
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 0538-84-9523 従業員数 11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: 22090- 8031711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 0時間

     TEL: 0538-31-3308 従業員数 99人

年　　齢: 64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- 8022111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5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- 8028011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30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- 8026511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0538-34-9333 従業員数 30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- 8312911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0538-59-2111 従業員数 27人

年　　齢: 40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: 22090- 8096611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 5時間

     TEL: 0538-59-2111 従業員数 27人

年　　齢: 35歳以下 休　　日： 日他 臨床工学技士 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- 8099711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-32-0202 従業員数 13人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝 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 あり

求人番号: 22090- 8009211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 053-586-7902 従業員数 0人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 木日祝 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- 8002011 各種保険： その他 月平均 

     TEL: 053-586-7902 従業員数 0人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 木日祝 作業療法士 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- 8001411 各種保険： その他 月平均 

     TEL: 0538-23-1199 従業員数 40人

年　　齢: 60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- 8020611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 

     TEL: 0538-39-0001 従業員数 23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- 8027411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 052-259-6001 従業員数 3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: 23020-57437611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-34-9333 従業員数 30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- 8310311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

≪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 ・機械工学、エンジ
ン工学系知識
・輸送機器関連開

230,000円～280,000円

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

（派）アフターサー
ビスに伴う技術支援

【仕事内容】
マリン製品のアフターサービスに伴う技
術支援

※各種書類作成や関係各所との調整業務
となります。

無期雇用派遣労働者 株式会社　イデア　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

160,000円～200,000円

静岡県磐田市新貝２５００

2

営業補助（アシスタ
ント）

不動産売買の仲介をメインとする不動産
屋において、宅地建物取引士（営業部
員）のアシスタント業務をお願いしま
す。
・入力業務
・写真撮影業務
・情報発信業務

正社員 富士ヶ丘サービス　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 設備関連（組立・加
工など）の設計開発
経験

210,000円～270,000円

静岡県磐田市見付５７８９－１

3

設備開発設計 設備開発設計
〇既存設備の自動化、レイアウト改善、
設備の改造
〇設備の構想設計～詳細設計
〇専用ソフトでのシュミレーション解析
〇資料作成など


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 設備設計経験３年以
上210,000円～300,000円

静岡県磐田市富丘５１０－３

4

鉄筋・鉄骨建造物の
電気設備設計職

マンションや工場・事務所・商業施設・
医療福祉施設等の設備設計業務を担当

【担当業務】
・電気設備の設計図面の作成、積算書の
作成及び監理業務。
・パソコン、ＣＡＤにて設計図作成、打

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 現場作業

230,000円～350,000円

静岡県磐田市富丘５１０－３

5

現場監督 クレーン会社における現場監督をして頂
きます。
・現場監督の仕事
・現場の写真管理
　　　　　　　　　などをお願いしま
す。
・現場は主に静岡県内ですが、県外に出

正社員 有限会社　杉山レッカー
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)7時30分～15時00分

