
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 0538-43-1033 従業員数 35人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 火 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-  645721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0539-62-3131 従業員数 329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-  539921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 045-472-8727 従業員数 6人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝 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: 14150- 1009421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-55-0225 従業員数 4人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 薬剤師 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-  641621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 8時間

     TEL: 0538-42-7914 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 保健師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 看護師

求人番号: 22090-  653721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間 社会福祉士

     TEL: 0538-45-1777 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 なし

求人番号: 22090-  563921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-38-5511 従業員数 125人

年　　齢: 18歳～59歳 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-  702421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-38-3904 従業員数 0人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 月日祝他 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-  597621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-39-3370 従業員数 20人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝 理学療法士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 作業療法士

求人番号: 22090-  544421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     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-  620221 各種保険： 雇用・労災・健康 月平均 

     TEL: 042-752-2880 従業員数 8人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 栄養士 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: 14090-  959021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-423-1165 従業員数 68人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 管理栄養士 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- 1772421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0538-45-1777 従業員数 9人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 その他の医療・保健
衛生関係資格

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-  550221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-23-8600 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 保育士

求人番号: 22090-  678021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間 ホームヘルパー２級

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

調理員 調理員の募集です
（主な仕事内容）

・開店前の仕込み

・厨房での調理業務全般（和食、揚げ
物、麺茹で等）

正社員 有限会社　ＴＬＣ（仙の坊）
雇用期間の定めなし (1)9時30分～21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） 

月給 伸銅または類似した
業種の製造業での生
産技術経験者

250,000円～540,000円

静岡県袋井市山科３２５０番地

2

生産技術者 ・新しい設備やプロセスの導入、
　既存設備やプロセスの改善に係る業務
全般　

・伸銅あるいは鉄鋼、アルミニウムなど
の金属加工の鋳造、
　圧延、切断など技術者

正社員 機械電気系の学部卒
以上または高専卒以
上

ＤＯＷＡメタル　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時30分

月給

180,000円～300,000円

静岡県磐田市岩井２０００－１

4

薬剤師 調剤薬局「まめお薬局」でのお仕事にな
ります。

（主な仕事内容）
・調剤業務
・服薬指導
・在宅業務

正社員 株式会社　まめお薬局
雇用期間の定めなし (1)8時50分～18時30分

月給 ・ソフトウェアのシ
ステム設計・開発経
験者

192,000円～406,000円

静岡県磐田市松之木島７６７

3

業務系システムエン
ジニア／静岡

【仕事内容】
スキル、適性、志向性を充分善処して、
各種基幹系システム（業務系）の開発を
要件定義～テストまで、業務の内容、経
験により対応していただきます。
【開発工程】
（詳細設計）～コーディング～各種テス

無期雇用派遣労働者 株式会社　オレンジテクノロジーズ
雇用期間の定めなし (1)8時45分～17時30分

月給

173,967円～197,966円

静岡県磐田市南田７４－４

5

保健師、看護師、社
会福祉士（ケアプラ
ンの作成等）

袋井市社会福祉協議会が運営する地域包括支援センターで、包括支援センターに係る業務や居宅介護計画、介護予防サービス等を受けるためのケアプランの作成をするお仕事をしていただきます。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 薬剤師免許

288,000円～575,000円
又は8時50分～12時50

静岡県袋井市久能１００９－１

7

正・准看護師 医療法人社団藤友五幸会が運営する磐田
市大久保所在の
介護老人保健施設おおふじ五幸ホームに
て、看護師業務を
お任せします。

≪具体的には・・≫

正社員 交替制あり 医療法人社団　藤友五幸会
　　　　　　　介護老人保健施設　おおふ
じ五幸ホーム

雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 看護師

200,000円～270,000円

静岡県袋井市高尾７８３－４

6

看護師／あかり ・機能訓練指導員としてのデイサービス
内での業務全般。

・利用者のバイタルチェック等の医療的
管理。

・リハビリ特化型デイサービスでの機能

正社員 医療法人社団　英明会
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 訪問入浴業務経験者
（３年以上）365,300円～419,000円

