
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 0538-85-6151 従業員数 4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- 1777821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-85-2111 従業員数 179人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 土日祝他 保健師 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: 22090- 1767021 各種保険： 公災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 053-586-7902 従業員数 0人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 木日祝 理学療法士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22090- 1745521 各種保険： その他 月平均 

     TEL: 053-586-7902 従業員数 0人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 木日祝 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 なし

求人番号: 22090- 1747321 各種保険： その他 月平均 

     TEL: 0538-33-5101 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 歯科衛生士 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- 1746421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-42-4490 従業員数 9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： その他 時間外 あり 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

求人番号: 22090- 1760221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 0120-957-818 従業員数 0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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090- 1765921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 0538-39-4165 従業員数 76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: 22090- 1763321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0538-34-6038 従業員数 7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- 1719721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-43-4371 従業員数 8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- 1716921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 5時間

     TEL: 0538-36-0885 従業員数 23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 なし

求人番号: 22090- 1781621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-58-3115 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: 22090- 1773921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 053-467-1331 従業員数 4人

年　　齢: 44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: 22020- 4499021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 053-441-1937 従業員数 50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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22020- 4513721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 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） 

日給 清掃

207,000円～345,000円

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

清掃作業員 建物の内装・外装の清掃作業

清掃の経験の無い方でも丁寧に指導しま
す。

技術を身に付けて、将来的には独立もで
き、やりがいのある仕事です。

正社員 株式会社　グランテック
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

163,100円～325,700円

静岡県周智郡森町睦実１６５６－２－２

2

保健師 行政事務全般


※就業時間、休日については配属部署に
より異なる場合が
　あります。


正社員 森町役場
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時15分

月給 (2)8時30分～16時45分 理学療法士業務経験

230,000円～360,000円

静岡県周智郡森町森２１０１－１

3

理学療法士 ・整形外科、リュウマチ科の理学療法士
業務、リハビリ業務等。

＊２０２２年４月開院予定です。
＊２０２２年３月採用の求人となりま
す。

正社員 変形（1ヶ月単位） とりかい整形外科・リウマチ科
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時45分

月給 (2)8時30分～16時45分 作業療法士業務経験

230,000円～360,000円

静岡県磐田市二之宮４０５－１

4

作業療法士 ・整形外科、リュウマチ科の作業療法士
業務、リハビリ業務等。

＊２０２２年４月開院予定です。
＊２０２２年３月採用の求人となりま
す。

正社員 変形（1ヶ月単位） とりかい整形外科・リウマチ科
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時45分

月給 (2)8時30分～18時00分

183,000円～265,000円

静岡県磐田市二之宮４０５－１

5

歯科助手／フルタイ
ム

歯科診療所における、
・歯科予防の処置
・診療の補助（準備、片付け、清掃等）
・歯科保健指導（衛生指導）
・清掃　
　　　　　などのお仕事です。


正社員以外 変形（1年単位） 医療法人社団　順風会　宇於崎歯科医院
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時30分～18時30分

月給 (2)8時30分～17時30分 ピアノ伴奏

173,000円～225,000円 (3)9時30分～18時30分

静岡県磐田市見付３７８４－１

6

保育士・幼稚園教諭
／新貝ひよこ保育園
／正社員

０～２歳児をお預かりする小規模保育園
での保育業務全般の
お仕事になります。

・保育の先生として、子どもたちの未来
を考えた育みや


正社員 交替制あり 株式会社　愛英
雇用期間の定めなし (1)7時30分～16時30分

月給

256,500円～256,500円

静岡県磐田市新貝２０３７－１
　新貝ひよこ保育園

7

ケアマネジャー（施
設）／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ケ
アマネジャー業務全般
（主な仕事内容）
・ケアプラン作成
・相談援助
・関係機関との連絡調整

