上

176,500円～176,500円

静岡県磐田市下岡田１１０－１

40

県内輸送ドライバー 大型トラックにて、県内店舗への輸送と
貨物駅までの輸送を
お願いします。（泊りの仕事はありませ
ん。）

・９時勤務の場合の例
　袋井～静岡～袋井～休憩～浜松～ＪＲ

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)9時00分～18時00分

月給 (2)13時00分～22時00 ４ｔ以上のトラック
業務経験が１年以上
ある方

176,500円～176,500円 (3)9時00分～18時00分

静岡県袋井市土橋６０

41

業務運転者（４ｔ・
１０ｔ）

業界大手運送会社の袋井支店でのお仕事
です。

（主な仕事の内容）
・荷物の配達及び集荷
・事業所ホームにて、４ｔ車（または１
０ｔ車）に

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 運転経験１年以上

207,360円～207,360円
又は9時00分～20時00

静岡県袋井市土橋６０

42

軽貨物ドライバー 軽４輪を使用した業務になります。

契約企業から病院関係に納品する仕事で
す。
病院へ検査品の配達。

＊力仕事はありません。

正社員以外 知多梱包輸送　有限会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

静岡県磐田市笹原島８２－３
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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: 0538-32-9185 従業員数 25人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 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 あり フォークリフト運転技能者

求人番号: 22090- 7933811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 053-464-5931 従業員数 8人

年　　齢: 不問 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- 7905611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0538-32-6493 従業員数 25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- 7927511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 090-6467-0880 従業員数 3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 なし

求人番号: 22090- 7928411 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-37-7462 従業員数 6人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 その他の土木・舗
装・線路工事関係資

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： なし 時間外 あり 小型移動式クレーン運転技能者

求人番号: 22090- 7985411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・その他月平均 26時間

     TEL: 080-2628-3000 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 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: 21030-12679411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-32-7201 従業員数 190人

年　　齢: 18歳～44歳 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- 7942511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 0538-38-6222 従業員数 20人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日他 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 あり フォークリフト運転技能者

求人番号: 22090- 7993511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 053-435-7134 従業員数 31人

年　　齢: 不問 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: 22022- 2957611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 053-525-6302 従業員数 3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 あり

求人番号: 22020-22170311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

日給 運送業務経験

161,500円～161,500円43

４ｔウイング車ドラ
イバー／地場定期便

定期便輸送のお仕事です。

・浜松市浜北区から磐田市の工場間にお
いて、
　自動車部品のトラック輸送をしていた
だきます。


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

日給

238,700円～303,800円

静岡県磐田市岩井北原１８１８－１

44

ダンプ運転手 建築資材（土砂または舗装材料）をダン
プを運転し運搬する仕事です。

１０ｔ、８ｔ、４ｔ車を使用します。

現場は主に磐田から浜松です。袋井、掛
川が現場になることもあります。

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　生駒
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

218,000円～280,000円

静岡県磐田市東原字梅ノ木１１－１

45

機械の電気制御 食品容器の検査ラインを中心とした自動
機の電気制御の仕事をしていただきま
す。
（主な仕事）
・客先との打ち合わせから始まり、配
線・制御盤組立等からわかり　やすく丁
寧にお教えします。

正社員 変形（1年単位） 専門学校以上（電気
科卒等優遇）

大石鐵工所　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時55分

日給 電気工事経験

184,800円～300,300円

静岡県磐田市西貝塚５６４－１

46

電気工事および空調
設備

お客様の自宅へ訪問し、エアコン工事お
よび電気工事などを
行う業務になります。

・大手家電量販店の委託業務

・静岡県西部（湖西市～牧之原市）

正社員 伊藤建設
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 土木施工に係る知識
体力200,000円～350,000円

静岡県磐田市岩井２１６０－３

47

建設業（主に　土木
工事）

下記のお仕事に従事していただきます。

（主な仕事の内容）

・現場監督業

・重機オペレーター

正社員 変形（1年単位） 有限会社　デイライト
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

静岡県磐田市見付３００８－１

48

工事特殊車両オペ
レーター運転手　規
制保安監視員

高速道路工事における特殊車両オペレー
ター及び運転手。
工事の為の車線規制の設置。（カラー
コーンを並べる程度です。）
規制を設置してからの交通監視。
働く方の能力や希望に応じて班を分けて
います。ご希望があれば言って下さい。

正社員 株式会社　ＧＨＳ
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 (2)13時45分～22時30

224,500円～354,500円
又は8時15分～17時15

新東名高速道路　岡崎東～新静岡
集合場所：浜松市浜北区

49

物流作業従事者（集
出荷作業）

【物流作業者】自動車内装部品の検品・
集荷・出荷作業を
　していただきます。
（主な仕事内容）
・納入先との納入調整
・納入進捗管理
・物流業務全般　等

正社員 交替制あり 株式会社　ＨＯＷＡ　磐田工場
雇用期間の定めなし (1)5時00分～13時45分

日給 フォークリフト経験
者（カウンターリフ
ト及びリーチリフフ

187,280円～195,840円

静岡県磐田市新貝２８８０

50

運転手（４トント
ラック）／磐田市

４トントラックで、配送をしていただく
お仕事です。

・フォークリフトを使用し、パレットの
積み下ろし作業です。

・配送エリアは浜北区～豊田市、額田郡

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

時給 運転免許取得後２年
以上158,177円～158,177円

静岡県磐田市匂坂中１２７３－１

51

お弁当の配送業務
（磐田工場）

お弁当のルート配送業務

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


正社員以外 変形（1年単位） 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)8時00分～16時30分

静岡県袋井市木原５０－１
事業所名については、ハローワーク
窓口へお問い合わせください。

時給

170,520円～170,520円

静岡県磐田市気子島１３０６－１
　磐田工場

52

計量・ピッキング・
製品包装（袋井市）

（派遣業務）
プラスチックのトレーに伝票を見なが
ら、ネジ・ボルトなどの部品を入れて部
品のキッドを作っていただきます。軽い
部品が多く重量物はありません。

有期雇用派遣労働者 合同会社　ケープラン
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)7時50分～17時00分
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