
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 0538-34-1114 従業員数 3人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝 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- 9408511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-922-1211 従業員数 5人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 測量士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり １級土木施工管理技士

求人番号: 22030-10550311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 27時間

     TEL: 053-453-5111 従業員数 4,948人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 他 薬剤師 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: 22020-26400511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 6時間

     TEL: 0538-48-5050 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 水土日祝他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090- 9385811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 053-488-8866 従業員数 60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: 22020-26394911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 5時間

     TEL: 0538-37-1011 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 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- 9423211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 7時間

     TEL: 0538-38-2145 従業員数 137人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 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- 9456711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 1時間

     TEL: 0538-42-7914 従業員数 9人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝 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- 9419311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-58-2550 従業員数 74人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日 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: 22090- 9449811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 1時間

     TEL: 0538-58-1211 従業員数 6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- 9382911 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: 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: 22090- 9388411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 25時間

     TEL: 054-637-3711 従業員数 12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: 22120- 9222411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-38-3176 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： なし 時間外 なし

求人番号: 22090- 9395511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県磐田市高見丘５１５
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営業事務 伝票の記入、書類や文書の整理や保管な
どの事務及び
取引業者対応を行っていただきます。　

（主な仕事の内容）

・電話応対

正社員 変形（1年単位） 有限会社　池上産棄クリーン
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

東海ステップ　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 産業廃棄物取扱経験
者230,000円～230,000円

静岡県磐田市岩井１９０７－２１１
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月給 経理事務経験者優遇

170,000円～200,000円

一般事務（磐田営業
所）

・電話・来客対応
・ＰＣ入力
・一般事務
・経理事務
・入出金業務（銀行等）
・その他、雑務、清掃等


正社員 変形（1年単位）

月給

168,800円～168,800円

静岡県磐田市福田２６１－２
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事務員（準社員） ・電話対応、来客応対
　電話によるお客様からの様々な問い合
わせに対応します。

・送り状等の伝票入力
　送り状などに記載されている情報をパ
ソコンに入力したり、

正社員以外 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)9時00分～18時00分

静岡県袋井市山科字池ノ谷２８９９

月給 小売業、サービス
業、営業事務、一般
事務の経験者は優遇

180,000円～220,000円

静岡県磐田市一色２６番地
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展示場アシスタント
及び営業事務

物置を中心にエクステリア関連の小売、
卸売、施工などを
一貫して行っている会社です。

事業所併設の展示場にご来場頂くお客様
に対し、営業の
アシストや接客対応、電話対応などを

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)9時00分～18時00分

月給 新規開設にかかる準
備及び管理業務もあ
るため、居宅介護支

250,000円～300,000円

静岡県袋井市高尾７８３－４

9

介護支援専門員（ケ
アマネジャー）

居宅介護支援事業所新規立ち上げの準
備、開設後は事業所の

管理者兼ケアマネジャーとして働いてい
ただきます。

当面は一人ケアマネとして働いていただ

正社員 医療法人社団　木野記念会　於保老健センター
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時30分

月給

187,666円～187,666円

静岡県磐田市大久保５２２－１
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居宅介護支援専門員
（ケアプランの作成
等）／正社員

袋井市社会福祉協議会が運営する居宅介
護支援事業所

又は地域包括支援センターで、居宅介護
計画や介護予防

サービス等を受けるためのケアプランの

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

時給 管理栄養士としての
業務経験があれば尚
可ですが、無くても

198,256円～198,256円

静岡県磐田市安久路２－２２－３５
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管理栄養士 （主な仕事の内容）
・献立チェック
・栄養ケアマネイジメント等
・栄養や口腔ケアに関する介護保険加算
の為の業務
・給食会議・委員会・カンファレンス出
席

正社員以外 社会福祉法人　遠江厚生園
　特別養護老人ホーム　遠州の園雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時10分～17時10分

