
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 0538-84-9523 従業員数 20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- 9552711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0538-84-9523 従業員数 20人

年　　齢: 30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- 9551111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-32-9175 従業員数 15人

年　　齢: 35歳以下 休　　日： 日祝 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- 9546211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 0538-85-2111 従業員数 353人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 土日祝他 保健師 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- 9477011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 053-488-8866 従業員数 50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: 22020-26732511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 5時間

     TEL: 0538-32-1513 従業員数 5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： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 9571411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0538-21-3933 従業員数 74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 准看護師

求人番号: 22090- 9577711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-33-0248 従業員数 49人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 看護師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし 准看護師

求人番号: 22090- 9478311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-33-0248 従業員数 49人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 日他 臨床工学技士 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- 9483411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-33-5101 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 歯科衛生士 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- 9524311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-49-2901 従業員数 21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 なし

求人番号: 22090- 9514411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-32-0341 従業員数 72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: 22090- 9490511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 30時間

     TEL: 0538-36-2502 従業員数 33人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日他 日商簿記３級 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- 9589411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 6時間

     TEL: 053-473-6110 従業員数 15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: 22020-26822011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

≪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 設備における電気設
計経験210,000円～280,000円

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

組立専用機の電気設
計

【仕事内容】
・主に大手自動車メーカーに納入する組
立専用機・ラインの
　電気設計、試運転調整

●磐田にて現地面接会を随時開催いたし
ます。

正社員 株式会社　イデア　浜松営業所
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

180,000円～200,000円

静岡県磐田市富丘５１０－３

2

機械設計補助業務 若手歓迎！！
設備産設備や装置などの機械設計補助業
務を担当してもらいます。
・ＣＡＤを使用等の評価実験業務
・設計した製品や設備の評価実験業務

★高校や大学等で上記ツールを勉強され

正社員 株式会社　イデア　浜松営業所
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

200,000円～350,000円

静岡県磐田市富丘５１０－３

3

現場監督 事務所、店舗、倉庫、住宅、マンション、グループホーム等の建設における現場監督のお仕事。正社員 建築関係学科卒業が
望ましい

小林建設　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

163,100円～325,700円

静岡県磐田市見付６００４

4

保健師 行政事務全般


※就業時間、休日については配属部署に
より異なる場合が
　あります。


正社員 森町役場
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時15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

静岡県周智郡森町森２１０１－１

5

有料老人ホームの看
護師（遠鉄ラクラス
可睡の杜レジデン
ス）

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 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

月給 (2)8時30分～12時30分

220,000円～220,000円

静岡県袋井市可睡の杜５１－７
【ラクラス可睡の杜】

6

看護師 皮膚科医院での外来の看護業務です。

（主な仕事の内容）
・医師診察の補助。
・医療機器及び衛生材料の準備。
・軟膏処置やその他、生活改善にかかる
患者への

正社員 渡辺皮膚科医院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時30分

月給

238,500円～336,200円

静岡県磐田市国府台１－２

7

看護職員（正、准看
護師）

特別養護老人ホーム入居者及びショート
ステイ利用者の看護日常生活上のお世話
等
・診療補助、通院の付添い
・日常の内服管理
・機能訓練・事故防止
・感染対策に関する事

正社員 社会福祉法人　斉慎会　特別養護老人ホーム　西貝の郷
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)15時30分～22時45

213,050円～298,850円

静岡県磐田市西貝塚２１１１－１

8

看護師（正・准） 透析医療を中心としたクリニックです。

＜主な仕事内容＞
・通院透析患者さんに対する看護業務
（透析中の血圧測定、穿刺）



正社員 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団　三遠メディメイツ　磐田メイツクリニック
雇用期間の定めなし (1)8時30分～15時45分

月給 (2)15時30分～22時45

182,450円～258,240円

静岡県磐田市大原７０５－１

9

臨床工学技士 透析医療を中心としたクリニックです。

＜主な仕事内容＞
・医療機器の保守点検業務
・血液浄化療法の臨床業務

＊未経験の方も歓迎。教育システム完備

正社員 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団　三遠メディメイツ　磐田メイツクリニック
雇用期間の定めなし (1)8時30分～15時45分

