
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     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: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22090- 2437121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 

     TEL: 0538-67-1183 従業員数 360人

年　　齢: 39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- 2309821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 0538-44-8005 従業員数 7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- 2329421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5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- 2472221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0538-32-2384 従業員数 10人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 木日祝他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22090- 2256521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-66-6057 従業員数 15人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22090- 2303321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 0538-37-7769 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 火日祝他 歯科衛生士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090- 2438021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 03-3291-6955 従業員数 7人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 保育士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13010-24397121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-32-6308 従業員数 2人

年　　齢: 64歳以下 休　　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- 2252021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0538-38-5511 従業員数 125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: 22090- 2341721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-43-1411 従業員数 16人

年　　齢: 30歳以下 休　　日： 日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 2448821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 21時間

     TEL: 053-421-9898 従業員数 0人

年　　齢: 35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: 22020- 5776021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-33-3090 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： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 2375821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-42-6265 従業員数 15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- 2432521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

≪フルタイム≫
職種

雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

静岡県磐田市前野２７７０

2

総務・人事・経理
（管理職候補）

総務・人事・経理の管理職候補として幅
広く様々な仕事をお願いします。

（主な仕事の内容）
・総務（社内・社外対応等）
・人事（社員教育・新規採用等）
・経理（資金繰り、月次・年次計画対応

正社員 変形（1年単位） 三恵　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時55分

月給 事務経験者　簿記２
級取得者大歓迎、簿
記３級取得者歓迎

200,000円～320,000円

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

経理・総務事務員 ・会計システムへの仕訳入力
・電話、来客対応
・受註データの自社システムへの取込
・仕入先、外注先への支払い処理、請求
書発行
・月次資料作成、検収業務
・タイムカード集計

正社員 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

日給

172,800円～324,000円

静岡県磐田市西平松２２６１番地

3

戸建住宅の現場管
理・監督

・住宅メ―カ―木造住宅の現場管理、監
督
・木造住宅の新築、リフォームの現場管
理、監督
・内装工事の現場管理、監督
・資格取得に前向きな方は会社で支援し
ます。

正社員 山王建築　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～18時00分

月給

200,000円～300,000円

静岡県磐田市富丘５１０－３

5

看護師（正・准） 内科、小児科医院での外来における看護
業務全般の仕事を
していただきます。

（主な仕事内容）
・来院患者に対する予診
・医師の診療介助など

正社員 医療法人社団　愛慈会　さくらクリニック
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時30分

月給 ・マイコンファーム
ウェア開発経験
・ＡＲＭ経験

210,000円～300,000円

静岡県袋井市久能２２８９－１

4

音響機器のソフト
フェア開発

【仕事内容】
・顧客との仕様打ち合わせ、仕様検討
・要件定義、詳細設計、コーディング、
テスト
・説明書及び報告書作成

【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 (2)8時30分～12時30分

240,000円～320,000円

静岡県磐田市国府台１００－１

6

正・准看護師
「看護」

（主な仕事）

・整形外科での外来診療の補助
・採血、注射の準備、処置
・患者さんへの問診、案内
・医療器具の減菌・消毒
・その他付随する業務をお願いします。

正社員 医療法人社団　海聖会　杉山整形外科医院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時30分

月給 (2)9時00分～17時30分 病院・診療所勤務経
験者尚可255,000円～290,000円

静岡県磐田市気子島１３６９－１

8

保育士（正社員）／
ＪＡ遠州中央ときめ
き保育園／急募

〇ＪＡ遠州中央豊田北支店の敷地内にあ
る定員１９名（０歳・１歳・２歳：各６
名、３歳：１名）の保育園です。「おも
いっきり遊ぶ。おもいっきり学ぶ。」を
保育理念とし、子どもひとりひとりと向
き合える保育をします。
〇仕事内容は保育士業務全般です。

正社員 交替制あり 株式会社ニチイ学館　管理部
雇用期間の定めなし (1)7時30分～16時30分

月給 (2)8時30分～17時00分

220,000円～330,000円

静岡県磐田市平間１２７４－１１３

7

歯科衛生士 歯科医院での歯科衛生士のお仕事をして
いただきます。

（主な仕事内容）
・一般的な口腔ケア、指導
・ドクターのアシスト業務
・基本的な受付、電話対応

正社員 とよだ歯科
雇用期間の定めなし (1)8時30分～19時00分

月給 神主一般業務、祭祀

230,000円～320,000円

静岡県磐田市豊田１４６－３
ＪＡ遠州中央ときめき保育園

9

神主 緑豊かな森の中で、神社を守り、神様と
氏子さんの橋渡しをするお仕事です。

・御祈祷
・参拝客への対応
・外祭
・書類作成

正社員 宗教法人　鎌田神明宮
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 保育園での保育士業
務経験179,000円～219,000円 (3)9時30分～18時30分

