
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     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- 2025621 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- 1808821 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- 2023421 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- 1811921 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- 1810621 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: 13040-20253021 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: 13040-20259321 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- 1809221 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- 1812121 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- 2029721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0538-43-2411 従業員数 487人

年　　齢: 18歳～44歳 休　　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- 1834421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 30時間

     TEL: 03-3234-3300 従業員数 7人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 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: 13010-21973921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 薬剤師

     TEL: 0538-38-3904 従業員数 43人

年　　齢: 59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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090- 2168221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 090-3563-7700 従業員数 5人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし 准看護師

求人番号: 22090- 1868521 各種保険： 雇用・労災・健康 月平均 

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

設備開発設計 設備開発設計
〇既存設備の自動化、レイアウト改善、
設備の改造
〇設備の構想設計～詳細設計
〇専用ソフトでのシュミレーション解析
〇資料作成など


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

≪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） 

月給 ・各種ＣＡＤ実務経
験（ＣＡＴＩＡ優
遇）

210,000円～250,000円

静岡県磐田市富丘５１０－３

2

輸送機器電装品の機
械設計補助業務

二輪ハンドルスイッチの機械設計業務
【担当業務】
・クレーモデルからの３Ｄデータ化
・内部機構の搭載検討
・ＣＡＴＩＡを利用しての組図、部品図
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 設備関連（組立・加
工など）の設計開発
経験

210,000円～300,000円

静岡県磐田市富丘５１０－３

4

輸送機器関連製品の
３Ｄデータ・図面の
作成業務

【仕事内容】
輸送機器関連製品の３Ｄデータ・図面の
作成、修正・
業務委託先（海外協力メーカー）との調
整・やり取り業務

【使用ツール】

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 ・輸送機器業界での
設計経験
・成形の知識や強度

210,000円～300,000円
又は9時00分～18時00

静岡県磐田市富丘５１０－３

3

車載用モータ開発に
伴う機械設計

【仕事内容】
車載用モータ開発に伴う機械設計業務


●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、お気軽に連

正社員 株式会社　イデア　浜松営業所
雇用期間の定めなし

月給 機械設計経験
※ＡｕｔｏＣＡＤ、
ＩＣＡＤ、Ｓｏｌｉ

210,000円～320,000円

静岡県磐田市富丘５１０－３

5

生産用装置等の機械
設計

ベテラン大歓迎！！
【仕事内容】
各産業などで使用される装置関連の設備
機械設計に携わって
頂きます。

顧客折衝～構想設計～基本設計～部品手

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 ＥＳＰＲＩ２の使用
経験
二輪知識（車体、エ

210,000円～270,000円

静岡県内各現場（主に浜松市・磐田市・藤枝市）

7

総合職（土木技術
者）／浜松市・磐田
市・藤枝市

◇建設現場における土木施工管理業務に
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

6

総合職（空調衛生設
備技術者）／浜松
市・磐田市・藤枝市

◇建設現場における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 コーディング経験も
しくは保守・テス
ト・デバック経験の

210,000円～255,000円

静岡県内各現場（主に浜松市・磐田市・藤枝市）

8

教育関連ＷＥＢシス
テム開発

【仕事内容】
・ＷＥＢシステムのＰＧ作成・テスト業
務

【必須ツール】
・ＪＡＶＡ


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

257,000円～471,200円

静岡県磐田市富丘５１０－３

10

二輪車向けＥＣＵソ
フト開発職

【仕事内容】
・ソフト設計／評価業務
・リリース作業及び関連図面作成
・業務等ソフト開発業務全般

●浜松にて現地面接会を随時開催致しま
す。

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 学校（大学・専門学
校）・職業訓練校な
どで、ＰＧ経験があ

206,000円～255,000円

静岡県磐田市富丘５１０－３

9

音声合成ソフトウェ
アの開発業務

【仕事内容】
機能追加におけるコーディング作業

【使用言語】
Ｃ＃、ＳＷＩＦＴ
●浜松にて現地面接会を随時開催致しま
す。

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)20時00分～5時00分

185,000円～250,000円

静岡県磐田市富丘５１０－３

11

安全管理 食品工場で、従業員が安心して働ける職
場環境を維持・管理するお仕事です。

（１）日々の職場巡視をし、ルール逸脱
や危険がないか点検
（２）機械の定期点検・保守が計画通り
実施されているかの確認

正社員 交替制あり 株式会社　武蔵野　東海工場
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 組込みシステムのソ
フトウェア開発経験
者

