
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 0572-27-3356 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: 21030-  695121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 8時間

     TEL: 053-424-6891 従業員数 11人

年　　齢: 59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- 1158421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 053-925-5736 従業員数 54人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日他 中型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 小型移動式クレーン運転技能者

求人番号: 22022-  221021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 

     TEL: 053-925-5736 従業員数 7人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日他 大型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22022-  225521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 

     TEL: 0537-48-2269 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 小学校教諭免許（専
修・１種・２種）

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 中学校教諭免許（専修・１種・２種）

求人番号: 22060-  383721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 高等学校教諭免許（専修・１種）

     TEL: 0538-42-7013 従業員数 20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： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090-  456421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-85-1121 従業員数 87人

年　　齢: 64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-  458621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0538-43-8781 従業員数 8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: 22090-  459921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-43-8781 従業員数 8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: 22090-  463521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-43-3266 従業員数 6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： その他 時間外 あり

求人番号: 22090-  475921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 0時間

     TEL: 0538-85-1289 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝 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-  487821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-48-6832 従業員数 4人

年　　齢: 45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-  495721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-85-0629 従業員数 2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-  501221 各種保険： その他 月平均 

     TEL: 0538-23-6061 従業員数 76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-  504321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 8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 調剤事務、医療事務

207,000円～207,000円
又は8時30分～20時00

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

【袋井市】調剤薬局
事務（Ｖ・ｄｒｕｇ
袋井久能薬局）

中部薬品株式会社
【Ｖ・ｄｒｕｇ　袋井久能薬局】での一
般社員を募集します。


調剤薬局での医療事務業務となります。
接客業務を中心に、処方箋入力、レセプ

正社員 変形（1ヶ月単位） 中部薬品　株式会社（Ｖ・ｄｒｕｇ）
雇用期間の定めなし

月給 (2)8時30分～17時30分

215,000円～260,000円 (3)12時00分～21時00

静岡県袋井市久能１９７１－１

2

看護職員（やすらぎ
の郷見付）

磐田市にあるやすらぎの郷見付（サービ
ス付き高齢者住宅）ヘルパーステーショ
ン併設にて、看護業務（介護サポート）
をしてもらいます。
夜間はオンコール対応があります。（当
番制）


正社員 交替制あり 三光木材　株式会社
雇用期間の定めなし (1)6時30分～15時30分

月給 トラック運転経験

190,000円～214,000円

静岡県磐田市見付１９０３－４
【やすらぎの郷見付】

3

運転手兼構内作業員
（袋井市　袋井工
場）

袋井工場において、運転手兼構内作業員
の仕事に携わっていただきます。

・構内における廃棄物等に係る荷役作業
・ユニック車、アームロール車に乗車し
て廃棄物の回収作業
・その他関連する付随作業

正社員 株式会社リサイクルクリーン
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時20分

月給

190,000円～214,000円

静岡県袋井市村松１５６７－１
　（株）リサイクルクリーン　袋井
工場

4

運転手兼構内作業員
（磐田市　磐田工
場）

構内作業全般

・採石工場内でのゴミ拾い
・機械メンテナンス補助
・大型（ダンプ）にて採石等の運搬、収
集
・その他

正社員 株式会社リサイクルクリーン
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時20分

月給

170,000円～170,000円

静岡県磐田市大久保７２９－１
　（株）リサイクルクリーン　磐田
工場

5

学習塾講師・正社員 　＊１：１、１：２の個別指導塾での講
師勤務です。
　＊ご希望の曜日は、週１回からでも相
談に応じます。
　＊授業方法等に関する研修も充実して
いますので、
　　初めての方でも勤務していただけま

正社員 学習塾　スクールＩＥ　掛川校　チャンス　株式会社
雇用期間の定めなし (1)14時00分～22時00

月給

168,000円～186,000円

静岡県袋井市高尾町１２－２

6

事務職 ・パソコンによる事務作業
（メール・文章作成・見積もり作成）
・給与・賞与・年末調整計算。（専用ソ
フト）
・売上計算（専用ソフト）
・人事手続き（入・退社）
・電話対応

