
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 0538-23-2000 従業員数 52人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 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- 9311411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10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- 9344511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 0538-84-9600 従業員数 4人

年　　齢: 59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 あり

求人番号: 22090- 9312011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-67-1880 従業員数 67人

年　　齢: 44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- 9191511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 0538-55-5221 従業員数 49人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 危険物取扱者（乙
種）

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- 9145911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 0538-43-7477 従業員数 5人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 二級建築士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり ２級建築施工管理技士

求人番号: 22090- 9255411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0539-62-2477 従業員数 5人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 １級建築施工管理技
士

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり ２級建築施工管理技士

求人番号: 22090- 9350711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 12時間 二級建築士

     TEL: 0539-62-1600 従業員数 4人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 保健師 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- 9303411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0537-86-6480 従業員数 0人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水他 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- 9209611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0538-42-7914 従業員数 26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 あり

求人番号: 22090- 9224611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 0時間

     TEL: 03-3291-6955 従業員数 7人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 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 あり

求人番号: 13010- 4760812 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-36-1365 従業員数 10人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 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 あり

求人番号: 22090- 9142011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0538-85-5769 従業員数 13人

年　　齢: 35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- 9173211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-36-0885 従業員数 44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 あり

求人番号: 22090- 9278711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20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） 

静岡県袋井市諸井１３００番地　技術センター

2

機械設計 　お客様の要望にあった、必要とされる
使いやすい機械設備、治具の各種機械設
計（ＣＡＤ（ソリッドワークス等使
用））を担当していただきます。
　お客様との打ち合わせから、様々な要
望に沿った構想、設計を行って頂き、設
計した機械が形となる、お客様が喜んで

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 冷凍サイクル設計業
務経験があり、ＣＡ
Ｄによる設計業務経

201,500円～286,000円

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

技術職（設計開発業
務）

・農産物保冷庫用冷蔵ユニットの設計開
発業務

・上記部品の試作品に関する組立・試
験・解析

正社員 変形（1年単位） 静岡製機　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時20分～17時05分

月給

250,000円～450,000円

静岡県磐田市大久保１０－３

3

電子電気技術スタッ
フ

（１）光学計測機器の技術管理及びメン
テナンスなど

（２）精密機械電気技術管理、お客様に
対応

（３）その他付随する業務

正社員 ＮＤ精工株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 設計経験者（ソリッ
ドワークスが使用で
きる方、製図が出来

180,000円～300,000円

静岡県磐田市南平松５番地

5

技術スタッフ ・ラボスケールで実験操作（反応、分
液、晶析、ろ別等）。
・工場生産の工程検査。
・工場での試作・新製品立ち上げ。
・既存製品のコストダウン検討。

正社員以外 株式会社　三宝化学研究所　静岡工場
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

月給

230,000円～350,000円

静岡県磐田市富丘１４１－１

4

製造技術 金属プレス作業の生産効率を高めること
を目的とした部門での
お仕事です。業務内容は下記となりま
す。

（１）治工具の設計製作
（２）工程改善（作業分析→改善案の作

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

月給 現場作業経験

260,000円～360,000円

静岡県磐田市塩新田字荒浜５８２－１４

6

現場管理 ・建築現場管理
・プランニング（見積り）
・工事監理
　設計どおりに工事が行われているかの
チェック、
　進行状況のチェック、指導、監督。
・原価管理

正社員 株式会社　ビルドマルメイ
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 化学工場勤務経験者
（優遇）203,500円～203,500円

静岡県磐田市下神増１０８２番地

8

保健師 豊岡地域包括支援センターで保健師とし
て担当地域における
高齢者やご家族への相談業務等を行って
いただきます。

・担当地域　磐田市豊岡


正社員 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団　白梅会　白梅豊岡病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時15分

月給 現場監督をするにあ
たり、経験・知識・
技能がある方を

230,000円～350,000円

静岡県袋井市高尾町２３－１

7

建築現場監督者（一
般住宅・工場・店
舗）

一般住宅（木造・鉄骨）・工場・店舗等
の新築・改修における
現場監督業務のお仕事です。

（主な仕事の内容）
・建築工事の施工にあたり技術的な指導
や工事の監理など。

正社員 株式会社　隆星建設
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時30分

月給

235,000円～300,000円

静岡県磐田市下野部４８
豊岡地域包括支援センター

9

歯科衛生士 歯科衛生士業務全般のお仕事です。
・予防処置
・衛生指導
・診療補助
・口腔ケア
・歯垢、歯石の除去
・ブラッシング方法等の指導

正社員 医療法人社団　Ｄｅｎｔａｌ　ＱＯＬ　ふくろい上山梨歯科
雇用期間の定めなし (1)9時30分～19時30分

月給

260,000円～310,000円

静岡県袋井市久能２５１５番地の１　袋井市総合健康センター内

11

保育士（正社員）／
ＪＡ遠州中央ときめ
き保育園／急募

〇ＪＡ遠州中央豊田北支店の敷地内にあ
る定員１９名（０歳・１歳・２歳：各６
名、３歳：１名）の保育園です。「おも
いっきり遊ぶ。おもいっきり学ぶ。」を
保育理念とし、子どもひとりひとりと向
き合える保育をします。
〇仕事内容は保育士業務全般です。

