
　 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。

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

R5.1.11 セ－４４３４ 学校給食調理補助 不問 浜松市内 1 945 時間給 通勤手当：なし。

8：00～15：00
5.5時間程度
時間については相談可能で
す。
子どもの時間に合わせて働け
ます。

45
土・日・祝・
その他(休校日)
学校の休日と同じ

パート

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：なし。
試用期間：あり(1ヵ月)
労働条件の変更：なし。
車通勤：可(無料駐車場あり)

R5.1.24 セ－４４３７ 介護職 18～59歳 浜松市東区 1
156,000～

215,000
月給 通勤手当：規定(最高15,000円まで)。

変形労働時間制：1ヵ月
①8：30～17：30
②7：00～16：00
③10：30～19：30
④16：00～9：00
夜勤：月4～6回程度

60 その他(シフト制) 常用

学歴：不問。
必要な免許・資格：介護福祉士あれば尚可。
ホームヘルパー2級あれば尚可。
介護職員初任者研修修了者あれば尚可。
必要な経験：介護職の経験あれば尚可。
雇用期間の定め：なし。
試用期間：あり(1ヵ月)

R5.1.24 セ－４４３８ 介護職 ～59歳 浜松市東区 1
944～

980
時間給 通勤手当：規定(最高15,000円まで)。 8：30～17：30

※上記時間内で4時間以上
60 その他(シフト制) パート

学歴：不問。
必要な免許・資格：不問。
必要な経験：不問。
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。

R5.1.24 セ－４４３９ 介護助手 ～59歳 浜松市東区 1
944～

980
時間給 通勤手当：規定(最高15,000円まで)。 8：30～17：30

※上記時間内で4時間以上

60 その他(シフト制) パート

学歴：不問。
必要な免許・資格：不問。
必要な経験：不問。
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。

R5.1.24 セ－４４４０
居住介護支援事業所

ケアマネージャー
～59歳 浜松市東区 1

170,000～
240,000

月給 通勤手当：規定(最高15,000円まで)。
8：30～17：30

60 土・日・その他 常用

学歴：高卒以上。
必要な免許・資格：介護支援専門員(ケアマネージャー)必須。
普通自動車運転免許(AT限定可)必須。
必要な経験：業務はパソコン入力があります。
雇用期間の定め：なし。
試用期間：あり(1ヵ月)。
労働条件の変更：なし。

R5.1.24 セ－４４４１ 介護職 18～59歳 浜松市南区 1
156,000～

215,000
月給 通勤手当：規定(最高15,000円まで)。

変形労働時間制：1ヵ月
①8：30～17：30
②7：00～16：00
③10：30～19：30
④16：00～9：00
夜勤：月4～5回程度
①～④シフト制

60 その他(シフト制) 常用

学歴：不問。
必要な免許・資格：介護福祉士あれば尚可。
ホームヘルパー2級あれば尚可。
介護職員初任者研修修了者あれば尚可。
必要な経験：不問。
雇用期間の定め：なし。
試用期間：あり(1ヵ月)

R5.1.24 セ－４４４２ 介護職 ～59歳 浜松市南区 1
944～

980
時間給 通勤手当：規定(最高15,000円まで)。

8：30～17：30
※上記時間内で4時間以上

60 その他(シフト制) パート

学歴：不問。
必要な免許・資格：介護福祉士あれば尚可
ホームヘルパー2級あれば尚可。
介護職員初任者研修修了者あれば尚可。
必要な経験：介護経験あれば尚可。
雇用期間の定め：なし。
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、

＊ 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。

ひとり親サポートセンター 西部支所



R5.1.24 セ－４４４３ 介護職 18～59歳 浜松市東区 1
156,000～

215,000
月給 通勤手当：規定(最高15,000円まで)。

変形労働時間制：1ヵ月
①8：30～17：30
②7：00～16：00
③10：30～19：30
④16：00～9：00
夜勤：月4～5回程度
①～④シフト制

60 その他(シフト制) 常用

学歴：不問。
必要な免許・資格：普通自動車運転免許(AT限定可)あれば尚可。
介護福祉士あれば尚可。
ホームヘルパー2級あれば尚可。
介護職員初任者研修修了者あれば尚可。
必要な経験：不問。
雇用期間の定め：なし。
試用期間：あり(1ヵ月)

R5.1.24 セ－４４４４ 介護職 ～59歳 浜松市東区 1
944～

980
時間給 通勤手当：規定(最高15,000円まで)。 8：30～17：30

※上記時間内で4時間以上

その他(シフト制)
休日は応相談

パート

学歴：不問。
必要な免許・資格：介護福祉士あれば尚可
ホームヘルパー2級あれば尚可。
介護職員初任者研修修了者あれば尚可。
必要な経験：介護経験あれば尚可。
雇用期間の定め：なし。
試用期間：なし。

R5.1.24 セ－４４４５ 飲食調理等 不問 浜松市東区 1 1,000～1,200 時間給 通勤手当：全額。
8：00～14：00の時間の間の5
時間程度

日・その他
労働日数相談可

パート

学歴：不問。
必要な免許：不問。
必おyな経験：不問。
雇用期間の定め：あり(期間12ヵ月)
契約更新の可能性(原則更新)
試用期間：あり（3ヵ月）
労働条件の変更：あり（未経験者、無資格者、時給1,000円～）

R5.1.24 セ－４４４６ 通所介護スタッフ 不問 浜松市中区 2 950～1,200 時間給 通勤手当：規定(最高20,000円)
8：00～18：00
の時間の間の4時間以上

日・その他
労働日数相談可

パート

学歴：不問。
必要な免許：普通自動車運転免許必須(AT限定可)
介護福祉士、看護師、介護職員実務者研修修了者などあれば尚可。
必要な経験：介護サービス等、あれば尚可。
簡単なPC操作やiPad操作。
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（未経験者、未資格者、時給950円～）。

R5.1.24 セ－４４４７
デイサービスの

入浴介助スタッフ
不問 浜松市中区 2 1,400～1,500 時間給 通勤手当：規定(最高20,000円)

8：00～12：00
又は8：30～12：00の時間の間
は3時間程度

日・その他
労働日数相談可

パート

学歴：不問。
必要な免許：介護福祉士、看護師、
介護職員実務者研修修了者などあれば尚可。
必要な経験：介護支援等、あれば尚可。
簡単なPC操作やiPad操作。
雇用期間の定め：なし。
試用期間：あり（最低2ヵ月）

R5.1.31 セ－４３９３ 調理補助 不問
転勤の可能性：な

し
浜松市

5 945 時間給 通勤手当：なし。
7：30～16：30
勤務日応相談
短時間・フルタイム可

土・日・祝・その他
夏休み、冬休み、春休み
各学校のカレンダーによ
る

パート

学歴：不問。
経験・免許・資格不問。
雇用期間の定め：あり(期間：年度毎)
契約更新の可能性：あり(原則更新)
昇給：なし。
賞与：なし。
応募前見学：不可。
制服貸与。
お子さんの行事等でのお休みも融通可能です。

R5.1.31 セ－４３９４ 調理補助 不問
転勤の可能性：な

し
浜松市

5 945 時間給 通勤手当：なし。
8：00～15：00の間で実働5.5
例）8：00～14：15
8：30～14：45

45

土・日・祝・その他
夏休み、冬休み、春休み
各学校のカレンダーによ
る

パート

学歴：不問。
必要な免許：不問。
必要な経験：未経験者歓迎。
雇用期間の定め：あり(期間：年度毎)
契約更新の可能性：あり(原則更新)
昇給：なし。
賞与：なし。
応募前見学：不可。
制服貸与。
お子さんの行事等でのお休みも融通可能です。



R5.1.31 セ－４３９５ 調理員 不問
転勤の可能性：な

し
浜松市

5 155,500～ 月給 通勤手当：規定(最高5000円)
7：30～16：30
実働8時間

60

土・日・祝・その他
夏休み、冬休み、春休み
各学校のカレンダーによ
る

契約

学歴：不問。
必要な免許：調理師免許または栄養士免許。
必要な経験：集団調理の経験3年以上。
雇用期間の定め：あり(期間：年度毎)。
契約更新の可能性：あり(原則更新)。
試用期間の定め：あり(1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。
制服貸与。

R5.1.31 セ－４２７０ 介護職員
～64歳

定年年齢を上限 浜松市南区 1
170,000～

245,000
月給

通勤手当：(最高50,000円)
昇給：あり(1月あたり1,500円～5000
円)
賞与：あり(年2回、計2.00月分）
家族手当、住宅手当、運転手当、資格
手当、処遇改善手当

8：30～17：30 60

日・その他
月9日休み
年末年始休日3日間
バースデー休暇(誕生日
月)1日

常用

学歴：不問。
必要な資格：介護福祉士あれば尚可。
普通自動車運転免許必須(AT限定可)。
必要な経験：介護職で実務経験3年程度あれば優遇あれば尚可。
雇用期間の定め：なし。
試用期間：あり(1ヵ月)。
労働条件の変更：あり(経験等による固定金額、労働条件応相談)。
応募前見学：可。
65歳以上の方に関しては1年ごとの嘱託雇用となります。
子育て中の方の勤務条件等に配慮します。
週30H以上であれば短時間正社員での採用もあります。(経験等により)

