
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 070-5333-7580 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 火 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： なし 時間外 なし

求人番号: 22090- 2597421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 053-488-8866 従業員数 18人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 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: 22020- 6752321 各種保険： 雇用・労災・財形 月平均 5時間

     TEL: 0538-55-5400 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日 理学療法士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 作業療法士

求人番号: 22090- 2585721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 言語聴覚士

     TEL: 0538-44-4500 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 なし

求人番号: 22090- 2491321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-38-5000 従業員数 850人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 臨床心理士 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- 2604921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0537-23-2111 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 保育士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 小学校教諭免許（専修・１種・２種）

求人番号: 22060- 1927421 各種保険： 雇用・労災 月平均 中学校教諭免許（専修・１種・２種）

     TEL: 053-433-5675 従業員数 5人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 月火他 保育士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

求人番号: 22020- 6362421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 0538-42-4490 従業員数 8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： 毎　週 時間外 なし 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

求人番号: 22090- 2583121 各種保険： 雇用・労災 月平均 看護師

     TEL: 053-463-8000 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 月日他 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: 22020- 6665621 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 053-450-1517 従業員数 18人

年　　齢: 不問 休　　日： 月火水木金他 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- 6561121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-43-2111 従業員数 15人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 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- 2581621 各種保険： 公災 月平均 

     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： その他 時間外 なし

求人番号: 22090- 2500021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-38-5000 従業員数 850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- 2605121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 053-451-6870 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 介護職員初任者研修
修了者

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- 6560921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

≪パートタイム≫
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） 

時給

1,000円～1,300円

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

接客、給仕 カフェの接客、ドリンク作成、レジ、カラオケ機器操作、洗浄業務、事務作業パート労働者 ｉｋｏｃｃａ
雇用期間の定めなし (1)11時00分～17時00

時給 (2)8時30分～17時30分 看護業務経験者（２
～３年）
（介護現場以外での

1,469円～1,579円 (3)9時00分～18時00分
又は8時00分～18時00

静岡県磐田市上万能１５８－４マン
ションＫＭ－２

2

遠鉄ラクラス（デイ
サービス）の看護職
員（ラクラス福田）

デイサービスでの看護業務　（日勤帯の
お仕事です。）
時短勤務ご相談下さい。
〈業務内容〉
・ご利用者の健康管理、内服管理、創傷
処理
・食事、入浴、排せつなどの介助、介護

パート労働者 交替制あり 遠鉄の介護サービス　ラクラス　（遠州鉄道　株式会社　介護事業部）
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

時給

1,300円～1,700円
又は8時00分～17時00

静岡県磐田市福田２２０４－３
【ラクラス福田】

3

理学療法士・作業療
法士・言語聴覚士

・デイサービスにおける機能訓練がメイ
ンになります。機能訓練の　プラン作成
に伴うアセスメントや、バイタルチェッ
ク、他職種間　でのカンファレンスにて
情報共有を行い、利用者様が楽しく通っ
て頂けるよう自立支援を目指していきま
す。

パート労働者 または専修学校卒業 セレーノ福田・デイサービスリハケアーズ福田（有限会社　ＡＤＬ）
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,100円～1,500円
又は8時00分～21時00

静岡県磐田市福田７１２

4

鍼灸　整骨院業務 （主な仕事の内容）
・受付業務
・施術補助
・患者様への対応。
・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

パート労働者 天仁鍼灸整骨院
雇用期間の定めなし

時給

1,030円～1,364円

静岡県袋井市新屋２－３－２５

5

臨床心理士 主な仕事の内容は、

・患者、家族への心理サポート

・心理面接、心理検査

・口腔ケア

パート労働者 磐田市立総合病院
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時15分～16時45分

時給

1,200円～1,200円
又は9時00分～18時00

静岡県磐田市大久保５１２－３

6

放課後等デイサービ
ス　学習サポート・
学習指導員

「Ｑ：放課後等デイサービスって？」
　　★勉強が苦手な子・発達障害のある
子・友達付き合いが
　　　苦手な子が放課後に過ごす施設
「Ｑ：どんなお仕事なの？」
　　★それぞれの特性に合わせた国語や
算数等の学習指導が

