
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 0538-84-7281 従業員数 4人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： なし 時間外 あり

求人番号: 22090- 3158421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 053-434-1471 従業員数 17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 あり

求人番号: 22020- 7264021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 03-5208-1601 従業員数 19人

年　　齢: 69歳以下 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 なし ホームヘルパー１級

求人番号: 13010-35578121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 介護職員実務者研修修了者

     TEL: 0538-43-4126 従業員数 7人

年　　齢: 61歳以下 休　　日： 日祝他 一級建築士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし ２級建築施工管理技士

求人番号: 22090- 2812421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-48-5119 従業員数 4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- 3186121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 044-244-5782 従業員数 0人

年　　齢: 18歳～69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: 14040- 5917321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 044-244-5782 従業員数 0人

年　　齢: 18歳～69歳 休　　日： 他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 3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: 14040- 5911021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間 介護福祉士

     TEL: 0538-38-5511 従業員数 125人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 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- 2980721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-66-4946 従業員数 23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- 2971021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 054-252-0663 従業員数 26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: 22010- 9837321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-455-1051 従業員数 25人

年　　齢: 不問 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 あり

求人番号: 22020- 7273721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-67-8881 従業員数 3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- 3180221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-44-8800 従業員数 3人

年　　齢: 不問 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- 2815921 各種保険： 雇用・労災・健康・その他 月平均 5時間

     TEL: 0538-39-6770 従業員数 85人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝 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 なし

求人番号: 22090- 2881921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

月給 異業種から転職を考
えている方、その経
験や知識を活かして

173,600円～293,760円
又は8時00分～18時00

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

観光農業スタッフ ・今期次世代観光農園をオープンいたし
ます。

・仕事内容といたしまして、主にイチゴ
の栽培、収穫、梱包出荷などを軸に、観
光農園接客スタッフやソフトクリーム、
かき氷などの製造販売スタッフ、ケーキ

正社員 交替制あり 株式会社　和いち
雇用期間の定めなし

≪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） 

静岡県袋井市堀越３－１９－１３
【牛角袋井店】

3

管理者兼サービス提
供責任者／プラチナ
シニアホーム袋井

【サービス提供責任者業務】

具体的には、（サービス付き高齢者住
宅）プラチナ・シニアホーム袋井（入居
定員２５名）に入居されている入居者様
及び近隣にお住まいの利用者様の訪問介
護計画書の作成、ケアマネジャーとの連

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社レイクス２１
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

207,000円～304,000円

静岡県袋井市浅名１４５２－１

2

飲食店舗運営・管
理・調理・接客（牛
角袋井店）

焼肉全国ＮＯ１チェーンの牛角袋井店にて、店長（候補）として運営・管理・調理・接客をしていただきます。将来的には経営幹部となるか、独立開業を目指していただきます。祖業が店舗設計事務所なので、店舗プロデュースや店舗設計にかかわることも可能です。正社員 牛角袋井店（有限会社ヒロ設計室）
雇用期間の定めなし (1)15時00分～0時00分

月給 パソコン操作（エク
セル・ワード）350,000円～405,000円

静岡県袋井市堀越１３９６－１
プラチナ・シニアホーム袋井（当社
施設）

4

建築一般管理者 設計業務及び建築現場の施工管理業務を
していただきます。
（主な仕事内容）
・住宅の設計、積算業務
・建築住宅の管理
・現場管理、監督業務
・見積者作成（パソコンにデータ入力、

正社員 三愛土地開発　有限会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

211,500円～250,000円

静岡県袋井市上山梨１４８２－８

6

【磐田駅】障がい者
グループホームの
サービス管理責任者

障がい者グループホームでのサービス管
理責任者のお仕事です。
・個別支援計画の作成に関する業務
・利用者様に対するアセスメント
・利用者様との面接
・個別支援計画作成にかかわる会議の運
営

正社員 変形（1ヶ月単位） ミナノワ　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)8時30分～12時30分

