
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 0538-38-9241 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 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: 22090- 2531921 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- 2479021 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 0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: 13040-28944821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0538-34-9333 従業員数 30人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 2508921 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 97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: 13040-27651221 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- 2475321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0538-43-7110 従業員数 7人

年　　齢: 不問 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- 2536221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 0538-35-5215 従業員数 11人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝 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: 22090- 2516921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 4時間

     TEL: 080-6956-3891 従業員数 0人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 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- 2554421 各種保険： その他 月平均 2時間

     TEL: 0538-44-4500 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 水日他 柔道整復師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり はり師

求人番号: 22090- 2490421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間 きゅう師

     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- 2524921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3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- 2502821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 048-599-2010 従業員数 4人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 精神保健福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 社会福祉士

求人番号: 11020- 3066721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間 介護福祉士

     TEL: 048-599-2010 従業員数 4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: 11020- 3067821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5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） 

静岡県袋井市川井５６５－１０
　ドエル川井Ｂ２０３

2

自動車向けの照明機
器の設計機械

経験者大歓迎！！
【仕事内容】
３ＤＣＡＤを駆使して、形状検討・構造
検討・レイアウト検討など、ユーザーの
要望に応じた設計業務

【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

200,000円～400,000円
又は8時00分～17時00

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

現場作業員 現場作業員・足場組み立て、解体 正社員 株式会社　坂本工業
雇用期間の定めなし

月給 施工管理３年以上

325,520円～562,250円

静岡県磐田市富丘５１０－３

3

総合職（電気技術マ
ネージャー）／浜松
市・磐田市・藤枝市

◆各建設現場において、電気施工管理業
務を担って頂きます。
◆ブランクがある方も歓迎致します。
◆ご本人の希望や適性を踏まえて担当現
場を決定致します。
【主な業務】
・施工物件の工事管理（工程・品質・安

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 機械設計経験

210,000円～300,000円

静岡県磐田市上岡田５２１－３

5

総合職（建築技術マ
ネージャー）／浜松
市・磐田市・藤枝市

◆各建設現場において、建築施工管理業
務を担って頂きます。
◆ブランクがある方も歓迎致します。
◆ご本人の希望や適性を踏まえて担当現
場を決定致します。
【主な業務】
・施工物件の工事管理（工程・品質・安

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 現場作業

230,000円～350,000円

静岡県内各現場（主に浜松市・磐田市・藤枝市）

4

現場監督 クレーン会社における現場監督をして頂
きます。
・現場監督の仕事
・現場の写真管理
　　　　　　　　　などをお願いしま
す。
・現場は主に静岡県内ですが、県外に出

正社員 有限会社　杉山レッカー
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00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

静岡県内各現場（主に浜松市・磐田市・藤枝市）

6

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 施工管理経験３年以
上325,520円～562,250円

静岡県袋井市堀越２丁目８番地の５

8

看護師（正又は准） 外来患者さんの看護業務です。
・入院施設はありませんので夜勤、時間
外救急患者さんの受け入れはありません
・診察介助
・注射、点滴等の業務
・傷の処置
・持ち場の清掃

正社員 変形（1ヶ月単位） 看護学校卒 医療法人社団　国府台整形外科
雇用期間の定めなし (1)8時15分～18時00分

月給 (2)14時30分～18時30

210,000円～240,000円 (3)9時00分～13時00分

静岡県磐田市富丘５１０－３

7

看護師 耳鼻咽喉科医院でのお仕事です。

（主な仕事内容）
・患者様の看護

・医師の指示により看護業務　等


正社員 医療法人社団ちひろ会
宮嶋耳鼻咽喉科雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時30分

月給

230,000円～400,000円

静岡県磐田市国府台４１－３２

9

歯科衛生士 ＜歯科衛生士＞
・主に歯科衛生士業務をしていただきま
す、
・メンテナンス・予防処置
できるだけ衛生士業務に専念していただ
きますが、その他、診療補助、受付、器
具の滅菌、消毒もしていただく場合もあ

正社員 磐田リム歯科
雇用期間の定めなし (1)9時45分～19時15分

月給 (2)8時45分～18時30分

300,000円～320,000円 (3)8時15分～12時15分

静岡県袋井市新屋２－３－２５

11

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 柔道整復師・鍼灸師
の施術経験者は優遇180,000円～250,000円

