
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 0538-36-8787 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 水日祝 歯科衛生士 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- 8709911 各種保険： 雇用・労災・健康 月平均 

     TEL: 0538-43-2148 従業員数 5人

年　　齢: 18歳～35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- 8711811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-48-8779 従業員数 5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- 8708611 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- 4024612 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-6722-0597 従業員数 61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- 4017012 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0538-49-1331 従業員数 13人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： なし 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22090- 8693311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 053-401-5805 従業員数 48人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり 栄養士

求人番号: 22090- 8690511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間 管理栄養士

     TEL: 0538-39-7530 従業員数 67人

年　　齢: 18歳以上 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: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 8678311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0538-38-1123 従業員数 16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- 8761211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-67-8881 従業員数 8人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 祝他 登録販売者（一般医
薬品）

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: 22060- 6658911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0538-45-2300 従業員数 4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- 8698811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-39-2211 従業員数 7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- 8687911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-33-2425 従業員数 10人

年　　齢: 35歳以下 休　　日： 土日祝 税理士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 日商簿記２級

求人番号: 22090- 8695911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-33-2425 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 税理士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 日商簿記２級

求人番号: 22090- 8696111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5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 (2)8時30分～17時00分

210,000円～250,000円

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

歯科衛生士 歯科医師指導の下診療の補佐
歯垢や歯石除去などの予防処置
口腔内の衛生指導

平日は７．５時間の診療時間
土曜日は７時間の診療時間となります。

正社員 かとう歯科クリニック
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

180,000円～220,000円

静岡県磐田市三ケ野台３０－７

2

製茶機械の修理 ・愛知県東部、静岡県中西部の荒茶生産
者及び仕上加工会社が対象であり、茶時
期にはアフターサービスで出向き、修理
及び生産指導等を行う。
・生産時期以外はプラント工事、メンテ
ナンス作業等を行う。

正社員 変形（1年単位） 株式会社　松田機械店
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

日給

166,400円～312,000円

静岡県袋井市豊沢３２３－２

3

エクステリア・外構
工事

・エクステリア全般工事
　ガレージ・ウッドデッキ・テラス・サ
ンルーム・バルコニー・フェンス・カー
ポート・物置など

※エクステリア全般の組立工事をおこ
なっています。

正社員 アズマ住設　有限会社　袋井営業所
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

静岡県袋井市下山梨１５９０－１４

4

技術マネージャー
（管工事）／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 施工管理３年以上

339,960円～593,350円

静岡県内各現場（主に浜松市、磐田市、藤枝市）

5

技術マネージャー
（土木工事）／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)9時00分～13時00分

200,000円～260,000円

静岡県内各現場（主に浜松市、磐田市、藤枝市）

6

看護師（正又は准） 診療所における外来の患者さんへの看護
師のお仕事です。

＜主な仕事の内容＞

・診療介助
・採血、検査

正社員 医療法人社団　山名会　山名診療所
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 (2)8時30分～17時00分 調理のできる方

178,000円～255,000円 (3)9時30分～18時00分

静岡県袋井市春岡５８８－１

7

（請）管理栄養士、
栄養士、調理師／磐
田市立総合病院

お客様の現地厨房にて食事調理業務を
行っていただきます。
（主な仕事内容）
・調理する食事（朝食、昼食、夕食）
・仕込み・調理・盛り付け・配膳・片付
け
・洗浄など