月給 (2)8時40分～17時00分

200,000円～250,000円

静岡県磐田市見付２３５－１０
【ラクラス見付】

6

歯科衛生士 歯科衛生士のお仕事です。

（主なお仕事内容）
・医科医師のアシスタント
・歯科衛生士としてスケーリング
・歯科衛生指導　
・器具の準備、片付け、清掃などを担当

正社員 医療法人社団　北島歯科医院
雇用期間の定めなし (1)8時40分～17時40分

月給 (2)9時00分～18時00分 看護業務経験者（年
数不問、介護現場以
外の経験可）

226,000円～283,000円

静岡県袋井市上山梨１－３－４

5

遠鉄ラクラス（有料
老人ホーム）の看護
職員（ラクラス見
付）

有料老人ホームの看護・介護業務を行い
ます
【業務内容】
・ご利用者の健康管理、内服管理、創傷
の処置
・食事、入浴、排せつなどの介助、介護
記録の作成

正社員 裁量 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 (2)9時00分～18時00分

240,000円～240,000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）

4

正看護師 ＊内視鏡専門クリニックでの看護業務に
従事していただきます。

・内視鏡検査・介助・看護
・内視鏡器具等の洗浄、消毒
・洗濯、清掃
・診療介助、採血、点滴

正社員 変形（1ヶ月単位） 月見の里・消化器内視鏡クリニック
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時30分

月給

331,280円～392,280円
又は8時30分～22時00

静岡県磐田市国府台８－３
西部支店

3

薬剤師職（正社員）
（磐田市・袋井市・
掛川市）

＜調剤業務＞
処方箋の受付、調剤、投薬、服薬指導、
薬歴管理などを
主に行っていただきます。

薬剤師・調剤事務員などで複数人員体制
をとっています。

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 実務経験

336,000円～396,000円

静岡県磐田市大原１４１１

2

測量士・土木設計補
助

建設コンサルタントの測量・設計スタッ
フの募集です。
主に、測量士としての測量のお仕事で
す。
設計業務は、技術士やＲＣＣＭ資格者の
補助として覚えて頂きます。


正社員 変形（1年単位） 伸東測量設計株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時15分

月給 (2)14時30分～18時00 医療事務の資格

150,000円～160,000円

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

病院事務 ・受付
・レセプト、コンピューターへの入力
・病院内の掃除等

正社員 おおわら内科
雇用期間の定めなし (1)8時30分～12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） 
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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: 0538-21-5677 従業員数 2人

年　　齢: 44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 なし

求人番号: 22090- 9397011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0539-62-2300 従業員数 80人

年　　齢: 40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- 9398311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 11時間

     TEL: 0538-32-6181 従業員数 49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: 22090- 9371011 各種保険： 公災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-85-0505 従業員数 24人

年　　齢: 35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- 9468411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 16時間

     TEL: 0538-48-6228 従業員数 64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- 9464711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-43-1951 従業員数 21人

年　　齢: 不問 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- 9457811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 5時間

     TEL: 053-453-5111 従業員数 4,948人

年　　齢: 18歳～40歳 休　　日： 他 登録販売者（一般医
薬品）

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: 22020-26152711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0572-20-0805 従業員数 81人

年　　齢: 59歳以下 休　　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: 21030-15241711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 23時間

     TEL: 0587-32-1514 従業員数 5人

年　　齢: 44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: 23060-13065711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 30時間

     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: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090- 9433511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-6864-1833 従業員数 17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: 13040-12852912 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 0538-66-3337 従業員数 30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- 9474211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 053-444-1211 従業員数 7人

年　　齢: 64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: 22020-26287311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 5時間

     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- 9378211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

静岡県磐田市福田２６１－２

月給 建設業界、エクステ
リア関係の営業経験
者は優遇します。

199,000円～275,000円

静岡県磐田市福田中島１０６－４
【磐田営業所】
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ルートセールス等
営業職

・物置をメインに収納庫、ガレージ、倉
庫などを扱っています。
・ガーデンテラス、ウッドデッキ、カー
ポートなどのご提案を
　デザイン事務所、エクステリア販売
店、設計事務所、ホームセンターなどに
行います。

