
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 0538-32-5205 従業員数 4人

年　　齢: 64歳以下 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: 22090- 2737021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-36-8191 従業員数 350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- 2743921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-42-5075 従業員数 55人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日 中型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 5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- 2748221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 60時間

     TEL: 0538-38-6330 従業員数 19人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 運行管理者（貨物） 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 危険物取扱者（乙種）

求人番号: 22090- 2773221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-23-4727 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 その他の土木・舗
装・線路工事関係資

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり １級土木施工管理技士

求人番号: 22090- 2728121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 ２級土木施工管理技士

     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- 2719921 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- 2702121 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- 2720721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0538-41-3000 従業員数 7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- 2714221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0538-85-0856 従業員数 60人

年　　齢: 18歳～59歳 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: 22090- 2768321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 40時間

     TEL: 0538-43-6199 従業員数 2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： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22090- 2703021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0537-35-3443 従業員数 37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: 22060- 2014121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-59-3690 従業員数 94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- 2736121 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- 2705821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30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） 

月給 (2)9時00分～12時00分 事務経験

163,900円～234,875円

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

一般事務（経理事
務）

【お仕事内容】
・ＰＣ使用による納品書、売上帳、仕入
帳等の入力
・得意先、仕入先とのメールの送受信
・電話対応
・その他付随業務


正社員 有限会社　鈴木熔接工業所
雇用期間の定めなし (1)9時00分～16時30分

時給 マネージャー経験者

272,000円～324,800円

静岡県磐田市一言３１５０－１

2

（派）企業内施設の
管理・運営業務

＜主な仕事内容＞

■医療施設での管理運営と、それに関わ
る事務作業をお願いします。
・各種資料やデータの作成・経費管理、
備品購入／管理
・予算計画策定、固定資産や施設の保守

有期雇用派遣労働者 ヤマハ発動機ビズパートナー株式会社　人材採用部
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

199,400円～230,000円
又は5時00分～21時00

静岡県磐田市新貝

3

大型車両乗務員 大型トラックで、自動車部品を輸送する
お仕事です。
輸送エリアは静岡県西部内のみで、毎日
同じ時間に決められた場所に輸送しま
す。
毎日の出退勤時間がほぼ同じなので、生
活環境は優れています。

正社員 交替制あり 中遠運輸　株式会社
雇用期間の定めなし

月給 運行管理の経験

270,000円～360,000円

静岡県磐田市大久保４７３－１　　磐田事業所

4

管理責任者候補 （主な仕事の内容）

・営業所全般の管理

・営業所経営のための数値管理

・得意先への営業

正社員 東京高速陸運　株式会社　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 土木施工管理経験者

310,000円～500,000円

静岡県磐田市見付１７２０－１７０

5

土木施工管理（現場
監督）

＊一般土木工事に伴うの施工管理業務

☆公共土木工事や民間工事での現場監督
をしていただきます。
・作業員への作業手順指示、労務安全、
工事の施工管理
・管理資料の作成、写真撮影、工事見

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

月給 製造業向けのシステ
ム開発の経験210,000円～300,000円

静岡県袋井市岡崎２４９９－３

6

業務系システム開発
業務

システム開発経験者、大歓迎です！！

【主な仕事内容】
物流関連システムの開発、保守・メンテ
ナンス業務

【開発環境】

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 Ｃ＃、Ｖｉｓｕａｌ
Ｓｔｕｄｉｏの経験
※大学、職業訓練校

206,000円～255,000円

静岡県磐田市富丘５１０－３

7

車載向けのソフト
ウェア開発職

急募！

【仕事内容】
・ＥＶ向け疑似音作成ツールの開発及び
メンテナンス業務



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 ・ソフトウェア設計
の実務経験
※構想から設計実務

210,000円～320,000円

静岡県磐田市富丘５１０－３

8

半導体検査装置のソ
フトウェア開発

Ｕターン・Ｉターン希望者大歓迎！！
【仕事内容】
・ｗｉｎｄｏｗｓアプリ設計製作
・メインフレーム、ダイアログボックス
などのＧＵＩ設計、
　各種信号解析、画像処理
・外部機器制御、モータ制御、Ｉ／Ｏ制

