
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 0538-85-3065 従業員数 13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 なし

求人番号: 22090-  828921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-444-5505 従業員数 2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: 22020- 2171121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 053-444-5111 従業員数 120人

年　　齢: 18歳～61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- 2071321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 9時間

     TEL: 0538-84-9523 従業員数 10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-  839721 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-  837121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 0538-32-8288 従業員数 32人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 ２級建築施工管理技
士

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり １級建築施工管理技士

求人番号: 22090-  742821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-32-8288 従業員数 32人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 日他 １級土木施工管理技
士

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり ２級土木施工管理技士

求人番号: 22090-  744521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 0538-84-9523 従業員数 1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-  834321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 0120-55-8811 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 栄養士 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: 23110- 1354021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-21-3933 従業員数 74人

年　　齢: 不問 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 なし

求人番号: 22090-  765121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 070-8434-3348 従業員数 1人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 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-  806821 各種保険： その他 月平均 10時間

     TEL: 0538-37-4807 従業員数 13人

年　　齢: 不問 休　　日： 月他 保育士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

求人番号: 22090-  780121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-38-2278 従業員数 23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-  814821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 0538-45-3731 従業員数 5人

年　　齢: 44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-  833421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

月給

180,000円～220,000円

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

お茶の袋詰め・販売 ・お客様へのお茶の販売、お茶だし
・お茶の袋詰め、包装、シール貼り
・お茶の発送
・車の運転有り

※仕事の詳細は、面接時にご説明いたし
ます。

正社員 株式会社　石川園
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17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） 

静岡県磐田市上万能２９４ナイス物
流（株）内
【岩品運送（有）】

3

ハーネス設備設計
（袋井工場）

ワイヤーハーネス加工全般の自動化、省
人化の設備開発

メカ設計、ソフトウェア設計、電気設
計、ＰＬＣ設計など、
設備組立と設置ならびに検証

正社員 電気、電子、機械を
学んでいる方

ＡＳＴＩ　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給

185,150円～185,150円

静岡県周智郡森町問詰６２６－５

2

建築資材の入出荷作
業（磐田市）

（派遣業務）
建築資材の入出荷作業
伝票をみながらの作業　入荷した物が伝
票と合っているかのチェック
伝票を見ながら出荷する物をピッキング
する作業
重たい建築資材は２人１組になって作業

有期雇用派遣労働者 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00分～17時00分

月給 ソフトウェアの開発
もしくは評価の経験
※車載経験は尚可

210,000円～300,000円

静岡県袋井市大野２７５４
【袋井工場】

4

（派）二輪電装制御
部品の開発・評価職

【仕事内容】
新規開発品の評価仕様書・評価報告書の
作成・評価業務・不具合品の調査、修正
確認、ソフトウェアの改修など


●浜松にて現地面接会を随時開催致しま

無期雇用派遣労働者 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 (2)17時00分～2時00分 設備開発の経験者ま
たは工学系の卒業実
績があり設備開発の

220,000円～300,000円

静岡県磐田市新貝２５００番地

6

建築技術者 施設・工場等、建築工事現場での施工管
理の業務です。

＜主な仕事内容＞
・民間、官公庁発注の工場や店舗、事務
所の新築、
　増改築、修繕

正社員 変形（1年単位） 建築指定学科 平野建設　株式会社
雇用期間の定めなし (1)7時30分～17時00分

月給 輸送機器関連の設計
開発経験
ＣＡＤ（２Ｄ・３

210,000円～300,000円

静岡県磐田市新貝２５００

5

（派）二輪車外装部
品、板金部品開発設
計

二輪車外装部品（カウル類）、板金部品
（ブラケット類）開発設計
〇要求性能に対する構造・形状の検討、
設計
〇外注、関連部署との調整やりとり
〇資料作成など　


無期雇用派遣労働者 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 土木現場管理経験

200,000円～500,000円

静岡県磐田市国府台６３－２

7

土木技術者 土木工事現場の施工管理業務です。

（主な仕事内容）
・官公庁、民間発注の宅地造成、道路築
造、河川、
　土地改良工事等の施工


正社員 変形（1年単位） 平野建設　株式会社
雇用期間の定めなし (1)7時30分～17時00分

月給 経験者

200,000円～500,000円

静岡県磐田市松之木島２０３

9

栄養士（請）（静岡
県磐田市）

・栄養士業務（献立作成、食材発注、原
価、栄養価の計算と管理）　サンプル作
成、盛付指導

・調理補助（切菜、盛付、サービス）

＊デスクワークのみではありません。

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　魚国総本社　名古屋本部
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 評価ボードの開発設
計経験
※要求仕様設計、機