正社員 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

月給 居宅ケアマネー
ジャーの業務経験203,000円～253,000円

又は9時00分～18時00

静岡県磐田市見付５０１－１
　セントケア看護小規模三本松

8

介護支援専門員（ケ
アマネージャー）

〇特別養護老人ホーム西之島の郷に併設
の居宅介護支援事業所の
　業務全般　

（主な仕事の内容）
・居宅介護計画書の作成
・在宅ケアサービスの相談・援助　

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之島の郷
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

210,000円～225,000円

静岡県磐田市西之島２６番地１

9

事務 運送会社での事務の仕事をしていただき
ます。

（主な仕事の内容）
・電話対応、来客対応
・請求書作成
・事務処理

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30分～17時30分

月給 事務経験のある方優
遇
パソコンの操作（エ

170,000円～215,000円

静岡県磐田市草崎１０１０

10

一般事務員 事務作業をしていただきます。
・勤怠データの入力等
・給与データの入力等
・請求書の作成、発行
・電話応対　　　　　　等

※引継ぎもしっかりしていますので、安

正社員 高卒以上 株式会社　袋井運輸
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 経理実務経験者（３
年以上）250,000円～280,000円

静岡県袋井市国本３０３３－８

11

経理・労務　正社員
（管理職候補）

和洋菓子製造・販売の会社での管理職候
補のお仕事になります。

・経理・労務に関わる業務（管理職候
補）

・入社後は、給与計算・入退社手続き・

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

月給 (2)8時15分～12時00分 医療事務経験者また
は医療事務講習修了
者

164,000円～240,750円

静岡県磐田市鳥之瀬２２２－１

12

医療事務・受付 クリニック内の医療事務および受付を担
当していただきます。
・患者様の受付（保険証・受給者証・診
察券の確認）
・予防接種の問診票確認
・電話応対
・窓口会計

正社員 医療法人社団　岷江本田クリニック
雇用期間の定めなし (1)8時15分～18時00分

月給 (2)9時15分～18時15分

155,000円～165,000円 (3)9時00分～13時00分

静岡県磐田市福田中島２７３－１

13

医療事務（ハロー薬
局豊田店）

接客（受付、コンピュータ入力、レジ
等）の業務
お客様から処方箋等を受付し、内容をコ
ンピュータへ入力、レジで会計を行いま
す。

保険請求業務

正社員 交替制あり 株式会社　ヘルスエコノミクス研究所　ハロー薬局
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

186,000円～276,000円

静岡県磐田市宮之一色８２３－３
【ハロー薬局豊田店】

14

製造事務スタッフ
（磐田工場）

１　生産材料の購入・検品

２　伝票の出力

３　製造部門への伝達・調整

４　電話応対　他

正社員 株式会社　丸山コーポレーション
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時10分

静岡県磐田市草崎５５３
【磐田工場】

1/4



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: 0538-43-6211 従業員数 21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- 1756621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 

     TEL: 0538-42-3191 従業員数 75人

年　　齢: 18歳～44歳 休　　日： 日他 フォークリフト運転
技能者

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 1737521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-37-8383 従業員数 18人

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

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090- 1778221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 045-262-8130 従業員数 16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: 14010- 9494921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 06-6360-9963 従業員数 3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: 27010-10682421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10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- 1729221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-35-1830 従業員数 11人

年　　齢: 30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- 1736221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-43-6050 従業員数 34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 なし

求人番号: 22090- 1713421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 054-265-8877 従業員数 30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: 22010- 5544321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0538-34-5225 従業員数 4人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 火他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： なし 時間外 あり

求人番号: 22090- 1769821 各種保険： 雇用・労災・健康 月平均 20時間

     TEL: 0538-23-4033 従業員数 5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- 1725121 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 06-6787-1222 従業員数 38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: 27070- 4169421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 26時間

     TEL: 0538-66-2331 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 なし

求人番号: 22090- 1750721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 078-435-2812 従業員数 711人

年　　齢: 63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: 28020- 3410621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

月給

200,000円～300,000円15

配車係助手 （仕事の内容）
・配車係補助、電話応対

・ドライバーへの作業指示
　　事務所、積み込み先への誘導およ
び、荷卸し先の説明
　

正社員 変形（1年単位） 瀬戸運輸　株式会社　中部支店
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給 (2)12時00分～21時00

