
ひとり親サポートセンター 中部支所

受付 求人番号 職種 年齢 勤務地 採用 基本給 賃金形態 他手当 就業時間 休憩 休日 雇用形態 資格・他

R5.1.24 チ－４０２８ 細菌検査等の作業の補助 不問 藤枝市 1
949～
1,115

時間給
通勤手当：実費（上限あり）月額
75000円。

10：00～17：00 60 土・日・祝 パート

学歴：高卒以上。
雇用期間の定めあり（4か月）
令和5年1月23日～令和5年3月31日。
契約更新の可能性：なし。
試用期間：あり（期間1か月）
必要な免許：不問。
必要なPCスキル：エクセル、ワードの操作が操作出来ること。
車通勤：可(駐車場あり)

R5.1.31 チ－３９４８ パタンナー 不問 静岡市清水区 1
944～
1,200

時間給
通勤手当：実費(最高8000円)
昇給：あり(20円～50円)
賞与：なし。

9：00～18：00
※週5日程度
※就業時間・日数につ
いては相談可

60
土・日
月曜・祝日出勤は振休
あり

パート

学歴：高卒以上。
必要な免許：不問。
必要な経験：服飾専門学校卒程度の服飾関係基礎知識がある方。
パソコンが使える方。
特にイラストレーター出来る方歓迎。
車通勤：可（無料駐車場あり）。
雇用期間：定め：あり(期間1年)。
契約更新の可能性：あり(条件あり)

試用期間：あり(3ヵ月)。
労働条件の変更：なし。
応募書類は事前に送付してください。
書類選考後、面接日時等をご連絡いたします。
面接時に適性検査を行います。

R5.1.31 チ－３７６７ 品質管理 不問 焼津市 1
1,500～

1,600
時間給

通勤手当：なし。

昇給：なし。賞与：なし。 8：15～17：15 60
土・日・祝

GW、夏季、年末年始休
暇あり

派遣(登録)

学歴：不問。
必要な免許：不問。
必要な経験：分析機器を使った品質検査経験　必須。
コンピューター、OAソフト：ワード、エクセル、

パワーポイントの使用可能な方。
PCで数値などのデータの入力や報告書作成。
雇用期間の定め：あり(期間約3ヵ月)
契約更新の可能性：あり(原則更新)。
試用期間：なし。

R5.1.31 チ－３７６８ 製造補助 不問 藤枝市 1
1,200～

1,200
時間給

通勤手当：なし。

昇給：なし。賞与：なし。
8：00～16：45

60
土・日・祝

GW、夏季、年末年始休
暇あり

派遣(登録)

学歴：不問。

必要な免許：不問。
必要な経験：実務経験不問。

必要なPCスキル：PCで数値などデータ入力をする程度。
雇用期間の定め：あり(期間約3ヵ月)
契約更新の可能性：あり(原則更新)。
試用期間：なし。

R5.1.31 チ－３７６９ 理化学試験 不問 静岡市清水区 1
1,400～

1,500
時間給

通勤手当：なし。

昇給：なし。賞与：なし。

8：20～17：00

※実働7.9時間 45

土・日
GW、夏季、年末年始休

暇あり
祝日が出勤となる会社
カレンダーあり

派遣(登録)

学歴：不問。
必要な免許：不問。
必要な経験：分析経験者　必須。
医薬品や食品の品質管理や開発の実務経験がある方。

理系ご出身で実験の実務経験がある方応相談。
必要なPCスキル　PCで数値などデータを入力。
雇用期間の定め：あり(期間約3ヵ月)

契約更新の可能性：あり(原則更新)。
試用期間：なし。

求人登録一覧
＊ 詳しい情報を知りたい場合や相談したい場合、求人事業所への紹介を希望する場合は、

　ひとり親サポートセンター東部支所、中部支所、西部支所で相談紹介を行っております。お気軽にどうぞ。

＊ 労働時間によっては、各種社会保険に加入できない場合がありますのでご注意下さい。

＊ 求人案件によっては、 応募を締め切っている場合もありますのでご留意下さい。



R5.1.31 チ－３７７０ 医薬品の製造補助 不問 焼津市 1
1,200～

1,200
時間給

通勤手当：なし。
昇給：なし。賞与：なし。

①8：15～17：15
②8：15～15：30
※毎週金曜日は②の就

業時間になります。

60
土・日・祝
GW、夏季休暇、年末年
始

派遣(登録)