又は8時00分～21時00

静岡県磐田市高見丘１２００　「ららぽーと磐田」内

10

鍼灸　整骨院業務 （主な仕事の内容）
・整骨院での施術または施術補助を中心
とした
　患者様の対応。
・自費治療による業務（鍼、灸など）
・カルテ整理、在庫管理、パソコン入力
・その他雑務

正社員 交替制あり 天仁鍼灸整骨院
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～17時30分 ピアノ伴奏

173,000円～225,000円 (3)9時30分～18時30分

静岡県磐田市寺谷３６６－１

12

保育士・幼稚園教諭
／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 (2)8時45分～17時30分

213,000円～213,000円

静岡県磐田市国府台７２－１　ファ
ミールミヤカワ３０７

「訪問看護ステーションあやめ磐

14

訪問看護／相談員／
正社員／磐田（資格
不要）

精神特化型訪問看護

・訪問看護ステーションにおける訪問看
護、リハビリテーション
　業務全般です。
・ご利用者様の自宅において、バイタル
管理、健康チェック、

正社員 株式会社　ファーストナース　訪問看護事業部
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 介護・障害業務経験
あり225,000円～225,000円

静岡県磐田市国府台２５－２

13

訪問看護／相談員／
正社員／磐田（要資
格）

精神特化型訪問看護

・訪問看護ステーションにおける相談支
援・行政手続・送迎
　援助等をしていただきます。
・業務については、マネージャーがしっ
かりと指示、

正社員 株式会社　ファーストナース　訪問看護事業部
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

静岡県磐田市国府台７２－１　ファ
ミールミヤカワ３０７

「訪問看護ステーションあやめ磐

月給

215,000円～215,000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: 0538-42-1208 従業員数 38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: 22090- 2576721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-55-0711 従業員数 163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： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 2535821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 5時間

     TEL: 0538-35-8768 従業員数 25人

年　　齢: 44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- 2499521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-34-9333 従業員数 30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- 2506321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-45-2300 従業員数 4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- 2530621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-86-6463 従業員数 5人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 木日祝他 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- 2590921 各種保険： 雇用・労災・健康 月平均 20時間

     TEL: 0538-36-3541 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22090- 2493921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-42-7248 従業員数 150人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22090- 2496721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 

     TEL: 0538-66-6226 従業員数 87人

年　　齢: 35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- 2598321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 5時間

     TEL: 0538-55-0711 従業員数 163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： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 2616221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 16時間

     TEL: 053-482-8243 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: 22020- 6530221 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: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 2545521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-35-8768 従業員数 25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 なし

求人番号: 22090- 2498221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-33-0248 従業員数 49人

年　　齢: 18歳～40歳 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- 2587221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

月給 (2)7時30分～16時30分 経理経験者・建設業
の事務経験者優遇200,000円～250,000円15

事務員 （主な仕事の内容）

・会計事務及び一般事務
・接客対応、電話対応
・請求書等の書類作成
・伝票等の書類の整理等


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

静岡県磐田市宇兵衛新田３７

17

事務 ・一般事務
　電話対応、来客応対　など
・簡単な経理
　請求書発行、メーカー等への支払い、
入出金の管理　など
・在庫管理
・配送業務（社用車は軽自動車ＡＴで

正社員 交替制あり 東海薬品　株式会社
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

静岡県袋井市村松２１２８－１

16

総務経理事務員 事務全般に従事して頂きます。
（主な仕事の内容）
・勤怠管理・有給管理・作業服管理
・電話対応・来客対応
・伝票の仕訳・出金処理
・専用ソフトでの入力作業　他


正社員 変形（1年単位） 古山精機　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時10分～17時10分

月給 (2)9時30分～18時30分 一般事務実務経験

180,000円～250,000円

静岡県磐田市見付５９９３－２

18

一般事務 クレーン会社における事務のお仕事で
す。
・電話対応、来客応対
・売上伝票発行
・パソコンでのデータ処理（Ｅｘｃｅ
ｌ、Ｗｏｒｄ）
・受注、発注、在庫管理業務

正社員 有限会社　杉山レッカー
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)7時30分～16時30分