210,000円～300,000円

愛知県名古屋市中村区名駅南１－２
４－３
名古屋三井ビル本館１２階　（株）
アイロムＥＣ　名古屋支店

13

訪問看護師 機能強化型在宅療養支援診療所における
訪問看護のお仕事です。
＜主な仕事＞
・磐田市内を中心としたエリアで、医師
と共に自宅、施設等を訪問し、療養のサ
ポートをしていただきます。
・訪問時には、往診アシスタントの業務

正社員 医療法人社団　福在会
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時15分

月給 (2)8時00分～20時00分 ・治験業界経験者歓
迎
治験業界での経験ま

240,000円～400,000円 (3)10時00分～15時00

静岡県袋井市久能２４９７－６

12

治験コーディネー
ター（浜松市及びそ
の周辺）直行直帰

医療機関で新薬・再生医療の臨床試験を
サポートする業務
・被験者のスケジュール管理
・被験者のケア
・報告書作成、データ入力
・同意説明の補助
＊提携医療施設に外訪します。

正社員 フレックス 株式会社　アイロムＥＣ
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 実務経験３年

240,000円～280,000円

静岡県磐田市見付１７５２－５
　磐田在宅医療クリニック

14

看護師 クリニックにおいて、下記のように一般
的な看護師業務を担当していただきま
す。

主に
・内視鏡検査介助・スコープ洗浄
・採血・点滴

正社員 しむら内科・消化器クリニック
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時30分

月給 看護師経験５年以上

347,000円～371,000円

静岡県磐田市富丘６０２－１
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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: 0538-42-7914 従業員数 26人

年　　齢: 不問 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- 1915521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 0時間

     TEL: 0538-42-7914 従業員数 9人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝 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- 2008321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-58-2441 従業員数 59人

年　　齢: 40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- 1879621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10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- 1871121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-30-6363 従業員数 11人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 日祝他 医療事務資格 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 1837921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-34-0150 従業員数 120人

年　　齢: 40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- 1937021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-34-0150 従業員数 120人

年　　齢: 40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- 2099421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 053-453-5111 従業員数 60人

年　　齢: 不問 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: 22020- 4754121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 053-463-3215 従業員数 34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: 22020- 5295321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 2時間

     TEL: 0539-62-1250 従業員数 170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- 1853921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 054-639-7022 従業員数 30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: 22120- 1702221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-49-0215 従業員数 40人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090- 1870921 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- 2031421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 054-202-5730 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: 22010- 5682621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

静岡県袋井市久能２５１５番地の１　袋井市総合健康センター内

16

介護支援専門員（ケ
アプランの作成等）
／正社員

袋井市社会福祉協議会が運営する居宅介
護支援事業所

又は地域包括支援センターで、居宅介護
計画や介護予防

サービス等を受けるためのケアプランの

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

月給

155,118円～155,118円15

楽笑教室（認知症・
閉じこもり・フレイ
ル予防事業）業務員

袋井市社会福祉協議会で楽笑教室（認知
症・閉じこもり・フレイル予防事業）の
進行等運営のお仕事をしていただきま
す。

（主な仕事内容）
・コミュニティセンター等において、高

正社員以外 社会福祉法人　袋井市社会福祉協議会
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

160,000円～200,000円

静岡県袋井市高尾７８３－４

17

事務 青果物用の各種包装資材の受発注業務や
出荷業務などバックオフィスの業務をお
任せします。
（主な仕事内容）
・受発注業務
・送り状、伝票準備、運送手配
・労務管理

正社員 信和　株式会社　福田工場
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給

187,666円～187,666円

静岡県磐田市塩新田５８２－２

19

医療事務 眼科医療事務業務として

・患者様等の受付、接客業務
・診察後の会計業務
・レセプト業務（すべて電子カルテにて
処理）
・患者様等との電話対応

正社員 ふくろい旭眼科クリニック
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時30分

月給 ワープロ検定資格保
有者優遇180,000円～220,000円

静岡県磐田市福田５４９８－２７

18

文章編集担当者 （主な仕事の内容）

・ＷｏｒｄやＰＤＦ編集作業など

・その他付随する業務



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)8時30分～12時15分

155,000円～160,000円

静岡県袋井市旭町１丁目１－１１

20

リハビリクラーク 当院リハビリテーションセンター内にお
ける
事務全般及びリハビリテーション補助の
仕事となります。

【主な仕事の内容】
・事務（書類作成・管理）

正社員 短大・専門学校卒以
上

医療法人社団　明徳会　新都市病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給 (2)8時30分～12時30分

