
　

番号 事業所名 就業場所 職種 仕事内容 勤務時間
募集
人数

求人番号

1-① （株）マルハチ村松
焼津市下江留1001-1
（本部　静岡工場）

清掃・食堂の配膳・軽作業
等

・主に、工場内外の清掃
・他、食堂の配膳及び片付け
＊その他の軽作業をお願いする場合も有ります。

9：00～16：00
（相談に応じます）

1 22120-8778271

1-② （株）マルハチ村松

焼津市惣右衛門1355
　（焼津エキスパート工場）

または
焼津市惣右衛門1281-8
　（加工団地工場）

清掃・食堂の配膳・軽作業
等

・主に、工場内外の清掃
・他、食堂の配膳及び片付け
＊その他の軽作業をお願いする場合も有ります。

9：00～16：00
（相談に応じます）

1 22120-8779971

２ （株）田子重 焼津市～藤枝市内の通勤可能店舗 バックヤード業務

・商品の陳列、補充
・惣菜の製造
・店舗内清掃
※その他、後方作業
（ご本人のご希望、適性を考慮致します。）

7:00 ～ 16:00 の間の4 時間
(週２０時間以上より相談に応じま

す)
2 22120-1468581

３ （株）赤阪鐵工所 焼津市柳新屋670-6 清掃業務
当社ビル（５階建て）内清掃業務
階段、廊下、玄関ホールのモップ掛け、会議室の掃除機掛け、窓ふき、机
拭き、トイレ掃除　等。

8：00～14：50 1 22120-9222271

４ （株）イカイコントラクト 藤枝市下当間345-1（藤枝工場）
車両用照明機器の組立・検
査及び運搬作業

＊自動車用ライトの組立・検査
＊部品供給と完成品の運搬

8：25～17：25 2 22120-36181

５ 焼津信用金庫 焼津市五ケ堀之内987 事務職
・システム端末でのデータ入力、検証等。
・金融に関する一般事務の処理等

8：30～17：30
（相談可能）

1 22120-1482381

６－① （株）キラメイク 藤枝市城南一丁目5-8
プラスチック製品の組立・

仕上・検査等
プラスチック製品の加工、組立、検査作業、ボール盤加工、ナイフでのバ
リ取り、キズ、破損等の目視検査

9：00～15：00
9：00～16：00
9：00～17：00

（相談に応じます）

1 22120-691681

６－② （株）キラメイク 藤枝市西方5-1（西方工場） 仕上げ、組立、検査作業 食品用コンテナの仕上げ、組立、検査
9：00～16：00
9：00～17：00

（相談に応じます）

2 22120-692981

７ 住友ベークライト（株）静岡工場 藤枝市高柳2100 洗濯場作業・風呂場清掃 洗濯場作業及び風呂場の清掃

8：00～16：40の間の
4時間以上

(週２０時間以上より相談に応じま
す)

1 22120-57581

８
医療法人社団　平成会

藤枝平成記念病院
藤枝市水上123-1 看護部

＊病棟（施設）の洗濯及び清掃
＊ポロシャツ支給
＊食事手当支給
（１日６時間以上の勤務で、１日当たり３８０円支給）

（1）8:30 ～ 17:30
（2）8:30 ～ 12:30

（１）は平日
（２）は土曜日

1 22120-1548581

９ 焼津水産化学工業（株） 焼津市小川新町5丁目8-13 研究及び事務補助

・研究補助業務
　研究者より指示を受けて、実験準備や実施、器具の洗浄、片付け等。
・品質管理補助業務、検査、検品などの補助業務
・事務補助業務、電話応対、ＰＣでの入力作業及び書類作成、軽作業他
※ご本人のご希望、適性を考慮し仕事内容相談に応じます。

8:30 ～ 17:30 1 22120-1546681
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１０ 大井川農業協同組合 藤枝市緑の丘１－１ 各種業務

