
＊ 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、

＊ 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。

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

R5.2.20 セ－４４５５ 事務員（配車担当） ～34歳 袋井市 2 147,200～147,200 月給
職能給手当：5,000～15,000円
入社半年後、他手当残業含め月収21万円程度

14時00分〜22時00分
残業月20時間

60分 週休二日制、その他 常用
学歴：高校以上
普通自動車運転免許：あれば尚可
昇給、賞与：有

R5.2.28 セ－４２３２

(派)取り扱い説明
書作成のための事

業補助
/牧之原市

不問 牧之原市 1
1,150～

1,170
時間給

通勤手当：規定
(最高2ｋｍ以上規定による)
昇給：なし。賞与：なし。
表示した月額は時間額×7.83時間×20.1日で計
算

8：15～17：10
※実働７時間50分

60
土・日・祝・その他
祝日を振り替えて
GW、お盆、年末年始

派遣(登録)

学歴：不問。
必要な資格：不問。
必要な経験：エクセル、ワードの初級レベル。
雇用期間の定め：あり(3ヵ月)。
契約更新の可能性：あり(原則更新)。
試用期間：なし。
応募前見学：不可。

求人登録一覧

　 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。

ひとり親サポートセンター 西部支所



R5.2.28 セ－４１４０ 内科外科クラーク
59歳位

定年年齢を上限
浜松市中区 2 158,000 月給

通勤手当：規定(最高日額500円まで)。
昇給なし(1月あたり1,000円～2,000円)
賞与あり(年2回、計160月分)

8：30～17：00 60 土・日・祝 常用

学歴：不問。
必要な免許：不問。
経験：不問。
車通勤不可(マイカー通勤要相談)
雇用期間の定め：なし。
試用期間：あり(1ヵ月)。
労働条件変更なし。

R5.2.28 セ－４１４1 病棟クラーク
59歳位

定年年齢を上限
浜松市中区 4 158,000 月給

通勤手当：規定(最高日額500円まで)。
昇給なし(1月あたり1,000円～2,000円)
賞与あり(年2回、計160月分)

8：30～17：00 60 土・日・祝 常用

学歴：不問。
必要な免許：普通自動車運転免許：あれば尚可(AT限定可)
経験：不問。
車通勤可。
雇用期間の定め：なし。
試用期間：あり(1ヵ月)。
労働条件変更なし。

R5.3.8 セ－４４７６ 本社総合職（経理 ～64歳以下 浜松市中区 1 163,000～185,000円 月給 8時30分〜17時30分 60分 土・日・その他 常用
日商簿記３級：あれば尚可
普通自動車運転免許：必須（ＡＴ限定可）

R5.3.8 セ－４４７７ 経理 ～64歳以下 浜松市中区 1 960円 時間給
8時30分〜17時30分
又は、上記時間内の6時間以上
就業時間：相談可

60 土・日・その他 パート
日商簿記３級：あれば尚可
普通自動車運転免許：必須（ＡＴ限定可）

R5.3.8 セ－４４８２ 現場事務 ～64歳以下 浜松市浜北区 1 165,000円 月給
変形労働時間制：１年単位
8時00分〜17時00分

65

日・その他
＊通常土曜休みです
が月１日出勤有　＊年
末年始・ＧＷ・夏季休暇
＊会社カレンダーによ
る※土曜休みは会社カ
レンダーと違う場合有

常用
高卒以上
昇給、賞与：有

R5.3.8 セ－４４８３ 現場事務 不問 浜松市浜北区 1 950円 時間給
8時00分〜17時00分
時間帯、勤務日数相談可

65

日・その他
＊通常土曜休みです
が月１日出勤有　＊年
末年始・ＧＷ・夏季休暇
＊会社カレンダーによ
る※土曜休みは会社カ
レンダーと違う場合有

パート 高卒以上

R5.3.10 セ－４４８３ 医療事務 不問 浜松市浜北区 1 950～1,000円 時間給 8時15分〜12時15分 土・日・祝・その他 派遣

R5.3.10 セ－４４８６ 医療事務 不問 浜松市浜北区 1 950～1,000円 時間給 8時15分〜12時15分 日・祝・その他 派遣

R5.3.31 セ－４４２１ 調剤事務
～60歳

定年のため
静岡県下各店舗 40 944～ 時間給

通勤手当：規定(最高100,000円まで)
その他の手当
時給は店舗による。
別途時間加算あり。
入社2ヵ月間の研修後、社内調剤事務検定合格
で、時給に100円手当追加。