静岡県磐田市大久保５０８－３

8

訪問入浴看護師
（令和４年３月入
社）

令和４年４月より訪問入浴事業を開始予
定。

当院は、磐田市内を中心としたエリアで
訪問診療・訪問看護を展開している機能
強化型在宅療養支援診療所です。
（主な仕事）

正社員 医療法人社団　福在会
雇用期間の定めなし (1)11時00分～20時00

月給 (2)7時00分～16時00分

251,100円～354,600円 (3)9時00分～18時00分

静岡県磐田市南島５２９

10

歯科衛生士 （主な仕事の内容）

・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



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 在宅介護における利
用者様への機能訓練
指導経験

217,900円～267,700円

静岡県磐田市大久保３７４－１　パ
レロワイヤル１０１
よつば訪問入浴サービス

9

理学療法士・作業療
法士

デイサービスセンター福田ふれあい荘で
の機能訓練を担当して
いただきます。

・小集団での機能訓練。訓練計画書の作
成。
・利用者様と共にレクリエーションや

正社員 交替制あり 理学療法士、作業療
法士の養成校卒

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 ・営業経験
・栄養士としての集
団給食経験

180,000円～230,000円

静岡県磐田市三ケ野台３０－７

11

栄養士（静岡県袋井
市）

・献立の作成
・食材の発注
・衛生管理及び指導
・在庫管理など

正社員 株式会社　寿食品
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～17時00分

250,000円～250,000円

静岡県磐田市加茂３９５
【ゆやの里】

13

柔道整復師／あかり ・機能訓練指導員としてのデイサービス
内での業務全般。

・リハビリ特化型デイサービスでの機能
訓練の実施指導が
　できる方を募集します。


正社員 医療法人社団　英明会
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 施設での管理栄養士
経験216,000円～244,000円

静岡県袋井市松原２６０１

12

管理栄養士（ゆやの
里）

施設の食事管理全般。
ご利用者・職員・厨房との調整。
施設行事の参加（食事が関わるもの）

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)9時00分～18時00分 障がい児施設での直
接支援業務　２年以
上　歓迎

170,000円～270,000円

静岡県袋井市久能１００９－１

14

児童指導員 ・送迎業務（社用車使用、軽四または８
人乗り１ＢＯＸ）

・子どもたちの「できた！」をお手伝い
する仕事です。



正社員以外 株式会社　ＭＡＨＡＬＯ
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 柔道整復師

175,000円～195,000円

静岡県袋井市西同笠３８７－１－２
　子どもハウスＵＬＵ西同笠
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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: 0538-42-3228 従業員数 30人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 保育士 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: 22090-  570321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 2時間

     TEL: 0538-67-1755 従業員数 99人

年　　齢: 59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-  617921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 053-438-4881 従業員数 67人

年　　齢: 18歳以上 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 なし

求人番号: 22090-  624621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-39-0777 従業員数 37人

年　　齢: 64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: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090-  594521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0538-38-5511 従業員数 125人

年　　齢: 59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-  546621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-38-5511 従業員数 125人

年　　齢: 59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 社会福祉士

求人番号: 22090-  551521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     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-  543521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0538-66-4946 従業員数 23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-  666321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-42-6151 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 あり

求人番号: 22090-  665421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0538-84-9910 従業員数 6人

年　　齢: 35歳以下 休　　日： 土日 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-  673421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-43-2111 従業員数 17人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 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-  715021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0538-86-3282 従業員数 12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-  638221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-35-0111 従業員数 8人

年　　齢: 35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-  609921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-85-2181 従業員数 235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-  613521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

静岡県磐田市豊岡６６０５－６１
・めいわ竜洋保育園

16

介護支援専門員（老
健）

医療法人社団藤友五幸会が運営する介護
老人保健施設五洋の里
（磐田市掛塚）にて施設ケアマネー
ジャー業務をお任せします。

（主な仕事内容）
・ケアプランの作成

正社員 交替制あり 医療法人社団　藤友五幸会　介護老人保健施設　五洋の里
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

190,000円～203,000円
又は7時00分～19時00

15

保育士 令和４年４月１日に開園する新設の認可
保育所でいっしょに
働きませんか。　

・磐田市竜洋（豊岡）地区に新しく開園
する定員２０４名の
　保育園にて０歳～５歳児までの乳幼児

正社員 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　明和会
雇用期間の定めなし

月給 (2)12時00分～21時00 管理者研修修了者
（修了者でなくても
ご相談ください）

270,000円～293,000円 (3)20時45分～8時45分

静岡県磐田市掛塚３１９０－１

17

管理者候補（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 (2)10時00分～19時00

226,900円～275,000円

静岡県磐田市二之宮東２１－４

19

介護支援専門員（老
健）

医療法人社団藤友五幸会が運営する介護
老人保健施設
おおふじ五幸ホーム（磐田市大久保）に
て施設ケアマネージャー
業務をお任せします。

（主な仕事内容）

正社員 医療法人社団　藤友五幸会
　　　　　　　介護老人保健施設　おおふ
じ五幸ホーム

雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

220,000円～250,000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

18

ケアマネージャー （主な仕事の内容）

・サービス計画書の作成

・ご利用者宅への定期訪問

・介護報酬請求業務等

正社員 株式会社　健康第一調剤薬局　多機能ホーム二之宮
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)10時00分～19時00