175,000円～230,000円 (3)7時30分～11時30分

静岡県磐田市中泉７０３番地

22

調剤事務（磐田市・
袋井市・掛川市）
（契約社員）

調剤薬局で薬剤師を補助する仕事です。
・処方箋の受付、初診・再診の患者様の
受付応対
・薬剤情報提供書、薬袋、薬札の印刷
・お薬手帳の発行
・調剤録データの入力
・会計業務

正社員以外 交替制あり 株式会社　杏林堂薬局
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給 (2)8時30分～12時15分

155,000円～165,000円

静岡県磐田市中泉７０３番地

21

医療事務 当院における医療事務全般の仕事となり
ます。

【主な仕事の内容】
・事務（レセプト入力操作）
・パソコンでのデータ入力作業
・レセプト請求

正社員 短大・専門学校卒以
上

医療法人社団　明徳会　新都市病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給

215,000円～305,000円

磐田市・袋井市・掛川市の店舗
　※調剤薬局又は調剤併設型のいず
れかに店舗に配属（選択不可）

23

生産管理（磐田工
場）

・生産計画の立案
・発注
　　需要を予測しての発注
・納期管理
・外注管理
・生産調整・・・需要に応じて生産調整
を行う

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

月給 ※調剤事務の経験者
優遇167,650円～245,000円

又は9時00分～22時00

静岡県磐田市合代島１１６６－６

25

技術 プラスチック製品の試作から立上げ。
製造ラインの工程設計。
作業指示書類の作成等。

正社員 変形（1年単位） 株式会社　キラメイク
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 第一種安全衛生管理
者
危険物取扱乙種

172,000円～242,000円

静岡県磐田市一言３２７５
【アズマ工業（株）磐田工場】

24

工場建物管理・総務 （主な仕事の内容）

・工場建物管理　・工場環境維持業務
・安全衛生業務

・勤怠管理・派遣社員管理　など。


正社員 渥美浜松　株式会社　新平山工場
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給

155,800円～164,000円

静岡県磐田市飛平松１９３
株式会社キラメイク　磐田工場

26

発泡樹脂製品の出荷
業務補助

発泡樹脂製品（発泡スチロール）の出荷
業務補助
（主な仕事内容）
製品の出荷指示
　・出荷数量の確認・倉庫および運送屋
への連絡
　・書類の確認・整理

正社員以外 金山化成　株式会社　シズオカ工場
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

188,000円～256,000円

静岡県磐田市富丘５１０－３

28

コンタクトレンズの
販売職／地域限定職
／磐田市／週休３日
制

・コンタクトレンズ販売の受付、お会
計、相談
・お客様のニーズをお伺いして、最適で
快適なコンタクトレンズの
ご提案
・店舗レイアウトの変更、季節に応じて
の空間演出

正社員 変形（1ヶ月単位） 専門または短大卒以
上

株式会社　中央コンタクト
雇用期間の定めなし (1)9時30分～21時00分

月給 ＰＣ操作知識

210,000円～235,000円

静岡県周智郡森町中川字神合１７８０－１

27

ヘルプデスク業務・
各種書類作成業務

■ヘルプデスク業務・社内事務
他部署からのＰＣの簡単な操作方法の問
合せやシステム・機器トラブルなどに関
する問合せに対応して頂きます。

※ヘルプデスクの経験がある方ご応募を
お待ちしております！

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

静岡県磐田市高見丘１２００番地
ららぽーと磐田２Ｆ
＜ららぽーと磐田店＞

月給 コンタクト、眼鏡業
界経験者　優遇180,000円～250,000円
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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: 0538-33-3090 従業員数 16人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝 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- 1974521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 16時間

     TEL: 045-251-6868 従業員数 5人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 フォークリフト運転
技能者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 14010-10271621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0537-22-3939 従業員数 0人

年　　齢: 40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: 22060- 1603621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-45-1811 従業員数 36人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090- 1843321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-45-0046 従業員数 4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- 1804921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 22時間

