
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 0538-35-6611 従業員数 45人

年　　齢: 59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-  938421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 4時間

     TEL: 0538-36-1121 従業員数 17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- 1162121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-43-1951 従業員数 20人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 その他のプラスチッ
ク製品製造関係資格

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-  928821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間 その他の技術関係資格

     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 なし

求人番号: 22090-  888721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-48-5080 従業員数 170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- 1281321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 0538-85-2171 従業員数 14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: 22090- 1207421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 058-215-5858 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: 21010- 3525321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-33-7784 従業員数 17人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22090-  915621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-33-7784 従業員数 0人

年　　齢: 不問 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-  922321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-21-5555 従業員数 11人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 火日祝 作業療法士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 理学療法士

求人番号: 22090-  893921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-45-0308 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 木日他 歯科衛生士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090-  878121 各種保険： 雇用・労災 月平均 7時間

     TEL: 0538-55-0121 従業員数 0人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 歯科技工士 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-  932121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0538-55-0121 従業員数 0人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 歯科技工士 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-  933021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 054-353-6868 従業員数 11人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 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: 22040-  883421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20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） 

静岡県磐田市東原１６７－４

2

プラスチック成形作
業員

自動部品（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

正社員以外 変形（1年単位） ピーエムティー　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時15分～17時15分

月給

160,000円～180,000円
又は8時30分～12時30

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

リハビリ助手 通所リハビリテーション事業所でのリハ
ビリ助手業務
・送迎車両からの乗降介助
・バイタルチェックの補助
・体操
・移動介助
・食事の配膳、下膳

正社員 富士ヶ丘内科
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 射出成型機の経験あ
れば尚可172,245円～254,029円

静岡県磐田市小島８４２

3

生産技術 （主な仕事の内容）

・射出成形機の段取り（金型取付～量産
までの作業）

・金型、周辺機器のメンテナンス、修理


正社員 静岡釜屋　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～16時45分

時給

204,000円～221,000円

静岡県磐田市新貝２５００

5

生産技術員 （主な仕事の内容）

・製造ラインの加工準備、メンテナン
ス、
　修理業務（ＮＣ旋盤、マシニングセン
ター）


正社員 高雄工業　株式会社　静岡事業所
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給 ３Ｄ・２ＤのＣＡＤ
実務経験
機械製図の知識

210,000円～260,000円

静岡県袋井市村松１７７１－８

4

（派）マリンエンジ
ンの開発・設計補助
職

【仕事内容】
マリン製品の２Ｄ・３ＤＣＡＤでの製図
モデリング
調査・資料作成、解析

【ツール】
ＣＡＤ：ＥＳＰＲＩ２、ＮＸ、ＣＡＴＩ

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 給水設備工事主任技
術者証
排水設備工事主任技

156,000円～280,000円

静岡県袋井市山科２３１５－１
（ヤマハ発動機の北側になりま
す。）

6

上下水道申請業務 ＊建物の水道配管の引き込み管の申請業
務と引き込み工事管理の
　業務です。

（主な仕事の内容）
・上下水道の申請・検査立合
・道路占用の取得

正社員 株式会社　三永
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 実務経験者

163,000円～300,000円

岐阜県大垣市加賀野４－１１－７

8

看護師（准看護師）
「保育」

認可外保育園における看護業務全般をし
ていただきます。

（主な仕事の内容）
・看護師として園の健康および衛生管理
・定員１２名の園児と一時預りのお子様
の保育

正社員以外 交替制あり 株式会社　ｉ－ｃｕｂｅ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～16時00分

月給 ＳＱＬｓｅｒｖｅ
ｒ、ＶＢ．ｎｅｔ、
ＶＢＡの知見

228,000円～406,500円

静岡県周智郡森町睦実２５９６

7

システム開発ＰＧ ・システムメーカー内にてパッケージシ
ステムの開発補助。

＊医療業界の為景気の影響は少なく、現
在ニーズ拡大の為の増員

・お客先様仕様のカスタマイズ設計。

無期雇用派遣労働者 株式会社　アシストエンジニア
雇用期間の定めなし (1)8時45分～17時25分

月給 (2)8時00分～17時00分

219,000円～239,000円 (3)9時00分～18時00分
又は7時00分～20時00

静岡県磐田市立野２００３－４
　あいきゅーぶ保育園

9

看護師（准看護師）
「保育」

認可外保育園における看護業務全般をし
ていただきます。

（主な仕事の内容）
・看護師として園の健康および衛生管理
・定員１２名の園児と一時預りのお子様
の保育

正社員以外 交替制あり 株式会社　ｉ－ｃｕｂｅ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～16時00分

月給 (2)8時00分～17時00分

219,000円～239,000円 (3)9時00分～18時00分
又は7時00分～19時00

静岡県磐田市下本郷２２２－１

11

歯科衛生士 ・保健指導、衛生指導、スケーリングを
主体で担当していただきま　す。
・受付業務
・電話対応
・機器の洗浄、滅菌
・準備や片付け、院内の清掃など付随し
た業務