201,900円～250,000円

静岡県磐田市大久保５０８－３

20

入所支援相談員（老
健）

医療法人社団藤友五幸会が運営する介護
老人保健施設おおふじ五幸ホーム（磐田
市大久保）にて施設相談員業務をお任せ
します。

（主な仕事内容）
・お客様の相談業務等

正社員 医療法人社団　藤友五幸会
　　　　　　　介護老人保健施設　おおふ
じ五幸ホーム

雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)10時00分～19時00

226,900円～275,000円

静岡県周智郡森町草ケ谷１０４－１

22

総務スタッフ（正社
員）

総務部門での総合的な業務

＜人事労務業務＞
■入退社管理
■勤怠管理／給与計算
■社会保険手続き
■人材教育・育成業務

正社員 株式会社　ニコカ
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

静岡県磐田市大久保５０８－３

21

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 事務経験

200,000円～200,000円

静岡県磐田市竜洋中島１０１－１

23

事務職および企画運
営補助

事務処理と企画運営補助の仕事です。

■事務職（経理、事務処理、受付、電話
対応等）
　・総務管理業務　
　・各種団体運営事務　など


正社員以外 袋井商工会議所
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

200,000円～300,000円

静岡県袋井市国本９１５－６

25

国民健康保険・後期
高齢者医療・国民年
金業務職員／保険課

（会計年度任用職員）
・国民健康保険・国民年金の加入・脱退
に関する手続き
・加入者の国民健康保険・国民年金に関
する諸手続き　
・後期高齢者医療に関する諸手続き　な
ど

正社員以外 袋井市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～15時30分

月給

180,000円～200,000円

静岡県袋井市高尾１１２９－１

24

事務 ・会計ソフトやエクセルなどを使用した
入力作業や、請求書の
　作成、書類郵送などの一般的な事務作
業をお願いします。
・店舗運営業務として、インスタグラム
を活用した宣伝なども
　お手伝いしていただきます。

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

月給 事務経験

200,000円～220,000円

静岡県袋井市新屋一丁目１番地の１

26

事務職 （主な仕事内容）
・パソコン（ワード・エクセル）を使用
しての申請書等の書類作成　が主な仕事
になります。
　※経理等の仕事はありませんので、専
門的な知識は
　　必要ありません。

正社員 東海経営情報協同組合
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

132,900円～135,000円
又は8時30分～17時15

静岡県磐田市小島４４８

28

医療事務（検診窓
口）

健康診断の受付、案内、診察介助。
健康診断に係わる事務作業（案内・結果
の送付）　など


＊健康診断対応業務のため女性が活躍し
ています。

正社員以外 交替制あり 公立森町病院
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時00分～16時00分

月給

180,000円～250,000円

静岡県磐田市蛭池９９－７

27

売上管理事務（本
社）

本社で各販売部門（プロパン部、石油
部、水道部）の事務を
お願いします。

（主な仕事内容）
・電話対応
・来客対応

正社員 有限会社　大庭石油
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

静岡県周智郡森町草ヶ谷３９１－１

月給 (2)8時15分～16時15分

130,787円～192,658円
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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: 0538-30-1100 従業員数 14人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 水日祝他 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-  712621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-42-4321 従業員数 90人

年　　齢: 39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-  576821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-42-4321 従業員数 90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-  577221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-42-4321 従業員数 90人

年　　齢: 39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-  580921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-34-4624 従業員数 30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: 2人 週休二日： その他 時間外 あり 整備管理者

求人番号: 22090-  593221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間 大型自動車免許

     TEL: 0539-62-3131 従業員数 329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-  540721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 0537-26-2161 従業員数 4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: 22060-  459621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 5時間

     TEL: 0538-86-3281 従業員数 12人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水他 宅地建物取引士
（旧：宅地建物取引

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-  611821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-86-3281 従業員数 12人

年　　齢: 不問 休　　日： 水他 宅地建物取引士
（旧：宅地建物取引

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-  612221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-66-1211 従業員数 48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: 22090-  701521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0120-999-647 従業員数 3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 なし

求人番号: 13080- 3535621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-39-3370 従業員数 17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-  531021 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: 0538-67-1755 従業員数 99人

年　　齢: 59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 社会福祉士

求人番号: 22090-  618121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-43-7110 従業員数 7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 あり