210,000円～300,000円

静岡県磐田市国府台６３－２

8

（派）ＬＳＩ評価
ボードの開発設計、
基板評価★経験者優
遇★

ＬＳＩ評価ボードの開発設計、基板評価
〇車載音源ＩＣ用評価ボード、音源ＩＣ
開発用ＦＰＧＡボードなど


●浜松にて現地面接会を随時開催致しま
す。

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00分～17時00分

時給

164,000円～196,800円
又は8時30分～17時30

静岡県磐田市西貝塚３０３７
社会福祉法人ふたば会　西貝保育園

10

生活相談員兼介護支
援専門員

施設利用者及びご家族の相談・援助等の
お仕事です。
・サービス内容の説明、事前面接、契約
等
・他事業所、医療機関等外部との連絡、
調整
・サービス終了の手続き、支援等

正社員以外 社会福祉法人　斉慎会　特別養護老人ホーム　西貝の郷
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時30分

時給 (2)9時00分～13時30分 栄養士

140,530円～140,530円

静岡県袋井市神長９－２

12

子育て支援員（臨時
職員）／ひと・ほん
の庭にこっと

子育て支援と図書館機能を持つ複合的な
施設での仕事です。
（主な仕事内容）
・保育・一時預かり業務
・図書館業務（図書貸出・返却手続、図
書整理等）
・窓口受付、電話対応

正社員以外 磐田市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時15分～18時00分

月給

200,000円～250,000円

静岡県磐田市西貝塚２１１１－１

11

児童指導員・保育士
（児童発達支援事業
所）

・０～６歳までの就学前の児童に対し
て、１コマ４５分間の個別療育を行うス
タッフを募集。一日に２～４コマ担当し
てただきます。
・子どもと遊びながら発達を促し、子ど
もの「できた」「楽しい」「もっとやり
たい」をサポートします。

正社員 高専・短大・大学・
大学院いずれかの卒
業が必須。

もこあもこ　合同会社
雇用期間の定めなし (1)8時45分～16時30分

月給 介護の知識や技術

157,000円～278,000円
又は7時30分～16時15

静岡県磐田市上新屋３０４
磐田市ひと・ほんの庭にこっと

13

知的障害者の生活介
護

知的障害者の生活介護事業所です。日中
活動の場を提供し、
その自立支援を行います。

（主な仕事の内容）
（１）食事や着替え、トイレ介助、入浴
介助等の日常生活支援

正社員 社会福祉法人　磐田厚生会　おおふじ学園
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時15分

月給 保育業務経験がある
ことが望ましい。154,486円～154,486円

静岡県磐田市天龍９４０

月給

210,000円～210,000円

静岡県磐田市大久保２０４－１

14

福祉用具点検および
確認（モニタリン
グ）

介護保険制度の下、ご利用者宅を訪問
し、
福祉用具の点検及び使用状況の確認をし
ていただく仕事です。


・介護保険で福祉用具を借りていただい

正社員 株式会社　レンティック中部　介護ショップちゅーぶ中遠
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18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: 092-588-8711 従業員数 25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: 40010- 5730821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-84-6363 従業員数 9人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 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-  738321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0538-32-9088 従業員数 8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-  723121 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： 土日祝 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-  844921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-48-7011 従業員数 130人

年　　齢: 30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: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090-  784221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-42-5215 従業員数 20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-  835621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0538-23-2217 従業員数 28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-  817421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 0539-62-1250 従業員数 170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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090-  755621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 25時間

     TEL: 0538-43-8180 従業員数 28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-  773021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 27時間

