
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 0538-42-3191 従業員数 93人

年　　齢: 18歳～34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 あり

求人番号: 22090- 3550021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-49-1211 従業員数 35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 なし

求人番号: 22090- 3610321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     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: 13040-45017721 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 61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: 13040-45016021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0538-31-0025 従業員数 2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- 3613121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0537-28-8276 従業員数 9人

年　　齢: 70歳以下 休　　日： 土日祝 看護師 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: 22060- 2659221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-66-5231 従業員数 23人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 作業療法士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 理学療法士

求人番号: 22090- 3571421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 4時間 言語聴覚士

     TEL: 0538-86-5951 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日 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- 3564321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-33-6922 従業員数 13人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 社会福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 介護福祉士

求人番号: 22090- 3565621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間 精神保健福祉士

     TEL: 0538-43-0041 従業員数 47人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 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： その他 時間外 なし

求人番号: 22090- 3612921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0539-62-9800 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　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- 3592721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0538-32-4108 従業員数 20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- 3559121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5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- 3578821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-23-0380 従業員数 90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- 3540921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 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

182,200円～202,200円

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

輸送工程管理事務
（全国に向けて輸送
する発送荷物の管理
係）

お客様からお預かりした荷物が円滑に荷
物輸送される様、荷物管理を行う事務業
務と現場業務をお願いします。
事務業務として、電話でのお問い合わせ
や接客応対を行い、荷物の輸送日数や梱
包状態のアドバイス、パソコンを使って
輸送状況に異常が無いか確認するととも

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)11時00分～20時00

月給

250,000円～350,000円

静岡県袋井市土橋６０

2

モーター設計・技術 モーターの設計業務

・設計に付随する評価、試作まで行いま
す。
・設計ツールは、インベンター３Ｄ
・汎用品ではなく、客先仕様に合わせた
産業用カスタムモーターを　提供してい

正社員 ユニテック　株式会社　静岡事業所
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

261,200円～471,670円

静岡県袋井市上山梨２０５－７

3

施工管理アシスタン
ト（設備工事）／浜
松・磐田・藤枝

◇建設現場における設備施工管理業務に
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

月給

261,775円～481,720円

静岡県内各現場（主に浜松市・磐田
市・藤枝市）

4

施工管理アシスタン
ト（土木工事）／浜
松市・磐田市・藤枝
市

◇建設現場における土木施工管理業務に
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

月給 (2)10時00分～15時00

210,000円～300,000円 (3)7時00分～20時00分

静岡県内各現場（主に浜松市・磐田
市・藤枝市）

5

音源に関するプログ
ラム作成

制御系のプログラム開発です。

（主な仕事の内容）
・機能仕様書の理解および修正
・エフェクト作成（音響効果）、ＤＳＰ
制御などの
　プログラム作成および単体テスト

正社員 フレックス 合同会社　コモンセンス
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

275,000円～300,000円

静岡県磐田市気子島１７３９－２

6

看護師／袋井 ＊在宅で療養される方への訪問看護

　※訪問範囲は袋井市が中心です。
　※訪問には社用車（軽自動車）を使用
いたします。
　
　　　

正社員 株式会社　リンメール　（訪問看護ステー
ション　ルピナース）雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時15分

月給 (2)8時30分～17時30分 実務経験を要しま
す。202,200円～271,600円 (3)9時00分～18時00分

静岡県袋井市久能１７０１－１
訪問看護ステーション　ルピナース
袋井

7

機能訓練指導員 通所介護事業所（デーサービスセン
ター）での業務になります。

・施設利用者に対する日常生活上での機
能訓練やリハビリ等。
　
　

正社員 交替制あり 社会福祉法人　白寿会　（特別養護老人
ホーム　白寿園）雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 児童発達支援管理責
任者の要件を満たす
方

250,000円～380,000円

静岡県磐田市掛塚３１７２　　　白
寿園デイサービスセンター

8

児童発達支援管理責
任者

お子さまとの関わりや保護者の方との面
談を通して、

個人支援計画を作成、療育を主導してい
ただきます。

ゆとりある職員配置を行い、情報提供な

正社員 こぱんはうすさくら袋井川井教室
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

233,400円～233,400円

静岡県袋井市川井９５３－６

9

生活相談員（磐田）
介護福祉士・社会福
祉士・社会福祉主事
等

（主な仕事の内容）

・施設の利用に関する相談業務
・施設間の連絡調整
・利用契約締結
・苦情の受付・対応業務
・送迎業務

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 (2)8時30分～17時30分 経験者

226,748円～226,748円

静岡県磐田市岩井３０５１－１

10

介護支援専門員（萩
の花）

・家族との面談、サービス担当者会議の
開催、
　ケアプランの作成。
・認定期間の把握と更新申請代行手続
き。
・認定調査と医師意見書作成のお願いに
関する諸連絡。

