
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 054-205-8686 従業員数 1人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 6人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22010-27283911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-59-2580 従業員数 51人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 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: 22090- 8673811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0538-66-8140 従業員数 74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- 8588411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 03-6722-0597 従業員数 0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- 1840312 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30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: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090- 8667511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 27時間

     TEL: 0538-38-3770 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 木日祝他 薬剤師 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- 8607211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0120-957-818 従業員数 19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： 毎　週 時間外 あり 保健師

求人番号: 22090- 8619311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 5時間

     TEL: 048-599-2010 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 准看護師 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: 11020-10175211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-43-7111 従業員数 15人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 理学療法士 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- 8666211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 12時間

     TEL: 0538-66-8311 従業員数 3人

年　　齢: 35歳以下 休　　日： 水日祝他 歯科衛生士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090- 8583111 各種保険： 雇用・労災・健康 月平均 7時間

     TEL: 053-420-2226 従業員数 3人

年　　齢: 64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: 22020-24220511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 0538-36-9090 従業員数 21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： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090- 8601311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     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- 8654911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 4時間

     TEL: 0538-44-1985 従業員数 0人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 医療事務資格 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- 8642411 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） 

静岡県磐田市掛塚３５０４
ナツヤマ株式会社

2

各種制御盤制作・設
計

工作機械メーカー、試験機メーカー、大
型コンベアメーカー等の
制御盤内配線・設計のお仕事になりま
す。

（主な仕事の内容）
　１　制御盤内配線

正社員 ミズノデンソー　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給 (2)15時00分～0時00分

211,200円～211,200円

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

（派）不織布の製造
機械オペレーター／
磐田市

【急募】不織布・フェルトの製造スタッ
フ募集！！

自動車内外装材（カーペット等）を製造
する、機械のオペレーション業務。

完成品を製造するラインを管理し、受け

有期雇用派遣労働者 変形（1年単位） 人材プロオフィス　株式会社　静岡営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)6時00分～15時00分

