
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 0538-67-8088 従業員数 6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- 1484921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-45-1811 従業員数 36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- 1334221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-23-4710 従業員数 5人

年　　齢: 18歳～69歳 休　　日： 土日他 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- 1432621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 1時間

     TEL: 0538-32-5181 従業員数 76人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝 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- 1371621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 

     TEL: 0120-789-635 従業員数 113人

年　　齢: 不問 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: 23170- 2021321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-66-2808 従業員数 89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- 1460021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 5時間

     TEL: 0538-48-5200 従業員数 25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 あり

求人番号: 22090- 1447221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-67-8881 従業員数 8人

年　　齢: 59歳以下 休　　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- 1404221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-33-5700 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- 1431321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 8時間

     TEL: 0538-66-5511 従業員数 400人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 情報処理検定２級 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 簿記実務検定２級

求人番号: 22090- 1458321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 0538-66-7088 従業員数 18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 なし

求人番号: 22090- 1366721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 

     TEL: 0538-43-0404 従業員数 310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- 1391721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 053-463-0258 従業員数 8人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 火水他 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- 3776621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-49-3358 従業員数 5人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝他 社会福祉士 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: 22090- 1398921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

月給

220,000円～400,000円

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

営業 　まずは、既存顧客へのルート営業を
行っていただきます。
　最初は先輩が同行してどのようなこと
をするのか学んでいただきます。
　未経験の方でも安心してスタートでき
ます。
　慣れてきましたら、新規顧客の開拓と

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　シーズ
雇用期間の定めなし (1)8時00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） 

静岡県袋井市高尾２６８２－１

3

介護支援専門員 居宅高齢者のケアプラン作成とその管理
（利用者３５名程度）

（仕事の内容）
・サービス調整
・利用状況の確認
・行政機関等との連携

正社員 社会福祉法人　三宝会　特別養護老人ホーム　紫雲の園
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時15分

月給 金型・治具・機械設
計の経験者（年数不
問）

207,000円～296,000円

静岡県周智郡森町問詰９５３番地の１

2

金型・治具・機械設
計

金型及び治具をメインとした機械設計
（２Ｄ・３－ＣＡＤを使用して設計しま
す。）

主として、
自動車に使われる部品の金型および治工
具の設計業務です。

正社員 フレックス 南海鋼材　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30分

月給 チラシなどのデザイ
ンの経験のある方は
優遇いたします。

189,000円～235,000円

静岡県袋井市浅羽４１４０

4

事務職 チラシなどの販売ツールやＷＥＢコンテ
ンツの作成、

ホームページの管理等のお仕事を担当し
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 前歴換算により初任
給を決定します。220,140円～317,160円

静岡県袋井市山科２８５９
　佐川急便（株）袋井営業所

6

一般事務 （主な仕事の内容）

・仕入管理：仕入品伝票の入力、支払い
業務
・売上管理：納品書及び請求書の発行、
入金業務
・各種書類作成（ワード・エクセル）

正社員 株式会社　竜洋
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給

172,000円～172,000円

静岡県磐田市鳥之瀬７６－１

5

カスタマーサービス
職／袋井営業所

お客様からのお荷物の配達状況のお問合
せや、ご不在の連絡・ご意見・ご相談に
対し、パソコンと電話を使ってお答えし
ます。
　
また、お客様からの集荷依頼・商談のご
希望等を迅速にセールスドライバーに連

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 佐川急便株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)10時00分～19時00

月給 (2)9時30分～18時00分 基本は経験なしでも
大丈夫ですが、医療
事務経験があれば尚

173,660円～173,660円

静岡県磐田市南平松１０－１

7

事務受付　医療事務 透析内科診療所の外来受付においての

１、患者さんの受付、電話対応
２、請求書等の事務書類作成、配布
３、カルテチェック
４、レジ作業、月末売上集計
５、その他事務一般

正社員以外 交替制あり 医療法人　有心会　ひろクリニック
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～16時30分