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)8時00分～17時00分

月給 経験者優遇

200,000円～290,000円
又は8時00分～17時00

静岡県磐田市竜洋稗原６０３

26

営業（プロパンガス
の営業・販売・簡易
工事）（磐田営業
所）

弊社顧客２６００戸程度に対しプロパン
ガスの営業を行っていただきます。（磐
田エリア）業務内容は、顧客フォロー、
販売、設備の修理や簡単な工事、新規顧
客開拓。
経験者優遇します。未経験者も歓迎いた
します。

正社員 変形（1年単位） 浜松液化ガス　株式会社
雇用期間の定めなし

月給 営業経験３年以上
商社での経験がある
と尚可

290,000円～370,000円

静岡県袋井市春岡１２１８－１５
当社　袋井営業所

25

営業職 銅をはじめ、ステンレス、アルミなどの
非鉄金属の仕入れ・販売業務を担当して
いただきます。

自動車や家電などの製造メーカーから金
属類を買取り、加工後に素材となった非
鉄金属を販売するお仕事がメインとなり

正社員 株式会社　野末商店
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時10分

月給

186,000円～278,600円

静岡県磐田市見付５９９３－２

24

ＬＰガスの直販営業
／袋井営業所（袋井
市）

ＬＰガス、ガス機器等の一般消費者向け営業、顧客管理正社員 変形（1年単位） 三愛オブリガス東日本　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時45分～17時30分

月給

242,000円～242,000円

静岡県磐田市国府台７１－２
当社　酒ゃビック磐田店

23

営業スタッフ 病院、医院、薬局等を訪問し、医薬品購
入責任者へ営業
および情報提供をする仕事です。
（主な仕事の内容）
・医薬品や情報はジェネリック医薬品を
専門に提供します。
・既存店の訪問を主にしていただきま

正社員 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

190,000円～270,000円
又は9時00分～21時00

静岡県袋井市高尾３０００番地

22

酒ゃビック磐田店店
舗運営スタッフ

・お客様応対、商品知識の習得から始め
ます。
　その後、売場（ウィスキー・リキュー
ル・日本酒・焼酎・ワイン　等の各コー
ナー）を担当。
　そこで自分なりのアイデアを活かしつ
つより良い売り場づくりに　挑戦して下

正社員 交替制あり 藤桂京伊　株式会社
雇用期間の定めなし

月給 (2)12時00分～21時00 小売業・飲食業に
て、精肉・鮮魚・青
果部門勤務及び取り

212,000円～318,000円 (3)9時00分～18時00分

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

総合職 ・地域密着の食品スーパーマーケットで
の接客、販売のお仕事です
・商品の陳列、加工や売場作りを通じ
て、様々な知識・技術が身に
　付きます。入社時研修、ＯＪＴ、部門
別研修など、充実した
　研修体制でスキルアップが出来、やり

正社員 交替制あり 株式会社　バローホールディングス
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給

213,400円～268,400円
又は6時45分～22時30

静岡県袋井市村松１７７１－８

20

総合職（正社員）
（磐田市・袋井市・
掛川市）

＜登録販売者資格をお持ちの方は、資格
を活かして働くことができます＞

・一般医薬品の販売だけではなく、ヘル
スケア、化粧品、
日用雑貨、食品等、店舗のマネジメント
にも携わります。

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

時給 ノギス経験

142,916円～150,438円

静岡県袋井市上山梨１ー７－６

19

品質保証係 製品検査（目視で外観、機能、寸法（ノ
ギス使用）検査）
出荷検査
データー処理（計測データ入力）

※２人体制（女性が活躍しています。）


正社員以外 静岡釜屋　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時30分～16時45分

月給

194,400円～205,200円

静岡県周智郡森町森１７５０

18

生産管理 自動車部品に関わる生産管理のお仕事で
す。

（主な仕事の内容）
・部品の進捗管理
・パソコンによる支給、売上伝票の発
行、管理

正社員 株式会社　大庭塗装工業所　袋井工場
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

163,000円～190,000円

静岡県磐田市見付３５９９－６　　　磐田地方合同庁舎内

17

事務員 １．受注から出荷までの一連の業務をお
願いします。
　生産管理システムを用いて、受注内容
を入力
　製作手配、納期の確認、納品書発行、
出荷の処理
　を行ってもらいます。