店舗の営業時間内
(1日最大8時間)

60 その他(応相談) パート

学歴：不問。
必要な免許：不問。
必要な経験：調剤事務経験者優遇。
パソコンを使っての業務経験のある方。
雇用期間の定め：あり(期間6ヵ月)。
試用期間：あり(3ヵ月)。
労働条件の変更：なし。
昇給：あり(10～100円)。
賞与：あり(年2回、又は10,000円～100,000円)。
応募前見学：不可。
社内割引制度あり、労働組合あり。



R5.3.31 セ－４４２７ 事務 不問 静岡県磐田市 1
175,000～

220,000
日給月給

通勤手当：規定(最高20,000円まで)
その他の手当
家族手当：1人2,000円。

交代制：なし。
8：00～17：00

60

土・日
当社カレンダーによる
(土曜は月1回～2回出
勤あり)

常用

学歴：高卒以上。
必要な免許：不問。
必要な経験：エクセル・ワードのお入力経験。
雇用期間の定め：なし。
試用期間：あり(2ヵ月)。
労働条件の変更：あり(時給950円)
昇給：あり(1,000～10,000円)。
賞与：あり(年2回、計平均2ヵ月)。
応募前見学：可。

R5.3.31 セ－４３６０ 一般事務 不問 浜松市南区 1
180,000～

210,000
月給 通勤手当：規定(最高規定)円まで。 8：15～17：15 60

土・日
夏季・冬季・GW連休あ
り
会社カレンダーによる

常用

学歴：不問。
必要な免許：不問。
必要な経験：簡単なPC操作。
電話での受け答えができる方。
雇用期間の定め：なし。
試用期間：なし。
労働条件の変更：なし。
応募前見学：可。
交通費：片道3ｋｍ以上から支給。
日本語での会話、漢字の読み書き可能な方応募可。

R5.3.31 セ－４３６７ 税理士業務補助 ～44歳位 掛川市 1
160,000～

250,000
月給

通勤手当：規定(最高5,000円まで)
9：00～17：00 60 土・日・祝 常用

学歴：不問。
必要な免許：日商簿記2級　あれば尚可。
普通自動車運転免許（AT可）必須。
必要な経験：ワード・エクセル操作。
雇用期間の定め：なし。
試用期間：あり(3ヵ月)
労働条件変更：なし。
昇給：あり（1,000～5,000円）
賞与：あり(年２回、計1.50月分)
※退職金制度あり：勤続10年以上。

R5.3.31 セ－４３６９ 事務 不問 磐田市 1
160,000～

160,000
月給 通勤手当：規定(最高7､500円まで)

①8：00～17：00
②9：00～17：00
③8：00～16：00
又は8：00～18：00の7時間以上

60

土・日・祝・その他
会社カレンダーによる
夏季・年末年始・GW
土曜出勤の際は平日
休み可

パート

学歴：高卒以上。
必要な免許：不問。
必要な経験：ワード・エクセルの簡単な作業ができる方。
雇用期間の定め：なし。
試用期間：なし。
労働条件の変更：なし。
昇給：なし。
賞与：なし。
※応募前見学：可。
お子様がいらっしゃる方も歓迎です。
企業内保育所利用可能。
※定員がありますのでお問い合わせ下さい。

R5.3.31 セ－４３７０ 医療事務 ～59歳 磐田市 1
140,000～

170,000
月給

通勤手当：規定(最高10,000円まで)
その他の手当：年末年始手当
日曜出勤手当。

交代制：あり
8：00または9：00～17：00

45

土・日・祝・その他
勤務表によるシフト制
(原則土・日・祝日休み
ですが、出勤の場合)

常用

学歴：高卒以上。
必要な免許：医療事務資格あれば尚可。
必要な経験：専用ソフト入力のためエクセル・ワード操作。
医療事務経験あれば尚可。
雇用期間の定め：なし。
試用期間：あり(3ヵ月)。
労働条件の変更：なし。
定期的に支払われる手当：調整手当：16,000円。
食事手当：4,000円。
その他の手当：年末年始手当。
日曜出勤手当。
昇給：あり(1月あたり2,000円～3,000円)
賞与：あり(年2回又は450,000円～600,000円)
※応募前見学：不可。
勤務については交替(シフト)のため。
土・日・祝日も若干勤務があります。
詳しくは面接でご説明します。
制服貸与。
履歴書は必ず手書きでお願いします。



