さんかじぎょうしょきゅうじんないよういちらんひょう

H29.2.3現在
番号

参加事業所求人内容一覧表（予定：変更となる場合があります）
就業場所

1-1 国立大学法人静岡大学

静岡市駿河区大谷８３６

事務職員（パート）

事務局における事務補助
（パソコンへのデータ入力、書類作成、連絡調整、
資料の整理、その他事務補助）

2

9:00～16:00

220101771171

1-2 国立大学法人静岡大学

静岡市駿河区大谷８３６

労務職員（パート）

事務局における施設環境整備
（事務室、廊下、トイレ等の清掃、ごみの回収）

1

7:00～16:00の
間の6時間程度

220101768471

2

8:00～16:00の
間の3時間程度

220101852071

1

①8:45～17:05
②8:45～17:45
①閑散期
②繁忙期

22010205171

1

①8:45～17:05
②8:45～17:45
①閑散期
②繁忙期

22010197871

㈱食鮮館タイヨー

3-1 ㈱静岡銀行

3-2 ㈱静岡銀行

仕事内容

募集
人数

事業所名

2

職種

29.2.14 障害者就職面接会（静岡・清水）

静岡市清水区横砂中町２５－２０（横砂
・スーパー店内農産部でのパック詰め
店）
スーパー商品補充員
・値付け作業
静岡市清水区長崎６０６（長崎店）
静岡銀行本部、静岡市内の支店