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15分～12時15分 看護師業務

260,000円～285,000円

静岡県磐田市富丘５１０－３

9

看護師 【主な仕事の内容】
　・診療補助
　・採血、検査
　・点滴等の処置　等になります。
※お子さんの学校行事や病院は優先しま
す。
　子育て中の方にも働きやすい職場で

正社員 上杉内科クリニック
雇用期間の定めなし (1)8時15分～18時45分

月給 派遣業の担当　営業
経験。外国人であれ
ば日本語検定２級以

260,000円～311,000円
又は8時00分～17時10

静岡県袋井市掛之上１９－２

10

労務管理 労務管理全般のお仕事になります。

（主な仕事の内容）
・社員の求人から応募者面接
・採用後の管理
・関係書類の翻訳
・客先対応

正社員 有限会社　ファンクション
雇用期間の定めなし (1)6時30分～15時40分

月給 パソコン基礎知識、
経理事務経験140,000円～170,000円

又は9時00分～16時00

静岡県周智郡森町森１１０２番地の１

11

経理事務 売上管理（現金出納含む）、給与計算、業者支払い、帳簿作成、各種保険手続き、他伴うこと全般正社員 株式会社　やよい観光
雇用期間の定めなし (1)9時30分～16時30分

月給 品質管理経験者

250,000円～330,000円

静岡県袋井市栄町１－７

12

品質管理担当者 工場内での品質問題の管理
作業手順書等の標準類の作成
変化点の管理と客先への報告
クレーム対応（対策書の作成・選別作
業）

品質管理部門の強化のための募集です。

正社員 変形（1年単位） 有限会社　加藤軽合金
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

167,700円～224,620円

静岡県周智郡森町睦実１２７８

13

生産管理事務 二輪・四輪・汎用機用の計画推進業務の
お仕事になります。

（主な仕事の内容）

・協力メーカーへの発注、納期管理


正社員 天龍産業　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時40分

月給 ・輸送機器を代表と
した開発業務経験
（特に設計経）のあ

210,000円～300,000円

静岡県磐田市高木１５５０番地１

14

モーターサイクル開
発業務

モーターサイクル開発業務
（主な業務内容）
モーターサイクル開発業務における他社
ベンチマーク調査及び原価低減活動の推
進

※輸送機器を代表とした開発業務経験

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

静岡県磐田市富丘５１０－３
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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: 0538-34-9229 従業員数 34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- 2709321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 

     TEL: 0538-34-4624 従業員数 30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 あり

求人番号: 22090- 2763721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 5時間

     TEL: 0538-38-6330 従業員数 19人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 運行管理者（貨物） 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 危険物取扱者（乙種）

求人番号: 22090- 2774521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-38-1116 従業員数 9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- 2731521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0538-34-8515 従業員数 39人

年　　齢: 35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- 2795121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-48-5050 従業員数 9人

年　　齢: 28歳以下 休　　日： 水日祝他 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- 2712721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0538-42-2915 従業員数 7人

年　　齢: 18歳～40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- 2757221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 30時間

     TEL: 0537-23-7101 従業員数 3人

年　　齢: 59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: 22060- 2074721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 054-389-0555 従業員数 3人

年　　齢: 59歳以下 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: 22040- 2308921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-85-0170 従業員数 3人

年　　齢: 不問 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- 2753121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-59-3690 従業員数 94人

年　　齢: 18歳～35歳 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- 2738721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-38-1116 従業員数 9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- 2756821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0537-35-3443 従業員数 37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: 22060- 2015021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 053-489-5511 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 月日 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22020- 7166121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 15時間

月給

187,480円～207,480円15

事務職 （主な仕事の内容）

・パソコンによる当社生産システムを
使った、納入進捗管理

・客先への製品出荷指示の作成、部品の
調達等

正社員 イワタプレス工業　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00分 運行管理者　基礎講
習受講済の方152,170円～170,000円