R5.1.31 セ－４２７１ 介護職員
～64歳

定年年齢を上限 浜松市中区 1
170,000～

245,000
月給

通勤手当：(最高50,000円)
昇給：あり(1月あたり1,500円～5000
円)
賞与：あり(年2回、計2.00月分）
家族手当、住宅手当、運転手当、資格
手当、処遇改善手当

8：30～17：30 60

日・その他
月9日休み
年末年始休日3日間
バースデー休暇(誕生日
月)1日

常用

学歴：不問。
必要な資格：介護福祉士あれば尚可。
普通自動車運転免許必須(AT限定可)。
必要な経験：介護職で実務経験3年程度あれば優遇あれば尚可。
雇用期間の定め：なし。
試用期間：あり(1ヵ月)。
労働条件の変更：あり
(経験等による固定金額、労働条件応相談)。
応募前見学：可。
65歳以上の方に関しては1年ごとの嘱託雇用となります。
子育て中の方の勤務条件等に配慮します。
週30H以上であれば短時間正社員での採用もあります。(経験等により)

R5.1.31 セ－４２９７
出張検診のお手伝い

運転業務あり
不問

出張検診先
(静岡県内)

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。

6：00～17：00の内実働7.5H

週5日での募集ですが週3日～
等のご相談可能です。
(勤務時間は会場によって異な
る為、時間の融通の利く方歓
迎)

その他(他２日)
土・日・祝日勤務できる
方歓迎
(土・日・祝は割増賃金又
は平日振替休可能)

契約

学歴：不問。
必要な免許：普通自働車運転免許必須(ハイエース運転業務あり)
必要な経験：不問。
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。
※周りには優しいベテランスタッフがいますのでわからない事はどんどん
質問していただけます。

R5.1.31 セ－４２２３ 保育補助 不問 浜松市西区 1 913～950 時間給

通勤手当：規定(最高20,000円)。
昇給あり(1時間あたり5～5円)。賞与：
あり(年2回、又は2,000～20,000円)。
その他の手当：基本時給913円＋処遇
改善手当90円＝時間額1,003円。

9：00～18：00
又は上記時間帯で6時間以上

土・日・祝・その他
勤務日数相談可

パート

学歴：不問。
必要な免許：普通自動車運転免許必須(AT限定可)
経験：不問。
雇用期間の定め：あり。
(2022年1月1日～2022年3月31日)。
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。
応募前見学：可。
車通勤：可(無料駐車場あり)。

R5.1.31 セ－４０７４
介護職員

（デイサービスセン
ター）

不問 浜松市西区 1 975～975 時間給

通勤手当：規定（最高20,000円まで）
昇給：あり（1時間あたり5円～10円）。
賞与：あり（年2回）（3,000円～35,000
円）
処遇改善手当（90円）

①8：30～12：30
②13：30～17：30
又は8：30～17：30
時間帯につきましては、相談に
応じます。

土・日・その他
勤務日数相談可
※お子様の学校行事等
でお休みをとって頂く事
も可能です。

パート

学歴：不問。
必要な資格、免許：普通自動車運転免許必須（AT限定可）
雇用期間の定め：あり（期間8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。
※保育園完備
（0歳児から就学前までのお子様をお預かりできます）
※ベテランの介護員が、懇切丁寧に指導させて頂きます。
ブランクのある方でも4日間の新人研修を受けて頂いてから
お仕事に就いて頂きますのでご安心下さい。
駐車場：あり（無料）



R5.1.31 セ－３７２５ 店長 不問 各店舗
各店舗

1
204,000～

277,000
月給

通勤手当全額上限なし。
昇給・賞与あり。

09：30～20：15の間で
1日8時間以内
1ヶ月単位の変形労働時間制
シフト制

60 シフトによる 常用

学歴：不問。
調理、接客経験不問。
はじめての方でも丁寧に教えます。
普通自動車免許。
車通勤可（店舗による）。
雇用期間：定めなし
（定年60歳/60歳定年後の再雇用制度あり）。
試用期間：3ヶ月/時給890円。
制服支給。
社有車貸与（通勤利用可）。
従業員割引制度あり。
選考は勤務希望の店舗にて実施。

R5.1.31 セ－３７２６ メンバー 不問

各店舗
静岡東部11店、中
部21店、西部22
店、県外26店

（原則転勤はなし）

各店ごと
1～2

890～960 時間給
通勤手当なし。
昇給・賞与あり。

09：30～20：15の間で
1日2時間～/週1回～
シフト制

60 シフトによる パート

学歴：不問。
調理、接客経験不問。
はじめての方でも丁寧に教えます。
車通勤可（店舗による）。
雇用期間：6ヶ月/契約更新の可能性あり（原則更新）。
制服支給。
車通勤応相談。
従業員割引制度あり。
永年勤続表彰あり（3・5・7年）。
選考は勤務希望の店舗にて実施。

R4.11.1 セ－４３９６ 美容師 不問 浜松市中区 2
1,200～

1,200
時間給

通勤手当：(最高20,000)円まで
その他の手当
店販手当：(1万円以上の売上に対して
20％還元）

交代制：あり
10：00～19：00
勤務時間・日数等はご相談下
さい

その他(シフト制)
※勤務日数等はご相談
下さい

パート

学歴：高卒以上
必要な免許：美容師免許。
必要な経験：実務経験者。
雇用期間の定め：なし。
試用期間：なし。
労働条件の変更：なし。
その他の手当：店販手当1万円以上の売上に対して20％還元。
昇給：なし。
賞与：なし。
応募前見学：可。
休憩時間は労働時間により異なります。

R4.11.1 セ－４３９７
美容師

(アシスタント)
不問 浜松市中区 2

950～
950

時間給

通勤手当：(最高20,000)円まで
その他の手当
店販手当：(1万円以上の売上に対して
20％還元）

交代制：あり
10：00～21：00
勤務時間・日数等はご相談下
さい

その他(シフト制)
※勤務日数等はご相談
下さい

パート

学歴：高卒以上
必要な免許：美容師免許。
雇用期間の定め：なし。
試用期間：なし。
労働条件の変更：なし。
その他の手当：店販手当1万円以上の売上に対して20％還元。
昇給：なし。
賞与：なし。
応募前見学：可。
休憩時間は労働時間により異なります。

R4.11.1 セ－４３９８ 学校給食調理補助 不問 浜松市中区 2 950～ 時間給 通勤手当：規定(最高30,000)円まで。

8：00～15：00
実働時間5時間30分
(勤務時間については、選考時
に相談可能)

30

土・日・祝・その他(休校
日)
春休み・GW・夏休み
年末年始

パート

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(試用期間3ヵ月)。
契約更新の可能性：あり(原則更新)。
契約更新の条件(社内規定に準ずる)。
試用期間：あり(3ヵ月)。
労働条件の変更：なし。
昇給：あり。
賞与：なし。
応募前見学：不可。

R5.2.28 セ－４３９９ 学校給食調理補助 不問 浜松市西区 1 950～ 時間給 通勤手当：規定(最高30,000)円まで。

8：00～15：00
実働時間5時間30分
(勤務時間については、選考時
に相談可能)

30

土・日・祝・その他(休校
日)
春休み・GW・夏休み
年末年始

パート

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(試用期間3ヵ月)。
契約更新の可能性：あり(原則更新)。
契約更新の条件(社内規定に準ずる)。
試用期間：あり(3ヵ月)。
労働条件の変更：なし。
昇給：あり。
賞与：なし。
応募前見学：不可。



R5.2.28 セ－４４００ 学校給食調理補助 不問 浜松市西区 2 950～ 時間給 通勤手当：規定(最高30,000)円まで。

8：00～15：00
実働時間5時間30分
(勤務時間については、選考時
に相談可能)

30

土・日・祝・その他(休校
日)
春休み・GW・夏休み
年末年始

パート

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(試用期間3ヵ月)。
契約更新の可能性：あり(原則更新)。
契約更新の条件(社内規定に準ずる)。
試用期間：あり(3ヵ月)。
労働条件の変更：なし。
昇給：あり。
賞与：なし。
応募前見学：不可。

R5.2.28 セ－４４０１ 学校給食調理補助 不問 浜松市中区 2 950～ 時間給 通勤手当：規定(最高30,000)円まで。

8：00～15：00
実働時間5時間30分
(勤務時間については、選考時
に相談可能)

30

土・日・祝・その他(休校
日)
春休み・GW・夏休み
年末年始

パート

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(試用期間3ヵ月)。
契約更新の可能性：あり(原則更新)。
契約更新の条件(社内規定に準ずる)。
試用期間：あり(3ヵ月)。
労働条件の変更：なし。
昇給：あり。
賞与：なし。
応募前見学：不可。

R5.2.28 セ－４４０２ 学校給食調理補助 不問 浜松市東区 1 950～ 時間給 通勤手当：規定(最高30,000)円まで。

8：00～15：00
実働時間5時間30分
(勤務時間については、選考時
に相談可能)

30

土・日・祝・その他(休校
日)
春休み・GW・夏休み
年末年始

パート

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(試用期間3ヵ月)。
契約更新の可能性：あり(原則更新)。
契約更新の条件(社内規定に準ずる)。
2023年4月1日～2024年3月31日。
試用期間：あり(3ヵ月)。
労働条件の変更：なし。
昇給：あり。
賞与：なし。
応募前見学：不可。