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

時給 (2)9時00分～18時00分 電話応対、介護報酬

158,844円～168,392円

静岡県袋井市川井１３６０－４

7

事務職員 介護老人保健施設風の杜の事務のお仕事
になります。

（仕事の内容）
・電話対応
・来客対応
・介護報酬請求業務

正社員以外 社会福祉法人　茗翠会　介護老人保健施設　風の杜
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

212,000円～250,000円

静岡県周智郡森町草ケ谷１０４－１

8

レジ・販売／イエ
ローハット袋井店

イエローハットにおけるレジ等のお仕事
です。
（主な仕事内容）
・カー用品の接客、レジ等
・商品担当（部門別）
・商品管理（発注及び品出し）
・お客様への商品説明　　等になりま

正社員 変形（1年単位） 株式会社　遠州イエローハット
雇用期間の定めなし (1)9時30分～19時00分

月給

212,000円～250,000円

静岡県袋井市川井８６５－５

9

ピットスタッフ・販
売／イエローハット
袋井店

イエローハットにおけるピットスタッ
フ・販売のお仕事です。
主な仕事の内容は
・ピットにおいて、販売商品の取付、交
換
（タイヤ・オーディオ・オイル他商品）
・お客様へ商品の説明等

正社員 変形（1年単位） 株式会社　遠州イエローハット
雇用期間の定めなし (1)9時30分～19時00分

月給 リフト・ペーロー
ダー免許があれば尚
可

260,000円～280,000円

静岡県袋井市川井８６５－５
　イエローハット袋井店

10

配送 土木左官資材・骨材の配送をお願いしま
す。


・主な配送エリアは県西部です。

　（最大４ｔトラックでの配達です。）

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

日給

198,000円～264,000円

静岡県袋井市新屋２丁目６－３

11

造園工 ・公共事業　各現場での作業になりま
す。
　　　　　　主に、刈り払い機を使う草
刈り、伐採。
　　　　　　軽作業（片付け）もありま
す。
・顧客の外構工事、造園工事、造園管理

正社員 有限会社　朝比奈造園
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

200,000円～220,000円

静岡県周智郡森町谷中５２９

12

農作業 水稲、柑橘、麦、大豆の栽培・管理・収
穫のお仕事になります。

（主な仕事の内容）
・水稲苗作り、水かけ
・田植え作業（機械）、防除作業
・田起こし（トラクター運転）

正社員 天野農園
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 自動車塗装等の経験

250,000円～300,000円

静岡県袋井市友永９２６

13

自動車塗装工 自動車塗装全般の仕事です。

＊高齢者歓迎です。
　定年退職した方等、是非経験を活かし
てみませんか？

正社員 有限会社　遠州ボデー
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

170,000円～230,000円

静岡県周智郡森町円田３５９番地

14

水すまし作業、のち
に生産管理

工場内の作業者における生産性（稼働
率）を向上させる為の

役割を担っていただきます。（部品置場
から各作業工程間への

部品供給）非常に貢献度の高い業務にな

正社員 マルトウ工業　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時15分～16時50分

静岡県袋井市諸井２１６３－１
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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: 0538-37-3531 従業員数 200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-  506921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-45-2771 従業員数 23人

年　　齢: 不問 休　　日： 月日他 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-  510521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 093-434-6577 従業員数 0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: 40100-  315721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 03-6226-7723 従業員数 3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: 13010- 2827421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 03-6722-0597 従業員数 79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- 3684321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 050-5817-3217 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 臨床心理士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 精神保健福祉士

求人番号: 13070- 1828321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 053-421-1068 従業員数 15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 あり

求人番号: 22020- 1094421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20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-  386621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 0538-38-2745 従業員数 34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-  388121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-84-9523 従業員数 9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-  392421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 0538-32-8825 従業員数 25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-  397021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-49-2008 従業員数 98人

年　　齢: 18歳～40歳 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-  398721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-49-2008 従業員数 98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-  399821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-85-2023 従業員数 14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-  406521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