パート労働者 交替制あり タップ　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)13時00分～18時00

時給 子育て経験あれば尚
可1,200円～1,440円

静岡県袋井市葵町２－１－８

7

ベビーシッター（葛
城託児所）

ママの就業時間中のお子さまをお預かり
しての保育です。
お子さまは２才～と小学生（現在）年齢
児６名。
２～３人の職員が対応中。
日によってママのシフトに合わせお預か
りします。

パート労働者 有限会社　ママ・アンド・パパス
雇用期間の定めなし (1)7時30分～16時30分

時給 (2)14時00分～18時30

1,000円～1,300円

静岡県周智郡森町睦実２７５９
【葛城託児所】

8

保育士・幼稚園教諭
／ひよこ保育園／夕
方パート

０～２歳児をお預かりする小規模保育園
でのお迎え時間帯の
お仕事です。

保育の先生として、夕方のゆったりとし
た保育活動、体調
管理や排泄のお世話など、あたたかく見

パート労働者 株式会社　愛英
雇用期間の定めなし (1)16時30分～18時30

時給 (2)12時30分～21時30 労務管理や雇用に関
する経験、キャリア
カウンセラー等

920円～920円

静岡県磐田市国府台２５－２
　ひよこ保育園

9

職業内職相談員
（ワークピア磐田）

（請負業務）【指定管理業務】
ワークピア磐田内での職業及び内職相談
業務

（１）職場での人間関係や労働条件等の
悩み、雇用に取り巻く相談など、専門機
関や窓口を紹介しながら就職と雇用に関

パート労働者 東海ビル管理　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 (2)10時00分～19時00

920円～920円

静岡県磐田市見付２９８９番地３
【ワークピア磐田】

10

公共施設スタッフ
【竜洋海洋公園オー
トキャンプ場】※土
日祝

（請負業務）
弊社の指定管理施設となる竜洋海洋公園
オートキャンプ場での施設維持管理のお
仕事です。

来場者の受付、接客（利用方法の案内
等）

パート労働者 交替制あり 遠鉄アシスト　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

時給

1,300円～1,300円

静岡県磐田市駒場６８６６－１０
【竜洋海洋公園オートキャンプ場】

11

一般事務／浅羽支所
市民サービス課

袋井市浅羽支所閉庁日の日直業務のお仕
事です。

〈主な仕事内容〉

・受付事務（各種届出の受付）


パート労働者 袋井市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時30分～17時00分

時給

980円～980円
又は8時00分～18時00

静岡県袋井市浅名１０２８番地
　袋井市浅羽支所　市民サービス課

12

事務及び配送 簡単な事務作業と薬局への薬品の納品が
主な仕事になります。
その他の業務もすべて簡単な軽作業で
す。

（仕事の内容）
・配送業務（社用車は軽自動車ＡＴで

パート労働者 東海薬品　株式会社
雇用期間の定めなし

時給

951円～1,197円

静岡県磐田市見付５９９３－２

13

事務補助員（医局） ＜主な仕事内容＞

・医師のスケジュール管理
・提出書類等の取りまとめ（時間外・年
末調整）
・白衣配布、食事準備等
・医局内の各種管理業務（机、ロッカー

パート労働者 磐田市立総合病院
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時15分～16時45分

時給 事務経験のある方
（年数不問）913円～913円

又は9時00分～16時00

静岡県磐田市大久保５１２－３

14

介護事業所事務員
（ニチイケアセン
ター上岡田）

★急募★
介護事務
介護請求業務
職員の勤怠集計などの人事的な事務
備品・ユニフォーム・帳簿等の管理・発
注
電話対応・来客応対など

パート労働者 株式会社ニチイ学館　浜松支店　ヘルスケア事業
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