正社員 又は短大卒 吉田歯科
雇用期間の定めなし (1)9時30分～19時30分

月給 (2)8時30分～15時00分 作業療法士又は作業
療法士としての経験230,000円～260,000円

静岡県磐田市下岡田８４７－１
　パレルパルク内

10

作業療法士又は理学
療法士

実際の生活におけるＡＤＬの維持改善を
目的にリハビリテーションを行います。
作業療法では、運動器（上肢）に加え高
次脳機能障害に対するリハビリテーショ
ン（復職支援や運転再開を含む）も行っ
ていきたいと考えています。理学療法で
は、上肢・下肢運動疾患に対する機能改

正社員 草馬整形外科リハビリテーション科クリニック
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時00分

月給 (2)9時00分～17時00分 歯科技工士経験

220,000円～280,000円 (3)9時00分～15時00分
又は8時00分～17時00

静岡県袋井市愛野東１丁目１４－２

12

歯科技工士 ・保険から一般までの歯科技工士に係る
業務全般に

　従事していただきます。（補助含む）

（ホテツ部門、デンチャー部門あり）


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

月給 (2)9時00分～14時30分

170,000円～200,000円

静岡県磐田市福田中島１６９－１

14

オンフルール／介護
老人保健施設での調
理業務

（請負業務）
・特別養護老人ホームでの厨房業務
　献立作成、発注、食数管理及び調理補
助（盛付、洗浄、配膳）

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ウェルビーフードシステム
雇用期間の定めなし

月給 (2)9時00分～17時00分 歯科技工士経験５年
以上270,000円～450,000円 (3)9時00分～15時00分

又は8時00分～17時00

静岡県磐田市福田中島１６９－１

13

歯科技工士／経験者 ・保険から一般までの歯科技工士に係る
業務全般に

　従事していただきます。

（ホテツ部門、デンチャー部門あり）


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

静岡県袋井市高尾１４３９－３
介護老人保健施設ナーシングホーム
オンフルール厨房内

月給 ・厨房業務（発注、
食数管理　等）180,000円～220,000円

又は5時00分～17時00
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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: 054-353-6868 従業員数 8人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 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: 22040-  870021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-21-3933 従業員数 74人

年　　齢: 不問 休　　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 あり 社会福祉士

求人番号: 22090- 1111621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間 介護支援専門員（ケアマネージャー）

     TEL: 050-5472-7874 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 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- 2250321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-33-7784 従業員数 17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 あり

求人番号: 22090-  914321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-33-7784 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 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-  920521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-33-7784 従業員数 17人

年　　齢: 18歳以上 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-  913421 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： 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- 1182221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 21時間

     TEL: 0538-85-5769 従業員数 13人

年　　齢: 35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- 1210021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-67-8888 従業員数 18人

年　　齢: 35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 なし

求人番号: 22090-  858421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-66-0205 従業員数 41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： その他 時間外 なし

求人番号: 22090- 1155121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-33-1597 従業員数 41人

年　　齢: 69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-  897821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10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 なし

求人番号: 40100-  533821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-66-0026 従業員数 14人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090-  879021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 25時間

     TEL: 0538-84-0100 従業員数 40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: 22090-  951821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

月給 ・厨房業務（発注、
食数管理　等）180,000円～220,000円

又は5時00分～19時30

15

豊仙苑／特別養護老
人ホームでの調理業
務

（請負業務）
・特別養護老人ホームでの厨房業務
　献立作成、発注、食数管理及び調理補
助（盛付、洗浄、配膳）

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ウェルビーフードシステム
雇用期間の定めなし

静岡県磐田市西貝塚２１１１－１

17

児童発達支援管理責
任者

児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所での管理業務正社員 株式会社グラン・エトワール
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

時給

164,000円～196,800円

静岡県磐田市敷地８３－８　豊仙苑内　厨房

16

生活相談員 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

月給 (2)8時00分～17時00分

189,000円～199,000円 (3)9時00分～18時00分
又は7時00分～19時00

静岡県磐田市西之島７６－４
【ステップ】

18

保育土
「保育」

認可外保育園における保育業務全般をし
ていただきます。

（主な仕事の内容）
・保育士として園の運営、
・定員１２名の園児と一時預りのお子様
の保育

正社員以外 交替制あり 株式会社　ｉ－ｃｕｂｅ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～16時00分

月給 児童発達支援管理責
任者の要件に該当280,000円～280,000円

静岡県磐田市下岡田８４７－１
　ハレルパルク内

20

学習塾の指導 ・学習塾における小学生から高校生まで
の個別授業及び
　集団授業での指導をしていただきま
す。

・最初は主に個別授業での指導をお願い
します。

正社員以外 株式会社　ｉ－ｃｕｂｅ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)16時00分～23時00

