
【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 0557-45-1109 従業員数 32人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22052- 1963411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-36-8881 従業員数 11人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝 一級建築士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1911811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-36-8881 従業員数 11人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝 二級建築士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1912211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-45-6337 従業員数 8人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1872711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-35-9365 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1970511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-53-5557 従業員数 124人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 2028911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-53-5557 従業員数 119人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 2029111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0557-53-5557 従業員数 119人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 2030211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0557-36-7095 従業員数 47人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 2006511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-37-6554 従業員数 41人

年　　齢: 21歳～62歳 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 2004811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0557-36-1111 従業員数 4人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1858211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-37-2014 従業員数 180人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 2000611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-37-2014 従業員数 180人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1960811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

事務職 本社における事務のお仕事です。
〇伝票入力
〇電話対応
〇書類チェック
〇業務管理
〇各種システム入力作業


正社員 株式会社　アートフォースジャパン
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

月給 木造住宅の現場監
理、建築確認申請業
務の経験あれば尚可

300,000円～400,000円

静岡県伊東市川奈１２９９

2

一級建築士（アイフ
ルホーム伊東店）

アイフルホーム伊東店において、戸建木
造注文住宅の設計・施工管理・建築確認
申請業務を担当していただきます。
　
※ＣＡＤ研修・工務研修等、本部研修制
度が有ります。


正社員 変形（1年単位） 塩地総合開発　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時00分

月給 (2)9時00分～18時00分

171,000円～284,000円

静岡県伊東市川奈１２５７－７４
【アイフルホーム伊東店】

4

はつり工事・コア工
事・解体工事・カッ
ター工事

◆工事現場において
・はつり工事
・ダイヤモンドコア
・解体工事
・カッター工事　
その他工事などを行っております。


正社員 株式会社　遠藤工業
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 木造住宅の現場監
理、建築確認申請業
務の経験あれば尚可

215,000円～350,000円

静岡県伊東市川奈１２５７－７４
【アイフルホーム伊東店】

3

二級建築士（アイフ
ルホーム伊東店）

アイフルホーム伊東店において、戸建木
造注文住宅の設計・施工管理・建築確認
申請業務を担当していただきます。
　
※ＣＡＤ研修・工務研修等、本部研修制
度が有ります。


正社員 変形（1年単位） 塩地総合開発　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時00分

月給

195,000円～355,000円

静岡県伊東市吉田７９０－４５

5

消防設備作業員　◆
急募◆

●学校・病院・ビルなどの点検作業を行
います。
消防防災に関わる点検、消防訓練の立会
指導や消防計画書の作成等のアドバイス
等を行います。
また、業務の補助員として資格者指導の
もと、火災感知器の作動試験や消火器や

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　藤興産　伊豆東営業所
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

日給

186,400円～302,900円

静岡県伊東市赤沢字浮山１６３－１

7

日帰り温泉館受付ス
タッフ【フルタイム
アルバイト】

『赤沢日帰り温泉館』における受付業務
・接客対応
・精算業務
・電話対応
・貸切風呂やタイ古式マッサージの予約
受付
・清掃等の業務

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ディーエイチシー
赤沢温泉郷雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給 (2)12時00分～20時30 エステティシャン、
セラピスト、ボディ
マッサージ経験者

175,000円～265,000円
又は8時30分～21時00

静岡県伊東市桜木町２丁目１２－１８

6

（契）エステティ
シャン（海洋深層水
赤沢スパ）

ボディ・フェイシャルの施術、接客、カ
ウンセリング、受付などの仕事です。　

お花に囲まれた店内でお客様を綺麗にし
ながら、ご自身も高度な技術を身に付け
ることができます。


正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ディーエイチシー
赤沢温泉郷雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時00分

時給

172,500円～207,000円
又は8時30分～22時00

○赤沢温泉ホテル（伊東市赤沢浮山１６３－１）

8

日帰り温泉館レスト
ランスタッフ【フル
タイムアルバイト】

ＤＨＣが運営する日帰り温泉館レストラ
ンにおける接客のお仕事です。
○席へのご案内
○オーダーを取り料理や飲み物の提供、
片付け
○精算
○テーブルセッティングや清掃、等

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ディーエイチシー
赤沢温泉郷雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