月給 電子回路の知識

180,000円～300,000円

静岡県磐田市海老島７１８番地１５

3

電子機器設計 電子機器の設計に関する業務を行ってい
ただきます。
（回路設計を含む）

正社員 高卒以上（電気、電
子）

アストム　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

185,000円～350,000円

静岡県内各現場（主に浜松市・磐田市・藤枝市）

5

生産技術 金属製品の設計・製造メーカーでバイク
および

自動車向け製品の生産技術業務を行って
いただきます。

（主な仕事内容）

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 施工管理３年以上

328,455円～562,250円

静岡県磐田市駒場７０６０

4

技術マネージャー
（電気工事）／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 実務経験

300,000円～400,000円

静岡県周智郡森町睦実１１２３－２

6

薬剤師 ・調剤業務／服薬業務／薬歴管理。
・特別養護老人ホーム入居者の薬の調
剤、高齢者専用住宅入居者の　処方箋の
応需。

＊患者さんとじっくり話すのが好きな
方、共に学び一緒に患者さんの健康を支

正社員 薬学部 株式会社チカラ　まごころ薬局大久保店
雇用期間の定めなし (1)10時00分～19時00

月給 生産技術職のご経験
が３年以上ある方170,900円～196,950円

静岡県磐田市見付５４７番地５
　セントケア南天満

8

訪問看護／准看護師
／正社員／磐田

精神特化型訪問看護

・訪問看護ステーションにおける訪問看
護、リハビリテーション
　業務全般です。
・ご利用者様の自宅において、バイタル
管理、健康チェック、

正社員 株式会社　ファーストナース　訪問看護事業部
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

270,500円～270,500円

静岡県磐田市大久保８９５－１６

7

施設看護職員／セン
トケア南天満

小規模多機能型居宅介護施設にて看護師
業務全般

（主な仕事内容）
・バイタルチェック
・健康管理
・服薬管理　等

正社員 交替制あり 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

月給

227,000円～267,000円

静岡県磐田市国府台７２－１　ファ
ミールミヤカワ　３０７
「訪問看護ステーションあやめ磐
田」

9

理学療法士 ＊整形外科外来・通院患者に対するリハ
ビリテーションに従事していただきま
す。

（主な仕事内容）
・整形外科外来患者様のリハビリテー
ション

正社員 理学療法士科 医療法人社団　万世会　渡辺整形外科
雇用期間の定めなし (1)8時30分～19時00分

月給

293,000円～293,000円

静岡県磐田市小中瀬３

11

介護支援専門員（ケ
アプランセンターア
イケア浜松）

介護保険サービス相談
ケアプラン作成
ケアマネジメント業務（アセスメント～
給付）
担当者会議
その他

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)9時30分～19時30分

180,000円～230,000円

静岡県袋井市堀越３－８－８

10

歯科衛生士 ＊歯科衛生士業務を行っていただきます
＊

＜主な仕事内容＞
・口腔内管理を行うための口腔衛生指導
・スケーリング
・診療の補助

正社員 キムラ歯科医院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時30分

月給 経験がなくても大丈
夫です207,000円～257,000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】
【令和４年６月上旬規開設予定】

12

介護支援専門員（居
宅）

居宅ケアマネとしての業務に従事してい
ただきます。

（主な仕事の内容）
・プランの作成
・利用票、提供票の作成等
・相談業務

正社員 株式会社　多ら福　りんご居宅介護支援事業所
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

216,500円～241,500円

静岡県磐田市上万能１７３

14

調剤薬局事務（袋井
市可睡の杜）【２０
２２年４月開局】

調剤薬局での処方箋受付等、医療事務の
お仕事です。
＜主な仕事内容＞
・患者様の対応、電話応対
・処方箋の内容をパソコンへ入力
・レセプトの作成
・所定書類の作成

正社員 変形（1ヶ月単位） 職業訓練校「医療調
剤事務科」修了者歓
迎

有限会社　アマング
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時30分

月給

165,000円～176,000円
又は8時30分～18時15

静岡県磐田市気子島４５１－２

13

一般事務 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。当社で新たに事務員さんを募集し
ています。

（主な仕事内容）
・エクセル、ワードにてデータ入力

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

静岡県袋井市可睡の杜５１－９

月給 (2)8時30分～19時30分 医療機関での事務と
しての勤務経験170,000円～179,000円 (3)8時30分～12時30分
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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: 0538-44-1985 従業員数 0人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 医療事務資格 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- 8643011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-38-0621 従業員数 84人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： なし 時間外 なし

求人番号: 22090- 8647111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-55-4625 従業員数 3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 なし

求人番号: 22090- 8612111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-42-4133 従業員数 141人

年　　齢: 30歳～40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- 8653611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 5時間

     TEL: 053-459-6100 従業員数 18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: 22020-24228811 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: 22020-24169311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 2時間

     TEL: 0538-38-1133 従業員数 70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- 8575111 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: 18歳～34歳 休　　日： 他 牽引第二種免許 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- 8637611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 27時間

     TEL: 0538-43-7256 従業員数 35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- 8670911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 40時間

     TEL: 0538-31-3880 従業員数 2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- 8631811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15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: 22020-24008911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 17時間

     TEL: 0538-48-5300 従業員数 6人

年　　齢: 18歳～69歳 休　　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： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 8650411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 053-423-1165 従業員数 90人

年　　齢: 64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 なし

求人番号: 22020-24214011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-39-5661 従業員数 27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- 8627311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間 精神保健福祉士

月給 (2)9時00分～13時00分 医療機関での事務と
しての勤務経験170,000円～179,000円15

調剤薬局事務（磐田
市見付）【２０２２
年４月開局】

調剤薬局での処方箋受付等、医療事務の
お仕事です。
＜主な仕事内容＞
・患者様の対応、電話応対
・処方箋の内容をパソコンへ入力
・レセプトの作成
・所定書類の作成

正社員 変形（1ヶ月単位） 職業訓練校「医療調
剤事務科」修了者歓
迎

有限会社　アマング
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時30分

静岡県磐田市大久保４２－１５

17

医療事務 診療所での受付、医療事務のお仕事で
す。

（主な仕事内容）
・窓口での患者さまの受付、電話応対。
・レセコン入力処理業務。
・診療後のレジ等会計業務。

正社員 田上診療所
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時00分

月給 簡単なＰＣ操作

164,000円～205,500円

静岡県見付１５９８－４６

16

医療事務員 ※病院に来院された患者さまの受付から
会計まで対応する仕事が中心です。
・患者様の受付、案内
・診療費計算（外来・入院）、レセプト
チェック
・診療費の現金授受
・入院患者さまの金銭管理事務、帳票作

