
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 053-413-3290 従業員数 0人

年　　齢: 不問 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: 22020-23546011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-413-3290 従業員数 58人

年　　齢: 不問 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 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

求人番号: 22020-23421411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-35-8768 従業員数 25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- 8562411 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-55-5144 従業員数 16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- 8563011 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-86-3282 従業員数 12人

年　　齢: 不問 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 あり

求人番号: 22090- 8497511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-36-3541 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 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- 8470211 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-41-3151 従業員数 8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: 22090- 8457311 各種保険： 雇用・労災・公災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 054-376-6886 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: 22040- 7622411 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 046-284-5672 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 なし

求人番号: 14100-10677711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 

     TEL: 0538-42-3838 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 なし

求人番号: 22090- 8495811 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-84-6678 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 介護福祉士 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- 8452811 各種保険： 労災 月平均 2時間

     TEL: 0538-84-6678 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 介護福祉士 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- 8453211 各種保険： 労災 月平均 2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: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 介護福祉士

求人番号: 22020-23709911 各種保険： 雇用・労災 月平均 10時間 介護職員実務者研修修了者

     TEL: 053-488-8866 従業員数 60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: 22020-23269211 各種保険： 雇用・労災 月平均 2時間 介護職員初任者研修修了者

≪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 (2)10時00分～17時00

1,000円～1,100円
又は9時00分～18時00

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

保育士（聖隷放課後
クラブはなえみ森
町）

小学校から高校に通っていて、支援が必
要な児童を対象にした支援事業です。
学校終了後や長期休暇時に生活能力の向
上のために必要な訓練、社会との交流の
促進やその他必要な支援を行います。
学校や自宅への送迎業務も行います。

パート労働者 交替制あり 社会福祉法人聖隷福祉事業団　在宅・福祉サービス事業部
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)13時00分～17時30

時給

1,000円～1,120円
又は7時00分～19時00

静岡県周智郡森町天宮１３５０
【聖隷放課後クラブはなえみ森町】

2

保育士（こうのとり
保育園）

認可保育園での保育業務です。
・０～５才児の身の回りの世話、食事、
おやつ、おむつ、遊びなど
・行事の準備
・保育室や園庭の環境整備
定員は１２０名です。
※未経験の方、ブランクのある方も歓迎

パート労働者 交替制あり 社会福祉法人聖隷福祉事業団　在宅・福祉サービス事業部
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時00分