月給 (2)8時00分～17時00分

189,000円～199,000円 (3)9時00分～18時00分
又は7時00分～20時00

静岡県磐田市立野２００３－４
　あいきゅーぶ保育園

19

保育土
「保育」

認可外保育園における保育業務全般をし
ていただきます。

（主な仕事の内容）
・保育士として園の運営、
・定員１２名の園児と一時預りのお子様
の保育

正社員以外 交替制あり 株式会社　ｉ－ｃｕｂｅ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～16時00分

月給 社会人５年程度の経
験　英語ＴＯＥＩＣ
７００点程度（準じ

190,000円～335,000円

静岡県磐田市立野２００３－４

21

海外法人に対する英
語での窓口業務・通
訳

ボルボ建設機械の整備・改造・販売の代
理店としてのプロダクトサポートに関す
るボルボシンガポールに対する窓口業務
です。

・プロダクトサポートに関しボルボシン
ガポールに対する通訳、

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

179,000円～219,000円

静岡県周智郡森町森５０－１

23

一般事務（ネット販
売の受注処理、電話
対応）

楽天、アマゾン、ヤフーショッピング、
自社サイト等のネットショップより毎日
受注があります。主な業務内容はパソコ
ンを使っての受注処理（注文確認、伝票
発行など）や、お客様との電話対応をし
ていただきます。経験がなくてもパソコ
ンが使用出来れば大丈夫です。

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

171,700円～201,200円

静岡県磐田市飛平松２１６－１

22

一般事務 （主な仕事の内容）

（１）組織運営に関する業務
（２）住民及び地域活動団体の支援
（３）生活課題を抱えた方の支援
（４）本会の各種事業

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

月給 エクセル・ワードの
基本的な使用経験が
あればなお可

185,000円～185,000円

静岡県袋井市深見１２９－１

24

総務・経理事務 総務・経理のお仕事です。

（主な仕事の内容）
・お客様の応対、電話応対
・運転日報の事務処理　請求関連　各種
台帳　帳簿の入力
・各種データ整備

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

月給

187,000円～230,000円

静岡県磐田市岩井１９０７－１７３５

26

一般事務員／浜松営
業所

＊一般事務作業
・電話応対
・請求書発行
・パソコン入力等

＊Ｒ４年３月１日からの雇用


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

月給

180,000円～230,000円

静岡県磐田市掛塚２８３８－１

25

事務（物流部門） 一般事務のお仕事になります。

（主な仕事の内容）
・電話対応

・郵便物及び荷物の受領


正社員 株式会社　アイ・ビー・カンパニー
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 (2)8時30分～12時30分 医療事務

158,500円～190,000円

静岡県磐田市堀之内４２番

27

医療事務 診療所の医療事務　診療補助

・主な仕事は　リハビリ補助、受付業
務、医療事務業務。

・資格がなくても、先輩職員が付いて教
えますので

正社員 せきおか整形外科
雇用期間の定めなし (1)8時30分～19時00分

月給 事務経験者

156,000円～156,000円

静岡県周智郡森町円田９５４－３

時給

157,800円～203,600円
又は6時00分～22時00

静岡県磐田市白羽５９１－１

28

販売店員　飲食従事
者（高速道路パーキ
ングエリア）

新東名遠州森町パーキングエリア　下り
線でのお仕事です。


物販部門：お土産品の販売（レジ打ち）

飲食部門：調理及び、調理補助

正社員以外 遠州森町パーキングエリア　下り線
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

2/6



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: 048-431-6691 従業員数 6人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 11010- 1603521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 12時間

     TEL: 0538-42-3838 従業員数 7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-  921421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-34-5151 従業員数 39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： その他 時間外 あり

求人番号: 22090-  898221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 8時間

     TEL: 03-4560-3420 従業員数 0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: 13040-10221921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-30-0777 従業員数 18人

年　　齢: 18歳～64歳 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-  952221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-423-1165 従業員数 91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 なし

求人番号: 22020- 2994121 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: 18歳～40歳 休　　日： 他 介護福祉士 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- 1126521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 0538-21-3933 従業員数 74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- 1129621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-39-6770 従業員数 85人

年　　齢: 18歳～59歳 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- 1189021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-39-5661 従業員数 27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-  940121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0539-62-6480 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 木日祝 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-  849221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 0568-62-1505 従業員数 3人

年　　齢: 40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: 23130-  746321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 054-353-6868 従業員数 6人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 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: 22040-  884321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-43-3535 従業員数 32人

年　　齢: 59歳以下 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 調理師

求人番号: 22090- 1108221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

29

（正）ジュエリーア
ドバイザー／らら
ぽーと磐田店

★未経験者歓迎！！★
お客様の記念日に立ち会うことができる
素敵なお仕事です。商品を覚えたり慣れ
たりすることから始めて頂きますので、
未経験でも大丈夫です。販売面、事務面
ともにきちんとフォローしますのでご安
心ください。

正社員 交替制あり 株式会社　ツツミ（ジュエリーツツミ）
雇用期間の定めなし (1)9時45分～18時45分

月給 建築関係の営業経験
があれば尚良250,000円～250,000円

静岡県磐田市高見丘１２００
ジュエリーツツミ　イオンモール磐
田店

30

営業職 建築土木業全般にかかわる営業を行って
いただきます。

（仕事の内容）
・新築住宅の営業
・リフォーム、増築等の営業
・ＯＢ客等への訪問、対応

正社員 株式会社　和田工務店
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 (2)12時00分～21時00