時給

202,944円～202,944円15

購買事務、受付対応 ・購買物品の受入れ、受領
・仕入伝票の入力
・物品の発注事務（ＰＣ入力）
・資材の在庫管理
・納品業者の受付事務

※未経験の方でも応募可能です！

正社員以外 変形（1年単位） 三和電子サーキット　株式会社　東海工場
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時15分～17時15分

時給 パン製造経験

168,384円～168,384円

静岡県磐田市海老塚７９３－１

16

職業指導員 なごみかぜ工房は、知的障がい、発達障
がい、身体障がいの方が
通所する施設です。
パン・焼き菓子製造の業務をお願いしま
す。
職業指導員として、利用者さんの支援を
お願いします。

正社員以外 社会福祉法人　なごみかぜ
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

310,000円～371,983円

静岡県袋井市小山９８４
　なごみかぜ工房

17

運転手（２トン車／
浜松営業所）

＊仮設資材の運搬・設置・回収等





応募には安定所の紹介状が必要です

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

時給 アパレル販売経験の
ある方、経験に応じ
優遇

158,240円～158,240円

静岡県磐田市堀之内４２番

18

〔契約〕ファッショ
ンアドバイザー（販
売）磐田市

アピタ磐田店内
当社販売店舗にて、当社製品の接客販売

・フィッティングから販売までの一連の
業務を担当。
（フィッティングルーム有）
・入社時研修あり（４日程）

正社員以外 変形（1ヶ月単位） トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)10時00分～19時00

月給 施工管理５年以上

347,360円～583,875円

静岡県磐田市今之浦３－１－１１
アピタ磐田店内　２Ｆ　婦人肌着ト
リンプコーナー（当社店舗）

19

建築施工管理／浜松
市・磐田市・藤枝市

集合住宅、オフィスビル、物流施設等の
各建設現場における建築施工管理業務に
従事して頂きます。
（業者の段取り、作業員への指示、品質
管理、工程管理、安全管理、打ち合わせ
他）
・施工管理経験が５年あれば、公認資格

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 指導経験（企業内も
しくは福祉施設）230,000円～280,000円

静岡県内各現場（主に浜松市・磐田市・藤枝市）

20

植物工場業務支援職
／磐田市

【植物工場の業務指導員】
完全密閉型工場での水耕栽培関連業務に
て、
業務支援員を募集致します。
※特例子会社での就労となります。

・工場で働く障がい者の業務指導並びに

正社員以外 楽天ソシオビジネス株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～17時30分

月給

190,000円～240,000円

静岡県磐田市高見丘１０５－１

磐田駅から広野（バス停）１０分
広野バス停から徒歩１２分

21

機械加工オペレー
ター（磐田工場）

・ＮＣ旋盤、マシニングセンター等での
加工作業
・オートバイや船外機の部品加工
・手のひらサイズから抱えるサイズまで
ありますが、いづれも手で持てる重さで
す。
・最初は数値入力などの難しいことはや

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

月給

161,900円～161,900円

静岡県磐田市高見丘１２３３
【磐田工場】

22

組立作業／正社員 プラスチック製品等の組立加工作業のお
仕事です。

（主な仕事の内容）
・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

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

月給 経験者
※３５歳以下は未経
験者でも応募可で

170,000円～240,000円

静岡県磐田市下太１０

23

機械オペレーター／
放電加工機

自動車、二輪車、アルミ缶の金型製造を
行っています。

（主な仕事の内容）
・形彫放電加工機、ワイヤ放電加工機を
用いた金型製造。


正社員 小林機工　株式会社　磐田工場
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給 輸送機器関連の設計
開発（設計・解析）
経験

210,000円～300,000円

静岡県磐田市匂坂中１６００－２７

24

（派）船外機開発設
計

船外機開発設計
〇情報収集・分析、計画
〇艤装レイアウト
〇仕様書作成
〇組立図、試作品手配図作成
〇各種評価・解析
〇資料作成

無期雇用派遣労働者 フレックス 株式会社　イデア　浜松営業所
雇用期間の定めなし (1)8時45分～17時30分

月給

160,000円～200,000円

静岡県磐田市新貝２５００番地

25

部品検査 オートバイ部品加工会社での仕事です。
・ＮＣ自動旋盤のオペレーターの仕事を
担当していただきます。
・加工部品の品質チェック作業
・機械への材料供給
・加工数のチェック等
・加工部品の品質検査業務