R5.3.31 セ－４３２３ 経理事務 不問 磐田市 1 1200～ 時間給
通勤手当：規定(最高6,000円)まで。

8：00～17：00
※上記時帯で1日5時間程度
9：00～15：00など

70
10：00～10：15
12：00～12：40
15：00～15：15

土・日・その他
GW・夏季・年末年始休
暇あり

パート

学歴：不問。
必要な経験：パソコンの基本操作
経理事務業務
雇用期間の定め：なし。
試用期間：あり（3ヵ月）
労働条件変更：あり（時間給1,000円）。
昇給：あり。
賞与：なし。
応募前見学：可。

R5.3.31 セ－４２５４ 事務 不問 浜松市東区 1
1,000～

1,000
時間給

通勤手当：規定(最高7,500円まで)。
昇給：あり(1月あたり0.00％～5.00％)。
賞与：なし。

9：00～17：00
1日5時間程度、週」20時間程度勤務
できる方希望

60

土・日・祝・その他
会社カレンダーによる
夏季・年末年始・GW
土曜出勤の際は平日
休み可

契約

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：あり(２ヵ月)。
契約更新の可能性：あり(原則更新)。
試用期間：あり：(２ヵ月)。
労働条件の変更：なし。
お子様がいらっしゃる方も歓迎です。
企業内保育所利用可能
※定員がありますのでお問い合わせ下さい。

R5.3.31 セ－４１２１ 入出荷管理 ～44歳位 浜松市浜北区 1 185,000～276,000 日給月給

通勤手当：規定（最高15,000円）
昇給：あり（1月あたり1,000円～）
賞与：あり：（年2回、計2.00月分）
その他の手当
給食手当：210円/食。
皆勤手当：5,000円/月。
生産手当：（試用期間の後、能力次第で別途支
給可能性有）

変形労働時間制：1年単位
8：15～17：15

60

日・その他
年末年始、GW、夏季休
暇、会社カレンダーに
よる

常用

学歴、経験：不問。
必要な免許：普通自動車運転免許：必須（AT限定可）
雇用期間の定め：なし。
試用期間：あり（3か月）
労働条件の変更：あり（下記参照）
※昇給・賞与は業績、売上、本人の能力により金額決定。
※通勤手当は片道2㎞以上より支給。（10円/ｋｍ）
※試用期間中の労働条件の内容：日給7,450円～8,000円

R5.3.31 セ－３９７１
各区役所
公共施設

受付スタッフ
不問

浜松市中区
東区・西区

5 1,000 時間給
通勤手当：規定（最高10,000円まで）
昇給・賞与なし

12：45～17：15
※週1～３日よりOK

土・日・祝・その他（シフ
ト制）

パート

学歴：不問。
雇用期間の定め：あり（期間1年）。
契約更新の可能性：あり（原則更新）。
試用期間：なし。
車通勤不可。
駐車場：要相談

R5.4.18 セ－４４９３ 事務 不問 浜松市南区 1 990～990 時間給
（１）8時00分〜16時00分
（２）9時00分～15時30分
土曜日出勤できる方

60 日+他1日 パート
学歴：不問
簡単なPC入力

R5.4.24 セ－４４９６ 統計調査補助員 不問 浜松市中区 1 975～1,139 時間給 通勤手当：規定（上限12,000円） 9：00～16：00、他 60 土・日・祝 臨時
学歴：不問
雇用期間：令和5年7月3日～令和5年7月31日

R5.5.1 セ－４４９８ 現場事務 不問 浜松市南区 3 944 時間給 通勤手当：規定（上限3,000円）
8：30～17：30
多少の時間調整可

60 土・日・祝 パート 学歴：高卒以上

R5.4.30 セ－４３８４ 医療事務 ～59歳 浜松市浜北区 1
154,208～

158,000
月給

通勤手当：規定(最高50,000円まで)
その他の手当：※当社指定資格者は3ヶ月間試
用期間あり
156,420円(試用期間)