R5.2.28 セ－４４０３ 学校給食調理補助 不問 浜松市西区 2 950～ 時間給 通勤手当：規定(最高30,000)円まで。

8：00～15：00
実働時間5時間30分
(勤務時間については、選考時
に相談可能)

30

土・日・祝・その他(休校
日)
春休み・GW・夏休み
年末年始

パート

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(試用期間3ヵ月)。
契約更新の可能性：あり(原則更新)。
契約更新の条件(社内規定に準ずる)。
試用期間：あり(3ヵ月)。
労働条件の変更：なし。
昇給：あり。
賞与：なし。
応募前見学：不可。

R5.2.28 セ－４４０４ 学校給食調理補助 不問 浜松市中区 1 950～ 時間給 通勤手当：規定(最高30,000)円まで。

8：00～15：00
実働時間5時間30分
(勤務時間については、選考時
に相談可能)

30

土・日・祝・その他(休校
日)
春休み・GW・夏休み
年末年始

パート

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(試用期間3ヵ月)。
契約更新の可能性：あり(原則更新)。
契約更新の条件(社内規定に準ずる)。
試用期間：あり(3ヵ月)。
労働条件の変更：なし。
昇給：あり。
賞与：なし。
応募前見学：不可。



R5.2.28 セ－４４０５ 学校給食調理者 不問 浜松市西区 1 950～980 時間給 通勤手当：規定(最高30,000)円まで。
8：00～16：30
実働時間7時間30分

60

土・日・祝・その他(休校
日)
春休み・GW・夏休み
年末年始

パート

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(試用期間3ヵ月)。
契約更新の可能性：あり(原則更新)。
契約更新の条件(社内規定に準ずる)。
試用期間：あり(3ヵ月)。
労働条件の変更：なし。
昇給：あり。
賞与：なし。
応募前見学：不可。

R5.2.28 セ－４４０６ 学校給食調理者 不問 浜松市中区 2 950～980 時間給 通勤手当：規定(最高30,000)円まで。
8：00～16：30
実働時間7時間30分

60

土・日・祝・その他(休校
日)
春休み・GW・夏休み
年末年始

パート

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(試用期間3ヵ月)。
契約更新の可能性：あり(原則更新)。
契約更新の条件(社内規定に準ずる)。
試用期間：あり(3ヵ月)。
労働条件の変更：なし。
昇給：あり。
賞与：なし。
応募前見学：不可。

R5.2.28 セ－４４０７ 学校給食調理者 不問 浜松市東区 1 950～980 時間給 通勤手当：規定(最高30,000)円まで。
8：00～16：30
実働時間7時間30分

60

土・日・祝・その他(休校
日)
春休み・GW・夏休み
年末年始

パート

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(試用期間3ヵ月)。
契約更新の可能性：あり(原則更新)。
契約更新の条件(社内規定に準ずる)。
試用期間：あり(3ヵ月)。
労働条件の変更：なし。
昇給：あり。
賞与：なし。
応募前見学：不可。

R5.2.28 セ－４４０８ 学校給食調理者 不問 浜松市中区 1 950～980 時間給 通勤手当：規定(最高30,000)円まで。
8：00～16：30
実働時間7時間30分

60

土・日・祝・その他(休校
日)
春休み・GW・夏休み
年末年始

パート

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(試用期間3ヵ月)。
契約更新の可能性：あり(原則更新)。
契約更新の条件(社内規定に準ずる)。
試用期間：あり(3ヵ月)。
労働条件の変更：なし。
昇給：あり。
賞与：なし。
応募前見学：不可。

R5.2.28 セ－４４１０
入居老人介護職

(介福祉士)
18～64歳 浜松市中区 2

157,500～
233,100

月給

通勤手当：規定(最高11,300)円まで。
その他の手当
介護福祉士手当：6,000円。
初任者研修手当：2,000円。
夜勤手当：1回8,000円
(月4回32,000円)
研修手当：1,000円/H。
早番手当：1,000円。
遅番手当：2,000円。

変形労働時間制：1年単位。
①7：00～16：00
②12：00～21：00
③21：00～7：00
※①～③の交代制

60
その他
変形週休2日制
ローテーションによる

常用

学歴：不問。
必要な免許：介護福祉士：必須。
普通自動車運転免許：あれば尚可(AT限定可)
必要な経験：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：あり(1月あたり4,600円～5,300円)。
賞与：あり(年3回、計4.10月分)。
応募前見学：可。
※入職祝い金3万円あり
(ハローワークからの紹介の方限定)



R5.2.28 セ－４４１１
入居老人介護職

(資格不問)
18～64歳 浜松市中区 2

146,300～
184,200

月給

通勤手当：規定(最高11,300)円まで。
その他の手当
介護福祉士手当：6,000円。
初任者研修手当：2,000円。
夜勤手当：1回8,000円
(月4回32,000円)
研修手当：1,000円/H。
早番手当：1,000円。
遅番手当：2,000円。

変形労働時間制：1年単位。
①7：00～16：00
②12：00～21：00
③21：00～7：00
休憩120分
※①～③の交代制

60
その他
変形週休2日制
ローテーションによる

常用

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：なし。
試用期間：あり(3ヵ月)。
労働条件の変更：なし。
昇給：あり(3ヵ月)。
賞与：なし。
応募前見学：可。
※入職祝い金3万円あり
(ハローワークからの紹介の方限定)

R5.2.28 セ－４４１２
入居老人介護職

(パート)
不問 浜松市中区 2

1,095～
1,270

時間給

通勤手当：規定(最高日額520円）
その他の手当
皆勤手当：0～3000円/月。
規定により支給

変形労働時間制：1年単位。
①7：00～16：00
②12：00～21：00

60
その他
変形週休2日制
ローテーションによる

パート

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1年)。
契約更新の可能性：原則更新。
試用期間：あり(1ヵ月)。
労働条件の変更：なし。
昇給：あり(1時間あたり10円～10円)。
賞与：あり(年3回、又は0円～25,000円)。
応募前見学：可。
※子育て中の方の勤務条件等配慮いたします。

R5.2.28 セ－４４１３
デイサービス利用の

老人介護職補助
(パート)

不問 浜松市中区 2
970～
1,020

時間給

通勤手当：規定(最高日額110円）
その他の手当
研修手当：1000円/H
土曜日手当50円/H
通勤手当は距離に応じて支給します。

①9：00～16：30
②8：30～17：30
または8：00～18：00の4時間以
上
※勤務時間と勤務日はご相談
下さい。

60
日・その他
勤務日数はご相談下さ
い。

パート

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1年)。
契約更新の可能性：原則更新。
試用期間：あり(1ヵ月)。
労働条件の変更：なし。
昇給：あり(1時間あたり10円～10円)。
賞与：あり(年3回、又は0円～25,000円)。
応募前見学：可。
※子育て中の方の勤務条件等配慮いたします。

R5.2.28 セ－４４１４ 事務職 18歳～64歳 浜松市中区 2
178,300～

178,300
月給 通勤手当：規定(最高2,500円）

8：30～17：30
60

その他
土日の日直ひと月に1～
2回程度あり。
その場合は代休となりま
す。

常用

学歴：短大卒以上。
必要な免許：普通自動車運転ん免許必須。
必要な経験：事務業務3年以上。
エクセル・ワード・パワーポイント
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：あり(1月あたり1,000円～3,000円)。
賞与：あり(年3回、計4.00月分)。
応募前見学：可。
車通勤：可。
無料駐車場あり。
※まずは書類選考になります。

R5.2.28 セ－４４１５ 介護職 18歳～64歳 浜松市中区 2
146,300～

170,000
月給

通勤手当：規定(最高11,300円）
その他の手当
介護福祉士手当：6,000円。
初任者研修手当：2,000円。
夜勤手当：1回6,000円
早番手当：1,000円。
遅番手当：2,000円。

変形労働時間制：1年単位
①6：30～15：30
②13：00～22：00
③22：00～8：00：休憩120分。
④11：00～20：00
①～④の交代制

60
その他
変形週休2日制
ローテーションによる

常用

学歴：不問。
必要な免許：介護福祉士・初任者研修修了者
(ホームヘルパー1級・2級)どれか必須。
必要な経験：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：あり(1月あたり4,600円～5,300円)。
賞与：あり(年3回、計4.10月分)。
応募前見学：可。
車通勤：可。
無料駐車場あり。
※入職祝い金3万円あり。
(ハローワークからの紹介の方限定)
※まずは書類選考になります。



R5.2.28 セ－４４１６ 介護職 18歳～64歳 浜松市中区 2
146,300～

170,000
月給

通勤手当：規定(最高11,300円）
その他の手当
介護福祉士手当：6,000円。
初任者研修手当：2,000円。
夜勤手当：1回6,000円
早番手当：1,000円。
遅番手当：2,000円。

変形労働時間制：1年単位
①6：30～15：30
②13：00～22：00
③22：00～8：00：休憩120分。
④11：00～20：00
①～④の交代制

60
その他
変形週休2日制
ローテーションによる

常用

学歴：不問。
必要な免許：介護職員実務者研修修了者必須。
介護職員初任者研修修了者必須。
※初任者研修修了者はホームヘルパー1級又は2級での可。
必要な経験：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：あり(1月あたり4,600円～5,300円)。
賞与：あり(年3回、計4.10月分)。
応募前見学：可。
車通勤：可。
無料駐車場あり。
※入職祝い金3万円あり。
(ハローワークからの紹介の方限定)