静岡県磐田市上岡田２７５の６ネリ
ネ２０１
【ニチイケアセンター上岡田】
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪パートタイム≫
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: 0538-44-7777 従業員数 27人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水土日他 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- 2561521 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0198-45-3643 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 03040- 1485421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-31-3233 従業員数 8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- 2497821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 03-5774-2340 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13070-17277321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 053-488-8866 従業員数 18人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり 介護職員実務者研修修了者

求人番号: 22020- 6741221 各種保険： 労災・財形 月平均 2時間 介護職員初任者研修修了者

     TEL: 053-488-8866 従業員数 60人

年　　齢: 不問 休　　日： 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 介護職員実務者研修修了者

求人番号: 22020- 6743421 各種保険： 雇用・労災・財形 月平均 2時間 介護職員初任者研修修了者

     TEL: 053-488-8866 従業員数 16人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり 介護職員実務者研修修了者

求人番号: 22020- 6748021 各種保険： 雇用・労災・財形 月平均 2時間 介護職員初任者研修修了者

     TEL: 0538-35-4073 従業員数 11人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 准看護師

求人番号: 22090- 2611921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0533-83-6830 従業員数 16人

年　　齢: 不問 休　　日： 日 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: 23140- 1450421 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-45-1777 従業員数 18人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 月火水木金祝他 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

求人番号: 22090- 2540121 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-74-5623 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 火水 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- 2550721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 40時間

     TEL: 0538-35-8822 従業員数 53人

年　　齢: 不問 休　　日： 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- 2525121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-43-4600 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22090- 2489821 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-38-2010 従業員数 16人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090- 2591121 各種保険： 労災 月平均 20時間

時給 パソコン操作（エク
セル）950円～1,200円

又は9時00分～16時00

15

事務員 ◆事務のお仕事になります。

（主な仕事の内容）

・パソコンへの売上情報データ入力
　


パート労働者 ニシオ自販　株式会社
雇用期間の定めなし

時給 (2)13時50分～15時30

1,600円～1,800円 (3)17時50分～19時30

静岡県袋井市川井９８６－２

16

集計業務（浜松） ◎請負先に於いて、

・磐田市、浜松市内にあるパチンコ店に
て来店人数のカウントをし
　ていただく簡単なお仕事です。
・決められた時間に決められた店舗を
回っていただき、カウントを

パート労働者 ＭＯＮＯＣＲＥＡＴＥ合同会社
雇用期間の定めなし (1)9時50分～11時00分

時給 (2)9時45分～19時15分

1,100円～1,100円

静岡県浜松市東区上新屋町１－５
・楽園上新屋店　他

17

ファッション衣料販
売スタッフ

平成２９年１０月に新規オープンした
「バースデイ袋井店」での販売員のお仕
事です。
（主な仕事内容）
・衣料品の陳列、販売、商品整理　
・レジ業務
・清掃

パート労働者 交替制あり バースデイ　袋井店
雇用期間の定めなし (1)9時45分～13時15分

時給 (2)11時00分～20時00 販売の経験がある
方、歓迎します。950円～950円

又は9時30分～21時30

静岡県袋井市川井９８８－２

18

販売職 接客やレジ、商品の補充、ディスプレイなど、おしゃれな生活雑貨の販売に関わる店内のお仕事全般をおまかせします。パート労働者 交替制あり オーサム株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時30分～18時30分

時給

1,117円～1,254円
又は8時30分～17時30

静岡県磐田市高見丘１２００　ららぽーと磐田　１階

19

遠鉄ラクラス福田
（デイサービス）の
介護職員

【安心の研修体制】【週３～ＯＫ】
デイサービスのご利用者の食事、排せ
つ、入浴等の介護業務をはじめ１日を楽
しく過ごせるようなレクリエーション、
もの作りなどを企画、実施していただき
ます。その他、ご利用者の送迎も担当し
ます。