総務（資料・伝票整理）等の内部事務業務
内部事務補助等の業
例/資料・伝票整理、社内メール・郵便の仕分け
務
ＰＣ入力作業

就業時間

求人番号

静岡銀行本部、静岡市内の支店

店舗管理等の業務

店舗管理（駐車場整理）等の業務
例/支店の駐車場整理、資料・伝票整理
社内メール・郵便の仕分け

一般事務

・一般事務全般 ・パソコン入力
・書類作成 ・電話対応

1

8:30～17:30

220101651071

4

木内建設㈱

静岡市駿河区国吉田１－７－３７

5

静岡トヨペット㈱

静岡市内（葵区、駿河区、清水区）各店
洗車業務
舗

点検、車検、修理の完成車の納車準備（洗車、清掃）

2

9:00～17:30

220101585871

6-1 東海整備㈱

静岡市葵区柚木２８０
ＪＲ静岡車両区構内

清掃（請負）（車両）

ＪＲ東海静岡車両区内で在来線の車両の清掃等

2

①8:30～15:50
②8:30～17:00
①②いずれか

220101518871

6-2 東海整備㈱

静岡市葵区黒金町３９－１
ＪＲ静岡駅構内

清掃（請負）（駅舎）

駅や運輸区などの仮眠室のリネン交換・庁舎内清掃駅舎、ﾋﾞﾙ、車両の清掃

2

①8:20～16:00
②7:30～16:00
①②いずれか

220101514671

1

①9:00～16:00
②9:00～17:30の
間の6時間程度

220101739971

菱和設備㈱

静岡市葵区清閑町１４－５

一般事務

・パソコン入力作業（Excel,Word) ・計算事務
・書類作成（請求書、見積書などの書類作成。専用伝票もあり、手書き対応も
ある）
・電話対応

8-1 静岡鉄道㈱

静岡市葵区鷹匠１－１－１

本社部門の一般事務

静岡鉄道の本社部門における一般事務
書類作成、システム入力、各種手続き業務等

2

9:00～17:45の
間の4時間以上

220102462571

8-2 静岡鉄道㈱

静岡市葵区鷹匠１－１－１
（セントフルーリ）

バックヤード業務

フラワー事業に関わるバックヤード業務
・花の運搬、仕分け
・通販商品の発送伝票準備などの事務作業
・ポップや装飾物の制作、電話応対

1

9:00～18:00の
間の6時間程度

22010213171

8-3 静岡鉄道㈱

静岡市葵区御幸町１１－６
（静鉄ホテルプレジオ）

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾃﾙﾌﾛﾝﾄｽﾀｯﾌ

静岡鉄道が行うビジネスホテル「静鉄ホテルプレジオ」フロントでの電話対応、
チェックイン、チェックアウトの受付、簡単なＰＣ入力（予約確認等）等

2

9:00～8:59の
間の4時間以上

220102464771

7

さんかじぎょうしょきゅうじんないよういちらんひょう

H29.2.3現在
番号

参加事業所求人内容一覧表（予定：変更となる場合があります）
事業所名

就業場所

職種

29.2.14 障害者就職面接会（静岡・清水）

仕事内容

募集
人数

就業時間

求人番号

静岡市葵区追手町１－１３

内部事務補助等の業 ・内部事務業務（ファイリング、コピー等）
務
・総務（メール便対応等）

1

8:40～17:10

220101697771

10-1 ㈱デイシス

静岡市葵区栄町３－９
朝日生命ビル１F

開発職 （組込みｿﾌﾄ 自動車メータ制御ソフトウェア各種自動車用計器、表示機を制御する組込み
ｳｪｱ開発）
層とウェアの開発（仕様分析、設計、評価、ソフトリース、保守）

2

9:00～17:30

220101236571

10-2 ㈱デイシス

静岡市葵区栄町３－９
朝日生命ビル１F

事務職（パート）

・資料作成（ＰＣ入力等） ・事務用品仕分け、社内配達 ・資料整理（コピー、
ファイリング等） ・電話来客対応 ・給食発注管理（ＦＡＸ等） ・書類廃棄（シュ
レッダー等） ・事務所内の清掃（ゴミ回収、加湿器フィルター交換等) ・ＦＡＸ、
郵便および宅配便仕分け、社内便配送

2

9:00～17:30の
間の6時間程度

220101240171

10-3 ㈱デイシス

静岡市葵区栄町３－９
朝日生命ビル１F

事務職（フルタイム）

・資料作成（ＰＣ入力等） ・事務用品仕分け、社内配達 ・資料整理（コピー、
ファイリング等） ・電話来客対応 ・給食発注管理（ＦＡＸ等） ・書類廃棄（シュ
レッダー等） ・事務所内の清掃（ゴミ回収、加湿器フィルター交換等) ・ＦＡＸ、
郵便および宅配便仕分け、社内便配送