8：30～17：00 45

土・日・祝・その他
年末年始(12/29～1/3)
夏季休暇(7月～10月
の間)

派遣(常用)

学歴：不問。
必要な免許：不問。
必要な経験：電子カルテの為、簡単なパソコン操作が出来る方。
経験不問。
雇用期間の定め：なし。
試用期間：あり(3ヵ月)
労働条件の変更：なし。
その他の手当：※当社指定資格者は3ヵ月間試用期間あり
156,420円。
昇給：なし。
賞与：なし。
応募前見学：不可。
面接後、後日職場見学に行っていただきます。
制服貸与。
マイカー通勤：片道2キロ以上、車通勤可。
駐車場完備(駐車場代　会社負担)



R5.4.30 セ－４３８５ 医療事務 ～59歳 浜松市浜北区 2
142,500～

150,000
月給 通勤手当：規定(最高50,000円まで) 8：00～17：00 60 土・日・祝・その他 常用

学歴：不問。
必要な免許：不問。
必要な経験：電子カルテの為、簡単なパソコン操作が出来る方。
経験不問。
雇用期間の定め：なし。
試用期間：あり(3ヵ月)
労働条件の変更：なし。
昇給：なし。
賞与：なし。
応募前見学：不可。
面接後、後日職場見学に行っていただきます。
制服貸与。
マイカー通勤：片道2キロ以上、車通勤可。
駐車場完備(駐車場代　会社負担)

R5.4.30 セ－４３８６ 医療事務 ～59歳 浜松市浜北区 1
150,100～

158,000
月給 通勤手当：規定(最高50,000円まで) 8：30～17：15 60

土・日・祝
年末年始
夏季休暇

常用

学歴：不問。
必要な免許：不問。
必要な経験：電子カルテの為、簡単なパソコン操作が出来る方。
雇用期間の定め：なし。
試用期間：あり(3ヵ月)
労働条件の変更：なし。
昇給：なし。
賞与：なし。
応募前見学：不可。
面接後、後日職場見学に行っていただきます。
制服貸与。
マイカー通勤：片道2キロ以上、車通勤可。
駐車場完備(駐車場代　会社負担)



R5.4.30 セ－４３８７ 医療事務 ～59歳 浜松市浜北区 1
149,328～

163,250
月給 通勤手当：規定(最高50,000円まで)

①9：00～12：30
②9：00～17：30
又は
9：00～17：00の時間の間の7時間程
度
月・水・木9：00～17：00(休憩60分)
火・金9：00～17：30(休憩60分)
土(第1・3)9：00～12：30

60

土・日・祝・その他
第1・3の土曜日は半日
出勤があります。
年末年始
夏季休暇(当社規定)

派遣(常用)

学歴：不問。
必要な免許：不問。
必要な経験：必要なPCスキル：エクセル
医療事務経験者：あれば尚可。
雇用期間の定め：なし。
試用期間：あり(3ヵ月)。
労働条件の変更：あり(面接時に説明いたします)
昇給：なし。
賞与：なし。
応募前見学：不可。
面接後、後日職場見学に行っていただきます。
制服貸与。
マイカー通勤：片道2キロ以上、車通勤可。
駐車場完備(駐車場代　会社負担)

R5.4.30 セ－４３８８ 医療事務 不問 袋井市 3
1,050～

1,100
時間給 通勤手当：規定(最高50,000円まで)

①8：30～17：15
※日曜・祝日

②8：30～16：15
※12/29～1/3

60

その他
日曜、祝日で月2～3回
の勤務
年末年始はシフトによ
り勤務

パート

学歴：不問。
必要な免許：医療事務資格(当社指定)保有者優遇
必要な経験：不問。
雇用期間の定め：あり(期間1年)
試用期間：あり(3ヵ月)。
労働条件の変更：なし。
昇給：なし。
賞与：なし。
応募前見学：可。
面接後、後日職場見学に行っていただきます。
制服は会社賞与になります。
マイカー通勤：自宅から病院まで片道2キロ以上の方は車通勤可、
駐車場代は会社負担

R5.4.30 セ－４３８９ 医療事務
～59歳

定年年齢を上限
磐田市 1

154,850～
173,250

月給 通勤手当：規定(最高50,000円まで) 8：30～17：30 60
土・日・祝日・その他(年
末年始)