又は8時00分～17時00

静岡県磐田市上岡田４６４

16

運行管理（守衛・点
呼）

対面点呼、ＩＴ点呼の実施者です。

机上での仕事がメインです。

規程のチェック項目の確認、記載、運転
指示です。


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

月給 運行管理の経験

235,000円～260,000円

静岡県磐田市豊田西之島３２５－１

17

運行管理 （主な仕事の内容）

・車と荷物のマッチング

・運行計画

・労働時間

正社員 東京高速陸運　株式会社　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

250,000円～300,000円

静岡県磐田市見付１７２０－１７０

18

ルート営業 主に静岡県西部の法人へのルート営業で
す。

・１日１０～１５件位を回ってもらいま
す。
・納品、納品準備（梱包等）、見積もり
作成などの業務も

正社員 株式会社　ヤマ鋲螺
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時00分

月給

200,000円～250,000円

静岡県磐田市匂坂中１６００－９

19

営業職 ルート営業。全国をブロック分けした地
域を担当していただきます

＊主に楽器店が販売先で、約３００程の
お客様を担当し、ピアノカ　バーや椅子
といった楽器アクセサリーや音楽雑貨
で、単価何十円　から何十万円の価格帯

正社員 株式会社　吉澤
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時30分

月給 (2)11時00分～20時00

150,000円～170,000円

静岡県磐田市国府台６１－５

20

看護助手 ＊内視鏡専門クリニックでの看護助手業
務に従事して
　いただきます。

（主な仕事の内容）
・内視鏡器具等の洗浄、消毒
・洗濯、清掃

正社員 変形（1ヶ月単位） 月見の里・消化器内視鏡クリニック
雇用期間の定めなし (1)7時30分～17時30分

月給 (2)16時00分～1時00分

270,000円～300,000円

静岡県袋井市上山梨１－３－４

21

調理担当者／袋井店 ・開店前の準備、スープなどの仕込みを
します。
・お客様の注文を受け、らーめん・餃子
などを調理・盛りつけし提供します。
・厨房、店舗の衛生管理を行います。

・浜松市　麺屋めん虎浜松店

正社員 交替制あり 有限会社　老虎飯店
雇用期間の定めなし (1)10時00分～20時00

月給 (2)9時00分～18時00分

191,900円～200,400円

静岡県袋井市新屋２－３－３０

22

フィットネス施設接
客スタッフ

お客様との対話（コミュニケーション）
が中心のお仕事です。
・受付業務（お客様の情報等の簡単な入
力作業）
・お客様の健康管理やアドバイス
・当社扱いの商品（運動用衣類など）の
案内・販売

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　矢田　カーブス事業部
雇用期間の定めなし (1)9時00分～19時00分

月給

195,000円～195,000円

静岡県袋井市上山梨２ー１２ー２
フードマーケットマム内
カーブス袋井上山梨店

23

葬祭セレモニーにお
ける納棺業務／磐田
豊田営業所

◎葬儀における儀式のお手伝いの仕事
で、故人様の旅立ちのお支度　及びご納
棺を執り行います。

※初めての方でも丁寧にご指導致しま
す。
　安心してご応募ください。

正社員 変形（1年単位） 株式会社　アグリビジネス
雇用期間の定めなし (1)9時30分～18時00分

月給

250,000円～300,000円

静岡県磐田市豊田西之島５６２－３　磐田豊田営業所

24

農作業（お米・レタ
ス・とうもろこし・
さつまいも）

お米：稲作に係る作業全般
レタス：圃場づくり、トンネルがけ等
とうもろこし：植え付けの準備、ビニー
ルの片付け等

＊農業機械を扱うので操作方法は少しず
つ覚えてもらいます

正社員 緑葉ＫＭファーム
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)16時35分～0時35分

167,700円～224,620円

静岡県周智郡森町睦実６５９－１

25

マシンオペレーター 二輪・四輪・汎用機用部品の機械加工作
業のお仕事になります。

（主な仕事の内容）

・機械加工作業及び組立作業


正社員 交替制あり 天龍産業　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時40分

月給 機械加工経験者優遇

220,000円～260,000円

静岡県磐田市高木１５５０番地１

26

機械加工 ・切削機械（マシニングセンタ・旋盤・
汎用機械など）による
　金属の切削加工の業務をお任せしま
す。
　多品種少量生産が多く、加工する製品
の形が毎回異なるので、
　やりがいを感じられます。