又は7時30分～18時30

静岡県磐田市大久保５０８－３

11

事務 （主な仕事の内容）

・店頭接客
　　（貸出し，返却の際に店頭での「伝
票」作成
　　「レンタル料金」の回収
・電話対応

正社員 太陽建機レンタル　株式会社　袋井支店
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)10時00分～19時00 リクルーターとして
応募者対応を行って
いた方や、人材紹介

183,100円～254,600円

静岡県磐田市鎌田２２６２

10

事務職（採用担当） 　静岡県磐田市に所在する医療法人社団
藤友五幸会法人管理部人事　総務課にて
採用業務をお任せします。
≪具体的には…≫
・各種採用媒体への求人原稿出稿
・企業説明会での法人、仕事内容のプレ
ゼンテーション

正社員 医療法人社団　藤友五幸会
　　　　　　　介護老人保健施設　おおふ
じ五幸ホーム

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

静岡県袋井市堀越２－２１－３

12

一般事務（ビッグ富
士本部）

・一般事務（庶務）　
・パソコン入力（データ入力）　
・票入力、発行、整理　
・電話来客対応　
・採用業務補佐　など

正社員 株式会社　ビッグ富士
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

155,700円～190,000円

静岡県磐田市見付１７６０－２７

14

経理事務員 経理事務全般のお仕事です。

（主な仕事内容）
・納品書の作成
・入出金管理
・データ入力
・電話応対、来客対応

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

月給 商品ページ制作また
は楽天ＲＭＳなどの
ｗｅｂストア運用経

250,000円～270,000円

静岡県磐田市宮之一色９８８－３
（ニクセン（株）内）
【ビッグ富士本部】

13

ネットショップの運
営とＳＮＳでの情報
発信

ＥＣサイトの構築と管理、販売やお客様
対応まで実際の店舗運営の一通りの仕事
を行うので、任される仕事が多い分充実
した経験が積めます。さらにその経験を
活かして売れる商品を考え、自分で販売
できるのはこのぐらいの規模のメーカー
ならでは。ＳＮＳを日常的に使われる方

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

静岡県袋井市堀越３８３－１

月給

208,000円～315,000円
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪フルタイム≫
職種

雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0538-85-6000 従業員数 103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- 2436921 各種保険： 公災・財形・その他 月平均 10時間

     TEL: 0538-37-3531 従業員数 200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- 2342821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 27時間

     TEL: 0268-75-7683 従業員数 0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: 20040- 2833421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 053-459-5656 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 水日他 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- 5569421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 03-6436-7600 従業員数 20人

年　　齢: 18歳以上 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: 13040-25964521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 03-6436-7600 従業員数 26人

年　　齢: 18歳以上 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: 13040-25965421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 053-459-5656 従業員数 2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 なし

求人番号: 22020- 5566821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-42-3231 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- 2287721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 03-6809-5986 従業員数 29人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13040-25246421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-42-2156 従業員数 68人

年　　齢: 30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- 2441421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 27時間

     TEL: 0538-84-6530 従業員数 3人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090- 2433421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-49-4911 従業員数 82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- 2421721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-44-7208 従業員数 18人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 2298421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0120-957-818 従業員数 13人

年　　齢: 18歳～64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- 2461021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 5時間

月給 県立学校での事務経
験者を優先する。206,564円～306,202円15

臨時的任用職員（主
事）

〈会計・物品管理関係〉・物品購入等に
係わる支払い事務・予算管理、予算執
行、予算要求・光熱水費、通信料等の支
払い事務・会計データの入力〈給与・福
利関係〉・給与、諸手当の支給管理事
務・会計年度任用職員の給与支給事務・
所得税に関する事務・共済組合、互助組

正社員以外 静岡県立遠江総合高等学校
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時10分～16時40分