パート労働者 交替制あり 遠鉄の介護サービス　ラクラス　（遠州鉄道　株式会社　介護事業部）
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)8時30分～17時30分

1,117円～1,254円
又は8時00分～17時30

静岡県磐田市福田２２０４－３
【ラクラス福田】

20

遠鉄ラクラス見付
（デイサービス）の
介護職員

【安心の研修体制】【週３～ＯＫ】
デイサービスのご利用者の食事、排せ
つ、入浴等の介護業務をはじめ１日を楽
しく過ごせるようなレクリエーション、
もの作りなどを企画、実施していただき
ます。その他、ご利用者の送迎も担当し
ます。

パート労働者 交替制あり 遠鉄の介護サービス　ラクラス　（遠州鉄道　株式会社　介護事業部）
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

時給

1,117円～1,254円
又は8時30分～17時30

静岡県磐田市見付２３５－１０
【ラクラス見付】

21

遠鉄ラクラス掛塚
（デイサービス）の
介護職員

【安心の研修体制】【週３～ＯＫ】
デイサービスのご利用者の食事、排せ
つ、入浴等の介護業務をはじめ１日を楽
しく過ごせるようなレクリエーション、
もの作りなどを企画、実施していただき
ます。その他、ご利用者の送迎も担当し
ます。

パート労働者 交替制あり 遠鉄の介護サービス　ラクラス　（遠州鉄道　株式会社　介護事業部）
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 認知症の利用者への
コミュニケーション3,380円～3,710円

静岡県磐田市白羽１０６－４
【ラクラス掛塚】

22

老人デイサービスの
看護師

利用者のバイタル測定、入浴時の処置（褥瘡の処置や軟膏塗布など）、昼食時の服薬管理、口腔ケアの計画書等の作成と実施、機能訓練の計画書等の作成と実施。摘便。簡単な移動介助などの仕事です。パート労働者 社会福祉法人　シオン会　シオンの家デイサービスセンター
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～14時00分

日給 (2)13時00分～16時30

957円～957円

静岡県磐田市西貝塚２３５６

23

送迎補助スタッフ
（磐田メイツクリ
ニック）

＜送迎補助＞
　
　・送迎車両が病院に到着したら、利用
者を透析室の入り口まで
　　連れて行って頂きます。

　・運転業務はありません。

パート労働者 株式会社　スターファシリティサービス
雇用期間の定めなし (1)7時00分～10時30分

時給 (2)13時30分～17時30 介護施設での調理経
験等930円～1,200円

又は8時30分～17時30

静岡県磐田市大原７０５番地１
　磐田メイツクリニック

24

調理師／とうか
「介護」

看護小規模多機能型居宅介護施設の利用
者、

職員に対する食事の調理、提供。

主な調理業務は解凍、盛付等の簡素化さ
れた

パート労働者 医療法人社団　英明会
雇用期間の定めなし (1)8時30分～12時30分

時給

950円～1,050円
又は17時00分～21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

25

飲食店ホール係 接客、料理の提供、レジデンス パート労働者 交替制あり 株式会社　ＥＩＫＯ　ＥＣＯ
雇用期間の定めなし (1)10時00分～14時00

時給

913円～913円

静岡県袋井市方丈一丁目４－６

26

花の交配作業 花の交配（花粉確認作業あり）の仕事で
す。　　　　　　
・ピンセットを使ってつぼみに花粉を付
ける細かな作業になります
・ビニールハウス内での作業です。