正社員 有限会社　日昇技研
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)15時00分～0時00分

180,000円～300,000円 (3)22時00分～7時00分

静岡県磐田市刑部島２５０－１

26

製造管理 アイスクリーム・冷凍麺の製造管理のお
仕事になります。

・製造ライン管理

・作業員管理（指導）　


正社員 変形（1年単位） 株式会社　やまひろ　関東工場
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

180,000円～250,000円

静岡県周智郡森町飯田１６６１－１

27

工場事務 工場事務のお仕事になります。

（主な仕事の内容）

・資材発注

・出庫管理

正社員 株式会社　やまひろ　関東工場
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 基本的なパソコン作
業
企画デザイン経験者

170,000円～200,000円

静岡県周智郡森町飯田１６６１－１

28

一般事務・広報ＰＲ
事務

業歴１００年以上で、県下茶業界でも
トップクラスの老舗での
事務のお仕事です。
【小国神社・ことまち横丁】にもお店が
あります。

（仕事の内容）

正社員 株式会社　鈴木長十商店
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時30分

静岡県周智郡森町森４１５
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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: 0538-43-7111 従業員数 15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-  409621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 0567-26-3151 従業員数 20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 あり

求人番号: 23100-  359821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 03-3562-7523 従業員数 3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 あり

求人番号: 13010- 2159621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 053-450-1517 従業員数 7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: 22020-  838521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-43-1314 従業員数 7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-  339121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-23-2459 従業員数 3人

年　　齢: 60歳以上 休　　日： 土日 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 なし

求人番号: 22090-  351421 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-85-5551 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 月他 三級自動車整備士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090-  352321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-85-5551 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： その他 時間外 あり

求人番号: 22090-  353621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-85-5551 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 月他 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-  354921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 0538-85-5551 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 月他 三級自動車整備士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090-  355121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 053-430-5300 従業員数 16人

年　　齢: 不問 休　　日： 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 社会福祉士

求人番号: 22090-  365821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 その他の福祉・介護関係資格

     TEL: 080-2613-3391 従業員数 3人

年　　齢: 不問 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-  367521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 090-1472-0032 従業員数 4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: 22090-  371021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-39-6770 従業員数 85人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし 准看護師

求人番号: 22090-  375521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

月給 (2)8時30分～15時30分

200,000円～300,000円 (3)8時30分～13時00分29

看護師（正・准）
「看護」

＊整形外科外来・通院患者に対する看護
業務に従事して
　いただきます。

（主な仕事内容）
・医師診察の補助
・外来患者様の案内

正社員 看護科 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

時給 (2)13時00分～22時00

161,408円～169,728円 (3)22時00分～7時00分
又は0時00分～23時59

静岡県袋井市堀越３－８－８

30

ガソリンスタンドス
タッフ　　（袋井バ
イパス）

◇ガソリンスタンドにおいて、主に給
油・接客業務及び、洗車・自動車関連商
品の販売業務をお願い致します。
　給油作業や接客マナーは、既存の社員
が丁寧にお教えしますので、未経験の方
でも安心してご応募下さい。


正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　西日本宇佐美　東海支店
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

190,000円～280,000円

静岡県袋井市国本字八反田１１９
２ー１１
　１号袋井バイパスＳＳ

31

店舗スタッフ（磐田
店／全国転勤の正社
員）

＊転勤できる方を募集します
＊家具・家電付の社宅をご用意いたしま
す
＊ブランドバッグ・小物・ジュエリー・
時計等、幸せなプレゼント
　選びのお手伝いをする仕事です
（ブランド品や当社オリジナルブランド

正社員 変形（1年単位） 株式会社　ハピネス・アンド・ディ
雇用期間の定めなし (1)9時30分～21時00分

時給

148,800円～148,800円

静岡県磐田市高見丘１２００番地
ららぽーと磐田内
「ＧＩＮＺＡ　Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ
磐田店」（当社店舗）