正社員 磐田原病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給 受注入力経験

178,640円～223,300円

静岡県磐田市福田１４９４－１２

18

受注管理事務 （主な仕事の内容）

・お客様からの注文に関する情報のシス
テム入力
・電話による問合せの対応、サンプル手
配等
・工場における営業サポート業務

正社員 株式会社イノベックス　ダイオ袋井工場
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給 (2)8時30分～12時00分 パソコン操作（レセ
プト等）180,000円～190,000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
窓口にお問合せください。

20

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

205,000円～395,800円

静岡県袋井市国本１１３１－１

19

鋳造工程の生産技術
（磐田市）

（派遣業務）
・３ＤＣＡＤを使用した治具等のモデル
作成、図面作成及び修正
・備品発注及び予算管理
・データまとめ及びシステムへの入力作
業
・各種書類作成

無期雇用派遣労働者 株式会社フォーラムエンジニアリング　浜松フォーラム
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 製造業に関わる業務
経験（必須）
電子回路基板Ａｓｓ

234,000円～364,000円

静岡県磐田市高木１７４５－１
【竜洋工場】

21

製造管理 電子制御ユニットの開発製造を行う当社
にて製造管理業務を担当して頂きます。

主な業務としては
・担当ライン（課ｏｒ係）の生産進捗管
理
・効率の改善活動、トラブル対応

正社員 高卒以上（電気・機
械を勉強された方）

ＮＮＰ電子　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時20分

月給

175,000円～185,000円

静岡県袋井市土橋６０

23

営業・総務 ・得意先回り
・新規顧客獲得
・車両管理書類の整理等

正社員 有限会社　マスダエスエス
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)14時00分～23時00

175,200円～230,000円 (3)11時00分～20時00

静岡県磐田市匂坂中１６００－２９
さぎさか工場

22

事務員（物流管理ス
タッフ）

荷物の輸送に関するお問い合わせ対応や
輸送手配、荷物輸送の管理、各種書類手
続き、安全衛生管理、トラック・フォー
クリフトの整備発注や資材発注、経理、
従業員配置などの業務を年数を掛けて複
数の職務に携わっていただきます。


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

月給

160,000円～200,000円

静岡県袋井市鷲巣７６３

24

新規事業の営業、事
務

　新規事業の準備で営業、事務的なお仕
事をお願いします。

・代表者と同行し、打ち合わせにて議事
録を作成したり、
　代表者の代わりに書類作成などを行っ
て頂きます。

正社員 Ｊ・Ｍ・Ｄｅｓｉｇｎ株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

159,000円～159,000円

静岡県磐田市豊島３０６－６
【スズキアリーナ磐田】

26

介護職員／森町 【見取】は地域に根付いた老人介護施設
です。
こちらに入所されている利用者様のケア
をするお仕事です。

＜主な仕事内容＞
〇身体介護中心

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　見取
雇用期間の定めなし (1)7時00分～15時45分

月給 営業職、販売職

180,000円～250,000円

静岡県磐田市大久保１０－３

25

自動車販売営業職
（スズキアリーナ磐
田）

スズキ四輪車の新車の販売の仕事です。
就業場所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 (2)8時00分～17時00分

174,800円～202,000円

静岡県周智郡森町中川８８１－１
シルバーハウスもりまち

27

デイサービス介護職
員（豊田一空園）

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
プランの作成等が主な仕事内容です。
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)8時30分～17時30分

月給 (2)9時15分～18時00分

198,000円～271,000円 (3)16時30分～8時00分

静岡県磐田市国府台１０－１

月給 (2)9時00分～18時00分 ショートステイの介
護経験210,000円～210,000円

静岡県磐田市東原２０７－１
【介護老人福祉施設　豊田一空園】

28

ショートステイ生活
相談員

ショートステイの生活相談員のお仕事で
す。新規利用者の

受け入れ、利用者や家族との連絡、ケア
マネージャーとの

連絡調整、新規利用者獲得目的の営業が

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ユニマット　リタイアメント・
コミュニティ
　磐田ケアセンターそよ風

雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

2/5



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: 055-952-1040 従業員数 7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: 22030- 9775911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-463-8139 従業員数 5人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水他 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: 22020-24171711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 053-450-8685 従業員数 6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 なし

求人番号: 22020-24183511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0537-23-2111 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝 幼稚園教諭免許（専
修・１種・２種）

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり その他の福祉・介護関係資格

求人番号: 22060- 6566311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 4時間 保育士

     TEL: 0537-23-2111 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝 幼稚園教諭免許（専
修・１種・２種）

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり その他の福祉・介護関係資格

求人番号: 22060- 6574311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 4時間 保育士

     TEL: 0537-23-2111 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝 幼稚園教諭免許（専
修・１種・２種）

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり その他の福祉・介護関係資格

求人番号: 22060- 6575611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 4時間 保育士

     TEL: 055-988-3312 従業員数 5人

年　　齢: 44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: 22030- 9765311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 0538-43-4170 従業員数 87人

年　　齢: 18歳～35歳 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 6人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 8665811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 15時間

     TEL: 053-459-5656 従業員数 3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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22020-24277111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-38-0701 従業員数 10人

年　　齢: 30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- 8584711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 0538-38-9732 従業員数 2人

年　　齢: 30歳以下 休　　日： 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: 22090- 8587511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 053-425-2111 従業員数 200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: 22020-23936111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 0538-35-5567 従業員数 11人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日 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- 8585811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 078-435-2812 従業員数 711人

年　　齢: 63歳以下 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: 28020-19515611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

29

歯科医療アシスタン
ト（磐田市中泉）

当法人「ビタミンＣ歯科」における、下
記歯科助手業務を行ないます。
○診療補助
　・医師の治療アシスタント
　・治療器具・薬品の準備、片付け
○診療室内軽作業
　・院内清掃、治療器具洗浄、消毒

正社員 変形（1年単位） 医療法人社団　顕正会
雇用期間の定めなし (1)9時00分～21時00分

月給

200,000円～274,000円

静岡県磐田市中泉６７５－１
　ビタミンＣ歯科

30

店舗スタッフ（ガー
ネット袋井店）

★貸衣装コーディネーター★スタジオカ
メラマン（男女）
★撮影アシスタント★ヘアメイク技術者
成人式・七五三・ウェディング等、一生
に一度の記念日を
プロデュース！お客様の記念日を写真と
レンタル衣装で

正社員 交替制あり 株式会社　アニバーサリー・ジャパン
雇用期間の定めなし (1)9時30分～18時30分

月給 (2)9時00分～20時00分

160,000円～160,000円

静岡県磐田市高見丘１２００番地
【ららぽーと磐田】
静岡県磐田市中泉１－１－５【磐田
駅前】

32

児童指導員・保育士
（放課後等デイサー
ビス）袋井南中前校

放課後等デイサービスひまわりは、障が
いを持つお子さんのための
学童保育です。
小学校の支援級の児童を対象に支援・療
育するお仕事です。

【お仕事内容】

正社員以外 変形（1年単位） タップ　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～18時00分

月給

180,000円～215,000円
又は12時00分～21時00

静岡県袋井市堀越４３１－１
【ガーネット袋井店】

31

コンシェルジュ（観
光・情報）正社員
（勤務地限定／磐田
市）

（請負業務）
情報・観光施設での案内業務
企画・取材・情報発信業務
・案内ブースで常駐しての業務の他、チ
ケット・グッズ販売やラジオ番組でお店
紹介などを行います。
・研修期間に情報発信など学ぶ機会があ