200,000円～250,000円

静岡県磐田市海老塚７６９

32

洋上風力発電事業開
発マネージャー／静
岡エリア

・住民、漁業、自治体、中央政府、航行
船舶の利害関係を調整し、
プロジェクトを実行可能な段階に推進す
る戦略策定と実行
・監督官庁、都道府県市町村との必要な
許認可に関する協議
・個別プロジェクトにおける戦略策定、

正社員 ＳＳＥパシフィコ株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 過去に営業経験のあ
る方（個人、法人問
わず）

230,000円～330,000円

静岡県袋井市大門２０－３

31

営　業 ・当社では、工業用刃物とチップソー研
磨機という機械の
　製造・販売を行っております。
・今回募集しているのが、機械の営業を
してくださる方。
　対企業営業です。
　既存の顧客のフォローから新規顧客の

正社員 東海熱処理　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)11時00分～20時00

181,440円～181,440円 (3)7時00分～16時00分

東京都港区六本木三丁目２番１号
六本木グランドタワー
静岡県御前崎市ほか
※プロジェクトは、遠州灘地域とな

33

介護職員（準社員） ・１ユニット９名で３ユニットあるアッ
トホームな施設の老人介護　のお仕事で
す。
・入居者様と一緒に散歩や体操、レクリ
エーションをしたり、買い　物の付き添
い、食事の準備をして頂きます。
・１日おきの午後から入浴時に、入浴介

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

年俸制 漁業組合、行政との
協議経験者。
地元住民との対応、

666,667円～1,000,000円

静岡県磐田市下野部３６３－１
【梅香の里】

35

介護職員 ・ご入居者に対し、食事・入浴・排泄等
の介護、移動・移乗の
　介助、その他日常生活全般の支援を行
う仕事です。

・ご入居者一人ひとり心身の状態や生活
習慣が異なりますので、

正社員 交替制あり 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)7時00分～16時00分

時給

176,400円～201,600円

静岡県袋井市大野２７３０－４

34

介護職員（フルタイ
ムパート）（梅香の
里）

食事・入浴・排泄等、ご利用者の日常生
活の介助を行います。
ご利用者の立場に立ち、ニーズを把握し
て、その方に合ったケアを提供していき
ます。
介護が初めての方でも研修が充実してお
り、職員も指導させて頂きますので、安

正社員以外 交替制あり 社会福祉法人　八生会
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)12時00分～21時00

196,800円～213,200円

静岡県磐田市西貝塚２１１１－１

36

介護職員（契約職
員）

・施設入居者に対し、食事・入浴・排泄
等の介護、

　移動・移乗の介助、その他日常生活全
般の支援を行う

　仕事です。

正社員以外 交替制あり 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)7時00分～16時00分

月給 (2)12時00分～21時00 接客業務の経験等

172,100円～208,100円 (3)20時45分～7時15分

静岡県磐田市気子島９７８

38

ショートステイ介護
スタッフ

ショートステイ（短期入所生活介護）の
介護スタッフとしての
お仕事です。

介護をされているご家族の負担軽減を主
な目的とし、要介護者が
お泊りをする中で食事・入浴・排泄を中

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ユニマット　リタイアメント・
コミュニティ
　磐田ケアセンターそよ風

雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 (2)11時00分～19時45

184,000円～204,000円 (3)7時00分～15時45分

静岡県磐田市西貝塚２１１１－１

37

介護ヘルパー 急性期治療を終了された方が機能訓練と
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。

・入院患者の介護業務をしていただきま
す。

正社員 交替制あり 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 (2)13時45分～19時00 歯科助手として同事
業所での１年以上の
経験者

180,000円～270,000円

静岡県磐田市国府台１０－１

39

歯科受付・助手 （仕事の内容）

・患者様の誘導
・歯科医師の診療補助
・器具の洗浄



正社員 山下歯科医院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～12時00分

月給 (2)11時00分～20時00 ショートステイの介
護経験204,000円～216,400円 (3)16時00分～0時00分

又は0時00分～9時00分

静岡県磐田市見付３０７０－１
ラ・セーヌ磐田店

41

紅紫萩／ケアハウス
での調理業務

（請負業務）

・老人福祉施設での調理
・仕込み、調理、盛付、配膳、洗浄


※求人の内容についてご不明な点があり

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ウェルビーフードシステム
雇用期間の定めなし

月給 (2)8時45分～18時00分

203,000円～220,000円 (3)10時45分～20時00

静岡県磐田市新開４０７

40

エステティシャン
（磐田店）【急
募！】

痩身・美顔・ブライダルエステの施術
電話の対応
店内の準備、清掃
簡単なパソコン入力

お気軽にお問い合わせください。
未経験者歓迎・経験者優遇

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　アダムス医療
雇用期間の定めなし (1)9時45分～19時00分