235,000円～280,000円

静岡県袋井市高尾町１４－３

5

看護師 ＊診療所における看護業務

　診療介助、処置介助、
　検査介助（胃カメラ（内視鏡）検査時
等）

　　　　　　　　等が主な仕事です。

正社員 医療法人社団　山梨堀尾医院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時00分

月給 (2)16時00分～10時00 未経験からでも勤務
可能です。220,000円～220,000円

静岡県磐田市上大之郷２２－４
クライスハイム上岡田（当社施設）

7

【磐田駅】障がい者
グループホームの生
活支援員／磐田市

障がい者グループホームでの生活支援員
のお仕事です。
・所属部署の目標設定に向けた業務の推
進・管理職の補佐
・事故、トラブル対応
・サービス業務の改善
・他機関、職種との連携、調整

正社員 変形（1ヶ月単位） ミナノワ　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)16時00分～10時00 未経験からでも勤務
可能です。270,000円～270,000円

静岡県磐田市大久保５０８－３

9

総務スタッフ（正社
員）

総務部門での総合的な業務

＜人事労務業務＞
■入退社管理
■勤怠管理／給与計算
■社会保険手続き
■人材教育・育成業務

正社員 株式会社　ニコカ　竜洋工場
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)10時00分～19時00

226,900円～275,000円

静岡県磐田市上大之郷２２－４
クライスハイム上岡田（当社施設）

8

介護支援専門員（老
健）

医療法人社団藤友五幸会が運営する介護
老人保健施設
おおふじ五幸ホーム（磐田市大久保）に
て施設ケアマネージャー
業務をお任せします。

（主な仕事内容）

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

143,000円～150,000円
又は8時30分～19時00

静岡県磐田市竜洋中島１０１－１

10

（請）市役所窓口受
付業務　／　磐田市

【官公庁での窓口受付＋書類発行業務＋
申請書入力】
１．受付カウンターでの各種届出、申請
書受付、記入内容のチェック　２．申請
書に記載されている内容の入力（氏名カ
ナ、生年月日など）　３．申請書と発行
した書類の内容のチェック　４．書類の

正社員以外 交替制あり 株式会社　エイジェック　静岡オフィス
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

200,000円～300,000円

静岡県周智郡森町草ケ谷３９１－１
【公立森町病院】

12

調剤薬局受付事務
（高尾店）

調剤薬局での受付事務

（主な仕事の内容）
・処方箋受付、患者様対応
・レセプト処理
・レジ会計
・医薬品、健康食品等の販売

正社員 変形（1ヶ月単位） まごころ　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時30分

月給

150,000円～150,000円

静岡県磐田市国府台３－１
磐田市役所　市民課内

11

医療事務／外来受付
（契約社員）（公立
森町病院）

（請負業務）
◆公立森町病院で、外来受付をするお仕
事です。

〈内容詳細〉
・患者様の受付
・電話対応

正社員以外 株式会社　ソラスト　浜松支社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時15分～17時15分

月給 (2)8時45分～17時15分 歯科医院勤務経験者
歓迎175,000円～200,000円

静岡県袋井市掛之上１９－３

13

歯科医院受付 歯科医院での受付事務のお仕事です。
・受付
・電話対応
・診療補助
・器具の片付け、整理
・診療室・待合室等の清掃　など。


正社員 変形（1ヶ月単位） おはら豊沢歯科医院
雇用期間の定めなし (1)8時45分～19時15分

月給 (2)8時30分～16時30分 調剤薬局事務経験

159,000円～165,000円 (3)8時30分～12時30分

静岡県磐田市気子島９７８

月給 (2)8時30分～12時30分 医療事務経験

160,000円～190,000円

静岡県袋井市神長１６－１

14

医療事務 急性期治療を終了された方が日常生活に
必要なリハビリ等を
中心とした機能訓練と長期療養生活を送
りながら医療と介護を
同時に提供する病院です。

（主な仕事の内容）

正社員 短大又は専門学校卒 医療法人社団　澄明会　磐南中央病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時15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: 0538-45-2924 従業員数 12人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 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- 2818721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-34-9967 従業員数 14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- 3097921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 15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- 2411021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 0538-35-1361 従業員数 20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- 2800721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0265-73-2424 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 フォークリフト運転
技能者

就業場所: 

採用人数: 7人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 20060- 2679621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 053-584-1542 従業員数 13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： その他 時間外 あり

求人番号: 22022-  997921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 03-3344-4600 従業員数 161人

年　　齢: 18歳～35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: 13080-24384821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 0495-25-1000 従業員数 79人

