
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 0538-34-1165 従業員数 92人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日 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- 8474311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 1時間

     TEL: 0538-37-1311 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: 22090- 8566911 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 97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: 13040-99758411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0538-31-0025 従業員数 2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- 8402711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 03-3234-3300 従業員数 7人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 准看護師

求人番号: 13010-93579411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 薬剤師

     TEL: 053-488-8866 従業員数 16人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 看護師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22020-23249611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 5時間

     TEL: 053-423-1165 従業員数 90人

年　　齢: 64歳以下 休　　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: 22020-23350011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 4時間

     TEL: 054-353-6868 従業員数 8人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 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: 22040- 7597711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 053-584-2246 従業員数 10人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 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: 22022- 3174411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 12時間

     TEL: 0538-36-1131 従業員数 70人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 管理栄養士 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- 8441911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 0538-31-4333 従業員数 7人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 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: 22090- 8415311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-49-4911 従業員数 82人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 その他の福祉・介護
関係資格

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- 8494711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     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: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 8502511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 0538-42-1208 従業員数 38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: 22090- 8549911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

看護師（デイサービ
ス）

＊デイサービス未経験者歓迎。

デイサービスご利用者の健康観察・機能
訓練のお仕事です。

バイタルチェック・薬の管理・配薬・皮
脂トラブルの処置・ご利用者の急変時の

正社員 社会福祉法人　遠江厚生園
　特別養護老人ホーム　第二遠州の園雇用期間の定めなし (1)8時00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 半田ゴテでのハンダ
付け作業150,645円～160,000円

静岡県磐田市鮫島１８０４－１

2

プリント基板への部
品実装

・実装する基板の部品リストを支給され
た（又は社内で用意した）
　部品の確認作業

・部品の実装作業（全て手作業の部品実
装（半田ゴテ使用）
　　　　　　　（半田塗布後の基板に部

正社員 マツイ電子　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時15分

月給

208,000円～317,000円

静岡県内各現場（主に浜松市・磐田市・藤枝市）

4

組み込みプログラム
作成

制御系のプログラム開発が表示系部分の
補填となります。
・機能仕様書の理解および修正
・プログラム設計書作成
・Ｃ＋＋、Ｃ、Ｃ＃による表示部分のプ
ログラム作成
・テスト作業としては制御系プログラム

正社員 フレックス 合同会社　コモンセンス
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 施工管理経験３年以
上328,455円～562,250円

静岡県磐田市岩井１９０７番地５０２

3

技術マネージャー
（建築工事）／浜松
市・磐田市・藤枝市

各建設現場において、現場代理人のサ
ポート役を担って頂きます。
・施工物件の工事管理（工程・品質・安
全他）
・必要書類の作成
・工事関係者との打ち合わせ
※ご本人の希望や適性を踏まえて担当現

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 (2)8時00分～20時00分 ・治験業界経験者歓
迎
治験業界での経験ま

240,000円～400,000円 (3)10時00分～15時00

静岡県磐田市気子島１７３９－２

5

治験コーディネー
ター（浜松市及びそ
の周辺）直行直帰

医療機関で新薬・再生医療の臨床試験を
サポートする業務
・被験者のスケジュール管理
・被験者のケア
・報告書作成、データ入力
・同意説明の補助
＊提携医療施設に外訪します。

正社員 フレックス 株式会社アイロムＥＣ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 (2)10時00分～15時00 Ｃ言語によるプログ
ラム作成経験がある
と優位です。

220,000円～320,000円 (3)7時00分～20時00分

静岡県磐田市白羽１０６－４
【ラクラス掛塚】
遠鉄バス　掛塚バス停　徒歩１分

7

看護職員（豊田一空
園）

特養入居者　健康チェック
内服薬介助
バイタルチェック等

正社員 社会福祉法人　八生会
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 看護業務経験者（２
～３年）
（介護現場以外での

225,000円～270,000円

愛知県名古屋市中村区名駅南１－２
４－３
名古屋三井ビル本館１２階　（株）
アイロムＥＣ　名古屋支店

6

デイサービスの看護
職員（ラクラス掛
塚）

【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 ・厨房業務（発注、
食数管理　等）180,000円～220,000円

又は5時00分～19時30

静岡県磐田市東原２０７－１
【豊田一空園】

8

豊仙苑／特別養護老
人ホームでの調理業
務

（請負業務）
・特別養護老人ホームでの厨房業務
　献立作成、発注、食数管理及び調理補
助（盛付、洗浄、配膳）

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ウェルビーフードシステム
雇用期間の定めなし

月給

209,000円～298,000円

静岡県磐田市中泉御殿７０３　新都市病院

10

管理栄養士 入所者の栄養マネージメントのお仕事に
なります。

（主な仕事の内容）
・栄養ケア計画の作成

・献立の作成

正社員 社会福祉法人　庄栄会　特別養護老人ホーム　中泉の里
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)10時00分～19時00