正社員 変形（1年単位） 有限会社　トキワエンジニアリング
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 パソコン（ワード・
エクセル）基本操作146,100円～247,600円

静岡県磐田市下神増１７３－３

16

育児休業代替職員／
雇用保険課

雇用保険課での適用窓口業務になりま
す。
　・雇用保険適用及び継続給付関係手続
書類の受付、審査及び入力　　処理（窓
口、郵便、電子申請分）
　・雇用保険適用及び継続給付関係手続
に係る窓口及び電話相談業　　務

正社員以外 静岡労働局　磐田公共職業安定所
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時30分～17時15分

月給

171,000円～209,000円

静岡県磐田市天竜１０４４－１

15

一般事務 総合工事会社での営業事務を担当してい
ただきます。

（主な仕事内容）
・メールのチェック
・受注、契約、顧客管理等の書類作成
（月間３０件程度）

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

時給

151,776円～151,776円14

一般事務 （主な仕事の内容）

・消耗品等の注文及び在庫管理
・伝票記入
・日報の打ち込み
・入門カードの手配と管理
・請求書作成、見積書作成

正社員 有限会社　寺田工業所
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

2/5



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 50人

年　　齢: 18歳～64歳 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 介護職員初任者研修修了者

求人番号: 22020-26395111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 5時間 介護職員実務者研修修了者

     TEL: 0538-49-4949 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 介護職員基礎研修修
了者

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし 介護職員初任者研修修了者

求人番号: 22090- 9381611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 介護福祉士

     TEL: 053-488-8866 従業員数 60人

年　　齢: 18歳～64歳 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 ホームヘルパー２級

求人番号: 22020-26398211 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: 0538-21-2012 従業員数 10人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 木祝他 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- 9442411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 24時間

     TEL: 0538-37-6070 従業員数 10人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 月他 美容師 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- 9443011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 053-584-2246 従業員数 4人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 調理師 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: 22022- 3571711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-584-2246 従業員数 6人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 調理師 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- 3572811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0120-129-073 従業員数 25人

年　　齢: 18歳以上 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: 13040-14122412 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0538-21-2012 従業員数 10人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 木祝他 トリマー 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- 9413711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-33-2670 従業員数 20人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 日 原動機付自転車免許 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- 9428611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 053-421-3161 従業員数 100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 あり

求人番号: 22020-26407711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 5時間

     TEL: 0538-23-2421 従業員数 86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: 22090- 9476411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 0538-31-8334 従業員数 16人

年　　齢: 18歳～50歳 休　　日： 土日 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- 9461611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 0538-43-5364 従業員数 23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- 9387511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

静岡県袋井市小山６４６

月給

190,000円～250,000円

静岡県磐田市東平松４５１

41

塗料調色製造 （主な仕事の内容）
・数種類の原料を調色タンクに入れるた
め、保管倉庫から
　作業場所に移動。

・タンクに入れた原料を、機械で撹拌
し、指定塗料を作る。

正社員 株式会社　ウチゲン　袋井
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 溶接、機械加工、入
力作業など180,000円～300,000円

静岡県袋井市西同笠９２１

40

金属加工全般 加工機器部品製品、半導体製造装置部品
作成、輸送用機器部品作成、医療用機器
製造装置部品作成

・溶断、切削、マシニング
・溶接、ＣＳ、Ｔｉｇなど。
・フライス、マシニング。

正社員 三興マシニア　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 ＮＣ旋盤加工、（マ
シニングセンター等
も可）

223,000円～305,000円

静岡県浜松市東区薬新町２４３
本社工場
静岡県磐田市草崎５５５
磐田工場

39

機械オペレーター 数値制御旋盤を用いた金属加工のお仕事
です。
＜入社当初＞
指導を受けながら機械起動、完成品の
チェック、完成品の洗浄、
機械清掃などからスタート