月給

180,000円～210,000円

静岡県袋井市高尾１７６５－８

9

受付事務 整形外科外来での受付事務全般をしてい
ただきます。

（主な仕事の内容）
・窓口および電話対応
・カルテの作成
・パソコン入力（医療情報）

正社員 医療法人社団　高安整形外科クリニック
雇用期間の定めなし (1)8時45分～18時30分

月給 (2)9時00分～20時00分 調剤薬局勤務経験

159,000円～163,000円 (3)13時00分～20時00

静岡県袋井市下山梨２０７０

8

調剤薬局受付事務
（田端店）

【仕事内容】
・処方箋受付・入力・調剤補助など
・商品売り場の作成
　└お客様のニーズを把握しながら、魅
力的で探しやすいＯＴＣの
　　売場を作成。商品の特徴や役に立つ
情報などをＰＯＰで発信。

正社員 変形（1ヶ月単位） まごころ　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～20時00分

月給 財務諸表の作成

183,000円～262,000円

静岡県磐田市西貝塚２２４３

10

経理／正社員 経理事務
　・決算管理業務（月次・年次）
　・財務管理業務
　・固定資産業務
　・支払（振込）
　・その他データ入力処理

正社員 フレックス 株式会社　スニック
雇用期間の定めなし (1)8時10分～16時55分

月給 (2)8時45分～12時00分

171,000円～188,000円

静岡県磐田市南平松９－８

12

清掃スタッフ管理 清掃業務・日常清掃等の作業指導、

請負先の巡回及びスタッフの労務管理等
の

お仕事を担当していただきます。


正社員 株式会社　ピーオーテクノサービス　袋井事務所
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時10分

月給

190,000円～250,000円

静岡県磐田市東平松１４０３

11

検査および生産管理 客先毎に担当します。
（主な仕事の内容）
・製品の外観検査
・受注を確認後、材料手配。
・現場に納入日程表を出す。
・在庫の管理　その他
・パソコンはエクセル、専用ソフト使

正社員 有限会社　金子工業
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 経験者
（住宅営業３年程
度）

250,000円～380,000円

静岡県袋井市愛野１２３４　ポーラ化成工業内

13

営業職（袋井ＳＢ
Ｓ・掛川住宅公園展
示場）

・お客様へのプラン作成、提案
・お客様への見積作成、提示
・お客様との契約
・仕様打合せ～お引渡しまで
・資金回収

※入社後は年齢の近い先輩社員が付き、

正社員 林工住宅　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時30分～18時30分

月給 ビルメンテンンス業
務経験202,500円～232,500円

静岡県袋井市下山梨１丁目１３－１
１
デイサービス　グリーン

月給 (2)8時00分～17時00分

191,500円～240,000円

静岡県袋井市下山梨１９６１－１
【袋井ＳＢＳ展示場】
静岡県掛川市杉谷２－２－２０
【掛川展示場】

14

【生活相談員】デイ
サービスでの生活相
談員業務

・デイサービス利用者が、快適に生活で
きるように支援する仕事
　です。
・生活相談員として利用者の健康管理、
身体機能の回復などに
　かかわるスタッフと協力してサポート
します。

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

1/5



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: 080-5945-8371 従業員数 29人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 介護職員初任者研修
修了者

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- 3083421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-36-1770 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 水他 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- 1509821 各種保険： 雇用・労災 月平均 2時間

     TEL: 0538-37-4821 従業員数 778人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 調理師 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- 1368221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-37-1121 従業員数 9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: 22090- 1429821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 

     TEL: 0538-44-3465 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 1464521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-66-3423 従業員数 62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- 1490621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 5時間

     TEL: 0538-34-5525 従業員数 4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： なし 時間外 あり

求人番号: 22090- 1548921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0539-62-9977 従業員数 11人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日 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: 22090- 1343521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 0538-35-1011 従業員数 21人

年　　齢: 65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- 1514121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 080-4524-8301 従業員数 2人

年　　齢: 不問 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: 22022-  519421 各種保険： 雇用・労災 月平均 10時間