正社員 交替制あり 株式会社ニチイ学館　管理部
雇用期間の定めなし (1)7時30分～16時30分

月給

155,118円～155,118円

静岡県袋井市上山梨５丁目１１－４

10

楽笑教室（認知症・
閉じこもり・フレイ
ル予防事業）業務員

袋井市社会福祉協議会で楽笑教室（認知
症・閉じこもり・フレイル予防事業）の
進行等運営のお仕事をしていただきま
す。

（主な仕事内容）
・コミュニティセンター等において、高

正社員以外 社会福祉法人　袋井市社会福祉協議会
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)8時00分～17時00分

175,000円～190,000円 (3)9時00分～18時00分

静岡県磐田市豊田１４６－３
ＪＡ遠州中央ときめき保育園

12

保育士 小規模認可保育園での、０歳～２歳児の
保育業務です。
（主な仕事）
　・乳幼児の保育（０～２歳児）
　　食事・排泄・お世話・洗濯
　・生活管理
　　連絡ノートへの記録

正社員 交替制あり はあとふる保育園
雇用期間の定めなし (1)7時30分～16時30分

月給 (2)8時00分～17時00分 保育園での保育士業
務経験179,000円～219,000円 (3)9時30分～18時30分

又は7時30分～18時30

静岡県周智郡森町森５０－１

14

お菓子の販売スタッ
フ／正社員

和洋菓子の販売業務全般
・イベント販売
・ディスプレイ
・発注作業　等
・各店舗へ巡回する時車両を使用しま
す。


正社員 交替制あり 株式会社　玉華堂
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

171,700円～201,200円

静岡県磐田市豊島１４９３－１

13

一般事務 （主な仕事の内容）

（１）組織運営に関する業務
（２）住民及び地域活動団体の支援
（３）生活課題を抱えた方の支援
（４）本会の各種事業

正社員 社会福祉法人　森町社会福祉協議会
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時15分

静岡県磐田市今之浦４－１８－１０

月給 (2)12時00分～20時00

202,710円～250,000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: 0538-89-0015 従業員数 28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- 8959311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-67-1880 従業員数 67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 なし

求人番号: 22090- 9193011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 

     TEL: 0538-35-8768 従業員数 25人

年　　齢: 44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- 8944111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-67-8881 従業員数 8人

年　　齢: 59歳以下 休　　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- 9196911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 053-586-7902 従業員数 0人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 木日祝他 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 なし

求人番号: 22090- 9341711 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- 9237211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-66-0026 従業員数 14人

年　　齢: 不問 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 あり

求人番号: 22090- 9269111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 25時間

     TEL: 053-459-6100 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: 22020-25837511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 053-444-5505 従業員数 39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: 22020-25474811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-67-1880 従業員数 67人

年　　齢: 44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- 9189111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 053-444-5505 従業員数 39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: 22020-25482811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-42-2156 従業員数 68人

年　　齢: 25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- 9044211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 15時間

     TEL: 0538-37-5611 従業員数 92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 なし

求人番号: 22090- 9346011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 050-3116-2985 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： その他 時間外 あり

求人番号: 14010-55279411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

月給

205,000円～263,000円15

一般事務員 食品卸・小売り・販売業における一般事
務のお仕事です。

（主な仕事の内容）
・来客、電話の受付応対
・データ入力と資料作成
・書類や資料の整理と保管

正社員 株式会社　久米吉
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

静岡県磐田市南平松５番地

17

事務 ・一般事務
　電話対応、来客応対　など
・簡単な経理
　請求書発行、メーカー等への支払い、
入出金の管理　など
・在庫管理
・配送業務（社用車は軽自動車ＡＴで

正社員 交替制あり 高卒以上 東海薬品　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

160,000円～230,000円

静岡県周智郡森町一宮３８４３－７

16

事務員 （仕事の内容）
・電話応対
・書類作成
・システム処理
・入力業務
・伝票処理


正社員 株式会社　タニコー
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～20時00分 調剤薬局勤務経験

159,000円～163,000円 (3)13時00分～20時00

静岡県磐田市見付５９９３－２

18

調剤薬局受付事務
（田端店）

【仕事内容】
・処方箋受付・入力・調剤補助など
・商品売り場の作成
　└お客様のニーズを把握しながら、魅
力的で探しやすいＯＴＣの
　　売場を作成。商品の特徴や役に立つ
情報などをＰＯＰで発信。

正社員 変形（1ヶ月単位） まごころ　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～20時00分

月給 (2)7時30分～16時30分

190,000円～198,000円

静岡県磐田市二之宮４０５－１

20

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 (2)8時45分～16時45分 クリニック受付事務
経験190,000円～220,000円