月給 大量調理の経験

160,000円～177,500円

静岡県袋井市高尾１４６８
ケアハウス紅紫萩　厨房内

42

給食調理員 （主な仕事の内容）
・１５０食の大量調理（職員４～５人体
制）
・簡単な調理
・盛付や配膳
・食器などの洗浄
・配膳

正社員 株式会社　あそび学園　袋井あそび保育園
雇用期間の定めなし (1)7時30分～16時30分

月給 ・調理経験

180,000円～220,000円
又は5時00分～19時00

静岡県袋井市久能１３１３
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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: 0120-55-8811 従業員数 60人

年　　齢: 不問 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: 23110- 1459121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-48-5300 従業員数 8人

年　　齢: 69歳以下 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-  875321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 024-943-3351 従業員数 15人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 07040- 2027021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-86-3621 従業員数 65人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日 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-  964621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-43-0012 従業員数 180人

年　　齢: 18歳～35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- 1093821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 5時間

     TEL: 0538-42-4321 従業員数 90人

年　　齢: 18歳～59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-  854721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0538-42-4321 従業員数 90人

年　　齢: 18歳～59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-  855821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0538-32-7138 従業員数 250人

年　　齢: 18歳以上 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-  953521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-48-5080 従業員数 170人

年　　齢: 18歳～40歳 休　　日： 日他 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- 1269021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 21時間

     TEL: 0538-23-3911 従業員数 170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 あり

求人番号: 22090- 1195921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 30時間

     TEL: 0538-32-5181 従業員数 19人

年　　齢: 59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： その他 時間外 あり

求人番号: 22090-  963321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 9時間

     TEL: 0538-37-1147 従業員数 80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-  927721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-32-8669 従業員数 84人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22090- 1285021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 

     TEL: 0538-42-6265 従業員数 15人

年　　齢: 40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- 1023921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

静岡県袋井市愛野２４０２－１
大塚製薬株式会社袋井工場

44

施設業務／磐田市彦
島

【見取】は地域に根付いた老人介護施設
です。

（主な仕事内容）

・食事の準備・調理・盛り付け・配膳・
下膳・片付け

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　見取
雇用期間の定めなし (1)5時45分～14時30分

時給 大量調理

157,194円～157,194円43

調理師（請）（静岡
県袋井市）

＊就業場所において調理業務を行ってい
ただきます。

（切菜、盛り付け、サービス、片付け、
洗浄　等）

・休憩時間以外は、立ち仕事になりま

正社員以外 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)7時00分～16時00分

時給

166,625円～166,625円
又は7時00分～22時00

静岡県磐田市彦島字廻り田３８５番
地２
　有料老人ホーム　フレンドハウス
さんさん

45

ホールサービス及び
調理責任者（磐田岩
井店）

■ホール：レジ、サーバー
■キッチン：らーめん等調理、仕込み
■マネジメント
・レジの立上げまたは精算業務
・各種機器のスタンバイまたはクローズ
業務
・発注、棚卸業務

正社員以外 交替制あり 株式会社　幸楽苑
雇用期間の定めなし

月給 (2)10時00分～18時45

165,000円～165,000円

静岡県磐田市高見丘２１９－１

47

成形オペレーター ・プラスチック成形機（主に射出成形・
押出成形）の
　オペレーターのお仕事です。

・扱う成形品は、大手の食品メーカー様
や医療品メーカー様の
　プラスチック容器やハブラシ等になり

正社員 変形（1年単位） ヤマトエスロン　株式会社　静岡工場
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給

185,300円～235,000円

静岡県磐田市岩井２０１９－８
幸楽苑　磐田岩井店

46

栽培管理スタッフ （主な仕事の内容）

・パプリカ栽培の植物管理

　班ごとのパートスタッフの作業管理、

　肥料作成　病害虫管理

正社員以外 株式会社　スマートアグリカルチャー磐田
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)14時00分～23時00 成形段取経験者

200,000円～300,000円 (3)23時00分～8時00分

静岡県袋井市延久高田２７０番１

48

成形段取者 射出成形機（１５ｔ～３００ｔ）に金型
を取付、成形条件入力、

良品出し等の段取作業のお仕事になりま
す。

場合により、検査、材料投入等をお願い

正社員 交替制あり 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 (2)16時30分～1時00分

210,000円～250,000円 (3)0時30分～9時00分

静岡県袋井市広岡１１２９

50

生産関連 ニッケル合金、銅合金材料、並びに加工
部品等の
電子金属材料の製造、販売の会社での仕
事です。

（主な仕事の内容）
・電子部品に使用する銅系合金、ニッケ

正社員以外 変形（1ヶ月単位） ＤＯＷＡメタニクス　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時15分～14時25分