192,000円～198,000円

静岡県袋井市豊沢１２８９－１

20

歯科医院受付 歯科医院の受付、電話対応、カルテの整
理などの業務です。

経験者は基本給で優遇しますが、未経験
でもできる様に

教えますので問題ありません。

正社員 鹿の森デンタルクリニック
雇用期間の定めなし (1)9時30分～19時30分

月給 (2)8時30分～12時30分 調剤薬局での事務実
務経験
＊未経験者の方も丁

170,000円～240,000円

静岡県磐田市上岡田５２１－３

19

薬局事務（調剤薬
局）

（主な仕事の内容）
・薬剤師の補助
・来局者、電話の応対
・調剤薬局での受付
・保険請求業務
・医薬品等の販売
・一般事務

正社員 株式会社　ファルマチア
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時00分

月給 (2)8時30分～12時30分

155,000円～160,000円

静岡県磐田市明ケ島９４３－５

21

受付・医療事務 産婦人科医院での受付および、レセプト
の請求事務　など
・電話対応
・入力業務（パソコンへの入力）

　＊初心者の方でも応募可能です。
　＊経験のない方には、丁寧に指導しま

正社員 医療法人社団　ティ・エス・ティ会　藤井マタニティクリニック
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時00分

月給 (2)9時30分～18時30分 医療機関受付また
は、歯科助手の経験170,000円～210,000円

静岡県袋井市土橋６－１

23

生産・出荷管理 プラスチック製品製造会社管理部での仕
事です。
出荷準備、出荷管理、在庫確認等の出荷
に関する仕事や
生産に関わる業務（生産計画の作成等）
です。


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

時給

158,840円～158,840円

静岡県磐田市西貝塚２２５１

22

事務 ・データ入力
・帳票印刷
・電話応対など

※お仕事の詳細は、面接時にご説明しま
す。

正社員以外 平和みらい　株式会社　浜松支店
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～250,000円

静岡県磐田市竜洋中島１５８５

24

生産管理（出荷梱包
業務）

生産管理の出荷梱包業務です

・リフトで運んできた製品や運ばれてき
た製品を荷揃えし、
　品番を確認して伝票の付け替えをおこ
ない梱包する作業です。
・一貫生産体制により、材料から完成ま

正社員 変形（1年単位） 古山精機　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時10分～17時10分

月給

173,000円～250,800円

静岡県磐田市西貝塚３２８１－３
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。

26

営業販売／契約社員 ・通販企画
・通販・小売業務

※未経験者の方には丁寧に指導いたしま
す。

正社員以外 ひしだい製茶　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30分

時給 ＰＣに関する知識・
実務経験
図面に携わる実務経

218,400円～302,400円

静岡県磐田市宇兵衛新田３７

25

社内製品データの内
容確認に関するサ
ポート事務（磐田
市）

（派遣業務）
自社製品に使用されているパーツや各種
部品の
物質確認のサポート業務を行って頂きま
す。
自社システムを使用しての業務になる
為、未経験の方でも、

有期雇用派遣労働者 フレックス ユービーサポート　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時45分～17時30分

年俸制 医薬品営業経験７年
以上の方400,000円～500,000円

静岡県袋井市村松１５５３

27

営業スタッフ 病院、医院、薬局等を訪問し、医薬品購
入責任者へ営業
および情報提供をする仕事です。

（主な仕事の内容）
・医薬品や情報はジェネリック医薬品を
専門に提供します。

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

月給 通信販売業務の経験

220,000円～220,000円

静岡県磐田市大原７０５－１

時給 (2)8時00分～15時15分

165,150円～225,210円
又は15時30分～22時45

静岡県磐田市見付５９９３－２

28

看護助手 透析医療を中心としたクリニックです。
未経験の方も歓迎。教育システム完備で
マンツーマンで丁寧に教育します。
職員の定着率も高く、子育て中の方が活
躍している職場です。
残業なし、学校行事も休むことが可能で
す。

正社員 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団　三遠メディメイツ　磐田メイツクリニック
雇用期間の定めなし (1)7時30分～14時45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: 090-3563-7700 従業員数 5人

年　　齢: 44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- 2492621 各種保険： 雇用・労災・健康 月平均 

     TEL: 080-6956-3891 従業員数 0人

年　　齢: 59歳以下 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- 2553521 各種保険： その他 月平均 2時間

     TEL: 0538-48-5312 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 火他 理容師 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- 2565921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-36-6909 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 月他 美容師 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- 2486121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-45-1777 従業員数 18人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 その他の食品技術関
係資格