静岡県袋井市高尾１７６５－８

19

医療事務（リーダー
候補）

・クリニック内の受付・電話対応。
・会計業務
・患者様の誘導・
・医師の指示による診察補助。
・報酬請求業務。
・診察室・待合室等の清掃。
・事務リーダーとして、主導的立場での

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30分～12時30分 医療事務

148,000円～190,000円

静岡県磐田市福田１４９４－１２

21

医療事務 診療所の医療事務　診療補助
資格がなくても、先輩職員が付いて教え
ますので
初心者の方も　安心してご応募下さい。
主な仕事は　診療補助、リハビリ補助、
受付業務
医療事務業務。

正社員 せきおか整形外科
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

静岡県袋井市諸井１３００
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。

23

物流事務（契約社
員）（磐田市）

（請負業務）
簡単なパソコン操作が出来る方を募集し
ます。
・工数記録用紙の記入
・決まったフォーマットへの入力
・出来高集計
・メールの確認（荷物発着確認・本社と

正社員以外 株式会社　ワークス
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時30分～17時30分

月給 メーカーでの品質保
証、品質管理、検査
業務経験歓迎。

205,000円～395,800円

静岡県磐田市白羽５９１－１

22

産業用機械の品質保
証（袋井市）

（派遣業務）
・農業用機械、業務用熱機器等の市場不
具合品解析
・各種測定機器を用いた測定
・不具合の再現テスト



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20分～17時05分

月給

230,000円～300,000円

静岡県磐田市駒場７１１０
翔運輸（株）内（株）ワークス作業
所

24

品質管理業務 金属部品の品質管理全般をお任せしま
す。

（主な仕事の内容）
・顧客との品質対応
・仕入先の監査対応
・品質改善活動の支援

正社員 変形（1年単位） 株式会社　タニコー
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 簡単なＰＣ操作　
エクセル入力が出来
る方

154,930円～162,400円

静岡県磐田市駒場７１１０
翔運輸（株）内（株）ワークス作業
所

26

営業事務職／袋井本
社

・営業担当者のアシスタント
　受発注業務（電話で受発注を受けた
り、ＦＡＸで発注したり
　　　　　　　する等）

・売上や仕入等のパソコン入力


正社員 株式会社　佐野
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 簡単なＰＣ操作　
エクセル入力が出来
る方

154,930円～162,400円

静岡県磐田市南平松５番地

25

物流入庫事務（契約
社員）（磐田市）

（請負業務）
自動車部品が海外から入荷した際に、以
下の作業を行います。
１入荷時の荷物の状態をデジカメで撮影
２荷物を降ろした後の状態もデジカメで
撮影
３指定の報告書フォーマットへ写真を添

正社員以外 株式会社　ワークス
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時30分～17時30分

時給 営業事務経験（優
遇）155,520円～159,570円

静岡県袋井市川井８６５－４

27

営業事務 ・社内営業担当からの問い合わせ対応。
・受注処理など売上管理に関わる業務。
・書類整理・
・電話・来客対応。
・一部庶務的業務。

正社員以外 株式会社　あらた　中部支社　静岡センター
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給

180,000円～220,000円

静岡県袋井市川井１３４０－１
ドコモショップ　袋井店（当社店
舗）

月給

220,000円～220,000円
又は9時30分～19時30

静岡県磐田市宮之ー色８５７

28

（契）携帯販売受付
スタッフ／ドコモ
ショップ袋井店／袋
井市

ドコモショップ運営に関する様々な業務
に携わって頂きます。
・携帯電話販売や各種手続き、サービス
提案
・故障や操作のご相談対応
・販売促進のためのポップ作成、ディス
プレイ変更

正社員以外 変形（1ヶ月単位） ※高卒認定試験合格
済の中卒者も可

アイ・ティー・エックス　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

2/6



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: 0538-89-0015 従業員数 28人

年　　齢: 不問 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- 8958011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-43-7477 従業員数 5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- 9272411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0539-62-5656 従業員数 20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- 9285111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 0538-66-6525 従業員数 13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- 9273011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-21-4555 従業員数 10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- 9186311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-34-9000 従業員数 20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- 9301211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-423-1165 従業員数 90人

年　　齢: 64歳以下 休　　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

求人番号: 22020-25406911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 4時間

     TEL: 0538-39-3370 従業員数 90人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝 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: 22090- 9217911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間 介護職員初任者研修修了者

     TEL: 0538-34-1165 従業員数 92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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090- 9037511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 3時間

     TEL: 053-422-8787 従業員数 30人

年　　齢: 40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: 22020-24988811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-55-6255 従業員数 30人

年　　齢: 不問 休　　日： 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- 9333711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 4時間

     TEL: 0538-85-4815 従業員数 25人

年　　齢: 64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 なし

求人番号: 22090- 9086511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     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: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 9295811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 5時間