正社員 交替制あり 社会福祉法人　紅紫会
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 マイクロソフトオ
フィスの使用経験185,000円～250,000円

静岡県袋井市高尾１４３９－１
　介護老人福祉施設　萩の花

11

一般事務 （主な仕事の内容）
■お客様からの電話対応
■書類作成・入力業務
■その他、総務業務
■ドライバ―の電話対応
■運行管理サポート
※ゆくゆくは人事・経理業務もお任せし

正社員 交替制あり 株式会社　ナカノ商会　磐田クロスドック
センター雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

165,000円～180,000円

静岡県磐田市下野部１９０５－３７

12

事務職（竜洋倉庫） 業容は倉庫業となりますが、製造業及び
量販店などの
ロジスティックセンターでの事務のお仕
事です。

（主な仕事の内容）
・顧客との（入出庫など）業務連絡、伝

正社員 変形（1年単位） 昭和製氷　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)7時30分～16時30分 経理経験者・建設業
の事務経験者優遇250,000円～300,000円

静岡県磐田市南平松１－２
　昭和製氷（株）　　竜洋倉庫

13

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

月給 社会福祉施設におい
て申請業務、企画業
務の経験

240,000円～270,000円

静岡県袋井市村松２１２８－１

14

本部事務 法人本部職員として、以下の業務等を行
い、主任として業務の
とりまとめを行います。

（仕事の内容）
・申請業務
　市や県に対して補助金の申請、事業の

正社員 社会福祉法人　デンマーク牧場福祉会　
　特別養護老人ホ－ム　ディアコニア雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

静岡県袋井市山崎５９０２番地の１
６７
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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: 0538-33-1222 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 月他 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- 3585821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0538-49-2211 従業員数 190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- 3577721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 3時間

     TEL: 0538-48-7011 従業員数 131人

年　　齢: 40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- 3532921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-36-3525 従業員数 8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- 3582121 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: 40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: 22020- 9383721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 15時間

     TEL: 0538-32-4108 従業員数 20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- 3558921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0268-75-7683 従業員数 42人

年　　齢: 59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: 20040- 4524921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-86-5321 従業員数 5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 なし

求人番号: 22090- 3596421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-66-6325 従業員数 24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- 3552821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 3時間

     TEL: 0538-32-7205 従業員数 16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： なし 時間外 あり

求人番号: 22090- 3575121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-30-6969 従業員数 2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- 3598621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-35-2180 従業員数 5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： その他 時間外 なし 車両系建設機械（整地・運搬・積込用及び掘削用）運転技能者

求人番号: 22090- 3599921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-44-6500 従業員数 20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 なし

求人番号: 22090- 3562521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-49-4949 従業員数 20人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 介護職員基礎研修修
了者

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし 介護職員初任者研修修了者

求人番号: 22090- 3533121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 介護福祉士

月給

152,921円～152,921円15

一般事務、接客、販
売

磐田市観光協会に所属して、一般事務及
び案内所での観光案内、
グッズ販売、イベントに参加しての販売
など、様々な業務をして
いただきます。

（主な仕事の内容）

正社員以外 磐田市観光協会
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～18時00分

月給 医療・介護病院等で
の医療事務経験169,000円～210,000円

静岡県磐田市中泉１－１－５

16

医療事務（事務受
付）

当院は、総合病院などで治療が一段落し
た患者様で引き続き高度な医療は必要と
しないが、点滴や注射、内服薬の管理、
全身状態の管理、精神面等の管理など、
医療行為が継続して必要な患者様を長期
的にケアしている病院です。