2

9:00～17:30

220101162371

静岡市駿河区国吉田２－３－１

一般事務

ＰＣ入力、書類作成、各種企画
配属部署は本人の適性により判断
（主な部署：総務人事部、経営管理部、営業企画部、営業推進室）

2

①8:45～17:00
②9:45～18:00
22010③10:45～19:30
933671
①～③のいずれか

12-1 ALSOK静岡㈱

静岡市葵区紺屋町１７－１
葵タワー

警備職（葵）

○常駐警備契約先において警備対象施設の受入、出入管理、監視業務、施
設内外を巡回し盗難等の被害発生を警戒防止等。その他付随する業務。
○入社時に法定研修受講

1

①9:00～18:00
②18:00～9:00
（ﾛｰﾃｰｼｮﾝ）

220102181571

12-2 ALSOK静岡㈱

静岡市駿河区南町１２－８８
サウスポット静岡

警備職（サウスポッ
ト）

○常駐警備契約先において警備対象施設の受入、出入管理、監視業務、施
設内外を巡回し盗難等の被害発生を警戒防止等。その他付随する業務。
○入社時に法定研修受講

1

①9:00～18:00
②18:00～9:00
（ﾛｰﾃｰｼｮﾝ）

220102179171

12-3 ALSOK静岡㈱

静岡市駿河区登呂３－１－１
㈱静岡新聞社

警備職（静岡新聞）

○常駐警備契約先において警備対象施設の受入、出入管理、監視業務、施
設内外を巡回し盗難等の被害発生を警戒防止等。その他付随する業務。
○入社時に法定研修受講

1

①9:00～18:00
②18:00～9:00
（ﾛｰﾃｰｼｮﾝ）

220102183771

13-1 静岡マツダ㈱

静岡市駿河区、葵区
（静岡国吉田本店、静岡池田店、静岡
新川店、東静岡駅前店）

整備補助スタッフ（静 入庫車両の洗車、清掃、店舗の美化、ＤＭ作成などの補助事務
岡市）
・洗車：手洗い ・清掃：掃除機を使用して社内清掃、 店舗内清掃

1

①9:50～18:15
②9:20～18:40
①平日②土日

220102465871

13-2 静岡マツダ㈱

牧之原市、島田市、藤枝市
（榛原細江店、島田店、藤枝西店、藤枝 整備補助スタッフ
店）

入庫車両の洗車、清掃、店舗の美化、ＤＭ作成などの補助事務
・洗車：手洗い ・清掃：掃除機を使用して社内清掃、 店舗内清掃

1

①9:50～18:15
②9:20～18:40
①平日②土日

220102466271

9

11

静銀ティーエム証券㈱

静岡トヨタ自動車㈱

14

しずおか信用金庫

静岡市葵区相生町１－１

一般事務補助

本部内事務補助
・メール便仕分け ・パソコンによる事務補助（計数入力、集計等） ・電話対応
・その他各種事務補助

1

9:00～17:00
又は上記時間の6
時間程度

220101589071

15

㈱スパーク

静岡市葵区伝馬町９－４

一般事務

パソコンを使用した文書作成や作表等の一般事務作業をお願いします。

1

9:00～17:30の
間の4時間以上

220102468171

さんかじぎょうしょきゅうじんないよういちらんひょう

H29.2.3現在
番号

参加事業所求人内容一覧表（予定：変更となる場合があります）
事業所名

就業場所

職種

29.2.14 障害者就職面接会（静岡・清水）

仕事内容

16

日産プリンス静岡販売㈱

駿河区、藤枝市、焼津市のいずれか

・店舗に修理のため入庫した車の洗車
※自動車免許お持ちの方は下記業務も行います
洗車・引き取り・納車
・修理入庫する車の引き取り
・修理完了の車の納車

17

社会福祉法人まごころ
まごころタウン＊静岡

静岡市駿河区弥生町４－２６

清掃スタッフ

18

㈱サン

静岡市駿河区栗原１９－１
草薙総合運動場

清掃業務（請負）

19

社会福祉法人 静岡県社会福祉協議
会

静岡市葵区駿府町１－７０

・パソコン操作 ・書類発送業務
福祉業務に係る一般
・経理事務（会計ソフト操作）
事務補助
・その他定型的な事務補助

20-1

㈱ＫＹＯＷＡエンジニアリング・ラボラト
リー

静岡市駿河区国吉田６－５－１４

機械設計・製図

20-2

㈱ＫＹＯＷＡエンジニアリング・ラボラト
リー

静岡市駿河区国吉田６－５－１４

電気・電子回路設計 電気、電子回路設計

20-3

㈱ＫＹＯＷＡエンジニアリング・ラボラト
リー

静岡市駿河区国吉田６－５－１４

ｿﾌﾄｳｪｱ開発

一般事務

募集
人数

就業時間

求人番号

2

9:30～19:00の
間の4時間以上

22010939971

特別養護老人ホーム内の清掃業務
（フロアーや廊下、居室の掃除、入居者様のベッドシーツの交換、トイレ掃除
等）

3

8:00～17:00の
間の5時間程度

2201032674561

公共運動場の日常清掃業務です。
運動施設をはじめとした施設内のトイレ
及び外周等の清掃を行っていただきます。

1

①7:30～15:30
②7:30～11:30

220101459171

1

8:30～17:15

2201049771

1

8:30～17:30

220101645671

1

8:30～17:30

220101652371

C、JAVA、FPGA、Pascal等を利用したソフトウェア開発
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰﾊｰﾄﾞｳｪｱ開発及び組込ｼｽﾃﾑ、画像処理ｼｽﾃﾑ、ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ用ｱﾌﾟﾘｹｰ
ｼｮﾝ開発