派遣(常用)

学歴：不問。
必要な免許：不問。
必要な経験：パソコンの入力ができる方。
雇用期間の定め：なし。
試用期間：あり(3ヵ月)。
労働条件の変更：あり(面接時に説明いたします)
昇給：なし。
賞与：なし。
応募前見学：可。
面接後、後日職場見学に行っていただきます。
制服は会社賞与になります。
マイカー通勤：自宅から病院まで片道2キロ以上の方は車通勤可、
駐車場代は会社負担。

R5.4.30 セ－４３９０ 診療報酬点検 不問 浜松市 5
1,000～

1,020
時間給 通勤手当：規定(最高50,000円まで)

9：00～18：00
時間外は月により変動有
※応相談
月末月初のお仕事になります。
(土日含む)
月に5～10日位の勤務
(※応相談)

60

土・日・祝日・その他
不定期、シフトによる
主に月末月初に月5～
10日の就業で応相談

パート

学歴：不問。
必要な免許：医療事務資格(当社指定)保有者優遇。
必要な経験：経験者優遇。
雇用期間の定め：あり(期間1年)。
契約更新の可能性：あり(原則更新)
試用期間：あり(3ヵ月)。
労働条件の変更：なし。
昇給：なし。
賞与：なし。
応募前見学：不可。

R5.4.30 セ－４３９１ 診療報酬点検 不問 浜松市 5
1,000～

1,200
時間給 通勤手当：規定(最高50,000円まで)

9：00～18：00
時間外は月により変動有
※応相談
月末月初のお仕事になります。
(土日含む)
月に5～10日位の勤務
(※応相談)

60

その他
不定期、シフトによる
主に月末月初に月5～
10日の就業で応相談

パート

学歴：不問。
必要な免許：医療事務資格：必須。
※当社指定または他社資格をお持ちの方。
面接時に確認させていただきます。
必要な経験：レセプト点検経験者：必須。
雇用期間の定め：あり(期間1年)。
契約更新の可能性：あり(原則更新)
試用期間：あり(3ヵ月)。
労働条件の変更：なし。
昇給：なし。
賞与：なし。
応募前見学：不可。



R5.4.30 セ－４３９２
医療事務

(休日受付)
～59歳

定年年齢を上限
湖西市 1

1,050～
1,100

時間給 通勤手当：規定(最高50,000円まで)
8：15～17：00
※週2日程度(土日祝)の勤務

45 その他(月～金) パート

学歴：不問。
必要な免許：不問。
必要な経験：電子カルテの為、パソコンの入力作業が出来る方。
雇用期間の定め：あり(年度更新)。
契約更新の可能性：あり(原則更新)
試用期間：あり(3ヵ月)。
労働条件の変更：なし。
昇給：なし。
賞与：なし。
応募前見学：不可。

R5.4.30 セ－４３５３ 一般事務 不問 浜松市北区 1
1,200～

1,200
時間給 通勤手当：規定(最高　規定)。

8：30～17：00
7時間30分
又は8：30～17：30
8時間

60

土・日・その他
(連休等)
会社カレンダーに準ず
る

派遣(登録)

学歴：不問。
必要な免許：不問。
必要な経験：PCスキル基本的なパソコンスキル・入力業務対応。
雇用期間の定め：あり(3ヵ月更新)
昇給：なし。
賞与：なし。
契約更新の可能性：あり(原則更新)。
試用期間：あり(2ヵ月)。
労働条件の変更：なし。
応募前見学：不可(応募後は可)。
※雇用始期は8月1日～です。

R5.4.30 セ－４２７２ 労務事務
～59歳

定年年齢を上限
浜松市中区 1

161,000～
199,000

月給

通勤手当：規定(最高15,000円まで)。
昇給：あり(0～20,000円)。
賞与：あり(年2回、又は0円～300,000円)。
固定残業代：49,000～61,000円。
時間外(固定)手当には時間外労働の有無に関
わらず、42時間分の時間外手当を含みます。
超過分については別途支給。
子供手当：5000円/人。

9：00～18：00 60
日・その他
年末年始・夏季・
GW(合計10日)