     TEL: 0538-43-4678 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 あり

求人番号: 22090- 9327211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

29

営業 ・当社製品の取扱を勧める為、スーパー
等を訪問して商品説明をし　て営業活動
をする。

・既存顧客を訪問してさらなる販売量の
拡大を図る。
・新規の顧客の開拓活動をする。

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

月給

250,000円～350,000円

静岡県周智郡森町一宮３８４３－７

30

リフォーム営業 当社のお客様を中心に、保守、メンテナ
ンス関連の営業が
主な仕事になります。

・客先への訪問、状況把握、顧客管理
・社内での打合せ（チームでの協力体制
があります）

正社員 株式会社　ビルドマルメイ
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

214,000円～356,000円

静岡県磐田市合代島１２１２　新平山工業団地内

32

営業 （主な仕事の内容）

・楽器店へのルートセールス

・得意先の債権管理業務

・海外からの入荷ピアノのデバン作業及

正社員 東洋ピアノ製造　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～245,000円

静岡県袋井市高尾町２３－１

31

営業職 一般住宅の資材の営業です。木材、建
材、サッシなどの営業をする仕事です。
主な取引先は地元の大工、社寺や屋台作
りをしている方も居ます。
木が好き、お祭りが好きな人は木の香り
に触れ、屋台作りを宮大工さんと一緒に
することが出来ます。

正社員 株式会社　カワイ
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時30分

月給 (2)10時30分～19時30

158,000円～158,000円 (3)16時00分～8時00分
又は17時00分～9時00

静岡県磐田市高木１８１８

33

介護職員（有料老人
ホーム）／袋井市下
山梨

有料老人ホームでの介護のお仕事をして
いただきます。
・日常生活の介護（食事、排泄、更衣な
ど）
・居室の清掃
・衣類の洗濯
・その他付随する業務

正社員 交替制あり 株式会社　アセンブルリビング
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給

200,000円～270,000円

静岡県磐田市上新屋４８３ー１

35

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、レクリエーション計
画の作成等が主な仕事内容。
ご利用者の立場に立ち、ニーズを把握し
て、その方個々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)7時00分～16時00分

216,200円～251,000円 (3)11時00分～20時00

静岡県袋井市下山梨２００６－５

34

介護職員（ヘル
パー）

＊定員９名×３ユニット＝２７名の老人
介護
（グループホーム）において

・入浴の介助
・散歩の介助
・排泄の介助

正社員 交替制あり 有限会社　政経
　グループホーム　豊田長藤の家雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 デイサービスでの介
護業務経験149,300円～238,500円

静岡県磐田市東原２０７－１
【豊田一空園】

36

豊田ゆうあいの里デ
イサービス　介護職
員

豊田ゆうあいの里デイサービス　介護職
員の募集です。

〇送迎、入浴、ご利用中の必要な介助全
般
〇デイサービスのご利用者様、ご家族様
からの相談を通して、

正社員 社会福祉法人　遠州中央福祉会
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00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

静岡県磐田市鮫島１８０４－１

38

工場社員・工場長候
補（浜松～磐田）

浜松市内～袋井市内にある工場にて、ク
リーニングの仕分け、洗浄、仕上げなど
をしていただきます。
まれに集配を手伝うことがあります。

　勤務場所はご希望を考慮の上応相談
（ＨＷ検索機「静止画」に所在地一覧あ

正社員 変形（1年単位） 株式会社　浜松白洋舎
雇用期間の定めなし (1)6時00分～14時00分

月給

177,000円～219,000円

静岡県磐田市下万能７００

37

ケアマネジャー （主な仕事の内容）

・ご入居者・ご利用者のケアプラン作成
・レクリエーション等の企画・運営補助
・ご入居者の生活支援
・ご家族等の連絡調整業務
・カンファレンス　　他

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10分～17時10分

時給

168,200円～168,200円

静岡県浜松市東区原島町５６９－１
【原島、入野、於呂（浜北）、北島
（磐田）工場のいずれか】

39

調理師 ０歳児～５歳児の定員１５０名の保育園
です。
・園児のための給食とおやつ作りのお仕
事です
・食材の下ごしらえや昼食づくり
・食器の洗浄や、調理場の清掃
・調理室の衛生状態確認　等

正社員以外 社会福祉法人　天竜厚生会　子育てセンターみなみしま
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)7時00分～16時00分

170,000円～250,000円 (3)6時30分～15時00分
又は5時30分～17時00

静岡県周智郡森町谷中２６０番１

41

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

時給 (2)5時00分～15時00分

163,875円～163,875円

静岡県磐田市南島１６４－１
　子育てセンターみなみしま

40

野菜の生産・販売
接客・発送受付

季節ごとに各種野菜の栽培作業です。
・種まき、苗の植え付け
・灌水
・除草、消毒
・野菜の収穫、選別、間引き
・箱詰め等の出荷業務
・直売所での販売業務

正社員以外 交替制あり 遠州森　鈴木農園　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 経験者優遇

262,400円～278,800円

静岡県袋井市初越１８８－１

42

鋳物工 鋳造業とは、工業機械の鋳物素材を作る
産業です。
やや特殊な部類ですが、難しい仕事では
ありません。
・枠に砂をつめて砂型を作る作業。
・鉄を溶かした湯を型に流しこむ作業
・砂型と木型をはなす作業。