172,000円～182,000円

静岡県袋井市広岡１５９８－１

16

運行管理業務 ドライバーの勤怠や積載重量など、パソ
コンを使いデータ集計、
帳票の作成、保管の作業を行います。

各係と連携し、荷物の積載確認など、実
際に現場に出て
確認作業を行い、指示も行います。

正社員 変形（1ヶ月単位） 福山通運　株式会社　袋井支店
雇用期間の定めなし (1)14時00分～23時00

月給

180,000円～280,000円

静岡県袋井市土橋６０

17

営業（営業先ルート
有り）

＊総合食品卸業でのルート営業になりま
す。
・訪問エリアへの営業
販売先及び配達先、スーパー、外食関
連、ホテル、産業　　給食、老人ホーム
など　　　　　　　　　　　　　　
・担当ルートへの営業、配達

正社員 白井冷蔵　株式会社　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

207,375円～327,109円

静岡県磐田市富丘７７５

18

営業（鋼材販売） 特殊鋼（工具鋼、ステンレス鋼など）及
び摩擦圧接加工の営業全般が仕事となり
ます。
新規営業がメインですが、既存顧客での
案件対応もあります。

特殊鋼の営業経験、知識、機械加工の営

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

月給

285,000円～400,000円

静岡県袋井市国本３２３７－１
当社　袋井営業所

19

生産技術業務 ・新規部品の立ち上げ準備
・治具、検具の設計と手配（ＮＸ　ＣＡ
Ｄ操作）
・主に３ＤＣＡＤを使い、自動車パーツ
の検具、治具設計モデリング作業を中心
に行って頂きます。
・外注との立ち会い

正社員 株式会社　ｉＪｂｒｉｄｇｅ
雇用期間の定めなし (1)8時45分～17時30分

月給 営業経験３年以上

220,000円～320,000円

静岡県磐田市新貝２５００
ヤマハ発動機株式会社

20

提案営業 日本を代表する自動車や家電製品を製造
している大手メーカー向けの法人向け営
業職。

【業務内容】エンジニア、受託請負の提
案営業
※これまで同業界で営業職を経験されて

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

156,983円～218,365円

静岡県磐田市富丘５１０－３

21

営業及び配達 ・磐田周智地区小中学校５４校及び幼保
園・こども園に学用品・教材・教具・紙
類・図書等を供給すると共に受注を行い
ます。
・担当学校職員とコミュニケーションを
取りながら行う仕事です。
・一日６～１０校訪問して、受注・配達

正社員 磐田周智地区学校生活協同組合
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時15分

月給 (2)13時00分～22時00

180,000円～226,000円 (3)22時00分～8時00分

静岡県磐田市国府台４７５－１

22

介護職員 「ふくろいあんしん館」（サービス付き
高齢者向け住宅）に
入居中の高齢者の方への介護や、日常生
活における家事等を
お手伝いするお仕事です。

（主な仕事の内容）

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

月給 (2)8時30分～12時30分 看護助手として１年
以上の勤務経験190,000円～210,000円

静岡県袋井市青木町６番地の１

23

外来看護助手 ※外来の診察補助業務及び器具清掃業務全般 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