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 調理師

求人番号: 22090- 2541021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-6833-5064 従業員数 4人

年　　齢: 18歳以上 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: 13040-29357521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-6833-5064 従業員数 36人

年　　齢: 18歳以上 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: 13040-29501421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-6833-5064 従業員数 17人

年　　齢: 18歳以上 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: 13040-29624421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0538-33-5070 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 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- 2552221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-463-2411 従業員数 157人

年　　齢: 18歳～35歳 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22020- 6504721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 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- 2601421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0538-35-5568 従業員数 5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- 2527721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-66-5503 従業員数 11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: 3人 週休二日： その他 時間外 あり 玉掛技能者

求人番号: 22090- 2582921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 0538-66-2808 従業員数 89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： その他 時間外 あり クレーン・デリック運転士（クレーン限定）

求人番号: 22090- 2485921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間 玉掛技能者

29

看護助手・医療事務 クリニックにおいて、下記のように一般
的な看護助手・
医療事務を担当していただきます。
（主な仕事の内容）
・患者の受付対応、電話対応
・診療後の会計業務
・電子カルテ作成、管理

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

230,000円～400,000円

静岡県磐田市富丘６０２－１

30

歯科助手 ＜歯科助手＞
受付・会計・電話対応
患者さまのご案内・診療補助

正社員 磐田リム歯科
雇用期間の定めなし (1)9時45分～19時15分

月給 (2)8時30分～12時30分

170,000円～210,000円

静岡県袋井市月見町１５－１１

32

美容室の接客業務／
袋井市（ルバーブ）

・店内に来院されたお客様への受付、案
内、誘導業務

・店内で技術テストをしたあと、出来る
仕事からお客様に
　接していただきます。


正社員 美容学校卒以上 美容室　ＭＩＮＴ
雇用期間の定めなし (1)9時15分～18時30分

月給

200,000円～350,000円

静岡県磐田市高見丘１２００　「ららぽーと磐田」内

31

理容師・理容師補助
者

理容師さん急募！
復帰・見習いの方も大歓迎。

幼児からご老人、老若男女の理容のお客
様に対して
整髪・剃毛をします。
店内研修もあります。

正社員 変形（1ヶ月単位） ファミリーサロン恵　竹内　健
雇用期間の定めなし (1)9時00分～19時00分

月給 介護施設等の厨房勤
務、調理160,000円～190,000円

静岡県袋井市長溝２２１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　美容室　ルバーブ

33

調理師／とうか
「介護」

＜主な仕事内容＞

介護施設での調理業務を担当していただ
きます。

・定員各２９名、通い１８名、泊り８名
の

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 基礎的なヘアスタイ
ルの仕上げ
基礎的なカラー技術

180,000円～190,000円

静岡県磐田市岩井２３３９

35

接客・調理／磐田二
之宮店

深夜契約社員として、２２時～９時の時
間帯で、
（１）接客（２）調理（３）清掃（４）
金銭管理（５）棚卸
（６）店舗スタッフの教育（７）アルバ
イトの面接
などを行って頂くお仕事です。

正社員以外 株式会社　すき家
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給

190,000円～210,000円
又は22時00分～9時00

静岡県袋井市久能２５１６－２
　小規模多機能型居宅介護とうか

34

接客・調理／磐田店 深夜契約社員として、２２時～９時の時
間帯で、
（１）接客（２）調理（３）清掃（４）
金銭管理（５）棚卸
（６）店舗スタッフの教育（７）アルバ
イトの面接
などを行って頂くお仕事です。

正社員以外 株式会社　すき家
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給

190,000円～210,000円
又は22時00分～9時00

静岡県磐田市二之宮３３２－１

36

接客・調理／１国磐
田一言店

深夜契約社員として、２２時～９時の時
間帯で、
（１）接客（２）調理（３）清掃（４）
金銭管理（５）棚卸
（６）店舗スタッフの教育（７）アルバ
イトの面接
などを行って頂くお仕事です。

正社員以外 株式会社　すき家
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給

190,000円～210,000円
又は22時00分～9時00

静岡県磐田市中野５９６－１

38

生産スタッフ・印刷
オペレーター（竜洋
工場）

最先端の多色刷り印刷機を使って印刷加工をします。作業条件をメモリーする機能も搭載されており、機械操作は簡単。未経験者の方も大歓迎です。正社員 交替制あり 須田産業　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