正社員 変形（1年単位） 株式会社　いわきゅう　未来事業部／医療委託
雇用期間の定めなし (1)3時30分～12時00分

月給 (2)12時00分～21時00 経験者優遇

230,000円～250,000円 (3)20時45分～8時45分

静岡県磐田市大久保５１２番地３
　磐田市立総合病院

8

介護支援専門員（小
規模多機能）／磐田
市一言

令和５年４月新築・新規オープン！（磐
田市一言）

・訪問を中心とした、通い・宿泊を組み
合わせた介護サービスです
・オープンまではグループホームで勤務
し、準備や研修を行います

正社員 交替制あり 有限会社　ナチュラル・ライフ
雇用期間の定めなし (1)10時00分～19時00

月給 経理業務経験　ＣＡ
Ｄ操作経験180,000円～180,000円

静岡県磐田市池田３９１－１　　グ
ループホーム桜寿
　　　磐田市平間１２５９－１
〃　　　香寿

9

一般事務 一般事務として以下の仕事をお願いしま
す。

（主な仕事内容）　　　　　
・電話対応、来客者の応対
・請求書作成業務


正社員 有限会社　藤本電気工業
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給 (2)9時00分～17時00分 【以下の場合は、優
遇します】
・調剤薬局事務経験

180,000円～240,000円 (3)9時00分～12時00分

静岡県磐田市大久保４８－３０

10

調剤薬局受付事務統
括リーダー

＜統括業務＞
・新任者の指導育成・教育担当
・マニュアル作成
・シフト管理・調整
・店舗応援
　静岡県中心（主に菊川～浜松県内）に
店舗応援があります。

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ロングライフ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時30分

月給 (2)8時30分～12時30分 調剤薬局での事務実
務経験
＊未経験者の方も丁

170,000円～240,000円

静岡県袋井市高尾１７６５－８

11

薬局事務（調剤薬
局）

・薬剤師の補助
・来局者、電話の応対
・調剤薬局での受付
・保険請求業務
・医薬品等の販売
・一般事務
・簡単な清掃

正社員 株式会社　ファルマチア
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時00分

月給 (2)8時30分～12時00分 医療事務経験者尚可

178,000円～193,000円

静岡県袋井市豊沢１２８９－１

12

医療事務・看護助手 クリニックでの医療事務、看護助手のお
仕事になります。
＜医療事務＞
・患者さんの受付対応、電話応対
・診療後の会計業務　
・レセプト業務　
＜看護助手＞

正社員 交替制あり 森クリニック
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時30分

月給

168,000円～500,000円

静岡県磐田市気子島字打開１３７１

13

税理士アシスタント ◆既存のお客さまへの訪問（書類の預か
り、監査等）
◆法人・個人の決算書及び税務申告書の
作成
◆会計ソフトへの入力
◆電話の応対、書類の作成など


正社員 インターブレイン税理士法人
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 会計事務所勤務経験
者優遇165,000円～450,000円

静岡県磐田市今之浦３丁目１１番地１２

14

税理士アシスタント
【未経験者歓迎】

◆既存のお客さまへの訪問（書類の預か
り、監査等）
◆法人・個人の決算書及び税務申告書の
作成
◆会計ソフトへの入力
◆電話の応対、書類の作成など


正社員以外 インターブレイン税理士法人
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～18時00分

静岡県磐田市今之浦３丁目１１番地１２
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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: 054-202-5730 従業員数 15人

年　　齢: 59歳以下 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: 22010-27408411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-32-6627 従業員数 5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 なし

求人番号: 22090- 8733611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-6381-6000 従業員数 14人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 高圧ガス販売主任者
（第２種）

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり ２級電気工事施工管理技士

求人番号: 13010-  297212 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 0538-39-6770 従業員数 85人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　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- 8774611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 052-822-5678 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　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: 23030-21404011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 27時間

     TEL: 03-5839-2607 従業員数 7人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 食品衛生責任者 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 防火管理者（甲種・乙種）

求人番号: 13120-18537111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 050-3540-0998 従業員数 88人

年　　齢: 不問 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- 8767911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-37-3888 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 月他 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- 8675511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0537-61-0755 従業員数 6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: 22060- 6635211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-32-4119 従業員数 38人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　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- 8737811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-32-7201 従業員数 190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: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090- 8771411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 0538-32-6627 従業員数 5人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 玉掛技能者 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし 溶接技能者

求人番号: 22090- 8699211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-42-6265 従業員数 15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: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 8715011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 0538-42-6265 従業員数 15人