200,000円～280,000円
又は8時00分～19時00

静岡県磐田市敷地８３－８　豊仙苑内　厨房

9

（請）管理栄養士
（磐田市）

（請負業務）

管理栄養士の仕事に携わっていただきま
す。
・献立作成
・材料発注
・料理の盛付け

正社員 変形（1年単位） 名古屋マルタマフーズ　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～250,000円

静岡県磐田市中泉２４１４－１

11

保育士 園児の遊び、食事、睡眠、排泄などの基本的な生活習慣の補助正社員 株式会社　優菜　ゆうな保育園
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

月給

174,200円～210,400円

静岡県袋井市萱間９３３－１

13

一般事務 一般事務の仕事をしていただきます。
・受付、電話対応
・書類作成、ファイリング
・部品の受入と出荷事務
・各種伝票処理

※パソコン操作できる方を希望します。

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

日給 高齢者施設での勤務
経験199,840円～199,840円

静岡県周智郡森町中川１１９４－１

12

支援相談員 （主な仕事の内容）

・入所・退所の調整。
・入所者の生活支援。
・入所相談、受入。
・介護請求。
・書類作成。

正社員 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)7時30分～16時30分 建設業の事務経験者
優遇200,000円～250,000円

静岡県磐田市下岡田１１０－１

14

事務員 （主な仕事の内容）
・会計事務及び一般事務
・接客対応、電話対応
・請求書等の書類作成
・伝票等の書類の整理等



正社員 交替制あり 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

170,000円～240,000円

静岡県袋井市村松２１２８－１
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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: 0538-84-4111 従業員数 142人

年　　齢: 40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- 8555011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 27時間

     TEL: 053-459-5656 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 水日他 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: 22020-23354111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-34-8515 従業員数 39人

年　　齢: 40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- 8505311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-34-4624 従業員数 30人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 運行管理者（貨物） 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 整備管理者

求人番号: 22090- 8565611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 40時間

     TEL: 053-453-5111 従業員数 4,948人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 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: 22020-23858811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 6時間

     TEL: 053-453-5111 従業員数 4,948人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 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: 22020-23760811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 6時間

     TEL: 053-459-5656 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22020-23062311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-6854-1411 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: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13010-95527211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 21時間

     TEL: 053-449-2111 従業員数 22人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 火他 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: 22020-23697711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 17時間

     TEL: 0538-44-7777 従業員数 25人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水他 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: 22090- 8446511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-36-7111 従業員数 13人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 土日 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- 8544511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 25時間

     TEL: 053-571-0844 従業員数 6人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 介護福祉士

求人番号: 22020-23708611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 介護職員実務者研修修了者

     TEL: 0120-957-818 従業員数 18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 あり

求人番号: 22090- 8531911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 5時間

     TEL: 0538-58-3611 従業員数 22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- 8535211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県周智郡森町睦実１１２３－２

16

出荷作業（磐田市） （派遣業務）
梱包・出荷業務を行って頂きます。
細かくカットされた鶏肉を小袋に入れ計
測、
　その後真空パックしていただきます。
丁寧に教えてくれるので安心して勤務で
きます。

有期雇用派遣労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社ワークスタッフ　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