正社員 株式会社　ヤマ鋲螺
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時00分

月給 設計の実務経験

230,000円～300,000円

静岡県磐田市匂坂中１６００－９

27

生産技術 ３Ｄプリンターを使った治具製作
画像検査機の製作

検査工程の自動化推進のための画像処理
システムの導入と、木型の
治具から３Ｄプリンターを使った樹脂製
の治具への移行を進めてい

正社員 変形（1年単位） 有限会社　加藤軽合金
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給

172,800円～224,640円

静岡県周智郡森町睦実１２７８

28

自動車アルミ・樹脂
製品の加工（契約社
員）（磐田市）

（請負業務）
自動車の樹脂部品の加工
〈１－００２〉
樹脂製品を削ったり、磨く作業です。
★軽量、サイズの小さい部品が主です。
★男女活躍中！


正社員以外 アーティック　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15分

静岡県磐田市福田３１７８
【（有）ダイマル】
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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: 0538-35-4115 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: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090- 2789721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 0538-55-5552 従業員数 9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- 2722221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-587-8262 従業員数 23人

年　　齢: 44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: 22022-  975821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 

     TEL: 0538-37-7860 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: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090- 2747821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 0537-35-3443 従業員数 37人

年　　齢: 不問 休　　日： 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: 22060- 2013921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-85-0070 従業員数 34人

年　　齢: 18歳～59歳 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- 2762021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0538-34-8111 従業員数 213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- 2741321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 053-452-2141 従業員数 1,162人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 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- 7049221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 

     TEL: 054-207-9993 従業員数 10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: 22010- 8573921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10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- 2711021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-32-7201 従業員数 192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- 2775421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 0538-66-5400 従業員数 9人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 月土日祝他 ＣＡＤ利用技術者１
級

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり ＣＡＤ利用技術者２級

求人番号: 22090- 2750321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 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- 2721821 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- 2706221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

月給

158,000円～276,500円29

溶接・機械加工・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、溶接・機械加工・組
立の各業務の中から
ご本人の希望および適性を考慮し、担当

正社員 司ゴム電材　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～200,000円

静岡県磐田市明ケ島原４６番１０号

30

しらすの加工 水産加工会社での仕事です。

＜主な仕事内容＞
・しらすをゆでて天日に干す

・検品（しらす以外の魚などを取り除く
作業）　　　　　

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

月給

190,000円～255,000円

静岡県磐田市豊浜１０７８

31

裁断工（磐田市西平
松　竜洋工場）

裁断工の仕事に携わっていただきます。

・裁断機の機械オペレーター
　（裁断機、延反機）


※初心者・未経験者の方でも親切丁寧に

正社員 変形（1年単位） 滝井縫製株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時15分

月給 (2)21時00分～6時00分

167,800円～271,860円 (3)14時50分～23時10

静岡県磐田市西平松２１３８－２
　滝井縫製　竜洋工場

32

技能職 （主な仕事の内容）
・自動車（四輪、二輪）用ゴムホースの
加硫成形作業
・ホース単体と部品の組み付け作業
・ホースの二次加工（マーク付け、検
査）
・ゴム成型機によるゴムホースの押出作

正社員 交替制あり 株式会社　メイジフローシステム　磐田工場
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給

170,520円～178,640円

静岡県磐田市大原４７７－１

33

裁断・検査 自動車用ゴムホースの裁断と裁断した製
品の検査の仕事です。

・ホース切断オペレーター
・切断されたホースの長さの目視検査

＊仕事が未経験の方についても、丁寧に

正社員以外 有限会社　加藤軽合金
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 生産現場の管理監督
者280,000円～300,000円