正社員 株式会社　早川製作所
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時10分

月給 プラスチック成形工
の経験者は優遇。
未経験者でも応募は

180,000円～280,000円

静岡県袋井市大谷

38

プラスチック製品の
成形工

自動車・オートバイ等のプラスチック部
品の射出成形に係る、
生産技術的作業。

１．射出成形機の操作（条件出し）
２．射出成形機からの製品取出し作業
３．製品の仕上げ作業

正社員 静岡軽粗材　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

日給

183,600円～216,000円

静岡県磐田市今之浦４－４－８

37

交通誘導警備員／袋
井市内

≪交通誘導の仕事になります。≫

・工事現場で車輌や歩行者を誘導してい
ただきます。
・日曜日、夜間警備はありません。

※未経験の方でも研修がありますので、

正社員以外 有限会社　ティア警備
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 (2)9時30分～18時30分

175,000円～280,000円

静岡県袋井市永楽町３００－１　（なか卯　袋井店）

36

トリマー 動物病院併設のペットサロンでのトリミ
ングのお仕事です。

・主に犬のシャンプー、カットをしてい
ただきます。
・トリミングの前後に獣医師が状態を
チェックしますので、

正社員 変形（1年単位） 株式会社　ぷりずむ　ひかりどうぶつ病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

251,000円～251,000円

静岡県磐田市中泉御殿７０３　　新都市病院

35

和風飲食店での深夜
帯契約社員／袋井店

和風牛丼とうどんの「なか卯」の夜時間
帯管理責任者です。
金銭管理やシフト作成もお任せします。

正社員以外 株式会社　なか卯
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)22時00分～8時00分

月給 (2)7時30分～16時30分

210,000円～300,000円

静岡県磐田市豊島１４２７
　あずみ苑　磐田

34

（請）調理師（磐田
市　新都市病院）

（請負業務）

就業時間帯により仕事内容が異なりま
す。

就業時間（１）は、病院内等の朝食及び
昼食の調理・

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)5時30分～14時30分

月給 (2)10時30分～19時30

210,000円～260,000円

静岡県磐田市三ケ野台３０－５

33

（請）調理師（磐田
市　あずみ苑磐田）

【請負業務】

調理師の仕事に携わっていただきます。
　あずみ苑磐田において、入所者、通所
者の
　朝・昼・夕食の　（各２０～３０食）
　・調理

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)6時00分～15時00分

月給

160,000円～200,000円

静岡県磐田市今之浦４－４－８

32

美容師／正社員 磐田にヘアサロン１店、浜松にトータル
ビューティーサロン１店があります。磐
田店ではスタイリスト後は、希望に合わ
せ、ｅｙｅ・ネイル・着付の技術を習得
できます。

・カット、カラー、パーマ、メイクアッ

正社員 美容系専門学校卒 有限会社　イグチ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 (2)9時30分～18時30分

175,000円～280,000円

静岡県磐田市見付２３５－１０
【ラクラス見付】

31

動物看護師 ・動物病院での犬や猫の診療を行うに当
たり、

　獣医師のフォローを　お願いします。


・各種検査の補助、検査結果のデータ入

正社員 変形（1年単位） 株式会社　ぷりずむ　ひかりどうぶつ病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)11時00分～20時00

185,000円～248,000円 (3)16時30分～9時30分

静岡県袋井市萱間９４４－１

30

遠鉄のラクラス見付
（ショートステイ）
の介護職員

遠州鉄道が運営する介護施設
（業務内容）
・食事、入浴、排せつなどの介助
・居室整備
・レクリエーションなどの企画・実施
・介護記録


正社員 変形（1ヶ月単位） 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)7時00分～16時00分

時給 (2)7時00分～16時00分

181,440円～181,440円 (3)11時00分～20時00

静岡県袋井市可睡の杜５１－７
【ラクラス可睡の杜】

29

介護職員
「介護」

・１ユニット９名で３ユニットあるアッ
トホームな施設の
　老人介護のお仕事です。

・入居者様と一緒に散歩や体操、レクリ
エーションをしたり、
　買い物の付き添い、食事の準備をして

正社員以外 交替制あり 医療法人社団　清怜会　グループホーム　紅葉の家
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 (2)11時00分～20時00