     TEL: 053-459-5656 従業員数 3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: 22020- 3224821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-30-2180 従業員数 2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- 1522921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 072-232-3845 従業員数 49人

年　　齢: 18歳～59歳 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: 27080- 3363021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 0538-58-1266 従業員数 100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 なし

求人番号: 22090- 1414421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

15

デイサービスの介護
職員／袋井市堀越

「ツクイ袋井」でのデイサービスのお仕
事です。
介護職員として主に以下の業務をお任せ
いたします。

・お食事、入浴、排せつ時の介助
・フロア内の見守り

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ツクイ　静岡圏
雇用期間の定めなし

月給

180,000円～230,000円

静岡県袋井市堀越１－３－１９
株式会社ツクイ　ツクイ袋井
磐田バイパス堀越ＩＣより車で３分

16

動物看護師またはト
リマー兼動物看護士

犬猫中心の動物病院で診療補助、入院管
理、会計事務等を担当して
いただきます。パソコンは文字が打てれ
ば大丈夫です。
地域の１次診療動物病院（ホームドク
ター）です。日によってとて
も忙しい時もあります。

正社員 ＣＯＯ動物病院
雇用期間の定めなし (1)9時00分～19時00分

月給

197,000円～255,000円
又は7時45分～18時00

磐田市内小学校
　※面接時に説明します。

18

ホテルフロント係 ホテルフロントにて下記の内容を中心に
行っていただきます。
・フロント　　チェックイン・チェック
アウト対応
・予約受付　　予約の受付・キャンセ
ル・変更の処理、旅行代理店との対応、
一元管理ソフトの管理

正社員 変形（1年単位） 株式会社　未来計画
雇用期間の定めなし (1)7時30分～16時00分

月給 学校給食の経験（経
験なくても応相談）144,536円～148,536円

静岡県磐田市鳥之瀬９９－２

17

給食調理員 市内小学校において学校給食調理業務の
お仕事です。　

（主な仕事内容）

・食材を受け入れ　　　　　　　　　　
・食材の洗い等の下処理

正社員以外 磐田市教育委員会
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時15分～16時30分

月給

250,000円～300,000円
又は7時00分～19時00

静岡県磐田市中泉６０３－１
　ＩＷＡＴＡステーションホテル

19

包装機のメンテナン
スとオペレーター関
連作業

ティーバッグ、スティック包装機、その
他付随する設備のメンテナンス
生産現場スタッフへの取り扱い説明、生
産業務。

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

月給

198,000円～208,000円

静岡県磐田市掛塚竜光寺３４１３－２

21

アルミ製品鋳造工 アルミ部品の鋳造（下記仕事の流れで
す）

１．型に砂を入れ炭酸ガスで固める
２．型抜き後、上下型をセットして並べ
る
３．溶解したアルミを注入する

正社員 変形（1年単位） 有限会社　藤田軽合金
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～23時30

164,000円～213,000円 (3)23時00分～7時30分

静岡県袋井市村松２１７４
　第２工場

20

アルミニウム精錬工 アルミニウムスクラップを溶解し、アル
ミニウム合金地金の生産をします。

投入原料の準備、溶解炉への原料投入作
業（フォークリフトにて作業します）
等


正社員 交替制あり 株式会社　三光
雇用期間の定めなし (1)7時00分～15時30分

月給

180,000円～180,000円

静岡県磐田市西貝塚１００１

22

研磨 自動車、自動二輪車、船外機のバリ取り研磨作業や検査正社員 治具屋　斎藤龍一
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時15分