・出荷場（果樹林産センター等）にて農産物出荷業務の手伝い。
　箱を運んだり、片付けや掃除
・「まんさいかん」各店舗にて、カートやかごの片付け
・農協本部にて総合農協事業（金融・共済・営農・農業指
　導・購買・茶加工・不動産）の一般事務　など
　　※上記職務を本人の能力・適性により相談。

8：30～17：00の間の
6時間以上 2 22120-380881

１１ 美光産業（株）
藤枝市岡部町岡部2209-18（本社）

または、
藤枝市岡部町三輪2014（岡部工場）

製造作業員

・プラスチックの粉砕作業
　アルミ表面処理で、素材を機械やエアーで洗浄したり
　マスク取り付け、他があります。

8：00～17：00
19：00～4：00
（交替勤務）

1 22120-1459981

１２ 積和建設静岡（株） 藤枝市平島363-1(静岡事業所) 倉庫管理
・倉庫管理、トラックで運ばれてくる建材などの搬入作業などの他、
　場内の清掃、緑地管理なども担当して頂きます。
＊リフト免許をお持ちでない方には、免許の取得支援を致します。

8:30 ～ 17:30 の間の6時間 以上
(週３０時間以上より相談に応じま

す)
2 22120-1060281

１３ サッポロビール（株）静岡工場 焼津市浜当目７０８－１ 総務、一般事務
・伝票処理　・資料作成、整理　・電話対応　・接客　・荷物の発送
・日常清掃　・軽作業　等
＊障がいの状況により、相談に応じます。

フレックスタイム
8：25～17：05

(標準労働時間帯)
2 22120-1575781

１４ 静岡ダイハツ販売（株）
県内各店舗

（焼津店・藤枝店）
洗車作業員

・展示されている中古車を手洗いにて洗車していただきます。
・車の汚れは少ないため、一台あたり短時間での作業です
・その他、下取りされた中古車の室内清掃等の作業もありま
　す。

9:00～17：30
（相談可能）

5 22020-1427381

１５ー① 科研製薬（株）静岡工場 藤枝市源助３０１ 構内緑化作業等
支援チームでの構内緑化作業及び廃棄物の分別作業です。
１．構内の除草作業、清掃
２．廃棄物の分別作業

9：30～16：30 2 22120-8891171

１５－② 科研製薬（株）静岡工場 藤枝市源助３０１ 清掃・洗濯作業等

支援チームでの清掃・洗濯及び廃棄物の回収業務です。
１．厚生棟・会議棟等の清掃作業
２．事業所内の廃棄物の集積作業（回収含む）
３．医薬品の保存検体の解体と廃棄作業
４．機密書類の廃棄作業

8：30～16：30 1 22120-96681

１５－③ 科研製薬（株）静岡工場 藤枝市源助３０１ 受付業務

＊守衛所にて外来者の受付
＊社員・外来者の入退場管理
＊社有車の清掃及び点検
＊構内巡視
＊メール便の集配
＊郵便局等への配達

8：00～16：45 1 22120-1032581

１６ 新星運輸（株）
焼津市浜当目７０８－１

サッポロビール（株）静岡工場内
工場内流通加工・ビール製

造補助作業

・サッポロビール（株）静岡工場内でビール製品の贈答用化粧ケース箱等
への詰替作業及びケース箱への景品付作業。
・ビール樽の部品の洗浄やシールはがし・貼り付け等の軽作業。

9：00～16：00 1 22120-922081

１７ （株）レント
藤枝市横内８４９－１
（静岡管理センター）

庶務
当社のレンタル商品のうち、建築資材、クーラー、ストーブなどの分解、
清掃、梱包などの仕事。

9：00～18：00 1 22010-2906081
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１８ （株）キノシタ
藤枝市内瀬戸34-20