     TEL: 054-282-1101 従業員数 8人

年　　齢: 40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- 5726221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 8時間

     TEL: 0538-45-1777 従業員数 8人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090- 2238221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-66-8148 従業員数 4人

年　　齢: 不問 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: 22090- 1866821 各種保険： 雇用・労災・健康 月平均 7時間

     TEL: 052-409-4040 従業員数 5人

年　　齢: 60歳～65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: 23020-12405921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 5時間

     TEL: 0547-36-1127 従業員数 27人

年　　齢: 18歳～59歳 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: 22080-  665121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0547-36-1127 従業員数 27人

年　　齢: 60歳以上 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: 22080-  667721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-454-5501 従業員数 5人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： なし 時間外 あり

求人番号: 22020- 4761621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 26時間

     TEL: 0538-85-4815 従業員数 25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 なし

求人番号: 22090- 1968321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-23-5902 従業員数 9人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 祝他 フォークリフト運転
技能者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 1841521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 8時間

月給 営業の経験２年以上
（接客業除く）230,000円～270,000円29

家具メーカーの営業
（法人向け）

お客様から要望を良く聞いてより良い製
品を考え、資料や見積もりを作って交渉
を行い、商品を卸す方法を取り決めしま
す。

お客様は県外の法人様が多く、出張時は
終日外回り営業になります。既存顧客に

正社員 変形（1年単位） 株式会社　充英アート
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

静岡県磐田市上万能３００　ナイス浜松市場内

31

営業所の所長（販売
指導、運営管理）／
袋井市

・毎日の仕事は販売スタッフの車に同乗
して当社オリジナルのパン　の販売に出
かけます。
・販売エリアは、販売スタッフごと、曜
日ごとに決まっており、
　そのエリア内で１軒ずつ移動しながら
の販売や新規開拓を行いま　す。

正社員 株式会社　パントーネシステム
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給

193,130円～280,000円

静岡県磐田市見付１７６０－２７

30

市場内の営業（木
材）

全国各生産地より建築用の木材製品を集
めて、木材市場で小売業者さんを対象に
販売、倉庫内にて木材の積み下ろしを行
います。
仕事に慣れるまでは、構内作業と木材の
ことを覚えていただきます

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

月給

198,000円～315,500円

静岡県袋井市堀越２丁目１８－３
株式会社　パントーネシステム　袋
井営業所

32

営業職 金型・金型用部品・鋼材・自社開発製
品・新製品開発・メンテナンスなどお客
様のお困りごとを解決する提案営業

既存顧客を中心に納期や価格・仕様打合
せ、提案、交渉から
社内の製造部門や協力業者との折衝も行

正社員 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

年俸制

270,000円～270,000円

静岡県袋井市小山３８４－１１

34

包装資材のルート営
業　／　袋井市

主に食品包装資材（食品容器、ポリ袋、
箱等）を、食品製造業、加工業、専門
店、スーパー等に販売する仕事です。
・担当する顧客に、倉庫から商品をピッ
キングして、積み込み、ハ　イエースで
配送します。
・営業所の担当エリアは掛川～浜松で

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

月給

181,970円～284,320円
又は8時00分～17時00

静岡県袋井市高尾２６８２－１

33

営業 お客様の希望に沿う、機械・設計等の設
計提案を行います。
受注内容は工作機械を用いて製作する少
量多品種の機械部品及び
ベアリング製造に関する専用機等の営業
です。

正社員 株式会社　フジックス　静岡工場
雇用期間の定めなし

月給

160,000円～180,000円

静岡県袋井市諸井１９７３－１
袋井営業所

35

介護職員／あかり ・デイサービスにおける介護業務
・リハビリアシスタント：運動プログラ
ムの実施
・送迎車の運転
　（パレット、ヴォクシー）
・午前・午後半日ずつリハビリを提供す
る施設

正社員 医療法人社団　英明会
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

200,000円～230,000円

静岡県磐田市豊岡６８０１－１

37

施設管理（寮等）
（請）／静岡県周智
郡森町

・豊田合成（株）の社員寮、会議室等の
施設の維持管理。
　（受付対応・巡回・点検・清掃等）





正社員以外 交替制あり ＴＧメンテナンス　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～15時45分