月給 (2)8時45分～16時30分

200,000円～324,000円

静岡県磐田市大原７０５－１

10

歯科衛生士／フルタ
イム

歯科診療所における、
・歯科予防の処置
・診療の補助（準備、片付け、清掃等）
・歯科保健指導（衛生指導）
・清掃　
　　　　　などのお仕事です。


正社員以外 変形（1年単位） 医療法人社団　順風会　宇於崎歯科医院
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時45分～19時00分

年俸制 (2)8時00分～17時00分 保育経験者

220,000円～300,000円 (3)9時00分～18時00分

静岡県磐田市見付３７８４－１

11

保育士 ０～５才児までの保育です。
（主な仕事の内容）
・保育計画の立案
・日々の保育状況の記録
・保護者との連絡調整
・食事、睡眠、排泄、着替え
・リズムあそび、製作　　　等です。

正社員 交替制あり 専門学校卒以上 株式会社　セイワ企画　どんぐり保育園
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

時給 日本語・ポルトガル
語が堪能で読み書き
ができること

259,840円～276,080円
又は6時30分～17時00

静岡県袋井市旭町２－１３－５　ど
んぐり保育園（本園）
静岡県袋井市高尾町１５－４　　袋
井ベビー（分園）

12

通訳・ＰＣ作業 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
事の現場で、ブラジル人の通訳とＰＣに
より文章の作成や翻訳をする仕事です。

※勤務状況により正社員登用がありま
す。

正社員以外 株式会社　ケーオー工業
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

月給 事務経験のある方／
特に経理・総務の実
務経験のある方

173,400円～253,400円

静岡県磐田市岩井２５００
　スズキ株式会社　磐田工場内

13

経理・総務 経理・総務業務全般のお仕事になりま
す。
（仕事の内容）
・経理専用ソフトへの入力作業（仕訳）
・給与計算
・銀行業務（入出金など）
・決算補助

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

月給

153,720円～178,920円
又は8時15分～17時30

静岡県磐田市森本６０７－２

14

有期雇用契約事務員
（準一般職員）（８
時間勤務）

学園の法人本部や各学校（大学・短大・
高校・中学・幼稚園・こども園）におい
て事務職をサポートする業務です。
・定型的事務、事務補助（文書受付、資
料作成等）
・窓口業務（学生生徒等の対応、教員対
応、電話対応等）

正社員以外 交替制あり 学校法人　興誠学園
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

法人本部及び学園内のいずれか
※勤務地は特記事項欄を参照してく
ださい。
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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: 053-473-6110 従業員数 15人

年　　齢: 60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: 22020-26730811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 0538-34-0150 従業員数 120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- 9486611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-67-8242 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 日商簿記３級 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- 9520211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0539-62-4076 従業員数 15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- 9593711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-34-8111 従業員数 210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- 9488111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 0538-38-9344 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- 9587211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 0538-36-7777 従業員数 33人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 運行管理者（貨物） 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- 9541611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 054-251-8822 従業員数 0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: 22010-29990711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0537-28-0633 従業員数 37人

年　　齢: 64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 なし

求人番号: 22060- 7266111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 

     TEL: 0538-66-5025 従業員数 80人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 日祝 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- 9547511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 40時間

     TEL: 053-454-6902 従業員数 2人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 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: 22020-26913311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 

     TEL: 0538-58-3111 従業員数 49人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 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 介護職員実務者研修修了者

求人番号: 22090- 9556411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 介護職員初任者研修修了者

     TEL: 0538-38-9100 従業員数 125人

年　　齢: 18歳～59歳 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: 22090- 9489711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0539-62-6158 従業員数 24人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 理学療法士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 作業療法士

求人番号: 22090- 9496111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 2時間 その他の医療技術関係資格

