
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 0538-35-4115 従業員数 75人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090- 1656221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 0538-35-4115 従業員数 75人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090- 1671821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 0538-84-9523 従業員数 20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- 1682421 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: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 1575821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 0538-45-1811 従業員数 36人

年　　齢: 39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- 1614821 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 20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- 1685921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-6722-0597 従業員数 74人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13040-17931321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0538-84-9523 従業員数 20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- 1684621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-6722-0597 従業員数 79人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13040-16428921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0538-84-9523 従業員数 20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- 1681521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 054-265-8877 従業員数 30人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 助産師 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: 22010- 5335921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 054-265-8877 従業員数 30人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 看護師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22010- 5342621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0538-49-4911 従業員数 82人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 看護師 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- 1677921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-55-5400 従業員数 10人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 准看護師

求人番号: 22090- 1640521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

≪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） 

静岡県磐田市明ケ島原４６番１０号

2

工場管理 ※当工場ではキャリアカー、エレベー
ターや自動車部品供給装置
　などの精密な板金加工から組立までを
行っております。
　業務拡大に伴って工場における工場管
理を募集します。


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

158,000円～276,500円

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

営業管理 ※当工場ではキャリアカー、エレベー
ターや自動車部品供給装置な　どの精密
な板金加工から組立までを行っておりま
す。
　業務拡大に伴って工場における営業管
理を募集します。


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 機械設計経験

210,000円～300,000円

静岡県磐田市明ケ島原４６番１０号

3

車両用灯火器の開発
業務

ヘッドランプ、テールランプ等の車両用
灯火器開発業務（設計、解析）を行って
頂きます。

〇浜松にて現地面接会を随時開催致しま
す。
面接場所・日時については、お気軽にご

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

月給

158,000円～276,500円

静岡県磐田市匂坂中１６００－１０

5

設計補助・ＣＡＤオ
ペレーター

※未経験ＯＫ！※
※興味があって前向きな方歓迎します※

金型及び治具をメインとした機械設計の
サポートです。
（２Ｄ・３－ＣＡＤを使用して設計しま
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

187,000円～217,000円

静岡県磐田市富丘５１０－３

4

電装設計のアシスタ
ント業務

〈主な仕事〉
・図面登録、配布などの文書管理作業
・社内システムを用いて部品情報等の
データ入力作業
・エクセルを使って設計情報等のデータ
入力作業
・ＣＡＤを使用した簡単なデータ入力作

正社員 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 ■各種ＣＡＤ使用経
験210,000円～250,000円

静岡県袋井市高尾２６８２－１

6

設計補助業務 ■機械設計補助業務
図面のトレース、ＣＡＤデータの入力、
評価結果の入力、その他付随業務を担当
して頂きます。

※各種ＣＡＤ使用経験のある方、大歓
迎！

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

月給

207,000円～296,000円

静岡県内各現場（主に浜松市・磐田市・藤枝市）

8

製造技術業務 【仕事内容】
・新規生産立上げ準備
・設備の改善業務
・設備トラブル時の迅速な修理と原因分
析など

〇浜松にて現地面接会を随時開催致しま

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

月給

255,960円～460,880円

静岡県磐田市富丘５１０－３

7

総合職（電気設備技
術者）／浜松市・磐
田市・藤枝市

◇建設現場における電気設備施工管理業
務に従事して頂きます。
◇未経験の方やブランクがある方も歓迎
致します。
◇未経験の方には丁寧に基本から教育さ
せて頂きます。
※ご本人の希望や適性を踏まえて担当現

正社員 株式会社メイジン　東京支店
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

255,960円～460,880円

静岡県磐田市富丘５１０－３

9

総合職（建築技術
者）／浜松市・磐田
市・藤枝市

◇建設現場における建築施工管理業務に
従事して頂きます。
◇未経験の方やブランクがある方も歓迎
致します。
◇未経験の方には丁寧に基本から教育さ
せて頂きます。
※ご本人の希望や適性を踏まえて担当現

正社員 株式会社メイジン　東京支店
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 製造業での業務経験
※ものづくりに興味
がある方も歓迎で

210,000円～250,000円

静岡県磐田市富丘５１０－３

11

助産師／袋井市 病棟の助産師業務全般 正社員 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団　静産会
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 プログラミング基礎
知識206,000円～255,000円

静岡県内各現場（主に浜松市・磐田市・藤枝市）

10

組み込みソフトウェ
ア開発

★技術業務未経験歓迎★
ネットワーク機器の開発業務
製品：ルーター、ＬＡＮスイッチ、トラ
ンスポートなど
・開発品への組み込みソフトウェア開発
・評価作業手順書の作成、デバック実施
・各種技術書類作成

正社員 株式会社　イデア　浜松営業所
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 看護職として５年以
上の勤務経験と産婦
人科勤務２年以上