月給 (2)10時00分～19時30

190,000円～230,000円

静岡県袋井市久能１００９－１
　デイサービス　あかリ

36

歯科助手・受付 歯科助手・受付の業務を担当していただ
きます。

〈主な仕事内容〉
・受付業務
・歯科助手としての仕事
・ドクターの補助

正社員 交替制あり 鈴木歯科クリニック
雇用期間の定めなし (1)8時30分～19時00分

月給

185,600円～214,840円

静岡県周智郡森町森２３０５－１
サンヒルズ森

38

（請）交通誘導警備
員　（中遠地域）

＊工事現場等での交通誘導
　菊川市、掛川市、袋井市、磐田市等中
遠地域（現地集合）

＊交通誘導警備、人や車両が雑踏する場
所、又は、これから通行が
　危険な場所において、負傷等の事故の

正社員 変形（1ヶ月単位） 日本連合警備　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)14時15分～23時00

155,500円～155,500円

菊川市、掛川市、袋井市、磐田市等の中遠地域

40

交通規制警備 （請負業務）
高速道路工事の現場にてカラーコーンな
どの資機材の設置及び撤去の作業を行
い、現場内の異常がないか点検し、工事
車両の誘導を行います。

現場範囲：静岡市～新城市

正社員 変形（1年単位） 株式会社シムックス　浜松募集センター
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給

183,100円～212,340円

菊川市、掛川市、袋井市、磐田市等の中遠地域

39

（請）交通誘導警備
員・イベント警備員
（準社員）菊川～磐
田

＊建設現場や道路工事における交通誘
導、

＊イベントの雑踏警備
　
＊現場は菊川市、掛川市、袋井市、磐田
市等の中遠地域

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 日本連合警備　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

時給 (2)5時00分～15時00分

163,875円～163,875円

現場：愛知県東部地区、静岡県西部
地区、静岡県中部地区
現在、静岡県西部地区の周智郡森町
エリア

41

野菜の生産・販売
接客・発送受付

季節ごとに各種野菜の栽培作業です。
・種まき、苗の植え付け
・灌水
・除草、消毒
・野菜の収穫、選別、間引き
・箱詰め等の出荷業務
・直売所での販売業務

正社員以外 交替制あり 遠州森　鈴木農園　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

日給 (2)20時00分～5時00分

218,000円～218,000円

静岡県袋井市岡崎５４１８

日給

253,000円～345,000円

静岡県周智郡森町谷中２６０番１

42

畜産作業員 豚の飼育管理。
　・種付け、分娩処置。
　・空き豚房の水洗・消毒・除糞・清
掃。
　・豚の移動及び出荷。
　・家畜の排泄物の処理。
　・フォークリフトによる堆肥運搬（場

正社員以外 株式会社　マルス農場
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: 046-236-4110 従業員数 1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: 14100- 2272821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0539-62-5911 従業員数 43人

年　　齢: 44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- 1852621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0538-66-5782 従業員数 22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- 1911021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-35-4115 従業員数 75人

年　　齢: 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- 1786821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 0538-66-8356 従業員数 10人

年　　齢: 30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- 2194521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-35-6617 従業員数 98人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 1945021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 0538-23-2421 従業員数 75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- 2166721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10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: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090- 1785721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 0538-48-7129 従業員数 36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- 1848721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0537-26-3031 従業員数 30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: 22060- 1333721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 0538-38-1133 従業員数 70人

年　　齢: 40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- 1934621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 15時間

     TEL: 046-236-4110 従業員数 1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: 14100- 2271721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0538-35-1425 従業員数 46人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090- 1784021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 0538-84-4111 従業員数 142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- 1813021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 27時間

43

（派）自動車小型部
品加工の機械オペ
レータ／静岡県袋井
市

自動車用減速機などの小型部品を加工す
る機械オペレーター
・部品を加工機械にセットしてタッチパ
ネルを操作して機械をスタ　ートさせ
る。加工後、製品の一部をノギス・マイ
クロメーターで　測定する。

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)8時00分～17時10分

月給

170,800円～204,800円

静岡県袋井市広岡

44

自動車部品として使
われる鋼管（鉄パイ
プ）の製造

自動車や建設材に使用する鋼管（パイ
プ）を１チーム５～７名体制で製造、各
工程作業を行っていきます。

ものづくりが好きな方はもちろん、機械
操作・メンテナンスに興味のある方明る
い方歓迎！！未経者でも安全含め丁寧に

正社員 ＪＦＥ溶接鋼管　株式会社　磐田工場
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時45分

時給 (2)20時00分～5時10分

200,000円～200,000円

静岡県磐田市竜洋稗原６２７

46

組立 当工場では、エレベーターやキャリア
カー、自動部品供給装置
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、組立作業の募集をし
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