正社員 株式会社　今村鋳造所
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時10分

月給

170,000円～270,000円

静岡県袋井市国本１２８８－１
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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: 0538-35-1425 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- 9297511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 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- 9298411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 0538-67-1880 従業員数 67人

年　　齢: 44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- 9192411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 0538-67-1880 従業員数 67人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 プレス機械作業主任
者

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり 玉掛技能者

求人番号: 22090- 9076811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間 フォークリフト運転技能者

     TEL: 0538-35-6617 従業員数 98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- 9082111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 054-266-7511 従業員数 9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： その他 時間外 あり

求人番号: 22010-29072211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 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: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22020-25374611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-55-5221 従業員数 49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: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090- 9143311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 0538-66-1816 従業員数 38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- 9296211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 6時間

     TEL: 0538-32-5204 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝 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 なし

求人番号: 22090- 9369811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-55-6750 従業員数 42人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 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- 9149211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-30-2111 従業員数 99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： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 9324111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 0538-39-2280 従業員数 6人

年　　齢: 不問 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- 9182211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0547-35-5109 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 なし

求人番号: 22080- 3373211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県磐田市東名６４

44

面取り・バリ取り （主な仕事の内容）

・金属部品加工において、フライス、旋
盤加工後の面取り、
　バリ取りを行います。　

・図面を見て必要な箇所を面取り・バリ

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 過去にものづくりに
従事していること。178,000円～208,000円43

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

300,000円～400,000円

静岡県磐田市東名６４

45

金型技術 当社で使用する金属プレス金型の手配を
行います。
（１）プレス金型見積りの作成
　　　（部品図面より工程分析を行い、
見積りを作成）
（２）プレス金型工程計画図面の作成
　　　（３次元ＣＡＤ／成型シミュレー

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

月給 過去にものづくりに
従事していること。173,000円～203,000円

静岡県磐田市南平松５番地

47

プレス工 　輸送用機械器具部品（オートバイ部品
の中小物）のプレス加工のお仕事をして
いただきます。
仕事内容は、単発プレス・順送プレスで
す。

・プレス加工

正社員 変形（1年単位） 株式会社　丸武部品
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 順送プレス及びプレ
ス間ロボット経験。180,000円～230,000円

静岡県磐田市南平松５番地

46

プレス機械オぺレ－
ター

金属プレス機を操作しての自動車・オー
トバイの部品加工が
主な仕事です。

未経験の方も大歓迎です。経験者は優遇
します。
身体負担が少なく、どなたでも出来る簡

正社員 変形（1年単位） 株式会社　タニコー
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 自動車板金塗装の業
務経験230,000円～400,000円

静岡県磐田市前野２７７０

48

自動車板金・塗装／
静岡県中遠地域　【
急募　】

●自動車の鈑金塗装業務全般（★営業活
動は有りません）　
・依頼を受けた大手自動車ディーラー店
舗へ行き、ディーラー店舗　作業場にて
「板金塗装」を行って頂きます。　
・下処理から塗装、磨きまで一人で行っ
ていただきます。

正社員 変形（1年単位） 株式会社　北関東クリーン社　静岡支店
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

180,000円～300,000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。

50

生産スタッフ 有機工業薬品の製造
・化学薬品を計量し、装置に仕込み、合
成反応を行う。
・合成反応した物質を装置により取り出
す。
・化学薬品はフォークリフト等を使用し
て運搬する。

正社員以外 株式会社　三宝化学研究所　静岡工場
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

時給 (2)17時00分～1時35分

196,950円～196,950円 (3)6時30分～15時00分

静岡県掛川市、袋井市、磐田市

49

エンジン部品の加
工・組立・検査（交
替制）（磐田市）

（派遣業務）
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
す。
検査や組立の業務もあります。

◎事前に職場見学も可能です。

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)6時30分～15時20分

月給

162,100円～228,100円

静岡県磐田市塩新田字荒浜５８２－１４

51

製造スタッフ（箱詰
め・検品等）

マロニー（はるさめ）の製造業務のお仕
事になります。

（主な仕事の内容）

（１）マロニーの製造にかかわる作業
（２）マロニー麺の箱詰めと検品

正社員 マロニー　株式会社　浜松工場
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 化学工場勤務経験者
（優遇）203,500円～203,500円

静岡県磐田市加茂１２２５－１

53

製造 フスマ、ドアの芯材カット・組立と仕上
げ・検品作業の

お仕事になります。

正社員 変形（1年単位） 有限会社　静岡フスマ商会
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給 機械操作可能な方優
遇172,800円～207,360円