1

8:30～17:30

220101648771

・売上に伴う伝票の起票、帳簿の記帳
・売掛金、買掛金の管理に関する業務
・電話応対
・上記業務に伴うＯＡ機器の操作

1

①8:30～17:00
②8:30～12:00
②土曜日

220101732371

・自動車部品の企画、デザイン、開発、設計
・自動車部品に関する３Ｄ設計業務

21

東海澱粉㈱

静岡市葵区伝馬町２４－１５

22

鈴与レンタカー㈱

静岡市葵区長沼５５０－１（東静岡店）
静岡市葵区御幸町１１－１０（静岡駅前 車両管理・受付等
店）

車両管理：関連整備会社との打ち合わせ手配やＰＣでの車の在庫管理
車両の手配：車の配車・引取、車の内外の清掃
カウンター業務：来店されたお客様の接遇

3

8:00～20:00の
間の8時間

22010258371

23

静岡県立こころの医療センター
（地方独立行政法人静岡県立病院機
構本部）

静岡市葵区与一４－１－１

看護助手

・看護補助業務
・診療材料の整理、減菌作業
・看護師の事務業務の補助

1

7:00～19:30の
間の6時間程度

2201032085661

24

社会福祉法人明光会

静岡市内５ケ所のいずれか

生活支援員

知的障害児者の方への身の回りのお世話、支援
医療、就学・就労、相談支援、生活介護、環境整備。外出支援、その他行事の
運営、準備等。通院付添い、外出、余暇。

10

8:30～17:30

22010329371

静岡市駿河区有東２－１２－１０
（ハートフルホーム八幡）

事務職

電話対応、ファイル整理、
お客様情報の入力

1

8:30～13:30

220101741671

25-1 ㈱アクタガワ

さんかじぎょうしょきゅうじんないよういちらんひょう

H29.2.3現在
番号

参加事業所求人内容一覧表（予定：変更となる場合があります）
事業所名

25-2 ㈱アクタガワ

26

㈱ホンダカーズ静岡

就業場所

職種

静岡市内各施設のいずれかになります 介護職員

29.2.14 障害者就職面接会（静岡・清水）

仕事内容

食事、入浴、排せつ等の介助

東静岡店、清閑町店、竜南店、聖一色
店
洗車等のアシスタント お客様の自動車の車検、整備完了後に室内清掃。機械洗車後の拭き取り作
ホンダオートテラス静岡、清水吉川店 業務
業。（手洗い洗車もあります）
清水渋川店
城東保険福祉エリアの総合案内窓口業務
・来所者の案内 ・会議室の貸出事務（会計含む）
・電話応対（会議室の予約含む） ・会議室の準備
・資料作成、整理