172,500円～207,000円
又は8時00分～21時30

静岡県伊東市湯川６５７

10

タクシー乗務員 タクシーでお客様を目的地まで安全にお
送りする運転業務
＊地域・個人宅への送迎業務（主に伊東
市内）
＊日報の作成
＊その他付随業務　等　


正社員 変形（1ヶ月単位） 共立自動車　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～19時00分

月給

165,000円～220,000円

静岡県伊東市赤沢１６３－１
　赤沢温泉郷内

9

自動包装作業 健康食品・サプリメント等の粉末原料を
分包充填する作業です。

原材料や製品は、一袋１５ｋｇ程度、積
み下ろし作業があります。
配合する原料や分包サイズが変わるごと
に機械の清掃や組替えを行います。

正社員 変形（1年単位） エナジック　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時30分

月給 飲食業接客係経験者
歓迎　笑顔で接客で
きる方

144,000円～144,000円

静岡県伊東市南町１－３－２

11

小室山山頂ＣＡＦＥ
スタッフ（エリアク
ルー）

２０２１年４月オープンしました『小室
山山頂ＣＡＦＥ』において
軽飲食の提供を行います。

・お客様の接客対応

・簡単な軽食や飲み物の調理、提供、片

正社員以外 東海自動車　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時10分～16時10分

その他 (2)8時00分～18時00分

210,000円～210,000円 (3)9時00分～4時00分

静岡県伊東市竹の内２丁目７番３５号

13

販売員 スーパーマーケットの店舗での販売員

生鮮（青果、精肉、鮮魚）、惣菜、グロ
サリー（食品、菓子、雑貨）レジ業務の
いずれかを担当していただき、商品管
理、売場管理等を行っていただきます。


正社員 交替制あり ナガヤ株式会社
雇用期間の定めなし

月給

200,000円～200,000円
又は8時00分～19時00

静岡県伊東市川奈１４２８

12

経理・管理部事務 事務所における経理・管理・総務の事務
職を行っていただきます。
本社事務所内の勤務となります。
・各店舗の売上、出入金等のＰＣ入力、
照合、等
・伝票作成、伝票整理
・従業員の勤怠管理、各種保険手続き、

正社員 交替制あり ナガヤ株式会社
雇用期間の定めなし

●伊東市内の各店舗の中で配属先が決まります。

月給

200,000円～200,000円
又は8時00分～21時00

1.面接時にはハローワークが発行する紹介状が必要です。
2.ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。
3.仕事内容欄はスペースの都合ですべて表示できない場合がありますので、詳細については相談窓口でお尋ねください。
ハローワーク三島　〒411-0033　三島市文教町1-3-112三島労働総合庁舎　電話　055-980-1300
ハローワーク伊東　〒414-0046　伊東市大原1-5-15　電話　0557-37-2605
熱海市ふるさとハローワーク　〒413-0016　熱海市水口町13-15静岡県熱海総合庁舎2階　電話　0557-82-8655
伊豆市地域職業相談室　〒410-2407　伊豆市柏久保603-1　電話　0558-74-3075
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 0557-37-4880 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 月他 製菓衛生師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり その他の食料品製造関係資格

求人番号: 22052- 1975911 各種保険： 雇用・労災 月平均 25時間

     TEL: 054-254-8141 従業員数 12人

年　　齢: 35歳以下 休　　日： 月火他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22010-24085411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 15時間

     TEL: 0557-37-2932 従業員数 46人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 土日祝他 ８トン限定中型自動
車免許

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり 大型自動車免許

求人番号: 22052- 1982611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 5時間

     TEL: 0557-38-2500 従業員数 5人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22052- 1871111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-55-2220 従業員数 13人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 火水 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1867511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0557-37-6706 従業員数 7人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 土日祝 日商簿記３級 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22052- 1980011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-36-8880 従業員数 23人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1990611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-43-9000 従業員数 9人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 7604011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-43-9000 従業員数 9人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 7609711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-43-9000 従業員数 9人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 7610511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-43-9000 従業員数 9人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 7611411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 110人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22052- 1915011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 5時間

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 128人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 1916311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 

時給

209,526円～229,500円14

菓子製造販売 菓子製造及び販売　業務全般

洋菓子（ケーキ・焼き菓子・クッキー）
などの製造工程
　
材料の計測～仕込み～焼き上げ～仕上げ
等の作業となります。

正社員 変形（1ヶ月単位） お菓子工房　アルページュ
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

静岡県伊東市湯川５７７－１
　トヨタカローラ静岡株式会社　伊
東店

16

エルピーガスに関わ
る業務【伊東地区営
業所】

エルピーガスに係わる業務です。
・サービス営業業務
・ガスボンベ交換、ガステーブル交換等
・ガスメーターの検針
・集金業務
・ガス機器の販売、設置、修理等


正社員 株式会社　マルヰエナジー
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

その他

161,500円～190,500円

静岡県伊東市宮川町１－３－５

15

フロアスタッフ
（ショールーム営
業）／伊東店

・ショールームでの新車、中古車販売
　※ショールーム（店舗）内での活動が
基本となります。
・接客、電話応対、お飲み物のご提供
・ショールーム装飾（季節に合わせた装
飾など）、管理
・集計、書類作成などの軽事務作業

正社員 変形（1ヶ月単位） トヨタカローラ静岡株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時45分

月給

215,000円～367,000円

静岡県伊東市鎌田７７２－１、伊東
市宇佐美１８０３－３、
伊東市八幡野１２８３－１２１

17

事務及び営業 保険代理店の事務及び営業業務です。
書類作成、来店対応、非対面募集等が主
な仕事です。

◎保険会社の出向研修制度を利用した採
用ですので、資格も取得でき教育制度も
充実しています。

正社員 株式会社　ライフコンパス
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

180,000円～270,000円

静岡県伊東市八幡野１２８３－５０

19

税務会計事務 顧問先への訪問、事業所内での財務諸表
の作成業務を中心とし、顧問先等への税
務・会計に関する各種提案業務をおこ
なっていただきます。

※パソコンはワード・エクセル・パワー
ポイントを使用します。

正社員 変形（1年単位） 辻・本郷税理士法人　伊東事務所
雇用期間の定めなし (1)8時50分～17時30分

月給

270,000円～330,000円

静岡県伊東市湯川３－１１－２　サンタイビル４Ｆ

18

リゾート型の不動産
販売営業

主にリゾート型の宅地・住宅・別荘など
を個人向けに不動産全般を販売していま
す。自社広告媒体より寄せられる不動産
の売却・購入を希望される首都圏のお客
様に対して、物件の調査・現地ご案内・
ご契約・引渡し等の不動産取引にまつわ
る業務全般の仕事をしていただきます。