32

公共施設スタッフ
（竜洋昆虫自然観察
公園）

（請負業務）
弊社指定管理施設となる竜洋昆虫自然観
察公園でのお仕事です。
昆虫飼育、施設管理、接客が主な業務で
す。

・昆虫館の受付

正社員以外 遠鉄アシスト　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 パソコン操作（ワー
ド、エクセルを使っ
て定型フォームへの

154,900円～188,700円

静岡県磐田市大中瀬３２０－１
【竜洋昆虫自然観察公園】

33

一般事務／袋井事務
所／正規職員

・研修の企画、センターの広報
・センターの運営・庶務・経理
・民間企業への営業活動
・受注、紹介業務

※将来、センターの運営を担う人材を求
めています。

正社員 公益社団法人　袋井・森地域シルバー人材センター
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時15分

日給

216,000円～259,200円

静岡県袋井市久能１２８７－１

34

ドライバー（ダンプ
トラック）

土砂・砕石等の運搬
・１日１００ｋｍ程の運転です。
・運転範囲は袋井市・磐田市・掛川市で
す。

正社員 神谷興業
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 自動車整備経験者

230,000円～270,000円

静岡県袋井市岡崎４９７１－１

35

自動車整備工 ・自動車車検点検整備、その他修理を
行って頂きます。

・車検場へ車を持ち込み、検査を受けて
もらいます。

・キャンピングカーの修理作業を行いま

正社員 有限会社　カスタムワールドハタナカ
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

170,000円～230,000円

静岡県周智郡森町睦実２５８７－１

36

自動車整備工補助 自動車車検点検整備、その他修理の補助
作業を行って
いただきます。

（主な仕事の内容）

・車検場へ車を持ち込み、検査を受けて

正社員 有限会社　カスタムワールドハタナカ
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

170,000円～250,000円

静岡県周智郡森町睦実２５８７－１

37

自動車架装工 キャンピングカーの製作を主に担当して
いただきます

（主な仕事の内容）

・木工作業、電気配線、車両への各種
パーツの取り付けなどが

正社員 有限会社　カスタムワールドハタナカ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 自動車整備経験者

225,000円～325,000円

静岡県袋井市山科３０６０－１
　ハタナカ　袋井店

38

自動車塗装板金工 ・自動車板金塗装、その他修理を行って
いただきます。

・パーツ取り付け作業もあります。

・キャンピングカーの修理作業も行いま
す。

正社員 有限会社　カスタムワールドハタナカ
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

200,000円～260,000円

静岡県周智郡森町睦実２５８７－１

39

生活相談員（デイ
サービス）／袋井

デイサービスでの相談員業務をして頂き
ます。

＜主な仕事内容＞
　・通所介護計画書の作成
　・サービス担当者会議出席
　・利用相談、見学対応、家族対応

正社員 株式会社　Ｔ・Ｏ・Ｄ　デイサービス　ビーフィット
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)12時00分～21時00

200,000円～300,000円
又は11時00分～21時00

静岡県袋井市下山梨２００６－５

40

セラピスト・ボディ
ケア

セラピスト及びボディケアのお仕事で
す。

◆セラピスト・ボディケアとして、あな
たの手の温もり、身に付けていく技術や
知識により、お客様に美容管理・健康管
理のご提供をします。

正社員 交替制あり ａｓｉａｎ　ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ　ｖｉｌｌａ　磐田店
雇用期間の定めなし (1)11時00分～20時00

月給

250,000円～350,000円

静岡県磐田市今之浦３丁目３ー２　ジョナサン今之浦ビル

41

配管工 配管工として勤務して頂きます。
＜主な仕事内容＞
・道路を重機などで堀削し、水道本管を
敷設
・住宅の設備の配管、器具類の取付作業
・現場は主に磐田～袋井です。


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

月給 (2)8時30分～12時30分

204,000円～220,000円

現場に直行直帰です。

42

外来看護師
「看護」

急性期治療を終了された方が日常生活に
必要なリハビリ等を中心とした機能訓練
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。