R5.2.28 セ－４３０７ 介護職員 （正規職員） 不問 浜松市西区 1
170,000～

235,000
月給

通勤手当：規定(最高30,000円まで)
その他手当
早遅番手当：100円/H。
夜勤手当：9000円/回（夜勤は月平均5
回程度）。
資格手当
介護初任者：3,000円。
介護福祉士：10,000円。
家族手当一人：6,000円～。
介護処遇改善手当：150,000円～
50,000円/月。

変形労働時間制：1ヵ月単位
①8：30～17：30
②6：30～15：30
③11：30～20：30
④16：30～9：30
※夜勤：月4～5回程度
①～④シフト制

60
その他
1ヵ月単位のシフトによる

常用

学歴：不問。
必要な免許：介護福祉士あれば尚可。
介護職員初任者研修修了者あれば尚可。
普通自動車運転免許必須（AT限定可）
必要な経験：介護施設等での業務経験者（年数不問）必須。
介護ソフトを使うため、基本的なキーボード入力が必要です。
雇用期間の定めなし。
試用期間：あり（3ヵ月）
車通勤可：駐車場あり（無料）
応募前見学：可。
夜勤回数は相談可。
介護職員処遇改善手当あり。

R5.2.28 セ－４３０８
介護職員

（夜勤なし・正規職員）
～64歳 浜松市西区 1

165,000～
235,000

月給

通勤手当：規定(最高30,000円まで)
その他手当
早遅番手当：100円/H。
夜勤手当：6000円～。
資格手当
5,000円～10,000円。

変形労働時間制：1ヵ月単位
①8：30～17：30
②6：30～15：30
③11：30～20：30
①～③シフト制

60
その他
1ヵ月単位のシフトによる

常用

学歴：不問。
必要な経験：介護施設等での業務経験者（年数不問）必須。
雇用期間の定めなし。
試用期間：あり（3ヵ月）
昇給：あり（1月あたり500～4,000円）
賞与：あり（年2回、計2.00月分）
車通勤可：駐車場あり（無料）
応募前見学：可。
夜勤なしの正規職員の募集です。
介護職員処遇改善手当2～3万円/月(6ヵ月毎支給)。

R5.2.28 セ－４３０９
介護職員
（パート）

不問 浜松市西区 2
950～
1,200

時間給

通勤手当：規定(最高30,000円まで)
その他手当
年末年始手当
処遇改善手当

8：30～17：30
上記時間帯で4時間以上

ご事情に合わせて、働く時間
は考慮させていただきますの
で、ご相談下さい。
経験者で1日2～3時間希望の
方ご相談下さい。

その他
勤務日数相談可

パート

学歴：不問。
必要な経験：介護施設等での業務経験者（年数不問）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。
車通勤可：駐車場あり（無料）
応募前見学：可。
経験に応じて時給を決定します。
勤務時間は応相談、土日お休みの方でもご応募下さい。
子育て中の方、大歓迎。
土・日・祭日出勤可能な方優遇(時給ＵＰ)

R5.2.28 セ－４３１０
生活支援員

（パート）
不問 浜松市西区 2

920～
1,000

時間給

通勤手当：規定(最高30,000円まで)
その他手当
平日・時給：920円
土日祭日：時給1000円

①6：30～9：30
②16：30～19：30
③10：30～13：30

早番、昼番、遅番があります。
例えば、早番のみや、2～3種
類の番を組み合わせた働き方
など、選べますのでご相談下さ
い。
※もっと働きたい方もご相談下
さい。
※就業時間・日数・曜日につい
ては応相談

その他
勤務日数相談可

パート

学歴：不問。
必要な免許：普通自動車運転免許あれば尚可（）
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。
車通勤可：駐車場あり（無料）
応募前見学：可。
土日祭日は時給1000円。



R5.2.28 セ－４２２６ セレモニーディレクター ～59歳
浜松市中区

浜松市浜北区
3

180,000～
200,000

月給

通勤手当：規定(最高30,000円公共交
通機関利用の場合)。
昇給：あり。
賞与：あり(年2回)。
その他の手当：通勤手当(通勤方法、
距離に応じて)。
所定時間外手当。

基本時間8：30～17：00
一か月単位の変形労働時間
制
業務の状況により変更あり

60
その他
一か月ごとのシフト制(月
8日～9日)

常用

学歴：高卒以上。
必要な免許：普通自動車運転免許。
経験：不問(顧客折衝経験歓迎)。
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。
応募前見学：可。
車通勤：可(無料駐車場あり)。

R5.2.28 セ－４１４２ 病棟看護助手 ～59歳(位) 浜松市中区 5
162,000～

162,000
月給

通勤手当：規定(最高10,000円)。
昇給：なし(1月あたり2,000円～2,000
円)賞与：なし。
資格手当：1,500円～3,000円。
管理者手当3,000円～5,000円。

①7：30～16：00
②10：30～19：00
③8：30～17：00
就業時間に関する特記事項
①～③のシフト制

60

その他(シフト制)
週休二制・毎週
毎月にシフトを組み、、
希望日(公休日)を入れる

常用

学歴：不問。
必要な経験：不問。
必要な免許：不問。
雇用期間の定め：なし。
試用期間：あり。
労働条件の変更：なし。
車通勤：不可。

R5.2.28 セ－４１４３ 病院雑務員 ～59歳(位) 浜松市中区 5
162,800～

162,800
月給

通勤手当：規定(最高10,000円)。
昇給：なし(1月あたり1,000円～2,000
円)賞与：あり(年2回、計1.60月分)。

①8：30～17：00
②7：30～16：00
③10：30～19：00
就業時間に関する特記事項
③のシフト制

60
その他(シフト制)
週休二制・毎週 常用

学歴：不問。
必要な経験：不問。
必要な免許：不問。
雇用期間の定め：なし。
試用期間：あり(1ヵ月)。
労働条件の変更：なし。
車通勤：可(駐車場無料)。

R5.2.28 セ－４１４４ 病棟看護助手 ～59歳(位) 浜松市中区 5
162,800～

162,800
月給

通勤手当：規定(最高10,000円)。
昇給：なし(1月あたり1,000円～2,000
円)賞与：あり(年2回、計0.80月分)。

①7：30～16：00
②8：30～17：00
③10：30～19：00
就業時間に関する特記事項
③週1回に勤務

60

その他(シフト制)
週休二制・毎週
土日隔週休み
前月にシフトを組み、希
望日(公休日)を入れる

常用

学歴：不問。
必要な経験：不問。
必要な免許：不問。
雇用期間の定め：なし。
試用期間：あり(1ヵ月)。
労働条件の変更：なし。
車通勤：可(駐車場無料)。

R5.2.28 セ－４１１０
デイサービスの

介護スタッフ
不問 浜松市南区 2 950～950 時間給

通勤手当：規定（最高15,800円まで）。
昇給：あり（1時間あたり10円～20円）。
賞与：なし。
その他の手当：特定処遇改善手当が
業務実績に応じて賞与で支給されま
す。
介護福祉士の資格所持の方には、常
勤換算で月3,000円の資格手当が支
給されます。

8：15～16：45
上記の時間の中で1日7.5時間
勤務

60
日・その他
日曜+1/1～3日休み
シフトによる。

パート

学歴：不問。
必要な資格、免許：普通自動車運転免許必須（AT限定可）
必要な経験：デイサービスや訪問介護等の高齢者に
関わるお仕事の経験があれば尚可。
なくても高齢者支援のお仕事に興味がある方なら歓迎。
雇用期間の定め：あり（期間4ヵ月）
契約更新の可能性：あり（原則更新）
試用期間：なし。
労働条件の変更：なし。
駐車場：あり（無料）
通勤手当：距離と勤務日数に応じて支給。

R5.2.28 セ－３９５５ 介護職員
18歳～62歳

（63歳を定年とす
るため）

浜松市西区 1
150,600～

180,200
月給

通勤手当：最高20,000円まで
処遇改善手当：14,000円
夜勤手当：6,500円/回（月平均5回）
住宅手当・扶養手当：法人規定による
資格手当：6,000円/月（介護福祉士・
社会福祉士）

①7：00～16：00
②9：00～18：00
③11：00～20：00
④16：15～9：15（休憩時間90
分）

60 その他（勤務表による） 常用

学歴不問。
車通勤可（駐車場無料）
必要な免許・資格：介護福祉士：必須
介護職員初任者研修修了者：必須
試用期間の定めなし。
試用期間あり（3ヶ月）
労働条件変更なし。
昇給あり：1,600円～2,000円
賞与あり：年2回、計3.9月分
4日間の新人研修あり

R5.2.28 セ－３９５６
介護職員

（夜勤専門） 18歳～
浜松市西区 1 12,300 日給

通勤手当：なし
処遇改善手当：720円
皆勤手当：2,000円/月（場合による）

21：00～翌6：00
交代制なし
曜日応相談（週1～2回OK）

60 その他（勤務表による） パート

学歴：不問。
車通勤可（駐車場無料）
必要な免許・資格：介護職員初任者研修修了者、
介護福祉士あれば尚可。
試用期間の定めあり（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ヶ月）
労働条件変更なし。
昇給あり：5円～10円・賞与なし
４日間の新人研修あり
０歳～未就学児までのお子様を対象とした
保育場を完備しております。