正社員 交替制あり 株式会社　シーピーエス（ＣＰＳ放送制作）
雇用期間の定めなし (1)9時30分～18時30分

月給 (2)8時30分～17時30分 児童指導員・保育士
の資格があれば尚可195,000円～200,000円

静岡県袋井市大門２０－６

33

児童指導員・保育士
（放課後等デイサー
ビス）袋井中央校

放課後等デイサービスひまわりは、障が
いを持つお子さんのための
学童保育です。
小学校の支援級の児童を対象に支援・療
育するお仕事です。

【お仕事内容】

正社員以外 変形（1年単位） タップ　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～18時00分

月給 (2)8時30分～17時30分 児童指導員・保育士
の資格があれば尚可195,000円～200,000円

静岡県磐田市千手堂８８８－１

35

整体師・セラピスト
（ららぽーと磐田
店）

お客様の『ここが痛い』『ここが悩み』
をしっかりと把握し、カウンセリング・
施術を通して改善を行い、根本的な体質
改善、健康回復のサポートを行うお仕事
です。
施術の他、会計等の接客業務、予約・顧
客情報管理等の事務業務も行っていただ

正社員 変形（1ヶ月単位） 有限会社　するが薬局
雇用期間の定めなし

月給 (2)8時30分～17時30分 児童指導員・保育士
の資格があれば尚可195,000円～200,000円

静岡県袋井市葵町２－１－８

34

児童指導員・保育士
（放課後等デイサー
ビス）磐田南校

放課後等デイサービスひまわりは、障が
いを持つお子さんのための
学童保育です。
小学校の支援級の児童を対象に支援・療
育するお仕事です。

【お仕事内容】

正社員以外 変形（1年単位） タップ　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～18時00分

月給 (2)7時00分～15時30分

185,600円～260,000円 (3)15時00分～23時30

静岡県磐田市高見丘１２００　らら
ぽーと磐田店２階　
カラダファクトリーららぽーと磐田
店

36

生産職（製造スタッ
フ）

生産職
製造スタッフとして、様々な化学製品の
製造をお任せします。

（主な仕事の内容）
　・原料の仕込み
　・製造機械の操作

正社員 変形（1年単位） 松本油脂製薬　株式会社　静岡工場
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時20分

月給

210,000円～210,000円
又は9時30分～21時30

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。

38

金属加工・組立 電車車両部品（ドア、ホロ枠など）の製
造に関する仕事です。
・ステンレス、アルミ材のカッター切
断、穴あけ仕上げなど。
・レーザー溶接。

＊製品は手作りしかないような分野を強

正社員 変形（1年単位） 成田製作所
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給 (2)15時20分～23時55

205,616円～205,616円

静岡県袋井市山科２５３０　静岡工
場
（東名袋井ＩＣ北側すぐ）

37

鋳造系作業（交替
制）（磐田市）

（派遣業務）
鋳造職場作業全般を行って頂きます。
（セキ折り、検査、熱処理詰替え、ＧＤ
鋳造、ＦＲ職場）

※３交替部署も有


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)6時30分～15時20分

月給

203,500円～253,500円

静岡県磐田市寺谷６８

39

シャッター工事の施
工・管理

・シャッター工事が主な仕事です。
　社内工場での加工・組立準備、現場施
工。慣れれば図面書きなど
・お客様、仕入れ先、外注先との打合
せ。
・シャッターのメンテナンス、修理。
・上記仕事を覚えてきたら営業活動も行

正社員 工業系高校卒 株式会社　アーサ
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

170,000円～200,000円

静岡県磐田市南平松１２
【竜洋工場】

41

製造（制御盤、配電
盤、各種ＢＯＸ）

＜溶接工＞
各種電機ＢＯＸ（制御盤、配電盤など）
の製造にかかる薄物鉄板の溶接作業に従
事して頂きます。
アーク、アルゴン、ＣＳによる手溶接作
業です。


正社員 有限会社　齋藤工業
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 金属加工または溶
接、プレスの作業経
験（年数不問）

164,820円～239,820円

静岡県磐田市福田中島１１６７－２

40

技能職（竜洋工場） ・金属加工ラインでの旋盤、ＭＣ、プレ
ス作業
・金属溶接ラインでの溶接作業
・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 (2)8時00分～17時00分

220,000円～320,000円
又は11時00分～20時00

静岡県磐田市上万能２９０

42

（正）生産管理・製
造スタッフ（磐田
市）

【製造管理】
　製造ラインでの業務を習得した後に、
製造ラインでの進捗管理や
　スタッフの育成などのマネジメント業
務をお任せします。
　ＫＡＩＺＥＮ活動にも取り組んでいた
だきます。