時給

960円～960円
又は8時00分～18時00

静岡県磐田市国府台８４－３
【こうのとり保育園】

3

事務及び配送 簡単な事務作業と薬局への薬品の納品が
主な仕事になります。
その他の業務もすべて簡単な軽作業で
す。

（仕事の内容）
・配送業務（社用車は軽自動車ＡＴで

パート労働者 高卒以上 東海薬品　株式会社
雇用期間の定めなし

時給

950円～1,150円

静岡県磐田市見付５９９３－２

4

一般事務 （主な仕事の内容）
・受注処理
　　パソコンによる入力（自社エクセ
ル）
　　１日１０～１５件程度

・出荷処理

パート労働者 三和合成化学　株式会社　福田工場
雇用期間の定めなし (1)13時00分～16時00

時給

950円～1,000円

静岡県磐田市福田５４９９－１５

5

事務職 （主な仕事内容）

・パソコン（ワード・エクセル）を使用
しての申請書等の
　書類作成が主な仕事になります。
　※経理等の仕事はありませんので、専
門的な知識は

パート労働者 東海経営情報協同組合
雇用期間の定めなし (1)9時00分～16時00分

時給

915円～915円

静岡県磐田市蛭池９９－７

6

受付・医療事務 産婦人科医院の受付及びレセプト請求事
務になります。

（主な仕事内容）
・受付業務　
・電話対応
・入力業務（パソコン入力）　など

パート労働者 医療法人社団　ティ・エス・ティ会　藤井マタニティクリニック
雇用期間の定めなし (1)14時00分～18時00

時給

950円～1,000円

静岡県磐田市西貝塚２２５１

7

現場事務及び軽作業 看板の企画施工の会社での事務及び軽作
業をお願い致します。

・パソコンでの書類作成
・電話対応
・伝票整理
・装飾フィルム製作加工

パート労働者 株式会社　ネオンサーティ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～16時00分

時給 事務職として、パソ
コン入力の経験や営
業事務、経理事務の

1,000円～1,150円
又は8時30分～15時00

静岡県袋井市山科２５１２

8

事務 ○業務内容
・電話・来客対応
・パソコン入力
・請求書・領収書発行
・営業員フォロー　　　他

パート労働者 富士ツバメ　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～12時30分

時給 販売・接客経験

950円～950円
又は9時30分～21時30

静岡県袋井市堀越２－１７－１

9

手作りコスメの販
売・接客（時給制正
社員）ららぽーと磐
田店

自然派化粧品・フェイスケア・ヘアケ
ア・ソープ・入浴料など
新鮮なフルーツや野菜を原材料としたこ
だわり商品の販売や紹介、
レジ業務を含む接客、店内清掃、デモン
ストレーション、
ラッピングなど店内の業務に携わってい

パート労働者 変形（1ヶ月単位） ラッシュジャパン合同会社
雇用期間の定めなし

時給 建築関係の営業経験
があれば尚良1,000円～1,400円

又は8時00分～20時00

静岡県磐田市高見丘１２００番地
ららぽーと磐田２階
ラッシュ　ららぽーと磐田店

10

営業職 建築土木業全般にかかわる営業を行って
いただきます。

（仕事の内容）
・新築住宅の営業
・リフォーム、増築等の営業
・ＯＢ客等への訪問、対応

パート労働者 株式会社　和田工務店
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～18時00分

時給 (2)13時00分～17時00

913円～970円
又は8時30分～17時30

静岡県袋井市大門２０－３

11

デイサービス介護職
員

定員１３名のゆったりとした家庭的な雰
囲気の中で利用者個々の処遇をして頂き
ます。

・食事介助、排泄介助、入浴介助、送迎
などの支援
（送迎は袋井市内が主です）

パート労働者 有限会社　ワンズ・ホーム
雇用期間の定めなし (1)9時00分～13時00分

時給 (2)13時00分～17時00

913円～970円 (3)9時00分～17時30分
又は8時30分～17時30

静岡県袋井市豊沢１２８９－４
ユアサポートこころふくろい

12

デイサービス介護職
員

定員１３名のゆったりとした家庭的な雰
囲気の中で利用者個々の処遇をして頂き
ます。

・食事介助、排泄介助、入浴介助、送迎
などの支援
（送迎は袋井市内が主です）

パート労働者 有限会社　ワンズ・ホーム
雇用期間の定めなし (1)9時00分～13時00分

時給

996円～1,058円
又は8時30分～17時30

静岡県袋井市豊沢１２９２－１２
サポートハウスこころ

13

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）


パート労働者 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

時給 (2)8時30分～17時30分

1,137円～1,219円

静岡県磐田市竜洋中島６２－１
【デイサービス小春日和磐田】

14

遠鉄ラクラス見付
（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）(1)8時00分～17時00分

静岡県磐田市見付２３５－１０
【ラクラス見付】
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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: 053-420-2226 従業員数 0人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 ホームヘルパー２級 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 なし 介護職員初任者研修修了者

求人番号: 22020-23388911 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0120-957-818 従業員数 17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: 22090- 8532111 各種保険： 労災 月平均 

     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- 8536511 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-34-6131 従業員数 32人

年　　齢: 不問 休　　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

求人番号: 22090- 8482311 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 054-353-6868 従業員数 8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: 22040- 7568411 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-48-6113 従業員数 227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: 22090- 8537411 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-920-6095 従業員数 13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: 22030- 9305111 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- 8547311 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 053-437-7555 従業員数 12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 なし

求人番号: 22020-23534811 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 053-444-5505 従業員数 34人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日 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: 22020-23236211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-488-8866 従業員数 50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: 22020-23260511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-451-6870 従業員数 34人