220,000円～280,000円

静岡県袋井市方丈６－１０－２７
　ふくろいマタニティクリニック

24

調理人 天ぷら、活魚を主とした日本料理を提供
する大衆割烹での
お仕事です。

（主な仕事の内容）
・和食一般（仕込み、造り）全部
・焼物（焼鳥、焼魚）仕込み

正社員 辻菊
雇用期間の定めなし (1)15時00分～23時00

時給

157,860円～157,860円

静岡県磐田市中泉４８０９－１２

25

農業（茶） 茶園管理・みかん園管理・出張販売のお
仕事になります。

（主な仕事の内容）
（１）茶園管理：雑草の除草作業、茶園
の防除、施肥、摘採
　　＊重機に乗る作業もあります。

正社員以外 ヤマロク荻原製茶
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

165,000円～200,000円

静岡県袋井市山崎５６９３－２

26

加工工程（静岡県磐
田市）

静岡県磐田工場でのアルミホイール加工
のお仕事です。
具体的には下記のような作業になりま
す。
　・ＮＣ旋盤
　・仕上げ加工
　・マシニングセンター

正社員 変形（1年単位） 株式会社　レイズ
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時00分

時給 プレス加工の経験あ
れば尚可172,800円～190,080円

静岡県磐田市草崎５５１

27

金属プレス加工 金属加工プレスの会社での仕事です。

・主に自動車部品の製造加工を行なって
いただきます。
・片手で持てる程度の製品をプレス加工
し、出荷します。
・金型の取り付け等も指導します。

正社員以外 有限会社　ソフカワ
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

220,000円～320,000円 (3)11時00分～20時00

静岡県磐田市豊岡６０５０－１

28

（正）生産管理・製
造スタッフ（磐田
市）

【製造管理】
　製造ラインでの業務を習得した後に、
製造ラインでの進捗管理や
　スタッフの育成などのマネジメント業
務をお任せします。
　ＫＡＩＺＥＮ活動にも取り組んでいた
だきます。

正社員 交替制あり 株式会社ロック・フィールド
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

静岡県磐田市下野部２２８０（静岡ファクトリー）
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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: 0538-23-2217 従業員数 29人

年　　齢: 18歳以上 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- 1744221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-30-1800 従業員数 259人

年　　齢: 18歳以上 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- 1733021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0547-37-7168 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: 22080-  658021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0547-37-7168 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: 22080-  659721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 053-441-1937 従業員数 50人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 土日 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- 4517421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 0538-42-4321 従業員数 90人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090- 1732121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 053-525-8333 従業員数 0人

年　　齢: 64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: 22020- 4402421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 053-525-8333 従業員数 0人

年　　齢: 64歳以下 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: 22020- 4406121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0538-85-6151 従業員数 4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- 1776721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 052-825-4111 従業員数 30人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 大型自動車第二種免
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: 23030- 4220221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・その他月平均 30時間

     TEL: 052-825-4111 従業員数 30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: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 23030- 4222421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0538-23-3332 従業員数 81人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 土日他 大型自動車免許 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- 1703221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 30時間

     TEL: 0538-43-4371 従業員数 8人

年　　齢: 59歳以下 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： 毎　週 時間外 あり 中型自動車免許

求人番号: 22090- 1721421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間 フォークリフト運転技能者

     TEL: 0538-43-4371 従業員数 8人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 大型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 玉掛技能者

求人番号: 22090- 1722321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 30時間 移動式クレーン運転士

時給 (2)20時00分～5時00分

180,400円～196,800円29

成形作業／アルバイ
ト

自動車プラスチック部品の製造会社での
お仕事です。

・外観検査
・プラスチックの余分な棒状（５ｍｍぐ
らい）の部分を
　ニッパを使用してカット

正社員以外 交替制あり 株式会社　日恵
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)15時00分～0時00分

201,676円～201,676円

静岡県袋井市大野２８００

30

組立加工スタッフ ・自動車部品である等速ジョイント（エ
ンジンの回転をタイヤへ
　伝える継手）製造ラインでの組立及び
品質を確認する作業です。

・１０名弱でのライン立ち作業です。


正社員以外 交替制あり 株式会社　ＮＴＮ袋井製作所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～15時00分

時給

207,360円～207,360円

静岡県袋井市見取１９５９

31

自動車部品等の検査
作業

＊自動車部品等の検査・選別作業です

・主に自動車などの部品の目視の作業に
なります
・マカロニに様な形状の金属部品（重
さ：軽い物で７～８ｇ、
　重い物でも２０～２５ｇ程度）

有期雇用派遣労働者 変形（1年単位） 株式会社　大門堂　静岡事業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～18時00分