R5.2.28 セ－３９２１ キャディー 不問 袋井市 5
197,904

日給

通勤手当規定34,000円まで。
土日祝手当2000円／回
各種手当有
賞与あり：年２回計1月分

①07：30～16：20
②08：30～16：20 60

その他
4週6休制

常用

学歴：不問。
車通勤可（無料駐車場あり）。
雇用期間の定めなし。
必要な免許・資格：普通自動車免許：必須（通勤用・ＡＴ限定可）。

R5.2.28 セ－３９２２ キャディー 不問 袋井市 10
10,000

日給
通勤手当規定34,000円まで。
土日祝手当2000円／回

8：00～16：00
60

その他
ローテーションによる

パート

学歴：不問。
車通勤可（無料駐車場あり）。
雇用期間：6ヶ月
契約更新の可能性あり（原則更新）。
必要な免許・資格：普通自動車免許必須。
（通勤用・ＡＴ限定可）。

R5.2.28 セ－３４６５ 介護職員
不問

深夜業務で年齢
制限あり

浜松市西区 10
150,500～

189,000
月給

通勤手当規定最高12,200円まで。
調整手当・特殊手当・夜勤手当。
介護福祉士手当。処遇改善手当は年
1～2回まとめて支給。
昇給・賞与あり。

①08：30～17：30
②07：00～16：00
③13：00～22：00
④21：30～07：30
①～④の交替制、シフトは
日々、異なる
時間外月平均5時間

60

シフト制
月9日（1月：10日、2月：8
日）
夏季、冬季

常用

学歴：不問。
介護職員研修（初任者・実務者）や、介護福祉士あれば尚可。
車通勤可（無料駐車場あり）。
試用期間：原則3ヶ月/時給900円～。
子育て支援（ケガ、病気、学校行事）あり。
夜勤明けは2日休み。
職場見学可。

R5.3.1 セ―４４５９ 介護職員

18歳～64歳(位)
労働基準法（深夜
業務）により１８歳
未満就労禁止、
定年年齢上限

浜松市南区 1 137,490～163,900円 月給

調整手当：15,200、特定処遇改善手
当：6,942円～、介護職員支援手当：
3,444円～
夜勤手当　　　：　5,000円／回
資格手当・住宅手当・家族手当：有

日勤：8時30分～17時30分
遅番Ａ：11時00分～20時00分
早番Ａ：6時00分～15時00分
遅番Ｂ：12時00分～21時00分
早番Ｂ：7時00分～16時00分
遅番Ｃ：13時00分～22時00分
夜勤Ａ：21時00分～翌7時00分
夜勤Ｂ：21時00分～翌6時00分

60 勤務シフト制 常用

学歴：高卒以上
資格：不問
昇給賞与：有
その他、福利厚生有

R5.3.1 セ―４４６０ 介護職員 不問 浜松市南区 1 960～1,150円 時間給
調整手当：31円～、特定処遇改善手
当：20円～
時給換算：1,011円～1,265円

（１）7時00分〜16時00分
（２）12時00分〜21時00分
（３）13時00分〜22時00分
週３日～、（１）～（３）のいずれ
か選択可

60 勤務シフト制 パート
学歴：不問
資格：不問
その他、福利厚生有

R5.3.8 セ－４４６５ 介護職員 ～64歳以下 静岡県内各施設 2 164,000～230,000円 月給

資格手当：10,000円
通勤手当：片道通勤距離×５００円
夜勤勤手当：５０００円／回
他手当

変形労働時間制：１ヶ月単位
8時30分〜17時30分
※他、施設ごとによる

60 シフト制：月8日以上 常用

ホームヘルパー２級：あれば尚可
介護職員初任者研修修了者：あれば尚可
普通自動車運転免許：必須（ＡＴ限定可）
昇給、賞与：有

R5.3.8 セ－４４６６ 介護職員 不問 静岡県内各施設 2 980～1,000円 時間給
変形労働時間制：１ヶ月単位
8時30分〜17時30分
※他、施設ごとによる

60 シフト制 パート

ホームヘルパー２級：あれば尚可
介護職員初任者研修修了者：あれば尚可
普通自動車運転免許：必須（ＡＴ限定可）
賞与：有

R5.3.8 セ－４４６７ 訪問介護職員 ～64歳以下 静岡県内各施設 2 190,000～250,000円 月給
資格手当：10,000円
車両借上手当：10,000円
他手当

変形労働時間制：１ヶ月単位
8時30分〜17時30分

60 シフト制：月8日以上 常用
ホームヘルパー２級または介護職員初任者研修修了者：必須
普通自動車運転免許：必須（ＡＴ限定可）
昇給、賞与：有

R5.3.8 セ－４４６８ 訪問介護職員 不問 静岡県内各施設 2 1,200～1,500円 時間給
変形労働時間制：１ヶ月単位
8時30分〜17時30分
※上記時間内で3時間程度

シフト制 パート
ホームヘルパー２級または介護職員初任者研修修了者：必須
普通自動車運転免許：必須（ＡＴ限定可）
賞与：有

R5.3.8 セ－４４６９ 登録訪問介護職員 不問 静岡県内各施設 2 965～1,265円 時間給
変形労働時間制：１ヶ月単位
8時30分〜17時30分
※上記時間内で3時間程度

シフト制 パート
ホームヘルパー２級または介護職員初任者研修修了者：必須
普通自動車運転免許：必須（ＡＴ限定可）

R5.3.8 セ－４４７５
ベビーシッター

登録
不問 静岡県内各施設 2 950円～ 時間給 資格手当：20円/時間

8時30分〜17時30分
※ご都合に合わせた勤務可能
です

その他 パート 不問



R5.3.10 セ－４４８４
高齢者デイサービス
センターの介護職員

不問 菊川市 2 157,320～168,912円 月給
土・日・祝日手当
　１０００円／日　（６時間以上勤務した
場合支給）

8時30分〜17時30分 60
シフト制
年間117日

契約
ホームヘルパー２級または介護福祉士：あれば尚可
普通自動車運転免許：あれば尚可（ＡＴ限定可）
昇給賞与：有

R5.3.10 セ－４４８５
高齢者デイサービス
センターの介護職員

不問 菊川市 2 950～1,000円 時間給
土・日・祝日手当
　１０００円／日　（６時間以上勤務した
場合支給）

8時30分〜17時30分 60
シフト制
勤務日数相談可

契約
ホームヘルパー２級または介護福祉士いづれか必須
普通自動車運転免許：あれば尚可（ＡＴ限定可）
昇給：有

R5.3.31 セ－４４１８ 看護師 １８歳～59歳(位) 浜松市中区 3
218,561～

288,977
月給

通勤手当：規定(※通勤距離2ｋｍ以上
で交通費支給3ｋｍ以上で無料駐車場
あり)。
資格：勤怠は翌月27日払い、欠勤、遅
刻による控除有り。

変形労働時間制：1ヵ月単位
①08：30～17：00
②12：30～21：00
③20：30～9：00
日勤(実働7.5H)
夜勤帯(実働11.25H)
変則2交代制

60

その他
シフトにより4週8休
※休暇：厚生休暇年4
日、産育休、介護休暇有
り。

常用

学歴：不問。
必要な免許：看護師必須。
必要な経験：不問。
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：なし。
昇給：あり(1月あたり5,000円～5,000円)。
賞与：あり(年3回、計4.80月分)
応募前見学：可。
ユニフォーム貸与、靴支給有り。
福利厚生：職員相助会による見舞金()医療費・分娩・産休・病欠・災害）契
約旅行代理店宿泊費補助、契約保養所宿泊補助、スポーツクラブ法人会
員、JTBベネフィット会員、財形貯蓄、短期貸付金ほか。

R5.3.31 セ－４４１９ 看護助手・ヘルパー １８歳～59歳(位) 浜松市中区 3
147,200～

205,000
月給

通勤手当：規定(※通勤距離2ｋｍ以上
で交通費支給3ｋｍ以上で無料駐車場
あり)。
その他の手当
要件を満たす場合、住宅、扶養手当
の支給あり。

変形労働時間制：1ヵ月単位
①6：00～14：30
②6：30～15：00
③7：00～15：30
④11：30～20：00
⑤12：30～21：00
⑥20：30～9：15(休憩90分)
※月所定労働時間は月153.75
時間

60

その他
シフトにより4週8休
※休暇：厚生休暇年4
日、産育休、介護休暇有
り。

常用

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：なし。
試用期間：あり(2ヵ月)
労働条件の変更：なし。
昇給：あり(1月あたり1,100円～1,100円)。
賞与：あり(年3回、計4.32月分)
応募前見学：可。
ユニフォーム貸与、靴支給有り。
※未経験の方でも歓迎
職場見学・病院説明会を行なっていますので看護助手のお仕事にご興味
ある方はぜひお問い合わせください。

R5.3.31 セ－４４２０ 看護助手・ヘルパー １８歳～59歳(位) 浜松市中区 3 950～1,010 時間給

通勤手当：規定(※通勤距離2ｋｍ以上
で交通費支給3ｋｍ以上で無料駐車場
あり)。
その他の手当
早出遅出手当＝正職員の早出遅出出
勤務に該当する者
超勤手当＝割増賃金(時給×1.25)×
超勤時間