月給

160,100円～195,500円
又は8時00分～19時45

15

正規雇用事務職員 学園本部や各学校（大学・短大・高校・
中学・幼稚園・こども園）において、企
画、広報、経理、総務、学生募集、教
務、学生支援、就職支援などの業務に従
事します。


正社員 交替制あり 学校法人　興誠学園
雇用期間の定めなし

月給 (2)8時30分～12時15分

155,000円～160,000円

法人本部及び学園内の学校等のいず
れかに勤務します
※勤務地は特記事項欄を参照してく
ださい。

16

リハビリクラーク 当院リハビリテーションセンター内にお
ける
事務全般及びリハビリテーション補助の
仕事となります。

【主な仕事の内容】
・事務（書類作成・管理）

正社員 短大・専門学校卒以
上

医療法人社団　明徳会　新都市病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給

210,000円～400,000円

静岡県磐田市中泉７０３番地

17

税理士・社会保険労
務士業務

（主な仕事の内容）

・事業所データ入力確認業務

・会計監査業務



正社員 しん会計事務所
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

170,000円～240,000円

静岡県袋井市堀越１１３０－６ＴＭビル１０２

18

生産管理事務（内
勤）

・「生産管理システム」を操作して、資
材発注、社内生産管理、
　外注先管理などを行っていただきま
す。

・パソコンを使ってデータの入出力をし
ていただきます。

正社員 変形（1年単位） 有限会社　大井製作所
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

210,800円～247,200円

静岡県周智郡森町一宮５６８－１
　森工場

19

システム開発 生産管理システム生産工程のシステム開
発や
メンテナンス業務のお仕事です。

・ＯＪＴや外部研修等で知識を取得し
て、専門性を身に着けて
　いただきます。

正社員 短大・専門学校卒業
以上

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

220,000円～220,000円

静岡県磐田市西貝塚３７６９

20

営業 社用車で一般企業、役所等を訪問して印
刷物を受注する仕事です。
印刷物は名刺から始まり封筒や伝票等ど
の職場でも多数使っています。
当社はこの地区では数少ないコンピュー
タ用連続伝票の設備を有し、社内で一貫
生産しています。

正社員 変形（1年単位） 株式会社　静岡情報ビジネス
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時30分

月給 物流会社や運送会社
での就業経験220,000円～260,000円

静岡県磐田市海老島５２５

21

配車事務 自社トラックの配車や運行管理のほか、
労務管理などの業務になります。多くの
スタッフと積極的に関わることが出来る
お仕事です。運行管理の資格は、入社後
に取得していただいても大丈夫です。

【具体的には】

正社員 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

時給 (2)11時30分～20時30 商業施設等での販売
経験190,800円～190,800円

静岡県磐田市上万能１７３

22

（派）婦人靴の販売
／静岡

ララポート磐田の婦人カジュアルショッ
プの販売業務です。


☆丁寧に指導いたしますので安心してご
応募ください。

有期雇用派遣労働者 交替制あり 株式会社　マルコビジネスサポート
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時30分～18時30分

月給 (2)8時00分～17時00分

250,000円～400,000円 (3)9時00分～18時00分

静岡県磐田市高見丘１２００
ららぽーと磐田

23

営業 ＊雪印メグミルクの試供品をお届けし、
後日営業します。
＊１２店舗（会社の特長欄を参照）を順
に回っての営業です。
　※今後、店舗増設予定です。
＊１日に約６０軒の訪問活動です。
　※社用車使用（自家用車でも可）