月給

190,000円～220,000円

静岡県磐田市森岡１８４

24

（請）研磨作業（ア
ルミ研磨、バリ取
り）

【請負業務】

研磨作業（アルミ研磨、バリ取り）の仕
事に携わっていただきます
　・船外機（船のエンジン）の部品のバ
リ取り
　　（リューダ、サンダー）作業です。

正社員 変形（1年単位） 村松商店　村松靖仁
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時15分

時給 プレス加工経験者

157,248円～170,778円

静岡県磐田市松之木島４９２－８

23

プレス工 二輪、四輪自動車金属部品のプレス加工
のお仕事です。
・プレス機を操作して、金属板やパイプ
などを型押ししたり、曲げ　たり、搾る
などして所定の形状に成形する作業。
・機械への金型の取り付け、取り外し作
業。

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

時給 (2)17時00分～1時35分

196,950円～196,950円 (3)6時30分～15時00分

静岡県磐田市松之木島４９２－８
　治具屋内　当社事業所

25

エンジン部品の加
工・組立・検査（交
替制）（磐田市）

（派遣業務）
エンジン部品加工のお仕事です。
部品を削ったり、バリ取り等の作業で
す。
検査や組立の業務もあります。

◎事前に職場見学も可能です。

有期雇用派遣労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社ワークスタッフ　浜松営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)6時30分～15時20分

時給

195,840円～195,840円

静岡県袋井市浅羽２７７７－１

27

製造オペレーター
（静岡工場）

製造オペレーターとしてマニュアルに従
い、化学薬品の製造作業全般に従事頂き
ます。
比較的２０代、３０代の若い社員の多
い、明るく風通しの良い職場です。

※化学メーカー就労経験者は優遇しま

正社員 株式会社　三宝化学研究所
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給

187,762円～187,762円

静岡県磐田市新貝２５００
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。

26

（派）原料の製造 液状・粉体の製品製造及びポリタンクへの充填作業無期雇用派遣労働者 ノブレス　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 製薬会社や大学等の
機関で安全性評価の
経験者優遇

200,000円～350,000円

静岡県磐田市塩新田字荒浜５８２－１４

28

韓国語の通訳・翻訳 （主な仕事の内容）

・韓国語の通訳、翻訳担当
・その他、配属部署により付随する業務

＜外国人　応募可＞

正社員 株式会社　安評センター
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)21時00分～6時00分 化学メーカー就労経
験者優遇180,200円～245,000円

静岡県磐田市塩新田５８２－２
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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: 0538-23-3411 従業員数 133人

年　　齢: 18歳～35歳 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090- 1375721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 053-437-7555 従業員数 10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: 22020- 3031521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 0538-84-2500 従業員数 11人

年　　齢: 28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- 1461721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-42-4191 従業員数 78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- 1452021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-30-2180 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- 1521621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0539-62-3112 従業員数 722人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 50人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090- 1479721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-30-2180 従業員数 1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: 22090- 1523121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 053-459-0555 従業員数 57人

年　　齢: 18歳以上 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: 22090- 1397621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0537-25-6170 従業員数 80人

年　　齢: 不問 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: 22060- 1072421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 053-425-2111 従業員数 20人

年　　齢: 18歳～59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- 3163421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 0538-66-5511 従業員数 388人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 土日他 危険物取扱者（甲
種）

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 玉掛技能者

求人番号: 22090- 1468921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間 フォークリフト運転技能者

     TEL: 0538-66-5511 従業員数 298人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 土日他 危険物取扱者（甲
種）

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 玉掛技能者

求人番号: 22090- 1469121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間 フォークリフト運転技能者

     TEL: 0538-66-5511 従業員数 163人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 土日他 危険物取扱者（甲
種）

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 玉掛技能者

求人番号: 22090- 1470821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間 フォークリフト運転技能者

     TEL: 0538-66-5511 従業員数 261人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 土日他 危険物取扱者（甲
種）

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 玉掛技能者

求人番号: 22090- 1471221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間 フォークリフト運転技能者

静岡県袋井市湊４２０７－２

30

お惣菜の知久屋／店
長候補（西部）

■お惣菜店舗「知久屋」での、惣菜・弁
当の製造販売の仕事です
　調理は揚げたり炒めたりと最終工程だ
け、難しい作業はほとん
　どありません。包丁は揚げたカツを切
るとき等に使う程度です
■将来的には、店長を目指して頂きま