正社員 株式会社　メープルハウジング
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

日給 人と話すことが好き
な方・サービス業の
経験あれば尚可

189,000円～210,000円
又は6時45分～20時00

静岡県伊東市湯川１丁目３番３号　　上條ビル５階

20

宿泊サービス業（接
客・配膳）◆急募◆

全２７室の料理旅館において接客・配膳
をしていただきます。

（仕事内容）
■お客様のお出迎えやお見送り
■お部屋のご案内
■料理の配膳や片付けなど…。

正社員以外 交替制あり 株式会社　三喜・ホテルよしの
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給 (2)8時50分～16時30分

200,000円～400,000円

静岡県伊東市富戸１２４１－２
　源泉と離れのお宿　月

22

支配人候補／月（伊
東市）

全９室温泉付き離れの小さな宿を、運
営・管理していくお仕事です。
基本業務としてはチェックアウトから夕
食の開始までをカバーし、お客様へ心の
こもったサービスが宿全体で行き届くよ
う、１日の指揮をとって頂きます。一緒
に働くスタッフは若年層や勉強中の方も

正社員 交替制あり 株式会社　マックスジャパン
雇用期間の定めなし (1)7時00分～20時00分

月給 (2)10時00分～22時00 調理経験者

300,000円～420,000円 (3)12時00分～22時00

静岡県伊東市松原７４５－５

21

料理長候補／月（伊
東市）

全９室温泉付き離れの小さな宿で、料理
長として腕を振るって頂くお仕事です。
客室数が少ない為、己の技術をそのまま
にお客様に伝えられる最高の環境です。
料理人や調理補助員を３～４名程従え、
夕食・朝食・別注料理などの調理、仕込
みを行います。社員の料理人を一人前に

正社員 交替制あり 株式会社　マックスジャパン
雇用期間の定めなし (1)7時00分～20時00分

月給 (2)10時00分～22時00 接客経験者優遇

212,500円～300,000円 (3)12時00分～22時00

静岡県伊東市富戸１２４１－２
　源泉と離れの宿　月

23

フロントスタッフ／
月（伊東市）

全９室温泉付き離れの小さな宿で、接客
をするお仕事です。
時間帯にもよりますがチェックアウト業
務→清掃業務→休憩→チェックイン業務
→夕食営業前半といった流れや、朝食営
業→清掃業務→休憩→チェックイン業務
といった流れが主体の勤務となります。

正社員 交替制あり 株式会社　マックスジャパン
雇用期間の定めなし (1)7時00分～20時00分

月給 (2)10時00分～22時00 接客経験者

300,000円～420,000円 (3)12時00分～22時00

静岡県伊東市富戸１２４１－２
　源泉と離れのお宿　月

25

事務（経理、庶務補
助）【ハトヤホテ
ル】

○伝票集計・整理
○現金レジの締め
○請求書の支払い等、現金出納業務
○給与計算
○労務関係に関する業務（入退社時間の
管理・パートアルバイトの　管理・労働
保険や社会保険の事務手続き、等）

正社員 変形（1年単位） 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)10時00分～22時00 調理経験者優遇

212,500円～300,000円 (3)12時00分～22時00

静岡県伊東市富戸１２４１－２
　源泉と離れのお宿　月

24

調理スタッフ／月
（伊東市）

全９室温泉付き離れの小さな宿で、料理
人としてお客様の食事を作るお仕事で
す。
夕食や朝食の事前仕込み業務や、食事営
業中の料理提供などが主な業務となりま
す。「洗い物や皮むきだけやらされる」
「失敗すると鍋をひっくり返される」よ

正社員 交替制あり 株式会社　マックスジャパン
雇用期間の定めなし (1)7時00分～20時00分

月給

184,400円～210,000円

静岡県伊東市岡１３９１
ハトヤホテル

26

和食調理（見習い
可）【ホテルサンハ
トヤ】

調理長の指示のもと和食調理全般の仕事
です。

○仕込み・調理・清掃　等

※食材の運搬に軽トラックの運転業務
（ＭＴ車）もあります

正社員 変形（1年単位） 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めなし (1)6時00分～20時00分

月給 経理又は庶務の業務
経験３年以上。
又は同等程度の能

194,400円～194,400円

静岡県伊東市湯川５７２－１２
ホテルサンハトヤ
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 110人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1917611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 240人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1918911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 5時間

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 110人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1919111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 110人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1920211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 128人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 日商簿記２級 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 簿記実務検定２級

求人番号: 22052- 1921511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 5時間

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 128人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1922411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 128人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 第三種電気主任技術
者

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1923011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 5時間

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 128人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 建築物環境衛生管理
技術者

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1924311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 5時間

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 128人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1925611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 0557-44-2111 従業員数 10人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1958311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 075-342-2444 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 26020-20111111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 03-3389-7047 従業員数 9人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 食品衛生管理者 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13080-63436311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 03-3389-7047 従業員数 9人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり 食品衛生管理者

求人番号: 13080-60360411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間 ふぐ調理師

静岡県伊東市岡１３９１
　ハトヤホテル

28

設備管理（施設課未
経験者可）【ハトヤ
ホテル】

電気・ガス・ボイラー等の保守、管理や
設備のメンテナンスの仕事です。
○電気メーターの記録・管理・保守点検
○ホテル内の水質検査
○温泉・ボイラーの温度管理
○保守点検の記録
○ホテル内各客室の電気・照明などの管

正社員 変形（1年単位） 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 (2)12時00分～22時00 総務等の経験

260,000円～280,000円
又は8時00分～22時00

27

総務管理職【課長】
（ハトヤホテル）

○従業員の労務管理
　入社時間・退社時間等の管理
　パート・アルバイトの管理
　労働保険・社会保険などの事務手続き
　健康診断に関する手続き
○会社行事等の管理


正社員 変形（1年単位） 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めなし (1)8時00分～18時00分