静岡県磐田市海老塚７９３－１

17

自動車用プラスチッ
ク部品の梱包・出荷
業務

＊プラスチック部品の製品を梱包、段
ボール箱に詰め、
　出荷する業務、ラベル貼り等

◎創業したばかりの新しい会社ですが、
事業拡張に伴う
　新規業務受注にかかる人員募集の求人

正社員 株式会社　ワイズファクトリー
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給

201,977円～201,977円

静岡県周智郡森町森２０８５

16

廃水施設の運営管理 （主な仕事の内容）

・排液処理用薬品の建浴作業
　薬品５種類（２０Ｌポリ入り）で建浴
・排水処理状態の確認
　各種計器の値を確認します。
・日々の洗浄メンテナンス

正社員以外 変形（1年単位） 三和電子サーキット　株式会社　東海工場
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時15分～17時15分

時給

180,101円～180,101円

福岡県大牟田市四箇新町３－２
大牟田工場

18

出荷作業（磐田市） （派遣業務）
梱包・出荷業務を行って頂きます。
細かくカットされた鶏肉を小袋に入れ計
測、
　その後真空パックしていただきます。
丁寧に教えてくれるので安心して勤務で
きます。

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15分～17時15分

月給

180,000円～250,000円

静岡県磐田市高見丘字垂下７９１－１

20

店舗運営職／静岡県
磐田市（遠州豊田Ｐ
Ａ下り店）

ファミリーマートの直営店にて店舗運営に関わる一連の業務をおこないます。（接客、商品の仕入れ・管理、ディスプレイ、販売促進、売上管理、人材の採用・育成などの業務）正社員以外 交替制あり 株式会社　ファミリーマート
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～16時45分

月給 (2)13時00分～21時45

260,000円～290,000円
又は0時00分～23時59

静岡県磐田市笠梅４６２－１
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。

19

店舗運営職／静岡県
磐田市（遠州豊田Ｐ
Ａ上り）

ファミリーマートの直営店にて店舗運営に関わる一連の業務をおこないます。（接客、商品の仕入れ・管理、ディスプレイ、販売促進、売上管理、人材の採用・育成などの業務）正社員以外 交替制あり 株式会社　ファミリーマート
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

190,032円～190,032円

静岡県磐田市高見丘久保２０４－１

21

スーパーでのレジ業
務（磐田市西貝塚）

（派遣業務）
スーパーでのレジ業務を行って頂きま
す。
未経験でも研修がありますので、安心し
て働けます。
幅広い年齢の方が働いています。
アットホームな雰囲気の職場で働こう。

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)7時00分～16時00分

月給 (2)13時00分～21時45

260,000円～290,000円
又は0時00分～23時59

静岡県袋井市村松１５５３

23

直行直帰／サント
リー製品のルート営
業／静岡勤務

サントリー製品をお取扱いのスーパー・
量販店等を定期的に訪問し、サントリー
製品（酒類）の企画提案や商品陳列、
ディスプレイ等の販売促進活動をしてい
ただくルート営業（ラウンダー）のお仕
事です。
原則直行直帰（原則マイカー持込、別途

正社員以外 サンリーブ株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時00分～19時00

月給 イラストレーター等
デザインソフトの経
験

155,000円～186,599円

静岡県磐田市西貝塚横須賀道北３６
９０
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。

22

営業販売 （主な仕事の内容）

・通販企画推進
・通販、小売販売業務
・売上管理（パソコンを使用）
・当社商品（茶製品）の納入及び提案
・得意先要望への対応

正社員 ひしだい製茶　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

260,000円～350,000円

静岡県静岡市駿河区森下町１－３５
静岡ＭＹタワー９Ｆ
当社　静岡事業所に所属

24

営業／袋井本社 既存ユーザーへの産業機械や工具の営業
活動のお仕事です。

・新規営業というよりも、既存のお客様
に対してケアや
　提案をする営業職です。
・営業の範囲は磐田、袋井、掛川など近

正社員 株式会社　佐野
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 営業経験・ルート営
業経験・ラウンダー
経験あれば尚可

224,000円～224,000円

静岡県袋井市浅岡４２７

26

介護職員（デイ）／
フルタイム

通所リハビリテーションの介護

（主な仕事の内容）
・送迎
・入浴、トイレ、食事等の介助
・レクリエーション
・１日１０名前後のご利用者がありま

正社員以外 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 法人営業経験者優遇

150,000円～230,000円

静岡県袋井市川井８６５－４

25

企画営業 静岡県西部地区を中心に店舗・企業へ営
業活動を
していただきます。当社商材による広告
営業の仕事です。
（主な仕事の内容）
・割り箸広告の営業（静岡県経営革新承
認商材）