求人番号: 22090-  583721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

月給 (2)8時30分～14時00分 未経験歓迎
地域を一緒に支えて
くださる方

169,000円～179,000円29

医療事務 耳鼻咽喉科医院での医療事務のお仕事で
す。

（主な仕事の内容）
・受付・問診入力
・メディカルクラーク
・診療補助

正社員 森本耳鼻咽喉科
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時30分

静岡県袋井市広岡１１２９

31

生産準備／型技術 自動車用プラスチック部品の新製品立ち
上げに関する
生産準備業務のお仕事です。

（主な仕事の内容）
・金型製作委託会社との窓口業務


正社員 尾形工業　株式会社　静岡工場
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

160,200円～200,000円

静岡県袋井市上山梨１－８－６

30

生産準備／管理 自動車用プラスチック部品の新製品立ち
上げに関する
生産準備業務のお仕事です。

（主な仕事の内容）
・生産に必要な標準書類の作成


正社員 尾形工業　株式会社　静岡工場
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

160,200円～200,000円

静岡県袋井市広岡１１２９

32

営業 自動車用プラスチック部品製造事業所に
おける営業の
お仕事です。

（主な仕事の内容）
・引き合い案件に対し見積書を作成す
る。

正社員 尾形工業　株式会社　静岡工場
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 ＣＡＤを用いた何ら
かの業務経験者
金型起工に関する知

160,200円～280,000円

静岡県磐田市豊田西之島３２５－１

34

システムエンジニア ・工場の基幹システム（生産管理システ
ム、操業管理システム）　　と情報イン
フラ（ネットワーク、サーバー）の維
持、
　改善更新を行います。
・システムの有効利用や機能改善を利用
者とともに考え、

正社員 ＤＯＷＡメタル　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時30分

月給 パソコン入出力、電
話対応、152,170円～160,000円

静岡県袋井市広岡１１２９

33

配送管理補助者 キャリアカーで車両を配送している乗務
員と顧客をつなぐ
管理補助をしていただきます。

≪主な仕事の内容≫
・乗務員の配車管理
・客先との連絡対応

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

215,000円～345,000円

静岡県磐田市松之木島７６７

35

仲介スタッフ（トラ
イアル雇用併用求
人）

不動産仲介スタッフ業務全般
・アパート、マンション入居仲介業務
・空室情報の更新業務
・アパマン情報誌の発行
・その他付随する業務　など

※パソコン入力（ワード、エクセル等）

正社員 株式会社　トダックス
雇用期間の定めなし (1)10時00分～19時00

月給 システムエンジニ
ア：自社システムの
ＳＥあるいはシステ

210,000円～250,000円

静岡県袋井市堀越３丁目５－５

37

賃貸管理スタッフ
（契約社員）袋井店

（主な仕事内容）
・物件の写真撮影
・賃貸物件の案内、紹介
・接客、電話応対
・パソコンへの入力業務
　　　　　　　　　　　等になります。


正社員以外 株式会社　メイン
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

225,441円～268,388円

静岡県掛川市大池６２２－４（掛川
店）
静岡県袋井市堀越１－１０－６（袋
井店）

36

賃貸管理スタッフ （主な仕事内容）
・物件の写真撮影
・賃貸物件の案内、紹介
・接客、電話応対
・パソコンへの入力業務
　　　　　　　　　　　等になります。


正社員 株式会社　メイン
雇用期間の定めなし (1)9時30分～19時00分

月給 建設機械の営業経験
者190,000円～335,000円

静岡県袋井市堀越３丁目５－５

38

建設機械の営業職 建設機械全般の販売、レンタル及び製
作、整備の受注等の
営業のお仕事になります。

・対象エリアは全国になりますので、出
張も伴います。


正社員 山崎マシーナリー　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

225,441円～268,388円

静岡県磐田市高見丘１２００
ららぽーと磐田２Ｆ
◆保険見直し本舗　ららぽーと磐田
店◆

40

デイサービスセン
ター　袋井ふれあい
荘　介護職員募集

デイサービスセンター袋井ふれあい荘
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　袋井ゆうあいの里
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 ◆お客様に丁寧な応
対が出来る方
◆保険業界経験者、

250,000円～250,000円
又は9時45分～21時00

静岡県磐田市飛平松２１６－１

39

年休１２０日／顧客
開拓なし！保険のコ
ンサル営業／磐田市

◆ノルマや飛び込み無し！
◆年４回のインセンティブあり
◆未経験ＯＫ！ゼロから保険の知識が身
に付きます。

★保険見直し本舗（募集代理店：株式会
社ＧＯＥＳＷＥＬＬ）

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社ＧＯＥＳＷＥＬＬ
雇用期間の定めなし

月給 (2)10時00分～19時00

201,900円～250,000円

静岡県袋井市久能１２４８－１

41

入所支援相談員（老
健）

医療法人社団藤友五幸会が運営する介護
老人保健施設五洋の里
（磐田市掛塚）にて施設相談員業務をお
任せします。

（主な仕事内容）
・お客様の相談業務等

正社員 交替制あり 医療法人社団　藤友五幸会　介護老人保健施設　五洋の里
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 デイサービスでの介
護業務経験149,300円～238,500円