変形労働時間制：1ヵ月単位
①6：00～14：30
②6：30～15：00
③7：00～15：30
④11：30～20：00
⑤12：30～21：00
⑥20：30～9：15(休憩90分)
※上記時間帯の他勤務時間に
ついて相談可

60

その他
週3日～週5日勤務
労働日数について相談
可

パート

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：なし。
試用期間：あり(2ヵ月)
労働条件の変更：なし。
昇給：あり(1月あたり10円～10円)。
賞与：なし。
応募前見学：可。
ユニフォーム貸与、靴支給有り。
※未経験の方でも歓迎
職場見学・病院説明会を行なっていますので看護助手のお仕事にご興味
ある方はぜひお問い合わせください。

R5.3.31 セ－４４２２ 理容師(店長候補) 不問 県下該当店舗 1
220,000～

265,000

その他
(保障給制

度)

通勤手当：規定(最高20,000円まで)。
その他の手当
店長職には手当あり。

9：00～19：30
※週44時間
特例措置事業所
※勤務時間は週44時間となる
よう調整します。

90
その他(シフト制)
月6日休日

常用

学歴：不問。
必要な免許：理容師必須。
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。
昇給：あり（2,500～20,000円)
賞与：なし。
退職金制度なし。
保障給制度。
60歳以上も同条件での採用となります。
車・バイク通勤の場合、ガソリン代15,000円(車)、7,500円(バイク)まで支
給。
外国人の雇用実績多数あり。(国籍不問)
資格なしの見習いも応相談。



R5.3.31 セ－４４２３
理容師

(中習・顔そり)
不問 県下該当店舗 1

195,000～
230,000

その他
(保障給制

度)
通勤手当：規定(最高20,000円まで)。

9：00～19：30
※週44時間
特例措置事業所
※勤務時間は週44時間となる
よう調整します。

90
その他(シフト制)
月6日休日

常用

学歴：不問。
必要な免許：理容師必須。
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。
昇給：あり（2,500～20,000円)
賞与：なし。
定期的に支払われる手当
勤務手当：45,000円～70,000円。
計画出勤手当：10,000円。
退職金制度なし。
保障給制度。
60歳以上も同条件での採用となります。
車・バイク通勤の場合、ガソリン代15,000円(車)、7,500円(バイク)まで支
給。
外国人の雇用実績多数あり。(国籍不問)
資格なしの見習いも応相談。

R5.3.31 セ－４４２４ 理容師 不問 県下該当店舗 1
1,000～

1,200
時間給 通勤手当：規定(最高20,000円まで)。

①9：00～18：00
②9：00～12：00
③13：00～19：00
又は9：00～19：30の間の6時
間程度
※①～③選択可
(週2～6日)

法定通り
(6時間以上
は45分、8
時間以上
は60分)

その他
労働日数について相談
可

パート

学歴：不問。
必要な免許：理容師必須。
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。
昇給：あり（40～160円)
賞与：なし。
退職金制度なし。
就業時間・日数の相談に応じます。
60歳以上も同条件での採用となります。
車・バイク通勤の場合、ガソリン代15,000円(車)、7,500円(バイク)まで支
給。
外国人の雇用実績多数あり。(国籍不問)
資格なしの見習いも応相談。

R5.3.31 セ－４４２５
美容師

(店長候補)
不問 県下該当店舗 1

189,000～
200,000

その他
(保障給制

度)

通勤手当：規定(最高20,000円まで)。
その他の手当
皆勤手当：10,000円。
役職手当：有。

9：00～19：00
※週44時間
特例措置事業所
※勤務時間は週44時間となる
よう調整します。

60
その他(シフト制)
月6日休日

常用

学歴：不問。
必要な免許：美容師必須。
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。
昇給：あり（20,000～40,000円)
賞与：なし。
退職金制度なし。
保障給制度。
60歳以上も同条件での採用となります。
車・バイク通勤の場合、ガソリン代15,000円(車)、7,500円(バイク)まで支
給。
外国人の雇用実績多数あり。(国籍不問)
資格なしの見習いも応相談。

R5.3.31 セ－４４２６
美容師

(スタイリスト)
不問 県下該当店舗 1

172,000～
189,000

その他
(保障給制

度)

通勤手当：規定(最高20,000円まで)。
その他の手当
皆勤手当：10,000円。

9：00～19：00
※週44時間
特例措置事業所
※勤務時間は週44時間となる
よう調整します。

60
その他(シフト制)
月6日休日

常用

学歴：不問。
必要な免許：美容師必須。
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。
昇給：あり（20,000～40,000円)
賞与：なし。
退職金制度なし。
保障給制度。
60歳以上も同条件での採用となります。
車・バイク通勤の場合、ガソリン代15,000円(車)、7,500円(バイク)まで支
給。
外国人の雇用実績多数あり。(国籍不問)
資格なしの見習いも応相談。



R5.3.31 セ－４３６４ レストランスタッフ 不問 浜松市北区 2 944～944 時間給 通勤手当：なし。

交代制(シフト制)
①11：00～14：00
②17：00～20：00
※①②のいずれか

0
その他(シフト制)
勤務時間、日数等はご
相談ください。

パート

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ヵ月)。
試用期間：あり(1ヵ月)。
労働条件の変更：なし。
昇給：なし。
賞与：なし。

R5.3.31 セ－４３６５
生命保険・損害保険

の募集
コンサルティング業務

不問 浜松市南区 1
200,000～

300,000
月給 通勤手当：なし。 9：00～18：00 60 土・日・祝・その他 常用

学歴：高卒以上。
必要な免許：普通自動車運転免許必須(AT限定可)。
必要な経験：不問。
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。

R5.3.31 セ－４２５２ 保育士補助スタッフ 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時間あたり0円～25円)。
賞与：あり(年1回、又は5,000円～
50,000円)。

7：00～18：00
上記時間帯で8時間程度

45

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：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(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。
保育士資格取得支援制度：有

R5.3.31 セ－４２５３ 保育士補助スタッフ 不問 磐田市 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時間あたり0円～25円)。
賞与：あり(年1回、又は5,000円～
50,000円)。

7：00～18：00
上記時間帯で8時間程度

45

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：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(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。
保育士資格取得支援制度：有

R5.3.31 セ－４２６７ イベントスタッフ 不問 湖西市 15
1,050～

1,050
時間給

通勤手当：規定(最高10,000円)まで。
昇給：なし。
賞与：なし。

①9：30～16：30
②10：00～17：00
週1日勤務もOK
WワークもOK

45
その他(シフトによる)
勤務日数等ご相談くださ
い

パート

学歴：不問。
必要な免許・資格：不問。
必要な経験：PCスキル(簡単な入力)。
雇用期間の定め：あり(期間2022年4月1日～2023年3月31日)。
契約更新の可能性：あり(条件あり)。
試用期間：あり(2ヵ月)。労働条件の変更：なし。
応募前見学：可。
3/23～24研修会あり
場所：就業場所所在地に同じ
時間：9：30～16：30
時給：1,000円

R5.3.31 セ－４１６５ 介護職員 18～62歳 浜松市西区 1
155,400～

222,600
月給

通勤手当：規定(最高20,000円まで)
昇給：あり(1500円～2000円)。
賞与：あり(年回、計3.90月分)。
処遇改善手当：14000円。
夜勤手当：6500円/回(月平均5回)
住宅手当：法人規定による。
扶養手当：法人規定による。
資格手当：12000円/月(介護福祉士社
会福祉士)

①7：00～16：00
②9：00～18：00
③11：00～20：00
④16：15～9：15（休憩時間90
分）

60 その他(勤務表による) 常用

学歴：不問。
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。
必要な免許、資格：介護福祉士：必須。
介護職員初任者研修修了者：必須。
※4日間の新人研修を行います。
又、指導者が付き懇切丁寧に指導させて頂きますので未経験者の方でも
安心してお仕事に就いて頂けます。



R5.3.31 セ－４１６６
介護職員

(デイサービスセン
ター)

不問 浜松市西区 1
1,003～

1,003
時間給

通勤手当：規定(最高20,000円)まで
昇給：あり(1時間当たり5円～10円)
賞与：あり(年2回、又は3,000円～
35,000円)
※基本時給913円＋処遇改善手当90
円＝時間額1,003円

①8：30～12：30
②13：30～17：30
又は8：30～17：30
時間帯につきましては、相談に
応じます。

土・日・その他
勤務日数相談可
※お子様の学校行事等
でお休みをとって頂く事
も可能です。

パート

学歴：不問。
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：あり(期間8ヵ月)。
契約更新の可能性：あり(原則更新)
試用期間：あり(3カ月)
労働条件のお変更：なし。
車通勤：可（駐車場無料あり）。
※保育園完備(0歳～就学前までのお子様をお預かりできます)

R5.3.31 セ－４１７３ 指導員 不問 焼津市 1
131,000～

131,,000
月給

通勤手当：規定(最高25000円まで)
昇給：あり(1月あたり1000円～3000円)
賞与：あり(年1回、計1.00月分)
資格手当：0円～10000円。
考課手当：0円～2000円。
役職手当：5000円～10000円。
子ども手当：10000円～15000円。

変形労働時間制：1ヵ月単位
①10：00～18：30
②8：30～17：00
※平日は10時からの勤務、土
曜日・夏休み等は8：30からの
勤務となります。

90

日・祝・その他
会社カレンダーにより基
本的には第一、第三土
曜日が休日。GW休暇、
夏季休暇、年末年始休
暇あり

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)、
基本的なワード、エクセルの操作ができれば尚可。
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940円)。
車通勤：可(無料駐車場あり)。