208,000円～267,000円 (3)7時30分～18時45分

静岡県磐田市上岡田５２１－３

6

看護師 人工透析、泌尿器科の外来における看護
業務です。

＜主な仕事内容＞
・外来患者に対して予診を行う
・医師の診療介助
・診療後に患者に対して指示等を行う

正社員 変形（1年単位） 医療法人　暢生堂　竜洋クリニック
雇用期間の定めなし (1)7時30分～18時15分

月給 (2)7時30分～18時15分

213,000円～266,000円 (3)7時30分～15時00分

静岡県磐田市豊岡５１３５－１

7

臨床工学技士 ・透析室業務
・医療機器のメンテナンス

正社員 変形（1年単位） 医療法人　暢生堂　竜洋クリニック
雇用期間の定めなし (1)7時30分～18時00分

月給 (2)8時30分～12時15分 整形外来におけるリ
ハビリテーションも
しくは

220,000円～270,000円 (3)8時30分～13時00分

静岡県磐田市豊岡５１３５－１

8

理学療法士 ・整形外科外来通院患者のリハビリテー
ション

・介護保険における訪問リハビリテー
ション



正社員 みつけ整形外科
雇用期間の定めなし (1)8時30分～19時00分

月給 (2)8時45分～16時45分 理学療法士業務経験

210,000円～360,000円

静岡県磐田市見付１８５２－１６

9

理学療法士 ・整形外科、リュウマチ科の理学療法士
業務、リハビリ業務等。

＊２０２２年４月開院予定です。
＊２０２２年３月採用の求人となりま
す。

正社員 変形（1ヶ月単位） とりかい整形外科・リウマチ科
雇用期間の定めなし (1)8時45分～18時30分

月給 (2)8時45分～16時45分 作業療法士業務経験

210,000円～360,000円

静岡県磐田市二之宮４０５－１

10

作業療法士 ・整形外科、リュウマチ科の作業療法士
業務、リハビリ業務等。

＊２０２２年４月開院予定です。
＊２０２２年３月採用の求人となりま
す。

正社員 変形（1ヶ月単位） とりかい整形外科・リウマチ科
雇用期間の定めなし (1)8時45分～18時30分

月給 ＰＣ操作
Ｏｕｔｌｏｏｋ
Ｅｘｃｅｌ

166,000円～186,000円

静岡県磐田市二之宮４０５－１

11

総　務 【主な仕事の内容】

（労務管理）
・従業員の入社・退社の諸手続き
・給与集計

（総　務）

正社員 株式会社　旭エンジニアリング
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

180,000円～300,000円

静岡県袋井市浅名１８６８－１

12

経営企画 ＊企画
・学校法人染葉学園の新学校・新学科の
設立などの将来計画の
　策定とその業務を推進していただきま
す。
＊広報


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 一般事務での職務経
験、簡単なエクセ
ル・ワードの操作に

170,000円～170,000円

静岡県磐田市中泉１－１－１

13

一般事務（建設現場
作業所事務員）／静
岡県袋井市

パソコン業務（エクセル・ワード等）
支払業務
来客・電話対応
事務所等の掃除　等々

仕事内容の詳細については面接時に事務
担当者から説明をいたします。

正社員以外 株式会社　フジタ　名古屋支店
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 (2)9時30分～18時30分 一般事務実務経験

180,000円～250,000円

静岡県袋井市堀越字深田７１１番１
０
当社　袋井プロジェクト現場事務所

14

一般事務 クレーン会社における事務のお仕事で
す。
・電話対応、来客応対
・売上伝票発行
・パソコンでのデータ処理（Ｅｘｃｅ
ｌ、Ｗｏｒｄ）
・受注、発注、在庫管理業務

正社員 有限会社　杉山レッカー
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

静岡県磐田市上岡田５２１－３
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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: 0538-37-1147 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- 8245511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 054-686-4918 従業員数 0人

年　　齢: 35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: 22010-25129511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 053-488-8866 従業員数 50人

年　　齢: 64歳以下 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 ホームヘルパー２級

求人番号: 22020-22361411 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: 0538-59-2111 従業員数 27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- 8100611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 5時間

     TEL: 0538-38-0407 従業員数 5人

年　　齢: 18歳～59歳 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: 22090- 8220411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 8時間

     TEL: 0557-44-6600 従業員数 8人

年　　齢: 44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 なし 準中型自動車免許

求人番号: 22052- 2122311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 大型自動車免許

     TEL: 0564-47-3468 従業員数 5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: 23050-12768211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-85-0505 従業員数 24人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 月日祝他 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- 8325511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 0538-85-0505 従業員数 24人

年　　齢: 30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- 8328311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-45-2725 従業員数 12人

年　　齢: 40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- 8365211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-49-0566 従業員数 5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 なし

求人番号: 22090- 8318411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     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: 22020-22486311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 25時間

     TEL: 0538-37-3811 従業員数 64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: 22090- 8150311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 15時間

     TEL: 0538-66-5285 従業員数 11人

年　　齢: 37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: 22090- 8209111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

月給

200,000円～320,000円15

品質管理および測定 各種大型金型設計製作会社での仕事で
す。

＜主な仕事内容＞
・三次元測定器を使用した測定業務
・各部署の工程内保証を行う品質管理


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

205,430円～297,430円

静岡県磐田市森本１０４５番地

16

ＬＰガス営業／磐田
市（中遠支店）

○当社ＬＰガスをご利用の一般家庭顧客
へ給湯器やガスコンロ等のガス器具や省
エネ機器をご提案していただきます

○ＬＰガスの新規切り替えご提案

＊担当エリアが決まっているので、エリ

正社員 株式会社　ザ・トーカイ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時45分

月給 (2)9時00分～18時00分

172,000円～198,000円
又は8時00分～18時00

静岡県磐田市岩井１９０７－２６４
　中遠支店

17

介護施設（デイサー
ビス）の介護職員
（ラクラス可睡の
杜）

デイサービスでの介護業務です。
（定員最大６０名）

〈業務内容〉
・食事、入浴、排せつなどの介助、介護
記録
・レクリエーション、作品作りなどの企

正社員 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）
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)7時30分～18時30分