外来看護業務全般を行っていただきま
す。

正社員 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

静岡県磐田市気子島９７８

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: 0538-45-1950 従業員数 4人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 日祝他 福祉用具専門相談員 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-  376421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-45-1950 従業員数 4人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 日祝他 福祉用具専門相談員 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-  377321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 059-235-2026 従業員数 2人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水他 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: 24030-  481821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 059-235-2026 従業員数 2人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水他 三級自動車整備士 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: 24030-  482221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-3562-7523 従業員数 7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 あり

求人番号: 13010- 1553021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0263-47-0183 従業員数 21人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 土日祝 液化石油ガス設備士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 高圧ガス販売主任者（第２種）

求人番号: 20020-  346121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 054-265-8877 従業員数 27人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 臨床検査技師 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: 22010-  978121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 053-413-3290 従業員数 0人

年　　齢: 18歳～59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 介護職員実務者研修修了者

求人番号: 22020-  651321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間 介護職員初任者研修修了者

     TEL: 0538-23-3770 従業員数 20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-  282121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-32-9800 従業員数 33人

年　　齢: 59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

求人番号: 22090-  292721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 0538-38-3176 従業員数 10人

年　　齢: 不問 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 なし

求人番号: 22090-  300421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-34-4624 従業員数 30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-  302621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 5時間

     TEL: 0538-23-2388 従業員数 16人

年　　齢: 不問 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-  309521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-67-1133 従業員数 49人

年　　齢: 不問 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： 毎　週 時間外 あり フォークリフト運転技能者

求人番号: 22090-  321121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 11時間

月給

178,000円～178,000円43

事務（福祉用具レン
タル）

（主な仕事の内容）
・経理処理
・介護保険での請求業務
・ショールーム来客対応　等

＊高齢者に接することが多い仕事です。


正社員 株式会社　セイオー
　ダスキンヘルスレント　静岡袋井ステー
ション

雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

203,912円～203,912円

静岡県袋井市葵町３丁目１－５

44

福祉用具のレンタル
（ルート営業）

　高齢者宅へ納品、顧客へのルート営業
がほとんどで飛び込み営業はないお仕事
です。入社後、数か月間の研修期間があ
るため、従業員と一緒に動いて仕事を覚
えるので安心です。
　資格取得制度も設けているため、当社
負担により免許取得することができるの

正社員 株式会社　セイオー
　ダスキンヘルスレント　静岡袋井ステー
ション

雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

230,000円～250,000円

静岡県袋井市葵町３丁目１－５

45

カーライフアドバイ
ザー

Ｋカースポーツの販売及び各パーツの開
発等、今までの経験や趣味を生かした仕
事です。
基本的に残業がありませんので時間を有
効に使っていただけます。
やる気さえあればお店を任せる制度もあ
ります。

正社員 有限会社　馬力
雇用期間の定めなし (1)10時00分～19時00

月給

230,000円～250,000円

静岡県磐田市豊岡６４７１－２
有限会社　馬力　静岡店

46

自動車整備士 車の修理・納車前点検を中心とした整備
業務
　オイル交換等の簡単作業に始まり、一
般修理、故障修理
　事故修理作業、車検整備や法定点検



正社員 有限会社　馬力
雇用期間の定めなし (1)10時00分～19時00

月給

180,000円～280,000円

静岡県磐田市豊岡６４７１－２
有限会社　馬力　静岡店

47

店舗スタッフ（磐田
店・正社員）

＊ブランドバッグ・小物・ジュエリー・
時計等、幸せなプレゼント
　選びのお手伝いをする仕事です。
（ブランド品や当社オリジナルブランド
の販売・商品管理・ディス
　プレイ等）
＊未経験者の方も努力次第で様々なキャ

正社員 変形（1年単位） 株式会社　ハピネス・アンド・ディ
雇用期間の定めなし (1)8時50分～21時00分

月給

200,000円～250,000円

静岡県磐田市高見丘１２００番地
ららぽーと磐田１Ｆ
「ＧＩＮＺＡ　Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ
磐田店」（当社店舗）