210,000円～250,000円 (3)17時00分～9時00分

静岡県袋井市方丈６丁目１０－２７
　ふくろいマタニティクリニック

12

看護師／袋井市 病棟の看護師業務全般 正社員 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団　静産会
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)8時30分～12時30分 看護職としての業務
経験２年以上240,000円～280,000円 (3)17時00分～9時00分

静岡県袋井市萱間９３３－１

14

看護師・准看護師
「看護」

・デイサービス利用者の機能訓練のお仕
事です。また、サービス付　高齢者向け
住宅に入居されている方の健康チェック
のサポート

・健康管理を医療の視点からサポート。


正社員 セレーノ福田・デイサービスリハケアーズ福田（有限会社　ＡＤＬ）
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

日給 (2)9時00分～17時00分

260,440円～260,440円

静岡県袋井市方丈６丁目１０－２７
ふくろいマタニティクリニック

13

看護職員（正看護
師）

介護老人保健施設袋井ケアセンターでの
看護業務です。
・内服薬の処方管理
・バイタルチェック
・医師の補助、健康管理および、生活指
導などのお仕事です。お仕　事の詳細
は、面接時にご説明します。

正社員 交替制あり 医療法人社団　清怜会　介護老人保健施設　袋井ケアセンター
雇用期間の定めなし (1)8時30分～16時30分

静岡県磐田市福田７１２

月給 デイサービス

200,000円～300,000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: 0120-957-818 従業員数 0人

年　　齢: 64歳以下 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 保健師

求人番号: 22090- 1644921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 5時間

     TEL: 0538-33-3800 従業員数 85人

年　　齢: 62歳以下 休　　日： 土日他 管理栄養士 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- 1583821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 6時間

     TEL: 0538-86-4596 従業員数 15人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 社会福祉士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし その他の福祉・介護関係資格

求人番号: 22090- 1698221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-86-3961 従業員数 38人

年　　齢: 59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 なし

求人番号: 22090- 1638021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-67-8560 従業員数 40人

年　　齢: 64歳以下 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- 1595321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-38-2200 従業員数 12人

年　　齢: 64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- 1669921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 053-488-8866 従業員数 60人

年　　齢: 64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： その他 時間外 あり

求人番号: 22020- 3979621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 15時間

     TEL: 0538-34-3111 従業員数 83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- 1600321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 5時間

     TEL: 053-450-1517 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22020- 4046921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-59-3271 従業員数 19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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090- 1632521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 0538-23-8300 従業員数 31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- 1641421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-66-5025 従業員数 80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- 1573021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 03-6741-1345 従業員数 45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 なし

求人番号: 13100- 1511021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-6854-1411 従業員数 6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: 13010-15447721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 21時間

月給

291,500円～291,500円15

施設看護職員／セン
トケア看護小規模三
本松

★２０２２年３月新規開設★
看護小規模多機能型居宅介護施設にて看
護師業務全般

（主な仕事内容）
・バイタルチェック
・健康管理

正社員 交替制あり セントケア静岡　株式会社　セントケア富士見
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

静岡県磐田市二之宮字仙水１１６２

17

職業指導員もしくは
児童相談員

障害者福祉サービスのお仕事です。
（主な仕事の内容）
・障害者の支援
　障害のある方に作業内容（部品の組
立、袋入れ、シール貼り）を　教え、完
成品の出来具合を確認する。
・社用車で商品を納品する。

正社員以外 株式会社　文長
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

190,000円～220,000円

静岡県磐田市見付５０１－１
　セントケア看護小規模三本松
　★２０２２年３月開設予定★

16

管理栄養士 介護老人保健施設「さくらの苑」での管
理栄養士のお仕事です。

（主な仕事の内容）
・委託業者（厨房）の調整
・利用者様の身体の状況、栄養状態、利
用状況等に応じた

正社員 医療法人社団　愛慈会　介護老人保健施設　さくらの苑
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

170,000円～180,000円

静岡県袋井市旭町２丁目１０－５
　多機能事業所すこやか

18

児童発達支援員 ＊児童発達支援事業所、放課後等デイ
サービスにおいて
・発達に遅れがある子供の療育指導等
・食事の世話、生活指導、排泄の世話、
自立支援
・生活全般の指導
・子供の送迎もあります。

正社員 変形（1ヶ月単位） 高校卒業程度 特定非営利活動法人　ひなたぼっこ
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)9時00分～18時00分 障害福祉施設での実
務経験の方歓迎200,000円～295,000円

静岡県袋井市愛野東１ー６－４
袋井愛ノ宮保育園

20

保育士 ０才児～３才児未満までの乳幼児の食
事・睡眠・排泄・清潔・衣類の着脱など
の基本的な生活習慣を教えたり、集団生
活を通じて社会性を養わせたり、行事の
計画・実行やお知らせの作成をしたり等
多岐にわたったお仕事をお願いします。