27-1 社会福祉法人静岡市社会福祉協議会

静岡市葵区城東町２４－１
（地域交流福祉プラザ）

総合案内窓口業務

27-2 社会福祉法人静岡市社会福祉協議会

静岡市駿河区中野新田３４９－１
デイサービス エン・フレンテ

デイサービス運営補 デイサービスセンターで浴槽の掃除、部屋の掃除、ドライヤー掛け、食器洗
助
い、洗濯、おやつの配膳などのお仕事をしていただきます。

募集
人数

就業時間

求人番号

2

8:30～17:30
7:00～16:00
12:00～21:00
シフト制

220101740371

1

9:30～18:00

220101896371

1

①17:00～21:00
②8:30～17:00
②土日祝

220101129371

1

10:30～17:00

220101147671

1

8:30～17:00の
間の5時間程度

220101699271

聖隷健康サポートセンター
28-1
Shizuoka

静岡市駿河区曲金６－８－５－２

看護事務

・看護師の補助、診察介助
・郵送業務 ・物品管理
・検査業務、身長体重測定、視力検査、胸囲検査
・パソコン操作（ワード・エクセル）

聖隷健康サポートセンター
Shizuoka

静岡市駿河区曲金６－８－５－２

事務

・事務全般補助
・郵送業務
・パソコン操作（ワード、エクセル）

1

8:30～17:00の
間の5時間程度

220101698871

㈱淳久堂書店
丸善＆ｼﾞｭﾝｸ堂書店新静岡店

静岡市葵区鷹匠１－１－１
新静岡セノバ５Ｆ

販売／商品管理

販売：店頭におけるレジ業務を含む接客販売及び商品の店頭陳列等
商品管理：バックヤードにおける商品の検品及び管理等店頭サポート業務
重量物（１５～２０Ｋｇ程度の箱）を運ぶ作業を伴う

1

8:00～21:00の
間の6時間以上

130804560571

30-1 ㈱東洋食品

静岡市駿河区中吉田７－６７
静岡市立中吉田学校給食センター

給食スタッフ

・じゃがいも、にんじん等野菜を洗います
・施設内外の掃除をします
・給食で使用した食器を午後は洗います

1

8:30～15:30

130301152371

30-2 ㈱東洋食品

静岡市葵区追手町８－１
㈱東洋食品東海事業部

事務補助

総務事務または経理事務の補助
・データ入力作業（パソコン使用） ・コピー・ファイリング ・電話対応 ・来客対
応等

1

10:00～16:00

130301151071

1

9:00～18:00の
間の6時間以上

23020276871

28-2

29

31

㈱ミック

静岡市葵区栄町３－１
・清掃業務 ・書類の印刷 ・封入作業
クリーン業務/事務業
あいおいﾆｯｾｲ同和損保静岡第一ビル
・各店舗、社外への郵便物
務
４Ｆ
・配送物の手配 ・ＰＣデータ入力作業

