
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 03-6722-0597 従業員数 79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: 13040-38886721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0538-85-9100 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 薬剤師 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- 3438721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-39-5661 従業員数 27人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　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: 22090- 3320121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0538-39-5661 従業員数 27人

年　　齢: 59歳以下 休　　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: 22090- 3321021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0538-85-9100 従業員数 6人

年　　齢: 不問 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- 3439821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-67-8585 従業員数 5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- 3418621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-33-3090 従業員数 16人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 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

求人番号: 22090- 3375221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-43-0404 従業員数 310人

年　　齢: 64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- 3405821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-59-3690 従業員数 94人

年　　齢: 29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- 3422221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 03-3562-7523 従業員数 3人

年　　齢: 64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: 13010-36311121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 047-304-7380 従業員数 4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 あり

求人番号: 12020- 3906621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0742-26-8071 従業員数 4人

年　　齢: 64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 なし

求人番号: 29010- 6454021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 054-287-0015 従業員数 3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: 22010-10551921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 13時間

     TEL: 0538-38-5323 従業員数 140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- 3423521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 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） 

月給

261,200円～471,670円

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

施工管理アシスタン
ト（建築工事）／浜
松市、磐田市、藤枝
市

◇建設現場における建築施工管理業務に
従事して頂きます。
◇未経験の方やブランクがある方も歓迎
致します。
◇未経験の方には丁寧に基本から教育さ
せて頂きます。
※ご本人の希望や適性を踏まえて担当現

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

年俸制

344,827円～551,724円

静岡県内各現場（主に浜松市、磐田
市、藤枝市）

2

薬剤師 調剤業務、ＯＴＣ販売、他医薬品に関す
る

お仕事になります。



正社員 有限会社　森町センター薬局　森町処方箋
応需会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

240,000円～250,000円

静岡県周智郡森町草ヶ谷３９０－１

3

ショートステイ看護
職員

ショートステイ（短期入所生活介護）の
看護スタッフとしての
お仕事です。

・利用される方の健康管理、服薬の管理
や入浴時の全身観察や
　処置を行っていただきます。

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ユニマット　リタイアメント・
コミュニティ
　磐田ケアセンターそよ風

雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 デイサービスの勤務
経験240,000円～250,000円

静岡県磐田市国府台１０－１

4

デイサービス看護ス
タッフ

デイサービ看護スタッフとしてのお仕事
です。

・ご利用者の健康管理を中心としたお仕
事となります。

・バイタル測定や入職時の身体観察及び

正社員以外 株式会社　ユニマット　リタイアメント・
コミュニティ
　磐田ケアセンターそよ風

雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 経験者優遇

158,000円～190,000円

静岡県磐田市国府台１０－１

5

医療事務 薬局での医療事務のお仕事です。

（主な仕事の内容）
・受け付けたレセプトをパソコン入力等
の処理業務
・業者や患者様の電話対応
・会計計算、レジ打ち業務

正社員 有限会社　森町センター薬局　森町処方箋
応需会雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

時給 作業指示等リーダー
経験のある方206,400円～206,400円

静岡県周智郡森町草ヶ谷３９０－１

6

生産管理（ライン
リーダー）

（主な仕事の内容）

・製品の品質および数量の管理
　（化粧品、ペットフード等）

・パートへの作業指示（ライン１０名程
度）

正社員 ヨシオテック株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

200,000円～200,000円

静岡県袋井市下山梨１６８９

7

家具メーカーの営業
アシスタント（法人
向け）

法人営業の「お手伝い」が仕事です。
営業マンに同行したり、指示を受けて資
料作成をしたり、メールや電話のやりと
り、家具の組み立て設置、検品と、やる
ことはほぼ法人営業の仕事と同じです。
「営業見習い」としてお客様には紹介し
ますので一人前の応対をしていただく必

正社員以外 変形（1年単位） 株式会社　充英アート
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 ビルメンテナンス業
務経験あれば尚可202,500円～232,500円

静岡県磐田市見付１７６０－２７

8

清掃スタッフ管理 清掃業務・日常清掃等の作業指導、

請負先の巡回及びスタッフの労務管理等
の

お仕事を担当していただきます。


正社員 株式会社　ピーオーテクノサービス　袋井
事務所雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時10分

月給

167,700円～200,500円

静岡県袋井市愛野１２３４　ポーラ
化成工業内

9

社内システム管理 （株）エフ・シー・シーのグループ企業
です。

・社内システムの維持管理に携わる業務
です。

・２０２６年新システム導入に向けた増

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

190,000円～280,000円

静岡県磐田市高木１５５０番地１

10

店舗スタッフ（磐田
店／全国転勤の正社
員）

＊転勤できる方を募集します
＊家具・家電付の社宅をご用意いたしま
す
＊ブランドバッグ・小物・ジュエリー・
時計等、幸せなプレゼント
　選びのお手伝いをする仕事です
（ブランド品や当社オリジナルブランド