正社員 株式会社　知久
雇用期間の定めなし

月給 (2)16時00分～0時30分

178,500円～243,500円 (3)0時00分～8時30分29

製造作業員 食品香料、食品素材の製造の仕事になり
ます。
（仕事の内容）
・原料準備から製造及び充填作業を行っ
て頂きます。
・また、使用した器具、装置の洗浄作業
もあります。

正社員 交替制あり 高砂フードプロダクツ　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～235,000円

静岡県浜松市中区新津町５８３　他
西部地域の知久屋各店　
（浜松市中区６店舗、西区３店舗、
東区４店舗、北区１店舗、浜北

31

製造（機械オペレー
タ）

当社では、ダンボール製品の設計から製
造、貼合、印刷、組立までの一貫生産を
行っており、担当していただくのは機械
を操作しての製造作業全般及び配送の仕
事です。

・ダンボール、紙器製造加工業務

正社員 株式会社　アコルトパッケージ
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 フードサービス業界
で経験のある方優遇190,000円～240,000円

又は8時00分～21時00

静岡県袋井市国本１１５７－１

33

（派）工業製品の製
造

医療用チューブ等の製造および加工、検
査の
お仕事になります。

・材料はプラスチックになります
・巻き取り機の作動および監視業務
・検査は目視になります。

無期雇用派遣労働者 ノブレス　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給

218,400円～218,400円

静岡県周智郡森町一宮７２７－２

32

工場間ドライバー （主な仕事内容）

・段ボール製造補助
・隣接する工場へ段ボールの運搬（２ｔ
トラックでの運搬）



正社員以外 日本紙工業　株式会社　袋井工場
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 製造の経験があれば
望ましい176,180円～180,000円

静岡県袋井市高尾１９８０

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。

34

楽器製造工 ・管弦打楽器・ピアノの生産に関する業
務を担当して頂きます。
　　機械加工のオペレーション、溶接作
業
　　部品のメッキ作業、塗装作業
　　完成品組立作業、梱包作業、研磨作
業など

正社員以外 株式会社　ヤマハミュージックマニュファクチュアリング
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～16時45分

時給

195,840円～195,840円

静岡県袋井市諸井１３００

36

（請）製造 請負先工場内でのお仕事です。
軸受（ベアリング）製品を製造するライ
ン業務。
部品の投入取出し、寸法チェック、部品
供給。
研削砥石の交換、製品選別を行います。


正社員以外 交替制あり 株式会社　アウトソーシング　　磐田事業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)6時00分～14時25分

時給

173,910円～173,910円

静岡県磐田市松之木島２０３

35

（派）農機具の組立 ・精米乾燥機等のねじ締めによる組立作
業。
・電動ドライバーを使って組立てます。
・未経験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 ノブレス　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時20分～17時05分

時給

183,840円～183,840円

静岡県磐田市東貝塚１５７８
ＮＴＮ株式会社　磐田製作所

37

（派）組立、配線 ・配線を電動ドライバーで組み付ける作
業
・配電盤を組立する作業

　ライン作業です。



有期雇用派遣労働者 トランコムＳＣ　株式会社　掛川営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～16時45分