正社員 医療法人社団　八洲会　袋井みつかわ病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給

165,000円～230,000円

静岡県袋井市友永１１１１番地

17

生産管理業務（購買
業務・出荷業務・生
産管理業務）

工場内での作業をお願いします。

・パソコン操作によるデータ入力・出力

・フォークリフトを用いての運搬・入出
庫管理
（品物の移動は手作業で行う場合もあり

正社員 ヤスマ　株式会社　静岡工場
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

250,000円～400,000円

静岡県周智郡森町中川２１００

　イオン袋井店より車で北西３分

18

建築施工管理補助 ○建築管理全般に対する補助業務　

（主な仕事内容）

・現場の写真撮影
・図面作成の補助
・書類作成

正社員 有限会社　アートアンドクラフト
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

175,000円～200,000円

静岡県磐田市安久路２－２９－５

19

製版管理スタッフ
（竜洋工場）

食品関係のプラスチック包材を生産する
際に使用する印刷用シリンダー（版）の
入出庫管理（自動ラック）、タッチパネ
ルを使用しての版管理業務を行っていた
だきます。

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

月給

220,000円～250,000円

静岡県磐田市高木１７４５－１
【竜洋工場】

20

総合職（竜洋倉庫） 業容は倉庫業となりますが、製造業及び
量販店などの
ロジスティックセンターの運営が主体と
なります。

（主な仕事の内容）
・顧客との業務連絡、

正社員 変形（1年単位） 専門学校、大学校可 昭和製氷　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

170,000円～250,000円

静岡県磐田市南平松１－２
　昭和製氷（株）　　竜洋倉庫

21

自動車用プラスチッ
ク部品の受入出荷業
務【急募】

＊自動車用電線部品ワイヤーハーネスの
コネクター等の
　部品の受入、出荷業務です。
・製品（約１０ｋｇ）の持ち運びもあり
ます。
・まれにパソコンでの入力、メールを使
用する作業があります。

正社員 株式会社　ワイズファクトリー
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

200,000円～315,000円

静岡県袋井市鷲巣６３６

22

製造員（幹部候補） お米（玄米）を原料にした加工食品の調
理、袋詰め、検査、箱詰めのお仕事で
す。
重量物の持ち運び、生ものの取り扱いは
なく、きれいなお仕事です。
コンベアによる流れ作業はありません。
難しいお仕事ではありませんが、丁寧に

正社員 株式会社　発芽玄米
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時10分

月給

235,000円～320,000円

静岡県磐田市福田５４９１番地３
サンパーク福田Ｇ棟

23

営業職 全国にある得意先への自社製品の販売の
為の営業。
製紙工場へ染料を販売する。
製紙工場からの依頼事項やクレーム等に
対応する。
新規販売先への営業活動をする。

正社員 東亜化成　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給

200,000円～400,000円

静岡県磐田市東平松４０１－１

24

営業 新車・中古車及び当社取扱い商品の営
業・販売
・営業の対象　法人・個人のお客様
・営業範囲　　県西部地域がメイン（社
用車を使用）
・自動車及び車検・点検・修理等の営業
・接客・車に関する相談

正社員 東海自動車整備　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 保険募集の経験（な
くても可）217,950円～255,227円

静岡県磐田市富丘２０７

ユーバス　豊田東インター北バス停
徒歩５分

25

営業 保険代理店における営業担当者で主に以
下の業務を行います。

１．グループ会社社員の団体扱自動車保
険等の更改業務、
　　新規募集業務


正社員 株式会社　サイサンライフ
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給

250,000円～300,000円

静岡県磐田市西貝塚５５９－１

26

エクステリア工事現
場営業および現場管
理

土木、建設資材、住宅設備機器の販売及
び施工をしている
会社でのお仕事です。
（主な仕事の内容）
・建築現場の総合管理（主にエクステリ
ア工事）
・来店者の接客応対

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

時給 (2)7時00分～16時00分

181,440円～181,440円 (3)11時00分～20時00

静岡県磐田市上大之郷８８

27

介護職員／準社員 １ユニット９名で３ユニットあるアット
ホームな施設です。

・高齢者介護のお仕事です。
・入居者様との散歩や体操、レクリエー
ションをしたり、
　買い物の付き添い、食事の準備をして

正社員以外 交替制あり 有限会社　政経
　グループホーム　袋井やすらぎの家雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 (2)7時00分～16時00分

231,440円～296,440円 (3)11時00分～20時00
又は20時00分～7時00

静岡県袋井市木原４３９番地４

28

介護職員
「介護」

・１ユニット９名で３ユニットあるアッ
トホームな施設の
　老人介護のお仕事です。

・入居者様と一緒に散歩や体操、レクリ
エーションをしたり、
　買い物の付き添い、食事の準備をして

正社員 交替制あり 医療法人社団　清怜会　グループホーム
紅葉の家雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