正社員 交替制あり 株式会社ロック・フィールド
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

時給

193,600円～193,600円

静岡県磐田市下野部２２８０（静岡ファクトリー）
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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: 0538-66-2808 従業員数 12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- 8669011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 0537-26-9622 従業員数 62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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22060- 6534111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 054-205-8686 従業員数 1人

年　　齢: 不問 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: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22010-27173811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-34-8111 従業員数 93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- 8571011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 0538-43-9565 従業員数 10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: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22090- 8614811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-38-1133 従業員数 70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- 8577811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 15時間

     TEL: 0538-42-5235 従業員数 36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- 8573611 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 3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: 22020-24276911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-30-2180 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: 22090- 8658211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-30-2180 従業員数 20人

年　　齢: 18歳以上 休　　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- 8616511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0537-26-9622 従業員数 62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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22060- 6533911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0537-26-9622 従業員数 62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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22060- 6532611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30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: 22020-24185011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-31-2500 従業員数 18人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 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- 8671111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

静岡県磐田市大中瀬１０１２－１

44

（請）自動車部品の
機械オペレーター
（成形工程）

・自動車部品用ゴム製品製造
・プレス成形により加工作業
（部品を機械にセット→機械が加工→目
視検査）
（機械３台～６台見ながら、作業を行
う）


正社員以外 交替制あり 株式会社　イカイインダストリィ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時30分～17時35分

月給 フォークリフト・床
上操作式クレーン・
玉掛け等の有資格者

180,000円～250,000円43

工場内作業（組立） 工場内での組立作業をお願いします。

（主な仕事の内容）
・バス停・バス停部材の組立及び梱包
・鉄扉の組立
・その他工場内作業全般


正社員 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 (2)8時00分～17時00分 カウンターリフト経
験者226,800円～226,800円

静岡県周智郡森町睦実１３１０－１
８
豊田合成（株）森町工場

45

（派）プラスチック
加工と運搬／袋井市

■プラスチック製敷板の加工及びフォー
クリフト作業■

・プラスチック板のバリ取り（機械作
業）
・敷板へのボトル用穴あけ
・カウンターリフトで出荷作業

有期雇用派遣労働者 変形（1年単位） 人材プロオフィス　株式会社　静岡営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)7時00分～16時00分

時給 (2)20時30分～5時50分

261,950円～261,950円

静岡県磐田市下太１０

47

肥料製造 ・各種肥料原料の生産ラインへの投入

・原料及び製品の搬送

・製造プラントの操作、保守点検作業



正社員 豊田有機　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)18時15分～3時15分

161,900円～161,900円

静岡県袋井市諸井１８７０－１
京葉興業株式会社

46

組立作業 （主な仕事の内容）
トナーカートリッジ等の組立作業
・細かい精密な部品の組立になります。
・製品の外観等を目視で検査します。
・梱包作業や日報記入等、組立作業に付
随した作業


正社員 交替制あり 株式会社　ヤザキ
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時15分

月給

170,000円～200,000円

静岡県袋井市広岡１３８８番地の１
広岡工場

48

電子機器製造 電子制御ユニットの開発製造を行う当社
にて製造業務全般（目視、組立、検査、
仕上げ）の作業に携わっていただきま
す。

具体的な業務として
・電子プリント配線板へのはんだ付け作

正社員 ＮＮＰ電子　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時20分

月給

198,650円～198,650円

静岡県袋井市国本８４１

50

品質管理業務（交替
制）（磐田市）

（派遣業務）
医療用ＣＴ装置を使い、アルミ製品の内
部検査を
行って頂きます。
１．パレットからアルミ製品の取出、運
搬（重量平均５ｋｇ）
２．ＣＴ装置を動かすために、パソコン

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)6時30分～15時20分

月給

180,000円～210,000円

静岡県磐田市匂坂中１６００－２９
さぎさか工場

49

製品検査・ピッキン
グ

・一般建築の鉄骨部材と製品の検査。

　　製品検査の方法は、計測器を使って
図面通りに製作されて
　　いるか寸等等を確認する。

・プレート（鉄板製）のピッキング作

正社員 変形（1年単位） 日進工業　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時25分～17時30分