月給 (2)14時00分～23時00

160,000円～220,000円 (3)23時00分～8時00分

静岡県袋井市広岡１１２９

49

材料工程 射出成形機（１５ｔ～３００ｔ）に必要
な材料混合、投入

及び乾燥機、粉砕機等の清掃作業のお仕
事になります。



正社員 交替制あり 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 (2)19時00分～3時30分

163,000円～300,000円

静岡県磐田市新貝２６３０

51

機械オペレーター 総合部品メーカーでの機械オペレーター
の仕事になります。

機械オペレーターとして、自動車部品の
加工に携わって頂きます。
（ＮＣ旋盤・マシニングセンタ使用）


正社員 変形（1年単位） 高雄工業　株式会社　静岡事業所
雇用期間の定めなし (1)7時00分～15時30分

月給 (2)14時15分～22時25

164,000円～225,000円 (3)22時15分～6時25分

静岡県袋井市長溝８６７

53

技術職 ＬＰガス設備の保安業務や、ガス機器の
取り付け工事などの

お仕事を担当していただきます。




正社員 第一商事　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時15分

月給

215,000円～293,000円

静岡県袋井市山科２３１５－１
（ヤマハ発動機の北側になりま
す。）

52

生産技術 ＜主な仕事内容＞

自動車および産業機械車両フィルタ製造
に伴う

　・生産設備、ラインの新規立上げ


正社員 工業高校卒業以上 和興フィルタテクノロジー　株式会社　静岡事業所　第一工場
雇用期間の定めなし (1)8時20分～17時00分

月給

180,000円～314,600円

静岡県磐田市鳥之瀬７６－１

54

金型組付作業 各種大型金型設計製作会社での仕事で
す。

＜主な仕事内容＞
・各種部品の仕分け
　工具の段取り
・金型の組付作業

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

月給 ガス設備についての
知識や経験があれば
優遇いたします。

225,000円～271,000円

静岡県磐田市加茂７２５－２

56

機械オペレーター キャビネット部門での仕事です。

（主な仕事の内容）
・ＮＣルーターの加工

・その他の軽作業

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

時給

176,800円～194,080円

静岡県磐田市森本１０４５番地

55

縫製工（自動車用座
席シート）

（仕事内容）

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

※縫製の経験が無くても、研修が最初に

正社員以外 平野ビニール工業　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

静岡県袋井市堀越３８３－１

月給

208,000円～315,000円
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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: 0538-42-6265 従業員数 15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 一級建築士

求人番号: 22090- 1026721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間 二級建築士

     TEL: 0537-26-9622 従業員数 62人

年　　齢: 18歳以上 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: 22060-  729221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0538-85-4150 従業員数 60人

年　　齢: 44歳以下 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: 22090-  909121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0538-42-4321 従業員数 90人

年　　齢: 18歳～59歳 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: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090-  856221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0538-38-2211 従業員数 98人

年　　齢: 35歳以下 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- 1296821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 15時間

     TEL: 0537-26-9622 従業員数 31人

年　　齢: 18歳～59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: 22060-  740121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-43-2181 従業員数 127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： その他 時間外 あり

求人番号: 22090-  862721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 0537-26-9622 従業員数 62人

年　　齢: 18歳以上 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: 22060-  731921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0538-59-3271 従業員数 19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： その他 時間外 なし

求人番号: 22090- 1305621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 

     TEL: 0537-26-9622 従業員数 62人

年　　齢: 18歳以上 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: 22060-  730621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0539-62-4766 従業員数 21人

年　　齢: 40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 車両系建設機械（基礎工事用）運転技能者

求人番号: 22090-  990921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 車両系建設機械（解体用）運転技能者

     TEL: 0538-36-7777 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- 1178621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-43-3669 従業員数 1人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日他 玉掛技能者 就業場所: 

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

求人番号: 22090- 1175521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 中型自動車免許

     TEL: 0538-38-1123 従業員数 16人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 第二種電気工事士 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-  884621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

月給

208,000円～315,000円57

ＣＡＤオペレーター 木造住宅のプレカット部門での仕事で
す。

（主な仕事）
・設計業務ＣＡＤ（入力）オペレーター
及び補助的作業


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

静岡県周智郡森町睦実１３１０－１
８
豊田合成（株）森町工場

59

自動車部品の成形・
加工・検査／天宮工
場

自動車部品の製造・検査業務を担当して
頂きます。

＜主な仕事内容＞
（１）自動車の窓枠を成形機を使用して
加工・検査する業務
（２）自動車のホース製品を簡単な治具

正社員 株式会社　宮下製作所　天宮工場
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時15分

時給 (2)20時30分～5時50分

261,950円～261,950円

静岡県袋井市堀越３８３－１

58

（請）自動車部品の
機械オペレーター
（成形工程）

・自動車部品用ゴム製品製造
・プレス成形により加工作業
（部品を機械にセット→機械が加工→目
視検査）
（機械３台～６台見ながら、作業を行
う）


正社員以外 交替制あり 株式会社　イカイインダストリィ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時30分～17時35分