170,000円～210,000円

静岡県磐田市合代島１１６３

45

ゴム練生地製造工 （主な仕事の内容）

・ゴムの原料の製造業務

・ゴムの原材料と薬品を計量して練り機
に投入する。


正社員 株式会社　前田商店
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

静岡県磐田市明ケ島原４６番１０号

47

バリ取り・研磨 オートバイ、船外機等の部品製造の会社
でのお仕事です。
（主な仕事）
・入荷したオートバイ、船外機等の部品
の加工作業
　（電動のグラインダー手作業でバリ取
りや研磨作業）

正社員 有限会社　吉林工業
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

静岡県磐田市前野２７７０

49

金属部品仕上げ作業 ガス器具部品の加工
・部品の穴開け加工
・加工後のバリ取り、洗浄
・寸法検査
・Ｏリングはめ込み
・数量調整

正社員 株式会社　早川製作所
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時10分

月給

180,000円～300,000円

静岡県磐田市東平松４３９－１

48

プレス工 　輸送用機械器具部品（オートバイ部品
の中小物）のプレス加工のお仕事をして
いただきます。
仕事内容は、単発プレス・順送プレスで
す。

・プレス加工

正社員 変形（1年単位） 株式会社　丸武部品
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

静岡県袋井市西同笠９２１

50

溶接 当工場では、エレベーターやキャリア
カー、自動部品供給装置
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、溶接作業の募集をし
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 寸法検査に用いる計
測器の取り扱い経験
ノギス、マイクロ

173,000円～195,000円

静岡県袋井市宇刈３２１３－１

52

検査・梱包（浅羽工
場）

◎プラスチック部品の検査、梱包作業
　　自社で成形したプラスチック部品
に、別のプラスチック部品や　　　ゴム
部品を組付けした製品等の検査、梱包作
業

　＊未経験の方でも出来る簡単な作業で

正社員以外 変形（1年単位） ミツマル　株式会社　第二事業部
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給 (2)16時00分～1時00分

210,000円～280,000円

静岡県磐田市明ケ島原４６番１０号

51

ダイカストマシンオ
ペレーター

アルミダイカスト鋳造を本業として、金
型設計・金型製作・製品加工・完成品ま
での一貫生産工場での仕事です。
（主な仕事内容）
・アルミダイカスト製品の段取り、検査
など
・金型交換作業

正社員 交替制あり 有限会社　三河工機　袋井製作所
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

静岡県袋井市東同笠２８０　ミツマル株式会社　浅羽工場

53

電子機器製造 電子制御ユニットの開発製造を行う当社
にて製造業務全般（目視、組立、検査、
仕上げ）の作業に携わっていただきま
す。

具体的な業務として
・電子プリント配線板へのはんだ付け作

正社員 ＮＮＰ電子　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時20分

時給

142,054円～147,487円

静岡県袋井市広岡

55

部品検査員 （主な仕事の内容）

・量産品（金属部品）の寸法をマイクロ
メータや

　ノギス、専用測定具で測定、管理する
単純作業です。

正社員 大弥精機　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時00分

時給 (2)20時00分～5時10分

192,000円～192,000円

静岡県磐田市匂坂中１６００－２９
さぎさか工場

54

（派）自動車小型部
品の目視検査／静岡
県袋井市

加工した小型の自動車部品の傷やバリ残
りなどを目視で検査する。
※金属製の小型部品で手のひらに収まる
大きさです。
※座り作業。

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)8時00分～17時10分

月給 品質保証職のご経験
が３年以上ある方170,900円～196,950円

静岡県磐田市東名６４

56

品質保証 金属製品の設計・製造メーカーでバイク
並びに自動車向け製品

及び空調機器向け金属製品の品質保証業
務を行っていただきます。

（主な仕事内容）

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

月給 過去にものづくりに
従事していること。173,000円～203,000円

静岡県周智郡森町睦実１１２３－２
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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: 0538-49-0215 従業員数 34人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090- 1806021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 053-545-6082 従業員数 20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- 4747021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 4時間