正社員 変形（1年単位） 株式会社　ハピネス・アンド・ディ
雇用期間の定めなし (1)9時30分～21時00分

月給

170,000円～175,000円
又は9時40分～21時10

静岡県磐田市高見丘１２００番地
ららぽーと磐田内
「ＧＩＮＺＡ　Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ
磐田店」（当社店舗）

11

靴の販売（リーガル
シューズららぽーと
磐田店）

★店舗にて商品（主に靴）をお客様に販
売するお仕事です。
　レジ操作、靴のサイズ出し、フィッ
ティング等を行います。
　また、それに伴う簡単な事務仕事があ
ります。


正社員以外 変形（1年単位） 株式会社　リーガルリテール
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給 販売、営業、受付等
の接客業182,250円～300,000円

又は10時00分～21時00

静岡県磐田市高見丘１２００
ららぽーと磐田２階
「リーガルシューズららぽーと磐田
店」

12

パソコンサポート
サービス店頭受付業
務

※初めての方でも研修制度があるので安
心です。

大型家電量販店のパソコンのサポート業
務やメンテナンス
お客様宅への出張サポートをお願いしま
す。

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社ミライズ
雇用期間の定めなし

月給 (2)9時00分～13時30分 販売経験

180,000円～250,000円

静岡県掛川市細田２３１－１（掛川
店）
静岡県磐田市岩井２１６０－３（磐
田店）

13

コンタクト・めがね
販売事務／袋井市上
山梨【急募！】

コンタクトレンズ・めがねの検査、販売
及び一般事務

〇接客
〇コンタクトレンズ・めがねの検査
〇レンズの発注
〇売り上げ集計等の事務

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

月給

180,000円～240,000円

静岡県袋井市上山梨１丁目８－２
ウォーク袋井山梨店

14

営業及び炊飯工場で
の作業

◇営業として、販売活動をしていただき
ます
　
　米穀関係の営業　もしくは　炊飯関係
の営業



正社員 株式会社　遠州米穀
雇用期間の定めなし (1)8時20分～17時30分

静岡県磐田市高見丘１２０３
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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: 0538-23-6111 従業員数 220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- 3371121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 053-454-7431 従業員数 9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- 8483921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 0538-34-6131 従業員数 32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 なし

求人番号: 22090- 3403021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-43-1001 従業員数 5人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 月他 美容師 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- 3355021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-423-0866 従業員数 3人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 理容師 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 なし 美容師

求人番号: 22020- 8782721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-3829-3401 従業員数 16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: 13120- 7060121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 29時間

     TEL: 0538-21-4131 従業員数 20人

年　　齢: 59歳以下 休　　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- 3381721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 27時間

     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- 3331821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-35-1527 従業員数 3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- 3297421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-38-1718 従業員数 20人

年　　齢: 44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- 3387621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20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 なし

求人番号: 22090- 3428121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-38-5323 従業員数 140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- 3424421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-31-8800 従業員数 5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- 3437021 各種保険： 雇用・労災・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-66-6365 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 三級自動車整備士 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- 3323821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

月給 営業経験

230,000円～310,000円15

営業職 製品である超硬チップソー、メタル
ソー、バンドソーのルート営業を中心と
して、一部、新規顧客開拓営業を行う。

当社の製品用途は以下の通りです。
・各種鉄鋼材料／銅、アルミニウムを代
表とした非鉄金属の切断

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

月給

179,000円～260,000円

静岡県袋井市浅羽３７１１

16

工業用潤滑油の営業
（ルートセールス）

既存顧客へのルートセールスが中心とな
ります。

産業燃料油、工業用潤滑油の

【販売・提案・オイル交換作業・アフ
ターフォロー等】

正社員 変形（1年単位） 株式会社　遠州日石
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)10時30分～19時30 経験３年以上

176,000円～232,000円 (3)17時00分～9時00分

静岡県磐田市匂坂上１３４８
【（株）遠州日石　商品技術部】

17

介護職員（なかよ
し）

＊入所者の介護・看護業務に従事してい
ただきます。

【主なお仕事】
　・入浴の介護
　・排泄の介護
　・食事の介護

正社員 交替制あり 医療法人社団　恵成会　豊田えいせい病院
グループ雇用期間の定めなし (1)6時30分～15時30分

月給 美容業経験者

165,000円～230,000円

静岡県磐田市小立野１３５－１　
　介護老人保健施設なかよし

18

美容師（技術者）又
は美容アシスタント

美容業務

（主な仕事の内容）
・お客様の接客
・カット・パーマ・カラー・メイク・ネ
イル
・シャンプー・ブロー

正社員 ＮＯＯＫＵ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

230,100円～232,800円

静岡県袋井市愛野南２丁目３－２

19

ヘアーカット専門サ
ロンのカットスタッ
フ（遠鉄ストア）

・ヘア－カット専門サロンのカットス
タッフ募集です。
　シャンプ－、パ－マ、カラ－、顔剃り
のないカットのみに
　特化したサロンなので腰痛や手荒れの
心配はありません。