年　　齢: 64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 なし

求人番号: 11021- 1475121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0495-25-1000 従業員数 79人

年　　齢: 64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 なし

求人番号: 11021- 1476021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-38-1116 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 あり

求人番号: 22090- 3171821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0538-43-4126 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 なし

求人番号: 22090- 2813321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-5208-1601 従業員数 19人

年　　齢: 18歳～69歳 休　　日： 他 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： その他 時間外 なし ホームヘルパー２級

求人番号: 13010-35577921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 

     TEL: 0538-43-6050 従業員数 34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 なし

求人番号: 22090- 3283121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-33-6922 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 あり ホームヘルパー２級

求人番号: 22090- 2814621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間 介護職員初任者研修修了者

15

事務（８割）・ア
パート・マンション
管理業務（２割）

（仕事の内容）

・電話対応、来客応対
・文書作成（契約書、提出書類等）
・入居前チェック
・退去立会・修繕依頼
・軽微な修繕（月１回程度）

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

月給 経理マネージャー等
実務経験者
簿記関連資格取得者

250,000円～300,000円

静岡県袋井市高尾１１２９－１

16

本部経理スタッフ※
マネージャー（課
長）候補

本部（事務所）での経理業務のお仕事に
なります。

（主な仕事の内容）
・一般的な経理業務
・業務資料・会議資料等の作成
・売掛金管理

正社員 変形（1年単位） 株式会社　ピックアップジャパン
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時45分

月給 事務業務
ＳＮＳ操作150,000円～250,000円

静岡県袋井市東同笠２８０　ミツマル株式会社　浅羽工場

18

生産および品質管理 自動車部品（４輪・２輪）の生産および
品質管理の
お仕事になります。

（主な仕事の内容）

・標準作業手順書の作成（パソコン）

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

月給 品質関連実務経験

200,000円～260,000円

静岡県磐田市今之浦３－４－２

17

品質保証（浅羽工
場）

　　　　　　　◆◆　業務拡大による増
員　◆◆
＊プラスチック、ウレタンスポンジ加工
に関する品質管理業務全般
　　・品質関連書類の作成および品質改
善
　　・顧客との品質規格すり合わせ

正社員 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30分

時給

175,500円～175,500円

静岡県磐田市上大之郷１１２

19

運搬・出荷・梱包 パナソニック製品（洗濯機）の保管・梱
包・出荷業務。
ほか、洗濯機を製造する前段階等、全般
の仕事


有期雇用派遣労働者 セントラルソーシング　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時30分～17時00分

月給

190,000円～220,000円

静岡県磐田市向笠西４９０－１
　（株）アネスト　磐田物流セン
ター

21

中古車の品質評価／
中古車鑑定／静岡県
掛川市

「グー」シリーズに掲載される中古車の
状態確認・品質評価などを行う鑑定の仕
事となります（分解整備はしません）
■お車をどのように鑑定するの？
基本的には外装、内装、機関、修復歴の
項目に沿ってチェックしていきます。
■１日の仕事の流れ

正社員 フレックス 株式会社　カークレド
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 (2)6時00分～15時00分

187,200円～250,000円

静岡県袋井市新池

20

倉庫管理業務（磐田
市）

倉庫管理業務全般の仕事に携わっていた
だきます。

１．入出庫管理業務
２．在庫管理業務
３．実績集計業務
４．人員管理業務

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

日給 リフォーム関連の知
識がある方188,100円～250,800円

業務場所：静岡県（県内全域）

22

販売・商品管理等
（磐田豊岡店・リ
フォーム）

店内各売場での接客販売・売り場づく
り・商品管理等
・リフォーム用品の荷受、検品、売り場
への品出し等
・お客様のご自宅の訪問や見積もりをし
ていただくことも
　ございます。

正社員以外 株式会社　カインズ
雇用期間の定めなし (1)9時50分～19時20分

月給 (2)10時00分～15時00

189,000円～272,630円

静岡県磐田市下神増９３
カインズ　磐田豊岡店

24

ルート営業／契約社
員

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

正社員以外 株式会社　ヤマ鋲螺
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時15分～17時00分

日給 農業関連の知識のあ
る方188,100円～250,800円

静岡県磐田市下神増９３
カインズ　磐田豊岡店

23

販売・商品管理（磐
田豊岡店・農業資
材）

店内各売場での接客販売・売場づくり・
商品管理等
・農業資材の荷受、検品、売場への品出
し等
・農薬、肥料、用土や農業用資材の販売
接客、売場管理
・お客様の相談対応、アドバイザーとし