170,900円～196,950円15

生産管理 金属製品の設計・製造メーカーで生産管
理を行っていただきます。

生産計画の立案
受発注管理
在庫管理
電話／来客対応

正社員 株式会社　フジコーポレーション
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

165,000円～185,000円

静岡県磐田市笠梅４６２－１
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。

17

商品発注管理 取扱製品の仕入管理業務（在庫・発注・
入庫管理など）を
していただきます。

基本業務は「定番製品在庫発注管理」
「取寄製品発注管理」「入庫管理」「仕
入先への問合せ等」「伝票入力処理」に

正社員 株式会社　吉澤
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時30分

時給

180,101円～180,101円

静岡県磐田市豊田西之島３２５－１

19

青果売場担当（正社
員）（磐田市・袋井
市・掛川市）

＜杏林堂薬局内の青果売場の担当者を募
集です＞
　
・青果売場の専任担当として、１店舗だ
けではなく
　複数の店舗の青果売場を管理いただき
ます。

正社員 交替制あり 株式会社　杏林堂薬局
雇用期間の定めなし

月給 (2)8時30分～17時30分 運送業界、車輛管
理、配車管理等の経
験

214,221円～273,791円

静岡県磐田市国府台６１－５

18

配送管理責任者 キャリアカーで車両を配送している乗務
員と顧客を
管理していただきます。

（主な仕事の内容）
・乗務員の配車管理
・客先との連絡対応

正社員 交替制あり 浜松興運　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

208,400円～263,400円
又は6時45分～22時30

磐田市・袋井市・掛川市のいずれか
の店舗
※就業場所は自宅から１時間以内の
店舗（異動あり・選択不可）

20

青果仕入担当（正社
員）（磐田市・袋井
市・掛川市）

＜杏林堂薬局内の青果仕入の担当者を募
集です＞
　
・青果全般の仕入れに携わる業務。

小売業を経験されている方、青果販売に
携わられた方、

正社員 交替制あり 株式会社　杏林堂薬局
雇用期間の定めなし

月給

208,400円～263,400円
又は6時45分～22時30

静岡県磐田市西貝塚横須賀道北３６
９０
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。

22

営業（袋井営業所） ゼネコン・建設会社等に対し、現場で使
用するレンタル機械を提案、提供する営
業です。

ＢｔｏＢの営業経験や、機械の知識・資
格がある方は特技を活かせる職場です。
未経験の方も、入社後の研修で必要なス

正社員 変形（1年単位） 株式会社　アクティオ
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給

190,032円～190,032円

磐田市・袋井市・掛川市のいずれか
の店舗
※就業場所は自宅から１時間以内の
店舗（異動あり・選択不可）

21

スーパーでのレジ業
務（磐田市西貝塚）

（派遣業務）
スーパーでのレジ業務を行って頂きま
す。
未経験でも研修がありますので、安心し
て働けます。
幅広い年齢の方が働いています。
アットホームな雰囲気の職場で働こう。

有期雇用派遣労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社ワークスタッフ　浜松営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)7時00分～16時00分

月給 営業職、販売職

180,000円～250,000円

静岡県袋井市山科２５０８－１
当社　袋井営業所

23

自動車販売営業職
（ユーズステーシ袋
井）（アリーナ磐
田）

主にスズキ四輪車の中古車の販売の仕事
です。
就業場所はユーズステーション袋井、ま
たはスズキアリーナ磐田です。

正社員 株式会社　スズキ自販浜松
雇用期間の定めなし (1)9時30分～18時10分

月給 経験者優遇

173,000円～296,380円

ニシオ自販　袋井店　袋井市川井９
８７－１
ニシオ自販　磐田店　磐田市小立野
２８－１

25

営業管理業務 既存顧客のフォロー

求職者の面談、現場スタッフの勤怠管理
等。

正社員 変形（1年単位） 株式会社　アドバンス
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

190,000円～285,000円

静岡県磐田市豊島３０６－６【スズ
キアリーナ磐田】
静岡県袋井市堀越４６１－１【ユー
ズステーション袋井】

24

自動車販売 自動車の販売全般に関する業務をしてい
ただきます。

自動車の販売から納車お引渡しまでの一
連のお仕事です。



正社員 ニシオ自販　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 介護職員初任者研修
修了、介護福祉士164,400円～168,800円

静岡県磐田市国府台３０－７

26

介護職員（デイサー
ビス小春日和磐田）

デイサービスでの高齢者に対しての日常
生活（食事・排せつ
入浴）の介助、援助、相談、レクリエー
ションなどをお願いします。
利用者は１日平均６人くらいです。
（介護職　４名体制）


正社員 特定非営利活動法人はままつ福祉応援団
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

260,000円～350,000円

静岡県磐田市見付５４７番地５
　セントケア南天満

28

介護職員（ヘル
パー）／フルタイム
パート　　　「介
護」

「グループホーム福田はまぼうの家」に
て、利用者の方の
　身の回りのお世話等の介護全般を行っ
ていただきます。


・入浴、散歩、排泄、食事の介助

正社員以外 交替制あり グループホーム　福田はまぼうの家
（有限会社　ホスピタルサービス）雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 (2)7時00分～16時00分

175,000円～207,000円 (3)11時00分～20時00

静岡県磐田市竜洋中島６２－１
【デイサービス小春日和磐田】

27

施設介護職員（ケア
スタッフ）／セント
ケア南天満

小規模多機能型居宅介護施設での介護業
務全般
”小規模多機能型居宅介護”とは、地域
の中で生活するお客様が住
み慣れた町で安心して生活出来るよう
に、同じ施設・同じスタッフ
がお客様一人ひとりに合わせた「通い」