時給

195,840円～195,840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。

51

（派）ゴムパッキン
の製造・検査

・クリーンルームにおいて、作業服、マ
スク等を着用しての立ち作業となりま
す。
・工業用ゴムパッキンの製造と、それに
伴う目視検査。

　初めての方でも丁寧に指導しますので

無期雇用派遣労働者 ノブレス　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給 (2)15時20分～23時55

205,616円～205,616円

静岡県袋井市延久字高田

53

（請）自動車部品の
検査業務

・自動車部品用ゴム製品製造
・仕上げ、検査作業
・部品組付


「　請負業務　」

正社員以外 交替制あり 株式会社　イカイインダストリィ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時30分～17時35分

時給 (2)20時30分～5時30分

203,520円～203,520円

静岡県袋井市高尾１９８０
　ニチアス　株式会社　袋井工場

52

（派）プラスチック
製品の検査・梱包作
業／２交替

・歯ブラシやシャンプー等の容器を検査
し、段ボール箱を作り
　梱包する作業です。

・ライン作業では有りません。

・未経験者でも出来る仕事です。

無期雇用派遣労働者 ノブレス　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給 (2)20時30分～5時50分

241,800円～241,800円

静岡県周智郡森町睦実１３１０－１
８
豊田合成（株）森町工場

54

（請）自動車部品の
機械オペレーター
（塗装工程）

・自動車部品用ゴム製品製造
・塗装工程、検査作業
・塗装吹き付け作業


「　請負業務　」

正社員以外 交替制あり 株式会社　イカイインダストリィ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時30分～17時35分

時給 (2)20時30分～5時50分

221,650円～221,650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。

56

構内フォークリフト
作業

・各ラインへ材料の供給、完成した製品
を出荷倉庫へ運搬。

・トラックの運転手が荷下ろしした材料
を指定の材料置き場に収納する作業。

・現場から出てきた空パレット、空ポリ

正社員 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 (2)17時20分～2時20分

188,600円～188,600円

静岡県周智郡森町睦実１３１０－１
８
豊田合成株式会社　森町工場

55

簡単な部品の組付け
業務（交替）（磐田
市）

（派遣業務）
プラスチック部品を加工して、組付けす
る作業です。
プラスチックで出来ているので、重量物
ではありません。
ほとんどの方が業界未経験スタートで
す。

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

静岡県磐田市下岡田７２－８

月給 フォークリフトの運
転経験者202,940円～232,940円
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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: 0538-43-3669 従業員数 1人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日他 玉掛技能者 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- 8646911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 中型自動車免許

     TEL: 054-205-8686 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　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: 22010-27172711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 053-422-6111 従業員数 2人

年　　齢: 64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

求人番号: 22020-24180711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0538-30-2180 従業員数 2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- 8615211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 053-421-5279 従業員数 3人

年　　齢: 18歳～44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: 22020-24016911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 30時間

     TEL: 053-421-5279 従業員数 3人

年　　齢: 18歳以上 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: 22020-24017111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0538-43-3475 従業員数 7人

年　　齢: 不問 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- 8594211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 054-205-8686 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 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: 22010-27171111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 052-551-7889 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: 23020-61649411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 053-545-4016 従業員数 31人

年　　齢: 69歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 7人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22020-23995111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-34-4624 従業員数 2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 あり

求人番号: 22090- 8586211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

日給 ユニック、玉掛け、
フォークリフトの操
作経験。

164,160円～207,350円57

産業廃棄物収集運搬 ＊産業廃棄物・一般廃棄物を処分場に搬
入するお仕事です。

・コンテナを建設現場、会社、工場、商
店等に設置し、コンテナが一杯になった
ら回収し、処分場へ搬入。


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

静岡県袋井市山科２３１０－１
ピップ物流株式会社

59

内部作業員（株式会
社ＮＴＮ袋井製作
所）

（請負業務）
取引先の工場内に設置されている機械の
近くにある箱にたまる切粉をキャスター
付台車及びフォークリフトを使用して弊
社トラックに積み込みができるように段
取りをする作業