185,000円～248,000円 (3)16時30分～9時30分28

遠鉄ラクラス（有料
老人ホーム）介護職
員（可睡の杜）

遠州鉄道が運営する介護施設
（業務内容）
・食事、入浴、排せつなどの介助
・居室整備
・レクリエーションなどの企画・実施
・介護記録


正社員 変形（1ヶ月単位） 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)7時00分～16時00分

3/5



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: 0538-32-8669 従業員数 85人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22090- 9422811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 

     TEL: 0538-42-4191 従業員数 78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: 22090- 9377811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0547-35-5109 従業員数 12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: 22080- 3472411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-32-0341 従業員数 72人

年　　齢: 18歳以上 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: 22090- 9473811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 25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: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090- 9407211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-38-2242 従業員数 39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 なし

求人番号: 22090- 9475511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-23-2000 従業員数 193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- 9373611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 0538-55-3032 従業員数 11人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝他 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: 22090- 9470911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間 フォークリフト運転技能者

     TEL: 054-369-1170 従業員数 21人

年　　齢: 18歳～59歳 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- 8510411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-38-2628 従業員数 42人

年　　齢: 44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 運行管理者（貨物）

求人番号: 22090- 9416511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 40時間

     TEL: 0538-34-4624 従業員数 30人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 大型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090- 9420111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 40時間

     TEL: 0538-33-8015 従業員数 10人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 日他 車両系建設機械（基
礎工事用）運転技能

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 車両系建設機械（整地・運搬・積込用及び掘削用）運転技能者

求人番号: 22090- 9394211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 車両系建設機械（解体用）運転技能者

     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- 9469011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     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- 9389011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

静岡県磐田市福田２６１－２

月給 エクステリア施工経
験者208,000円～300,000円

静岡県磐田市福田２６１－２

55

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。
　・ガーデンテラス、ウッドデッキ、
カーポートなどの設置作業
　・物置をメインに収納庫、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

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 エクステリア施工経
験者208,000円～300,000円

静岡県磐田市緑ケ丘１－９

54

外構工事施工／技術
職

エクステリアの配送から施工、工事にな
ります。
（主な仕事の内容）
　・ガーデンテラス、ウッドデッキ、
カーポートなどの設置作業
　・物置をメインに収納庫、ガレージ、
倉庫などの組立作業

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 建設現場にて重機オ
ペレーター経験ある
方

330,000円～450,000円

静岡県磐田市豊田西之島３２５－１

53

重機オペレーター ・バックホー・ブルドーザーなど各種重
機の
　オペレーション業務をお願いします。

・土木作業及び重機オペレーションとし
て勤務して
　いただきます。

正社員 有限会社　第一建設
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)7時00分～16時00分 大型車の運転

178,370円～208,370円 (3)8時00分～17時00分
又は8時30分～17時30

静岡県磐田市向笠竹之内１２９４－５

52

大型運転手（積載
車）

＊８ｔ積載車（キャリアカー）による新
車・中古車の運搬

　業務に従事していただきます。

・運搬範囲は主に静岡県西部へ愛知県へ
の近距離輸送となります。

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)7時30分～16時30分

月給

300,000円～330,000円

静岡県磐田市南平松１－３　竜洋営業所

51

ドライバー ・生鶏集荷作業及び運転手
・輸送範囲は東海四県他になります。
・朝、養鶏場にて鶏を集荷し、会社で降
ろす仕事です。
・集荷のない時は、工場での作業ありま
す。
・ほぼ日帰り運行業務となります。

正社員 静岡県成鶏加工協同組合
雇用期間の定めなし (1)5時00分～14時00分

月給

260,000円～287,100円

静岡県磐田市福田中島１９３

50

未経験者歓迎！／正
社員／夜間配送４ｔ
ドライバー／磐田市

４ｔトラックで段ボール製品を配送する
業務です。
配送先は主に静岡県内で１日２～３便程
度の
配送を行って頂きます。
１日の仕事の流れはトラックにフォーク
リフトで

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 (1)1時00分～9時00分

月給 フォークリフト運転
経験199,000円～221,000円

静岡県袋井市諸井１３００番地　浅羽工場

49

４ｔトラック運転手 ４ｔトラックに乗務して精密機械などの
運搬をしていただくお仕事です。
※運送範囲は、県西部地区の近距離で、
得意先工場間の運搬です。
※荷物の積み込み、積み卸しはフォーク
リフトを使用します。