月給 (2)16時00分～21時00

194,400円～204,400円

『ハトヤホテル』（伊東市岡１３９１）

29

売店【ハトヤホテ
ル】

『ハトヤホテル』内の売店での業務全般
です。
○土産物の販売、接客対応、レジ
○商品の仕入れ発注
○売店の掃除、整理整頓、等

正社員 変形（1年単位） 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めなし (1)8時30分～10時40分

月給 (2)13時30分～22時30

194,400円～240,000円

『ハトヤホテル』（伊東市岡１３９１）

31

経理管理職【課長】
（ホテルサンハト
ヤ）

○宿泊料金の精算
○入出金の管理
○銀行入金
○給与振込
○決算処理
○税金申告
○その他、社有車を使用しての外出用

正社員 変形（1年単位） 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めなし (1)7時30分～18時00分

月給 (2)15時00分～21時00

250,000円～250,000円 (3)16時30分～21時30
又は7時00分～21時30

『ハトヤホテル』　（静岡県伊東市岡１３９１）

30

部屋係【ハトヤホテ
ル】

○お客様のお出迎え、ご案内

○夕食・朝食等の接客対応
　（概ね、お食事処における対応となり
ます）

○お部屋の準備、等

正社員 変形（1年単位） 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めなし (1)7時00分～10時50分

月給 (2)9時00分～19時00分

240,000円～240,000円

静岡県伊東市湯川５７２－１２
　サンハトヤ

32

予約センター業務
【係長】（ホテルサ
ンハトヤ）

『ホテルサンハトヤ』内の予約センター
における業務です。
○予約の問い合わせ等の電話応対
○台帳管理
○パソコン入力（専用の予約管理ソフト
を使用）
○予約センター内の勤務シフト管理等、

正社員 変形（1年単位） 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めなし (1)8時00分～18時00分

月給 経理等の経験

260,000円～280,000円

静岡県伊東市湯川５７２－１２
　ホテルサンハトヤ

34

電気部管理職【課
長】（ホテルサンハ
トヤ）

電気・ガス・ボイラー等の保守、管理や
設備のメンテナンスの仕事です。
○電気メーターの記録・管理・保守点検
○ホテル内の水質検査
○温泉・ボイラーの温度管理
○保守点検の記録
○ホテル内各客室の電気・証明などの管

正社員 変形（1年単位） 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)17時00分～8時00分

330,000円～330,000円

静岡県伊東市湯川５７２－１２
『ホテルサンハトヤ』内　予約セン
ター

33

電気部管理職【課
長・電気主任技術
者】（ホテルサンハ
トヤ）

電気・ガス・ボイラー等の保守、管理や
設備のメンテナンスの仕事です。
○電気メーターの記録・管理・保守点検
○ホテル内の水質検査
○温泉・ボイラーの温度管理
○保守点検の記録
○ホテル内各客室の電気・証明などの管

正社員 変形（1年単位） 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

184,400円～194,400円

静岡県伊東市湯川５７２－１２
　サンハトヤ

35

浴場係【ホテルサン
ハトヤ】

「ホテルサンハトヤ」の大浴場・露天風
呂・古代ビーチの保守・管理に関する仕
事です。
○お湯の温度管理、水質の管理
○ボイラー等設備の機械操作、管理
○プール・浴場の受付業務
○ロッカーの管理

正社員 変形（1年単位） 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めなし (1)8時00分～19時00分

月給 (2)17時00分～8時00分

300,000円～300,000円

静岡県伊東市吉田９０１－７５
　伊豆高原温泉　森の泉

37

マネージャー候補契
約スタッフ

宿の運営全般
・チェクイン・チェックアウトのフロン
ト業務
・英語での電話・メール対応
・観光情報等ゲストへの案内
・館内清掃
・スタッフ教育

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ケイズハウス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給 人柄や意欲を重視し
た採用を心がけてい
ます！以下の経験を

244,000円～344,000円
又は7時00分～21時00

静岡県伊東市湯川５７２－１２
「ホテルサンハトヤ」

36

温泉旅館のマネー
ジャー候補【伊豆高
原温泉　森の泉】

温泉旅館の運営業務全般となります。
チェックイン・アウト、お食事提供、電
話・メールでの予約受付などの基本業務
から、マネージャーとして業務効率化、
パートスタッフの教育などリーダーとし
て施設運営をサポートして頂きます。本
社による集客、経理、労務のサポート体

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　女将塾
『伊豆高原温泉　森の泉』　『伊東温泉
久遠』

雇用期間の定めなし

月給

258,230円～300,080円

高山店、伊東店、富士山店、広島店
のいずれかの店舗
高山店　：岐阜県高山市天満町４－
４５－１（特記事項参照）

38

和食処店長候補ス
タッフ／伊豆高原

◆伊豆高原、「本家鮪屋」と愛犬と食事ができる「和食だワン」の　店長候補スタッフを募集しています。正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　プレジャー
雇用期間の定めなし (1)10時00分～20時00

月給 ・３年以上の社会人
経験（チームリー
ダー、役職経験者優

212,700円～212,700円
又は8時00分～22時00

静岡県伊東市八幡野１０６９－４
当社　伊豆高原本家鮪屋

月給 (2)17時00分～20時00

208,392円～255,845円

静岡県伊東市八幡野１０６９－４
当社　本家鮪屋・和食だワン

39

和食処調理スタッフ
／伊豆高原駅

伊豆高原本家鮪屋の調理スタッフです。
鮪屋地魚を用いた寿司、丼、創作料理を
メインに調理していただきます。
調理見習可能です、寿司、和食経験者が
指導いたします。