正社員 有限会社　一乳　掛川店
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給

220,000円～350,000円

静岡県・当社の１２店舗（会社の特長欄参照）を担当していただきます。今後、店舗増設の予定があります。１つの店舗には約１ヵ月ずつ常駐します。

24

営業 ・既存のお客様（主に印刷関連、デザイ
ン関連等）に対して
　印刷物表面加工についての問い合わ
せ、受注、
　見積もり、企画提案が主な仕事になり
ます。


正社員 株式会社　エル・ティー・シー
雇用期間の定めなし (1)8時45分～18時00分

月給 何らかの営業・販売
経験をお持ちの方
（年数・業界不問）

177,000円～177,000円

静岡県磐田市豊岡６０８０－１

25

既存のお客様宅を訪
問し、アフターフォ
ローを行う営業職

現役主婦や子育てがひと段落したママも
活躍中！
未経験からスタートできる営業スタッフ
です。加入状況の確認や、契約プランの
提案など、会員様へのアフターフォロー
が主な業務です。新規飛び込みはありま
せんのでご安心ください。

正社員 株式会社　出雲殿互助会
雇用期間の定めなし (1)10時00分～17時15

時給

165,000円～193,750円
又は8時30分～17時30

静岡県磐田市高見丘１２００　らら
ぽーと磐田
【出雲電互助会　ららぽーと磐田
店】

26

介護職員／デイサー
ビス

デイサービスでの利用者様への介護業務
のお仕事です。　　　　　

（主な仕事の内容）　　　　　　　
・入浴　　　　　　　　　　　　　　
・身の回りの世話


正社員以外 社会福祉法人　丹穂会
　特別養護老人ホーム　福寿荘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)8時30分～17時30分

200,000円～240,000円

静岡県磐田市宇兵衛新田１８７

27

介護職 磐田市に所在する医療法人社団藤友五幸
会が運営する
グループホーム和らぎの家での介護職の
お仕事です。


グループホーム和らぎの家では時間が

正社員 交替制あり 医療法人社団　藤友五幸会
　　　　　　　グループホーム和らぎの家雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 理学療法士、作業療
法士、柔道整復師、
言語聴覚士、鍼灸・

186,400円～288,000円

静岡県磐田市大久保５０８－２４

28

介護職／正社
機能訓練指導員

＊豊仙苑デイサービスセンターにおい
て、機能訓練指導員

　として働いていただきます。

　ケアプランに基づきご利用者様お一人
お一人にあった

正社員 社会福祉法人　長生会　特別養護老人ホーム　豊仙苑
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時15分

静岡県磐田市敷地８３番地の８

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: 053-449-1105 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　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 栄養士

求人番号: 22020-26753911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 0538-36-6886 従業員数 30人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 月他 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- 9554211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 0538-36-6886 従業員数 184人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 月他 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- 9533611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 054-288-2712 従業員数 1人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 日他 原動機付自転車免許 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22010-30238911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 0538-48-6054 従業員数 5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- 9512211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 0538-66-5782 従業員数 22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: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 9536711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0539-62-4076 従業員数 55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- 9592111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 053-463-2411 従業員数 156人

年　　齢: 18歳～35歳 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: 22020-26852811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 35時間

     TEL: 0538-67-8888 従業員数 18人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 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- 9565311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-36-1121 従業員数 17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 あり

求人番号: 22090- 9576111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-38-1118 従業員数 59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： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090- 9511811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-464-1177 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 あり

求人番号: 22020-26915911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     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- 9580011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 15時間

     TEL: 0538-34-8111 従業員数 93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- 9487911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

月給 (2)9時00分～18時00分 集団調理経験（年数
不問）273,000円～278,000円

又は5時30分～19時00

29

調理・盛付業務（磐
田学園内食堂）

（請負業務）
朝・昼・夕食（５０食程度）の食事の調
理・盛付に関わる仕事です。
栄養士の立てるメニューに従って、仕込
み・調理・盛付・片付け・洗浄まで行い
ます。

正社員以外 交替制あり 株式会社　いづみ食品
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)5時30分～14時30分

