
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 0538-74-7324 従業員数 24人

年　　齢: 60歳～70歳 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: 22090- 3619421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-66-5231 従業員数 23人

年　　齢: 不問 休　　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- 3572321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間 言語聴覚士

     TEL: 0538-39-0001 従業員数 23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: 22090- 3555421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-85-0355 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 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- 3623721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-84-9211 従業員数 10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- 3579221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-21-2012 従業員数 9人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 木祝他 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- 3548321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-35-3221 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 木日他 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- 3588421 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-34-0150 従業員数 120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- 3583021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0539-62-4076 従業員数 55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- 3554521 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0268-75-7683 従業員数 28人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 20040- 4523621 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 090-7435-2774 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 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: 22090- 3546521 各種保険： 雇用・労災 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- 3563421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-36-4165 従業員数 13人

年　　齢: 不問 休　　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

求人番号: 22090- 3616821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0539-62-6158 従業員数 24人

年　　齢: 18歳以上 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: 22090- 3597321 各種保険： 労災 月平均 

静岡県磐田市敷地８３番地の８

日給

920円～920円
又は17時30分～8時30

静岡県磐田市豊島１４２７－１

14

宿直職員 ・特別養護老人ホームの宿直員


＊３名体制での交替勤務になります。
（月１０日程度の勤務）

パート労働者 社会福祉法人　長生会　特別養護老人ホー
ム　豊仙苑雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)9時00分～18時00分 介護福祉士

913円～913円 (3)11時00分～20時00

静岡県袋井市木原４３９番地４

13

介護職員 デイサービス・ショーステイの施設にお
いて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
等
介護業務全般を行っていただきます。

パート労働者 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

時給 (2)7時00分～16時00分

1,000円～1,020円 (3)11時00分～20時00

静岡県袋井市上山梨４丁目１ー２パ
ティオ内１階

12

介護職員 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頂

パート労働者 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

時給

915円～950円

静岡県袋井市鷲巣６３６
ワイズファクトリー袋井工場

11

服飾販売員 アンティーク着物屋で着物や帯の販売、
買取。

パート労働者 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)10時00分～18時00

時給

950円～1,000円

静岡県磐田市合代島１１６６－３

10

プラスチック部品の
梱包・出荷業務【急
募】

＊自動車プラスチック部品の製品を梱
包、ダンボール箱に
　詰め出荷する業務
　
　ラベル貼り等

◎創業したばかりの新しい会社ですが、

パート労働者 株式会社　ワイズファクトリー
雇用期間の定めなし (1)9時00分～16時00分

時給

970円～1,100円

静岡県磐田市中泉７０３番地

9

事務（内勤） ・「生産管理システム」を操作して、資
材発注、社内生産管理、
　外注先管理などを行っていただきま
す。

・パソコンを使ってデータの入出力をし
ていただきます。

パート労働者 変形（1年単位） 有限会社　大井製作所
雇用期間の定めなし (1)8時00分～13時00分

時給

925円～925円

静岡県磐田市見付１２１９－１０

8

事務職 当院における医療事務全般の仕事となり
ます。

（主な仕事の内容）
・事務（レセプト入力操作）
・パソコンでのデータ入力
・請求請求

パート労働者 医療法人社団　明徳会　新都市病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～13時30分

時給 (2)8時30分～12時30分

950円～1,000円

静岡県磐田市今之浦４－４－８

7

受付・医療事務・助
手

　・診療受付
　・医療事務（パソコン使用）
　・診療補助などの業務です。

パート労働者 高卒以上 木瀬歯科医院　　川島　尚子
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

時給 経験者優遇

1,000円～1,500円
又は8時30分～19時30

静岡県袋井市上山梨３－１８－１１
欄Ｖ　２０４

6

ペット用品の通販発
送

ペット用品の受注業務、パソコン入力、
商品梱包、
発送手配の簡単なお仕事です。


・未経験ＯＫ！・短時間ＯＫ！・残業な
し・簡単作業で

パート労働者 株式会社　ぷりずむ　ひかりどうぶつ病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～14時00分

時給

1,200円～1,200円
又は14時50分～21時30

静岡県周智郡森町問詰１２２３－１
２

5

個別指導塾の講師
（個別）／山梨校

（主な仕事の内容）

・塾での個別指導（１人１人に直接指
導）
　指導科目
　　国語・数学（算数）・理科・社会・
英語の中で得意科目

パート労働者 交替制あり 株式会社　山名新聞サービス
雇用期間の定めなし

時給 ＥＣモール（未経験
者でも可）1,000円～1,500円

静岡県磐田市中泉１－１－１
　静岡新美容専門学校

4

Ｗｅｂデザイナー （主な仕事の内容）
Ｗｅｂデザイン
・ＥＣモール構築、画像加工、バナー作
成等ＥＣモール運営に関わ　る仕事。
・パッケージデザイン・撮影等商品開発
に関わる仕事。
・チラシデザイン、名刺デザイン、ＰＯ