静岡県袋井市堀越２丁目８番地の５

月給 (2)14時30分～18時30 クリニック事務経験
（優遇）137,000円～137,000円 (3)9時00分～13時00分

静岡県磐田市掛塚３１９０－１

42

看護助手・医療事務 耳鼻咽喉科医院でのお仕事です
（主な仕事内容）
・患者様の介助
・器具に清掃
・聴力検査
・受付レセプト
・カルテ書き

正社員 医療法人社団ちひろ会
宮嶋耳鼻咽喉科雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時30分

3/6



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: 0538-59-1111 従業員数 16人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 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-  623321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 4時間

     TEL: 042-752-2880 従業員数 8人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 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: 14090-  976721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 042-752-2880 従業員数 8人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 調理師 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: 14090-  977821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-35-3326 従業員数 30人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 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 栄養士

求人番号: 22090-  633921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 054-270-3601 従業員数 11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 なし

求人番号: 22010- 1630921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-36-1008 従業員数 4人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 調理師 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-  585221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 054-639-7022 従業員数 30人

年　　齢: 18歳以上 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: 22120-  611221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 26時間

     TEL: 0539-62-3131 従業員数 329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-  538621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 0538-38-5900 従業員数 52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-  674321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0538-66-2395 従業員数 64人

年　　齢: 35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-  657421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 0538-34-2925 従業員数 10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-  523021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-34-2925 従業員数 10人

年　　齢: 18歳以上 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-  525821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-42-7121 従業員数 57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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090-  545321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 8時間

     TEL: 053-444-5505 従業員数 6人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 土日他 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: 22020- 1251821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

43

リハビリ助手 ・物理療法（電気治療や温熱治療、牽引
他）

・患者さんの搬送（病室⇔リハビリ室）

・外来患者さんの受付業務


正社員 どい整形外科スポーツクリニック
雇用期間の定めなし (1)8時15分～18時45分

月給 社員食堂等の大量調
理経験者260,000円～300,000円

静岡県磐田市福田中島２３８－１

44

調理師（店長候補）
（静岡県袋井市）

　◎社員食堂の調理業務
　　　１日３５０食程度
　　　調理師２名、栄養士１名、調理
パート６名ほどで調理
　　　（シフト制）

正社員 株式会社　寿食品
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給

155,000円～175,000円

静岡県袋井市松原２６０１

46

調理員 園児１２６名と職員２４名の集団給食の
調理と付随する事務。

・材料の下ごしらえ、調理、盛り付け、
食器等の洗浄、片付けなど
・調理員２名と調理補助員２名の名で作
業し、教えてもらいながら　の作業とな

正社員以外 社会福祉法人　シオン会　いずみ第二保育園
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 社員食堂等の大量調
理経験者180,000円～230,000円

静岡県袋井市松原２６０１

45

調理師業務（静岡県
袋井市）

　◎社員食堂の調理業務
　　　１日３５０食程度
　　

正社員 株式会社　寿食品
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

日給 (2)9時00分～18時00分

168,000円～201,600円
又は5時00分～18時00

静岡県磐田市城之崎１丁目２３５４－２

47

（請）調理師／磐田
市【　急募！　】

福祉施設での調理（調理・盛付・食器洗浄・片付け）等正社員以外 株式会社　東洋食品フードサービス　東海事業部
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)5時00分～14時00分

時給

171,200円～171,200円

静岡県磐田市中泉５９３　１階

49

プラスチック成形機
オペレーター（磐田
工場）

プラスチック製造、加工作業に係る製造
作業全般。
業務集中による期間社員の募集。

正社員以外 変形（1年単位） 株式会社　キラメイク
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 和食・寿司調理経験