     TEL: 0538-42-5215 従業員数 40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 あり

求人番号: 22090-  841421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0268-75-7683 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: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 20040-  980921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-35-4115 従業員数 75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-  801621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 0538-35-2268 従業員数 8人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 水日祝他 準中型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり フォークリフト運転技能者

求人番号: 22090-  763621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 8時間

     TEL: 0538-23-2000 従業員数 16人

年　　齢: 44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-  809421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

15

生花スタンドの装
飾・販売・配達
（正）／磐田市

〇生花デザイン装飾・販売・配達
〇店内業務（顧客対応）
〇作業場所の片付け・清掃
〇備品整理・管理
〇エリア：静岡県内とその近郊
　社用車使用（軽トラ、軽バン、トラッ
ク、キャラバン）

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　美咲
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 事務経験者　優遇

150,000円～180,000円

静岡県磐田市池田７６ー１
「株式会社　美咲　静岡支店」

16

一般事務 建物の塗装、建築工事及び住宅リフォー
ム工事の請負及び
施工を行う会社の事務のお仕事です。
・パソコンでの書類作成
・請求書の作成
・電話対応
・来客対応

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

月給

206,100円～250,000円

静岡県磐田市岩井１３７２－１

18

医療事務 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。

・受付窓口事務
・診察内容の入力・会計

正社員 短大又は専門学校卒 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

月給 人事・労務または建
設業事務160,000円～200,000円

静岡県袋井市春岡１１８８－６

17

事務 社会保険労務士業・行政書士業の事務を
していただきます。

パソコンを使用した書類作成・給与計算
などの事務仕事が中心です
関与先、関係官庁への外出もあります。
（社用車使用）

正社員以外 社会保険労務士法人　橋本労務管理事務所
　　　　　　　　　　橋本行政書士事務所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

165,000円～230,000円

静岡県磐田市気子島９７８

19

香辛料の製造 食品の業務用向け味付けに使用する香辛
料の製造に
関わるお仕事です。

・香辛料製造工程での原料投入、梱包、
運搬作業等


正社員 ヤスマ　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 (2)8時30分～12時30分 医療事務経験

160,000円～190,000円

静岡県袋井市川井１３９３－３

21

生産技術（品管業務
含む）・品質管理

自動車用樹脂部品の製造会社でのお仕事
です。

（主な仕事内容）
・樹脂部品の不良特性、成形工程の不良
に関しての
　管理業務及び改善業務

正社員 変形（1年単位） 株式会社　日恵
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時55分

月給 (2)8時00分～12時00分 ４５歳以上の方の応
募は品質管理の経験150,000円～200,000円

静岡県周智郡森町中川２１００

20

プラスチック製品の
品質管理

（主な仕事の内容）
・プラスチック製品の品質検査（寸法・
外観・成形不良等）
・不良の分析、データ処理
・品質不良低減活動
・顧客対応
・不良選別

正社員 泉州工業　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 第一種安全衛生管理
者172,000円～242,000円

静岡県袋井市大野２８００

22

工場建物管理・総務 工場建物管理・安全衛生・環境維持業務 正社員 変形（1ヶ月単位） 渥美浜松　株式会社　新平山工場
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

168,000円～230,000円

静岡県袋井市山科２４４０－１

24

プラスチック製品の
組立生産管理

（主な仕事の内容）

・組立ラインの管理（生産、進捗、品
質）
・作業指導
・品質指導
・日報等のデータ入力　等

正社員 泉州工業　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

225,000円～278,300円

静岡県磐田市合代島１１６６－６

23

職員（管理業務） ・構内作業における作業指示。
・パート従業員管理。
・その他一般管理業務。

※男性が活躍しています。

正社員 変形（1年単位） 株式会社　スリーエス物流　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

170,000円～250,000円

静岡県袋井市川井１２５３－１
　組立工場

25

自動車用プラスチッ
ク部品の受入出荷業
務【急募】

＊自動車用電線部品ワイヤーハーネスの
コネクター等の
　部品の受入、出荷業務です。
・製品（約１０ｋｇ）の持ち運びもあり
ます。
・まれにパソコンでの入力、メールを使
用する作業があります。