160,000円～197,000円 (3)7時30分～15時00分

静岡県袋井市可睡の杜５１－７
【ラクラス可睡の杜】

18

看護助手 看護助手の仕事です。
（主な仕事内容）
・透析室、泌尿器科外来の診療補助
・患者さんの移動介助
・検査補助
・清掃全般


正社員 変形（1年単位） 医療法人　暢生堂　竜洋クリニック
雇用期間の定めなし (1)7時30分～17時30分

その他

180,000円～200,000円

静岡県磐田市豊岡５１３５－１

19

茶園管理・茶生産・
加工

お茶の栽培から製造までしています。
製造したお茶は一部が小売りで、大半は
「伊藤園」や「ハラダ製茶」といった問
屋に出しています。

◎茶製造期の主な仕事内容は
茶工場内掃除・製茶機械管理・製茶機械

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

月給

167,500円～229,600円

静岡県磐田市大久保６９５

20

コンクリート２次製
品製造・管理【磐田
市】

生コンクリート製造とコンクリート２次
製品の製造及び管理業務
１．脱型・組み込み
２．置き場運搬（フォークリフト運転）
３．打設作業
４．製品管理（出荷準備・検品）


正社員 野村マテリアルプロダクツ　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給 鋳物経験者

176,880円～225,120円

静岡県磐田市源平新田１１１－１
　野村マテリアルプロダクツ（株）
西工場

21

鋳物の仕上げ（請） ◆ナンヨー（株）内にて、鋳物の仕上げ
作業を行っていただきま　　す。


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

月給

163,000円～250,000円

静岡県磐田市駒場４８２０
　ナンヨー株式会社内　当社現場

22

機械オペレーター ・自動機械のオペレーター兼プログラ
マー業務です。
（タレットパンチプレス）
・自動機械への金型交換、材料供給・製
品取り出し作業から、自動機械の加工プ
ログラム作成作業　等々です。


正社員 変形（1年単位） 有限会社　トキワエンジニアリング
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

156,000円～190,000円

静岡県周智郡森町森１７５０

23

板金作業 ・鉄工場内における板金作業をお願いし
ます。
・さまざまな金属の板を使っての物作り
で、手に職（職人の技術）を身に付けら
れます。
・多品種極小量生産による作業なので、
自分の手で新しい製品を生み出せ、とて

正社員 変形（1年単位） 有限会社　トキワエンジニアリング
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

215,000円～290,000円

静岡県周智郡森町森１７５０

24

金属製品の製作 ・金属、非鉄金属を用いての製品製作
（主として表面処理に

　用いられる治具等が中心）のお仕事に
なります。

・また客先への納品業務も担当していた

正社員 有限会社　エスエス商会　袋井工場
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 未経験者歓迎
農機具修理の経験が
あれば尚可

225,000円～380,000円

静岡県袋井市村松２１５８

25

農業機械修理・水道
配管

・一般農家及び造園関係の方の農業機械
等の修理していただ
　きます。
・コンバイン、トラクター、乗用茶刈機
等の修理個所は多様
　です。
・機械等の引取り及び出張修理等があり

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

月給

175,000円～300,000円

静岡県周智郡森町中川１６６０－１

26

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

178,400円～300,000円

静岡県磐田市高木１７４５－１【竜洋工場】

27

機械メンテナンス
（サービス業務）／
磐田

（主な仕事内容）
・ギヤモータの点検、修理、オーバー
ホール
・現地（国内客先工場）へ出張し、ギヤ
モータの点検および修理
・上記作業の報告書作成
・Ｅメールによる連絡対応