180,000円～300,000円
又は16時00分～1時00

静岡県磐田市加茂３９５
社会福祉法人　八生会　ケアハウス
ゆやの里

48

調理師 「居酒屋じゃん駅前店」での仕事です。

（主な仕事）
・調理・ドリンク・接客・レジと一通り
の居酒屋での仕事全般を　　行っていた
だきます。
・仕入、バイトの指導

正社員 株式会社　ガイア
雇用期間の定めなし

月給

165,000円～230,000円

静岡県磐田市飛平松１９３
株式会社キラメイク　磐田工場

50

プレス設備のオペ
レーター

・銅や黄銅、銅合金のコイル材を製造・
販売する伸銅品
　メーカーの製造部門でのお仕事です。

・コイル材をプレスする設備のオペレー
ターとして、
　プレス設備オペレーションや設備メン

正社員 ＤＯＷＡメタル　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時30分

時給 (2)20時00分～5時00分

243,600円～243,600円

静岡県磐田市向笠竹之内１３１５－１４

52

製造スタッフ ４輪・２輪のパイプ部品製造

（主な仕事の内容）
・ＮＣパイプベンダー・プレス機・溶接
機・切断機などを
　使用しての部品製造


正社員 交替制あり 新高山　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 金型製作の経験者

220,000円～300,000円

静岡県磐田市松之木島７６７

51

金型仕上 （主な仕事内容）

・金型の肉盛溶接
・エアーツールを用いての金型の調整
・マシニング操作、段取り
・型合わせ、刃合わせ、組み付け、バラ
シ　等々

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

時給 (2)8時00分～17時00分

169,600円～186,560円

静岡県磐田市駒場６６８６－３

53

（派）パッケージサ
ラダ製造（日勤）

スーパーやコンビニ等にあるパッケージ
サラダを
製造している会社でのお仕事となりま
す。

キャベツやレタスの芯を包丁でカット作
業

有期雇用派遣労働者 交替制あり 株式会社　大善
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)7時00分～16時00分

月給 (2)6時00分～15時00分

190,000円～240,000円

静岡県周智郡森町向天方

55

段ボール製品製造工 ・生産機械（段ボールシートを箱に組み
立てられるように、または緩衝材として
形成できるように木型を使って切れ目や
罫線を入れる加工を行なう）を操作する
オペレーターの補助作業（木型の準備・
交換や簡単な機械操作を含む）。
・上記の生産機械で生産した段ボール製

正社員 交替制あり 大和紙器　株式会社　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)23時15分～8時15分

169,600円～186,560円

静岡県周智郡森町向天方

54

（派）パッケージサ
ラダ製造（夜勤）

スーパーやコンビニ等にあるパッケージ
サラダを
製造している会社でのお仕事となりま
す。

キャベツやレタスの芯を包丁でカット作
業

有期雇用派遣労働者 交替制あり 株式会社　大善
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)21時00分～6時00分

時給 (2)20時00分～5時00分

203,520円～203,520円

静岡県袋井市国本１３１０－１

56

成形作業（磐田市） （派遣業務）
自動車部品製造
ゴム製品成形機のオペレーション（設備
操作）及び成形品バリ取り、検査

有期雇用派遣労働者 交替制あり 株式会社　ワークス
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)13時00分～22時00

163,400円～220,000円

静岡県磐田市豊岡６９８８－１
【西遠ゴム工業株式会社】

4/6



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: 0537-48-2575 従業員数 2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: 22060-  520321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0538-42-4321 従業員数 90人

年　　齢: 39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-  578521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-43-3533 従業員数 17人

年　　齢: 59歳以下 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-  579421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 0538-67-8017 従業員数 3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-  669121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-35-3633 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 三級自動車ガソリン・エンジン整備士

求人番号: 22090-  629821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0538-36-6488 従業員数 12人

年　　齢: 59歳以下 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 自動車検査員

求人番号: 22090-  634121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     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: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090-  663221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 0538-30-2180 従業員数 2人

年　　齢: 18歳以上 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-  643121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 053-525-8333 従業員数 19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: 22020- 1495121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-37-2770 従業員数 206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-  656521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-45-0505 従業員数 6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-  614421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20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-  622421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-35-4121 従業員数 4人

年　　齢: 60歳以上 休　　日： 日祝他 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 牽引免許

求人番号: 22090-  650921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 30時間

     TEL: 0538-42-1133 従業員数 92人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 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： その他 時間外 あり ５トン限定準中型自動車免許

求人番号: 22090-  591721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 45時間 準中型自動車免許

静岡県袋井市川井１０２２－１
当社工場内

58

生産技術 プラスチック部品加工メーカーの袋井工
場でのお仕事です。
主に自動車や輸送機器の部品を製造して
います。

（主な仕事内容）
各種治工具製作、機械設備製作、保守、

正社員 尾形工業　株式会社　静岡工場
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給

165,435円～181,200円
又は8時00分～17時00

57

製品の組立・検査作
業員（袋井市川井）

＊製品の組当て作業
・バイクのテール部分の部品作り等の組
立作業
・アルミの組立作業
＊検査作業
・組み立てられた製品の目視による、汚
れ、キズなどの検査

正社員以外 有限会社　若杉工業
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 整備士経験

160,000円～350,000円
又は9時00分～17時30

静岡県袋井市広岡１１２９

59

自動車整備士 自動車整備士として勤務していただきま
す。

＜主な仕事内容＞

・車検・法定点検等の整備
・故障修理全般

正社員 変形（1ヶ月単位） ホンダカーズ袋井川井店（東豊自動車　株式会社）
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

160,200円～231,200円

静岡県磐田市掛塚３１１０

61

整備士 小型自動車から大型貨物自動車、大型特殊車両の修理及び点検修理正社員 株式会社　山栄システム
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時30分