48

営業職　　　【資格
取得制度あり】【研
修制度充実】

＊既存のお客さまをメインに家庭用、業
務用ＬＰガスの点検、維持　管理ガス器
具不調などの対応をしていただきます。
・同時に当社が扱う電力、灯油、ガス機
器などの提案を行います。

◆入社後は先輩職員に同行し、半年ほど

正社員 株式会社　サイサン　中部支店
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30分

190,000円～230,000円

静岡県磐田市西貝塚５５９－１

49

臨床検査技師／袋井
市

・一般検査（尿検査）
・血液検査
・心電図検査
・ＡＢＲ
・ガスリー

正社員 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団　静産会
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)8時30分～17時00分

150,600円～230,100円 (3)9時00分～17時30分

静岡県袋井市方丈６丁目１０－２７
ふくろいマタニティクリニック

50

介護職（森町愛光
園、天宮サテライ
ト）

入所施設の介護業務です。
・入居者の身の回りのお世話
・食事、入浴、排泄等の介助
・レクリエーション　等

★急募★

正社員 交替制あり 社会福祉法人聖隷福祉事業団　在宅・福祉サービス事業部
雇用期間の定めなし (1)7時00分～15時30分

月給

190,000円～375,000円

静岡県周智郡森町一宮３１５０
【森町愛光園】
または
静岡県周智郡森町天宮１３５０

51

紙器・金属容器の製
造

（主な仕事の内容）

・紙器加工（食品や医薬品を入れる紙容
器の製造・加工）
・平巻機オペレータ及びライン作業での
紙器加工
・金属加工（金属容器の製造、プレス加

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　福井洋樽製作所　静岡工場
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給 (2)7時30分～16時30分 障害者、老人に係る
業務またはボラン
ティアで接した経験

200,000円～290,000円 (3)9時15分～18時15分

静岡県袋井市中新田７５８

52

看護師／正社員登用
前提

知的障害者の健康観察、看護、通院、投
薬、ケガの手当　ほか
知的障害者施設でのお仕事になります。

・生活支援、身だしなみの支援及び入浴
介助の支援など
（入浴介助や交代制勤務など体力を要す

正社員 変形（1ヶ月単位） 看護師免許状 社会福祉法人　丹穂会　緑ヶ丘学園
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

220,000円～220,000円

静岡県磐田市見付４７６３－１

53

総合事務 　伝票の記入、経理、書類・文書の整理
や保管などの事務及び
　雑用など総務事務全般の作業を行って
いただきます。　

（主な仕事の内容）


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

月給 経理事務

162,167円～210,000円

静岡県磐田市高見丘５１５

54

一般事務（経理・会
計関係）

（主な仕事の内容）

・日々の入出金管理
・請求書の仕分処理
・売掛、買掛の管理
・各種帳簿類の発行および管理
・会計システムへの入力、チェック

正社員 浜松興運　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)7時30分～16時30分

177,800円～217,800円 (3)9時00分～18時00分

静岡県磐田市豊田西之島３２５－１

55

保育士 定員７０名の認可保育所です。

０～５歳児までのクラスの保育業務に従
事していただきます。




正社員 変形（1年単位） あさば保育園
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

210,000円～290,000円

静岡県袋井市松原１８０３－３

56

ドライバー／１０ｔ
ウイング車

磐田市内事業所（１～２個所）にて積込
み、

磐田市および浜松方面に納品完了後（両
方で３～５個所）

再度磐田市に戻り、磐田市内（２～３個

正社員 株式会社　南海サービス
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

静岡県磐田市堀之内１３６７－１
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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: 0538-85-2370 従業員数 26人

年　　齢: 18歳以上 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-  322021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

静岡県周智郡森町森８００－１

月給

180,000円～220,000円
又は0時00分～23時59

57

販売職／セブンイレ
ブン　森町遠州森駅
前店

接客、レジ打ち、発注・品出し・売り場作り・入荷などの商品在庫の管理、金銭管理、会計処理、新人研修正社員 交替制あり 株式会社　かくう
雇用期間の定めなし
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