年　　齢: 不問 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： その他 時間外 なし ホームヘルパー２級

求人番号: 22020-23808711 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-38-5511 従業員数 125人

年　　齢: 不問 休　　日： 日 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- 8550711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0545-72-3211 従業員数 5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: 22100- 8350911 各種保険： 労災 月平均 

時給 (2)16時00分～9時00分

960円～980円15

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　アイケア
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時30分

時給 (2)7時00分～16時00分

915円～1,165円 (3)11時00分～20時00

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】
　

16

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」

パート労働者 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
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～18時00分

時給 (2)7時00分～16時00分

1,000円～1,000円 (3)11時00分～20時00

静岡県磐田市見付５４７番地５
　セントケア南天満

17

介護職員
「介護」

当施設は、定員９名×３ユニットの構成
で、
２７名のご利用者様が生活されていま
す。
（主な仕事の内容）
・入浴の介助
・散歩の付き添い、介助

パート労働者 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

時給 (2)17時30分～20時30 経験３年以上

1,130円～1,150円
又は6時30分～19時30

静岡県磐田市福田中島７２６

18

介護職員（なかよ
し）

＊入所者の介護・看護業務に従事してい
ただきます。

【主なお仕事】
　・入浴の介護
　・排泄の介護
　・食事の介護

パート労働者 交替制あり 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)6時30分～10時30分

時給 (2)15時00分～19時30

913円～950円

静岡県磐田市小立野１３５－１　
　介護老人保健施設なかよし

19

豊仙苑／特別養護老
人ホームでの調理補
助

（請負業務）
　特別養護老人ホームでの調理補助、盛
付、配膳、洗浄等





パート労働者 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 (1)13時00分～19時30

時給 (2)18時00分～22時30

920円～920円

静岡県磐田市敷地８３－８

20

洗浄及び調理補助 宿泊施設（葛城北の丸）及びゴルフ場
（葛城ゴルフ倶楽部）でのお仕事です。

（おもな仕事）
・食器類の洗浄及び整理整頓。
・食材の下準備　など。


パート労働者 交替制あり 株式会社　ヤマハリゾート
雇用期間の定めなし (1)9時00分～15時00分

時給 集団給食経験

915円～915円

静岡県袋井市宇刈２５０５－２

21

調理補助（日立Ａｓ
ｔｅｍｏ袋井工場）

当社受託先事業所「日立Ａｓｔｅｍｏ袋
井工場」内食堂において、下記業務を担
当していただきます。
・調理補助
・食器洗浄、片付け
・その他付帯する雑務

パート労働者 日本ゼネラルフ－ド株式会社　静岡支社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～14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

静岡県袋井市松原２６０１
　日立Ａｓｔｍｏ袋井工場様内食堂

22

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 家事や育児などご家
庭で培ってきた経験
が活かせます。

920円～1,120円

静岡県磐田市平間１０
　当社　農場

23

お惣菜の知久屋／惣
菜・弁当の簡単な調
理・販売（アピタ磐
田

■お惣菜店舗「知久屋」での、惣菜・弁
当の調理販売の仕事です。
　調理は揚げたり炒めたりと最終工程だ
け、難しい作業はほとんど
　ありません。包丁は揚げたカツを切る
とき等に使う程度。ご家庭
　での家事スキルが活かせる職場です。

パート労働者 株式会社　知久
雇用期間の定めなし (1)8時00分～12時30分

時給

954円～954円

静岡県磐田市今之浦３丁目１－１１
アピタ磐田店１Ｆ
【知久屋　アピタ磐田店】

24

ワイヤーハーネスの
修正（磐田市）

　　　　　　　　　　　　【急募】
（請負業務）
取り扱う製品は、電線をテープで巻いた
束にした自動車電装部品（ワイヤーハー
ネス）です。製品を検査台に乗せ、テー
プ巻き不足を確認して、手直し修正する
作業です。