時給

207,360円～207,360円

静岡県磐田市下岡田１１０ー１　　　　　　オキソ（株）

32

自動車部品等の検査
作業

＊自動車部品等の検査・選別作業です

・主に自動車などの部品の目視の作業に
なります
・マカロニに様な形状の金属部品（重
さ：軽い物で７～８ｇ、
　重い物でも２０～２５ｇ程度）

有期雇用派遣労働者 変形（1年単位） 株式会社　大門堂　静岡事業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～18時00分

月給

170,000円～250,000円

静岡県磐田市下岡田１１０ー１　　　　　　オキソ（株）

33

検査スタッフ（磐田
工場）

・塗装製品を目視で検査

・シール貼り等の簡単な組み立て作業

・合格品の梱包・数量管理・荷揃えなど
をお願いします。


正社員 株式会社　丸山コーポレーション
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時10分

月給

160,200円～186,700円

静岡県磐田市草崎５５３
【磐田工場】

34

出荷検査／正社員 ＜主な仕事内容＞
・プラスチック加工品の外観検査・梱包
作業。

・員数、ラベル照合等の管理作業等も併
せて行います。


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

時給 (2)20時00分～5時00分

197,625円～221,340円

静岡県袋井市広岡１１２９

35

熱処理（磐田市） （請負業務）

輸送機器部品の熱処理

正社員 交替制あり 三友ホールディングス株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給

213,435円～237,150円

静岡県磐田市下野部１２４１－３１
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。

36

バレル研磨作業（磐
田市）

（請負業務）

輸送機器部品のバレル研磨機作業

正社員 三友ホールディングス株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

日給 塗装

207,000円～345,000円

静岡県磐田市下野部１２４１－３１
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。

37

塗装作業員 建物の内装・外装の塗装作業

塗装の経験の無い方でも丁寧に指導しま
す。

技術を身に付けて、将来的には独立もで
き、やりがいのある仕事です。

正社員 株式会社　グランテック
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

202,423円～296,257円
又は5時00分～0時00分

静岡県周智郡森町睦実１６５６－２－２

38

観光バス乗務員／正
社員

＊観光バスの乗務員のお仕事です。
　日本全国の観光地へ往復安全運行が主
な業務です。

　・泊り、早朝、夜間出勤の場合があり
ます。
　・場所によっては２人で乗務すること

正社員 変形（1ヶ月単位） 鯱バス　株式会社
雇用期間の定めなし

月給

202,423円～296,257円
又は5時00分～0時00分

静岡県袋井市下山梨２３８４－３
　静岡さくら営業所

39

観光バス乗務員／契
約社員

＊観光バスの乗務員のお仕事です。
　日本全国の観光地へ往復安全運行が主
な業務です。

　・泊り、早朝、夜間出勤の場合があり
ます。
　・場所によっては２人で乗務すること

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 鯱バス　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給 (2)21時00分～6時00分 大型トラック運転経
験　フォークリフト
運転経験

320,000円～400,000円

静岡県袋井市下山梨２３８４－３
　静岡さくら営業所

40

大型トラック乗務員 大型自動車トラックに乗務していただき
ます。

（主な仕事）
・積荷は自動車部品（樹脂関係でプラス
チック製品）
・工場間の輸送で、地域は磐田・湖西・

正社員 交替制あり 油屋運送　有限会社
雇用期間の定めなし (1)5時00分～14時00分

月給 (2)0時00分～23時59分 フォークリフトの荷
役経験218,000円～275,000円

静岡県袋井市西同笠６５－１

41

ドライバー（４ｔ） ・弊社倉庫より、固定の顧客へ運搬する
作業です。
・使用するのは４トン車です。
・運ぶ物は主に機械物等です。
　範囲は静岡県内をはじめ、関東・大阪
方面の長距離もあります。