     TEL: 0538-66-5782 従業員数 22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- 2213521 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- 2026921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0538-21-3920 従業員数 85人

年　　齢: 39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- 1831821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-58-2237 従業員数 6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- 2173121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-44-7777 従業員数 25人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090- 2235021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-44-7777 従業員数 25人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090- 2236721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-32-1221 従業員数 206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: 22090- 1846121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0538-30-6570 従業員数 15人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090- 1844621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-42-3191 従業員数 92人

年　　齢: 44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: 10人 週休二日： その他 時間外 あり 準中型自動車免許

求人番号: 22090- 1824221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 65時間

     TEL: 0538-66-6367 従業員数 21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- 1877421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-66-2331 従業員数 8人

年　　齢: 不問 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 なし

求人番号: 22090- 1800521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 054-353-2160 従業員数 60人

年　　齢: 39歳以下 休　　日： 土日祝他 フォークリフト運転
技能者

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22040- 1581721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

静岡県周智郡森町中川字神合１７８０－１

58

外観検査（袋井市） 塗装した製品の検査 有期雇用派遣労働者 株式会社　ＳＰＷ
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

155,800円～164,000円57

発泡樹脂製品の検査 発泡樹脂製品（発泡スチロール）の検査
（主な仕事内容）
製品の検査業務
　・重量検査　・簡単な寸法検査
　・外観検査　・出荷前製品の抜取り検
査
量産製品の抜取り検査になります。

正社員以外 金山化成　株式会社　シズオカ工場
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

170,000円～210,000円

静岡県袋井市中新田３８２
事業所名については、ハローワーク
窓口にお問い合わせください。

59

検査業務 （主な仕事の内容）

・ゴムの原料・中間製品の検査業務。

・硬度・比重・引っ張り試験の測定



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

時給

163,200円～195,840円

静岡県磐田市富丘５１０－３

61

（請）測定及びデー
タ管理

・自動車部品や小型工業製品を測定し、
ＰＣにデータ入力
　する業務です。

・作業は検査や計測器を用いた作業で
す。


正社員 株式会社　グリーンテック　磐田営業所
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 学校（大学・専門学
校）
職業訓練校などでＣ

206,000円～255,000円

静岡県磐田市竜洋稗原６２７

60

自動車内装部品の寸
法測定・評価関連業
務

若手エンジニア、大歓迎！！
【仕事内容】
・検査治具を使った寸法測定・評価、工
程能力評価等　
・検査治具の仕様取書作成とりまとめ

【使用ツール】

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

日給

183,600円～324,000円

静岡県磐田市新貝

62

建築塗装職人【転職
者・未経験者歓迎】

建築塗装全般の以下のような業務をお任
せします。
・住宅の塗り替え
・内装
・吹き付け
・防水
・シーリング

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

月給

200,300円～200,300円

ニシオ自販　袋井店　　袋井市川井
９８７－１
ニシオ自販　袋井ＣＳ　袋井市国本
２９７０

64

自動車コーティング
／準社員

お客様の乗用自動車のコーティングのお
仕事になります。

・軽自動車からワンボックスカーまで
様々な車種を
　担当していただきます。（新車、中古
車両方があります）

正社員以外 ニシオ自販　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 コーティング経験の
ある方歓迎203,000円～270,000円

静岡県磐田市福田５４９０－３９

63

自動車コーティング お客様の乗用自動車のコーティングのお
仕事になります。

・軽自動車からワンボックスカーまで
様々な車種を
　担当していただきます。（新車、中古
車両方があります）

正社員 ニシオ自販　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 (2)17時20分～2時20分

270,000円～270,000円

ニシオ自販　袋井店　　袋井市川井
９８７－１
ニシオ自販　袋井ＣＳ　袋井市国本
２９７０

65

塗装作業／期間社員 塗装作業全般、塗装品組立
以下の業務を行っていただきます。
　
（主な仕事の内容）
・塗装（自動）前後の工程管理
・完成塗装品の品質チェック
・塗装前処理

正社員以外 交替制あり ミツワ　株式会社　ホクト事業部
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時20分～17時20分

時給 コーティング経験の
ある方歓迎175,800円～210,080円

静岡県磐田市東名５４７

67

集配ドライバー（準
中型５トン限定可）

・２トンに乗務し、担当エリアの集荷・
配達業務、福山通運の店所　間の輸送を
行います。
・取り扱う荷物は主に企業様から出荷さ
れ企業様にお届けに伺う、　段ボール
ケースに入ったものがメインです。手作
業で取り扱いま　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)7時00分～16時00分