正社員 交替制あり 一般社団法人　地域支え合い・清流　四季の風保育園
雇用期間の定めなし (1)7時15分～16時00分

月給 (2)8時00分～17時00分 保育経験者

180,000円～240,000円 (3)9時00分～18時00分

静岡県磐田市赤池６６５　サポート
ハウス心愛（ここあ）
静岡県磐田市匂坂上２２８－１
　　　　　　　　児童発達支援セン

19

保育士（袋井） ０歳～５歳までの保育業務をお願いしま
す。

＜主な仕事内容＞
・保育計画の立案
・日々の保育状況の記録
・保護者との連絡調整

正社員 交替制あり 株式会社　愛ノ宮
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 介護支援専門員の資
格が必須で
ケアマネ業務の経験

241,000円～249,000円

静岡県磐田市寺谷３６６－１

21

ケアマネジャー（ラ
クラス見付ケアプラ
ンセンター）

遠鉄ラクラスが運営する居宅でのケアマ
ネジャー業務です。

＜業務内容＞
・ケアプラン作成
・各種関係機関との調整
・担当者会議への参加、自宅訪問

正社員 交替制あり 遠鉄の介護サービス　ラクラス　（遠州鉄道　株式会社　介護事業部）
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)8時45分～17時30分

213,000円～213,000円

静岡県磐田市上岡田４３０－１

23

公共施設スタッフ＠
竜洋海洋公園（契約
従業員）

（請負業務）
弊社指定管理施設『竜洋海洋公園』での
お仕事です。

・利用者の受付
・利用者の問い合わせ対応
・利用料金の収受

正社員以外 交替制あり 遠鉄アシスト　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時15分～17時15分

月給 (2)8時00分～12時00分

154,000円～167,000円

静岡県磐田市見付２３５－１０
【ラクラス見付】
見付バス停より徒歩３分

22

一般事務／本社 鋼材及び機械工具部品販売に関する事務
処理

（主な仕事内容）
・コンピューターによる各種伝票、資料
等の発行
・電話、来客者の対応

正社員 株式会社　マルニシ鋼機
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

158,000円～182,500円

静岡県磐田市駒場６８６６－２７
【竜洋海洋公園】

24

管理業務／本社ＴＱ
Ｍ推進部

矢崎グループの物流関連会社として設立
し、自動車部品全般の
輸送業務・倉庫管理業務を主体としてい
る企業です。

（主な仕事の内容）
・安全・品質・環境管理と現場作業の改

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)12時45分～21時45

148,800円～148,800円

静岡県袋井市浅岡４５－１

26

経理事務 （主な仕事の内容）

・銀行残高照会～取引明細の確認、
・納品書・請求書確認　～　仕分け入力
　（経理ソフトはＴＫＣ　ＦＸ４　使
用）
・支払い明細書の作成　～　振込手続き

正社員 株式会社　エル・ティー・シー
雇用期間の定めなし (1)8時45分～18時00分

月給 (2)8時30分～12時30分

170,100円～220,100円 (3)8時30分～13時00分

静岡県磐田市駒場７１１０

25

医療事務／有休取得
９９％・職場見学歓
迎

・外来患者さんの受付、会計業務から診
療介助に至る幅広い内容
　受付、会計、診療補助、薬に関する業
務を日々ローテーションで　役割を変更
することで業務知識の幅が広がってい
き、やりがいが　あります。


正社員以外 変形（1年単位） 医療法人社団ＭＦＣ　溝口ファミリークリニック
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～18時45分

時給 (2)10時00分～19時00

154,600円～158,200円 (3)11時00分～20時00
又は9時00分～20時00

静岡県磐田市豊岡６０８０－１

27

家具接客スタッフ
（週４０ｈ）／袋井
店

家具接客スタッフ：家具の接客販売・売
場管理など

※９：００～２０：００
　土日勤務できる方（両日必須）

※１日８時間、週５日、週４０時間、社

正社員以外 交替制あり 株式会社　ニトリ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～18時00分

月給 経理業務実務経験者

220,000円～300,000円

静岡県袋井市山科２５０８－１
当社　袋井営業所

月給 経験者優遇

173,000円～296,380円

静岡県袋井市堀越字才別当４２１番
１
　ニトリ　袋井店

28

営業（袋井営業所） ゼネコン・建設会社等に対し、現場で使
用するレンタル機械を提案、提供する営
業です。

ＢｔｏＢの営業経験や、機械の知識・資
格がある方は特技を活かせる職場です。
未経験の方も、入社後の研修で必要なス

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

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: 053-461-5361 従業員数 10人

年　　齢: 36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: 22020- 4176121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 15時間

     TEL: 0120-100-816 従業員数 14人

年　　齢: 35歳以下 休　　日： 水他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22020- 4215121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 40時間

     TEL: 0538-48-8216 従業員数 4人

年　　齢: 不問 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- 1567721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-35-0111 従業員数 8人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 液化石油ガス設備士 就業場所: 