年　　齢: 59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: 2人 週休二日： その他 時間外 あり 一級建築士

求人番号: 22090- 8717611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間 二級建築士

月給 (2)11時00分～20時00 アパレル販売経験者
優遇180,000円～250,000円 (3)12時00分～21時0015

コンタクトレンズ及
び付属品の販売（地
域限定職）／磐田市

・コンタクトレンズ販売の受付、お会計
・お客様のニーズをお伺いして、最適な
コンタクトレンズをご提案
・商品の仕入れ、発注、棚卸業務
・簡単なＰＣ入力業務、店舗レイアウト
の変更など。


正社員 変形（1ヶ月単位） 学歴：専門学校卒も
可

株式会社　中央コンタクト
雇用期間の定めなし (1)9時30分～18時30分

月給

153,000円～300,000円

静岡県磐田市高見丘１２００番地
ららぽーと磐田２Ｆ
＜ららぽーと磐田店＞

16

営業スタッフ ・民間建築、営繕の営業のお仕事になり
ます。
・建築営業、工場等の営繕営業など。

＊企業相手のため、住宅の営業ではあり
ません。
＊建築の内容についてある程度の理解が

正社員 三宏工業　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 ガスや電気関係の業
務経験213,000円～430,000円

静岡県磐田市富丘８５２

17

営業職／静岡県袋井
市

ルート営業
　・既存顧客のフォロー
　・ＬＰガスの販売、
　・コンロ・給湯器等の販売・修理、セ
ントラルでんきのＰＲ
　・ガス閉開栓作業、保安点検等、施工
工事　等

正社員 セントラル石油瓦斯　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時30分

月給 (2)11時00分～19時45

184,000円～189,000円 (3)7時00分～15時45分

静岡県袋井市高尾２０８４－１
　当社　遠州営業所

18

介護ヘルパー 急性期治療を終了された方が機能訓練と
長期療養生活を
送りながら、医療と介護を同時に提供す
る病院です。

・入院患者の介護業務をしていただきま
す。

正社員 交替制あり 医療法人社団　澄明会　磐南中央病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時15分

時給

172,350円～189,585円

静岡県磐田市気子島９７８

19

飲食店店長候補（ら
らぽーと磐田・とん
かつ三丁目）

・店舗の店長候補
・簡単な調理・接客・店舗運営
・店の営業に必要な食材等の発注
・店の営業に必要なシフト表の作成
・ショッピングセンター内店舗での勤務



正社員以外 変形（1年単位） 株式会社　穂波
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時30分～19時00分

月給 (2)15時00分～0時00分 飲食店で勤務経験あ
る方大歓迎210,000円～230,000円 (3)19時00分～4時00分

静岡県磐田市高見丘１２００　とんかつ三丁目　ららぽーと磐田

20

飲食店　店舗スタッ
フ／磐田市／さかな
や道場

★時間と鮮度にこだわって仕入れた旬の
魚を、刺身をはじめ素材を　活かした料
理で提供する業態です。
★ホール内での業務及びキッチン内の業
務を担当していただきます
・お客様のご案内、注文取り、レジ業務
・料理・飲み物の配膳・片付け、ホール

正社員 交替制あり チムニー　株式会社
雇用期間の定めなし (1)10時00分～19時00

時給 (2)8時00分～17時00分

1,100円～1,200円 (3)9時00分～18時00分

静岡県磐田市中泉６３３－１　ＪＲ
駅構内
さかなや道場　ＪＲ磐田駅前店

21

フロント係 ゴルフ場フロント業務のお仕事になりま
す。

・来場されたお客様のチェックイン・
チェックアウト業務

・予約・お問合せ等の電話応対及び事務

正社員以外 交替制あり 東海開発観光　株式会社（浜松シーサイドゴルフクラブ）
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～15時30分