常用

学歴：不問。
必要な資格：普通自動車運転免許必須(AT限定可)。
必要な経験：PC操作(エクセル・ワード基本入力)できる方。
労務管理の経験があれば尚可(年数不問)。
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。
※各手当は社内規定に準じて支給。
社保完備
出産/結婚祝金。
家族手当：5,000円/人。
※社保加入者の子供
昇給/賞与(各年2回)

R5.4.30 セ－４２７３ 経理事務
～59歳

定年年齢を上限
浜松市中区 1

161,000～
199,000

月給

通勤手当：規定(最高15,000円まで)。
昇給：あり(0～20,000円)。
賞与：あり(年2回、又は0円～300,000円)。
固定残業代：49,000～61,000円。
時間外(固定)手当には時間外労働の有無に関
わらず、42時間分の時間外手当を含みます。
超過分については別途支給。
子供手当：5000円/人。

9：00～18：00 60
日・その他
年末年始・夏季・
GW(合計10日)

常用

学歴：不問。
必要な資格：普通自動車運転免許必須(AT限定可)。
必要な経験：PC操作(エクセル・ワード基本入力)できる方。
経理経験者(年数不問)必須。
簿記2級以上あれば尚可。
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。
※各手当は社内規定に準じて支給。
社保完備
出産/結婚祝金。
家族手当：5,000円/人。
※社保加入者の子供
昇給/賞与(各年2回)

R5.4.30 セ－４２７４
人事・採用・
教育業全般

～59歳
定年年齢を上限

浜松市中区 1
161,000～

199,000
月給

通勤手当：規定(最高15,000円まで)。
昇給：あり(0～20,000円)。
賞与：あり(年2回、又は0円～300,000円)。
固定残業代：49,000～61,000円。
時間外(固定)手当には時間外労働の有無に関
わらず、42時間分の時間外手当を含みます。
超過分については別途支給。
子供手当：5000円/人。

9：00～18：00 60
日・その他
年末年始・夏季・
GW(合計10日)

常用

学歴：不問。
必要な資格：普通自動車運転免許必須(AT限定可)。
必要な経験：PC操作(エクセル・ワード基本入力)できる方。
人事の経験があれば尚可(年数不問)。
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。
※各手当は社内規定に準じて支給。
社保完備
出産/結婚祝金。
家族手当：5,000円/人。
※社保加入者の子供
昇給/賞与(各年2回)



R5.4.30 セ－４２７５ 賃貸管理事務
～59歳

定年年齢を上限
浜松市中区 1

176,000～
191,000

月給

通勤手当：規定(最高15,000円まで)。
昇給：あり。
賞与：あり(年2回、又は0円～1,000,000円)。
固定残業代：28,279～81,727円。
時間外(固定)手当には時間外労働の有無に関
わらず、25～40時間分の時間外手当を含みま
す。
超過分については別途支給。
子供手当：5000円/人。

9：00～18：00 60
その他
年末年始・夏季・
GW(合計10日)

常用

学歴：不問。
必要な資格：普通自動車運転免許必須(AT限定可)。
必要な経験：PC操作(エクセル・ワード基本入力)できる方。
不動産管理の経験があれば尚可(年数不問)。
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。
※各手当は社内規定に準じて支給。
社保完備
出産/結婚祝金。
家族手当：5,000円/人。
※社保加入者の子供
昇給/賞与(各年2回)

R5.4.30 セ－４２７６ 賃貸管理事務
～59歳

定年年齢を上限
浜松市中区 1 1,000～ 時間給

通勤手当：規定(最高15,000円まで)。
昇給：あり。
賞与：なし。
資格手当。

9：00～18：00
4～6時間で応相談

60

その他
夏季・年末年始・GW・
出勤日応相談、時間は
相談可。

パート

学歴：不問。
必要な資格：普通自動車運転免許必須(AT限定可)。
必要な経験：PC操作(エクセル・ワード基本入力)できる方。
不動産管理の経験があれば尚可(年数不問)。
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。
※各手当は社内規定に準じて支給。
社保完備
出産/結婚祝金。
家族手当：5,000円/人。
※社保加入者の子供