正社員 変形（1ヶ月単位） セントケア静岡　株式会社　セントケア富士見
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

静岡県磐田市福田中島７２６

日給 (2)7時00分～16時00分

216,200円～253,000円 (3)11時00分～20時00

2/6



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: 053-488-8866 従業員数 19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: 22020-23297311 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: 053-423-1165 従業員数 91人

年　　齢: 18歳～64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: 22020-23353911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 4時間

     TEL: 053-420-2226 従業員数 0人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 ホームヘルパー２級 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり 介護職員初任者研修修了者

求人番号: 22020-23456011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 0538-38-5511 従業員数 17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: 22090- 8444811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 054-202-8660 従業員数 6人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ホームヘルパー２級

求人番号: 22010-26492111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 

     TEL: 0538-36-1177 従業員数 52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： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 8445211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-84-6379 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 調理師 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: 22090- 8516111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-67-1755 従業員数 99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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090- 8556311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 06-4391-8806 従業員数 20人

年　　齢: 40歳以下 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: 27030-31777911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 053-540-4772 従業員数 3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: 22020-23376011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 058-249-5050 従業員数 30人

年　　齢: 18歳～66歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 21010-35180111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-66-4946 従業員数 23人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 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- 8466311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-66-4946 従業員数 23人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 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- 8468911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20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 あり

求人番号: 22090- 8540111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 5時間

月給 (2)9時00分～18時00分

172,000円～198,000円29

介護施設（デイサー
ビス）の介護職員
（ラクラス福田）

デイサービスでの介護業務です。
（定員最大４５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

静岡県磐田市下野部３６３－１
【梅香の里】

31

介護職員（あいの街
大久保　小規模多機
能型居宅介護施設）

＊新店オープニングスタッフ＊
通い・泊まり・訪問を組み合わせてサー
ビスを提供する施設です。ご利用者のお
宅へ送迎をします。身体介護や生活援
助、機能訓練、レクリエーションなどの
介護サービスを提供します。また、月３
～５回ほど宿泊される方の夜勤業務もあ

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　アイケア
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)13時00分～22時00

156,000円～192,000円 (3)22時00分～7時00分

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

30

介護職員（梅香の
里）

食事・入浴・排泄等、ご利用者の日常生
活の介助や自立支援、レクリエーション
プランの作成等を行います。
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

正社員 交替制あり 社会福祉法人　八生会
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

185,000円～225,000円

静岡県磐田市大久保８９１－４３
【小規模多機能型居宅介護施設　あ
いの街大久保】
　

32

介護職（和らぎの
家）【急募】

＊磐田市に所在する医療法人社団藤友五
幸会が運営する
　グループホーム和らぎの家での介護職
のお仕事です。
　グループホーム和らぎの家では時間が
ゆったりと流れており、
　お客様の穏やかな表情が見られます。

正社員 交替制あり 医療法人社団　藤友五幸会
　　　　　　　介護老人保健施設　おおふ
じ五幸ホーム

雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 (2)16時00分～9時00分

164,000円～193,000円

静岡県袋井市新屋４丁目５－２
　セントケア袋井

34

リハビリ助手／受付
事務

外来リハビリ業務の補助と受付業務他
・来院患者等の受付、手続き等の事務処
理
・電話の対応
・物理療法（電気など）の補助
・その他付随的な一般事務を行う。

正社員 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30分～18時00分

月給

175,000円～207,000円

静岡県磐田市大久保５０８－２４
　グループホーム和らぎの家
（おおふじ五幸ホームと同じ敷地内
にあります）

33

訪問介護職員（ホー
ムヘルパー）／セン
トケア袋井

訪問介護事業所でのホームヘルパー業務
・お客様のご自宅を訪問し、入浴や排泄
などの身体介護や
　調理、洗濯などの生活援助を行いま
す。
・スマホアプリを使用しての業務報告作
業。

正社員 交替制あり セントケア静岡　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 調理経験者

180,000円～300,000円
又は11時00分～22時00

静岡県磐田市富士見町１－１１－１３

35

調理（ビジネスホテ
ルレストラン）

ビジネスホテル内ラストランの調理全般
のお仕事です。

ＪＲ磐田駅近郊ビジネスホテル

正社員 株式会社　ウエスト１
雇用期間の定めなし

月給 (2)8時30分～12時30分

147,000円～148,000円

静岡県磐田市掛塚３１９０－１

37

（請）コースアドバ
イザー（ＣＡＬキャ
ル）／（袋井市）

１．ゴルフ場のコースをお客様と一緒に
まわり、お客様が安全・　　　スムース
にプレーを楽しんでいただけるよう、
コースについて　　のアドバイスやサ
ポートをする接客のお仕事です。
２．ゴルフクラブの受渡し、ヤード（距
離）をお伝えし、カートを　　運転する