パート労働者 朝日製粉
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

時給

2,800円～2,800円

静岡県磐田市掛塚３１７２

3

教員（非常勤時間講
師）

美容師養成校における関係法規の科目を
担当して

いただきます。


＊資格は「求人に関する特記事項参照」

パート労働者 学校法人　染葉学園
雇用期間の定めなし (1)9時00分～16時30分

時給 (2)8時30分～17時30分 実務経験を要する

1,470円～1,570円 (3)9時00分～18時00分
又は8時00分～18時00

静岡県袋井市栄町１３－２２

2

機能訓練指導員 通所介護事業所（デイサービスセン
ター）の業務になります。

・施設利用者者に対する日常生活上を営
むための機能訓練やリハビリを行いま
す。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　白寿会　（特別養護老人
ホーム　白寿園）雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

時給 (2)9時45分～15時15分

950円～1,000円

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

軽作業補助 食品会社でのライン作業の補助を行いま
す。

パート労働者 千和株式会社　すみれの丘
雇用期間の定めなし (1)9時00分～16時30分

≪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） 
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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）

≪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） 

     TEL: 0538-37-3565 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 なし

求人番号: 22090- 3570521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-66-5231 従業員数 23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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090- 3574921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 053-423-1165 従業員数 78人

年　　齢: 不問 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: 22020- 9281321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-49-0711 従業員数 56人

年　　齢: 不問 休　　日： 日 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22090- 3620921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 

     TEL: 052-202-6151 従業員数 26人

年　　齢: 不問 休　　日： 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: 23020-26212221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0422-37-5218 従業員数 21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: 13170- 9949321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 053-450-1517 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: 22020- 9245821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-48-6113 従業員数 227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- 3618521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-36-7004 従業員数 14人

年　　齢: 不問 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: 22090- 3589321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 090-3971-9788 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝 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- 3594221 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0538-48-7011 従業員数 131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 なし

求人番号: 22090- 3539421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-35-1361 従業員数 20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- 3534021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-38-1271 従業員数 40人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 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- 3542021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0537-22-7100 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: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22060- 2668421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県袋井市広岡１４６３－６
デイサービスセンターきらり

時給 (2)15時45分～17時15 安全運転ができる冷
静な方920円～920円

静岡県磐田市寺谷２２５８

28

運転手 送迎業務
・袋井市在住の利用者の方の自宅へ車で
迎えに行きます。
・一人で運転し２～６人位の方を送迎し
ます。
・車いすの方を乗せることもあります。

パート労働者 株式会社　健康第一調剤薬局
雇用期間の定めなし (1)8時00分～10時30分

時給 (2)9時00分～15時00分 ・公共土木工事の施
工監理、現場管理経
験

1,340円～1,340円

静岡県磐田市上大之郷１１２

27

施設管理／磐田市 （主な仕事の内容）

・管路施設等の日常の維持管理
・管路巡視
・工事及び委託における監理、監督補助
・工事及び委託における設計、積算補助
・検針

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 高校（土木科又は類
する学科）以上又は
同等の知識を有する

静岡県企業局西部事務所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～16時00分

時給

920円～920円
又は9時00分～17時00

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

26

製造加工員 ・端子切り
・ラベル（シール貼り）
・ライン補助（部品カット等）
・部品入れ
・部品組付け

パート労働者 株式会社　スズタキ
雇用期間の定めなし

時給

1,000円～1,000円
又は8時00分～17時00

静岡県袋井市大野６５０５

25

食品製造補助（香辛
料）

食品（香辛料）の製造補助業務を行って
いただきます。

（主な仕事の内容）
・原材料の遠別、充填、袋詰め
・包材の準備作業
・ラベル貼り付け

パート労働者 ヤスマ　株式会社　静岡工場
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

920円～920円

静岡県磐田市加茂６２８－１
　園芸流通センター

24

農作業 ハウス内での
メロン・トマト他栽培、管理
・出荷・梱包に関する作業になります。
（ハウス内での作業になります）


＊シフトは希望があれば当日でも変更可

パート労働者 株式会社　ルーツ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～14時00分

時給

913円～913円

静岡県袋井市宇刈２５０５－２

23

白葱の堀取り、定植
作業

・農家さんの畑に行き、白葱を堀取り
機、定植機を使い、
　作業を行いますが、最初は補助作業か
ら行っていただきます。

・慣れてくれば、機械を使った作業をし
ていただきます。

パート労働者 遠州中央農業協同組合
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時30分～16時30分