月給 ＣＡＤ・ＣＡＭ経験
者優遇210,000円～230,000円

静岡県磐田市東名８０

66

ＣＡＤ・ＣＡＭ・
レーザーオペレー
ター

バイクのパーツの設計・生産をしている
会社でのお仕事です。

（主な仕事内容）

・２次元ＣＡＤ、ＣＡＭの操作


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

月給 製造業での部品搬入
出、配送経験。210,000円～220,000円

静岡県袋井市土橋６０

68

部品配送 ２ｔトラックを使い、加工材料の引き取
りや加工後部品の
客先納入、及び部品配送に関連する一連
の作業をお願いします。

・荷揚げ荷下ろしはフォークリフト使用
が基本です。

正社員 変形（1年単位） 株式会社　伊藤熔接工業所
雇用期間の定めなし (1)7時50分～17時00分

月給

183,000円～400,000円

静岡県磐田市豊岡６０５０－１

70

フォークリフトオペ
レーター（西部地
区）

・フォークリフトの運転
・ピッキング（棚卸し）作業
・貨物の入出庫に伴う作業





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

時給

190,080円～207,360円

静岡県磐田市駒場７０４９－５

69

運転手および出荷準
備作業

金属加工プレスの会社でのお仕事です。

（主な仕事の内容）
・毎日定期便の配送（ＡＭ５：００から
浜松市中区と西区の
　事業所の２ヶ所へ荷物を届けてＡＭ
９：００頃に帰着）

正社員以外 有限会社　ソフカワ
雇用期間の定めなし (1)5時00分～14時00分

静岡県浜松市東区下石田町字皆敷４
５８－３
株式会社天野回漕店浜松国際物流セ
ンター　他

月給

160,000円～260,000円
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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: 06-4964-1651 従業員数 1人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝他 第二種電気工事士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり ２級ボイラー技士

求人番号: 27010-11640221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間 危険物取扱者（乙種）

     TEL: 0538-42-6814 従業員数 9人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 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- 1799621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-23-1300 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 ５トン限定準中型自
動車免許

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 2195421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-30-6570 従業員数 15人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090- 1865721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-528-7861 従業員数 6人

年　　齢: 不問 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: 22020- 4658121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

月給 ビル管理経験。３ヶ
月の引継ぎ期間を経
て、１人現場となり

240,000円～260,000円71

設備管理（静岡県磐
田市）

管理物件の建物総合管理

・顧客管理
・緊急対応
・ビル施設の電気設備、空調換気設備の
管理　　他

正社員 大林ファシリティーズ　株式会社　大阪支店
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

静岡県袋井市豊沢１８７９－１

73

土木・造園作業及び
補助作業

・土木工事の作業
・植木の手入れや、造園工事作業
・２トントラックの運転業務（マニュア
ル車）
　
　※経験者は優遇いたします。


正社員 変形（1ヶ月単位） 有限会社　グリーンテック
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 電気工事経験者尚可
（経験なくても可）170,000円～280,000円

静岡県磐田市新貝２５００

72

電気工事作業者 ・工場、一般住宅、店舗、官庁等の電
気・空調・セキュリティ、防犯設備の外
線、内線電気配線工事及び器具取付工事
・設計図に基づいて、屋外より線を引き
込み、コンセントやスイッチ、照明機器
などの取付を行う
・太陽光発電システム工事設計、施工等

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

月給

180,000円～230,000円

静岡県磐田市二之宮３９１

74

納品（配送）・梱包
検査

バイクのパーツの設計・生産をしている
会社でのお仕事です。

（主な仕事内容）
・バイク製品（各種サイズ毎に入れた
箱）をワゴンＢＯＸ車に
　積んで、各取引先への配送（１日４ヶ

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

日給 経験者優遇

157,747円～308,100円

静岡県袋井市新池１０７７
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。

時給

207,360円～207,360円

静岡県磐田市東名５４７

75

商品の入出庫荷役業
務（袋井市）

（派遣業務）
派遣先取扱い商品の入出庫荷役業務（１
０～１５ｋｇの重量物の仕分け）のお仕
事です。

有期雇用派遣労働者 株式会社　ソラーレ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時45分～18時00分
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