静岡県袋井市萱間９４４－１

2/4



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: 0538-23-9513 従業員数 26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- 3544821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-36-4165 従業員数 13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: 22090- 3617221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-66-5231 従業員数 23人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 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

求人番号: 22090- 3573621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 4時間

     TEL: 054-270-3720 従業員数 3人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 美容師 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: 22010-11522721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 090-7435-2774 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　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- 3545221 各種保険： 雇用・労災 月平均 5時間

     TEL: 0538-86-5951 従業員数 7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- 3551721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-86-5321 従業員数 5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 なし

求人番号: 22090- 3595521 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～40歳 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: 22020- 9390021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 30時間

     TEL: 0538-42-6171 従業員数 222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- 3541121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 15時間

     TEL: 0538-43-5613 従業員数 26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 有機溶剤作業主任者

求人番号: 22090- 3622021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 危険物取扱者（乙種）

     TEL: 0538-32-7205 従業員数 16人

年　　齢: 59歳以下 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： なし 時間外 あり

求人番号: 22090- 3576021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-35-4121 従業員数 4人

年　　齢: 60歳以上 休　　日： 日祝他 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 牽引免許

求人番号: 22090- 3587521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 30時間

     TEL: 0538-42-7704 従業員数 37人

年　　齢: 59歳以下 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: 22090- 3536821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0538-42-7704 従業員数 37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 フォークリフト運転技能者

求人番号: 22090- 3537221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

時給 (2)8時00分～17時00分

162,000円～170,000円 (3)9時00分～18時00分29

介護職員／フルタイ
ムパート

・お年寄り１５名の日常のお世話をして
いただきます。

・介護度の軽い方が多い為、未経験の方
でも可能です。
（食事介助、トイレ誘導など）


正社員以外 交替制あり 有限会社　グループホーム　布衣乃郷
雇用期間の定めなし (1)7時30分～16時30分

月給 (2)9時00分～18時00分

174,810円～174,810円 (3)11時00分～20時00

静岡県袋井市堀越６９４－１

30

介護職員（正社員） デイサービス・ショートステイの施設に
おいての

介護サービスの提供をしていただきま
す。

お食事、お風呂、身だしなみのサポート

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　アズ・ライフケア　あずみ苑
磐田雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 (2)8時30分～17時30分 介護施設等での実務
経験ありの方歓迎し
ます。

171,300円～256,000円 (3)9時00分～18時00分

静岡県磐田市豊島１４２７－１

31

介護職員 通所介護事業所（デイサービスセン
ター）での介護業務になります。

・施設利用者に対する日常生活上の身体
的な介助全般。
・利用者の送迎補助。
・季節行事をはじめ、レクリエーション

正社員 交替制あり 社会福祉法人　白寿会　（特別養護老人
ホーム　白寿園）雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

220,000円～400,000円

静岡県磐田市掛塚３１７２　　　白
寿園デイサービスセンター

32

美容師 美容業務全般 正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ｅ－ｔｈｒｅｅ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～19時00分