正社員 変形（1年単位） 株式会社　ワークステーション
雇用期間の定めなし (1)7時00分～15時40分

月給 (2)8時30分～17時30分 調理業務必須

175,000円～190,000円 (3)10時00分～19時00

静岡県磐田市長須賀８９番地

36

調理員（正社員） 医療法人社団藤友五幸会が運営する磐田
市掛塚所在の介護老人保健施設五洋の里
にて、お食事に関する業務全般をお任せ
します。

具体的には
・大量調理　　　　・食事の盛り付け

正社員 交替制あり 医療法人社団　藤友五幸会　介護老人保健施設　五洋の里
雇用期間の定めなし (1)5時00分～14時00分

時給 (2)8時00分～7時59分

177,375円～177,375円

静岡県袋井市宇刈２５０５－２　　
「葛城ゴルフ倶楽部」

38

施設警備（契約社
員）（ＤＯＷＡメタ
ル）（夜勤）

（請負業務）
警備対象施設内においての安心安全提供
業務
・出入管理及び巡回点検業務
・所定業務（施錠及び解錠業務）
・緊急事態対処対応業務
・警備室内にて固定監視、立哨警備業務

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 東海保安システム株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)16時30分～8時00分

月給 (2)7時30分～16時10分

180,000円～225,000円 (3)8時00分～16時40分

静岡県浜松市・袋井市・磐田市

40

生産・検査スタッフ
（正社員）

ボート・バイク部品の製造スタッフ

１．　加工設備のオペレーター
２．　バリ取り・検査
３．　出荷梱包

※男女とも歓迎しますが、特に女性活躍

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

時給 (2)22時00分～5時00分

157,767円～224,640円

静岡県磐田市松之木島７６７
【ＤＯＷＡメタル（株）】

39

列車見張員【静岡営
業所Ｂ】

○鉄道敷地内において、行なわれる工事
等に係る状況を管理者に伝
　え、安全確保を行う仕事です。

・静岡県内、浜松、袋井、磐田市内方面
にて勤務です。


正社員 株式会社　安全警備（人材事業部　ライブリー）
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

その他

220,000円～300,000円

静岡県磐田市竜洋中島１０１－１

41

技術者になろう！Ｎ
Ｃオペレーター・技
術スタッフ（正社
員）

ＣＮＣ自動旋盤・マシニングセンター・
汎用加工機等の
オペレーター・技術スタッフ

１．　部品図面から工程設計
（切削条件設定・刃具選定・プログラム
作成）

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

その他

200,000円～300,000円

静岡県袋井市初越１８８－１

月給

170,000円～270,000円

静岡県磐田市竜洋中島１０１－１

42

プレスオペレーター プレス機械を使用した製造のオペレー
ターのお仕事になります。

（主な仕事の内容）

・金型を機械にセットし、ボタンやレ
バーで操作します。

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

3/6



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: 042-442-1318 従業員数 57人

年　　齢: 44歳以下 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: 13200-15031711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-59-3511 従業員数 37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 あり

求人番号: 22090- 8548611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 15時間

     TEL: 0538-37-2770 従業員数 68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: 22090- 8557611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-37-2770 従業員数 68人

年　　齢: 18歳～59歳 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- 8539311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-35-1425 従業員数 46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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090- 8458611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 0538-84-4005 従業員数 29人

年　　齢: 18歳～40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: 22090- 8472411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 26時間

     TEL: 0538-84-4111 従業員数 142人

年　　齢: 18歳～40歳 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- 8448011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 27時間

     TEL: 0538-38-4611 従業員数 12人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日 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- 8442111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-66-2331 従業員数 6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: 22090- 8467611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-459-5656 従業員数 3人

年　　齢: 18歳～64歳 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: 22020-23059811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20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: 4人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 8501211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 30時間

     TEL: 0538-66-2808 従業員数 40人

年　　齢: 59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: 22090- 8461811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 0538-85-2440 従業員数 16人

年　　齢: 40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: 22090- 8534811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-459-5656 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 水日他 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: 22020-23363711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