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

月給 (2)9時30分～18時30分

178,000円～198,000円 (3)16時00分～10時00

静岡県袋井市萱間９３３－１

27

介護福祉士（袋井
市）高齢者グループ
ホーム

・学研グループの介護事業の会社として
全国で
　グループホーム等３００拠点以上を展
開。
・学研グループならでは、グループホー
ム専門会社ならではの
　教育・研修体制がございます。

正社員 変形（1ヶ月単位） メディカル・ケア・サービス　株式会社
　愛の家　グループホーム袋井雇用期間の定めなし (1)7時15分～16時15分

時給

172,850円～172,850円

静岡県磐田市見付５０１－１
　セントケア看護小規模三本松

月給 (2)7時00分～16時00分

175,000円～207,000円 (3)11時00分～20時00

静岡県袋井市堀越２丁目１４－１

28

施設介護職員（ケア
スタッフ）／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での介
護業務全般
（主な業務内容）
・レクリエーション
・送迎業務等のデイサービス業務

正社員 変形（1ヶ月単位） 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
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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: 0538-34-1165 従業員数 92人

年　　齢: 18歳～44歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 2393521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 3時間

     TEL: 03-6833-6672 従業員数 14人

年　　齢: 18歳以上 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: 13040-22470221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 053-457-5799 従業員数 0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- 6140021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 053-457-5799 従業員数 0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- 6159721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 054-251-8822 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22010- 7811921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 042-442-1318 従業員数 58人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 土日祝他 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: 13200- 3902321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     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- 5546121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-55-5511 従業員数 6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- 2338321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-459-5656 従業員数 3人

年　　齢: 18歳～64歳 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: 22020- 5553921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-34-5151 従業員数 39人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 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- 2269121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-49-1937 従業員数 0人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 火水他 製菓衛生師 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- 2395321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 8時間

     TEL: 0538-85-3008 従業員数 19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- 2467321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 053-459-5656 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 水日他 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- 5572021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-38-0811 従業員数 136人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水日他 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- 2471821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

29

介護職員（正職員） 　老人ホームご入居者様の食事介助、排
泄介助、入浴介助等８０人のご入居者様
の介護を５０人程度の職員が交代でお世
話をさせていただいています。
　毎日の食事や排泄の介助、おむつ交換
及び入浴と見守りが主な仕事です。
　各フロアには、２人以上の介護職員が

正社員 交替制あり 社会福祉法人　遠江厚生園
　特別養護老人ホーム　第二遠州の園雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給

186,053円～231,053円

静岡県磐田市鮫島１８０４－１

30

深夜時間帯責任者／
伝丸袋井永楽

安全でおいしい「食」を支える事業体制
を持つ、ゼンショーグループの１００％
子会社で日本のどこでも気軽に食べても
らえる日本一のラーメンチェーンを目指
しています。そこで、店舗管理責任者と
して、中心になってお店を盛り上げて頂
きます。

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　エイ・ダイニング
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)22時00分～8時00分

その他 (2)13時00分～22時00

167,000円～189,000円 (3)21時45分～7時15分

静岡県袋井市旭町１丁目１８－１５
【ランディック】

32

〈紹介予定派遣〉
ホールスタッフ（ラ
ンディック・磐田）

（派遣業務）

接客・注文受付や料理・ドリンクの提
供、パンを焼くなど簡単なキッチン業務
など

有期雇用派遣労働者 変形（1ヶ月単位） 一般社団法人　静岡就労支援センター
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

234,240円～234,240円
又は7時00分～0時00分

静岡県袋井市永楽町２９９－３

31

〈紹介予定派遣〉
ホールスタッフ（ラ
ンディック・袋井）

（派遣業務）

接客・注文受付や料理・ドリンクの提
供、パンを焼くなど簡単なキッチン業務
など

有期雇用派遣労働者 変形（1ヶ月単位） 一般社団法人　静岡就労支援センター
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 機械オペレーター