正社員 株式会社　ワイズファクトリー
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)8時00分～12時00分 ４５歳以上の方の応
募は生産管理の経験150,000円～200,000円

静岡県磐田市明ケ島原４６番１０号

27

市場の全般、営業、
販売

（主な仕事の内容）

・商品の受注、発注から配達まで。
　（配達範囲は浜松～掛川までです。２
トントラックを使用）
・商品の袋詰め
・荷物の集荷

正社員 磐田青果市場　株式会社
雇用期間の定めなし (1)5時00分～14時00分

月給

156,000円～170,500円

静岡県袋井市鷲巣６３６

26

営業アシスタント 営業アシスタント業務の募集です。

・図面管理、出荷業務、伝票処理が主な
仕事となります。
・パソコン、オフコンにて事務処理をし
ていただきますので
　基本操作の経験が必要です。

正社員 司ゴム電材　株式会社　静岡事業所
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

227,500円～322,400円

静岡県磐田市一言２５７８

28

ルート営業職（産機
中部営業所）

業務用ヒーター、冷風機、加湿機等の
ルートセールス
（既存販売店）の仕事です。

（主な仕事内容）
・お取引様への販売支援業務（プレゼ
ン、製品勉強会、

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 (2)6時00分～15時00分

150,000円～180,000円

静岡県袋井市諸井１３００番地

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: 0538-23-2000 従業員数 16人

年　　齢: 44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-  752521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 0538-37-4855 従業員数 20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-  798121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 5時間

     TEL: 0538-32-8288 従業員数 32人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 宅地建物取引士
（旧：宅地建物取引

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり 二級建築士

求人番号: 22090-  743221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-45-3731 従業員数 13人

年　　齢: 44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-  845121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-45-3731 従業員数 5人

年　　齢: 44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-  827621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-31-3111 従業員数 133人

年　　齢: 18歳～59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-  754321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-23-4833 従業員数 23人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝他 栄養士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし 調理師

求人番号: 22090-  767721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-458-0111 従業員数 3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: 22020- 2140221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-30-6920 従業員数 3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: 22090-  747621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 072-436-1030 従業員数 12人

年　　齢: 18歳～59歳 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

求人番号: 27090-  699121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 054-284-9700 従業員数 17人

年　　齢: 不問 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: 22010- 2423121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 053-426-3852 従業員数 9人

年　　齢: 64歳以下 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: 22020- 2019721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 053-463-3915 従業員数 43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: 22020- 2184521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-34-9026 従業員数 14人

年　　齢: 不問 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-  825421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

静岡県袋井市諸井１３００番地

30

営業・技術営業 中部地域を中心とした鋳造・鉄鋼工場へ
の営業及び技術営業
（主な仕事）
・自社製品の技術サポート
・取引先への訪問営業

＊海外営業あり（年４～６回・４～１０

正社員 株式会社　ニッサブ
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

227,500円～322,400円29

ルート営業職（農機
中部営業所）

農業機械のルートセールス（既存販売
店）の仕事です。

（主な仕事内容）
・販売業務
・サービス業務（納品、組立、点検、修
理）

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 営業経験者

250,000円～750,000円

静岡県磐田市下本郷１３５５

31

営業 　事業主や地主の方々へ土地や資産の価
値を高め有効活用
（建築、土木）を提案します。

・主な営業範囲は静岡県西部です。

・転勤はありません。

正社員 変形（1年単位） 平野建設　株式会社
雇用期間の定めなし (1)7時30分～17時00分

月給

260,000円～300,000円

静岡県袋井市高尾５１６－１

33

ルート営業（福祉用
具レンタル・販売）

介護保険制度の下、ケアーマネージャー
に営業を行い
福祉用具レンタル・販売の依頼を受ける
仕事です。
依頼を受けた後、商品の選定、納品を行
います。


正社員 株式会社　レンティック中部　介護ショップちゅーぶ中遠
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