R5.4.30 セ－４２９６
検診施設での

計測・案内業務
不問 浜松市中区 1 1,032～1,032 時間給

通勤手当：規定(最高12,827/月まで)
昇給：なし。
賞与：なし。

7：10～11：00　実働3時間50分
8：30～12：00　実働3時間30分
12：00～16：00　実働4時間
【出勤日】
月～土曜日の中で週4日勤務
※扶養範囲内の勤務です。
社保加入ご希望の方もご相談くださ
い

日・その他(他1日) 派遣(登録)

学歴：不問。
必要な資格：不問。
必要な経験：未経験者OK！
雇用期間の定め：あり(期間6ヵ月)。
契約更新の可能性：あり(条件あり)。
試用期間：なし。
制服(白衣)支給。
※職場見学を実施しております。
職場の見学をしてからのご検討も可能です。
※週20時間未満の勤務をご希望の方は派遣法による日雇い派遣禁止の
例外事由に該当する方のみとなります。

R5.4.30 セ－４２９８
法人本部にて

総務事務
不問 浜松市中区 1 1,156～1,156 時間給

通勤手当：規定(最高12,827/月まで)
昇給：なし。
賞与：なし。

平日(月～金)
8：30～17：30　実働8H
※月～金の勤務です

60
土・日・祝・その他
GW、年末年始、長期休
みあり

派遣(登録)

学歴：不問。
必要な資格：不問。
必要な経験：※PC操作があります。
入力程度の基本的なＰＣ操作のできる方歓迎。
雇用期間の定め：あり(期間6ヵ月)。
契約更新の可能性：あり(条件あり)。
試用期間：なし。
※職場見学を実施しております。
職場の見学をしてからのご検討も可能です。
※制服はありませんのでオフィスカジュアルでお願いします。
※長期就業
直接雇用の可能性あり！(実績あります)
20代～40代の女性活躍中！

R5.4.30 セ－４３００
出張検診先の

会場設営、計測の
お仕事

不問 浜松市北区 1 1,026～1,026 時間給
通勤手当：規定(最高12,827/月まで)
昇給：なし。
賞与：なし。

6：00～17：30の内の　実働7.5Ｈ

検診先によって就業時間に違いがあ
ります。
時間に融通が利く方歓迎

60

その他(シフト制)
土・日・祝日勤務できる
方歓迎
週2.3日からでも勤務可
能です。

派遣(登録)

学歴：不問。
必要な免許：不問。
必要な経験：不問。
雇用期間の定め：あり(期間6カ月)。
契約更新の可能性：あり(条件あり)。
試用期間：なし。
※職場見学を実施しております。
職場の見学をしてからのご検討も可能です。



R5.4.30 セ－４３０１
病院外来における

医事・受付業務
不問 浜松市天竜区 1 1,200～1,200 時間給

通勤手当：規定(最高12,827/月まで)
昇給：なし。
賞与：なし。

8：30～17：30(実働8時間)
※残業あり
月～金(※土日祝休み)

60 土・日・祝 派遣(登録)

学歴：不問。
必要な免許：不問。
必要な経験：医事・レセプト経験。
雇用期間の定め：あり(期間6カ月)。
契約更新の可能性：あり(条件あり)。
試用期間：なし。
※職場見学を実施しております。
職場の見学をしてからのご検討も可能です。

R5.4.30 セ－４３０４
病院の時間外窓口

で
受付とご案内業務

不問 浜松市中区 1
1,200(会計業務あり)
1,035(会計業務なし)

時間給
通勤手当：規定(最高12,827/月まで)
昇給：なし。
賞与：なし。

17：00～8：30
休憩1H＋仮眠2H

その他(シフト制)
希望シフト休(5勤2休)
GWや年末年始長期休
業中に出勤できる方大
歓迎

契約

学歴：不問。
必要な免許：不問。
必要な経験：不問。
接客業の経験者大歓迎。
雇用期間の定め：あり(期間6ヵ月)。
契約更新の可能性：あり(条件あり)
試用期間：なし。
※職場見学を実施しております。
職場の見学をしてからのご検討も可能です。

R5.4.30 セ－４１２５
物流入庫事務

（磐田市）
不問 磐田市 1 154,930～162,420 月給 通勤手当：規定。昇給：なし。賞与：なし。

8：30～17：30
60

土・日・その他
GW・夏季・冬季連休有
※休日は週休2日（土・
日）ですが、祝日は出
勤になります。

契約

学歴：不問。
免許：不問。
必要な経験：簡単なPC操作、エクセル入力ができる方。
雇用期間の定め：あり（期間2ヵ月）
契約更新の可能性：なし（原則更新）
試用期間：なし。
労働条件変更：なし。
交通費：片道3ｋｍ以上から支給。
日本語での会話、漢字の読み書き可能な方応募可。