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

時給 フォークリフト
（リーチ）実務経験201,600円～201,600円

静岡県袋井市方丈６－５－１７

58

（派）配送センター
内でフォークリフト
入出庫作業／袋井市

【フォークリフトを使用し荷受け・出荷
作業】

ドラッグストア商品の配送センター内で
のお仕事です。
・トラックからの荷下ろし。カテゴリー
分け。

有期雇用派遣労働者 人材プロオフィス　株式会社　静岡営業所
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

187,762円～187,762円

静岡県袋井市見取１９５９
【株式会社ＮＴＮ袋井製作所】

60

（派）原料の製造・
リフト作業

液状の製品製造及びフォークリフトによる倉庫への入出庫作業無期雇用派遣労働者 ノブレス　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

日給

194,400円～216,000円

静岡県磐田市弥藤太島５２７－１
【平和みらい（株）磐田倉庫】

62

フォークリフト作業
員／磐田倉庫（フル
タイムパート）

フォークリフトにより、自動車用硝子部
品材料、製品等の移動、荷役作業に従事
していただきます。
リーチ式リフト操作可能な方（カウン
ター式操作できる方歓迎）

※お仕事の詳細は、面接時にご説明しま

正社員以外 交替制あり 平和みらい　株式会社　流通生産事業部
雇用期間の定めなし (1)6時00分～15時00分

月給 (2)8時00分～17時00分

181,000円～250,000円 (3)15時00分～0時00分

静岡県袋井市浅羽２７７７－１

61

フォークリフト作業
員／磐田倉庫

フォークリフトにより、自動車用硝子、
部品材料、製品等の移動、荷役作業に従
事していただきます。
リーチ式リフト操作可能な方

※お仕事の詳細は、面接時にご説明しま
す。

正社員 交替制あり 平和みらい　株式会社　流通生産事業部
雇用期間の定めなし (1)6時00分～15時00分

月給

250,000円～350,000円

静岡県磐田市弥藤太島５２７－１
【平和みらい（株）磐田倉庫】

63

土木工事及び解体工
事作業員

土木工事及び解体工事現場において現場
作業
・主に現場施工作業で、掘削、型枠組
立、コンクリート打設、側溝　やブロッ
ク等のコンクリート製品の設置。他にダ
ンプトラックで　の資材や残土などの運
搬をして頂きます。

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

時給 (2)8時00分～17時00分

203,520円～203,520円 (3)15時00分～0時00分

静岡県袋井市山科２３１０－１
ピップ物流株式会社
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業務社員／袋井市 配送センターの倉庫管理をお願いしま
す。

製品の入出荷や在庫管理などが主なお仕
事です。

難しい作業ではありませんので未経験で

正社員 変形（1ヶ月単位） 旭ハウス工業　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給

193,200円～193,200円

静岡県袋井市村松１４１７－１

64

（派）配送センター
内でピッキングと出
荷準備／袋井市

【ピッキング業務】センター内荷受け出
荷準備作業

ドラッグストア商品の配送センター内に
て、
ピッキングと出荷準備をするお仕事で
す。

有期雇用派遣労働者 人材プロオフィス　株式会社　静岡営業所
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)12時00分～21時00

190,080円～207,360円
又は7時00分～21時00

静岡県袋井市木原２６－１
旭ハウス工業（株）袋井配送セン
ター

66

倉庫内の仕分け作業 倉庫内での自動車部品の仕分け作業のお
仕事です。
伝票を見ながら作業を進めていくため、
細かな作業が得意な方にピッタリのコツ
コツモクモク系のお仕事です。
倉庫内も大変綺麗です。
喫煙ルームが完備され分煙環境も整って

正社員 交替制あり スマイルライン株式会社
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給

200,000円～250,000円

静岡県磐田市岩井１９２１－５２
　浜松興運（株）岩井倉庫

月給 (2)6時30分～15時25分 フォークリフト免許

152,167円～203,285円
又は17時00分～1時45

静岡県磐田市向笠竹之内１３５９－
７０
浜名梱包株式会社
磐田営業所

67

工場内作業員（自動
車部品の仕分、ピッ
キング）

（主な仕事の内容）

・棚から出荷された物の仕分
・仕分後の確認作業
・パレットへの積み付け作業



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

5/5