月給

180,000円～300,000円
又は11時00分～23時59

静岡県磐田市西貝塚３５７７－１
【磐田学園内食堂】

30

飲食店ホール／凜や
袋井店

飲食店でのホール業務のお仕事になりま
す。

（主な仕事の内容）
・接客並びにサービス業務
・オーダー受け、配膳業務
・清掃、片付け、セッティング

正社員 交替制あり 株式会社　静岡喜八廊
雇用期間の定めなし

月給

180,000円～300,000円
又は11時00分～23時59

静岡県袋井市堀越３－１６－７
　凜や袋井店

31

飲食店ホール／凜や
磐田店

飲食店でのホール業務のお仕事になりま
す。

（主な仕事の内容）
・接客並びにサービス業務
・オーダー受け、配膳業務
・清掃、片付け、セッティング

正社員 交替制あり 株式会社　静岡喜八廊
雇用期間の定めなし

日給 (2)22時00分～5時00分

216,000円～216,000円

静岡県磐田市中泉３７２０－１

32

警備業（列車見張）
／袋井・磐田・湖西

【列車見張業務】
●ＪＲ沿線で作業する作業員等への安全
確保の仕事です。
・作業員等へ列車通過時刻を専用ダイヤ
ル表を見て「列車通過まであと○○分で
す」をくり返し連絡します。


正社員以外 変形（1年単位） 豊警備保障　株式会社　静岡営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

日給

220,000円～264,000円

静岡県西部地区（袋井・磐田・湖西）　ＪＲ沿線上

33

造園・外構工事 ＊主に県西部の現場にて庭木の剪定、植
栽及び外構工事の仕事です。
・現場は個人邸から公園、お寺、工場な
どさまざまです。

・事務所に出勤して、軽トラや２トンダ
ンプ、ユニック車にて材　　料、道具を

正社員 有限会社　鈴木造園
雇用期間の定めなし (1)7時20分～17時00分

月給

170,000円～210,000円

静岡県周智郡森町飯田１８６０番地１

34

ゴム練生地製造工 （主な仕事の内容）

・ゴムの原料の製造業務

・ゴムの原材料と薬品を計量して練り機
に投入する。


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

月給

230,000円～280,000円

静岡県磐田市竜洋稗原６２７

35

プレス工 二輪、四輪車、及び汎用部品関係のプレ
ス加工業務です。

当社では、プレス単発のラインが３ライ
ン（２００トン～
３５トン）と自動機（２５０トン～１５
０トン）のプレスが

正社員 変形（1年単位） 有限会社　大井製作所
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)17時00分～2時00分

185,000円～210,000円

静岡県磐田市合代島１１６６－３

36

生産スタッフ・ラミ
ネートオペレーター
（竜洋工場）

最新ドライラミネート機を使用し、ラミネート加工をする仕事です。前工程で印刷されたフィルムにアルミ箔やシーラントを張り合わせる作業です。未経験者も大歓迎です。正社員 交替制あり 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 ※インパクトドライ
バーが必ず使えるこ
と。

180,000円～250,000円

静岡県磐田市高木１７４５－１

37

木製品組立（家具
等）

　弊社製造の木製品（家具、自動車内装
用品等）の組立を行ってい　ただきま
す。
　自社オリジナルの木製品や造作家具、
量産家具、店舗什器、自動　車木製内装
品などフラッシュ、無垢を問わず様々な
木製品の製造　をしていますので、やる

正社員 株式会社　プロダックス
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時15分

月給

170,000円～290,000円

静岡県袋井市深見１２９－１

38

プラスチック成形作
業員

自動車部品（プラスチック）の成形作業
です。
製品は自動車外装部品の大型成形品にな
ります。
成形作業は、２名１組で行う手作業とな
ります。
型替え作業、成形品の検査作業なども

正社員 変形（1年単位） ピーエムティー　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時15分

月給

170,900円～180,500円

静岡県磐田市小島８４２

39

組立・検査・梱包
（正社員）

プラスチック製品の組立・検査・梱包作
業のお仕事になります。

・片手サイズ以下の製品が大半です
・一人一人がそれぞれのブースで業務を
行います
・流れ作業ではないので前後の工程作業

正社員 日邦メカ卜ロニクス　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給

177,276円～177,276円

静岡県磐田市大久保４７４－４

40

小型製品の組み立
て・検査業務（磐田
市）

（派遣業務）
小型製品の組み立てと検査業務をお願い
します。
特別な経験や知識は必要ありませんので
未経験者の方でも、
安心して長く働ける環境です。
サポートも、しっかりと致します。