月給

180,000円～200,000円

静岡県袋井市川井９３３－１

60

整備士 フォークリフト、建設機械の整備・塗装
をお願いします。
（主な仕事）
・フォークリフトの整備、修理
・倉庫内又は、出張先での修理もありま
す


正社員 株式会社　リフトワークス
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 経験者優遇（トライ
アル対象者は不問）159,000円～234,000円

静岡県磐田市豊田３８５－２

62

サービスメカニック ホンダのカーディーラーにおける自動車
整備業務
＜主な仕事内容＞
・自動車の点検、車検、一般修理
・用品取り付け
・上記に付随する業務


正社員 変形（1年単位） 株式会社　ホンダリュウヨウ　ホンダカーズ磐田南
雇用期間の定めなし (1)8時50分～18時00分

月給 (2)8時00分～17時00分 整備士の経験

160,000円～260,000円

静岡県磐田市加茂７２５－２

64

（派）ゴム製品の
ピッキング及び出荷

・自動車用ゴム製品のピッキング及び専
用台車で回収・出荷までの工程をしてい
ただきます。

　初めての方でも丁寧に指導しますので
安心です。

無期雇用派遣労働者 交替制あり ノブレス　株式会社
雇用期間の定めなし (1)6時25分～15時10分

時給

176,800円～194,080円

静岡県磐田市上岡田６８６－１

63

検査・その他軽作業 （主な仕事内容）

＊自動車四輪シートカバー（布及びレ
ザー製品）の
　縫製後の検査が中心の業務です。
　縫い方、汚れ、キズ、取り付け部品の
確認等を行います。

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

時給

173,910円～205,530円

静岡県周智郡森町睦実１１２３－２
２
浜名梱包輸送　株式会社

65

シートベルト接続部
組付け検査等の生産
管理者（磐田市）

（請負業務）

・シートベルトの接続部分（バックル）
の組付け及び、選別、検査、梱包作業
・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出荷
準備します。

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

時給 (2)16時00分～0時40分

195,840円～195,840円

静岡県磐田市東貝塚１５７８

67

塗装スタッフ／経験
者

・自動車及び工作機械パーツの塗装業務
を担当していただきます。

・取扱パーツは小さなものから大きなも
のまで、種々あります。

・細かな作業があり、手先の器用な方に

正社員 株式会社　ウインズ
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給

157,170円～157,170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

小型ベアリングの検
査・包装スタッフ

小型ベアリング製品の検査・包装作業を
担当していただきます。

【主な仕事】
　・製品の不具合がないか外観目視を行
う作業
　・ベアリング製品を決められた数量に

正社員以外 ＮＴＮテクニカルサービス　株式会社　磐田事業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時15分～16時40分

月給 光学測定業務経験

250,000円～450,000円

静岡県袋井市国本３０５０

68

機械設計者 （主な仕事の内容）

１．工作機械仕様の検討、機構の設計、
製図
　　設計した装置の組付け、評価、検
査、調整及びメンテナンス


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 塗装作業経験者（見
習い可）250,000円～300,000円

静岡県袋井市山科２４９４－１

70

２ｔ・４ｔ集荷、配
達ドライバー

・袋井市・磐田市内の当社取引先へ集
荷・配達をお願いします。
・歩合給があるため頑張った方が給与に
繋がる仕事です。
・荷物を手で運ぶ作業ありで、相応の体
力・持久力が必要です。
・３ヶ月程度、先輩社員がマンツーマン

正社員 変形（1年単位） 西濃運輸　株式会社　袋井支店
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時10分

時給 大型トラック・バス
運転経験者172,500円～181,125円

静岡県磐田市富丘１４１－１

69

（派）トラック・バ
スの回送

納車・引取の搬送業務及びそれらの付帯
作業


トラックメーカーのディーラーでトラッ
ク納車・引取のお仕事です


有期雇用派遣労働者 株式会社　トランスポートオオスギ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時45分～17時15分

静岡県袋井市堀越３６１

月給

234,600円～234,600円
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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: 0538-35-3633 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

求人番号: 22090-  628721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0538-42-5075 従業員数 0人

年　　齢: 18歳～35歳 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-  631321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0538-43-1555 従業員数 8人

年　　齢: 18歳～44歳 休　　日： 日他 車両系建設機械（整
地・運搬・積込用及

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-  517721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 054-369-1178 従業員数 12人

年　　齢: 44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-  530821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 26時間

     TEL: 053-587-8585 従業員数 100人

年　　齢: 64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： その他 時間外 あり

求人番号: 22022-  262921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 053-525-8333 従業員数 1人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 土日祝他 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: 22020- 1518721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-35-4126 従業員数 65人

年　　齢: 18歳以上 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-  572921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-23-6163 従業員数 9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: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり ８トン限定中型自動車免許