228,960円～228,960円

静岡県磐田市見付６０３８－５
【ランディック】

33

（派）金属加工オペ
レーター　　袋井市

機械部品、金属加工オペレーター
未経験者にも丁寧に指導します。

有期雇用派遣労働者 変形（1年単位） 株式会社　マルコビジネスサポート
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時30分

時給

234,240円～234,240円
又は7時00分～0時00分

静岡県磐田市千手堂２１９０
「ユウキ食品工業（株）静岡工場」

35

鋳造系作業（交替
制）（磐田市）

（派遣業務）
鋳造職場作業全般を行って頂きます。
（セキ折り、検査、熱処理詰替え、ＧＤ
鋳造、ＦＲ職場）

※３交替部署も有


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

月給

210,000円～210,000円

静岡県袋井市宇刈１２８―９
シンカ工業

34

食品製造（静岡工
場）

◎食品製造
・機械操作により、原料充填や梱包（ラ
ベル検査、商品パレット
　への積込み等）までのライン作業

＊原料（調味料等）の仕込みなどで、２
０Ｋｇ程の重量物を扱う

正社員 ユウキ食品工業　株式会杜
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

日給

162,400円～162,400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。

36

機械オペレーター ・ショットブラスト機に製品の脱着。

＊比較的軽作業です。

＊高麗者の方もお問い合わせください。

正社員 長谷川工業　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給 (2)15時20分～23時55

205,616円～205,616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。

38

製鋸工 当社では、工業用刃物の製造をしていま
す。
・仕事内容としましては、金属の熱処理
をしたり、鋼板を
　ハンマーで叩いて鍛えたり、金属の研
磨をしたり、
　いずれかをしていただきます。

正社員 東海熱処理　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)17時00分～1時35分

220,000円～220,000円 (3)6時30分～15時00分

静岡県磐田市清庵新田６７－１

37

エンジン部品のバリ
取り・組立・検査
（交替制）（磐田
市）

（派遣業務）
ワークスタッフの正社員として、弊社取
引先事業所において
製造業務に従事して頂きます。
大手企業工場内にて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、検

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

月給 (2)7時00分～16時00分 お菓子づくりに関す
る仕事の経験あり180,000円～180,000円

静岡県磐田市海老塚７６９

39

菓子・パン製造と販
売

農作物を使用した菓子類の製造と販売の
お仕事です。

（主な仕事の内容）
・自社農園の農作物を使用した菓子・パ
ン・
　サンドイッチ等の製造

正社員 有限会社　佐野ファーム
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

170,000円～250,000円

静岡県周智郡森町飯田３９１－４

41

食品のカット作業
（磐田市笠梅）

（派遣業務）
包丁を使用して鶏肉を一口サイズにカッ
トしていただく仕事です。
カットされた鶏肉を袋に詰める作業もあ
ります。
取り扱う重さは最大５００ｇ程度なので
重量物ではありません。

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15分～17時15分

月給

180,000円～250,000円

静岡県周智郡森町谷中近郊
　森町ラボラトリー

40

こんにゃく製造の作
業全般

（主な仕事の内容）

・こんにゃく、ところてんの袋詰め、
シール貼り
・こんにゃく製造の補助的作業
・商品の検品


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

月給 (2)7時15分～16時15分

165,000円～200,000円

静岡県磐田市笠梅４６２－１
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。

42

食品製造スタッフ 食用鶏肉の選別及び整形加工作業のお仕
事になります。

・生鶏飼育から鶏肉の製造・加工をして
いる会社です。

　スーパーなどで見る鶏肉に機械及び手

正社員 米久おいしい鶏　株式会社　静岡事業所
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時15分

時給

180,101円～180,101円

静岡県磐田市笠梅４６２番地１
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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: 0538-85-3191 従業員数 135人

年　　齢: 62歳以下 休　　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- 2392221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 0538-85-9876 従業員数 17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- 2335221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-45-1200 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 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- 2430821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 053-989-1271 従業員数 37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: 22022-  899321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-66-8140 従業員数 74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- 2455821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 0538-37-3531 従業員数 200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: 22090- 2343221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 27時間

     TEL: 0538-48-6228 従業員数 64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- 2440521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 053-463-1341 従業員数 4人

年　　齢: 30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- 6217421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 26時間

     TEL: 0538-85-0505 従業員数 24人

年　　齢: 35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- 2352521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 0538-21-3920 従業員数 55人