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

求人番号: 22090- 1687021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 高圧ガス販売主任者（第２種）

     TEL: 0538-34-2158 従業員数 57人

年　　齢: 35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: 22090- 1574721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-49-4911 従業員数 82人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： なし 時間外 なし

求人番号: 22090- 1676621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-44-4578 従業員数 20人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 月日祝他 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- 1692621 各種保険： 雇用・労災・厚生・その他 月平均 3時間

     TEL: 03-3379-1246 従業員数 14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 あり

求人番号: 13080-12550421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 03-3379-1246 従業員数 16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 あり

求人番号: 13080-12543321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 0538-67-8560 従業員数 9人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 月火 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 製菓衛生師

求人番号: 22090- 1604021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 052-910-1729 従業員数 43人

年　　齢: 18歳～39歳 休　　日： 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 その他の調理等関係資格

求人番号: 23020-10497021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 06-4391-8806 従業員数 20人

年　　齢: 40歳以下 休　　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: 27030- 5877021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0538-43-7433 従業員数 8人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 1661021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 054-686-4918 従業員数 22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: 22010- 5203621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

29

営業（袋井インター
店）

ホンダの新車・中古車販売のお仕事で
す。
来店されたお客様へお出迎え⇒ショー
ルームにご案内⇒お客様のニーズを確認
⇒最適なご提案をして頂きます。ご購入
頂きます。
また、既存のお客様へのアフターフォ

正社員 変形（1年単位） 株式会社　ホンダカーズ浜松
雇用期間の定めなし (1)9時30分～18時15分

月給

179,250円～246,600円

静岡県袋井市堀越３８８－８
【袋井インター店】

30

住宅営業（静岡県磐
田市・袋井市）

静岡県内注文戸建建築実績１９年連続Ｎ
ｏ．１の営業職！！
住宅展示場に来場されたお客様を中心
に、商品説明、
間取り、資金計画等の提案をして、ご契
約を頂きます。
抜群の商品力で自信を持って商品をお勧

正社員 変形（1年単位） ただし、相談に応じ
ます。

セキスイハイム東海　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時30分

月給 (2)9時30分～19時15分

176,000円～216,000円

静岡県磐田市海老島５０６－１

32

プロパンガス（液化
石油ガス）の点検及
び営業

※保安業務≪点検≫
　各家庭・会社等を訪問して安全の点検
をします。

※営業業務≪リフォーム等≫
　住宅リフォーム・ＡＬＳＯＫ（ホーム
セキュリティ）・

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

月給

170,000円～250,000円

静岡県浜松市南区青屋町４００　Ｓ
ＢＳ浜松マイホームセンター内
※他、湖西市・浜松市・磐田市・袋
井市・掛川市・菊川市各展示場

31

アフターフォロース
タッフ

既存のお客様へのアフターフォロー、現
場見学会のイベントフォローです。
以前当社で塗装工事をさせていただいた
お客様に、お困りのことや新しくお手伝
いできることがないかのフォロー業務が
中心です。
慣れてきたら、現場見学会などのアシス

正社員 有限会社　サトウ建装
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時30分

月給

201,050円～257,650円

静岡県磐田市小島４４８

33

営業 全国の主要生協及び通販会社に対し主に
食器・調理器具等キッチン用品の提案
や、自社開発商品の販売等幅広く取り
扱っています。
業績好調。安心して働いて頂けます。

（主な仕事の内容）

正社員 株式会社　セイトウ
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

160,000円～350,000円

静岡県袋井市萱間９３３－１

35

受付・診療補助 （仕事の内容）

１．外来患者様の受付、電話対応、会計
処理などの
　　受付業務



正社員 変形（1ヶ月単位） 富田歯科
雇用期間の定めなし (1)8時45分～19時15分

月給 (2)6時00分～15時00分

270,600円～323,000円 (3)11時00分～20時00
又は19時30分～7時30

静岡県磐田市今之浦１丁目７－６

34

介護職員 入所者１００名の介護老人保健施設での
介護のお仕事です。


起床介助・入浴介助・食事介助等２４時
間体制です。

正社員 交替制あり 医療法人社団　清怜会　介護老人保健施設　袋井ケアセンター
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 調理経験（病院、介
護施設、大量調理経
験者は優遇しま

210,000円～300,000円
又は5時00分～20時00

静岡県袋井市川井９６３－６

36

調理スタッフ／周智
郡森町

高齢者施設での調理業務全般をお任せし
ます。
（仕込み、献立表に沿った調理、盛り付
け、配下膳、食器洗浄、清掃等）
同業界からの転職者も多い環境です。

正社員以外 交替制あり 株式会社　グリ－ンヘルスケアサ－ビス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給 (2)8時45分～17時15分