時給 (2)14時20分～22時45

196,543円～196,543円

静岡県磐田市下野部１２５７―１
【下野部工場】

39

保全／正社員／竜洋
シート工場

・設備の監視・点検
・設備故障時の修理・原因究明
・生産附帯設備の改善

正社員 交替制あり 工業系（電気・電
子・機械科）卒業以
上

株式会社　スニック
雇用期間の定めなし (1)6時30分～15時30分

月給 (2)19時20分～4時20分 機械組付の作業経験
（年数不問）
ライン外での運搬作

164,820円～239,820円

静岡県磐田市下万能９００
日東工業　株式会社　磐田工場

38

技能職（下野部工
場）

・製品組付ラインでのオペレーション作
業
・部品／完成品のライン外運搬作業

正社員 交替制あり 株式会社　ソミック石川
雇用期間の定めなし (1)8時20分～17時20分

月給 (2)15時30分～0時30分 生産設備のメンテナ
ンス実務経験者を優
遇

183,000円～312,000円

静岡県磐田市東平松１４０３
竜洋シート工場

40

保全／正社員／竜洋
パイプ工場

・設備の監視・点検
・設備故障時の修理・原因究明
・生産附帯設備の改善

正社員 交替制あり 工業系（電気・電
子・機械科）卒業以
上

株式会社　スニック
雇用期間の定めなし (1)6時30分～15時30分

月給 (2)15時30分～0時30分 生産設備のメンテナ
ンス実務経験者を優
遇

183,000円～312,000円

静岡県浜松市浜北区平口５１５８－
１
浜北トリム工場

42

保全／正社員／相良
工場

・設備の監視・点検
・設備故障時の修理・原因究明
・生産附帯設備の改善

正社員 交替制あり 工業系（電気・電
子・機械科）卒業以
上

株式会社　スニック
雇用期間の定めなし (1)6時30分～15時30分

月給 (2)15時30分～0時30分 生産設備のメンテナ
ンス実務経験者を優
遇

183,000円～312,000円

静岡県磐田市南平松６－２
竜洋パイプ工場

41

保全／正社員／浜北
トリム工場

・設備の監視・点検
・設備故障時の修理・原因究明
・生産附帯設備の改善

正社員 交替制あり 工業系（電気・電
子・機械科）卒業以
上

株式会社　スニック
雇用期間の定めなし (1)6時30分～15時30分

静岡県牧之原市白井１１１１
相良工場

月給 (2)15時30分～0時30分 生産設備のメンテナ
ンス実務経験者を優
遇

183,000円～312,000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: 0538-66-5511 従業員数 75人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 土日他 危険物取扱者（甲
種）

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 玉掛技能者

求人番号: 22090- 1473421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間 フォークリフト運転技能者

     TEL: 053-459-5656 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　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: 22020- 3233221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 053-459-0555 従業員数 57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- 1394521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-30-7441 従業員数 21人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日 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- 1459621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 30時間

     TEL: 0538-66-5511 従業員数 400人

年　　齢: 59歳以下 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: 22090- 1467621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 053-459-5656 従業員数 1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: 22020- 3215721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-67-8088 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 ８トン限定中型自動
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 フォークリフト運転技能者

求人番号: 22090- 1485121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-43-7256 従業員数 35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： 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- 1515021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 40時間

     TEL: 0538-43-7256 従業員数 35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： 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- 1539621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 40時間 玉掛技能者

     TEL: 0538-44-1611 従業員数 6人

年　　齢: 不問 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: 22090- 1542821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0538-66-4908 従業員数 32人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 他 ８トン限定中型自動
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 大型自動車免許

求人番号: 22090- 1496221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 0538-34-4624 従業員数 30人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 中型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： なし 時間外 あり フォークリフト運転技能者

求人番号: 22090- 1413521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 40時間

     TEL: 0538-43-7256 従業員数 35人

年　　齢: 不問 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 牽引免許

求人番号: 22090- 1516721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 40時間

     TEL: 0538-66-3423 従業員数 62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: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090- 1491921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 5時間

月給 (2)15時30分～0時30分 生産設備のメンテナ
ンス実務経験者を優
遇

183,000円～312,000円43

保全／正社員／磐田
パイプ工場

・設備の監視・点検
・設備故障時の修理・原因究明
・生産附帯設備の改善

正社員 交替制あり 工業系（電気・電
子・機械科）卒業以
上

株式会社　スニック
雇用期間の定めなし (1)6時30分～15時30分

静岡県袋井市山田８８５－１
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。

45

（請）製造（検査、
梱包）

＊請負先工場内でのお仕事です。
　軸受（ベアリング）製品を検査、選
別、梱包を行います。

・ラインで作られた製品の検査（サビ、
黒ズミ、傷）
・梱包用シートで包み、箱詰めをする

正社員以外 株式会社　アウトソーシング　　磐田事業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時15分～16時40分