年　　齢: 18歳～40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: 22090- 2382721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20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: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22020- 5542421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 053-525-8333 従業員数 20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: 22020- 6248821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 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: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22020- 5550421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 053-459-5656 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: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22020- 5552621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

静岡県周智郡森町向天方８８８

44

梱包資材の加工・組
立作業（管理者候
補）

梱包資材の簡単な組立や、スチール資材
の溶接・加工の仕事です。

一から現場で作業を覚えて頂き、溶接機
械に関しても学んで
頂きます。


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

時給

169,344円～172,800円
又は7時00分～16時00

43

食品の加工（日勤） キユーピーグループのサラダ・総菜事業
の１社として
パッケージサラダ製造の仕事です。

（仕事の内容）
・野菜の洗浄、下処理。
・サラダの充填作業。

正社員以外 株式会社　サラダクラブ　遠州工場
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給

183,080円～183,080円

静岡県周智郡森町森１４１８－１
サステン株式会社　森町事業所

45

医療機器の組立、梱
包、検査

医療製品を目視で外観のキズを見たり、
ルーペを使って

長さを測ったり、どんどん箱に詰めてい
くだけです！

組立はプラスチック部品にスポンジを付

有期雇用派遣労働者 株式会社　ホットスタッフ袋井
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

172,000円～231,700円

静岡県磐田市松之木島２０３
　ヤマハ株式会社豊岡工場内

47

電子機器組立・検査
作業

電子部品の組立及び検査のお仕事です。

（主な仕事の内容）
・電子機器（プリント基板・完成品）組
立
・電子部品はんだ付け作業
・電動ドライバーによる組立

正社員以外 アストム　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

170,000円～180,000円

静岡県袋井市友永１２１７番１２
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。

46

（請）楽器製造（磐
田市）

（請負業務）

楽器製造の仕事に携わっていただきま
す。

・部品ロー付け、ハンダ付け、機械オペ
レーター、溶接作業、バフ　研磨作業。

正社員 変形（1年単位） 山隆工業　有限会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時45分

時給 (2)19時45分～4時45分

200,640円～200,640円

静岡県磐田市駒場７０６０

48

プリント配線板の生
産ライン及び検査業
務

プリント基盤の生産ライン業務

（主な仕事内容）

・専用設備を操作しての作業、他検査業
務


正社員以外 交替制あり 三和電子サーキット　株式会社　東海工場
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時15分～17時15分

時給 同業種経験者尚良し

159,600円～159,600円

静岡県袋井市上山梨１ー７－６

50

保守点検（消防設
備、建築設備）（磐
田営業所）

・消防設備点検業務は、設備が正しく作
動して人々の安全を確保
　できるかを点検し、是正を行うなどし
て、お客様や消防機関へ
　報告をします。
　社内で、パソコンを使用して書類・資
料等を作成する業務も

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

月給

178,200円～194,400円

静岡県磐田市海老塚７９３－１

49

自動車部品等の組立
作業

＊二輪、四輪、自動車部品等の組立作業
です。

（主な仕事の内容）
・自動車部品の組付作業（ボルト締め）

・小物部品の取付作業（キャップ、ゴム

正社員 株式会社　大庭塗装工業所　袋井工場
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

180,000円～250,000円

静岡県磐田市西貝塚３６６８－６
【磐田営業所】

51

製品の外観検査員 （仕事内容）

１．箱型、プレートなどの板金製品に表
面処理（塗装、メッキ、印　　刷など）
されたものの外観（キズ、汚れの有無な
ど）をチェッ　　クし、検品する作業を
していただきます。

正社員 変形（1年単位） 有限会社　トキワエンジニアリング
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

180,000円～260,000円

静岡県磐田市中泉２２８０－２

53

品質管理業務（交替
制）（磐田市）

（派遣業務）
医療用ＣＴ装置を使い、アルミ製品の内
部検査を
行って頂きます。
１．パレットからアルミ製品の取出、運
搬（重量平均５ｋｇ）
２．ＣＴ装置を動かすために、パソコン

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

月給 (2)14時00分～23時00

205,000円～254,000円 (3)22時30分～7時30分

静岡県周智郡森町森１７５０

52

製品の検査・選別・
修正・加工スタッフ

【無期雇用だから安心して働ける環境で
す】
・工場内での作業です。
・主に自動車部品（エンジン関連、部
品）の検査業務で日本の
　モノづくりの安心・安全を支えている
お仕事です。