時給

1,000円～1,000円

静岡県磐田市駒場６８６６－１０
【竜洋海洋公園レストハウス　しお
さい竜洋】

22

フロント業務／葛城
北の丸

宿泊施設「葛城北の丸」でのお仕事で
す。
（主な仕事内容）
・出発時の下足業務
・売店業務フォロー
・フロント事務作業
・館内清掃

パート労働者 株式会社　ヤマハリゾート
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～11時00分

時給 (2)10時00分～19時00

930円～980円

静岡県袋井市川井１１４３－１

21

レストランホールス
タッフ＠しおさい竜
洋

（請負業務）
指定管理施設の竜洋海洋公園レストハウ
ス『しおさい竜洋』の
カフェレストラン「ルポ」でのお仕事で
す。

・オーダー受付（ハンディ―端末使用）

パート労働者 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)10時00分～15時00

時給

913円～913円

静岡県磐田市岩井２５００
スズキ磐田工場　内食堂

20

調理補助／モーニン
グ時間帯（ガスト
袋井インター店）

◎簡単な調理補助から始めて、調理全般
から洗い場まで担当していただきます。
・食事の盛り付け
・焼き物、揚げ物等の簡単な調理
・食器洗い、消毒等
・その他付随する業務


パート労働者 株式会社　すかいらーくレストランツ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～10時00分

時給

1,025円～1,025円

静岡県袋井市萱間５７２－６

19

調理（請）／磐田市
岩井

企業内食堂での調理のお仕事です。



　　　　［請負業務］

パート労働者 ジー・エイチ・ホスピタリティフードサー
ビス中部　株式会社雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)15時00分～22時00

時給

1,200円～1,200円

静岡県磐田市加茂３９５【ゆやの
里】

18

クリーニング補助作
業（臨時）

・皮革衣料・着物・ジュータン・布団等
の特殊クリーニング工場内での仕事で
す。
　入荷、洗浄機周辺作業、タック付け、
マーキング、検品（しみ、ほころびの
チェック）、包装、出荷作業など

パート労働者 株式会社　小羽皮革
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時20分～17時00分

時給 (2)13時00分～16時00

915円～915円 (3)16時00分～19時00

静岡県磐田市掛塚３１７２

17

介護補助職員（ゆや
の里）

フロアやお風呂場などの清掃、食事の配
膳・下膳、ご利用者の見守りなどです。



パート労働者 社会福祉法人　八生会
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～10時00分

時給 (2)8時30分～17時30分

970円～1,100円 (3)9時00分～18時00分
又は8時00分～18時00

静岡県磐田市一言２６９０－２
　又は磐田市豊田西之島２８９－３

16

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　白寿会　（特別養護老人
ホーム　白寿園）雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

日給

1,000円～1,000円15

介護職／夜勤専任 通所介護施設での仕事です。

（主な仕事の内容）
・夜間の身体介護

パート労働者 株式会社　ユアハート
雇用期間の定めなし (1)20時00分～8時00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）

≪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） 

     TEL: 0538-49-2901 従業員数 20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- 3591021 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 06-6682-8801 従業員数 71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 あり

求人番号: 27040-10781421 各種保険： 労災 月平均 15時間

     TEL: 053-456-3411 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 火木土日祝他 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: 22020- 9340721 各種保険： 労災 月平均 

時給 (2)7時00分～11時00分

913円～913円 (3)7時30分～11時30分

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

31

日常清掃スタッフ
（磐田市松之木島）

（請負業務）
　日常清掃業務を行っていただきます。

・床面の掃き拭き作業
・掃除機掛け
・トイレ清掃（男女あり）
・ゴミ回収

パート労働者 株式会社　メンテックカンザイ　浜松支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時30分～11時45分

静岡県磐田市松之木島２０３
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。

時給 (2)6時30分～15時30分

920円～920円 (3)13時00分～22時00
又は6時30分～22時00

静岡県袋井市萱間６２５

30

出荷作業・仕分けス
タッフ（袋井市）

＊大手スーパーマーケットの物流倉庫内
における
　仕分け・検品作業です。
　（未経験ＯＫの単純作業）

＊取扱い商品は加工食品、飲料品及び日
用品等です。

パート労働者 交替制あり 吉川運輸　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～12時00分

時給 (2)7時00分～12時30分

920円～920円 (3)8時30分～15時30分29

食品配送ドライバー ・セントラルキッチンで加工した調理品
やカット野菜を
　各拠点へ配送する業務とそれに付随す
るお仕事です。

・ルート配送なので道も覚えやすく安心
です。

パート労働者 交替制あり 株式会社　セイワ企画
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～9時30分
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