正社員以外 株式会社　カインズ
雇用期間の定めなし (1)9時50分～19時20分

月給

175,000円～280,000円

静岡県磐田市匂坂中１６００－９

25

営業 土地・建物の売買及び仲介、アパートや
マンション・店舗・工場等の仲介、テナ
ントビルの企画・開発業務と設計施工事
業、ビル管理業務と賃貸保険業務を行っ
ている会社での仕事です。
・不動産売買、仲介　
・テナントビル開発

正社員 三愛土地開発　有限会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

250,000円～300,000円

静岡県袋井市堀越１３９６－１
プラチナ・訪問介護ステーション袋
井（当社施設）

27

介護職員 ・リンパケア運動指導、食事、入浴、排
泄介助

・サービス時間終了後のデイルームの清
掃

・利用者様の送迎

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

月給 (2)9時00分～18時00分

171,000円～230,000円 (3)11時00分～20時00

静岡県袋井市高尾町１４－３

26

介護職【プラチナ・
訪問介護ステーショ
ン袋井】

【訪問介護事業所での介護業務】
基本的には（サービス付き高齢者住宅）
プラチナ・シニアホーム袋井（入居定員
２５名）に入居されている入居者様の居
室や近隣にお住まいのご利用者様のご自
宅を訪問し、身体介護や生活支援など日
常生活のサポートを行います。

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社レイクス２１
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給

168,000円～168,000円

静岡県袋井市青木町６番地の１

28

介護職員（袋井）
「介護」

デイサービスにおける介護業務

（主な仕事の内容）
・リハビリテーション補助業務
・送迎業務（乗用車を使用、片道約１５
分の範囲）
・リハビリ器具の取付及び操作、利用者

正社員 医療法人社団　新和会　レッツリハビリデイサービスセンター
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時00分

月給

180,000円～226,000円

静岡県袋井市久能１９８５－１
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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: 053-423-1165 従業員数 78人

年　　齢: 18歳～64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: 22020- 7931121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 4時間

     TEL: 053-595-0050 従業員数 20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: 22020- 7290821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 052-822-5678 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　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: 23030- 7653421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 27時間

     TEL: 053-434-1471 従業員数 17人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22020- 7263121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 06-6170-1590 従業員数 84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 あり

求人番号: 27060-10081121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 29時間

     TEL: 054-288-2712 従業員数 1人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 日他 原動機付自転車免許 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: 22010- 9775921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 0538-38-1116 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 あり

求人番号: 22090- 3172221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-43-3877 従業員数 62人

年　　齢: 30歳以下 休　　日： 土日 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- 2801821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 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: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22020- 7680421 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: 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- 2804421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-23-3411 従業員数 133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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090- 2807921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 0537-48-2575 従業員数 2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: 22060- 2419921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0466-46-6007 従業員数 0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: 14080- 4941721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-58-1266 従業員数 92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- 3281621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

静岡県磐田市加茂３９５
【ゆやの里】

30

介護職員（サンシ
ティとよだ）

グループホーム内での介護業務です。
生活全般の介助を行います。
病院等への通院や外出レクリエーション
等もあります。
未経験の方でも安心して働ける環境（研
修等）を整えていますので、気軽に応募
してください。

正社員 変形（1ヶ月単位） 有限会社　ワイ・エイチ企画
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)13時00分～22時00

158,400円～192,000円 (3)22時00分～7時00分29

小規模多機能介護職
員（ゆやの里）

〇食事・入浴・排泄等、ご利用者の日常
生活の介助や自立支援、レクリエーショ
ンプランの作成等を行います。
ご利用者の立場に立ち、ニーズを把握し
て、その方に合ったケアを提供していき
ます。


正社員 交替制あり 社会福祉法人　八生会
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

時給

206,820円～258,525円

静岡県磐田市豊田３５
【グループホームサンシティとよ
だ】

31

飲食店店長候補（三
丁目・ららぽーと磐
田・１６２）

・店舗の店長候補
・簡単な調理・接客・店舗運営
・店の営業に必要な食材等の発注
・店の営業に必要なシフト表の作成
・ショッピングセンター内店舗での勤務



正社員以外 変形（1年単位） 株式会社　穂波
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時30分～19時00分