又は18時30分～3時40

静岡県周智郡森町睦実１２７８

34

（請）自動車用ゴム
部品の製造管理者

自動車用ゴム部品の製造管理監督者

・製造業の管理監督を経験された方
　弊社で経験を活かしてみませんか
・現在の管理監督者の平均年齢４０歳未
満です

正社員 交替制あり 株式会社　大西
雇用期間の定めなし (1)6時30分～15時40分

月給

173,100円～230,200円

静岡県周智郡森町睦実１３１０－１２８

35

中空成形品の組立・
加工オペレーター

＜主な仕事の内容＞
・樹脂製ガソリンタンク製品のバリ取
り、部品組立、

　検査作業など



正社員 株式会社　ヤザキ
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時15分

月給 パソコン基本操作

150,950円～150,950円

静岡県磐田市西貝塚３７６９

36

電子管製品の製造工
程・検査工程（豊岡
製作所）

電子管製品の製造・検査など

※細かな作業ですので手先の器用さが必
要です。
　軽作業、単純作業とお考えください。

正社員 浜松ホトニクス　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時10分～16時40分

月給 ・設備保全の経験
（年数問わず）220,000円～350,000円

静岡県磐田市下神増３１４ー５　
【豊岡製作所】

37

設備保全業務　／
磐田市

■主な業務内容
・生産設備の検討～製作～設置及び管理
業務等
☆設計や製造など、モノづくり業界のご
経験者様のご応募をお待ちしておりま
す！


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

月給

173,500円～230,500円

静岡県磐田市富丘５１０－３

38

成形スタッフ （主な仕事の内容）

・プラスチック成形品の外観検査及び、
仕上げ作業

・成形品への組付け作業


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

190,225円～250,225円

静岡県磐田市掛下８９９－１

39

品質管理 自動車内装部品の製造会社で、成形天
井、サンシェードトリム等を生産してい
ます。

（主な仕事内容）
・製品の立ち上げに関する検査、測定
・書類作成、客先対応

正社員 フレックス 株式会社　ＨＯＷＡ　磐田工場
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時15分

月給 設備関連業務経験

255,500円～255,500円

静岡県磐田市新貝２８８０

40

設備設計 ・ＣＡＤを使用して、ダクト及び配管、
機器等の図面作成、
　打ち合わせ業務。

・オートキャドを現在使用しています。

・設置工場の機器等の設置位置設計し、

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

月給 職業訓練学校もしく
は工業系の高校・大
学卒業

206,000円～255,000円

静岡県磐田市南平松９－１２

41

機械設計補助業務／
ＣＡＤ業務

設計補助業務から将来的には設計者を目
指されたい方、大歓迎！！

（主な仕事内容）
各種治工具等のメカ機構設計
ＣＡＤにて図面作成業務
使用ツール：ＣＡＤ（ＡｕｔｏＣＡＤ、

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 ・ＣＡＤ使用経験

206,000円～255,000円

静岡県磐田市富丘５１０－３

42

車載部品の機械設計
補助

【仕事内容】
・自動車・産業機械等の電子部品・車載
用製品の設計補助業務


【使用ツール】
３Ｄ：Ｓｏｌｉｄｗｏｒｋｓ

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

静岡県磐田市富丘５１０－３
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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: 0538-84-9523 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- 2707521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0538-42-3191 従業員数 93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: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 2755721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-86-5801 従業員数 9人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 日他 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 大型自動車免許

求人番号: 22090- 2792321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間 大型特殊自動車免許

     TEL: 0538-32-6963 従業員数 5人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 日祝 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- 2708421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 11時間

     TEL: 0538-35-6756 従業員数 2人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 2758521 各種保険： 雇用・労災 月平均 10時間

     TEL: 0538-24-8371 従業員数 3人

年　　齢: 59歳以下 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- 2716421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 14時間

     TEL: 0538-43-3475 従業員数 7人

年　　齢: 65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 なし

求人番号: 22090- 2751621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-31-2082 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 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： その他 時間外 あり ５トン限定準中型自動車免許

求人番号: 22090- 2752921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 4時間

     TEL: 0538-23-4727 従業員数 8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- 2730221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-44-3465 従業員数 5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: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22090- 2715521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-525-6302 従業員数 3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- 7085921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-33-3443 従業員数 3人

年　　齢: 不問 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- 2783421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

月給 ・機械設計経験
※２Ｄ、３ＤのＣＡ
Ｄ経験者

210,000円～300,000円43

船外機用部品の機械
設計業務

船外機用部品の機械設計業務を行って頂
きます。

必要スキル
・パソコン操作（Ｅｘｃｅｌ・Ｗｏｒｄ
など）
・ＣＡＤ利用経験（Ｅｓｐｅｉ－２、Ｎ

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～17時30分 トラック乗務経験１
年以上（運送業経験
問わず）