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　プレジャー
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 03-6833-5064 従業員数 17人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13040-89386311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-6833-5064 従業員数 17人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13040-88958811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0557-48-7363 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 火他 美容師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22052- 1889711 各種保険： その他 月平均 10時間

     TEL: 0557-48-7363 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 火他 美容師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22052- 1890511 各種保険： その他 月平均 10時間

     TEL: 0557-45-7070 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 美容師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1988511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 21時間

     TEL: 0557-45-7070 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 美容師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1979211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 21時間

     TEL: 0557-51-1115 従業員数 87人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1948411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 0557-51-1115 従業員数 94人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 他 獣医師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1951111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 055-949-2309 従業員数 35人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 特別支援学校教諭免
許（専修・１種・２

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 中学校教諭免許（専修・１種・２種）

求人番号: 22050- 6045511 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 055-949-2309 従業員数 35人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 特別支援学校教諭免
許（専修・１種・２

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 小学校教諭免許（専修・１種・２種）

求人番号: 22050- 6048311 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-37-2626 従業員数 436人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 作業療法士 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1952711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 0557-37-2626 従業員数 436人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 診療放射線技師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1953811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 15時間

     TEL: 0557-37-2626 従業員数 436人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 日祝他 薬剤師 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1954211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

40

接客・調理／伊東桜
木店

深夜契約社員として、２２時～９時の時
間帯で、
（１）接客（２）調理（３）清掃（４）
金銭管理（５）棚卸
（６）店舗スタッフの教育（７）アルバ
イトの面接
などを行って頂くお仕事です。

正社員以外 株式会社　すき家
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給

190,000円～210,000円
又は22時00分～9時00

静岡県伊東市桜木町１丁目３－１８

41

接客・調理／１３５
号伊東吉田店

深夜契約社員として、２２時～９時の時
間帯で、
（１）接客（２）調理（３）清掃（４）
金銭管理（５）棚卸
（６）店舗スタッフの教育（７）アルバ
イトの面接
などを行って頂くお仕事です。

正社員以外 株式会社　すき家
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給

190,000円～210,000円
又は22時00分～9時00

静岡県伊東市川奈１２１４ー１３ー１階

43

美容師アシスタント 美容院でのアシスタント業務
主にシャンプー、ブロー、カラー、パー
マの補助業務、また受付や電話対応、掃
除などの雑務、接客など。

◎営業時間　９：００～１９：００


正社員 交替制あり ヘアートリップアルカ
雇用期間の定めなし (1)9時30分～18時30分

月給

200,000円～300,000円

静岡県伊東市吉田３４６－１

42

美容師スタイリスト 美容院でのスタイリスト業務
主にシャンプー、ブロー、カラー、パー
マ、カット業務、また受付や電話対応、
掃除などの雑務、接客など。

◎営業時間　９：００～１９：００


正社員 交替制あり ヘアートリップアルカ
雇用期間の定めなし (1)9時30分～18時30分

月給 美容室でのアシスタ
ント業務経験203,000円～203,000円

静岡県伊東市川奈１２１４ー１３ー１階

44

美容室アシスタント 美容室でのアシスタント業務になりま
す。
アシスタント期間は主にシャンプー、ヘ
アカラーなどスタイリストの補助になり
ます。
基本的にはスタイリストやアイリストに
向け技術取得していただきます。

正社員 変形（1ヶ月単位） フランジパニジャパン株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時45分～18時15分

月給

160,000円～200,000円

静岡県伊東市吉田１０２６－１６７

46

植物育成管理【伊豆
シャボテン動物公
園】

伊豆シャボテン動物公園での植物育成管
理業務です。
次の各業務を行います。

・展示温室でのサボテン、多肉植物の管
理
・サボテン、多肉植物の植え替え作業

正社員以外 変形（1年単位） 株式会社　伊豆シャボテン公園
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時35分～17時20分

月給 まつ毛エクステの施
術経験者優遇203,000円～203,000円

静岡県伊東市吉田１０２６－１６７

45

アイリスト 主にまつ毛エクステ、まつ毛パーマの施
術を担当していただきます。
美容に関する商品販売や、接客、清掃、
店舗管理など一般サロンで
あり得る業務もあります。

正社員 変形（1ヶ月単位） フランジパニジャパン株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時45分～18時15分

月給 (2)8時35分～16時20分

250,000円～250,000円

静岡県伊東市富戸１３１７－１３
　伊豆シャボテン動物公園

47

動物管理業務【獣医
師】（伊豆シャボテ
ン動物公園）

伊豆シャボテン動物公園での動物管理業
務です。
園内の動物病院での勤務となります。
○動物の健康管理
○動物の病気やけがの治療
○動物の死因の究明
○動物の飼育に関する業務

正社員 変形（1年単位） 大卒（獣医学） 株式会社　伊豆シャボテン公園
雇用期間の定めなし (1)8時35分～17時20分

月給 (2)8時35分～16時20分 ※植物育成に関する
学科を卒業、又は造
園関係の経験、知識

180,000円～200,000円

静岡県伊東市幸町１－５　伊東市立西小学校内併置

49

特別支援学校教員 東部特別支援学校伊東分校において、小学部の知的障害の生徒に対して日常生活指導、各教科等の学習指導や付随する支援を担当していただきます。その他、校務分掌等付随する業務を含みます。正社員以外 静岡県立東部特別支援学校
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時15分～16時45分