210,000円～210,000円

静岡県磐田市国府台６３－２

32

ルート営業（福祉用
具レンタル・販売）

介護保険制度の下、ケアーマネージャー
に営業を行い
福祉用具レンタル・販売の依頼を受ける
仕事です。
依頼を受けた後、商品の選定、納品を行
います。


正社員 株式会社　レンティック中部　介護ショップちゅーぶ中遠
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 (2)7時00分～16時00分

184,000円～218,000円 (3)13時00分～22時00

静岡県磐田市天龍９４０

34

介護職員（正職員） 定員２０名の小規模老健でのお仕事で
す。

・入所利用者の日常生活の支援をして頂
きます。
・定着率の良い家庭的な職場です。
・小さな施設ですので、一人一人の利用

正社員 交替制あり 医療法人社団　愛慈会　介護老人保健施設　さくらんぼ
雇用期間の定めなし (1)6時00分～15時00分

月給

210,000円～210,000円

静岡県袋井市諸井１０５６－２

36

学生寮日常管理（嘱
託社員）（静岡県農
林大学校）

（請負業務）
公共施設（学生寮）にて常駐管理を行っ
ていただきます。
　・建物内の巡回、保安、施設管理
　・学生対応
　・緊急時対応等
※令和４年４月１日からの勤務となりま

正社員以外 交替制あり 中部ビル保善　株式会社
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 福祉施設での調理業
務161,000円～250,000円

静岡県磐田市国府台１００－１

35

調理員 ・栄養士さんの指示のもとで、乳幼児の
給食調理をお願いします。
・１３０食程度の食事（離乳食を含む）
を、４名程度で作っていた　だきます。
・調理用の材料入荷時のチェックや、検
査もお願いします。
・食器洗い、厨房内の清掃などの衛生管

正社員 専門学校も含む 社会福祉法人　三宝会　ルンビニこども園
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

日給 造園業経験者優遇

180,800円～293,800円

静岡県磐田市冨丘６７８－１
【静岡県農林大学校】

37

造園作業 商業施設・工場・個人邸等の樹木管理な
どを行っていただきます
（主な仕事）
・外構工事、植栽工事・剪定工事
・現場は浜松・磐田・袋井・掛川周辺



正社員 株式会社　Ｇａｒｄｅｎ３６５
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

日給 (2)17時00分～8時00分 教員実務経験があれ
ば尚可174,300円～178,500円

静岡県磐田市福田中島３７５２－１
６
「川瀬産業株式会社　静岡工場」

39

精米工場内での製造
業務

○精米工場内での製造業務
　玄米張込み作業
　　玄米紙袋（３０ｋｇ）を切断して足
元の金網上に投入します。
　製品包装作業
　　精米を２ｋｇ５ｋｇ１０ｋｇの袋に
パッキングしてパレットに

正社員以外 静岡県経済農業協同組合連合会
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)17時00分～2時00分

250,000円～250,000円 (3)23時00分～8時00分

静岡県磐田市向笠新屋５１６－１

38

機械オペレーター
（静岡工場）

プラスチックリサイクル工場での再生プラスチックの加工正社員 変形（1年単位） 川瀬産業　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

170,000円～200,000円

静岡県袋井市堀越１３５９－４

40

海産物加工（竜洋工
場）

工場運営全般（工場長補佐）
※県のミニハサップ（衛生管理）を取得
しています。
　衛生的な工場で品質に注意して製造し
ています。
※工場長の補佐をして、業務を円滑にし
ていただきます。

正社員 株式会社　三米商店
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

時給

180,400円～180,400円

静岡県磐田市森本１１４
【磐田工場】

42

ミシン縫製加工 ２輪・４輪の座席シート（レザー）を工
業用ミシンを使い
縫製加工する仕事をしていただきます。

座り作業での、個別作業となります。

＊作業場は空調完備。

正社員 有限会社　マルヨ加工所
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給

142,982円～152,982円

静岡県磐田市掛塚３３８６－１
【竜洋工場】

41

製造（磐田工場） 磐田工場にて包帯等各種衛生材料を加
工、製造して頂きます。
材料の投入や出てきた製品の取りまとめ
などの作業です。
※未経験の方でも、丁寧に指導いたしま
すので安心してご応募
　下さい。