月給 (2)10時00分～19時00

165,000円～170,000円 (3)16時30分～9時00分

静岡県袋井市堀越３－１９－１３
【牛角袋井店】

33

セクションマネ
ジャー候補／遠州森
町パーキングエリア
上下線

・遠州森町パーキングエリア上下線にて
　レジ業務または調理スタッフとして勤
務していただき、
　将来はセクションマネージャーを目指
していただきます。



正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ＫＲフードサービス
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

時給

164,160円～216,000円
又は12時00分～0時00

静岡県磐田市高見丘１２００　ららぽーと磐田１Ｆ　三丁目

32

飲食店舗・接客・調
理・仕込み（牛角袋
井店）

焼肉全国チェーン牛角袋井店での接客・
調理・仕込スタッフ
・接客：ホールでの接客
・調理：厨房での調理・補助
・仕込：開店前の仕込み作業

正社員以外 交替制あり 牛角袋井店（有限会社ヒロ設計室）
雇用期間の定めなし

日給 (2)22時00分～5時00分

216,000円～216,000円

静岡県周智郡森町円田９５４－３

34

警備業（列車見張）
／袋井・磐田・湖西

【列車見張業務】
●ＪＲ沿線で作業する作業員等への安全
確保の仕事です。
・作業員等へ列車通過時刻を専用ダイヤ
ル表を見て「列車通過まで　あと○○分
です」をくり返し連絡します。


正社員以外 変形（1年単位） 豊警備保障　株式会社　静岡営業所
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 (2)14時00分～23時00

214,400円～214,400円 (3)18時00分～3時00分

静岡県磐田市匂坂中１６００－９

36

機械加工 下記、いずれかの部門に配属し、工作機
で精密金型用パーツを製作します。

・研削機
・放電加工機
・ワイヤー放電加工機　
・マシニングセンター

正社員 大進金型工業株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 機械加工経験者優遇

220,000円～260,000円

静岡県西部地区（袋井・磐田・湖西）　ＪＲ沿線上

35

機械加工／契約社員 ・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。

正社員以外 株式会社　ヤマ鋲螺
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 (2)17時00分～1時35分

196,950円～196,950円 (3)6時30分～15時00分

静岡県周智郡森町飯田８２８－２

37

エンジン部品の加
工・組立・検査（交
替制）（磐田市）

（派遣業務）
エンジン部品加工のお仕事です。
部品を削ったり、バリ取り等の作業で
す。
検査や組立の業務もあります。

◎事前に職場見学も可能です。

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)6時30分～15時20分

月給

174,300円～252,000円

静岡県袋井市高尾２６８２－１

39

製造作業員 食品香料、食品素材の製造の仕事になり
ます。
（仕事の内容）
・原料準備から製造及び充填作業を行っ
て頂きます。
・また、使用した器具、装置の洗浄作業
もあります。

正社員 交替制あり 高砂フードプロダクツ　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時30分

月給

183,000円～293,000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

金型整備・分解・組
付け

お客様が生産工場で使用された鍛造ダイ
セット金型及び
アルミダイカスト金型を当社でバラシ・
洗浄・交換・修理など行い
再度組付けてお客様へ納めます。

仕事の内容は、未経験の初心者の方でも

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

時給

165,435円～181,200円
又は8時00分～17時00

静岡県袋井市湊４２０７－２

40

製品の組立・検査作
業員（袋井市川井）

＊製品の組立作業
・バイクのテール部分の部品作り等の組
立作業
・アルミの組立作業
＊検査作業
・組み立てられた製品の目視による、汚
れ、キズなどの検査

正社員以外 有限会社　若杉工業
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)16時00分～0時30分

178,500円～243,500円 (3)0時00分～8時30分

静岡県袋井市大野６９０９－９

42

ＱＡ業務 ・非臨床試験のＱＡ業務
・試験施設や機器の維持管理状況の調査
・試験操作手順の調査
・試験計画書および報告書の調査

・他の人とのコミュニケーションをとる
ことが好きな方

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

300,000円～350,000円

静岡県袋井市川井１０２２－１
当社工場内

41

電子写真用薬品、特
殊薬品の製造設備の
保全メンテナンス業
務

設備保全メンテナンス、工事・工事業者
立ち合い・治具製作及びＰＬＣでの制御
修正・改造をお願い致します。
設備管理の為、ＰＬＣやＣＡＤに特化し
ていなくても現場作業や幅広い知識があ
る方。