月給 (2)14時00分～23時00

160,200円～216,700円 (3)23時00分～8時00分

静岡県周智郡森町天宮５０１

60

成形オペレータ 成形機より取り出された成形品の外観検
査・梱包その他付帯作業

（仕事の内容）
・金型への部品挿入作業（半自動成形）
・成形梱包品の指定場所への運搬
・標準書類に指定された部位の外観検査

正社員 交替制あり 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

170,000円～260,000円

静岡県磐田市匂坂中１６００－１０

62

（請）機械オペレー
ター

＊自動車用小型部品の製造
　・成型機械のオペレート作業
　・自動車小型コネクターの成型機械の
セッティング作業

「　請負業務　」

正社員 交替制あり 株式会社　イカイインダストリィ
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)13時00分～22時00

177,000円～197,000円

静岡県袋井市広岡１１２９

61

製造（車載用電子機
器）

車載用（自動車・建機・農機）の電子機
器類の製造に
関わるお仕事です。

（主な仕事の内容）
組み立て・シリコン剤の塗布・プログラ
ム書き込み（検査）・

正社員 交替制あり 株式会社　特殊電気
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

170,000円～190,000円

静岡県袋井市広岡１１２０
　株式会社　相良プラスチック工業
所

63

保全 ・当社の主要製品である自動車部品を製
造する静岡工場で設備のメ　ンテナン
ス、修理をする保全のお仕事です。
・ＮＣ自動旋盤、多軸自動旋盤、自動検
査機が毎日稼働できるよう　に活躍して
もらいます。


正社員 株式会社　コバテック　静岡工場
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時10分

月給 (2)20時00分～5時00分

156,000円～175,000円

静岡県周智郡森町睦実１３１０－１
８
豊田合成（株）森町工場

65

検査員 矢崎グループで生産された自動車部品の
検査業務を行っていただきます。客先か
らお預かりした図面を使用しての業務の
為、秘密厳守の徹底をお願いします。

またグループ作業することも多い為、コ
ミュニケーションがしっかりとできる

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

時給 (2)20時30分～5時50分

221,650円～221,650円

静岡県袋井市広岡１３６０

64

（請）自動車部品の
検査業務

・自動車部品用ゴム製品製造
・仕上げ、検査作業
・部品組付

＊日常会話が出来る方の応募お待ちして
おります。


正社員以外 交替制あり 株式会社　イカイインダストリィ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時30分～17時35分

時給 (2)20時30分～5時50分

241,800円～241,800円

静岡県磐田市駒場７１１０

66

（請）自動車部品の
機械オペレーター
（塗装工程）

・自動車部品用ゴム製品製造
・塗装工程、検査作業
・塗装吹き付け作業


＊日常会話ができる方応募お待ちしてい
ます。

正社員以外 交替制あり 株式会社　イカイインダストリィ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時30分～17時35分

月給 色別判断ができる

158,000円～176,800円

静岡県磐田市上神増１０２１、磐田
市塩新田３００、
磐田市藤上原１－３及び磐田市寺谷
４１３－１のいずれか。

68

大型トラック運転手
（楽器・電化製品）
／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
も有ります。）

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

205,000円～270,000円

静岡県周智郡森町睦実１３１０－１
８
豊田合成株式会社　森町工場

67

重機オペレーター・
納品スタッフ・培養
土製造スタッフ

１．軽トラック～４ｔトラックによるお
客様への納品
２．重機類を操作して堆肥原料の受入
３．重機類を操作して堆肥を生産
４．重機類を操作して培養土を生産
５．その他　付帯業務

正社員 株式会社　ヤードウエスト浜松
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

日給 ユニック、玉掛け、
フォークリフトの操
作経験。

164,160円～207,350円

静岡県磐田市上万能１７３

69

産業廃棄物収集運搬 ＊産業廃棄物・一般廃棄物を処分場に搬
入するお仕事です。

・コンテナを建設現場、会社、工場、商
店等に設置し、コンテナが一杯になった
ら回収し、処分場へ搬入。


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

月給

245,000円～450,000円

静岡県磐田市大久保４８－３０

日給 電気工事経験者

207,900円～277,200円

静岡県袋井市方丈６－５－１７

70

電気工事士・見習い ＊建物等の電灯、照明設備等の配線工
事、配管工事、機械設置、空　調装置な
どの据付工事。
・建物屋外から引込線を引き入れ、保安
装置を設置し設計図に基づ　き配線、コ
ンセント、スイッチ照明器具、空調機器
等を取り付け　る。

正社員 有限会社　藤本電気工業
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

5/6



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: 050-3733-3312 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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 14010- 4953321 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 フォークリフト運転
技能者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090-  857521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-34-5001 従業員数 203人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 9人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 1044821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 0538-34-5001 従業員数 203人

年　　齢: 18歳以上 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- 1046521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 0538-59-3271 従業員数 19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： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 1315121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 15時間

     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-  776521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 26時間

     TEL: 053-421-6471 従業員数 40人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 ５トン限定準中型自
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 フォークリフト運転技能者

求人番号: 22020- 2361221 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 あり

求人番号: 22090- 1194621 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: 44歳以下 休　　日： 土日他 フォークリフト運転
技能者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090-  853021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-66-2712 従業員数 106人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090-  907621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 