有期雇用派遣労働者 株式会社シャインパス
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

170,000円～200,000円

静岡県磐田市大久保４７３－１０
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。

41

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

161,900円～161,900円

静岡県磐田市匂坂中１６００－２９
さぎさか工場

42

検査作業 プラスチックの射出成形品、中空成形品
の検査作業のお仕事です。

（主な仕事の内容）
・品質保証、試験の為の検査データ作成

・検査拡大鏡、顕微鏡、三次元測定機

正社員 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

静岡県磐田市下太１０

3/5



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: 053-525-8333 従業員数 20人

年　　齢: 18歳～64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: 22020-26791511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 053-525-8333 従業員数 2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: 22020-26696011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-86-5123 従業員数 84人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 6人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090- 9545811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-42-3191 従業員数 75人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 日他 ８トン限定中型自動
車免許

就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり 中型自動車免許

求人番号: 22090- 9497711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 45時間 大型自動車免許

     TEL: 0538-45-3100 従業員数 39人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 祝他 中型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 3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- 9529811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 40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- 9588511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-33-3311 従業員数 7人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日 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- 9538211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間 玉掛技能者

     TEL: 0538-36-7777 従業員数 33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- 9542911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-67-1115 従業員数 0人

年　　齢: 40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- 9516311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 0時間

     TEL: 0538-35-4121 従業員数 10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: 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- 9480811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 40時間

     TEL: 053-525-8333 従業員数 2人

年　　齢: 44歳以下 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: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22020-26616911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-33-1659 従業員数 3人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日 車両系建設機械（整
地・運搬・積込用及

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- 9575911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 40時間

     TEL: 0538-35-0677 従業員数 25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 なし

求人番号: 22090- 9518911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-34-5001 従業員数 203人

年　　齢: 不問 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- 9521511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

時給

166,005円～205,530円43

シートベルト接続部
の部分選別・検査・
梱包（夜勤・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)19時00分～4時00分

時給

166,005円～173,910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。

44

シートベルト接続部
の部分選別（磐田市
竜洋）

（請負業務）
・シートベルトの接続部分（バックル）
の部品選別をする
　作業
・部品の変形、バリ、色むらの検査



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)17時00分～2時00分

171,000円～254,340円

静岡県磐田市竜洋稗原６４８
事業所名については、ハローワーク
窓口にお問い合わせください。

45

自動車用部品検査・
選別スタッフ

【自動車用部品検査スタッフの募集で
す！】
【未経験者でも安心して働ける環境で
す！】
自動車部品（ネジ・ボルトなどの小物）
小型工業製品の検査・選別
をお客様の工場や倉庫で行います。

正社員以外 交替制あり 株式会社グリーンテック　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

173,000円～315,000円

静岡県袋井市山科２２７６－１

46

集配運転者（中型ト
ラックドライバー）

・４トントラックを使用し、福山通運
袋井支店ターミナルから輸送し近隣地域
のお客様への荷物の配達、近隣地域のお
客様より荷物をお預かりし、福山通運
袋井支店ターミナルへ荷物を輸送する仕
事です。
・担当エリアは袋井市・磐田市・掛川