195,000円～268,000円

磐田市大原２０４２－４
すずかけヘルスケアホスピタル御内

38

調理スタッフ 愛ノ宮保育園と連携して、働くママに癒
しの時間を提供するカフェでの調理ス
タッフの業務になります。

・仕込み
・調理
・盛り付け

正社員 変形（1週間単位非定 株式会社　愛ノ宮
雇用期間の定めなし

月給 調理経験（病院、介
護施設、大量調理経
験者は優遇しま

210,000円～300,000円
又は5時00分～20時00

静岡県周智郡森町一宮３１５０
特別養護老人ホーム　森町愛光園御
内

37

調理スタッフ／磐田
市

病院での調理業務全般をお任せします。
（仕込み、献立表に沿った調理、盛り付
け、配下膳、食器洗浄、清掃等）
同業界からの転職者も多い環境です。

正社員以外 交替制あり 株式会社　グリ－ンヘルスケアサ－ビス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給

209,500円～287,000円
又は10時00分～23時00

静岡県袋井市国本２４６３－６
カフェ　アイノミヤ

39

店長・エリアマネー
ジャー候補／静岡県
袋井市

焼肉屋におけるホール・キッチン業務
ホール・レジ・接客
簡単な調理・精肉のカット
電話対応
衛生管理
店舗運営全般管理業務（シフト・数値・
仕入れ等）

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　焼肉坂井ホールディングス
雇用期間の定めなし

月給

170,000円～200,000円
又は9時00分～21時00

静岡県袋井市宇刈２５０５－２　　
「葛城ゴルフ倶楽部」

41

（請）機械警備業務 ・機械警備の緊急対処業務
待機所にて待機し巡回など行い、緊急時
にはご契約先に駆けつけ、適切な初期対
処を行います。
（ご契約先ホームセキュリティ、機械警
備、コインパーキング障害対処など）

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 鈴与セキュリティサービス　株式会社　袋井営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給 (2)7時30分～16時10分

180,000円～225,000円 (3)8時00分～16時40分

静岡県袋井市川井１１８７－１
肉匠坂井　静岡袋井店

40

（請）コースアドバ
イザー（ＣＡＬキャ
ル）／（袋井市）

１．ゴルフ場のコースをお客様と一緒に
まわり、お客様が安全・　　　スムース
にプレーを楽しんでいただけるよう、
コースについて　　のアドバイスやサ
ポートをする接客のお仕事です。
２．ゴルフクラブの受渡し、ヤード（距
離）をお伝えし、カートを　　運転する

正社員 変形（1年単位） 株式会社　ワークステーション
雇用期間の定めなし (1)7時00分～15時40分

月給 ＬＰガス事業（販売
など）に従事した経
験があれば、尚可。

141,960円～141,960円

静岡県袋井市新池１０７７

42

ＬＰガス管理スタッ
フ（開栓・検針・集
金）／磐田市

ＬＰガス管理のお仕事です。
ＬＰガス管理スタッフとして、ＬＰガス
の管理業務を専門に行います。
具体的には、引っ越しなどで入居される
際のガス開栓業務、退去される際のガス
閉栓業務、ガス漏れ点検業務、毎月の検
針業務および集金業務、お客様のお問合

正社員以外 交替制あり 株式会社　ザ・トーカイ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～17時45分

時給

190,000円～250,000円
又は17時30分～8時29

静岡県磐田市岩井１９０７－２６４
　中遠支店
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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: 0538-42-7171 従業員数 53人

年　　齢: 18歳～39歳 休　　日： 土日他 床上操作式クレーン
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 玉掛技能者

求人番号: 22090- 1654721 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: 0538-35-3154 従業員数 41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- 1637121 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 20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- 1683321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0538-48-8861 従業員数 25人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090- 1652121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 0466-46-6007 従業員数 1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: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 14080- 2430621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-45-2155 従業員数 182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 なし

求人番号: 22090- 1596621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-85-4111 従業員数 50人

年　　齢: 18歳～35歳 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- 1617421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 3時間

     TEL: 0538-42-6111 従業員数 130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- 1664221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10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- 1680221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 046-236-4110 従業員数 0人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 14100- 2048621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0538-36-6968 従業員数 3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- 1565121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-48-8861 従業員数 25人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090- 1585521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 0538-48-8861 従業員数 25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- 1653021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 0538-86-5217 従業員数 8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- 1550821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

静岡県袋井市豊沢８０６－１

44

機械オペレーター オートバイ・自動車部品製造会社での仕
事です。
（主な仕事）
・ＮＣ自動盤、ＮＣ旋盤、マシニングセ
ンター等の工作機械を
　試用して、２輪、４輪、産業機器等の
部品の切削加工などの

正社員以外 変形（1年単位） 鈴和製作所　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 (2)17時30分～2時30分

220,000円～288,200円 (3)0時00分～8時30分43

プラスチック成形生
産オペレーター

プラスチック射出成形に伴う生産オペ
レーター業務全般の
お仕事になります。

（主な仕事の内容）
１　プラスチック成形品の検査・梱包
２　金型交換・成形機操作

正社員 交替制あり 吉川化成　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 ・３ＤＣＡＤ利用経
験
・機械設計経験（治