静岡県磐田市松本２００－１

52

乾燥木材製品の加工
およびリフト作業

・住宅用部材を製材機モルダーギャング
へ木材寸法
　４．００　ｍの薄板を投入。

・製材機から出てくる製品は細かなもの
で片手で持つことの
　出来る大きさの物でそれを選別作業を

正社員以外 西垣林業　株式会社　浜松工場
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～15時45分

月給 (2)18時00分～2時40分

153,240円～203,980円

静岡県磐田市福田５４９５－６

54

自動車用樹脂製品の
組立

自動車用エアフィルターおよび各種自動
車部品の組立、検査、梱包作業のお仕事
です。

＜主な仕事内容＞
・振動溶着機および組立冶具を使ってプ
ラスチック製品を組み立てます。

正社員以外 交替制あり 和興フィルタテクノロジー　株式会社　静岡事業所　第二工場
雇用期間の定めなし (1)8時20分～17時00分

月給

225,000円～225,000円

静岡県磐田市下太３４１

56

（派）小型船外機の
組立作業

＊小型船外機（決められている箇所）
に、電動ドライバーで

　ネジ付けを行う作業です。

※立ち仕事となります。


有期雇用派遣労働者 アイワークシステムズ　株式会社　静岡支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)7時50分～17時00分

時給

184,800円～184,800円

静岡県袋井市浅名２１３４－８０

55

（派）プラスチック
製品の製造および検
査

４輪および２輪用のプラスチック部品の
簡単な

製造および検査のお仕事になります。


＊ライン作業ではありません。

無期雇用派遣労働者 株式会社　エスアイプランナー
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

静岡県袋井市横井１１０－１
コーチ株式会社　コーチ袋井ＭＥ

時給 電動ドライバー経験
者200,736円～200,736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: 0538-23-2000 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: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 9348611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 0538-38-2228 従業員数 51人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝他 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- 9212511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 5時間

     TEL: 0538-39-2280 従業員数 1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- 9184411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0538-67-1880 従業員数 67人

年　　齢: 59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- 9188911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 054-266-7511 従業員数 12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: 22010-29084311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-82-0513 従業員数 7人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 二級自動車整備士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 大型自動車免許

求人番号: 22090- 9220511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 15時間 フォークリフト運転技能者

     TEL: 0538-86-4497 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 自動二輪車免許 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし 自動車整備士（二輪）

求人番号: 22090- 9216611 各種保険： 雇用・労災 月平均 危険物取扱者（乙種）

     TEL: 0538-21-3920 従業員数 55人

年　　齢: 18歳～40歳 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: 22090- 9265011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 053-525-8333 従業員数 20人

年　　齢: 64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 あり

求人番号: 22020-25576311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 053-459-5656 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22020-25385711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 053-459-5656 従業員数 1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 あり

求人番号: 22020-25391911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 053-472-5191 従業員数 117人

年　　齢: 18歳～64歳 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: 22020-25282511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 27時間

     TEL: 0538-34-0190 従業員数 4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- 9283611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 054-369-1170 従業員数 21人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 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: 22040- 8301311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間 玉掛技能者

月給 ・ガス溶接経験者
・冷凍サイクル業務
経験者

201,500円～286,000円57

技能職（工場生産作
業）

業務用冷凍・冷蔵・空調機器組立工
・部材の組立・組付け作業

一般機械器具検査工
・生産品のチェック・試験

ろう付工、はんだ付工

正社員 変形（1年単位） 静岡製機　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時20分～17時05分

静岡県磐田市匂坂中１６００－１１

59

（派）船外機の組立
て

船外機の部品組立てのお仕事になりま
す。

手の平サイズの部品を組み立てていきま
す。



無期雇用派遣労働者 株式会社　エスアイプランナー
雇用期間の定めなし (1)7時50分～17時00分

月給

170,000円～200,000円

静岡県袋井市諸井１３００番地　浅羽工場

58

部品の組立 電子部品の組立、ハンダ付けのお仕事に
なります。

（主な仕事内容）
・電源機器の製造に関わる作業
・高圧組立、ハンダ付け


正社員 アポロ電気　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 設備（機械）メンテ
ナンス230,000円～350,000円

静岡県袋井市横井１１０－１

60

設備保全 自動車部品生産設備の機械（主にプレス
機）を安全に

動かすために点検や修理を行う仕事にな
ります。

機械設備のメンテナンスが主になりま

正社員 変形（1年単位） 株式会社　タニコー
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給

184,800円～184,800円

静岡県掛川市、袋井市、磐田市

62

整備士／袋井整備工
場

車両整備に係る業務全般のお仕事になり
ます。

（主な仕事の内容）
・法定点検
　トラック・乗用車の車検整備
・修理

正社員 変形（1ヶ月単位） 遠州トラック　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～290,000円

静岡県磐田市南平松５番地

61

自動車ボディーコー
ティング／静岡県中
遠地域　【急募】

●自動車のコーティング業務全般
・取引先の大手自動車ディーラー店舗へ
出向き、「コーティング」　業務を行
う。
・エリアは、掛川、袋井、磐田市とその
近隣地域です。
・勤務は自宅から直行・直帰を基本と