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

180,000円～210,000円

静岡県磐田市下万能２５０－１

28

金属塗装工 ガス機器、トラクター部品、自動車部
品、機械部品の塗装の仕事です。
塗装機械、自動又は手動での塗装作業を
行います。

正社員 有限会社　コーガ工業
雇用期間の定めなし (1)7時30分～16時30分

静岡県磐田市大中瀬８７８－１
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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: 0538-84-9523 従業員数 1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- 8030111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0539-62-4766 従業員数 21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: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 車両系建設機械（基礎工事用）運転技能者

求人番号: 22090- 8321111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 車両系建設機械（解体用）運転技能者

     TEL: 0538-45-1000 従業員数 16人

年　　齢: 18歳以上 休　　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- 8034511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 50時間

     TEL: 0538-34-9333 従業員数 12人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 移動式クレーン運転
士

就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり 大型特殊自動車免許

求人番号: 22090- 8309511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     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- 8036011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-23-3332 従業員数 81人

年　　齢: 18歳～59歳 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- 8010011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 080-5293-4107 従業員数 1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 なし

求人番号: 22090- 8017211 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-34-9333 従業員数 3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- 8311611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0538-41-3617 従業員数 105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- 8025211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30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- 8132411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 0538-36-7777 従業員数 46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- 8035411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-35-9315 従業員数 5人

年　　齢: 35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 なし

求人番号: 22090- 7997611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-42-4321 従業員数 90人

年　　齢: 44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 なし

求人番号: 22090- 8019411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0594-87-7770 従業員数 20人

年　　齢: 18歳～59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 なし

求人番号: 24050- 6766111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

月給 職業訓練（ポリテク
センター、ＣＡＤス
クールなど）専門学

190,000円～250,000円29

（派）輸送機器部品
の機械設計補助

輸送機器関連部品の機械設計補助

〇自動車用自動変速機部品試作図、製造
図、見積図などの作成
〇試作品組立治具の３Ｄモデル作成
〇自動車用自動変速機部品の３Ｄモデル
作成

無期雇用派遣労働者 株式会社　イデア　浜松営業所
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時40分

月給

205,000円～270,000円

静岡県袋井市鷲津１５ー２０

30

重機オペレーター・
納品スタッフ・培養
土製造スタッフ

１．軽トラック～４ｔトラックによるお
客様への納品
２．重機類を操作して堆肥原料の受入
３．重機類を操作して堆肥を生産
４．重機類を操作して培養土を生産
５．その他　付帯業務

正社員 株式会社　ヤードウエスト浜松
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

190,000円～190,000円
又は0時00分～23時59

静岡県磐田市上神増１０２１、磐田
市塩新田３００、
磐田市藤上原１－３及び磐田市寺谷
４１３－１のいずれか。

31

大型トラック運転手 ・１０トントラックで、主にダンボール
原紙、印刷用紙、
　トイレットペーパー、牛乳パック等の
紙製品や飲料、
　パソコン等を積み込み、指定の場所ま
で運転していただきます。


正社員 株式会社　マーべラスロジ
雇用期間の定めなし

月給 実務経験ある方優遇

230,000円～430,000円

静岡県袋井市豊沢２６２９－６

32

クレーンオペレー
ター

移動式クレーン作業全般になります。
・クレーンオペレーター
　　主にラフタークレーン１２ｔから６
０ｔ
　　　　オルター１２０ｔから２２０ｔ
・クレーンの簡単な保守点検
　　オイル交換、ｅｔｃ

正社員 有限会社　杉山レッカー
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 大型トラック運転経
験あれば尚可255,000円～500,000円

静岡県磐田市浜部１３２（株）杉山
レッカー（作業場）
現場は主に静岡県内（県外に出張す
ることもある）

33

大型トラック運転手
（２輪車）／中部支
店

総業７１年の歴史を持つ当社では、新た
にバイクの輸配送を行う
運転手さんを募集しています。

・配送車両は国内４大メーカー様新車か
ら旧車まで様々。
　配送先もバイクイベント、展示会、

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)17時00分～2時00分 フォークリフト運転
経験240,000円～280,000円