求人番号: 22090-  626121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間 フォークリフト運転技能者

     TEL: 0538-84-9541 従業員数 8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-  581121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間 玉掛技能者

     TEL: 054-352-9469 従業員数 4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: 22040-  520021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 053-925-5736 従業員数 54人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22022-  235321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 

月給 (2)8時00分～17時00分 大型自動車経験者優
遇
※ミキサー車の経験

170,000円～200,000円71

大型運転手（ミキ
サー車）

・大型ミキサー車で生コンを県内はじめ
（豊橋～清水間の各プラン
　ト）工事現場へ輸送
・大型タンクローリー車、大型平ボディ
車にてセメント、フレコン
　の輸送納入
・大型ウイング車にて一般貨物の配送

正社員 変形（1年単位） 株式会社　山栄システム
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時30分

静岡県磐田市大久保４７３－１　　磐田事業所

73

一般土木作業員 公共土木・民間工事・下水工事・型枠工
事・２次製品据付工事


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

月給

205,400円～215,400円

静岡県磐田市豊田３８５－２

72

構内作業員 磐田事業所での構内作業員の業務です。

・輸送機器部品の積載品の揚げ降ろし
・フォークリフトを使用します。

＊フォークリフト免許所持していない方
でもご応募いただけます。

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

月給

255,513円～258,090円

静岡県袋井市堀越３－１３－６

74

古紙回収ドライバー
／浜松工場

普通運転免許からスタートできる古紙回
収のお仕事です。

パッカー車、４ｔ車等を運転し、顧客先
より発生する古紙類を回収するお仕事で
す。


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

日給

214,000円～321,000円

静岡県周智郡森町睦実１１２３－２
２　森北戸綿工業団地Ｂ－１
　　浜名梱包輸送（株）森町営業所

76

倉庫内作業員（袋井
市）

（請負業務）
倉庫内でオートバイを移動させる作業で
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

月給 倉庫業務

230,000円～240,000円

静岡県磐田市南平松１－３　浜松工場

75

倉庫作業スタッフ
（森町営業所）

仕事内容は、自動車部品の入出庫作業で
す。
作業はフォークリフトを使いますので、
重い物を持ったりする作業はありませ
ん。
全て簡単な作業ですので、すぐに覚えら
れます。

正社員 変形（1年単位） 浜名梱包輸送　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時10分

月給 フォークリフト技能
講習修了証201,000円～207,000円

静岡県袋井市山科３０８０
事業所名はハローワークまでお問い
合わせ下さい。

77

倉庫内作業スタッフ ●業務の流れ
１．幹線便で運ばれてきた貨物を、方面
別に大まかに仕分け
　→次の仕分けが行いやすいよう、
フォークリフトで移動させます
２．地域・方面別・納品先別など、細か
く仕分け

正社員以外 株式会社　鈴与カーゴネット浜松
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)22時00分～7時00分

時給

174,762円～198,593円

静岡県袋井市浅名１４３２

79

鉄・非鉄金属スク
ラップの収集及び運
搬作業

＊大型トラックにて事業所を廻り、鉄・
非鉄金属スクラップの収集・積み込み・
運搬作業
（２０ｋｇ位の物を持つことがありま
す）
＊フォークリフトの運転
＊手作業での仕分け

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　村上商店
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時50分

月給 ４トン車業務及び
フォークリフトの経
験

250,000円～300,000円

静岡県磐田市岩井１８８４－２

78

ドライバー ・４ｔ～２ｔトラックで、工場から決め
られた納品先（主に工場）　に配達して
いただきます。
・配達地域は静岡県西部（浜松市～掛川
市）になります。
・積荷はダンボール製品です。
・荷物の積み降ろしはフォークリフトを

正社員 稲垣運輸　有限会社
雇用期間の定めなし (1)6時00分～16時00分

月給

190,000円～230,000円

※本社と浜松工場、両方に勤務
　本社　　　磐田市上大之郷７４－
３
　浜松工場　浜松市中区高丘東３丁

80

施工スタッフ／磐田
営業所

建築会社様より依頼を受けた物件の消毒
業務。
・噴霧器を使用した消毒作業。
・シロアリ、ネズミ、害虫の駆除
・お客様への説明　他。

＊現場は静岡県西部

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

月給 フォークリフト、大
型自動車の運転経験235,000円～258,000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

時給

168,000円～168,000円

静岡県磐田市今之浦２－４－５　磐田営業所

81

構内作業員（袋井市
袋井工場）

当社袋井工場の構内における荷役作業及
び産業廃棄物等の選別作業の仕事です。

・産業別廃棄物・資源ゴミを選別し、再
生資源・製紙原料・非鉄金属に分別する
作業を行います。


正社員以外 株式会社リサイクルクリーン
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時20分
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