月給 特別支援学校等の教
員200,000円～400,000円

静岡県伊東市富戸１３１７－１３
　伊豆シャボテン動物公園

48

特別支援学校教員 東部特別支援学校伊東分校において、中
学部の知的障害の生徒に対して日常生活
指導、各教科等の学習指導や付随する支
援を担当していただきます。
その他、校務分掌等付随する業務を含み
ます。

正社員以外 静岡県立東部特別支援学校
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時15分～16時45分

月給 (2)8時30分～12時30分

194,200円～253,900円 (3)13時00分～17時00

静岡県伊東市幸町１－５　伊東市立西小学校内併置

50

作業療法士　★急募
★

◎作業療法士業務
病気や事故などにより、身体に障害を
持った患者様や身体機能が低下した患者
様に対して社会復帰のためのリハビリ
テーションを行います。

★業務未経験、ブランクのある方の応募

正社員 変形（1ヶ月単位） 公益社団法人　地域医療振興協会　　伊東市民病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給 特別支援学校等の教
員200,000円～400,000円

静岡県伊東市岡１９６－１

52

薬剤師 院内薬剤師業務全般
　○医師の処方箋に基づき医薬品の調合
を行う。
　○医薬品の規定量を計量して混合する
などの調剤業務を行い、
　　容器に入れる。
　○患者さんへの服薬指導　など

正社員 変形（1ヶ月単位） 公益社団法人　地域医療振興協会　　伊東市民病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給 (2)8時30分～12時30分

194,200円～301,100円

静岡県伊東市岡１９６－１

51

診療放射線技師 診療放射線技師（専門・技術的業務）
　〇一般撮影　　　　〇ＣＴ・ＭＲＩ
　〇透視撮影　　　　〇マンモグラフィ
　〇血管撮影

※土・日・祝日に日当直業務あり（業務
により早番勤務あり）

正社員 変形（1ヶ月単位） 公益社団法人　地域医療振興協会　　伊東市民病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

静岡県伊東市岡１９６－１

月給 (2)8時30分～12時30分

237,800円～287,200円
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 0557-37-2626 従業員数 436人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1955511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 15時間

     TEL: 0557-48-1187 従業員数 10人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22052- 2027611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0557-48-1443 従業員数 16人

年　　齢: 61歳以下 休　　日： 土日他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22052- 1894611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0557-48-1443 従業員数 16人

年　　齢: 61歳以下 休　　日： 土日他 准看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22052- 1895911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0557-48-1443 従業員数 16人

年　　齢: 61歳以下 休　　日： 土日他 作業療法士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22052- 1896111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0557-48-1443 従業員数 0人

年　　齢: 18歳～61歳 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 12人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 介護職員初任者研修修了者

求人番号: 22052- 1869011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0557-48-1443 従業員数 0人

年　　齢: 18歳～61歳 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 7人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22052- 1870911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0557-48-1443 従業員数 0人

年　　齢: 18歳～61歳 休　　日： 他 准看護師 就業場所: 

採用人数: 7人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22052- 1877011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0465-62-7080 従業員数 8人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり その他の福祉・介護関係資格

求人番号: 14070- 3624911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0562-93-0151 従業員数 15人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 23030-18688111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0562-93-0151 従業員数 15人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 23030-18690511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0562-93-0151 従業員数 15人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 23030-18691411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-45-5566 従業員数 85人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22052- 1984111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

月給 (2)16時30分～1時00分

212,100円～264,500円 (3)0時30分～9時00分53

看護師【正】 看護師業務（病棟・外来）全般のお仕事
です。
　○医師の診察・治療の補助
　○患者様への処置や指導
　○バイタルチェック
　○ナースコールの対応
　その他付随する業務　

正社員 変形（1ヶ月単位） 公益社団法人　地域医療振興協会　　伊東市民病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

静岡県伊東市宇佐美１９３６－２９

55

看護小規模多機能型
施設の看護業務（正
看護師）

●２０２０年３月新規オープンしました
「看護小規模多機能施設型居宅介護施設
ナースの森」での看護業務全般を行いま
す。
ほか、訪問での業務もあります。（社有
車または自家用車を使用。自家用車の場
合は自家用車手当を支給）

正社員 株式会社　訪問看護ステーション・ナースの森
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)8時30分～12時30分 病院、医院勤務

300,000円～320,000円

静岡県伊東市岡１９６－１

54

看護師・准看護師 クリニックに関わる看護業務全般
○医師の診療介助
○検査補助
○注射・採血・点滴などの処置、等

※当医院では禁煙外来も行っています。
　当医院の禁煙体制に理解のある方を希

正社員 交替制あり まさき耳鼻科医院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時30分

月給

250,000円～370,000円

静岡県伊東市渚町５－３８
【看護小規模多機能型居宅介護施
設】

56

看護小規模多機能型
施設の看護業務（准
看護師）

●２０２０年３月新規オープンしました
「看護小規模多機能施設型居宅介護施設
ナースの森」での看護業務全般を行いま
す。
ほか、訪問での業務もあります。（社有
車または自家用車を使用。自家用車の場
合は自家用車手当を支給）

正社員 株式会社　訪問看護ステーション・ナースの森
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

270,000円～400,000円

静岡県伊東市渚町５－３８
【看護小規模多機能型居宅介護施
設】

58

介護職員【住宅型有
料老人ホーム　ナー
スの森】

●令和４年４月にオープンする「住宅型
有料老人ホーム　ナースの森」での業務
です。
※事前の研修がありますので、勤務開始
は令和４年３月～を予定しています。
（相談も可能）