正社員 変形（1年単位） 株式会社　ダイセン
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

静岡県磐田市加茂１０３８

月給 工業用ミシン経験者
歓迎150,000円～158,000円

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: 0538-30-7758 従業員数 45人

年　　齢: 65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-  734821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0538-42-5215 従業員数 20人

年　　齢: 18歳～64歳 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-  840521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 053-463-3215 従業員数 34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

求人番号: 22020- 2072621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 4時間

     TEL: 0538-30-7038 従業員数 56人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090-  795321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 053-444-5111 従業員数 120人

年　　齢: 18歳～61歳 休　　日： 土日他 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: 22020- 2067021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 9時間

     TEL: 0538-35-3111 従業員数 33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： その他 時間外 あり

求人番号: 22090-  771921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 054-207-9993 従業員数 10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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22010- 2315321 各種保険： 雇用・労災・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： 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-  731121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 054-275-0711 従業員数 1人

年　　齢: 不問 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: 22010- 2486421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-66-1220 従業員数 158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： その他 時間外 あり

求人番号: 22090-  741721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 090-9186-3980 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 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: 23030- 2018421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-66-0183 従業員数 7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-  799021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 8時間

     TEL: 0538-43-3050 従業員数 12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 大型自動車免許

求人番号: 22090-  820021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 0538-43-8180 従業員数 28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: 3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-  772121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 27時間

月給

160,000円～210,000円43

システムキッチン扉
塗装業務および通訳
担当（ベトナム語）

・システムキッチン扉製造（大手メー
カー）に係る塗装業務

　　一般的な家庭に設置されているサイ
ズの扉

　　作業はガン式噴霧器を使用

正社員 フォレスト　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

静岡県袋井市川井１３９３－３

45

工場作業員（磐田工
場）

現業職（磐田工場）
・製品の組立作業
・材料、製品の運搬
・商品の仕分け作業　が主な業務です
・他工場への運搬をお願いする場合あり
　（通常は専門の運転手が行います）


正社員 アズマ工業　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給 (2)17時00分～2時00分 射出成形技術

150,000円～200,000円 (3)23時00分～8時00分

静岡県磐田市高木１８１８－１

44

プラスチック射出成
形

プラスチックの射出成形のお仕事です。

（主な仕事の内容）
・材料投入
・金型交換
・製品出し
・製品確認

正社員 交替制あり 泉州工業　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

180,000円～250,000円

静岡県磐田市一言３２７５
【磐田工場】

46

製造管理業務 ・野菜を入れて販売する袋を製造してい
ます。
・袋を製造する機械のメンテナンス、材
料の補充などを行って頂き　ます。
・機械は全て独立した機械なので、いず
れは担当機械を持ってもら　い管理した
いただくようになります。

正社員 信和　株式会社　浜松営業所
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給

190,000円～220,000円

静岡県袋井市大野２７５４
【袋井工場】

48

技術スタッフ 〇当社は日本製鉄（株）のグループ会社
として鋼線を製造
　する二次加工メーカーです。
　当社工場で製品を効率的且つ安定的に
生産できるよう、「設備」「品質」「操
業」を工夫・改善する業務が主なミッ
ションです。

正社員 工学系の学部を卒業
している方

日鉄鋼線　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 (2)17時00分～2時00分

169,600円～169,600円
又は17時00分～5時00

静岡県磐田市福田５４９８－２７
　福田工場

47

ハーネス組立・検
査・設備オペレー
ター（袋井工場）

・切圧自動機のマシンオペレーション
・ワイヤーハーネス組立

※電線は色で区別しています。
※電線は細かく差込口も小さく、細かな
仕事です。

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

月給 ・設備保全の経験
（年数問わず）220,000円～350,000円

静岡県磐田市笹原島５１

49

設備保全業務／磐田
市

■主な業務内容
・生産設備の保全業務
　（トラブル対応、日常メンテナンス
等）
☆機械保全業務のご経験者様のご応募を
お待ちしております！


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

月給

198,000円～222,000円

静岡県周智郡森町森１７５０

51

（派）化学製品の分
析／袋井市

◎分析サンプルの前処理
指示書に沿って分析にかけるためのサン
プルの前処理を行います。
溶出、抽出、ろ過など。
◎各種機器による分析
ＨＰＬＣやＧＣ、ＵＶなどを使用して分
析を行います。