正社員 交替制あり 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)6時00分～15時00分

時給

166,005円～205,530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。

54

シートベルト接続部
の部分選別・検査・
梱包（磐田市）

（請負業務）
・シートベルトの接続部分（バックル）
の選別、検査、梱包をする
　作業
・部品の変形、バリ取り等の検査
・プラスチックの箱へ完成品を入れま
す。

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

時給 (2)15時20分～23時55

205,616円～205,616円

静岡県磐田市東名８０
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。

56

簡単な部品の組付け
業務（交替）（磐田
市）

（派遣業務）
プラスチック部品を加工して、組付けす
る作業です。
プラスチックで出来ているので、重量物
ではありません。
ほとんどの方が業界未経験スタートで
す。

有期雇用派遣労働者 交替制あり 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

時給

188,600円～188,600円

静岡県磐田市上新屋７４８
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。

55

プラスチック部品の
バリ取り・目視検査
（磐田市）

（派遣業務）
プラスチック製品における、プレス成形
作業を行って頂きます。
プレス成形機を使用して、成形作業及び
バリ取り、検査業務のお仕事です。

◎日勤・土日休みのお仕事です♪

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

静岡県磐田市東名８０
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。

時給 (2)17時20分～2時20分

188,600円～188,600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: 0533-78-2519 従業員数 25人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　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: 23140- 1356621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 22時間

     TEL: 0538-34-6245 従業員数 280人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 土日他 フォークリフト運転
技能者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 2328521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 16時間

     TEL: 0538-34-6245 従業員数 280人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 土日他 フォークリフト運転
技能者

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090- 2359721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 16時間

     TEL: 0538-34-6245 従業員数 60人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 土日他 フォークリフト運転
技能者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 2360521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 40時間

     TEL: 053-457-5799 従業員数 1人

年　　齢: 不問 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: 22020- 5638721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 0538-36-0031 従業員数 28人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 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： その他 時間外 なし

求人番号: 22090- 2457521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-44-8005 従業員数 7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- 2330921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-85-3118 従業員数 46人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 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- 2323121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-36-0031 従業員数 28人

年　　齢: 39歳以下 休　　日： 日他 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 なし 中型自動車免許

求人番号: 22090- 2456221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-587-8585 従業員数 5人

年　　齢: 64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： その他 時間外 あり

求人番号: 22022-  900221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 0538-35-0677 従業員数 25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 なし

求人番号: 22090- 2339621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-35-0677 従業員数 25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- 2340021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0537-24-8238 従業員数 4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: 22060- 1685421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20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 あり

求人番号: 22090- 2381021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

日給 未経験の方でも歓迎
致します。
トラック配送の経験

297,000円～297,000円57

７ｔトラック運転手
（浜松営業所／昼～
夜勤務）

【乳製品の配送】
　・パレット積み、パレット下ろし。
　・フォークリフトによる荷物の積み下
ろし。

配送コース
　・袋井～岐阜方面

正社員 変形（1年単位） 中央輸送株式会社
雇用期間の定めなし (1)13時30分～22時30

静岡県袋井市見取１９５９
ＮＴＮ袋井製作所内

59

フォークリフト作業
員

・ＮＴＮ磐田事業所内のでＮＴＮ製品の
入出倉作業
・フォークリフトによる製品運搬（搬
入、搬出作業）
・ダンボール梱包作業他
・倉庫、構内作業（建物内外）
・取扱商品（工業製品で丁寧に扱い、多

正社員 交替制あり 北勢運送　株式会社　磐田支店
雇用期間の定めなし (1)6時00分～15時00分

月給

178,000円～198,400円
又は15時00分～0時00

静岡県磐田市見付１７１５－６
中央輸送株式会社　浜松営業所

58

フォークリフト作業
員

・ＮＴＮ袋井製作所事業所内のでＮＴＮ
製品の入出倉作業
・フォークリフトによる製品運搬（搬
入、搬出作業）
・ダンボール梱包作業他
・倉庫、構内作業（建物内外）
・取扱商品（精密部品なので丁寧に扱う

正社員 交替制あり 北勢運送　株式会社　磐田支店
雇用期間の定めなし (1)6時00分～15時00分

月給

178,000円～198,400円

静岡県磐田市東貝塚１５７８
　ＮＴＮ磐田製作所内

60

（請）フォークリフ
ト作業員（日勤）

・フォークリフトによる製品運搬（搬
入、搬出作業）
・ダンボール梱包作業他
・構内作業（建物内外）
・取扱商品（工業製品で丁寧に扱い、多
少重量物有り）
・客先配送センター内にて、エンドユー