正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　訪問看護ステーション・ナースの森
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給

250,000円～370,000円

静岡県伊東市渚町５－３８
【看護小規模多機能型居宅介護施
設】

57

作業療法士（訪問看
護によるリハビリ業
務）

●令和２年３月に新規オープンしました
「看護小規模多機能施設型居宅介護施設
ナースの森」での作業療法士業務全般を
行います。
●その他、訪問での業務もあります。ご
利用者様の家庭に訪問し、お医者様から
の指示書に従い業務を行います。

正社員 株式会社　訪問看護ステーション・ナースの森
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)10時00分～19時00

280,000円～400,000円 (3)16時00分～9時00分

【新施設】静岡県伊東市川奈　川奈
口交差点近く

59

正看護師　【住宅型
有料老人ホーム
ナースの森】

●令和４年３月にオープンする「住宅型
有料老人ホーム　ナースの
森」での業務です。
※事前の研修がありますので、勤務開始
日は令和４年３月～を予定しています、
（相談も可能）


正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　訪問看護ステーション・ナースの森
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 (2)10時00分～19時00

205,000円～360,000円 (3)16時00分～9時00分

【新施設】静岡県伊東市川奈　川奈口交差点近く

61

介護職員（伊東） デイサービスにて介護全般をしていただ
きます。
高齢者の身の回りのお世話、身体介護、
家事全般等のお仕事です。
○入浴介助、排泄介助、食事介助、着替
えの介助、清掃等
○その他付随する業務

正社員 交替制あり 株式会社　リッチフィールド
雇用期間の定めなし (1)7時30分～16時30分

月給 (2)10時00分～19時00

250,000円～370,000円 (3)16時00分～9時00分

【新施設】静岡県伊東市川奈　川奈口交差点近く

60

准看護師　【住宅型
有料老人ホーム
ナースの森】

●令和４年３月にオープンする「住宅型
有料老人ホーム　ナースの
森」での業務です。
※事前の研修がありますので、勤務開始
日は令和４年３月～を予定しています、
（相談も可能）


正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　訪問看護ステーション・ナースの森
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 (2)10時00分～19時00 実務経験者優遇

230,000円～360,000円 (3)17時00分～10時00

静岡県伊東市吉田９９２－２７
「Ｈａｖ」

62

管理者候補（グルー
プホーム伊東）

〈　事務所の運営及び労務管理事務等
〉

　・利用者様及びご家族との調整相談業
務等

　・スタッフのフォロー等

正社員 変形（1ヶ月単位） ヘルスケアサポート　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)8時00分～17時00分

200,000円～200,000円 (3)9時00分～18時00分

静岡県伊東市富戸１１０５－２５
「グループホーム伊東」

64

介護職リーダー（グ
ループホーム伊東）

・職員における教育、指導
・施設内における仕組み作り

＜介護業務＞
　・利用者様の介護　等
　・食事、入浴、トイレ介助　等
　・レクリエーション　等

正社員 変形（1ヶ月単位） ヘルスケアサポート　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)10時00分～19時00

170,000円～200,000円 (3)17時00分～10時00

静岡県伊東市富戸１１０５－２５
「グループホーム伊東」

63

介護職（グループ
ホーム伊東）

＜介護業務＞

　利用者様の介護　等

　・食事、入浴、トイレ介助　等
　・レクリエーション　等


正社員以外 変形（1ヶ月単位） ヘルスケアサポート　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)10時00分～19時00

162,000円～218,000円

静岡県伊東市富戸１１０５－２５
「グループホーム伊東」

65

事務 特別養護老人ホームでの下記業務
○電話対応
○来客者の対応
○請求業務・・・介護保険料、等
○納品管理及び発注業務
○銀行や公的機関への外出用務（社有車
使用）

正社員 交替制あり 社会福祉法人　珀寿会
特別養護老人ホーム　伊豆の瞳雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)10時00分～19時00

175,000円～230,000円 (3)17時00分～10時00

静岡県伊東市吉田８２１－１９
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 0557-32-5010 従業員数 17人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1947511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0557-36-9069 従業員数 10人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 介護支援専門員（ケ
アマネージャー）

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22052- 1902811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 0557-47-6200 従業員数 90人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 月他 ホームヘルパー２級 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 なし 介護職員初任者研修修了者

求人番号: 22052- 1907311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 

     TEL: 0558-27-2277 従業員数 18人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 福祉用具専門相談員 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 介護福祉士

求人番号: 22110- 2426511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0557-45-5961 従業員数 74人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 2034311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 0557-45-5961 従業員数 63人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 2035611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 0557-37-2500 従業員数 12人

年　　齢: 29歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22052- 1983911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 5時間

     TEL: 0550-82-2088 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22031- 3017111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 

     TEL: 0558-76-3356 従業員数 11人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5930511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 5時間

     TEL: 055-949-0296 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 車両系建設機械（整
地・運搬・積込用及

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 小型移動式クレーン運転技能者

求人番号: 22050- 5832711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間 玉掛技能者

     TEL: 055-984-0369 従業員数 20人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 フォークリフト運転
技能者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5923411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0558-76-9953 従業員数 303人

年　　齢: 35歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5642411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 055-948-1525 従業員数 48人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 5952111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 