R5.3.31 セ－４１７５ 介護職員 不問 浜松市西区 1
1,003～

1,003
時間給

通勤手当：規定(最高20,000円)まで
昇給：あり(1時間当たり5円～10円)
賞与：あり(年2回、又は3,000円～
35,000円)
※基本時給913円＋処遇改善手当90
円＝時間額1,003円
※早番手当300円/回

7：30～16：30
8：30～17：30(8H) 60

土・日・その他
勤務日数相談可
※お子様の学校行事等
でお休みをとって頂く事
も可能です。

パート

学歴：不問。
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：あり(期間8ヵ月)。
契約更新の可能性：あり(原則更新)
試用期間：あり(3カ月)。
労働条件のお変更：なし。
車通勤：可（駐車場無料あり）。
※保育園完備(0歳～就学前までのお子様をお預かりできます)

R5.3.31 セ－４０５２
介護職員

(日勤のみ)
不問 浜松市天竜区 2

1,000～
1,000

時間給
通勤手当：規定（最高30，000円まで）
昇給：あり（10円～10円）。
賞与：なし。

①8：30～17：30
②7：00～16：00
又は10：00～19：00の間の8時
間程度

60 その他（シフト制） パート

学歴：不問。
免許、資格、経験：不問。
雇用期間の定め：あり（期間6ヵ月）
試用期間：あり（原則2か月を経過した末日まで）
労働条件の変更あり（時間給×0.9）
勤務時間帯の固定などについて、お気軽にご相談ください。
勤務日数は相談に応じます。
無資格・未経験の方の応募もお待ちしております。

R5.3.31 セ－４０５３
介護職

（短時間）
不問 浜松市天竜区 2

1,200～
1,200

時間給
通勤手当：規定（30，000円まで）
昇給：あり（10円～10円）。
賞与：なし。

18：00～21：00 0 その他（シフト制） パート

学歴：不問。
免許、資格、経験：不問。
雇用期間の定め：あり（期間6ヵ月）
試用期間：あり（原則2か月を経過した末日まで）
労働条件の変更あり（時間給×0.9）
無資格・未経験の方の応募もお待ちしております。

R5.3.31 セ－４０５４
介護職員

(夜勤専門)
不問 浜松市天竜区 2

1,590～
1,590

時間給

通勤手当：規定（30，000円まで）
昇給：あり（10円～10円）。
賞与：なし。
夜勤1回につき16700円

17：00～8：30
変形労働時間制（1か月単位）
※仮眠4H、交代（21時～1時、
0時～4時）でとります。
夜勤回数は相談に応じます。
週1回からOKです。
月最大7回まで

60 その他（シフト制） パート

学歴：不問。
免許、資格、経験：不問。
雇用期間の定め：あり（期間6ヵ月）。
試用期間：あり（原則2か月を経過した末日まで）
労働条件の変更あり（時間給×0.9）
無資格・未経験の方の応募もお待ちしております。

R5.3.31 セ－４０６９
厨房スタッフ
（西鴨江町 ）

不問 浜松市西区 2
160,000～

160,000
月給

通勤手当：規定（最高10,000円まで）。
昇給、賞与：なし。
皆勤手当て：20,000円

変形労働時間制
①5：00～14：00
②9：30～18：30
③11：00～20：00
又は5：00～20：00の時間の間
に8時間シフト制（パーターンは
10通り、主に1～3）

60
その他（シフト制）
シフト制にて週2日休み。
夏季、冬季休暇あり。

常用

学歴：不問。
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：なし。
車通勤：可（駐車場無料あり）。

R5.3.31 セ－４０７０
調理員

（西鴨江町 ）
不問 浜松市西区 2

1,000～
1,050

時間給
通勤手当：規定（最高10,000円まで）。
昇給、賞与：なし。

6：00～19：00の時間の間の
4時間以上。
始業時間からもしくは就業時
間
までのどちらかに合わせて頂
きます。時間相談可。

日・その他（シフト制）
シフト制（時間応相談）
週3～4日勤務。

パート

学歴：不問。
免許、資格、経験：不問。
雇用期間の定め：なし。
試用期間：なし。
車通勤：可（駐車場無料あり）。
お子さんの学校行事・急病等、休日、時間等を配慮します。



R5.3.31 セ－４００１ 介護職

18歳～59歳
（60歳を定年とす
るため・法令の規
定により年齢制限

を設置）

浜松市北区
1

148,600～
184,000

時間給

通勤手当：規定（最高23，000円まで）
業務手当：33，000円～33，000円
処遇改善手当：7，000円～7，000円
扶養手当・住宅手当等法人規定により
支給
夜勤手当：4，300円/回（月4回程度）
昇給あり：1月あたり3，000円～（前年
度実績・就業状況・実績による）
賞与あり：年3回・計4.45月分

変形労働時間制　１ヶ月単位
①7：00～16：00
②10：00～19：00
③17：30～8：30
④7：00～16：00
⑤12：40～21：40
⑥21：30～7：10
※旧館の勤務時間
①～③、③は夜勤・休憩60分
※新館の勤務時間
④～⑥、⑥は夜勤・休憩120分

60

その他（勤務表による）

月に9日の公休日
年間7日間のリフレッシュ
休暇
休日の相談可
お子様の学校行事など
の相談も可

常用

学歴：不問。
雇用期間の定めなし。
試用期間あり（3ヶ月）
労働条件変更あり：業務手当・規定の半額を支給
車通勤可：駐車場あり（無料）

R5.3.31 セ－４０１４ 介護職員

18歳～64歳
年少者の深夜業
務禁止及び定年
年齢を上限とする

浜松市北区
藤枝市

若干名
920～
1070

時間給

通勤手当：実費支給（上限なし）
昇給あり：0～180円/時間
賞与：なし

シングルペアレント応援手当あり
託児所・保育所・学童手当補助あり

①7：00～16：00
②8：30～17：30
③13：00～22：00もしくは12：00
～21：00
④22：00～翌7：00
労働日数については相談可

60

その他
週休二日制
勤務シフトによる
学校行事等、お休みは
ご希望に応じます。

パート

学歴：不問
雇用期間の定めなし
試用期間あり（3ヶ月）
試用期間中の労働条件：同条件
必要な免許・資格：介護職員初任者研修修了者（あれば尚可）
介護福祉士（あれば尚可）
マイカー通勤可：無料駐車場あり/交通費は会社規定による。
昇給・賞与は会社業績及び本人能力による
加入保険、有給休暇は労働条件により変動有。法定通り。
・子育て、介護のための就業規則制度（短時間勤務制度）
・家族介護支援制度（デイサービス同伴制度）
・保育所・託児所・学童補助（最大35，000円まで支給）
※資格・勤務条件による。
・無料資格取得支援制度あり。働きながら資格がとれます。
PCスキル：文字入力等簡単な操作ができる人。

R5.3.31 セ－３９７０
問診係

（遠州病院）
不問 浜松市中区 5 950 時間給

通勤手当：規定（最高10,000円まで）
昇給・賞与なし

①7：30～12：30
②7：30～13：30
どちらかご希望の時間帯

土・日・祝・その他
（シフト制）
前月にシフトを組み希望
日（公休日）を入れる

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

R5.3.31 セ－３９３０
訪問入浴スタッフ

運転業務あり
不問 浜松市中区 1 1,420 時間給

通勤手当規定最高100,000円まで。
昇給：あり1時間あたり～60円。
実務者研修：30円。
介護福祉士：50円～150円
処遇改善(年2回)
特定処遇改善一時金(年2回)

8：00～18：00
(8時間程度） 60

日・その他（希望による）
契約

学歴：不問。
必要な免許・資格：普通自動車運転免許　必須（AT限定可）。
車通勤：可。
雇用期間定め：あり（期間1年）。
移動時間は時給885円。
制服無料貸与。
資格取得補助金制度あり。
雇期間が1年を超える場合は無期雇用へ転換。

R5.3.31 セ－３９３１
訪問入浴スタッフ

運転業務あり
不問 浜松市中区 1 1,170 時間給

通勤手当規定最高100,000円まで。
昇給：あり1時間あたり～60円。
特定対応手当：100円/件
実務者研修：30円。
介護福祉士：50円～150円
処遇改善(年2回)
特定処遇改善一時金(年2回)

8：00～18：00
(8時間程度） 60

日・その他（希望による）
労働日数について相談
可

契約

学歴：不問。
車通勤可。
雇用期間定め：あり（期間1年）。
移動時間は時給885円。
制服無料貸与。
資格取得補助金制度あり。
雇期間が1年を超える場合は無期雇用へ転換。

R5.3.31 セ－３９３２
サービス提供責任者

訪問介護

～64歳
定年65歳 浜松市中区 1 1,170 時間給

通勤手当規定最高100,000円まで。
昇給：あり1月あたり～6,000円。
事業所加算手当：1000円
地域/資格手当：24,000円
役割/職種手当23,000～55,000円
処遇改善8,000円
他各種手当あり。

8：00～18：00
(8時間程度） 60

その他（休日は応相談）
リフレッシュ休暇あり 常用

学歴：不問。
必要な免許・資格：介護福祉士：必須。
普通自動車免許：必須（AT限定可）。
車通勤可。
雇用期間定め：なし。
制服無料貸与。
雇期間が1年を超える場合は無期雇用へ転換。