43

食品製造（静岡工
場）

◎食品製造
・機械操作により、原料充填や梱包（ラ
ベル検査、商品パレット
　への積込み等）までのライン作業

＊原料（調味料等）の仕込みなどで、２
０Ｋｇ程の重量物を扱う

正社員 ユウキ食品工業　株式会杜
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

150,000円～280,000円

静岡県磐田市千手堂２１９０
「ユウキ食品工業（株）静岡工場」

44

ばね製造工 薄板ばね製造のお仕事です。

・プレス製品の製造を主に、金型はもと
より、加工設備も
　製作します。

・得意分野を生かして、自分と会社の成

正社員 工業系の履修あれば
優遇

株式会社　シグマ技研
雇用期間の定めなし (1)8時20分～17時00分

月給

210,000円～210,000円

静岡県磐田市向笠西６７６－１
ＮＴＮテクニカルサービス（株）精
密加工事業部

46

機械加工職／ガス溶
接経験者

航空機部品の製作（旋削加工ほか）のお
仕事になります。

【機械加工、部品組み立て】

正社員 交替制あり ＮＴＮテクニカルサービス　株式会社　磐田事業所
雇用期間の定めなし (1)8時15分～16時40分

月給 (2)6時00分～14時25分 機械加工経験者優遇

171,500円～225,500円 (3)14時20分～22時45

静岡県磐田市飛平松１９８－５

45

機械加工職 航空機部品の製作（旋削加工ほか）のお
仕事になります。

【機械加工】
・マシニングセンター、研磨機の段取り
替え、加工作業
・加工プログラミング及び加工

正社員 交替制あり ＮＴＮテクニカルサービス　株式会社　磐田事業所
雇用期間の定めなし (1)8時15分～16時40分

月給 過去にものづくりに
従事していること。178,000円～208,000円

静岡県磐田市向笠西６７６－１
ＮＴＮテクニカルサービス（株）精
密加工事業部

47

旋盤工 （主な仕事の内容）

手動旋盤、ＮＣ旋盤を使った仕事です。

金属部品を上記の機械を使って加工する
お仕事になります。


正社員 大弥精機　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時00分

月給 (2)6時00分～14時25分 機械加工経験者優遇
ガス溶接経験者171,500円～229,500円 (3)14時20分～22時45

静岡県周智郡森町睦実１１２３－２

49

製造オペレーター 金属製品の設計・製造メーカーでバイク
および

自動車向け空調機器向け部品の製造業務
を行っていただきます。



正社員 交替制あり 株式会社　フジコーポレーション
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)17時10分～2時10分

168,000円～193,250円

静岡県磐田市東名６４

48

製造オペレーター 業務用空調機器向け部品、業務用小型冷蔵庫、家庭用厨房製品の製造メーカーで、小型冷蔵庫や空調機器部品などの組み立て作業を担当していただきます。正社員 変形（1年単位） フジコトレーディング　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 工作機械を使った金
属加工の経験190,000円～254,000円

静岡県周智郡森町睦実１１２３－２

50

機械加工スタッフ ・マシニングセンター、放電加工機、ワ
イヤーカット
　放電加工機、成形研削盤を使った金型
部品の加工

・汎用フライス、旋盤を使った簡単な金
型部品の加工

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

月給 (2)17時10分～2時10分

170,900円～196,950円

静岡県磐田市豊岡６０５０－１

52

エンジン部品のバリ
取り・組立・検査
（交替制）（磐田
市）

（派遣業務）
ワークスタッフの正社員として、弊社取
引先事業所において
製造業務に従事して頂きます。

エンジン部品加工のお仕事です。
部品を削ったり、バリ取り等の作業で

無期雇用派遣労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社ワークスタッフ　浜松営業所
雇用期間の定めなし (1)6時30分～15時20分

時給 プレス加工の経験あ
れば尚可172,800円～190,080円

静岡県磐田市匂坂上６３９

51

金属プレス加工 金属加工プレスの会社での仕事です。

・主に自動車部品の製造加工を行なって
いただきます。
・片手で持てる程度の製品をプレス加工
し、出荷します。
・金型の取り付け等も指導します。

正社員以外 有限会社　ソフカワ
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～4時00分

170,000円～240,000円

静岡県磐田市新貝２５００
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。

53

工場現場作業員 疲労強度アップを目的とした専用の装置
を使って、金属の表面処理を行います。

＜主な仕事内容＞
・装置の段取り、部品の入れ替え作業
・完成品の検品
・洗浄、マスキング、防錆、梱包

正社員 交替制あり 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)17時00分～1時35分

220,000円～220,000円 (3)6時30分～15時00分

静岡県磐田市小中瀬７３８
　第２工場

55

お菓子の販売と製造
補助

和・洋菓子の店頭販売（接客等）及び菓
子の袋詰め等仕上げ工程の補助をしてい
ただきます。
（主な仕事内容）
・店舗内にて、お菓子の販売のお仕事を
していただきます。
（主に、おまんじゅうやシュークリー