学歴：不問。

必要な免許：不問。
必要な経験：実務経験不問。
コンピューター、OAソフト：ワード、エクセル、
パワーポイントの使用可能な方。
PCで数値などのデータの入力や報告書作成。
雇用期間の定め：あり(期間約3ヵ月)
契約更新の可能性：あり(原則更新)。
試用期間：なし。

R5.1.31 チ－３００４ 検査 59歳以下
浜松市東区・

磐田市・袋井市・
掛川市

5 950～ 時間給 通勤手当なし。
8：00～17：00
他、派遣先シフトによる
時間外月平均20時間

60
土・日・その他（会社カ
レンダーによる、
夏季・年末年始・GW）

派遣

学歴不問。

経験・免許・資格不問。
車通勤不可。
当社寮より送迎。
試用期間なし。
制服貸与。
従業員寮（単身者、世帯用あり）。

R5.2.8 チ－４０６６
充填・検査・
梱包作業

不問 沼津市 10
1,110～

1,388
時間給 通勤補助金：規定（上限12,827円）

9：00～16：00
9：00～17：00

70
土・日・祝
（土曜出勤日あり）

派遣 学歴：不問

R5.2.8 チ－４０６７ 検査・梱包作業 不問 富士市 2
1,200～

1,500
時間給 通勤補助金：規定（上限12,827円） 8：30～17：30 80

土・日
（土曜出勤日あり）

派遣 学歴：不問

R5.2.8 チ－４０６８ 検査作業 不問 富士市 3
1,400～

1,750
時間給 通勤補助金：規定（上限12,827円） 16：00～0：15 45 土・日 派遣 学歴：不問

R5.2.8 チ－４０６９ 検査作業 不問 富士市 4
1,400～

1,750
時間給 通勤補助金：規定（上限12,827円） 0：00～8：15 45 土・日 派遣 学歴：不問

R5.2.8 チ－４０７０ 製造 不問 富士市 1
1,400～

1,750
時間給 通勤補助金：規定（上限12,827円）

8：00～16：30
20：00～4：30

45 土・日 派遣 学歴：不問

R5.2.8 チ－４０７１ 製造 不問 富士市 1
1,400～

1,750
時間給 通勤補助金：規定（上限12,827円） 16：15～0：45 45 土・日 派遣 学歴：不問

R5.2.22 チ－４０７４ プラスチックの検査 不問 藤枝市岡部町 2
1,250～

1,563
時間給 通勤手当：規定（上限13,000円） 19：00～4：00 75

土・日・祝
祝日は会社カレンダー

による

派遣 学歴：不問

R5.2.28 チ－３９８３
食品缶詰(ツナ)

製造
～59歳 静岡市清水区 3

171,400～
171,400

月給

通勤手当：会社規定による。
その他の手当
精皆勤手当：2000円～3000円。
(会社規定のよる)

8：00～17：00
※年に数日の土曜日出
勤あり

60

日・その他（会社カレン
ダーによる）
基本土日休み
夏期・年末年始休暇1
週間程度

常用

学歴：高卒以上。

必要な免許：不問。
必要な経験：不問。
雇用期間の定め：なし。
試用期間：あり(6ヵ月)
労働条件の変更：なし。
退職金制度あり：勤続3年以上。
昇給：なし。
賞与：あり(年2回、計2月分)

R5.2.28 チ－３６８９ CAD事務 不問 静岡市駿河区 1
165,000～

210,000
月給

通勤手当：規定〈12827円まで〉
昇給：あり。賞与：なし。

8：15～17：00
（土日祝休み）

45 土・日・祝 派遣(登録)

学歴、免許：不問。
経験：Excel基本操作。
雇用期間の定め：あり(期間　6ヵ月)

労働条件の変更：なし



R5.2.28 チ－３５１９ 軽作業 不問 藤枝市 2 1,000 時間給
通勤費：規定（最高12,100円まで）

昇給なし
賞与なし

8：00～17：00 65

土曜・日曜・祝日
GW・年末年始・夏季
※　会社カレンダーに
より土曜出勤あり

派遣
（登録）

学歴不問。
雇用期間の定めあり：（期間2～3ヶ月毎）

契約更新の可能性あり：原則更新
試用期間なし。
車通勤可。

駐車場：あり(無料)
交通費＝1㎞＝10円（上限12,100円/月）
給食注文可。
※弊社は新型コロナウィルス対策として、
WEB面接、電話面接を行っております。