有期雇用派遣労働者 株式会社　タック　神奈川オフィス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時15分～17時00分

静岡県磐田市塩新田５８２－２

月給 ・非臨床試験のＱＡ
業務経験者優遇
・ＧＬＰ概念有識者

185,000円～250,000円

3/5



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: 0538-58-1266 従業員数 92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- 3050821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-58-1266 従業員数 92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: 22090- 3057121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-66-1220 従業員数 158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- 3102921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     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: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090- 2819821 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: 不問 休　　日： 他 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: 22020- 7876921 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: 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- 7879721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

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

求人番号: 22090- 3237521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 65時間

     TEL: 0538-43-3241 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 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 なし 中型自動車免許

求人番号: 22090- 3144921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-42-3191 従業員数 93人

年　　齢: 18歳～59歳 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 フォークリフト運転技能者

求人番号: 22090- 2997021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-34-0190 従業員数 4人

年　　齢: 59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 フォークリフト運転技能者

求人番号: 22090- 2989021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間 ８トン限定中型自動車免許

     TEL: 0538-34-0190 従業員数 4人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 大型自動車免許 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- 2990221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-55-0808 従業員数 28人

年　　齢: 59歳以下 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 フォークリフト運転技能者

求人番号: 22090- 3106821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-55-0808 従業員数 28人

年　　齢: 18歳～59歳 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: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 準中型自動車免許

求人番号: 22090- 3108521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 60時間 ８トン限定中型自動車免許

     TEL: 0538-34-0190 従業員数 4人

年　　齢: 18歳～59歳 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 あり

求人番号: 22090- 2988121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

月給

200,000円～400,000円43

分析担当者 分析業務を担当していただきます。
・化学物質の媒体中の濃度分析
・純度分析（使用機器：ＨＰＬＣ、Ｇ
Ｃ、ＵＶ、水分測定、
　ＬＣＭＳ）
・前処理に遠心分離器など使用
・書類チェック

正社員 自然科学系大学出身
者歓迎　分析分野専
攻の方優遇

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

静岡県磐田市塩新田５８２－２

45

製品検査、測定作業
（浜北）（磐田）

プラスチック製品の製造・販売、プラス
チック成形用金型の
製造、販売を行っている会社でのお仕事
です。

（主な仕事内容）


正社員 株式会社　タカギセイコー　浜松工場
雇用期間の定めなし (1)8時10分～17時00分

月給 ＣＲＯ勤務経験者及
びＧＬＰ概念有識者
優遇

200,000円～500,000円

静岡県磐田市塩新田５８２－２

44

分析試験責任者 分析業務（化学物質の濃度分析、純度分析等、試験計画書作成、実施報告書作成、書類チェック、機器メンテナンス、洗浄等）の統括正社員 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

時給 バイク整備や品質検
査経験有れば尚か尚
可

214,000円～317,000円

静岡県浜松市浜北区永島１６１－１
浜松工場（浜北）
　または
静岡県磐田市堀之内１７７０

46

（派）バイクの検査
業務

＜主な仕事内容＞
■バイクの完成検査における全数検査、
部品検査、
抜き取り検査業務を行っていただきま
す。
・完成検査＝世間に販売するための最終
チェック

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

168,805円～199,795円

静岡県袋井市山田８８５－１
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。

48

浴槽の検査・加工と
部品の組付け業務
（袋井市）

（派遣業務）
浴槽の検査・加工と部品の組付け業務を
行って頂きます。
小規模グループでの作業です。
ライン作業ではありません。
浴槽で使用される３５ｃｍ程度のパネル
の目視検査です。

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

時給

194,688円～194,688円

静岡県磐田市新貝

47

自動車部品の目視検
査（袋井市山田）

（派遣業務）
成形機から１分間に１つプラスチック製
品が出てきます。　
その製品の目視検査を行います。
検査は目視で行って頂きね汚れや傷を確
認する作業になります。
どなたでも出来る簡単なお仕事です。