正社員 変形（1年単位） 株式会社　北関東クリーン社　静岡支店
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 エンジンの分解・組
立ての経験がある144,000円～144,000円

静岡県袋井市木原１８
袋井整備工場

63

自動二輪車エンジン
整備工

エンジン分解、部品洗浄、エンジン組立
て、各部調整、
梱包・発送。

エンジン部品製作、電装部品製作、エク
セルを使った
データ整理、納品書発行と発送業務。

正社員 ＳＵＳ４４１
雇用期間の定めなし (1)10時00分～17時30

月給 整備経験者優遇

250,000円～300,000円

静岡県磐田市中泉２２８０－２

65

シートベルト接続部
の部分選別・検査・
梱包（磐田市）

（請負業務）
・シートベルトの接続部分（バックル）
の選別、検査、梱包をする
　作業
・部品の変形、バリ取り等の検査
・プラスチックの箱へ完成品を入れま
す。

正社員 三友ホールディングス株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)6時30分～15時30分

205,000円～254,000円 (3)18時30分～1時30分

静岡県磐田市大中瀬８５８

64

ラインでの加工・修
正・完成検査

正社員（無期雇用）採用　安定した職場
です

（主な仕事の内容）
★製造ラインでのオペレーター業務
★キズや凹みなどないか製品のチェック
業務

正社員 交替制あり 株式会社　グリーンテック　磐田営業所
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給

191,360円～191,360円

静岡県磐田市上新屋７４８
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

自動車部品の目視検
査（袋井市山田）

（派遣業務）
成形機から１分間に１つプラスチック製
品が出てきます。　
その製品の目視検査を行います。
検査は目視で行って頂きね汚れや傷を確
認する作業になります。
どなたでも出来る簡単なお仕事です。

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00分～17時00分

時給

166,005円～205,530円

静岡県袋井市新池１１０７
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。

68

タクシー乗務員（磐
田営業所）

「地域の困っている方を助け、当社を支
えてくださる地域の
皆様に公共交通機関として恩返しをす
る」誇りの持てる仕事
です。
＊タクシー専用カーナビ全車搭載、全車
オートマチック

正社員 変形（1ヶ月単位） 遠鉄タクシー　株式会社
雇用期間の定めなし (1)7時00分～14時00分

時給

188,600円～188,600円

静岡県袋井市山田８８５－１
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。

67

浴槽の検査・加工と
部品の組付け業務
（袋井市）

（派遣業務）
浴槽の検査・加工と部品の組付け業務を
行って頂きます。
小規模グループでの作業です。
ライン作業ではありません。
浴槽で使用される３５ｃｍ程度のパネル
の目視検査です。

有期雇用派遣労働者 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

日給

229,600円～354,000円
又は8時00分～7時59分

静岡県磐田市鳥之瀬１４４－２
【磐田営業所】

69

大型運転手（県内～
関西）

一般雑貨の運搬業務
・食料、家電製品の輸送です。
・パレットでのリフトを使った積込み、
手積みの両方が
　あります。
・運搬先は静岡県内～関西方面となりま
す。

正社員 遠州協同運輸倉庫　有限会社
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～20時00分

180,000円～180,000円 (3)9時30分～0時30分

静岡県磐田市南平松１－３

月給

273,000円～315,000円
又は5時00分～18時00

静岡県磐田市岩井２３８２－３

70

資格取得支援あり／
正社員／３ｔユニッ
クドライバー／磐田
市

★☆業績好調のためトラック増車！☆★

大手建築メーカーの資材を運搬する仕事
です。
１日の仕事の流れは、３ｔユニック車で
建築メーカーに行き建築資材を積載し、
建築現場まで運搬及び納品します。

正社員 変形（1年単位） 徳三運輸倉庫　株式会社
雇用期間の定めなし
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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: 03-6854-1411 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 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 ８トン限定中型自動車免許

求人番号: 13010- 4961812 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 053-545-4016 従業員数 49人

年　　齢: 69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: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22020-25230711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 053-444-5505 従業員数 39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: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22020-25465711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-67-1880 従業員数 67人

年　　齢: 44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- 9194311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 06-4964-1651 従業員数 1人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝他 第二種電気工事士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり ２級ボイラー技士

求人番号: 27010-57925811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間 危険物取扱者（乙種）

     TEL: 0538-58-1211 従業員数 6人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 準中型自動車免許 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- 9339311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 0538-86-6164 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 準中型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 9190211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-32-6445 従業員数 11人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 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- 9319211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-38-3166 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- 9215311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0539-62-5656 従業員数 20人

年　　齢: 30歳以下 休　　日： 日祝他 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： その他 時間外 なし

求人番号: 22090- 9288211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-67-1880 従業員数 67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

求人番号: 22090- 9151311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 0538-89-0015 従業員数 28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- 8961711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