240,000円～280,000円

静岡県磐田市上岡田３７８

45

生産準備（治具設
計）業務職

【仕事内容】

・電池または電池パック生産・量産に向
けた生産準備業務

※３Ｄモデリング、２Ｄ治具設計、生産
準備補助

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

時給 経験者優遇

152,579円～162,105円

静岡県袋井市深見１５００

47

医薬品等の粉状素材
の製造作業

医薬品等の粉状素材の製造作業
材料準備、材料投入（２０キロ）、梱包
作業をお願いします。
フォークリフト資格保持者歓迎、無くて
も取得支援致します。その他、乙４類等
の資格も取得支援します。

有期雇用派遣労働者 株式会社　タック　神奈川オフィス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時15分～17時00分

月給

161,000円～250,000円

静岡県磐田市富丘５１０－３

46

仕上げ（バリ取り・
洗浄などの軽手作
業）

・金属機械加工で製作された精密部品の
バリ（素材の出っ張り）を
　取り除く軽手作業です。

・手先の器用さを求めますが、未経験で
も活躍できます。


正社員 株式会社　共立電機製作所　袋井工場
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給

150,288円～150,288円

静岡県袋井市大野６９０９－９

48

運搬作業員（フルタ
イムパート）／袋井

製品・資材の運搬

・主に、製品や資材等をハンドリフトを
使用して運搬していただく
　お仕事です。



正社員以外 フェイスラボ　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時15分

月給

230,000円～230,000円

静岡県周智郡森町飯田３９８９－１

50

紙・プラスチック
フィルム仕上機の助
手・梱包作業

紙、布をベースとした粘着テープ素材
や、
プラスチックフィルムをベースとした保
護フィルム、
食品包装材料等を製造している会社での
お仕事です。


正社員以外 交替制あり 株式会社　サンエー化研　袋井工場
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～15時30分

月給 (2)15時00分～23時00

175,000円～230,000円 (3)23時00分～7時00分

静岡県袋井市久能１９３４－２

49

紅茶の製造 世界最大のティーブランドカンパニーと
して、紅茶やハーブティーをはじめとす
る３０以上のブランドを展開しておりま
す。
静岡工場では、リプトンブランドの紅茶
を製造しています。
・海外から清水港経由で届いた茶葉をブ

正社員 変形（1年単位） エカテラ・ジャパン　株式会社　静岡工場
雇用期間の定めなし (1)7時00分～15時00分

月給

168,000円～178,000円

静岡県袋井市山科３０３０

51

検査・組立・出荷工
程業務

自動車用樹脂部品の検査・組立・出荷業
務の仕事になります。


プラスチック製品のため、清潔で軽量で
す。


正社員 株式会社　日恵
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時55分

日給 (2)15時00分～23時30

182,000円～192,200円

静岡県磐田市岩井

53

（派）自動車部品の
組立・検査・梱包作
業

＊自動車部品の成形・検査・梱包作業。
・プラスチック部品の検査作業
・プラスチック製品への部品取付作業

有期雇用派遣労働者 有限会社　ステップ・アップ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時20分～17時00分

時給 (2)17時00分～1時45分

203,580円～203,580円

静岡県袋井市大野２８００

52

（派）自動車部品の
取付け作業／静岡県
磐田市

・ライン上を流れてくる自動車車体に部
品を取り付ける作業

有期雇用派遣労働者 交替制あり 株式会社　日本ワークプレイス　神奈川支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)6時30分～15時25分

月給

161,000円～250,000円

静岡県袋井市浅名２１３４－８０

54

精密機械部品の検査 石油探索機器などの精密機械部品の検査
業務です。

・寸法測定、外観、三次元測定器の操作
等を行い、
　検査成績書を作成管理して頂きます。
・社外加工品の受け入れ検査や、社内加

正社員 株式会社　共立電機製作所　袋井工場
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給

172,458円～172,458円

静岡県袋井市深見１５００

56

測定検査 （仕事内容）

・図面を確認しながら、プラスチック成
形品、金属製品等の寸法測　定を行いま
す。

・パソコンを使用してデータ等の入力

正社員 株式会社　フォーディーシステム
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 ・図面理解
・金属部品の検査経
験

250,000円～350,000円

静岡県袋井市深見１５００

55

精密金属部品の品質
管理　管理職候補

品質管理及び品質保証（管理職）のお仕
事です。　

・石油探索機器、半導体製造装置部品な
どの精密機械部品の
　品質検査を管理して頂く業務です。


正社員 株式会社　共立電機製作所　袋井工場
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

静岡県袋井市浅岡２３６－１

月給

160,000円～160,000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: 054-275-0711 従業員数 1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: 22010- 4800921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-42-7171 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- 1655821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 0538-45-3150 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: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 1639721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0539-62-5488 従業員数 18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: 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- 1579321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 053-454-2212 従業員数 1,803人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 大型自動車第二種免
許