R5.2.28 チ－３５２２
製造

（夜勤）
18歳～ 藤枝市 1 1,100 時間給

通勤費：規定（最高12,100円まで）
昇給なし
賞与なし
※22：00～5：00は深夜割増25％

20：35～5：30 55

土曜・日曜・祝日
GW・年末年始・夏季
※　会社カレンダーに
より土曜出勤あり

派遣
（登録）

学歴不問。
雇用期間の定めあり：（期間2～3ヶ月毎）　契約更新の可能性あり：原則更新
試用期間なし。
車通勤可。駐車場あり。無料
交通費＝1㎞＝10円（上限12,100円/月）
給食注文可。
正社員登用制度あり
※弊社は新型コロナウィルス対策として、WEB面接、電話面接を行っております。

R5.2.28 チ－３５２３ 製造 不問 島田市 4 1,100 時間給
通勤費：規定（最高12,100円まで）
昇給なし
賞与なし

8：00～17：00
※毎日2時間の残業あ
り

60

土曜・日曜
GW・年末年始・夏季
※　会社カレンダーに
より土曜出勤あり

派遣
（登録）

学歴不問。

雇用期間の定めあり：（期間2～3ヶ月毎）
契約更新の可能性あり：原則更新

試用期間なし。
車通勤可。
駐車場：あり(無料)
交通費＝1㎞＝10円（上限12,100円/月）
給食注文可。

※弊社は新型コロナウィルス対策として、
WEB面接、電話面接を行っております。

R5.3.31 チ－３９８９ 食品工場スタッフ 不問 焼津市 1
1,130～

1,170
時間給 通勤手当：実費。 8：00～17：00 60 土・日・祝 派遣(登録)

学歴：不問。
必要な免許：サバ・エビ・大豆アレルギーのない方。
ネイルNG。
必要な経験：未経験者歓迎。
雇用期間の定め：あり(期間3ヵ月)。
契約更新の可能性：あり(原則更新)
試用期間：なし。
昇給：なし。

賞与：なし。

応募前見学：可。
時間給は、退職金相当を含みます。
交通費は実費を時間給に上乗せして支給いたします。
直接雇用実績がある派遣先のため、頑張り次第で正社員雇用の可能性がありま
す。

R5.3.31 チ－３８５２ 化粧品製造職 不問 牧野原市 7
1,015～

1,015
時間給

通勤手当：実費(最高20,000円)まで。

9：00～17：00

（9：00～16：00勤務相談
可）
※週5日程度（労働日数
可）
※36協定あり

50
日・祝・
祝日が介在する週の土
曜は出勤

パート

学歴：不問。
必要な免許：普通自動車運転免許必須。

必要な経験：不問。

雇用期間の定め：あり(期間3ヵ月)。
契約更新の可能性：あり(原則更新)。
試用期間：なし。
昇給：なし。
賞与：あり(年2回、計1.35月分)。
通勤手当については、当社規定に基ずく算出方法で支給します。
1週間の労働日数により時間給の変更あり。

R5.3.31 チ－３５９４
手のひらサイズの部品

の組み立て
不問 静岡市清水区 3

1,000～
1,000

時間給
通勤手当：実費（最高50,000円まで）

昇給：あり（0.00～2.00％）。
賞与；なし。

①8：00～18：00

②13：00～22：00
③15：00～00：00
※①②③の選択制

※残業は応相談
月0～15時間

60 土・日・祝 パート

学歴：高卒以上。雇用期間の定めあり（3か月）。契約更新の可能性（条件あり）

試用間：あり（期間3か月）。労働条件の変更：なし。
必要な免許、資格、経験：不問。
車通勤：可（駐車場無料）

退職金制度なし。正社員登用制度あり
マイカー通勤。片道2キロ以上の方のみ、マイカー通勤可。



R5.4.20 チ－4112
清掃管理事業の
クリーンスタッフ

不問 静岡市葵区 1
230,000～

250,000
月給

通勤手当：規定（上限15,000円）

時間外手当、役職手当、資格手当あ
り

8：00～17：00 60 シフトにて月8日 常用 学歴：不問

R5.4.21 チ－4113 エアコン部品の 組み立て作業 不問 静岡市駿河区 1
960～

980
時間給 通勤手当：会社規定による 8：15～17：00 60

土・日
他会社カレンダー

GW・夏季・年末年始

パート 学歴：不問

R5.4.21 チ－4114 プラスチック部品の 製造補助 不問 静岡市駿河区 1 1,040～ 時間給 通勤手当：会社規定による 8：15～17：00 60 土・日 他会社カレンダー GW・夏季・年末年始パート 学歴：不問