正社員 株式会社　サンヨー商事
雇用期間の定めなし (1)9時00分～19時00分

月給 (2)12時00分～21時00

250,000円～300,000円 (3)15時00分～0時00分
又は10時00分～0時00

静岡県磐田市今之浦５８７９－１
遠鉄ストア磐田店内

20

店舗管理（店長候
補）いきなりステー
キ袋井店

ステーキ専門店の店長候補として、調
理、接客、発注業務、資材管理、スケ
ジュール管理といった店舗管理全般をお
任せします。

※店長は店舗管理業務に従事しますが、
　管理監督者ではなく、残業代の支払い

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ペッパーフードサービス
雇用期間の定めなし (1)10時00分～19時00

月給 (2)16時00分～21時00

190,000円～190,000円 (3)17時00分～21時00
又は8時00分～21時00

静岡県袋井市堀越２－２１－８

21

飲食店接客（店長候
補）／バーガーキン
グアピタ磐田店

（主な仕事の内容）

・接客・注文聞き・配膳・お会計
・簡単な調理・盛り付け
・食材の発注・仕入・検品・在庫管理
・アルバイトスタッフの指導教育
・シフト管理

正社員 変形（1年単位） 株式会社　アイエヌジー
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

280,000円～330,000円

静岡県磐田市今之浦３－１－１１
バーガーキングアピタ磐田店

22

農作業従事者 農作業従事者
（収穫した野菜を箱に入れて車までもっ
ていくのが主な仕事です）

（仕事の内容）
・栽培から収穫（草刈りや雑草抜き含
む）

正社員 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

月給

200,000円～250,000円

静岡県袋井市村松２１２８－１

23

建材の組立及び取付
補助・搬入

作業一般として
・アルミサッシ建材の組立及び取付の補
助作業
　住宅建材の現場搬入を担当していただ
きます。

業務として

正社員 有限会社　ＩＲワタナベ
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

165,000円～225,000円

静岡県磐田市下本郷１１３５－６

24

アルミ部品の仕上げ
加工

二輪、四輪、船外機のアルミ部品をエ
アーツール・

電動工具・ボール盤・溶接機・ショット
ブラスト機等を

使用して、バリ取り仕上げ、研磨加工、

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

月給 「求人に関する特記
事項」欄をご覧下さ
い。

185,000円～250,000円

静岡県磐田市藤上原５３３－６５

25

環境毒性実務者 （主な仕事の内容）
・水生生物（魚類、甲殻類あるいは藻類
等）の飼育管理
・水生生物（魚類、甲殻類あるいは藻類
等）を用いた安全性試験の試験操作
・試験データ及び試験関係資料等の
チェック

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 (2)8時50分～18時00分

170,000円～230,000円 (3)14時50分～0時00分

静岡県磐田市塩新田５８２－２

26

工場作業（精米工
場・炊飯工場）

精米工場内にて、玄米管理、精米加工、
袋詰め、出荷作業等、工場全般に従事し
て頂きます


炊飯工場内にて、炊飯業務全般に従事し
て頂きます。炊飯受け取り、おにぎり、

正社員 交替制あり 株式会社　遠州米穀
雇用期間の定めなし (1)4時50分～14時00分

月給

188,000円～319,000円

静岡県磐田市高見丘１２０３

27

点検・修理及び販売 農業用機械等の修理、点検業務及び販売
の募集です。
・お取引先（固定客が主）を訪問し、点
検、修理とその折に
　販売もしていただきます。
・活動地域は、主に静岡県西部地域で、
社用車を使用。

正社員 株式会社　高塚機械製作所
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 整備・修理の経験

170,000円～210,000円

静岡県袋井市川井８６５－５
（株）高塚機械製作所　竹原産業袋
井事業所

28

車の整備補助、修理 自動車の販売・修理・車検・鈑金、塗装
など車に関することを幅広く行っている
会社での整備補助、修理等の仕事です。
（主な仕事内容）
・自動車整備の補助業務
・事故や故障した車の修理　等
・経験のない方の応募も可です。