※雇用の開始日は４月上旬を予定してい

パート労働者 株式会社　増田採種場
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～16時00分

時給

913円～913円

静岡県磐田市匂坂上１３１６又は磐田市東原４３０－２

27

お弁当盛付け 給食弁当の盛付け等のお仕事です。

（主な仕事の内容）
・食材のお弁当盛付け　（１人約１００
食程度）
・回収した空容器等の洗浄等
・お弁当は昼食、夕食用となります。

パート労働者 株式会社　西部給食
雇用期間の定めなし (1)9時00分～15時00分

時給

1,100円～1,250円
又は8時00分～6時00分

静岡県袋井市徳光１５－１

28

荒茶の製造 ・工場内にて荒茶を機械で製造します。
・その間の補助管理業務
（はみ出した生茶を機械に入れる等）
・工場内清掃作業
荒茶工場（機械製造）が稼働しない時は
農作業の仕事もあります。
・茶園管理作業　・農業生産物の収穫

パート労働者 製茶　中安青芳園
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

静岡県磐田市大久保２７７－３
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪パートタイム≫
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: 0538-23-4771 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 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- 2514321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-66-2321 従業員数 10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- 2612121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-89-7116 従業員数 25人

年　　齢: 60歳～64歳 休　　日： 土日 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- 2504521 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     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- 2560221 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-34-5315 従業員数 31人

年　　齢: 60歳以上 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 なし 大型自動車免許

求人番号: 22090- 2600521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-66-6490 従業員数 10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- 2474421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-43-3669 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 火水日 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- 2526021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 053-461-5306 従業員数 18人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 金土日祝他 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: 22020- 6635721 各種保険： 雇用・労災 月平均 

時給

950円～950円29

天然繊維織布工 ・天然繊維の糸紡ぎ
・織機を使い製品づくり

※　未経験大歓迎です。
※　従業員７人中６人が女性と、女性が
活躍している会社です。
※　学校行事等に合わせてお休み可能で

パート労働者 株式会社　そま工房
雇用期間の定めなし (1)9時00分～16時00分

時給

950円～1,200円

静岡県袋井市中新田３４３

30

フェルトペン先の加
工

（主な仕事内容）

・マーカペン先の裁断（機械作業）

　半手動プレス機による製品の生産で、
材料の供給と、


パート労働者 ミスズ産業　有限会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～19時00分

時給

1,100円～1,250円
又は8時00分～17時00

静岡県磐田市南平松１１－１１

31

金属塗装 （主な仕事の内容）

アルミ製品の金属パテ、削りの仕事で
す。


※経験者・女性が活躍されている職場で

パート労働者 日本工機　株式会社
雇用期間の定めなし

時給 ３ｔ車～運転経験優
遇950円～1,000円

又は10時00分～18時00

静岡県周智郡森町一宮３０３８－１

32

店舗間ドライバー 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！


パート労働者 ニシオ自販　株式会社
雇用期間の定めなし

時給 フォークリフト操
作、大型トラック乗
務経験

1,200円～1,500円

静岡県袋井市川井９８６－２

33

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

※工場間輸送です。

パート労働者 株式会社　豊島輸送センター
雇用期間の定めなし (1)4時00分～10時00分

時給

1,000円～1,000円
又は9時00分～16時00

静岡県磐田市前野３０２０－２

34

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。

パート労働者 有限会社　武豊工業
雇用期間の定めなし

時給

950円～950円

静岡県磐田市大中瀬字新田９１８－１

35

（請）清掃作業員／
森町中央体育館

体育館内外の日常清掃業務をしていただ
きます。
（主な仕事内容）
・事務室他各室、通路、階段等掃き掃
除、拭き掃除、
　モップ掛け
・トイレ清掃、手洗い洗浄の補充

パート労働者 松尾美装　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～12時30分

静岡県磐田市五十子４１２
【磐田第一工場】

時給

915円～915円

静岡県周智郡森町森１４７６－１
森町中央体育館

36

工場内作業（磐田第
一工場）

パネルソー、モルダルを使用しての住宅
内壮材の木工加工
及び、それに伴う仕掛品の切断

パート労働者 株式会社　エフ浜松
雇用期間の定めなし (1)9時00分～15時30分
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