静岡県磐田市上万能１７３

34

フォークリフト作業
員（倉庫）

自社倉庫でフォークリフトでの業務をお
願いします。

（主な仕事内容）
・積荷は自動車部品（樹脂関係でプラス
チック製品）
・倉庫内での作業になります。

正社員 交替制あり 油屋運送　有限会社
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

日給

200,000円～350,000円

静岡県袋井市西同笠６５－１

35

（請）型枠工事 マンションや擁壁などの構造物を作る際
の使用される
型枠を解体する仕事になります。

未経験の方は現場に慣れてもらうために
先輩のアシスタントから始めて頂きま
す。

正社員 嶋崎建設
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

日給

276,000円～322,000円

静岡県磐田市弥藤太島１７３－２ＥＲＵ２０１号

36

機設工 ＊重量物の移設、据付け（主に工場内で
の作業になります）
　・工作機械等の重量物の移動と据付け
作業です。
　・クレーンで降ろした重量物を、機械
を使用して移動して据付け　　る作業で
す。

正社員 変形（1年単位） 有限会社　杉山レッカー
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給 (2)9時00分～18時00分

167,854円～188,408円 (3)12時00分～21時00
又は6時00分～21時00

静岡県磐田市西貝塚１５８３－４　
　西貝塚作業場

37

物流倉庫入出庫業務
の作業指揮者

（主な仕事の内容）

・商品の入出庫管理

・スタッフの管理、配置調整　等

正社員以外 変形（1年単位） 鴻池運輸　株式会社　静岡支店　袋井流通センター営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～15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

静岡県袋井市小山字一丁田１５３－１

38

（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

176,000円～220,000円

静岡県磐田市西之島７８－３

39

倉庫作業員 当社は、「想いを運び、真心を届ける」
を経営理念とし、
創業７２周年を迎えました。当社で新た
に倉庫作業員を
募集しています。

（主な仕事内容）

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

220,000円～280,000円

静岡県磐田市上万能１７３

40

ルート配送及び営業 　既存取引先（大手メーカーなど）から
の梱包資材等を受注、納品する仕事で
す。
　総合商社のため既存取引先から生産品
の相談を受けて対応してもらいます。
　生産品の知識などについては、ゆっく
り覚えていってもらいます。

正社員 株式会社　サノ企業　静岡営業所
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給

160,200円～203,500円

静岡県磐田市岩井１８８６－６

41

出荷作業 【主な仕事の内容】

（１）各種製品（プラスチック部品）の
出荷・運搬作業
・倉庫内での作業
・客先への出荷品準備作業
・台車またはフォークリフトでの製品運

正社員 尾形工業　株式会社　静岡工場
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)14時20分～22時45

188,000円～208,000円

静岡県袋井市広岡１１２９

42

（請）構内作業／磐
田事業所

＊出荷・入荷・梱包、フォークリフトを
使用した
　場内運搬業務。
＊製品の検査業務
＊その他付帯する業務
＊詳細は、面接時に説明します。
　お気軽にご連絡ください。ご応募お待

正社員 交替制あり 長良通運　株式会社
雇用期間の定めなし (1)6時00分～14時25分

静岡県磐田市東貝塚１５７８番地
ＮＴＮ株式会社　磐田製作所
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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: 0594-87-7770 従業員数 23人

年　　齢: 18歳以上 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: 24050- 6767711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-44-3353 従業員数 26人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 ８トン限定中型自動
車免許

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 大型自動車免許

求人番号: 22090- 8072911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 玉掛技能者

     TEL: 0538-44-3353 従業員数 26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- 8071611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

時給 (2)14時20分～22時45

206,400円～243,425円43

構内作業／磐田事業
所

＊出荷・入荷・リーチフォークリフトを
使用した場内運搬業務。
＊その他付帯する業務
＊詳細は、面接時に説明します。
　お気軽にご連絡ください。ご応募お待
ちしております。

正社員以外 交替制あり 長良通運　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)6時00分～14時25分

月給

200,000円～250,000円

静岡県磐田市東貝塚１５７８番地
ＮＴＮ株式会社　磐田製作所内

44

ダンボール回収作業
員及び収集運搬業務

２ｔ、４ｔパッカー車（ゴミ収集車）・
平ボディ車・
クレーン車・大型車にて資源物および廃
棄物の回収を
していただきます。

・回収した廃棄物や鉄類などの仕分け作

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

静岡県袋井市国本２５５０－２

月給

200,000円～250,000円

静岡県袋井市国本２５５０－２

45

場内作業員 回収した廃棄物や資源物の仕分け作業の

お仕事になります。

（屋内および屋外あり）

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
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