71

陸送ドライバー（袋
井営業所）

レンタカー（ダンプ・トラック等）の陸
送や、建設現場などで使用するレンタル
機械の配送業務が主な仕事です。
また、レンタル商品の整備補助及び洗
車、整理整頓等、営業所施設の清掃もし
ていただきます。
未経験の方も歓迎しています。

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　アクティオ
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)12時00分～21時00

207,360円～207,360円
又は7時00分～21時00

静岡県袋井市山科２５０８－１
当社　袋井営業所

72

倉庫内のフォークリ
フト作業

倉庫内でのフォークリフト作業のお仕事
です。
フォークリフトにて自動車部品の積載パ
レット移動や
仕分け作業をお願いします。
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

時給

168,000円～218,400円

静岡県磐田市駒場７１１０
翔運輸（株）内（株）ワークス作業
所

74

営業 自動車部品（金属プレス品）の受注に関
わる営業の
お仕事になります。

（主な仕事の内容）
・客先訪問　商談
・見積書作成業務

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

時給

172,144円～206,573円

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

73

リフト作業者（契約
社員）（磐田市）

（請負業務）
デバンニング作業がメインです。
自動車用部品の入出荷作業
トラックの荷台からフォークリフトを使
い製品を取り出し、保管場所へ置く。
出荷する場合は保管場所からトラックへ
運ぶ。

正社員以外 株式会社　ワークス
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時30分～17時30分

月給 ビル管理経験。３ヶ
月の引継ぎ期間を経
て、１人現場となり

240,000円～260,000円

静岡県磐田市南平松５番地

75

設備管理（静岡県磐
田市）

管理物件の建物総合管理

・顧客管理
・緊急対応
・ビル施設の電気設備、空調換気設備の
管理　　他

正社員 大林ファシリティーズ　株式会社　大阪支店
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

230,000円～300,000円

静岡県磐田市福田２６１－２

77

現場作業員
【建設・建築】

・主に型枠組立作業やコンクリート打設
といった、今そこに無い所に構造物を
造ってカタチにしていく工事が中心で
す。
・工事現場は主に静岡県西部地区です。
・工事現場までは当社の車両にて乗り合
わせで行くようになります

正社員 株式会社　ＳＥＩＫＥＮ
雇用期間の定めなし (1)7時30分～17時30分

月給 屋外作業経験があれ
ば尚可
その他工事経験者を

230,000円～430,000円

静岡県磐田市新貝２５００

76

エクステリア施工／
技術職

エクステリアの配送から施工、工事にな
ります。
　・物置をメインに十能粉、ガレージ、
倉庫などの組立作業
　・組立、設置作業に伴う基礎工事及び
外構工事　など
配送から組立・設置などの工事を一貫し

正社員 変形（1年単位） フジ産業　株式会社　浜松事業所
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 ４ｔ車以上の運転業
務経験者280,000円～300,000円

静岡県磐田市寺谷４９３

78

ドライバー（４ｔ） 掛川市、御前崎市内の集配業務で、日用
品全般から工場用のドラム缶や一斗缶な
ど各種の配送物を扱います。
・４ｔ車を運転し、１日３０件程回りま
す。
・１日の取扱量は５～８ｔ位です。
・荷物はフォークリフトまた手積み、手

正社員 有限会社　丸仁運送
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

日給 土木経験者
型枠経験があれば尚
良

172,800円～432,000円

静岡県磐田市大久保８９１－８７

80

配送 ・一般住宅用資材のルート納品を行いま
す。

・材木、建材、サッシの配送ですが未経
験者でも応募可能です。

　　（４ｔ車使用・県西部地区）

正社員 株式会社　カワイ
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時30分

月給 (2)8時30分～12時00分

180,000円～220,000円

静岡県磐田市見付４６９－２

79

配送員 ・塗料、塗料機器の顧客先への配達
・商品の積み下ろしは人力作業です。
・配達地域：磐田市、袋井市、森町、浜
松の範囲
・配達に使用する車はホンダＮバンで
す。

正社員 変形（1年単位） 有限会社　ヒカリ塗料
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

180,000円～200,000円

静岡県磐田市合代島１２１２　新平山工業団地内

81

出荷管理 ・部品の数量を揃え出荷準備を行いま
す。

・フォークリフト操作あり（カウンター
及びリーチ）

・フォークリフトの種類は相談に応じま

正社員 変形（1年単位） 株式会社　タニコー
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

158,550円～158,550円

静岡県周智郡森町飯田２１０２－１
　久米吉倉庫

月給

205,000円～303,000円

静岡県磐田市南平松５番地

82

倉庫管理及びピッキ
ング

（主な仕事の内容）

・倉庫の在庫管理、出庫、入庫管理
・発注（注文）に対し、商品を仕分け荷
出しする。
・倉庫内の掃除、商品のならべ変え
・ダンボールにつめる作業

正社員 株式会社　久米吉
雇用期間の定めなし (1)10時00分～19時00
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