正社員 交替制あり 株式会社　菓匠　あさおか
雇用期間の定めなし

月給 溶接経験

210,000円～320,000円

静岡県磐田市下岡田１１０－１

54

溶接工 金属（鉄・アルミ・ステンレスなど）製
の建築部材、
農業部材の溶接

ＴＩＧ溶接（アルゴン溶接）、ＣＳ溶接
（半自動溶接）
グラインダー、ボール盤、焦げ取り、梱

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

時給

180,101円～180,101円

静岡県周智郡森町草ケ谷３８９－１

56

食品のカット作業
（磐田市笠梅）

（派遣業務）
包丁を使用して鶏肉を一口サイズにカッ
トしていただく仕事です。
カットされた鶏肉を袋に詰める作業もあ
ります。
取り扱う重さは最大５００ｇ程度なので
重量物ではありません。

有期雇用派遣労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社ワークスタッフ　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

時給

164,160円～164,160円
又は8時30分～18時45

静岡県磐田市笠梅４６２－１
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 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: 0538-38-1118 従業員数 59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 なし

求人番号: 22090- 8559111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0537-23-5077 従業員数 6人

年　　齢: 18歳以上 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: 15人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22060- 6372611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 053-464-1177 従業員数 0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: 22020-23682511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-84-4111 従業員数 142人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 土日他 第一種電気工事士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 第二種電気工事士

求人番号: 22090- 8447411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 27時間

     TEL: 0538-42-1133 従業員数 92人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 日祝他 二級自動車整備士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり 三級自動車整備士

求人番号: 22090- 8473011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 24時間

     TEL: 0538-32-7201 従業員数 190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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090- 8508111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 0537-23-5077 従業員数 28人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 30人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22060- 6375711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 053-427-0333 従業員数 23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: 22020-23817811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 053-459-5656 従業員数 1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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22020-23060411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-23-7359 従業員数 10人

年　　齢: 64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 中型自動車免許

求人番号: 22090- 8551811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 0538-84-6379 従業員数 0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 なし

求人番号: 22090- 8514611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-45-3255 従業員数 14人

年　　齢: 60歳～64歳 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- 8552211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-23-2971 従業員数 10人

年　　齢: 18歳以上 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- 8404211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-42-2196 従業員数 23人

年　　齢: 18歳以上 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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090- 8486711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 30時間

静岡県磐田市大久保４７４－４

58

（派）ペットフード
の梱包

・ベルトコンベアで流れてくる袋に指定された量のペットフードを　入れる作業。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ペットフードが入った袋を機械に入れ、梱包する作業。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊簡単な作業です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊フォークリフト作業が出来る方は時給１３００円。オペレータ　　ー作業の方も、１人前になれば時給１３００円になります。有期雇用派遣労働者 交替制あり 株式会社　エルピースタッフ　掛川事業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)7時50分～17時00分

月給

170,900円～180,500円57

組立・検査・梱包
（正社員）

プラスチック製品の組立・検査・梱包作
業のお仕事になります。

・片手サイズ以下の製品が大半です
・一人一人がそれぞれのブースで業務を
行います
・流れ作業ではないので前後の工程作業

正社員 日邦メカ卜ロニクス　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給

177,276円～177,276円

静岡県袋井市梅山２０２０番地

59

小型製品の組み立
て・検査業務（磐田
市）

（派遣業務）

小型製品の組み立てと検査業務をお願い
します。

特別な経験や知識は必要ありませんので
未経験者の方でも、

有期雇用派遣労働者 株式会社シャインパス
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時00分～17時00分

時給 フォークリフト

191,125円～234,000円
又は20時50分～6時00

静岡県周智郡森町睦実１１２３－２

61

整備士（社用車の整
備・管理）

・社用車（４ｔ、１０ｔトラック、
フォークリフト、営業車）の
　整備管理
・車両の定期点検
・省力機器（台車、カーゴテナー）等の
修理、施設内の簡易的な
　修繕

正社員 変形（1ヶ月単位） 西濃運輸　株式会社　袋井支店
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時10分