月給

160,000円～250,000円

静岡県浜松市中区鴨江２－５７－１

33

整体師、エステティ
シャン

１　整体マッサージ（もみほぐし、オイ
ルマッサージ）のみ
２　エステ（脱毛、痩身、フェイシャ
ル）のみ
３　１と２両方できる方

パソコンカルテ入力、片付け掃除、買い

正社員 交替制あり 株式会社　ホの字　手なおし健康整体
雇用期間の定めなし (1)9時30分～20時00分

月給

200,000円～250,000円

静岡県袋井市新屋３ー８ー１　　２
階

34

児童指導員もしくは
保育士

未就学児や小学生のお子さまへの療育を
行います。

勉強についていけない、お友達とうまく
遊べないなど発達・成長に

心配のあるお子様や、障害を持ったお子

正社員 こぱんはうすさくら袋井川井教室
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

160,000円～255,000円

静岡県袋井市川井９５３－６

35

製造員 ・お米（玄米）を原料にした、
　加工食品の調理・袋詰め・検査・箱詰
めのお仕事になります。
・出荷伝票、送り状等の作成、その他入
力作業

＊重量物の持ち運び、生ものの取り扱い

正社員 株式会社　発芽玄米
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時10分

月給 (2)17時00分～2時00分

175,000円～200,000円

静岡県磐田市福田５４９１番地３
サンパーク福田Ｇ棟

36

生産スタッフ・ス
リットオペレーター
（竜洋工場）

スリット機にて冷凍食品や菓子類用の食
品包装材（プラスチックフィルム）をお
客様が必要とするサイズにスリット（裁
断）する仕事です。

当社では、食品関係のパッケージを数多
く取り扱っており、「安心、安全」な製

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

月給 (2)13時00分～22時00 樹脂成形経験あれば
尚可180,000円～240,000円 (3)21時00分～6時00分

静岡県磐田市高木１７４５－１

37

製造オペレーター 自動車用プラスチック部品を中心に、成
形・加工・組立までを

一貫して製造している会社でのお仕事で
す。

（主な仕事内容）

正社員 交替制あり 株式会社　相良プラスチック工業所
雇用期間の定めなし (1)5時00分～14時00分

月給 フォークリフトの運
転180,000円～280,000円

又は8時00分～17時00

静岡県袋井市広岡１１２０

38

ピアノフレーム加工 大手ピアノメーカー関連のお仕事です。
・グランドピアノフレーム加工をメイン
に従事していただきます。
　フレーム加工はフレームの磨き、塗
装、仕上げ等を行い、あなた　の加工し
たピアノが世界のピアノコンクール、コ
ンサートで

正社員 株式会社　アキハ
雇用期間の定めなし

月給

200,000円～400,000円

静岡県袋井市川井１１１１

39

自動車整備士 自動車整備全般のお仕事
・車検・点検・故障整備・ルームクリー
ニング　等々
・福祉車両の点検、整備も扱います。
　　　　　　　　　（福祉車両代車も
整っています）


正社員 東海自動車整備　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給 大型トラック・バス
運転経験者172,500円～181,125円

静岡県磐田市富丘２０７

ユーバス　豊田東インター北バス停
徒歩５分

40

（派）トラック・バ
スの回送

・納車、引取の搬送業務及びそれらの付
帯作業。

・トラックメーカーのディーラーでト
ラック納車、引取のお仕事です。

・また、納車前の軽作業等（洗車・ワッ

有期雇用派遣労働者 株式会社　トランスポートオオスギ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時45分～17時15分

月給

250,000円～300,000円

静岡県袋井市山科２４９４－１

41

４ｔドライバー 主にダンボール製品の輸送

・大和紙器のダンボール製品を各ユー
ザー先に配達します。
・主に静岡県内（浜松市～三島市）の配
送です。
・月に１～２回（豊橋・渥美半島・四日

正社員 変形（1年単位） 大和運送　株式会社　静岡営業所
雇用期間の定めなし (1)6時30分～15時30分

月給

200,000円～250,000円

静岡県袋井市国本１３１０－１

42

２ｔドライバー ダンボール製品の輸送を行っていただき
ます。

大和紙器のダンボール製品を各ユーザー
先に配達します。　
主に袋井から県内（浜松～静岡間あた
り）への配送です。

正社員以外 大和運送　株式会社　静岡営業所
雇用期間の定めなし (1)6時30分～15時30分

静岡県袋井市国本１３１０－１
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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: 0539-62-9800 従業員数 2人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 大型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 20人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 3590121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 45時間

     TEL: 054-369-1170 従業員数 21人

年　　齢: 59歳以下 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: 22040- 2837721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間 玉掛技能者

     TEL: 054-369-1170 従業員数 21人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　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 大型自動車免許

求人番号: 22040- 2841921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-66-4157 従業員数 300人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日 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 あり フォークリフト運転技能者

求人番号: 22090- 3556321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 054-261-2900 従業員数 49人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 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

求人番号: 22010-11370721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 06-6682-8801 従業員数 71人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 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： その他 時間外 あり

求人番号: 27040-10711821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0538-49-0355 従業員数 5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 あり

求人番号: 22090- 3581921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0538-42-7704 従業員数 37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: 22090- 3535721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-32-4108 従業員数 20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: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 3561221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 053-463-2411 従業員数 157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： その他 時間外 あり