     TEL: 053-421-6471 従業員数 40人

年　　齢: 18歳～59歳 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 なし

求人番号: 22020- 2365621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-32-9185 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: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090-  919721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

71

電気工事、エアコン
設置工事

戸建て、集合住宅へのエアコン設置、ア
ンテナ取り付け

重量物の運搬、移動など体力が必要な仕
事です。経験は問いません

※現場は静岡県袋井市、掛川市、浜松

正社員以外 交替制あり 株式会社　パシフィック
雇用期間の定めなし

月給

160,200円～186,700円

静岡県磐田市匂坂上３２０ー１

72

製品在庫管理 プラスチック加工生地在庫をフォークリ
フトで運搬し、

品番別に整理する在庫管理作業のお仕事
になります。



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

日給

216,000円～216,000円
又は8時00分～20時00

静岡県磐田市西之島７８－３

74

（請）たばこ製造工
場での材料品の運搬
供給作業／２交替

日本たばこ産業（株）東海工場内での、
たばこ製造に伴う
構内付帯作業になります。

・フォークリフトによる材料等の運搬・
供給
・原材料の機械への供給作業

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 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)5時45分～13時52分

月給 (2)13時45分～21時55

153,900円～153,900円 (3)21時45分～5時55分

静岡県袋井市広岡１１２９

73

（請）たばこ製造工
場での材料品の運搬
供給作業／３交替

日本たばこ産業（株）東海工場内での、
たばこ製造に伴う
構内付帯作業になります。

・フォークリフトによる材料等の運搬・
供給
・原材料の機械への供給作業

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 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)5時45分～13時55分

月給 色別判断ができる

158,000円～212,500円

静岡県磐田市西之島７８－３

75

配送業務・事務員 矢崎グループで生産された製品の入出荷
及び管理業務です。

製品の入出荷に関する現場作業や事務、
作業の進捗管理等を
行ってもらいます。また国内だけでなく
海外との輸出入業務も

正社員 翔運輸　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)13時45分～21時52

152,900円～152,900円

静岡県磐田市南平松１－３　浜松工場

77

３トン、４トント
ラックドライバー／
未経験研修あり（掛
川）

大手運送会社、カンガルー西濃運輸のグ
ループの一員として３ｔ・４ｔトラック
で、湖西市、浜松市、磐田市への荷主さ
んへ配達や集荷の業務を行って頂きま
す。封筒物の小荷物から手では持ち上げ
られない重量物は、フォークリフトを使
用して積み下ろしします。

正社員 遠州西濃運輸　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

240,695円～240,695円

静岡県磐田市駒場７１１０

76

フォークリフト構内
作業スタッフ／浜松
工場

＜急募＞
・工場内にて古紙の仕分け・圧縮梱包を
行う仕事です。
・回収された古紙の品質を確認し、種類
別に分け、機械にて圧縮　　梱包を行い
ます。
・主にフォークリフトを使用し荷役を行

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

月給

203,000円～209,000円

静岡県掛川市成滝４０３－１
【掛川支店】

78

配達（小型トラック
１ｔ車）

・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。
（フォークリフトの運転は禁止していま
す）
・配達区域は、袋井、掛川、小笠方面又

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

月給 トラック運転経験者
及びフォークリフト
資格取得者優遇

200,000円～350,000円

静岡県袋井市広岡１１２９

80

清掃・庶務業務 株式会社デンソーのグループ会社です。


社内の清掃・庶務業務をお願いします。

・社内清掃（食堂、会議室、廊下、トイ
レ等）

正社員以外 株式会社　ニッパ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時30分～17時30分

月給

160,200円～203,500円

静岡県磐田市一言５５２

79

出荷作業 【主な仕事の内容】
（１）各種製品（プラスチック部品）の
出荷・運搬作業
・倉庫内での作業
・客先への出荷品準備作業
・台車またはフォークリフトでの製品運
搬作業

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

日給

248,400円～270,000円

静岡県磐田市小島２３０５－１
　株式会社ニッパ　磐田工場

81

荷物仕分け作業員
（西濃袋井又は西濃
浜松）

カンガルーの西濃運輸グループの一員で
す。
夜間に全国から西濃運輸のターミナルに
届いた荷物を配達先町名に従って仕分け
する作業です。
慣れれば誰でも可能な簡単なお仕事で
す。

正社員 遠州西濃運輸　株式会社
雇用期間の定めなし (1)23時00分～8時00分

時給

157,500円～157,500円

静岡県磐田市福田外野５４９１－３
　（有）アクトワン　内　（株）ツ
カサ倉庫

日給

155,800円～155,800円

静岡県袋井市堀越３６１
【西濃運輸（株）袋井支店内】

82

（請）倉庫作業員／
磐田市福田

＊製品の受け入れ・保管・ピッキング・
出荷までの一連の
　業務に従事していただきます。

（主な仕事内容）
　・箱入れ、袋入れになった自動車部品
を受け入れ

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