時給

191,360円～191,360円

静岡県磐田市岩井２５００　株式会
社スズキ　磐田工場内
磐田パイプ工場

44

自動車部品の目視検
査（袋井市山田）

（派遣業務）
成形機から１分間に１つプラスチック製
品が出てきます。　
その製品の目視検査を行います。
検査は目視で行って頂きね汚れや傷を確
認する作業になります。
どなたでも出来る簡単なお仕事です。

有期雇用派遣労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社ワークスタッフ　浜松営業所
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

200,000円～340,000円

静岡県磐田市東貝塚１５７８
ＮＴＮ株式会社　磐田製作所

46

制御盤の設計及び配
電工事作業員

工場生産設備の制御盤設計及び配電工事
の仕事です。
・制御盤の設計（ＣＡＤソフト使用）
・制御盤の作成
・制御盤の設置、現場作業
・その他付随する業務
・移動に社用車使用します

正社員 静岡エレック　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給

172,958円～172,958円

静岡県磐田市東平松１４０３

48

浴槽の検査・加工と
部品の組付け業務
（袋井市）

（派遣業務）
浴槽の検査・加工と部品の組付け業務を
行って頂きます。
小規模グループでの作業です。
ライン作業ではありません。
浴槽で使用される３５ｃｍ程度のパネル
の目視検査です。

有期雇用派遣労働者 株式会社ワークスタッフ　浜松営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時20分～17時20分

月給

183,000円～312,000円

静岡県磐田市上岡田６５３－２

47

技術／正社員 ・工程設計（レイアウト構想等）
・設備導入（設備検討・選定・工期計画
等）
・試作
・製品設計

正社員 フレックス 工業系高等学校卒以
上（電気・電子・機
械科）

株式会社　スニック
雇用期間の定めなし (1)8時10分～16時55分

月給

160,000円～210,000円

静岡県袋井市新池１１０７
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。

49

産業廃棄物の収集運
搬業務・仕分作業員

４トン車での産業廃棄物の収集および運
搬のお仕事です。

・専用コンテナ設置場所へ行き、回収
（積込）し、会社指定場所ま　で運搬す
る。


正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　シーズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

時給

188,600円～188,600円

静岡県袋井市鷲巣７６３

51

大型（ユニック車）
ドライバー

大型トラック（１０ｔ）の輸送業務に従
事していただきます。

・輸送荷物はコンクリート製品になりま
す。
・輸送範囲は当社運行表によります。
（静岡県内及び近距離への輸送です）

正社員 有限会社　マスダエスエス
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

167,500円～167,500円

静岡県周智郡森町問詰９５３番地の１

50

大型自動車ドライ
バー

＊大型トラック（１０ｔ）の輸送業務に
従事していただきます。

（主な仕事の）
・輸送荷物は自動車部品になります。原
則フォークリフトの
　積み下ろしとなります。

正社員 有限会社　マスダエスエス
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 自動車運転経験者

230,000円～280,000円

静岡県袋井市鷲巣７６３

52

運転手兼作業員 鉄、産業廃棄物の収集、運搬業務の仕事
です。

（仕事の内容）
・収集後、自社工場で選別、片付け作業
があります。
・４～６ｔトラックを運転していただき

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

月給

167,500円～167,500円

静岡県磐田市駒場６４７６－１

54

中型運転手（県西部
地区内）

中型自動車による工場間輸送に乗務して
いただきます。

＜主な仕事内容＞
・　輸送範囲は、静岡県西部地区内の工
場間のワンマン運行と
　　なります。

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

月給

230,000円～270,000円
又は5時00分～22時00

静岡県袋井市国本２１２３

53

トラック運転手（定
期便）

４ｔ車でグループ会社の支店倉庫へ寝装
寝具類の配送をしていただきます。
・配送範囲は青森～福岡間で日帰りコー
スから最長でも４日間（月２～３回）
コースの定期便になります。
・１回のコースで、４～６ヶ所を回りま
す。