有期雇用派遣労働者 ＷＤＢ　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15分～17時00分

月給

180,000円～250,000円

静岡県磐田市富丘５１０－３

50

製品の外観検査員 （仕事内容）

１．箱型、プレートなどの板金製品に表
面処理（塗装、メッキ、印　　刷など）
されたものの外観（キズ、汚れの有無な
ど）をチェッ　　クし、検品する作業を
していただきます。

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

168,805円～199,795円

静岡県袋井市大野６９０９－９
コニカミノルタケミカル株式会社

52

製品検査、測定作業
（浜北）（磐田）

プラスチック製品の製造・販売、プラス
チック成形用金型の

製造、販売を行っている会社でのお仕事
です。

（主な仕事内容）

正社員 株式会社　タカギセイコー　浜松工場
雇用期間の定めなし (1)8時10分～17時00分

時給 ＨＰＬＣなどの分析
機器の使用経験217,000円～232,500円

静岡県袋井市鷲巣７６１－１

54

塗装及び前処理工程 製品の塗装、吊り下げと梱包のお仕事で
す。

（主な仕事の内容）
・台車へ吊り具にて製品を吊り下げま
す。
・ライン作業ではありません。

正社員 有限会社　松野塗装工業
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

日給

220,000円～400,000円

静岡県浜松市浜北区永島１６１－１
浜松工場（浜北）
　または
静岡県磐田市堀之内１７７０

53

橋梁塗装工 現場（袋井市）橋桁内でのブラスト・塗
り替え・養生・清掃作業


＊応募希望の方は、ハローワークから
「紹介状」の交付を
　受けてください。

正社員以外 株式会社　川端塗装
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

200,370円～232,418円

静岡県磐田市駒場７１９９－２２
静岡県磐田市松本１７６－１

55

４ｔ車ドライバー
（袋井市　木原営業
所）

■４ｔ車で自動車製造工場へタイヤを納
品する仕事です。
■日勤の仕事です。
■４ｔ車に乗れる免許（旧制度の普通免
許、新制度の中型免許）が必須です。
■車の運転に自信がある方であれば、ト
ラックへの乗務経験は問いませんが、運

正社員 交替制あり 株式会社　サンワネッツ
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

222,000円～222,000円

静岡県袋井市山科２４４０－１

月給

221,830円～275,200円

静岡県袋井市木原５２４－４

56

ドライバー（２ｔ・
４ｔ）

・２ｔ・４ｔトラックに乗務して食品の
梱包材を浜松市～藤枝市の配達エリアの
店舗へ配送する業務です。
・荷物は食品トレイなどの軽量物で、手
積み手降ろし作業となります。

※男女とも歓迎。

正社員 変形（1年単位） 株式会社　スリーエス物流　袋井営業所
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: 072-436-1030 従業員数 12人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 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: 27090-  697621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 0538-66-4884 従業員数 45人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 準中型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 4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-  796621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 27時間

     TEL: 0538-32-8288 従業員数 32人

年　　齢: 64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-  736521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 053-525-6302 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: 22020- 1861321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-45-3255 従業員数 14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-  819621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 053-420-1611 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22020- 1973421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0538-55-0071 従業員数 35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: 22090-  831221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 053-444-5505 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: 22020- 2028821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-38-6888 従業員数 85人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 日他 準中型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090-  781021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 15時間

     TEL: 0538-41-3617 従業員数 105人

年　　齢: 18歳以上 休　　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

求人番号: 22090-  764921 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-  793521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-30-6570 従業員数 13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 なし

求人番号: 22090-  748921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

57

大型トラックドライ
バー（１０ｔ車）静
岡工場

・廃プラスチックの回収とリサイクル原料の納品他正社員 変形（1年単位） 川瀬産業　株式会社
雇用期間の定めなし

月給

230,000円～260,000円

静岡県磐田市福田中島３７５２－１
６
「川瀬産業株式会社　静岡工場」

58

解体工事現場作業員
産業廃棄物処理業務
全般

＊静岡県西部を中心とした各解体工事現
場における作業全般。

・産業廃棄物中間処理施設における作業
全般。
・産業廃棄物運搬車（２ｔ車以上）同乗
よる集荷業務。

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

月給

280,000円～350,000円
又は5時00分～18時00

静岡県磐田市国府台６３－２
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バイクの出荷準備
（袋井市）