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00分～17時00分

月給 トラック業務経験１
年以上（業務頻度問
わず）

183,000円～400,000円

静岡県袋井市新池１１０７
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。

49

集配運転者（近隣市
町担当エリアのト
ラック集配ドライ
バー）

２・４トントラックに乗務し、袋井支店ターミナルから近隣市町の担当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。担当エリアは市町の内の３町程度をエリアとし、１日に集荷・配達を合わせて４０～６０軒の主に企業様に伺います。荷物はほとんどが段ボールケースに入れられており、１ｋｇ～２０ｋｇの荷物を手作業で、重量物はフォークリフトで取扱います。出勤したら地域ごとに大仕分けされた荷物から住所を見て担当エリアの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をします。慣れたら荷物取扱で集配手当があり、お客様に荷物を増やしてもらえば給料も上がり、やりがいがあります。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

時給

188,600円～188,600円

静岡県袋井市高尾２６１６－１５

51

静岡県内の店舗間輸
送と大口集配業務
（大型業務ドライ
バー）

大型トラックで静岡支店から幹線輸送、浜松貨物駅コンテナ持込輸送、浜松支店へ幹線輸送、袋井市近郊の集配輸送をお願いします。出勤したら大型トラックに静岡県内への荷物を積込、弊社静岡支店に輸送（なければ回送）、静岡支店で袋井支店配達の荷物を積込、輸送、業務員と荷卸をします。荷物は仕分け済で３１２の店所コードを確認して手作業やフォークリフトで積込します。昼休憩後、浜松支店に移動し、積載済のコンテナを貨物駅に輸送します。その後、袋井支店に戻り、係に指示を受けて荷物を積込、浜松支店にパレットやカゴ輸送し、浜松支店にてフォークリフトで番線仕分けをします。状況に応じ、２回浜松支店への輸送を行ったり、静岡県内の他の店舗への幹線輸送や、特定の大口のお客様への配達や集荷や、日帰りの貸切輸送、構内仕分け業務をしてもらうこともあります。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)8時30分～17時30分

その他

150,000円～180,000円

静岡県袋井市土橋６０

50

ドライバー（４ｔ） ４トントラックにて市内配送

白物家電のプラスチック部品をパレット
輸送

運送業界未経験者歓迎


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

日給

205,200円～205,200円
又は8時00分～7時59分

静岡県袋井市土橋６０

52

４トントラック運転
手

一般雑貨の運搬業務
　・建材の輸送です。
　・パレットでのリフトを使った積込み
です。
　・運搬先は静岡県内～関西方面や関東
方面となります。


正社員 遠州協同運輸倉庫　有限会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)16時00分～1時00分 トラック乗務の実務
経験１年以上（期間
中の乗務頻度は問い

178,200円～178,200円

静岡県磐田市岩井２３８２－３

54

大型車配送業務（工
場間）

大型車にて工場間の輸送業務に従事して
いただきます。
　　　　　　　
・磐田市内の運送です。
・積み下ろしはリフトマンです。
・荷物は自動車部品です。
・１人業務です。

正社員 末広エクスプレス　有限会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

日給

229,600円～354,000円
又は8時00分～7時59分

静岡県磐田市岩井２３８２－３

53

大型運転手（県内～
関西）

一般雑貨の運搬業務
・食料、家電製品の輸送です。
・パレットでのリフトを使った積込み、
手積みの両方が
　あります。
・運搬先は静岡県内～関西方面となりま
す。

正社員 遠州協同運輸倉庫　有限会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 経験者優遇

150,000円～150,000円

静岡県磐田市福田中島３７５３－１２８

55

４ｔ車配送業務（近
隣）

４ｔ車にて磐田の工場間輸送業務に従事
していただきます。
　
・自動車部品の配送です。
・リフト積み作業になります。

正社員 末広エクスプレス　有限会社
雇用期間の定めなし (1)6時30分～17時00分

月給 経験者優遇

160,000円～160,000円

静岡県袋井市愛野２４０２－１
（株）大塚倉庫

時給 (2)16時00分～0時00分

168,800円～219,440円

静岡県磐田市福田中島３７５３－１２８

56

（請）フォークリフ
ト作業者

・倉庫内で、フォークリフトを使用し
て、原料（袋入りの砂糖）の　出し入れ
を行います。

・製品の入出庫
　フォークリフトを使用して、トラック
への積み降ろしを行いま　　す。

正社員 交替制あり 遠州協同運輸倉庫　有限会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

4/5



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: 0538-42-9316 従業員数 9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: 22090- 3217121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-42-9316 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- 3221421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-42-9316 従業員数 7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: 22090- 3225121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-42-9316 従業員数 7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- 3227721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-84-7281 従業員数 4人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 第二種電気工事士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： なし 時間外 あり 第一種電気工事士