日給 外構、造園、庭木の
剪定のいずれかに携
わった方

188,800円～306,800円

静岡県磐田市一言２６２６－１

37

造園スタッフ 公共施設、各事業所、個人宅の造園のお
仕事を担当して
いただきます。
地域は磐田・袋井市を中心に東は掛川
市、西は浜松市の
範囲内です。
（仕事の内容）

正社員 株式会社　榑松
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 生産設備の組立もし
くは検査業務経験者210,000円～260,000円

静岡県磐田市高木１７４５－１

39

生産設備の組立調整
業務

【仕事内容】

・装置の組付、調整、出荷検査、客先設
置作業

・装置の不具合調査及び修理対応


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)17時00分～2時00分

195,000円～220,000円

静岡県磐田市笹原島７４－１
　当社工場

41

溶接 ・多品種、小ロットの製品（工作機械、
木工機械等の部品）を
　組立、溶接（アルゴン、アーク他）、
仕上げをしていただく
　お仕事です。

・板厚が厚い重量製缶部門と、板厚が薄

正社員 有限会社　松和製作所
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

日給

200,940円～200,940円

静岡県磐田市富丘５１０－３

40

鋳物造型の作業員 鋳物造型に関わる作業全般をしていただ
きます
（主な仕事内容）
・バリ取り作業が中心になります。

・鋳造する為、砂（フラン）で固める為
の木型へ埋め込みを

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

月給

180,000円～280,000円

静岡県磐田市東平松４３２

42

機械オペレーター ・ＮＣタレットパンチ、プレスブレー
キ、レーザー加工機
　など各種機械をコンピュータ操作によ
り使用して、鋼材
　を加工し、製品化していきます。

・梱包・バリ取り・検品などの工場内作

正社員 株式会社　竜洋
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 溶接経験者

230,000円～250,000円

静岡県磐田市南平松１０－１
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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: 053-461-5306 従業員数 18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 あり

求人番号: 22020- 6633121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-42-4105 従業員数 47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- 2575021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     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- 2542721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-23-2221 従業員数 74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： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 2510821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-23-2421 従業員数 27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- 2615821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 0537-61-1313 従業員数 18人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22060- 1925221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 40時間

     TEL: 059-395-6286 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 24090- 2205321 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 3人

年　　齢: 18歳以上 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-  998021 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- 2478121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0538-42-5235 従業員数 36人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日 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- 2574121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 0539-62-5488 従業員数 18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- 2603621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 053-437-4691 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 大型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 中型自動車免許

求人番号: 22020- 6511021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 大型自動車第二種免許

     TEL: 0538-43-2737 従業員数 10人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 日祝他 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- 2555321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0538-44-7777 従業員数 27人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水他 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- 2559021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県磐田市五十子４１２
【磐田第一工場】

44

お茶の仕上加工・ほ
うじ茶加工

お茶の仕上げ加工、並びにほうじ茶加工
の作業です。

（主な仕事の内容）
・ラインに荒茶（２０～３０ｋｇ）を投
入する作業
・抽出されたお茶の色・味などの検品作

正社員 株式会社　竹原園製茶場
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

156,500円～215,000円43

工場内作業（磐田第
一工場）

中小工作機械（パネルソー・モルダー）
による（システムキッチン扉及びクロー
ゼット扉等）の木加工及び金属加工及
び、それに伴う仕掛品の切断
梱包、検品、出荷作業
上記に付随する管理
木工用ＮＣ機械のＮＣオペレーター

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

月給

170,000円～195,000円
又は6時30分～20時30

静岡県袋井市高尾２１７

45

茶製品製造（未経験
者可）

茶製品製造の仕事をしていただきます。

（主な仕事の内容）

・緑茶、焙じ茶の加工、袋詰め、出荷業
務。


正社員 交替制あり ひしだい製茶　株式会社
雇用期間の定めなし

月給

190,000円～230,000円

静岡県袋井市浅岡３５０

47

エンジン部品　検
査・組立

＜検査＞機械加工されたアルミ製エンジ
ン部品の
　　　　外観目視検査（キズや細かい空
洞の有無）、
　　　　漏れ検査機による気密検査

＜組立＞機械加工されたアルミ製エンジ

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

日給 (2)17時00分～1時45分

161,975円～224,884円

静岡県袋井市村松１５５３

46

印刷機オペレーター ＊ダンボール板に印刷をする作業に従事
していただきます。

（主な仕事の内容）
　・印刷に必要なゴム板を用意する
　・印刷するインクの入替え
　・製品になったケースを積上げる

正社員以外 ダイナパック　株式会社　静岡事業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時15分～17時00分