(オートバックス藤枝店)
カー用品荷出し業務

・カー用品の荷出し作業 取得実績
・店舗内外の清掃業務
＊職場見学時、支援員同行ＯＫです。

9:30 ～ 17:30 1 22120-945781

１９ （株）ロジネットサポート 藤枝市上藪田113-24 一般事務員
・パソコンでの入力業務（簡単なパソコン操作有り）
・伝票発行（発送伝票の作成）
・電話応対（配達状況の確認、お客様の問合せ対応）

08:00 ～ 17:00 の間の4時間 以上
（就業時間・勤務日数相談可能）
(週２０時間以上より相談に応じま

す)

1 22120-1466681

２０ （株）ＴＢＥケミカル
藤枝市岡部町桂島985-14

　（岡部工場）
工場内作業員

＊リサイクルポリ袋の製造をします。
＊機械から出てきたポリ袋を２０枚ずつ袋詰めして、
　１０個や２０個入れの段ボール詰めをします。
・立ち仕事での一人作業になります。
・作業服（上・下）は貸与します。

8：00～17：15 1 22120-1005081

２１ （株）ジャレード
焼津市下江留370(本社センター)
焼津市相川2001(大井川センター)

音楽関連商品のピッキン
グ、梱包、出荷、雑務

・注文伝票に応じて、商品（ＣＤ、ＤＶＤ、ブルーレイ、ゲームソフト
　等）を棚等から選別し、梱包・出荷します。
・商品（ＣＤ）を棚に入れた後の空の段ボールやビニール
　を分別してまとめ、リサイクル会社に送る準備をします。

9:00 ～ 17:00 1 22120-943581

２２－① 医療法人社団　高草会　焼津病院 焼津市策牛48 看護補助者

＊病棟内での看護補助全般
　・病室の清掃（簡単なモップ掛け）、入浴介助、、洗濯物の片付け
　・オムツ交換
　※未経験者でも親切に指導します。

8:30 ～ 17:00
16:30 ～ 09:00

＊勤務日数、時間、夜勤等は、
相談可能

2 22120-1499081

２２ー② 医療法人社団　高草会　焼津病院 焼津市策牛48 看護助手（ヘルパー）

＊病棟における看護補助業務
　・病室の清掃　（廊下等は、委託業者が行います。）
　・食事、入浴介助　・洗濯物の片付け　・オムツ交換等
　※未経験者でも親切に指導します。

8:30 ～ 17:00
16:30 ～ 09:00

2 22120-1498181

２２－③ 医療法人社団　高草会　焼津病院 焼津市策牛48 看護師、准看護師

精神科病院における看護業務
・病棟勤務、外来勤務については、個人の適性を考慮し、配属します。
・勤務形態（常勤・パート）や休日の相談も可能です。
　お問合せ下さい。
　日勤のみの勤務も可能です。

 8:30 ～ 17:00
16:30 ～ 09:00
16:30 ～ 01:00

（日勤のみの勤務も可能です。）

1 22120-1497281

２３ （有）ベストガード

静岡県焼津市大覚寺１丁目１３－２
３

＊本人の居住地含む近隣の現場
（志太・榛原中心）
＊各現場へ直行あり

警備員
主に工事現場（道路工事、通信工事など）や、店舗駐車場、イベント会場
などでの交通誘導のお仕事です。

8:00 ～ 17:00 10 22120-9046971

２４ ウェルシアオアシス（株）三島営業所
静岡県内のＨＡＣドラッグ
及びウエルシア薬局店舗

販売支援業務

静岡県内を中心とした、親会社ＨＡＣドラッグ店舗とウエルシア薬局にお
ける販売支援に係わる業務を行っていただきます。
・商品の陳列　・売場手直し　・清掃等
店舗内外の一切の業務

8:00 ～ 17:00
8:30 ～ 17:30
9:00 ～ 18:00

6 22030-2185181

２５ （株）いちまる　 焼津市浜当目１丁目３番２３号 食品の加工及び出荷作業
＊生産部にて業務用食品の生産をして頂きます。
・食品の加工　・製品の梱包　　・真空パック袋詰め
・製品の出荷作業

8:00 ～ 17:00 1 22120-1315781