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- 3845521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 26時間

     TEL: 0538-49-1147 従業員数 16人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 土日祝他 ８トン限定中型自動
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: 22090- 1690421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 42時間

     TEL: 0538-43-2737 従業員数 10人

年　　齢: 18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 中型自動車免許

求人番号: 22090- 1631221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間 フォークリフト運転技能者

     TEL: 0538-36-7777 従業員数 33人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 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: 22090- 1578421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 40時間

     TEL: 0538-34-6038 従業員数 7人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 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 フォークリフト運転技能者

求人番号: 22090- 1590721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 40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

求人番号: 22090- 1584221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 30時間

     TEL: 0538-34-8111 従業員数 95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- 1634321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 03-3590-0301 従業員数 8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: 13090- 6115321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-42-2160 従業員数 5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- 1673521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 076-249-8838 従業員数 24人

年　　齢: 44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: 17010- 4490721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

時給 微生物試験の経験

203,000円～210,250円57

（派）＜土日祝休み
＞フレグランスの微
生物試験／袋井市

フレグランスの原料や製品の安全性を確
認するための品質管理業務です。微生物
試験を担当します。
◆納期に間に合うように試験計画を立て
る。
◆微生物試験の実施
◆結果のまとめと報告

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)9時00分～17時15分

静岡県袋井市友永１２１７－１２
　吉川化成株式会社　第三事業部
静岡工場

59

外構工事のＣＡＤオ
ペレーター

外構工事（駐車場やお庭）のＣＡＤオペ
レーターです。
ＪＷ－ＣＡＤまたはＲＩＫ－ＣＡＤを使
用し、図面を作成するお仕事です。
営業の者が、顧客と打合せ、現地測量を
しますので、それをもとに設計します。
ＣＡＤの経験がない方も、ＣＡＤオペ

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

時給

195,200円～195,200円

静岡県袋井市久能３０５６
ジボダンジャパン株式会社

58

検査組立スタッフ ＊医療機器部品のプラスチック成形品の
検査、組立、
　梱包のお仕事になります。

・外観、目視検査のため視力１．０以上
（矯正も可）必要と
　します。

正社員以外 吉川化成　株式会社　静岡工場
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時00分

月給

173,500円～230,500円

静岡県袋井市国本３８７番地の１

60

自動車及び家電向け
プラスチック製品の
マテハン及び納入作
業

主に自動車メーカーと家電メーカー向け
プラスチック製品の成形を行っている工
場です。
＜主な仕事内容＞
・客先から帰ってきた空き箱の整理整頓
・完成品を倉庫へ運ぶ
・４ｔ車にて客先へ納入

正社員 株式会社　三和化成
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時00分

月給 パソコンを使用した
業務に携わっていた
こと。

160,000円～220,000円
又は9時00分～18時00

県西部営業所
浜松市内５ヶ所ある営業所
磐田市内１カ所ある営業所　のうち
いずれか

62

運転手（４ｔ県内） ・発泡スチロール等、軽量物の配送で
す。

・４ｔトラックを使用し、県内へ配送し
ます。

・フォークリフトでの積み下ろし作業が

正社員 交替制あり 清友梱包輸送　有限会社
雇用期間の定めなし

月給

178,500円～230,000円
又は5時00分～0時30分

静岡県磐田市掛下８９９－１

61

バス運転手（契約社
員）（県西部営業
所）

■遠州鉄道（株）路線バスの運転手とし
て『地域の公共交通を担う』お仕事で
す。
■高速バス、空港バス、貸切バスも社内
でのキャリアアップが可能であることが
大きな強みです。


正社員以外 変形（1年単位） 遠州鉄道　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給

231,933円～283,474円

静岡県袋井市萱間５９－１

63

ドライバー（１０ｔ
又は４ｔ）

＊梱包資材の配送（１０ｔ）
・１回目：朝、袋井市内で資材を積み込
み、愛知県新城市で降ろす
・２回目：袋井市や島田市などの近場で
のルート配送
・配送エリア：豊橋～沼津（日によって
回数・場所が変わります）

正社員 有限会社　秋定自動車整備
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

191,000円～212,000円
又は4時00分～18時00

静岡県磐田市上万能１７３

65

小型３ｔドライバー 小型３ｔ車にて地場配送をしていただき
ます。

（主な仕事の内容）
・主に石油缶、ケース物、紙袋などの配
送です。
・ドラム缶を扱うこともありますので、

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

月給 ４ｔトラック運転経
験223,900円～423,000円

静岡県袋井市国本２３８９－１

64

中型４ｔトラック運
転手（オートバイ配
送）

当社は、「想いを運び、真心を届ける」
を経営理念とし、創業７３周年を迎えま
した。業務をおかげさまで好調なため、
昨年新たに
埼玉営業所を立ち上げました。

新たにバイクの輸配送を行う乗務員さん

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 ・フォークリフトを
使った実作業経験。200,920円～225,660円