時給

183,040円～183,040円

静岡県袋井市山崎５９１４－１３
　山崎工場

48

船外機の組立 ・水上バイクのエンジン電子部品の組み
付け
・燃料用ホース取り付け
※エアツールや電動ドライバーを使用し
ての組み付け作業に
　なります。

有期雇用派遣労働者 株式会社　ジャスティ
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

173,000円～195,000円

静岡県磐田市中泉３丁目６－５　い
わた大吉ビル３Ｆ
【ＨＡＬＬテクニカル　磐田営業
所】

50

工場現場作業員 ＊エンジン部品や金型などの疲労強度
アップを目的とした専用の装　置
（ショットマシン）のオペレーター

＊装置（ショットマシン）使って金属表
面処理を行います

有期雇用派遣労働者 交替制あり 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)8時30分～17時30分

時給 製品の検査業務

203,000円～203,000円

静岡県袋井市諸井１０３９－２
＊派遣先の事業所名は、ハローワー
ク窓口で確認ください。

49

製品検査（磐田） 自動車部品を主に簡単な検査を行って頂
きます
樹脂製品・ゴム製品の目視によるキズ・
変形等を検査します

流通途中に検査する場合があり、各保管
場所で検査作業を行う為

正社員以外 株式会社　ＨＡＬＬテクニカル
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 電子回路設計、評
価、デバックなどの
経験

210,000円～260,000円

静岡県磐田市下岡田１１０－１　　オキソ（株）

51

無線関係の試験評
価、解析業務

【仕事内容】
・無線関係の接続性評価と不具合解析業
務

【歓迎】
・オーディオ、無線の知識があると尚可


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 (2)19時00分～4時00分

216,000円～216,000円

静岡県袋井市国本８４１

53

工場事務 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＞
・パソコンを使用しての伝票の入出力
・出された生産計画に必要な資材の受

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 建築ＣＡＤの経験

190,000円～310,000円

静岡県磐田市富丘５１０－３

52

建築ＣＡＤオペレー
タ

建築ＣＡＤオペレータのお仕事になりま
す。

（主な仕事の内容）
・材料の伝票の仕分けや発注
・加工図の修正
・加工図の作成

正社員 変形（1年単位） 日進工業　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時25分～17時30分

時給 運転業務経験あれば
尚可190,320円～234,240円

又は6時00分～17時00

静岡県磐田市掛下８９９－１

54

スクールバス運転手
（袋井事業所）

・スクールバスの運転手業務
　　児童の送迎用スクールバス運転業務
です。
　　＜登校、下校時の運行を担当して頂
きます。＞
　　コースは全５コース
　　年間２２０日程度の勤務です。

正社員以外 ニュー浜名湖バス　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給 工場事務の経験者で
経理関係の経験があ
れば優遇致します。

190,500円～230,500円

静岡県袋井市国本２３８９－１

56

店舗間ドライバー／
準社員

積載車での自社店舗間の車の移動やお客
様への
レンタカーのお届けの仕事になります。

若手～ミドル・シニアまで幅広い世代の
スタッフが活躍中！


正社員以外 ニシオ自販　株式会社
雇用期間の定めなし (1)10時00分～18時00

月給 (2)12時00分～16時00

231,933円～283,474円

静岡県袋井市豊沢１０５６－１
【袋井事業所】

55

ドライバー（４ｔ） ＊食品配送（４ｔ）加工食品の県内ルー
ト配送
・４時～７時：掛川市内で積み込んで１
日大東町で降ろす。
・１２時～１６時掛川市内で積み込んで
袋井市内で降ろす。
・基本は１６時上がりですが、日によっ

正社員 有限会社　秋定自動車整備
雇用期間の定めなし (1)4時00分～7時00分

静岡県袋井市川井９８６－２

時給 ３ｔ車～運転経験優
遇148,640円～161,200円

又は10時00分～18時00
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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: 0538-34-5315 従業員数 31人