R5.3.31 セ－３９３３
介護福祉

訪問介護/正社員

～64歳
定年65歳 浜松市中区 1 147,000 月給

通勤手当規定最高100,000円まで。
昇給：あり1月あたり～6,000円。
事業所加算手当：1000円
地域/資格手当：24,000円
職種手当23,000～55,000円
処遇改善8,000円
他各種手当あり。

8：00～18：00
(8時間程度） 60

その他（週休二日、休日
は応相談）
リフレッシュ休暇あり

常用

学歴：不問。
必要な免許・資格：介護福祉士：必須。
普通自動車免許：必須（AT限定可）。
車通勤可。雇用期間定め：なし。
制服無料貸与。
雇期間が1年を超える場合は無期雇用へ転換。

R5.3.31 セ－３９３４
ホームヘルパー

訪問介護

～64歳
定年65歳 浜松市中区 1 147,000 月給

通勤手当規定最高100,000円まで。
昇給：あり1月あたり～6,000円。
賞与：あり年2回 計1.2月分
地域手当：12,000円
職種手当8,000～40,000円
処遇改善8,000円
特定事業所手当1,000円
他各種手当あり。

8：00～18：00
(8時間程度） 60

その他（週休二日、休日
は応相談）
リフレッシュ休暇あり

常用

学歴：不問。
必要な免許・資格：介護福祉士、ホームヘルパー2級、
介護職員実務者研修修了者、初任者研修いずれかの資格を所持で可。
普通自動車免許：必須（AT限定可）。
車通勤可。
雇用期間定め：なし。
制服無料貸与。
雇期間が1年を超える場合は無期雇用へ転換。

R5.3.31 セ－３９３５
ホームヘルパー

訪問介護
不問 浜松市中区 1

176,000～
208,000

月給

通勤手当規定100,000円まで。
土祝日手当
身体手当
昇給：１時間あたり～60円

8：00～18：00の間の2時間以
上
時間はご相談ください

60
その他
労働日数について相談
可

契約

学歴不問。
車通勤可（無料駐車場あり）。
雇用期間の定めあり：期間1年。
必要な免許・資格：介護福祉士、ホームヘルパー2級、
介護職員実務者研修修了者、初任者研修
いずれかの資格を所持で可。
普通自動車運転免許：必須(AT限定可)。

R5.3.31 セ－３８９３
ケアクルー

静岡県内各施設
デイサービス

59歳以下
（定年年齢を

上限）

静岡県内
各施設

1
162,000～

210,000
月給

通勤手当規定50,000円まで。
昇給あり：～5,000円
賞与あり：年2回又は360,000円～
470,000円。
処遇改善手当：15,000円
資格手当：10,000円～20,000円
級地手当：1,000円
ライフプラン手当：3,000円
特定処遇改善手当：3,000円
扶養手当（試用期間終了後）

変形労働時間制：1ヵ月単位。
8:00～18:00の時間の8時間程
度
※シフト制

60
その他(シフト制）

常用

学歴：不問。
雇用の定めなし。3～4ヵ月。
試用期間必要な免許・資格：ホームヘルパー2級または介護職員初任者
研修修了者、普通自動車運転免許：必須（AT限定可）。
必要な経験：介護施設での勤務経験。
車通勤可、無料駐車場あり。
転勤の可能性あり。

R5.3.31 セ－３８９４
ケアクルー

静岡県内各施設
デイサービス

不問
静岡県内
各施設

1
1,030～

1,450
時間給

通勤手当規定50,000円まで。
土日祝日手当100円増/時給
時給は資格により異なります。

変形労働時間制：1ヵ月単位。
8:00～18:00の時間の8時間程
度
※時間帯はお気軽にご相談く
ださい。

60

その他(シフト制）
出勤日はお気軽にご相
談ください。

パート

学歴：不問。
雇用の定めあり（期間6ヵ月）。
必要な免許・資格：普通自動車運転免許：必須（AT限定可）。
車通勤可、無料駐車場あり。
転勤の可能性なし。

R5.3.31 セ－３８９５ 介護職 不問 静岡県内 2
162,500～

209,400
月給

通勤手当最高37,500円まで。
昇給あり：1,000円～5,000円
賞与あり：年3回計4.90月分
資格手当：介護福祉士、社会福祉士
5,000円
該当される方：扶養手当16,000円
（配偶者の場合）
次世代育成手当：未就学児1人につ
き3,000円

変形労働時間制：１ヶ月単位
8：30～17：30
他、早出遅番出勤有
各施設のシフトにより。

60

その他(シフト制）

常用

学歴：不問。
雇用の定めなし。
必要な免許・資格：介護福祉士（必須）、普通自動車免許（必須）。
必要な経験：タブレット端末等を使用していただく可能性があります。
車通勤可、無転勤の可能性あり。

R5.3.31 セ－３８９６ 介護職 不問 静岡県内 2
163,200

月給

通勤手当最高35,000円まで。
昇給あり：1時間当たり10円
賞与なし。
土日祝手当：時給＋50円
18時以降は200円割増（時間給）

変形労働時間制：１ヶ月単位
8：30～17：30
他、早出遅番出勤有
各施設のシフトにより。

60

その他(シフト制）

常用

学歴：不問。
雇用の定めあり（期間6ヵ月）。
必要な免許・資格：介護福祉士：あれば尚可。
普通自動車運転免許：あれば尚可（AT限定可）。
車通勤可、無料駐車場あり。
転勤の可能性なし。



R5.3.31 セ－３８９７ 介護職 不問 静岡県内 2 1,000 時間給

通勤手当最高35,000円まで。
資格手当：2,500円～5,000円
昇給あり：1時間当たり10円
賞与なし。
土日祝手当：時給＋50円
早朝夜間割増：時給＋20円
扶養手当：11,000円/人
次世代育成手当：未就学児1人につ
き3,000円
※手当の有無は週所定労働時間によ
り変わります。

交代制：あり
8：30～17：30
時間帯はご相談ください 60 その他(シフト制） パート

学歴：不問。
雇用の定めあり（期間6ヶ月）。
車通勤可、無料駐車場あり。
転勤の可能性なし。

R5.3.31 セ－３８９８
世話人

（夜間専門）
不問 静岡県内 1 1,000 時間給

通勤手当最高37,500円まで。
昇給なし。
賞与なし。
その他手当：1勤務につき8,000円の
支給になります。

交代制：あり
17：00～8：30
時間帯はご相談ください 60

その他(シフト制）

パート

学歴：不問。
必要な免許・資格：普通自動車運転免許：あれば尚可（AT限定可）。
雇用の定めあり（期間6ヶ月）。
車通勤可、無料駐車場あり。
転勤の可能性なし。

R5.3.31 セ－３９０１ 正規調理員 不問

湖西市
浜松市
磐田市
掛川市

2
165,500～

202,400
月給

通勤手当最高37,500円まで。
資格手当：調理士1,500円
管理栄養士・調理員はさらに資格手
当UP
昇給あり：1,000円～5,000円
賞与あり：年3回計4.90月分。
扶養手当：16,000円（配偶者の場
合）
次世代育成手当：未就学児1人につ
き3,000円

交代制：あり
4：30～20：30の間の8時間程
度
※保育園の場合は8:00～17:30
の時間の間の8時間で勤務し
ていただきます。（園によって
時間は多少の前後がありま
す）

60

その他(シフト制）

常用

学歴：不問。
雇用の定めなし。
必要な免許・資格：普通自動車運転免許：必須（AT限定可）。
調理師、管理栄養士、栄養士：あれば尚可。
必要な経験：パソコン等を使用していただく可能性があります。
車通勤可、無料駐車場あり。
転勤の可能性あり。

R5.3.31 セ－３９０２ 調理員 不問 静岡県内 2 1,000 時間給

通勤手当最高35,000円まで。
昇給1時間当たり10円。
賞与なし。
調理師手当：380円～1500円
土日祝手当：時給+50円
早期夜間割増：時給+20円
扶養手当：11,000円/人
次世代育成手当：未就学児1人につ
き3,000円
※手当の有無は週所定労働時間によ
り変わります

①05:00～14:00
②11:00～20:00
③05:00～11:00
又は05:00～20:00時間の8時間
程度

60

その他(シフト制）

パート

学歴：不問。
雇用の定めあり（期間6ヵ月）。
必要な免許・資格：調理業務経験：あれば歓迎。
車通勤可、無料駐車場あり。
転勤の可能性なし。

R5.3.31 セ－３２８９ 介護職
59歳以下

定年年齢を
上限

浜松市北区 2
158,200～

200,200
月給

通勤手当定額（車20,000円まで、公共
機関50,000円まで。
被服手当。
夜勤手当・扶養手当・資格手当・住居
手当。
昇給・賞与あり。

①07：00～16：00
②12：00～21：00
③20：50～07：10
時間外月平均1時間

①②60
③140

シフト制
月8日～9日

常用

学歴：不問。
経験・免許・資格不問。
車通勤可（無料駐車場あり）。
試用期間：3ヶ月/労働条件変更なし。
夜勤手当：3ヶ月間は3,000円/回、
4ヵ月目から4,000円/回月に4～5回程度。
昇給・賞与は法人の経営状況による。
経験により基本給加算。
施設見学随時対応。