時給

142,650円～142,650円

静岡県磐田市鮫島４１１９ー１

22

桶ヶ谷沼ビジターセ
ンター管理運営事務

（主な仕事の内容）

・桶ケ谷沼自然環境保全地域内の自然環
境保護及びその啓発。

・桶ヶ谷沼ビジターセンター管理運営。

正社員以外 特定非営利活動法人桶ケ谷沼を考える会
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時45分～17時15分

月給 ボランティアの経
験、営業、人と接す
る仕事等

200,000円～200,000円

静岡県磐田市岩井３１５

23

就労支援サポーター
（磐田）

＊生活困窮者自立支援法に基づき、市の
窓口に生活の困り事の相談　にみえた市
民の方に対して、特に就労について、伴
走支援を提供　する。
　・ハローワーク、企業への同行
　・就労体験先の開拓
　・関係機関、ボランティアネットワー

正社員以外 特定非営利活動法人　青少年就労支援ネットワーク静岡
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時15分

月給 (2)11時00分～20時00

158,000円～226,000円 (3)13時00分～22時00

静岡県磐田市国府台５７－１　ｉプ
ラザ３階　磐田市役所福祉課内
磐田市就労準備支援センター

24

プール監視員・受
付・スクールインス
トラクター

一般遊泳者監視の仕事をしていただきま
す。
その他、清掃業務等施設全般の業務も行
います。
受付業務（入場者接客、電話応対、入場
券取扱等）
水泳教室指導、幼児、小学生中心指導で

正社員以外 交替制あり 磐田カルチャースイミングセンター　株式会社
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)13時45分～22時30

224,500円～304,500円
又は8時15分～17時15

静岡県磐田市刑部島２７４－３
磐田温水プール

25

生産工程作業・生産
段取作業

自動車内装部品の生産課生産工程での生
産作業、段取り作業、
モールド成形作業、部品取付作業をして
いただきます。

（主な仕事内容）
・生産工程への資材搬送、工程での資材

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

時給 鉄骨関係、製缶経験
者及び類似経験者


167,200円～334,400円

静岡県磐田市新貝２８８０

26

鉄骨製作スタッフ 鉄骨加工に伴う作業のお仕事です。

（仕事の内容）
・切断、溶断、けがき、仮付け、
　溶接、さび止め、塗装等

※工場内での作業が中心ですが、場合に

正社員 三宏工業　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

208,000円～315,000円

静岡県磐田市富丘８５２

27

機械オペレーター キャビネット部門での仕事です。
（主な仕事）
・ＮＣルーターの加工
・その他の軽作業

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

月給

208,000円～315,000円

静岡県袋井市堀越３８３－１

28

ＣＡＤオペレーター 木造住宅のプレカット部門での仕事で
す。
（主な仕事）
・設計業務ＣＡＤ（入力）オペレーター
及び補助的作業
・加工する為のパソコン入力作業（パソ
コン操作出来る方）

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

静岡県袋井市堀越３８３－１
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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: 0568-77-4165 従業員数 23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: 23170-13963311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形・その他月平均 20時間

     TEL: 054-275-0711 従業員数 1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 あり

求人番号: 22010-27465411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0547-36-7053 従業員数 5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 あり

求人番号: 22080- 3231611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 054-261-2900 従業員数 49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: 22010-27488711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20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: 2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- 8705411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-66-0205 従業員数 43人

年　　齢: 59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 なし ８トン限定中型自動車免許

求人番号: 22090- 8676411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 フォークリフト運転技能者

     TEL: 0538-35-4126 従業員数 65人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 日祝他 大型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 3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- 8694611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間 牽引免許

     TEL: 090-1475-5510 従業員数 0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 あり

求人番号: 22090- 8679611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 053-453-0151 従業員数 42人

年　　齢: 35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

求人番号: 22020-24431811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 15時間

     TEL: 03-3879-7891 従業員数 12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: 13110-19891511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