年　　齢: 64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: 2人 週休二日： その他 時間外 あり 大型自動車免許

求人番号: 22090- 2599621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 40時間

     TEL: 0538-34-9333 従業員数 12人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 移動式クレーン運転
士

就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり 大型特殊自動車免許

求人番号: 22090- 2505421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-6854-1411 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 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 ８トン限定中型自動車免許

求人番号: 13010-28074021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0537-62-4181 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日 フォークリフト運転
技能者

就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22060- 1906721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-85-2171 従業員数 14人

年　　齢: 40歳以下 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- 2488721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-34-9333 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 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

求人番号: 22090- 2507621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0538-48-8779 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 あり

求人番号: 22090- 2544221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-59-1122 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: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 2592021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 30時間

     TEL: 0538-37-6111 従業員数 86人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 土日他 フォークリフト運転
技能者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 2584021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 06-6344-4631 従業員数 3人

年　　齢: 59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: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 玉掛技能者

求人番号: 27020-17890921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間 床上操作式クレーン運転技能者

     TEL: 0538-32-7215 従業員数 32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： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 2494121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 0547-35-5109 従業員数 0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: 22080-  951321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-66-6490 従業員数 10人

年　　齢: 64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- 2473521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 053-463-2411 従業員数 156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： その他 時間外 あり

求人番号: 22020- 6503021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

月給 (2)18時00分～3時00分 フォークリフト操
作、大型トラック乗
務経験あれば尚可

180,000円～235,000円 (3)4時00分～13時00分57

大型ドライバー 大型トラックにて輸送して頂きます。

＊一般貨物（運行スケジュールによる）
＜輸送区間＞関東、東海エリアを中心と
した一般貨物輸送

※工場間輸送、日帰り運行です。

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　豊島輸送センター
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

静岡県磐田市浜部１３２（株）杉山
レッカー（作業場）
現場は主に静岡県内（県外に出張す
ることもある）

59

陸送ドライバー（袋
井営業所）

レンタカー（ダンプ・トラック等）の陸
送や、建設現場などで使用するレンタル
機械の配送業務が主な仕事です。
また、レンタル商品の整備補助及び洗
車、整理整頓等、営業所施設の清掃もし
ていただきます。
未経験の方も歓迎しています。

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　アクティオ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時30分

月給 実務経験ある方優遇

230,000円～430,000円

静岡県磐田市前野３０２０－２

58

クレーンオペレー
ター

移動式クレーン作業全般になります。
・クレーンオペレーター
　　主にラフタークレーン１２ｔから６
０ｔ
　　　　オルター１２０ｔから２２０ｔ
・クレーンの簡単な保守点検
　　オイル交換、ｅｔｃ

正社員 有限会社　杉山レッカー
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給

216,320円～216,320円

静岡県袋井市山科２５０８－１
当社　袋井営業所

60

【請】フォークリフ
トオペレーター

・クランプリフトを使いトラックから材
料の荷おろし、倉庫内
　に保管する仕事です。


＊リフト経験があれば大丈夫です。

正社員以外 株式会社　グロップエスシー　掛川事業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)6時30分～15時30分

時給

168,000円～218,400円

静岡県周智郡森町睦実２５９６

62

機設工 ＊重量物の移設、据付け（主に工場内で
の作業になります）
　・工作機械等の重量物の移動と据付け
作業です。
　・クレーンで降ろした重量物を、機械
を使用して移動して据付け　　る作業で
す。

正社員 変形（1年単位） 有限会社　杉山レッカー
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

204,500円～376,000円

静岡県袋井市国本５８８－２
国本倉庫

61

給排水・空調設備メ
ンテナンス

・建物の水道配管、空調設備、衛生設備
のメンテナンス・
　修理工の業務をしていただきます。

・現場は大半が浜松から掛川辺りの地域
となります。


正社員 株式会社　三永
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

日給

166,400円～312,000円

静岡県磐田市西貝塚１５８３－４　
　西貝塚作業場

63

エクステリア・外構
工事

・エクステリア全般工事
　ガレージ・ウッドデッキ・テラス・サ
ンルーム・バルコニー・
　フェンス・カーポート・物置など

※エクステリア全般の組立工事をおこ
なっています。

正社員 アズマ住設　有限会社　袋井営業所
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時30分

日給

276,000円～322,000円

静岡県磐田市南田１２３－１

65

工場内フォークリフ
ト作業員（２交替
制）

段ボールケース、シートの製造販売会社
でのお仕事です。

＜主な仕事内容＞
・フォークリフトによる製品の移動、倉
入れ作業など。
・運ぶ物は段ボール製品になります。

正社員以外 変形（1年単位） 王子コンテナー　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10分～17時00分