静岡県磐田市草崎１０１０

66

フォークリフト作業
職／木原

■フォークリフトを使って、トラックへ
の貨物の積み降ろし、倉庫への入出庫や
荷揃などをして頂きます。

■リーチリフトも使いますが、カウン
ターリフトのみの経験者でも応募いただ
けます。リーチリフトの使い方は指導致

正社員 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

日給

202,000円～222,000円

静岡県磐田市下太１０

68

（契約）し尿処理施
設の運転管理／袋井
市

し尿処理施設の運転管理・保守点検

・設備・機器の運転状況確認と保守点
検、モニター監視
・機器の起動、停止等運転操作
・施設内清掃、機器清掃、敷地内の美化
活動

正社員以外 株式会社　クリタス
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

173,100円～231,100円

静岡県袋井市木原５２４の４

67

入出庫作業／正社員 ＜主な仕事内容＞
・主にフォークリフトやハンドリフトを
使用して、

　入荷品の受入、運搬、移動、出荷、在
庫確認等の業務


正社員 株式会社　ヤザキ
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時15分

月給

176,000円～250,000円

静岡県袋井市愛野２９６１　袋井衛
生センター内
株式会社クリタス　袋井事業所

69

現場作業員（左官）
「建設・建築」

建設現場での左官関連の全般的な仕事で
す。
・材料、機材の運搬
・粗材作り（コンクリート、壁材を練り
合わせる。）
・粗材を使い表面を仕上げる。
・粗材を使い表面を仕上げる

正社員 株式会社　石川左官工業
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

195,000円～220,000円

静岡県袋井市山科２５１３－１
（株）種清　静岡営業所内　（株）
インプレス静岡事業所

月給

204,584円～204,584円

静岡県袋井市高尾１６８９の７

70

構内作業員 菓子の倉庫内作業







正社員 株式会社　インプレス
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時30分
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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: 0538-36-7777 従業員数 33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- 1577521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 4時間

     TEL: 0538-43-3266 従業員数 6人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 1633421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 0時間

     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 なし

求人番号: 22090- 1636921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-6741-1345 従業員数 45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: 13100- 1512721 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-85-4141 従業員数 75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: 22090- 1556921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-37-4807 従業員数 6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 なし

求人番号: 22090- 1558021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

71

倉庫作業員 当社は、「想いを運び、真心を届ける」
を経営理念とし、
創業７３周年を迎えました。当社で新た
に倉庫作業員を
募集しています。
（主な仕事内容）
・住宅設備の検品及び積込み補助

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 リフト・ペーロー
ダー免許があれば尚
可

260,932円～282,952円

静岡県磐田市上万能１７３

72

配送 土木左官資材・骨材の配送をお願いしま
す。


・主な配送エリアは県西部です。

　（最大４ｔトラックでの配達です。）

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

月給

198,000円～230,000円
又は8時30分～18時15

静岡県袋井市村松２１７４

74

【短期】店舗スタッ
フ（週４０ｈ）／袋
井店

１、売場スタッフ：商品陳列・品出し・
荷受・レジなど
　　（８時～２０時）
２、レジスタッフ：レジ・袋詰め・サー
ビスカウンター業務など
　　（１０時～２０時）


正社員以外 交替制あり 株式会社　ニトリ
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 業務の手配、在庫管
理などの経験のある
方

210,000円～220,000円

静岡県袋井市新屋２丁目６－３

73

工場内業務 健康茶を取り扱う加工工場内でのお仕事
になります。

（主な仕事の内容）
・内職に出す荷物の準備、内職者からの
荷物の受け渡し補助
・伝票の起票

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

190,000円～250,000円

静岡県袋井市堀越字才別当４２１番
１
　ニトリ　袋井店

75

コース管理 ・ゴルフ場の芝や樹木の管理が主な仕事
です。
・ゴルフ場専用の機械で美しい芝が仕上
がります。

正社員 交替制あり 株式会社　ザ・フォレストカントリークラブ
雇用期間の定めなし (1)6時00分～17時00分

時給 (2)10時00分～19時00

160,000円～160,000円 (3)11時00分～20時00
又は8時00分～20時00

静岡県磐田市国府台３－１

月給 原動機付自転車（５
０ｃｃ）を運転出来
る方

144,536円～144,536円

静岡県周智郡森町橘５７６－３

76

公園維持管理作業／
都市整備課

・磐田市内の公園のトイレ掃除、草刈
り、ごみ拾いなどの　
　
　清掃作業及び簡単な修繕作業（ペンキ
塗りなど）のお仕事です。

・週４日程度、草刈機を使用しての草刈

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)8時30分～17時00分
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