194,800円～211,800円

静岡県磐田市富丘５１０－３

44

近隣市町エリアへの
集配ドライバー（業
務運転者）

運転経験・習熟度や希望や免許に応じ、２トン・４トン・大型トラックに乗務し、袋井支店ターミナルから近隣市町エリアのお客様への荷物のお届け（配達）と荷物のお預かり（集荷）の業務をお願いします。各工程においてハンディスキャナでバーコード読取や登録もします。集配運転者とは違い、歩合の給料体系では無い為、集配運転者のサポート役として、大口のお客様の集配、荷物やお客様の少ないエリアの集配担当などを行います。１日に伺うお客様の軒数も１０～３０軒程度です。荷物はほとんどが段ボールケースに入れられており、お茶の加工品、生活雑貨、自動車部品、衣料品など、封筒からパレット荷物まで取扱います。出勤したら班長に指示を受けて、荷物をトラックに積込、お客様に配達します。集荷荷物は袋井支店のターミナルに帰って全国の宛先地方ごとに仕分けします。正社員以外 変形（1ヶ月単位） 福山通運　株式会社　袋井支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～16時00分

月給

205,000円～265,000円

静岡県袋井市土橋６０

45

●ホソウ用マシンの
操作●手に職●磐田
市●未経験ＯＫ

●高校中退の方でもゼロから教えます。
磐田市を中心に、浜松市、湖西市、袋井
市、掛川市で、みなさんが安心して通れ
るように道路をつくる仕事です。
●会社内では、道路をつくるために、社
内のマシンを使って、石を細かくしてい
ただきます。

正社員 丸三建材　有限会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

170,000円～230,000円

静岡県磐田市岩井１９０７－２０４
　磐田瀝青舗財共同企業体

46

現場作業員 給排水衛生設備工事
　・建築設備工事（給排水衛生・空調・
換気）
　・土木工事
　・一般配管工事

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

日給

169,600円～318,000円

静岡県磐田市国府台６６－３

47

内装仕上工 新築、リフォームの内装作業をしていた
だきます。

・天井壁の軽量鉄骨下地、ボード張り工
事
・高所作業もあります
・現場は県内全域です

正社員 トモ内装
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

180,000円～300,000円

静岡県磐田市小島６７５－３

48

カッター工・斫り工 主に次の作業などを行っていただきま
す。　
＜主な仕事内容＞　　　　　　　
・水道工事、下水道工事に伴う舗装コン
クリートの切断作業
・コア穴あけ作業


正社員 有限会社　前川カッター工業
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 １級土木施工管理技
士300,000円～400,000円

静岡県周智郡森町飯田２１４５－３

49

土木施工技士兼土木
作業員

土木工事作業　
　・掘削、型枠組立、コンクリート打設
　・側溝やブロック等のコンクリート製
品の設置
　・ダンプトラックにての資材や残土の
運搬


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

月給 建築・建設・土木作
業経験200,000円～375,000円

静岡県袋井市村松１４１７－１

50

作業員 ・土木作業、型枠作業、ブロック積み作
業、タイル張り作業、鉄筋　作業、外壁
作業、塗装作業等土木・建設作業全般。

・荷物運搬業務。

※一から丁寧に指導します。

正社員 合同会社　定千建工
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

240,000円～450,000円

静岡県袋井市泉町１丁目１－３－１
　ユニキューブ１３１Ａ棟

51

現場作業員 ＊公共土木工事や民間工事での現場作業
のお仕事です。
・公共土木工事は、道路工事、河川工
事、下水道工事などの
　各種土木工事です。
・一般土木作業（掘削・整地等の土工
事、コンクリート製品の

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

月給 フォークリフト経験
者200,000円～220,000円

静岡県袋井市岡崎２４９９－３

52

運搬と工場内作業 （主な仕事の内容）

・加工するの資材と原料、書類などの運
搬

・倉庫の管理（片付け整理）


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

時給

201,500円～201,500円

静岡県袋井市村松２１７４

53

バイクの出荷準備
（袋井市）

（派遣業務）
バイクの運搬・開梱・検査及び付随業務
輸入されたバイクを箱から出して種類別
に並べていただきます。

有期雇用派遣労働者 合同会社　ケープラン
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時00分～17時00分

静岡県磐田市見付１９０
磐田市営城山球場

時給

148,800円～148,800円

静岡県袋井市小山１４５－１
事業所名については、ハローワーク
窓口へお問い合わせください。

54

芝生・樹木管理・営
繕業務

サッカー場・野球場・陸上競技場等の芝
生管理及び市内公園等の
樹木剪定、伐採、苅込、除草その他営繕
業務。

正社員以外 特定非営利活動法人　磐田市スポーツ協会
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時30分
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