R5.4.30 セ－４１２６
物流事務
（磐田市）

不問 磐田市 1 154,930～162,400 月給
通勤手当：実費（最高3,360円まで）
昇給・賞与なし。

8：30～17：30
60

土・日・その他
GW・夏季・冬季連休有
※休日は週休2日（土・
日）ですが、祝日は出
勤になります。

契約

学歴：不問。
免許：不問。
必要な経験：簡単なPC操作、エクセル入力ができる方。
雇用期間の定め：あり（期間2ヵ月）
契約更新の可能性：なし（原則更新）
試用期間：なし。
労働条件変更：なし。
交通費：片道3ｋｍ以上から支給。
日本語での会話、漢字の読み書き可能な方応募可。

R5.4.30 セ－４１３５
一般事務

(大久保町)
不問 浜松市 10

①1,070
②920

時間給
通勤手当：規定（最高35,000円）。
昇給：あり。賞与：なし。

①8：45～17：00
②8：45～15：00
※①②のいずれか

①75
②60

土・日・祝・その他
（土日祝休・又は日祝+
月曜3～4回程度）

パート

学歴：高卒以上。
必要な免許、資格：簡単なパソコン操作。
必要な経験：職歴2年以上。
雇用期間の定め：あり（6ヵ月）
契約更新の可能性（あり/原則更新）。
試用期間：あり（3ヵ月）
労働条件の変更：なし。



R5.4.30 セ－４１３６
一般事務
（雄踏町）

不問
浜松市西区

5
①1,070

②920
時間給

通勤手当：規定（最高35,000円）。
昇給：あり。賞与：なし。

①8：45～17：00
②8：45～15：00
※①②のいずれか

①75
②60

土・日・祝・その他
（土日祝休・又は日祝+
月曜3～4回程度）

パート

学歴：高卒以上。
必要な免許、資格：簡単なパソコン操作。
必要な経験：職歴2年以上。
雇用期間の定め：あり（6ヵ月）。
契約更新の可能性（あり/原則更新）。
試用期間：あり（3ヵ月）。
労働条件の変更：なし。

R5.4.30 セ－４１３７ 一般事務 不問 浜松市西区 10
①1,070

②920
時間給

通勤手当：規定（最高35,000円）。
昇給：あり。賞与：なし。

①8：45～17：00
②8：45～15：00
※①②のいずれか

①75
②60

土・日・祝・その他
（土日祝休・又は日祝+
月曜3～4回程度）

パート

学歴：高卒以上。
必要な免許、資格：簡単なパソコン操作。
必要な経験：職歴2年以上。
雇用期間の定め：あり（6ヵ月）。
契約更新の可能性（あり/原則更新）。
試用期間：あり（3ヵ月）。
労働条件の変更：なし。

R5.4.30 セ－３９８０ 一般事務
～59歳

定年年齢を上限
浜松市中区 1

170,000～
200,000

月給
通勤手当：規定（最高10,000円）
昇給、賞与あり
皆勤手当：5000円

8：40～18：00 80
日曜・祝日
その他（第2土曜日）
会社カレンダーによる

常用

学歴：高卒以上。
必要な免許・資格：普通自動車運転免許必須（AT限定可）
雇用期間の定めなし。
試用期間あり（3ヶ月）。
労働条件変更なし。
車通勤可・駐車場あり（無料）

R5.4.30 セ－３９８１ 一般事務
～59歳

定年年齢を上限
浜松市中区 1 950 時間給

通勤手当：規定（最高10,000円）
昇給、賞与あり

8：40～18：00
勤務時間、日数相談可

80
日曜・祝日
その他（第2土曜日）
会社カレンダーによる

パート

学歴：高卒以上
必要な免許・資格：普通自動車運転免許必須（AT限定可）
雇用期間の定めなし。
試用期間あり（3ヶ月）。
労働条件変更なし。
車通勤可・駐車場あり（無料）
※現在、事務処理を3～4名にて行っております。