32

名工建設㈱静岡支店

静岡市駿河区南町６－１

一般事務

・書類整理 ・電話応対
・データの登録、確認
・パソコン操作（表の作成、集計等）

1

8:30～17:00

220101684071

33

（株）ベルキャリエール

静岡市清水区相生町５－１
東京海上日動ビル３Ｆ

一般事務

PC入力・資料作成・請求書作成、発行
・スタッフ勤怠管理・各種保険手続き

1

9:00～18:00

22040900971

34

オグマ工業（株）

清水区長崎新田１９７－１
清水区長崎新田１９４－１
清水区長崎７０５－１

清掃、食堂準備、片
付け

清掃、食堂準備、片付け
（ポットの用意、お茶の湯呑の用意）

1

9:00～16:00の
間の5時間程度

22040188071

さんかじぎょうしょきゅうじんないよういちらんひょう

H29.2.3現在
番号

参加事業所求人内容一覧表（予定：変更となる場合があります）
事業所名

就業場所

職種

29.2.14 障害者就職面接会（静岡・清水）

仕事内容

35

鈴与 ㈱

静岡市清水区入船町１１－１

一般事務、事務用機 データ入力、ファイリング、資料作成、
器操作
電話・来客者の応対

36

（株）清水銀行

静岡市清水区天神１－８－２５
(株)清水銀行本部

事務

37-1 (有)トークインコーポレーション

静岡市葵区長沼８３５－１
てんや東静岡店

37-2 (有)トークインコーポレーション

募集
人数

就業時間

求人番号

1

(1)09:00～17:50
(2)08:30～17:20

22040644071

パソコン（エクセル・ワード）での資料作成、集計等、主に決まった書式への
データ入力・表作成、文書作成・データ整理

1

9:00～17:00

22040342771

調理・販売

（天丼、そば、うどん）調理・販売、レジ、ホール係、洗い場

2

8:00～21:00の
間の4時間以上

22040268071

静岡市清水区北脇２００－３
大阪王将清水北脇店

調理・販売

（中華）調理、販売、
レジ、ホール係、洗い場

5

9:00～00:00の
間の3時間以上

22040267171

37-3 (有)トークインコーポレーション

静岡市駿河区曲金６－６－２６
コメダ珈琲店 東静岡店
転勤可能性：有 清水店、静岡店

調理・販売

コーヒー、飲料調理、レジ、ホール係、洗い場

2

6:30～01:00の
間の3時間以上

22040266971

37-4 (有)トークインコーポレーション

静岡市清水区七ツ新屋434-1
大戸屋清水店

調理・販売

（和食）調理・販売、レジ・ホール係、洗い場

3

9:00～21:00の
間の4時間以上

22040647571

37-5 (有)トークインコーポレーション

静岡市駿河区聖一色２００－５
マルコ・デュ・パン 静岡聖一色店

製造・販売・接客

パンの製造・調理及び販売・接客

2

05:00～21:00の
間の3時間以上

22040646671

37-6 (有)トークインコーポレーション

静岡聖一色店、静岡駅南店、セノバ
店、
アピタ静岡店、他 はなまるうどん

調理・接客

（うどん、天ぷら、おにぎり等）調理、
レジ、ホール係、洗い場

2

8:00～21:00の
間の3時間以上

22040645371

38-1 (有)ガイア

静岡市清水区渋川３－７－１８ マル
コ・デュ・パン 清水店

製造・販売・接客

パンの製造・調理、販売・接客

2

5:00～21:00の
間の3時間以上

22040329171

38-2 (有)ガイア

富士市日乃出町３７
大阪王将 富士店

調理・販売

（中華）調理、販売
接客、ホール、レジ、洗い場

5

09:00～00:00の
間の3時間以上

2204０328971

39

鈴与商事(株)

・本部：静岡市葵区栄町1-3静岡支店：
静岡市葵区長沼・藤枝支店：藤枝市前 一般事務
島・浜松支店：浜松市東区龍光町

１．受発注・入金等の入力業務 ２．請求書、伝票等の作成業務 ３．電話応
対業務 ４．資料作成業務

1

09:00～17:55

22040463471

40

宮城設備(株)

静岡市清水区押切１６４４

一般事務員

伝票入力等のＰＣ操作、受付、
電話応対、検品作業、接客

1

8:00～17:30

220409267761

41-1 徳三運輸倉庫(株)

静岡市清水区興津中町９９２－１
徳三運輸倉庫(株) 製造部門

段ボール原紙製造技 段ボール原紙製造及び製袋、出来上った製品をフォークリフトで倉庫へ運搬
術スタッフ
する作業

2

(1)7:30～15:00
(2)15:00～22:30
交代制

220409259461

41-2 徳三運輸倉庫(株)

富士市弥生１７－１ 富士営業所

構内作業

フォークリフトにてパレットでの積み降ろし、作業、他 倉庫管理

1

8:00～17:00

220409258561

41-3 徳三運輸倉庫(株)

静岡市清水区長崎３１０
徳三運輸倉庫(株)

２ｔ・４ｔドライバー

２ｔ、４t車に乗車して段ボール製品を県内各地に配送する。フォークリフト使
用。手積み手降ろしあり。

2

5:00～14:00

220409256661

さんかじぎょうしょきゅうじんないよういちらんひょう

H29.2.3現在
番号

参加事業所求人内容一覧表（予定：変更となる場合があります）
事業所名

就業場所

42

社会福祉法人 静清会 特別養護老人
静岡市清水区折戸５－１８－３６
ホーム 羽衣の園

43

一般社団法人 まごころ

職種

29.2.14 障害者就職面接会（静岡・清水）

仕事内容

募集
人数

就業時間

求人番号

生活支援スタッフ

ユニット型特養居室内の清掃等
介護スタッフの補助業務

1

6:00～21:00の
間の5時間以上

220409282461

静岡市清水区梅ケ谷１３－５
焼津市三ケ名１１４２－１焼津治療院
島田・浜松地域での仕事もあり

マッサージ師

患者宅に訪問してマッサージ治療を行う

5

9:00～17:00

22040656471

44-1 (株)日本平ホテル

静岡市清水区馬走１５００－２

従業員のトイレ清掃
清掃・ハウスキーピン
客室の清掃
グ業務
客室のベットメイク

1

9:00～18:00

220409269961

44-2 (株)日本平ホテル

静岡市清水区馬走１５００－２

洗い場係

洗い場
・食器類の洗浄業務（洗浄機の使用） ※下洗いをする場合もあり。

2

9:00～18:00

220409268861

45

鈴与システムテクノロジー(株)