正社員 北勢運送　株式会社　磐田支店
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)14時00分～23時00

178,000円～198,400円

静岡県磐田市岩井２３７０－１
【三笠運輸　株式会社】

62

運転手及び作業員
（バキュームでの清
掃作業）

各家庭・事業者に出向き行なう仕事で
す。

・バキュームカーの運転業務を含む業務
です。

・対象地域は磐田市内になります。

正社員 株式会社　ハシモト
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時45分

時給 フォークリフト（年
数不問）218,400円～218,400円

静岡県磐田市鳥之瀬１５７
　ＮＴＮ（株）磐田センター内

61

フォークリフト作業
（三笠運輸）

（派遣業務）

大型トラックからフォークリフトを使っ
ての荷物の積み卸し作業等

有期雇用派遣労働者 一般社団法人　静岡就労支援センター
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時00分～17時00分

日給

172,800円～324,000円

静岡県磐田市中泉２６４０－２

63

大工 ・住宅メ―カ―木造住宅の大工工事
・木造住宅の新築、リフォーム大工工事
・内装工事
・資格取得に前向きな方は会社で支援し
ます。
　（各種資格取得費用は会社で半額補
助）

正社員 山王建築　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～18時00分

日給

205,200円～273,600円

静岡県周智郡森町森１４５８－１

65

運転手及び作業員
（一般産業廃棄物収
集・運搬）

【産業廃棄物の収集運搬】

ごみ収集車・３ｔトラック等による
　・一般、産業廃棄物の収集運搬・運
転・助手

　・可燃物、不燃物、ビン缶、ペットボ

正社員 株式会社　ハシモト
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時45分

月給 未経験問題なし。経
験者及び土木管理技
士等の建設系資格取

160,000円～350,000円

静岡県袋井市久能２２８９－１

64

建設・建築現場にお
ける土木作業／契約
社員

「自らの手で街をつくりあげる仕事で
す」

（仕事の内容）

・建設・建築現場における土木作業全
般。

正社員以外 正光建設　株式会社
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 倉庫業務

230,000円～240,000円

静岡県磐田市中泉２６４０－２

66

倉庫作業スタッフ
（森町営業所）

仕事内容は、自動車部品の入出庫作業で
す。
作業はフォークリフトを使いますので、
免許が必要です。
重い物を持ったりする作業はありませ
ん。
全て簡単な作業ですので、すぐに覚えら

正社員 変形（1年単位） 浜名梱包輸送　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時10分

日給 (2)8時00分～11時45分

193,800円～228,000円

静岡県磐田市一言５５２

68

配達（小型トラック
１ｔ車）

・四輪の修理部品、用品をモータースさ
んや板金屋さんに配達する　仕事です。
・フォークリフトによる積み降ろしはあ
りません。
（フォークリフトの運転は禁止していま
す）
・配達区域は、袋井、掛川、小笠方面又

正社員 変形（1年単位） 有限会社　黒田商会
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時30分

月給

203,000円～208,000円

静岡県周智郡森町睦実１１２３－２
２　森北戸綿工業団地Ｂ－１
　　浜名梱包輸送（株）森町営業所
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配達（軽四トラック
使用）

四輪の修理部品、用品をモータースさん
や板金屋さんに
配達する仕事です。

・フォークリフトによる積み降ろしはあ
りません。


正社員 変形（1年単位） 有限会社　黒田商会
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時30分

時給

203,000円～211,120円

静岡県磐田市一言５５２

69

【請】部品仕分け作
業：磐田市

・行き先別にオートバイ関係部品（箱：
梱包済のもの）を
　仕分けする作業
　※それほど重たいものではない
・行き先別に空箱を仕分けする作業

　※６ヵ月勤務経過後、正社員登用制度

正社員以外 中部梱包サービス　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

203,000円～209,000円

静岡県袋井市村松２１７４

月給 作業リーダの経験者

200,000円～250,000円

静岡県磐田市岩井２３７０－１
三笠運輸　株式会社

70

工場内業務 健康食品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）
・工場内作業と管理
・パートさんへの作業の伝達
・その他付随する業務

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

5/5