（派遣業務）
バイクの運搬・開梱・検査及び付随業務

輸入されたバイクを箱から出して種類別
に並べていただきます。

有期雇用派遣労働者 合同会社　ケープラン
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 建設現場作業員経験
者　優遇185,000円～300,000円

静岡県磐田市須恵新田１番地９
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現場作業員 ・建設現場の作業
　主に磐田市内が中心です。

・倉庫内での建設資材整理
　（フォークリフト資格者はフォークリ
フトを使用）


正社員 平野建設　株式会社
雇用期間の定めなし (1)7時30分～17時00分

月給 フォークリフト運転
技能講習終了証（必
須）

201,909円～216,509円

静岡県袋井市小山１４５－１
事業所名については、ハローワーク
窓口へお問い合わせください。
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倉庫管理者 ■お客様構内の倉庫で、荷受・検品・入
庫・出庫・梱包・
　積付・出荷・在庫管理などをする仕事
です。
■フォークリフトを使った作業がメイン
ですが、手作業にも
　対応していただきます。

正社員 有限会社トラスト物流
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給

201,500円～201,500円

静岡県袋井市小山１４５－１
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。
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フォークリフト業務
及び生産準備段取り
業務

＊工場内では衛生用品・雑貨等の簡易包
装・梱包の軽作業を
　おこなっております。
　
・仕事内容はフォークリフトによる完成
品の運搬、
　入出荷業務を中心に、生産工程の準

正社員以外 有限会社　アクトワン
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時10分

時給

198,594円～198,594円

静岡県袋井市浅羽３７１１
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倉庫作業員（袋井
市）

（派遣業務）
・倉庫内に納入された二輪車両（新車）
の開梱、運搬、移動作業を行っていただ
きます。車両の種類は原付から大型まで
様々です。

有期雇用派遣労働者 株式会社　アークティーエス
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

178,640円～178,640円

静岡県磐田市福田５４９１－３
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部品の入出荷作業
（翔運輸株式会社）

（派遣業務）
入荷・出荷業務
自動車部品の小さい部品の開梱、小分け
にする作業
リストの品番と数量をみて小分けにする
また、リストをみてピッキング作業をす
る

有期雇用派遣労働者 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 フォークリフト免許

207,360円～207,360円

静岡県磐田市大久保５７３－１

66

食品配送ドライバー 県中西部のスーパーへの店舗配送（平均
３～４店舗／日）

＊経験が浅い方も安心の車両設備充実。
　バックモニター、ドライブレコーダー
付き、カゴ台車、ゲート付　き車両で作
業も安心。

正社員以外 変形（1年単位） 鴻池運輸　株式会社　静岡支店　袋井流通センター営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)3時00分～12時00分

月給

180,000円～200,000円

静岡県磐田市福田５４９１－３株式
会社三光倉庫内
翔運輸株式会社
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ルート配送業務 洗濯物の納品、集品業務
一般企業・病院への配送を行って頂きま
す。
固定客へのルート配送です。

（主な仕事の内容）
　・ユニフォーム、タオルなど

正社員 株式会社　レンティック中部　磐田事業所
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

200,000円～205,000円

静岡県袋井市小山字一丁田１５３－１
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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 (2)8時00分～17時00分

173,280円～181,944円 (3)9時00分～18時00分

静岡県磐田市東名５４７

月給

180,000円～210,000円

静岡県磐田市一言５５２
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梱包作業 バイクのパーツの設計・生産をしている
会社でのお仕事です。

（主な仕事内容）
・バイク製品の梱包・出荷作業をしてい
ただきます。
・製品をダンボールに入れる作業で、５

正社員 株式会社　テクニカ
雇用期間の定めなし (1)8時20分～17時20分
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