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

月給

310,000円～390,000円

静岡県袋井市国本３０３３－８

42

大型クレーン付ドラ
イバー

・クレーン付カーゴトラックでの運搬作
業です。

・範囲は静岡県内はじめ、関東（主に東
京）、大阪まで。



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

静岡県袋井市国本３０３３－８
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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: 0538-43-4371 従業員数 8人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 大型自動車免許 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- 1723621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 0538-37-8383 従業員数 18人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 ５トン限定準中型自
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- 1775021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 40時間

     TEL: 0538-43-4371 従業員数 8人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 大型自動車免許 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- 1720521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 5時間 牽引免許

     TEL: 0538-84-6379 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 大型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 1738421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-43-4371 従業員数 8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 玉掛技能者

求人番号: 22090- 1718021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 5時間 クレーン・デリック運転士（クレーン限定）

     TEL: 0538-66-0257 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 日 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： なし 時間外 なし

求人番号: 22090- 1779521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・その他月平均 

     TEL: 0538-37-8383 従業員数 18人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 土日祝他 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

求人番号: 22090- 1774121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0538-35-4121 従業員数 34人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日 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- 1752221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 0547-35-5109 従業員数 12人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22080-  652521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

月給

240,000円～310,000円43

大型ドライバー ・大型貨物自動車による弊社倉庫～協力
会社工場への配送。　

・フォークリフトやクレーン等での積卸
し荷役が主体です。



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

月給

218,000円～262,000円

静岡県袋井市国本３０３３－８

44

配送 検品、積込みおよび取引先への各種食材
の配送のお仕事です。
（主な仕事内容）
・２トン車での配送
（１箱１０ｋｇ程度の荷物の積み降ろ
し）
・エリアは県西部中心に得意先２０件程

正社員 変形（1年単位） 白井冷蔵　株式会社　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

300,000円～330,000円

静岡県磐田市富丘７７５

45

ターミナル間日帰
り・トレーラードラ
イバー

・貨物自動車による日帰りウイング定期
便のドライバーです。

・フォークリフトでの積卸し荷役が主体
です。

・市内でのターミナルより工場間の往復

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

日給 ダンプ運転経験者

260,000円～300,000円
又は6時00分～17時00

静岡県袋井市国本３０３３－８

46

ダンプ運転手（三重
県四日市市）

・三重県四日市市での土砂運搬のお仕事
です。

※新規立ち上げ事業です。

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

月給

225,000円～305,000円

静岡県磐田市長須賀８９番地

47

倉庫管理要員 ・構内における、上場企業寄託品の入出
庫荷役作業を
　フォークリフト等で管理および保管を
行う業務が
　主な仕事です。

・フォークリフト技能者、玉掛技能者、

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

月給

170,000円～200,000円
又は8時30分～17時00

静岡県袋井市国本３０３３－８

48

建築大工 一般住宅建築全般 正社員以外 株式会社　ＫＩＮ建築
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

220,100円～260,000円

静岡県磐田市堀之内７４８ー３

49

商品管理 冷凍食品の入出庫・在庫管理・検品・
ピッキングの業務です
＜主な仕事内容＞
・冷凍食品は、冷凍魚・冷凍野菜・缶
詰・チルド食品等
　約１０ｋｇ程度の段ボール箱に入って
います

正社員 白井冷蔵　株式会社　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 フォークリフト作業

178,000円～228,000円

静岡県磐田市富丘７７５

50

倉庫での入出荷・
ピッキング作業

指示書にしたがい部品や製品を入荷・出
荷する作業。
また、ピッキングや梱包作業をしていた
だきます。

資格保持者についてはフォークリフトを
運転し入庫・出庫業務を

正社員 株式会社　トランスポートオオスギ
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

静岡県袋井市延久字高田２７０－１
ヤマトエスロン株式会社　静岡工場
内

時給

187,648円～187,648円

静岡県磐田市見付１９７０－１

51

（派）プラスチック
製品の箱詰め作業

＊ラインから流れてきた完成品（一般家
庭で使用する衛生用品）を

　段ボールに詰めていく作業です。

＊立ち作業


有期雇用派遣労働者 アイワークシステムズ　株式会社　静岡支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)17時30分～1時50分
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