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　丸八真綿　物流配送事業部　磐田営業所
雇用期間の定めなし (1)7時30分～16時30分

月給

207,000円～207,000円

静岡県磐田市豊田西之島３２５－１

55

トレーラードライ
バー

大型トレーラーに乗務し、県西部への輸
送するお仕事です。

※就業時間は運行行程により変動ありま
す。

正社員 有限会社　マスダエスエス
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～17時00分

152,170円～260,000円
又は3時00分～19時00

静岡県磐田市掛塚竜光寺３４１３－２

月給

164,000円～213,000円

静岡県袋井市鷲巣７６３

56

原料の受入作業 お取引先様から運ばれてくるスクラップ
を載せたトラックの受け入れ及びリフト
での荷降ろしや置き場所の変更作業を行
います。置き場整理や管理も行います。

上記作業だけではなくその他付随作業
（構内作業、清掃等）も行っていただき

正社員 株式会社　三光
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: 053-459-0555 従業員数 57人

年　　齢: 18歳以上 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- 1396321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-67-8088 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 ８トン限定中型自動
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 フォークリフト運転技能者

求人番号: 22090- 1483621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0466-80-1824 従業員数 12人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 下水道第３種技術検
定

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 第二種電気工事士

求人番号: 14080- 2050221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間 危険物取扱者（乙種）

     TEL: 0538-85-6037 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日 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- 1534821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-85-2631 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 なし

求人番号: 22090- 1510421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-463-2411 従業員数 156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: 22020- 3153221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

57

（請）フォークリフ
ト作業員

請負先工場内でのお仕事です。
フォークリフト（カウンター）を使用し
た運搬業務です。
各製造ラインへの材料運搬を行います。


やる気を持って業務に取り組める方、歓

正社員以外 交替制あり 株式会社　アウトソーシング　　磐田事業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)6時00分～14時25分

月給

183,100円～389,000円

静岡県磐田市東貝塚１５７８
ＮＴＮ株式会社　磐田製作所

58

重機オペレーター・
運搬

４トン車での産業廃棄物の収集および運
搬のお仕事です。

・専用コンテナ設置場所へ行き、回収
（積込）し、会社指定場所ま　で運搬す
る。


正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　シーズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

時給 (2)14時20分～22時45

212,267円～212,267円

静岡県磐田市二之宮３７１－１

60

土木工事作業員 （主な仕事内容）

・橋梁などの土木工事

・コンクリート打設などの土木工事

・幹線などの土木工事

正社員 株式会社　真中建設
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～8時45分

155,760円～182,533円

静岡県周智郡森町問詰９５３番地の１

59

水処理施設の維持管
理

＊施設の運転監視
＊機械・設備巡回保守点検
＊車両の運転
　【車種】軽乗用車・軽トラック等
　【エリア】磐田市
＊報告書の作成　等

無期雇用派遣労働者 変形（1年単位） 有限会社　協和環境エンジニアリング
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時15分

日給 大工経験者（４０歳
未満の方は未経験で
も可）

182,400円～410,400円

静岡県周智郡森町森１７８９－２２

61

大工職人 ＊建築現場で木を使って骨組みを作る。

＊外壁や屋根、床、壁、天井の下地を作
る。

・現場の範囲は磐田、袋井、掛川、森
町、浜松方面です。

正社員以外 有限会社　山本建築
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

230,000円～650,000円

静岡県磐田市高木１７４５－１
【竜洋工場】

月給

175,000円～185,000円

静岡県周智郡森町森８４１－１

62

包装作業（竜洋工
場）

仕事内容は、食品関係のプラスチック
フィルムを包装する作業となります。ス
リット工程で断裁されたロール状のフィ
ルムを、お客様に衛生的な状態でお届け
する為に、自動包装機や手作業でラミ
ネートされたフィルムを使用し製品を包
む仕事です。

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