月給

170,900円～196,950円

静岡県磐田市大久保４７３－１０
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。

60

保全スタッフ 金属製品の設計・製造メーカーで生産設
備や

インフラ設備などの保全や保守を行って
いただきます。

現場改善活動支援業務もあります。

正社員 株式会社　フジコーポレーション
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

220,000円～320,000円

静岡県袋井市堀越３６１

62

品質管理 自動車内装部品の製造会社で、成形天
井、サンシェードトリム等を生産してい
ます。

（主な仕事内容）
・製品の立ち上げに関する検査、測定
・書類作成、客先対応

正社員 フレックス 株式会社　ＨＯＷＡ　磐田工場
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時15分

月給

170,900円～198,300円

静岡県磐田市平間１４０１番地

64

塗料の配合・攪拌
（契約社員）（磐田
市作業所）

（請負業務）
塗料の配合・攪拌（かくはん）

※作業工程において多少の臭気あり

※２０ｋｇ位の原料の移動作業がありま
す。

正社員以外 共和サポートアンドサービス　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)7時00分～16時00分

時給

173,040円～173,040円

静岡県磐田市新貝２８８０

63

（派）電子部品の組
立検査（磐田市）

・電子部品の組立・検査。電子部品を電動ドライバーを使って組付　けたり、ネジ締めをしたりする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊力が弱くても簡単にできる作業です。有期雇用派遣労働者 株式会社　エルピースタッフ　掛川事業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時00分～17時00分

時給 (2)17時20分～2時20分

188,600円～188,600円

静岡県磐田市福田５４９１－８
【福田作業所】

65

簡単な部品の組付け
業務（交替）（磐田
市）

（派遣業務）
船外機に使用されるカバーの部品の組付
けを行って頂きます。
エンジンカバーに２ｃｍ程度の穴をあけ
て、小さな部品を取り付けて頂きます。
プラスチックで出来ているので、重量物
ではありません。

有期雇用派遣労働者 交替制あり 株式会社ワークスタッフ　浜松営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時20分～17時20分

月給

163,200円～179,520円

静岡県袋井市中新田１１０２

67

ダンプ運転手（岐阜
県中津川）

岐阜県中津川での土砂運搬のお仕事で
す。（国交省の仕事）

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

月給

200,000円～350,000円

静岡県磐田市東名８０
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。

66

運転手（２ｔ～１０
ｔユニック車）

・ユニック車で、レンタル機械の運搬を
していただきます。

・配達の範囲は、静岡県内となります。


※女性活躍中です。

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

月給 フォークリフト技能
講習修了証。リーチ
フォークリフトを

179,100円～182,100円

静岡県磐田市長須賀８９番地

68

フォークリフト作業
職（契約社員）

■物流倉庫で、主にフォークリフトを
使った作業をして頂きます。
■パレット積みの貨物を、保管棚に出し
入れしたり、トラックに積み降ろしした
りする仕事が主です。
■リーチリフトにも乗って頂きます。
■手作業にも対応して頂きます。

正社員以外 有限会社トラスト物流
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

日給 ダンプ運転経験者

260,000円～280,000円
又は6時00分～17時00

静岡県袋井市浅羽３７５６－９

70

夜間業務員 ・夜間に、全国１００店舗から袋井支店
へ到着する商品の荷積や荷　下ろし、仕
分け作業を行います。

・手作業から、台車、ハンドリフト、
フォークリフト技能者リフト　等の荷役
器具を使用する作業があります。

正社員以外 交替制あり 近物レックス　株式会社　袋井支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)20時00分～5時00分

月給

202,000円～352,000円

静岡県袋井市国本５８８－２

69

足場作業員 仮設足場工事に関する全般の仕事をして
いただきます。
（主な仕事内容）
・各種機器類の設置及び撤去作業
・機材置場（袋井市浅羽）に集合し、作
業現場に移動します
・作業現場は、主に静岡県西部地域にな

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

静岡県袋井市山科字池ノ谷２８９９

月給 (2)21時00分～6時00分

177,000円～260,000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: 0763-52-7777 従業員数 3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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 16050- 5547911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 053-427-0333 従業員数 23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: 22020-23131511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

月給 フォークリフト実務
経験あれば尚良し200,000円～250,000円71

倉庫内管理 ・倉庫内の入出庫管理
・出荷業務






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

静岡県磐田市福田５４９１－８【福
田事業所】　　又は
静岡県袋井市新池１０６２－１【袋
井事業所】

月給

179,520円～195,840円

静岡県磐田市南平松
　工業団地内倉庫

72

製品の荷役運搬又は
出荷準備作業（リフ
ト免許要）（磐田・
袋

（請負業務）
製品をピッキングし、パレットに乗せて
フォークリフトにて運ぶ作業


正社員以外 共和サポートアンドサービス　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

6/6