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

日給 (2)8時00分～17時00分 経験あれば望ましい

214,500円～214,500円 (3)4時00分～15時00分

静岡県袋井市土橋６０

47

４ｔドライバー ・電材（照明器具など）を、仕分け作業
から積み込み、

　その後のルート配送のお仕事になりま
す。

・配送エリアは主として浜松市内になり

正社員 株式会社　入丸　静岡支店
雇用期間の定めなし (1)22時00分～7時00分

月給 フォークリフトの運
転経験者200,940円～227,940円

静岡県袋井市徳光深田２０

48

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。


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

月給

300,000円～350,000円

静岡県磐田市下岡田７２－８

49

大型貨物乗務員（ユ
ニック車３ｔ・７
ｔ）

大型トラック（ユニック車）にて関東・
東海地方への輸送のお仕事です。
扱う物は、生活雑貨等です。
荷積み・荷下ろしは、フォークリフトで
作業します。

正社員 株式会社　Ｄ・Ｃｏｍｐａｎｙ　磐田営業所
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

210,000円～320,000円

静岡県磐田市上万能４９４

50

大型トラック運転手
（部品）／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

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

165,000円～165,000円

静岡県磐田市上万能１７３

51

２ｔ車運転手 ２ｔ（箱型）トラック運転手　準中型免
許、ＡＴ可
毎日ほぼ決まったルートの配送、現在は
女性ドライバーが担当
　９：００　会社を出発
１０：１０　牧之原市で荷物の積込
１０：２５　出発

正社員 株式会社　キャリスター
雇用期間の定めなし (1)9時00分～16時00分

月給

280,000円～350,000円

静岡県磐田市東平松１２５２

52

トラックドライバー ＊大型トラックドライバーのお仕事です
＊

（主な仕事内容）
・中距離・長距離の運行をしていただき
ます。
・大手メーカー様のボート・ゴルフカー

正社員 変形（1年単位） 株式会社　トランスポートオオスギ
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給

174,763円～238,313円

静岡県磐田市赤池２２１
赤池営業所

53

リフト作業員（袋井
市）

（請負業務）
トラックで運ばれてきたペットフードを
リーチリフトにて倉庫へ降ろしたり、逆
にトラックに積み込みしたりする作業で
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30分～17時30分

日給

217,500円～326,250円

静岡県袋井市山科２８６４－１
事業所名はハローワークまでお問い
合わせ下さい。

54

土木工事関連・建築
作業スタッフ

【転職者・未経験者歓迎】
◆主となる仕事は基礎工事と庭作りです
◆
基礎工事では、石を敷き、型枠を組み、
生コンを流し込むなどの
作業を行い、家の土台を作っていきま
す。

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

月給

200,000円～205,000円

静岡県磐田市和口１７４－１

55

配達（軽四トラック
使用）

四輪の修理部品、用品をモータースさん
や板金屋さんに
配達する仕事です。

・フォークリフトによる積み降ろしはあ
りません。


正社員 変形（1年単位） 有限会社　黒田商会
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時30分

時給

140,900円～140,900円

静岡県磐田市一言５５２

56

たばこ製造工場での
構内清掃作業（日
勤）

日本たばこ産業（株）東海工場内での、
清掃作業になります

・工場内の床清掃（掃除機、水モップ、
ドライモップ）

・トイレ清掃、風呂清掃、事務所清掃、

正社員以外 ジェイティプラントサービス　株式会社　東海支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～16時40分

静岡県磐田市西之島７８－３
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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: 0538-44-3465 従業員数 6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- 9585711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     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 なし

求人番号: 22020-26828811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

月給 業務の手配、在庫管
理などの経験のある
方

210,000円～220,000円57

工場内業務 健康茶を取り扱う加工工場内でのお仕事
になります。

（主な仕事の内容）
・内職に出す荷物の準備、内職者からの
荷物の受け渡し補助
・伝票の起票

正社員 株式会社　オールライフサービス
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

静岡県磐田市駒場７１１０
翔運輸（株）内（株）ワークス作業
所

時給

154,930円～154,930円

静岡県袋井市村松２１７４

58

ポリテナーの清掃作
業（翔運輸（株）内
（株）ワークス作
業）

（請負業務）
自動車部品（ワイヤーハーネス）を入れ
る樹脂製の空箱を出荷できるよう、ゴ
ミ・ほこり、取っ手のさび、本体割れの
有無を目視にて選別し、良品をパレット
に載せて頂く作業です。

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
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