求人番号: 22020- 9389621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

月給 大型トラックの運転
経験383,050円～421,750円

又は22時00分～8時00

43

ドライバー 【大型車での中距離配送】■関東／関西
エリアへ通販商品など
　輸送業務

具体的には・・・
【積み荷は？】
　通販サイト商品や、その他一般貨物。

正社員 交替制あり 株式会社　ナカノ商会　磐田クロスドック
センター雇用期間の定めなし (1)12時00分～22時00

月給

273,000円～315,000円
又は5時00分～18時00

静岡県磐田市下野部１９０５－３７

44

資格取得支援あり／
正社員／３ｔユニッ
クドライバー／磐田
市

大手建築メーカーの資材を運搬する仕事
です。
１日の仕事の流れは、３ｔユニック車で
建築メーカーに行き建築資材を積載し、
建築現場まで運搬及び納品します。
納品後、廃材等を積載しリサイクルセン
ターへ運搬帰社します。

正社員 変形（1年単位） 徳三運輸倉庫　株式会社
雇用期間の定めなし

月給

270,000円～320,000円
又は2時00分～19時00

静岡県磐田市南平松１－３

45

正社員／大型配送運
転手／磐田市

・主に静岡県内が中心の配送業務を行っ
て頂きます。
・岩手県や中京エリアへの長距離配送も
あります。

※　手積み手卸し作業あり。別途手積み
手卸し手当あり。

正社員 変形（1年単位） 徳三運輸倉庫　株式会社
雇用期間の定めなし

月給 工場での勤務経験
165,000円～235,000円

静岡県磐田市南平松１－３

46

運搬・搬送業務（工
場内・近隣会社）

◎網パレットや樹脂パレットに載せた製
品・部品を運搬する仕事で　す。

・工場内：工程ごとにある所定の場所
に、品物を運搬します。
　　　　　フォークリフトやハンドリフ
トを使います。

正社員 コーケン工業　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時10分～17時10分

時給 大型自動車の運転経
験209,391円～209,391円

静岡県磐田市飛平松２１４－１

47

運転手（陸送ドライ
バー）／袋井市

・新車、点検、整備車両の納車及び引取
に関わる運転業務。
　お客様の所や営業所にトラックやバス
等を運びます。

・荷物の積み降ろしはありません。


正社員以外 変形（1ヶ月単位） 静岡日野自動車　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時20分～17時00分

日給 (2)8時00分～17時00分

221,640円～233,360円 (3)9時00分～18時00分

静岡県袋井市国本１２９４
　袋井営業所

48

フォークリフトオペ
レーター（袋井市）

月間賃金総支給額は諸手当等を含めると
約２４万円～
２７万円程度です。

・大手物流倉庫内でのリーチリフトによ
る入出庫及び
　検品作業です。

正社員 変形（1ヶ月単位） 吉川運輸　株式会社
雇用期間の定めなし (1)6時30分～15時30分

月給 配管工経験者

260,000円～470,000円

静岡県袋井市小山字一丁田１５３－
１
吉川運輸株式会社　袋井営業所

49

配管工 公共工事、水道本管布設工事を主に行っ
ております。

配管工スタッフとして、給・配水管など
の水道管の新設や
取替工事、修理などに携わっていただき
ます。

正社員 有限会社　鈴武設備工業所
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 リフト業務経験

247,800円～286,100円

静岡県袋井市春岡１１７０番地２

50

リフト作業員 主にダンボール製品の輸送、その他一般
貨物の取り扱いを
している会社です。

・大和紙器のダンボール製品を工場内で
ピッキング作業。


正社員 交替制あり 大和運送　株式会社　静岡営業所
雇用期間の定めなし (1)6時30分～15時30分

月給

210,000円～240,000円

静岡県袋井市国本１３１０－１

51

倉庫内作業（フォー
クリフト）／竜洋倉
庫

業容は倉庫業となりますが、製造業及び
量販店などの
ロジスティックセンターの運営が主体と
なります。

（主な仕事の内容）
・取扱品は主に車のタイヤ、ホイール

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

静岡県磐田市高木１７４５－１
【竜洋工場】

月給

175,000円～185,000円

静岡県磐田市南平松１－２
　昭和製氷（株）　　竜洋倉庫

52

包装作業（竜洋工
場）

仕事内容は、食品関係のプラスチック
フィルムを包装する作業となります。ス
リット工程で断裁されたロール状のフィ
ルムを、お客様に衛生的な状態でお届け
する為に、自動包装機や手作業でラミ
ネートされたフィルムを使用し製品を包
む仕事です。

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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