パート労働者 株式会社　ワークス
日雇（日々雇用または１ヶ月未満）(1)8時30分～17時30分

時給 (2)15時30分～18時00

1,000円～1,000円

静岡県磐田市駒場７１１０
翔運輸（株）内（株）ワークス作業
所

25

遠鉄ラクラス（デイ
サービス）の送迎運
転手（可睡の杜）

デイサービスに通われているご利用者様
の
ご自宅と施設間の送迎業務です。
ワゴンタイプの車（レジアス、ヴォク
シーなど）を使用します。
朝と夕働いていただける方を募集しま
す。

パート労働者 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)7時30分～10時30分

時給 (2)16時45分～18時15

1,005円～1,020円

静岡県袋井市可睡の杜５１－７
【可睡の杜】

26

送迎ドライバー（ニ
チイケアセンター磐
田）

デイサービスの朝・夕の送迎業務（ハイ
エース・キューブ使用）

業務の流れ一例

・８：１５～送迎ルート確認と準備、ご
自宅にお迎え（車椅子のままでも乗車で

パート労働者 交替制あり 株式会社ニチイ学館　浜松支店　ヘルスケア事業
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時15分～9時45分

時給 (2)15時30分～17時30

1,045円～1,045円

静岡県磐田市富丘９１６番地１
【ニチイケアセンター磐田】

27

送迎運転手／五幸
ホーム

　医療法人社団藤友五幸会が運営する磐
田市大久保所在の介護老人　保健施設お
おふじ五幸ホームにて、送迎運転手の業
務をお任せし　ます。

　通所リハビリテーションのお客様のご
自宅から施設への送迎と、　送迎車両の

パート労働者 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

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～10時30分

時給 (2)8時00分～12時30分

913円～913円 (3)12時30分～16時30

静岡県磐田市大久保５０８－３

28

（請）日常清掃（カ
インズ袋井店）

「カインズ袋井店」において、店舗内外
の清掃業務を担当していただきます。
・床面の拭き掃き清掃に関すること
・男女トイレの清掃に関すること
・ゴミの回収に関すること
・その他、業務に付随する雑務等


パート労働者 株式会社　東亜ビルサービス
雇用期間の定めなし (1)8時00分～11時00分

静岡県袋井市川井１２６７－１
「カインズ袋井店」
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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: 053-440-0860 従業員数 5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: 22020-23731011 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 052-681-7107 従業員数 6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: 23030-20352911 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 053-449-2111 従業員数 23人

年　　齢: 不問 休　　日： 火他 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: 22020-23694611 各種保険： 雇用・労災 月平均 

時給 (2)14時00分～18時00

915円～950円 (3)8時00分～11時00分29

清掃（イオンタウン
磐田ショッピングセ
ンター）

（請負業務）
イオンタウン磐田ショッピングセンター
の共用部の清掃。
マックスバリュ磐田西貝塚店の店内清
掃。

・フロアモップふき、男女障害者用トイ

パート労働者 交替制あり 株式会社　スズキビジネス
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

950円～950円

静岡県磐田市西貝塚横須賀道北３６
９０
【イオンタウン磐田ショッピングセ
ンター】

30

清掃スタッフ（浜松
ホトニクス株式会社
豊岡寮・豊岡北寮）

浜松市の社員寮での清掃業務。
土・日休み、９～１３時の勤務です！未
経験歓迎！
大手企業の寮内の清掃が主なお仕事で
す。
マイカー通勤可。


パート労働者 株式会社ＬＥＯＣ　東海支社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～13時00分

静岡県磐田市豊島３０６－６番地
【株式会社スズキ自販浜松　アリー
ナ磐田】

時給

920円～920円

静岡県磐田市壱貫地１００番地

31

中古車車両洗車・車
両清掃、車両引取納
車（磐田店）

中古車展示車両の洗車、車内清掃作業と
車両の引取や納車です。
洗車自動洗車機で洗車した車両の拭き取
りや、手洗い洗車、掃除機を使用した室
内清掃などです。

パート労働者 株式会社　スズキ自販浜松
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時00分～16時00
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