月給 製造職経験者

167,000円～238,000円29

技能職（磐田工場）
／正社員

バイクスクリーンや自動車用部品の製造
部門における技術スタッフプラスチック
製品の成形（ヒートプレス・真空成形な
ど）、加工業務




正社員 ＤＮＰ田村プラスチック　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給 基礎化学の知識、分
析機器の取り扱い経
験

208,000円～224,000円

静岡県磐田市草崎７３６
　磐田エ場

30

（派）微生物に関す
る研究開発補助／磐
田市

発酵試験の分析および生産物の評価試験
を行います。
具体的には下記の業務を行います。

試薬の秤量
溶液の調整
分析業務各：ＰＨ計、吸光光度計、重量

有期雇用派遣労働者 ＷＤＢ　株式会社　静岡支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時00分～17時00分

月給

180,000円～420,000円

静岡県磐田市中泉３０６９
磐田化学工業株式会社

31

塗り床工 ＊一般の工場や薬品・食品工場、飲食店
の厨房などの床の塗装工事
　その他、屋内外の塗装工事や防水工事

（現場）主に富士川～天竜川の範囲。
　　　　会社に集合してから、会社の車
で現場に向かいます。

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

時給

153,350円～153,350円

静岡県島田市稲荷２丁目１４－１７

32

送迎スタッフ／袋井
市

車両の納車時や引取り時に陸送スタッフ
と共に、社用車（普通車）で同行・同乗
して、陸送スタッフを送迎するお仕事で
す。
部品配達や洗車等もお願いすることもあ
ります。

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 静岡日野自動車　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時00分

月給

245,000円～450,000円

静岡県袋井市国本沖１２９４
袋井営業所

33

大型トラック運転手
（楽器・電化製品）
／中部支店

当社は「想いを運び、真心を届ける」を
経営理念とし創業７３年を迎えました。
おかげさまで業務好調のために、新たに
１０ｔウイング車にて主に静岡県から関
西方面へ運行する運転手さんを募集して
います。（今後、地場定期便の展開予定
も有ります。）

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 トラックの乗務経
験、フォークリフト
の運転経験等あれば

214,650円～214,650円

静岡県磐田市上万能１７３

34

４Ｔ定期便ドライ
バー（掛川市大東近
辺）

・掛川市大東エリアの決められた取引先
への
　自動車部品の配送業務です。
　（工場・物流センター間の配送です）

・荷積み・荷卸し作業にはフォークリフ
トを使用します。

正社員 浜昇物流　株式会社
雇用期間の定めなし (1)6時30分～15時30分

月給 大型自動車の運転経
験414,060円～494,060円

又は3時00分～17時00

静岡県磐田市掛塚２８３８－１

35

乗務員（トレー
ラー）

トレーラーの乗務を担当していただきま
す。（一般貨物）

主な輸送先は、関東・中京・関西方面で
す。



正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　鈴与カーゴネット浜松
雇用期間の定めなし

日給

172,800円～432,000円

静岡県磐田市岩井１８８４－２

36

（請）建築板金 工場の屋根、外壁がおもな仕事です 正社員 拓未板金工業
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

静岡県磐田市池田１３２４－３スカイハイツｄ１０１

37

倉庫内荷役作業・リ
フトオペレーター
（みなみ・白鳥・都
田

・倉庫貨物の荷渡し業務
・梱包作業
・ピッキング
・貨物の検品
・フォークリフトの荷役作業

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

静岡県磐田市笠梅４６２－１
米久おいしい鶏株式会社　静岡営業
所

月給

263,000円～263,000円

【みなみ流通センター】静岡県浜松
市南区新橋町２２００
【白鳥流通センター】　静岡県浜松
市東区流通元町６－１

38

食品工場での洗浄／
静岡県磐田市

・鶏肉を加工する機械の洗浄
・洗浄機やブラシなどを使用しての洗浄
・日報作成
・従業員の管理

正社員 株式会社　ビケンテクノ　サニテーション本部
雇用期間の定めなし (1)17時30分～1時30分
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