求人番号: 22090- 3192621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間 ２級土木施工管理技士

     TEL: 0538-24-7770 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 あり

求人番号: 22090- 3285721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0538-42-6101 従業員数 5人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 日祝他 ５トン限定準中型自
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

求人番号: 22090- 2803521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-67-1183 従業員数 360人

年　　齢: 18歳～35歳 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- 3174421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 0538-23-4182 従業員数 17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- 2851721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 27時間
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建築大工スタッフ／
未経験

下記の仕事をしていただきます。
（主な担当業務）
・木造住宅の建築
　　木取組立、パネル貼り
　　フローリング、建具
＊使用道具
　電動工具、カンナ、鋸等

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

日給 住宅建築業務に携
わった方231,000円～415,800円

静岡県袋井市新池１６９１－１５
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建築大工スタッフ 下記の仕事をしていただきます。
（主な担当業務）
・木造住宅の建築
　　木取組立、パネル貼り
　　フローリング、建具
＊使用道具
　電動工具、カンナ、鋸等

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

日給

184,800円～345,600円

静岡県袋井市村松２８３－３
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土木・左官スタッフ 下記の仕事をしていただきます。
（主な担当業務）
・土木
　　住宅のエクステリア工事
・木造住宅の左官
　　基礎工事および左官


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

日給

184,800円～346,500円

静岡県袋井市新池１６９１－１５
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土木・左官スタッフ
／未経験

下記の仕事をしていただきます。
（主な担当業務）
・土木
　　住宅のエクステリア工事
・木造住宅の左官
　　基礎工事および左官
　※建築工事場所

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

月給 未経験でも向上心を
持っている方歓迎で
す。異業種からの転

173,600円～293,760円
又は8時00分～18時00

静岡県袋井市村松２８３－３
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電気工事 主に工場や店舗、住宅、太陽光などの低
圧電気工事から、

高圧設備の工事まで幅広い分野で仕事を
させて頂いております。


正社員 交替制あり 株式会社　和いち
雇用期間の定めなし

日給 土木・左官業務に携
わった方231,000円～415,800円

静岡県袋井市岡崎２４４０番地
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納品業務 塗料の納品業務に従事していただきま
す。
（主な仕事内容）
・２ｔ車もしくはワンボックス車を使用
しての工業用塗料の配達
・配達先は豊橋市～焼津市
　（行き先は日によって変わります）

正社員 株式会社　川柳商店　静岡営業所
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 屋外での作業経験が
あれば尚可207,000円～299,000円

静岡県袋井市山崎５８２４

62

造園工／正社員 ・公共事業・東名高速道路のメンテナン
ス
　街路樹等の植栽工事
　街路樹等の刈込、樹木剪定作業
　歩道等の花植えなど
　東名高速道路のメンテナンス


正社員 有限会社　山本造園
雇用期間の定めなし (1)7時30分～17時00分

月給 (2)16時00分～0時55分

165,000円～300,000円

静岡県袋井市国本２０９１－１
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物流出荷作業員 ・自動車用プラスチック部品の完成品の
入った箱（１５Ｋｇまで）　を、台車を
使用して出荷場へ運搬する。
・出荷場にて伝票と製品をチェックす
る。
・立ち作業です。


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)7時00分～15時55分

月給

185,000円～255,000円

静岡県袋井市大野６５１５－１

月給

220,000円～300,000円

静岡県磐田市西平松２２６１番地
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活性炭・ろ材入替技
術員

・環境対策品である活性炭・濾材を工事
用バキューム車を使って
　取り出し充填を行います。
・取り出した活性炭・濾材をトラックに
積み込み自社再生工場
　まで運びます。


正社員 変形（1年単位） 株式会社　ユニオンサービス
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分
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