月給 工場経験者
クレーン、玉掛け、
フォークリフト技能

220,000円～300,000円

静岡県袋井市下山梨１５９０－１４

64

自動車部品の生産業
務

輸送機器の生産に関わる業務全般をして
いただきます。
（主な仕事内容）
・リフト・クレーンによる材料の荷降ろ
し、設備への運搬
・機械から流れてくる製品を目視で検査
・キズ等の不備がなければ箱に詰め、出

正社員 株式会社　渡辺金属工業所
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 入出庫作業・荷造り
作業
配送予定組み

225,000円～280,000円

静岡県磐田市豊田８００

66

倉庫作業者（浜松営
業所）

（現場作業）
・鋼管及び鉄鋼製品の入出庫業務
　出荷前荷造り・製品仕分け作業等含む
　フォークリフト・天井クレーン操作あ
り

（事務作業）

正社員 吉光鋼管　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50分 フォークリフト業務
経験者優遇190,000円～250,000円

静岡県磐田市一言１６５５

68

（派）エンジンの梱
包作業

＊船外機のエンジンを梱包する作業。

・二階から完成されたエンジンが降りて
くる。
　
　このエンジンを「フォイスト」で吊り
下げ、２，３名で梱包作業　を行いま

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)8時00分～17時00分

月給

153,000円～180,000円

静岡県磐田市南平松２－５
浜松営業所

67

倉庫内作業 倉庫内作業全般の仕事をしていただきま
す。
（主な仕事）
・資材管理（倉庫管理）
・ピッキング作業から出荷場へ移送
・フォークリフト（カウンター）作業
・その他付随する業務

正社員 建ゴム工業　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時50分

月給

175,000円～205,000円

静岡県磐田市天龍８００　　コーチ（株）

69

出荷管理作業員 ・パソコンにて入出庫データの入力
・出荷指示書を見ながら、出荷品・納品
日・伝票を確認し、製品の出荷準備をす
る。
・製品は、車や家電のプラスチック部品
です。

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

時給

212,992円～212,992円

静岡県磐田市高木１７４５－１
【竜洋工場】

月給

175,000円～190,000円

静岡県磐田市大中瀬字新田９１８－１

70

梱包作業員（竜洋工
場）

１．梱包作業・・・送り先、重量（数ｋ
ｇ～３０ｋｇ）に合わせ梱包形態を選び
梱包します。

２．類似した製品が多いので「バーコー
ド検品」して社名、品名の確認をしま
す。

正社員 須田産業　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分
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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: 0538-38-3176 従業員数 10人

年　　齢: 不問 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: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22090- 2595221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-66-9285 従業員数 15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 なし

求人番号: 22090- 2562421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-42-3151 従業員数 410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- 2483321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

71

産業廃棄物の選別 ・産業廃棄物の処理作業
・混合物の中から、木片、紙類、金属類
等を拾いながら、仕　分け　ていく作業
です。
・フォークリフト技能者の方は、混合物
等を移動させる作業　もあ　ります。


正社員 有限会社　池上産棄クリーン
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

185,000円～290,000円

静岡県磐田市高見丘５１５

72

作業スタッフ ・自動車解体に関わる仕事。

・自動車の整備や鈑金などの自動車に関
連した職務経験のある方は　優遇しま
す。

・解体する車輌は、現行車から２０年以

正社員 株式会社　オートリサイクル静岡
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

日給 ・フォークリフトの
経験
・ユンボ経験

190,080円～230,000円

静岡県袋井市高尾１９８０

月給

181,700円～181,700円

静岡県磐田市駒場７０７０

73

緑地の維持管理／嘱
託社員

当社の工場内における緑地の維持、管理
を担当して頂きます。

＜主な仕事内容＞
・工場敷地内の草取り、草刈や木の手入
れもお願いします。
（芝刈り、植木の間引き及び剪定、水や

正社員以外 ニチアス　株式会社　袋井工場
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時00分～17時00分
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