正社員 有限会社　フジタ鈑金
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時00分

静岡県磐田市駒場７０５６－２

遠鉄バス　金洗西バス停　徒歩１０
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: 0538-21-3920 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- 3419921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20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- 3353921 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- 3354121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-86-5123 従業員数 85人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 6人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090- 3368521 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 1人

年　　齢: 44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: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22020- 8673421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10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- 3370921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-34-3017 従業員数 23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- 3386321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 053-587-8585 従業員数 5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： その他 時間外 あり

求人番号: 22022- 1282121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 0538-44-3353 従業員数 30人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 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： 毎　週 時間外 あり 大型自動車免許

求人番号: 22090- 3429021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 玉掛技能者

     TEL: 0538-44-3353 従業員数 30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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090- 3427921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-36-1163 従業員数 8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

求人番号: 22090- 3294821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

月給 (2)6時30分～15時30分

200,000円～254,000円 (3)14時00分～23時0029

二輪・四輪製品の製
造スタッフ

無期雇用だから安心して働ける環境で
す。

■エンジンなどの部品の製造業務

・機械オペレーター、加工、組付け作業
など

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)8時00分～17時00分

月給 ＣＲＯ勤務経験者及
びＧＬＰ概念有識者
優遇

185,000円～250,000円

静岡県磐田市中泉２２８０－２

30

動物臨床検査担当者 薬物を投与した動物から血液、血清（あ
るいは血漿）、尿を
採取し、私たちが健康診断で実施するの
と同じ血液、生化学、
尿検査等を行う。

実際には下記の業務を行っていただきま

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 医薬品又は農薬メー
カーの研究所、ＣＲ
Ｏでの試験担当者、

200,000円～500,000円

静岡県磐田市塩新田５８２－２

31

安全性試験責任者 試験委託者との対応から試験計画書の作
成、試験担当者等を

指導しての試験の実施、報告書作成、試
験関係資料の保管まで

一連の試験業務を責任者として行う。

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 (2)17時00分～2時00分

171,000円～254,340円

静岡県磐田市塩新田５８２－２

32

自動車用部品検査・
選別スタッフ

【自動車用部品検査スタッフの募集で
す！】
【未経験者でも安心して働ける環境で
す！】
自動車部品（ネジ・ボルトなどの小物）
小型工業製品の検査・選別
をお客様の工場や倉庫で行います。

正社員以外 交替制あり 株式会社グリーンテック　袋井営業所
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給

174,763円～238,313円

静岡県袋井市山科２２７６－１

33

リフト作業員（袋井
市）

（請負業務）
トラックで運ばれてきたペットフードを
リーチリフトにて倉庫へ降ろしたり、逆
にトラックに積み込みしたりする作業で
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30分～17時30分

月給

270,000円～350,000円

静岡県袋井市山科２８６４－１
事業所名はハローワークまでお問い
合わせ下さい。

34

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 フォークリフトでの
業務での操作経験167,000円～167,000円

静岡県袋井市村松１４１７－１

35

倉庫作業員（フォー
クリフトオペレー
タ）

フォークリフトを使用して倉庫内作業及
び管理業務をお願い致します。
具体的には
・入庫した製品の格納・整理
・組立している現場に必要な部材の供給
・出来上がった製品を所定位置へ移動・
整理

正社員 株式会社　ナルキュウ
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

205,000円～205,000円

静岡県磐田市見付１７５５番地１

36

倉庫作業スタッフ
（周智郡森町　森町
営業所）

仕事内容は、自動車部品の入出庫作業で
す。
重い物を持ったりする作業はありませ
ん。
在庫の確認など簡単な作業ですので、す
ぐに覚えられる内容です。
経験がない方でも大丈夫です。

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

月給

200,000円～300,000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

37

ダンボール回収作業
員及び収集運搬業務

２ｔ、４ｔパッカー車（ゴミ収集車）・
平ボディ車・
クレーン車・大型車にて資源物および廃
棄物の回収を
していただきます。

・回収した廃棄物や鉄類などの仕分け作

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

月給

200,000円～300,000円

静岡県袋井市国本２５５０－２

38

場内作業員 金属・古紙・産業廃棄物の収集運搬処分
を行う
リサイクル会社での営業のお仕事になり
ます。
（仕事の内容）
・回収、持込廃棄物や金属の仕分け、加
工、積込み作業です。

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

静岡県磐田市新貝５９－１
　中遠広域粗大ゴミ処理施設　内

月給

185,000円～217,000円

静岡県袋井市国本２５５０－２

39

一般廃棄物処理 磐田市新貝にある「中遠広域粗大ゴミ処
理施設」内におけるお仕事です。
（主な仕事内容）
・不燃ゴミ受入、選別等の作業
・ソファー等解体して、分別作業
・その他付随する作業　など


正社員 東海環境整備　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分
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