静岡市清水区中之郷２－１－５

一般事務

管理部門の一般事務(総務・人事・経理）、営業部門の一般事務・サポート業
務
サービス部門の一般事務・サポート業務

1

9:00～18:00

22040697671

46

(株)アイエイアイ

静岡市清水区尾羽５７７－１

組立

小型産業用ロボットの加工・組立

2

8::30～17:30

22040612371

47

(株)ケーヨー

静岡市清水区渋川１３０
ケーヨーデイツー清水店

店舗での販売業務

陳列、商品補充、商品説明、売り場案内、清掃、等

1

9:00～19:30の間の 12010４時間程度
2302171

倉庫内において、建材関連等の荷物の取扱業務をリフトにて作業。

1

8:00～16:45

231407412061

４ｔ車トラックにて静岡県近隣地区への地場配送業務。

1

8:00～16:45

231407413361

グループ会社内の書類及び荷物を３ｔ車にて運搬・配送業務

1

8:00～16:45

23140‐
7411161

48-1 サーラ物流(株)

48-2 サーラ物流(株)

48-3 サーラ物流(株)

静岡市清水区鳥坂３４８－１
サーラ物流(株)一般貨物グループ静岡 倉庫作業
営業所
静岡市清水区鳥坂３４８－１
サーラ物流(株)一般貨物グループ静岡 4t車運転手
営業所
静岡市清水区鳥坂３４８－１
サーラ物流(株)一般貨物グループ静岡 メール便運転手
営業所

49

静銀ビジネスクリエイト(株)

静岡市清水区草薙北、葵区呉服町、藤
一般内部事務
一般内部事務の補助
枝市駅前のサービスセンター
伝票整理・電話応対・資料作成・パソコン操作 他

1

（１）8:45～17:05
（２）8:45～17:45

22040491171

50

鈴与建設(株)

本社（清水区松原町）本社別館(清水区
一般事務
万世町）袖師工事事務所のいづれか

電話応対、工事関係書類の整理保管、備品の管理等

1

（１）8:30～17:25
（２）8:00～16:55

22040602171

51

日本電極(株)

静岡市清水区蒲原５６００

清掃業務

事務所内の清掃・作業用備品の洗濯・植木の手入れ・除草・ゴミ捨て

1

8:30～16:45
又は
9:00～17:15

22040750671

52

日本軽金属(株)蒲原製造所

静岡市清水区蒲原１６１

軽作業、事務補助

職場内での軽作業(製品検査）、または事務補助(パソコンへのデータ入力）等

1

8：30～17:15

22040540371

53

鈴与自動車運送(株)

静岡市清水区興津清見寺町１３７５－５
一般事務
１

・PC入力作業（受注・請求等）・総務関連業務（ファイリング、郵便物仕分け
等）・電話応対

1

８：３０～１７：３０又
22040は８：３０～１７：３０
922471
の間の６時間程度

さんかじぎょうしょきゅうじんないよういちらんひょう

H29.2.3現在
番号
54

参加事業所求人内容一覧表（予定：変更となる場合があります）
事業所名

(株)ティージェイエス

就業場所
静岡市清水区平川地１３－９

職種
SE・プログラマ

29.2.14 障害者就職面接会（静岡・清水）

仕事内容

募集
人数

企業様向け業務システム～Ｗｅｂコンテンツまで、様々なシステム開発を行う。

1

就業時間

8：30～17:30

求人番号
22040940771