正社員 有限会社　一隆運送
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 ガス溶接経験
冷凍サイクル業務経
験

201,500円～286,000円

静岡県磐田市大久保５１７－２

48

技能職（アフター作
業　機械の修理作
業）

一般機械器具検査工
・故障判定

他に分類されない一般機械器具修理工
・故障品の修理

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

月給

153,000円～174,000円

静岡県磐田市富丘１４１－１

47

ワイヤーハーネスの
検査

ワイヤーハーネスの完成品を検査するお
仕事です。

・導通検査、機械検査、外観検査などを
行います。

・治具や拡大鏡などを使用して不具合品

正社員 東海ユニット　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

250,000円～450,000円

静岡県磐田市岩井２５００
　スズキ株式会社　磐田工場内

46

光学管理者 （１）光学計測機器の技術管理及びメン
テナンスなど

（２）精密機械ソフト管理、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 (2)15時25分～0時30分 現場の中間管理職経
験者は優遇160,000円～280,000円 (3)17時00分～2時05分

静岡県袋井市延久字高田２７０－１
ヤマトエスロン株式会社　静岡工場
内

45

（請）自動車部品組
み付け／磐田

スズキ株式会社　磐田工場内で、当社が
請負っている自動車部品を組み付ける仕
事をしていただきます。
・一部ライン作業になります。
・立ち仕事です。


正社員 交替制あり 株式会社　ケーオー工業
雇用期間の定めなし (1)6時30分～15時35分

時給

174,720円～174,720円

静岡県袋井市国本１１５７－１

44

（派）プラスチック
製品の製造及び目視
検査

＊日常生活に使用するプラスチック製品
（完成品）の目視検査等の
　
　お仕事です。

＊立ち仕事・座り仕事とあります。


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)8時30分～17時30分

時給

168,000円～168,000円

静岡県磐田市加茂７２５－２

43

製造職 （主な仕事内容）

・段ボール製品の検品作業
・裁断後の断面ヒゲの取り除き作業　
・手作業でのダンボール製造
・スッテッチ打ち


正社員以外 日本紙工業　株式会社　袋井工場
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

176,800円～194,080円42

縫製工（自動車用座
席シート）

（仕事内容）

・自動車用シート（布やレザー製品）を
工業用ミシンで縫製する
　お仕事です。

※縫製の経験が無くても、研修が最初に

正社員以外 平野ビニール工業　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分
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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: 0538-42-5201 従業員数 15人

年　　齢: 21歳以下 休　　日： 土日他 大型自動車免許 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- 9453611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 60時間

     TEL: 053-413-2781 従業員数 50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: 22020-26481111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-23-2421 従業員数 26人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 準中型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり フォークリフト運転技能者

求人番号: 22090- 9462911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

静岡県袋井市山崎５９１４－１３
　山崎工場

月給 車両総重量５ｔ前後
のトラック運転
フォークリフト荷役

223,000円～255,000円

静岡県袋井市新池１１３１
【日通・ＮＰロジスティクス株式会
社】

58

製品納入業務 ・アルミ製エンジン部品の出荷調整業
務。
・特定顧客（袋井市内及び神奈川県西
部）へルート納品。
・トラック積み込み、荷下ろし。
・納品先で素材、空箱を受取り持ち帰り
ます。

正社員 株式会社　早川製作所
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時10分

月給 フォークリフト運転
技能者180,000円～180,000円

静岡県袋井市徳光２３５

57

工場の部品入出庫・
物流業務

（派遣業務）
工場の部品入出庫、物流業務

納品された部品をフォークリフトで運搬
して頂きます。

フォークリフト経験者、物流業務経験者

有期雇用派遣労働者 株式会社　エイジェック　浜松オフィス
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時30分～17時00分

月給

170,000円～200,000円56

機械器具設置工 ・重量物（各種機械・設備）・精密機械
の運搬

・一般機械・産業機械・工場ラインの移
設・据付・
　試運転・精度確認工事


正社員 変形（1年単位） 株式会社　マツイプラント
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分
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