静岡県伊東市南町１－４－１２

67

介護支援専門員（ケ
アマネジャー）【伊
東・熱海】

◎ケアマネジメント業務全般
居宅介護支援利用者様に対する介護サー
ビス計画の策定、および
相談業務を行います。
要介護認定の申請代行、訪問調査も行い
ます。
　

正社員 交替制あり 有限会社　伊豆介護センター
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)9時30分～18時30分 介護実務経半年以上

178,000円～208,000円 (3)16時00分～10時0066

介護福祉士（伊東
市）認知症高齢者グ
ループホーム

・学研グループの介護事業の会社として
　全国でグループホーム等３００拠点以
上を展開。
・学研グループならでは、グループホー
ム専門会社なら
　ではの教育・研修体制がございます。
・現在資格をお持ちでなく、新たに介護

正社員 変形（1ヶ月単位） 高卒以上 メディカル・ケア・サービス　株式会社
『愛の家グループホーム伊東南町』雇用期間の定めなし (1)7時15分～16時15分

月給 (2)7時30分～16時30分

170,100円～209,500円 (3)8時30分～17時30分

本社（静岡県伊東市音無町５－６）
または、伊豆介護センター　熱海
（熱海市緑ガ丘９－７）
※就業場所は本人の希望に応じま

68

介護職員 ◎特別養護老人ホームでの介護の仕事で
す
　生活援助全般（入浴・排泄・食事・清
掃等）の介護サービス

※全１１ユニット
　特養：９０人　ショートステイ：２０

正社員 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人鑑石園
『特別養護老人ホーム　うさみの園』雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 (2)8時30分～17時30分

270,000円～330,000円 (3)9時00分～18時00分

静岡県伊東市八幡野１１０５－３
ケアセンターうばめがし　伊東

70

営業スタッフ 車両販売営業
○電話応対・来客者対応
○パソコン操作（データ入力　等）
○お客様の車の引き取りや納車　等

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　東海車輌サービス
雇用期間の定めなし (1)8時45分～17時00分

月給 (2)8時30分～17時30分

191,000円～230,000円 (3)9時00分～18時00分

静岡県伊東市宇佐美２４０３－１

69

福祉用具専門相談員
【伊東】

○福祉用具・医療機器のレンタル・販売
の業務
　介護用品の相談・営業・搬入運搬・管
理
　介護保険制度等の書類作成　他

※用具類の搬入・運搬の力仕事有りま

正社員 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　春栄会（ケアセンターうばめがし）
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

154,400円～188,400円

●本社工場：伊東市玖須美元和田７
１６‐１０２
●沼津工場：沼津市大平１７８９‐
１

71

保険営業スタッフ ○生命保険代理店業務
○損害保険代理店業務

・各種保険のお客様対応、説明、更新等
のご案内
・顧客管理
・パソコン操作（データ入力　等）

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　東海車輌サービス
雇用期間の定めなし (1)8時45分～17時00分

月給

150,600円～214,400円

静岡県伊東市銀座元町６－１１

73

一般事務（伊豆の国
市・大仁工場）

工場内の事務所にて計量伝票の発行やパソコン入力、電話応対等の一般事務を行っていただきます。正社員以外 二葉建設株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時00分～17時00分

月給

180,000円～200,000円

●本社：伊東市玖須美元和田７１６
－１０２
●沼津：沼津市大平１７８９－１
●下田：下田市吉佐美１４３４

72

【事務全般】正規職
員（令和４年４月１
日～）

伊東商工会議所の事業運営に関する事務
全般
・事業推進
・会計事務
・文書事務、等
※パソコン使用（Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ
等）

正社員 伊東商工会議所
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時15分

月給

220,000円～220,000円

静岡県伊豆の国市神島１８５０－１　二葉建設　大仁工場

74

土木見習い 工事現場で様々な手伝いお願いします。 正社員 変形（1ヶ月単位） 矢田工業株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給 (2)8時00分～16時50分 事務経験

163,447円～180,652円

静岡県伊豆の国市原木１３３６－４

76

建築用ハンドツール
の受入、検査、出荷
対応（準備）

１）組立部品の準備（社内用と外部委託
用）
２）製品出荷の準備（段ボールシール貼
りとフィルム巻き）
３）部品資材の受入と簡単な受入検査
４）組立作業


正社員以外 株式会社ミロク
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

日給

215,000円～301,000円

静岡県伊豆の国市宗光寺１９９

75

土木作業員 土木工事
　・道路工事
　・下水道工事
　・型枠工事等

正社員 変形（1年単位） 株式会社　公栄工事
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

175,500円～280,000円

静岡県伊豆の国市浮橋５７４－３

77

人事総務 １．社員の人事考課、昇進、昇格、昇
給、人事異動
２．勤怠管理、給与・賞与・退職手当金
の計算
３．全社的要員管理
４．来客対応
５．全社の安全衛生、施設管理

正社員 フレックス 株式会社キョウデンプレシジョン
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時05分

時給 １）フォークリフト
運転経験
２）組立作業の業務

149,328円～149,328円

静岡県伊豆の国市長岡２６０－１

月給 営業経験

170,000円～300,000円

静岡県伊豆の国市三福８０－２
〒４１０－２３１８
静岡県伊豆の国市白山堂３０２―１

78

総合営業職 企画の立案、メディア戦略、旅行会社への営業などを行います。正社員以外 変形（1年単位） 大日　株式会社　伊豆の国パノラマパーク
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時30分

6/25



【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 055-948-1525 従業員数 48人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 5852011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 

     TEL: 055-947-2200 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 二級ガソリン自動車
整備士

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 5649811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-984-1501 従業員数 57人

年　　齢: 60歳以上 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： なし 時間外 あり

求人番号: 22050- 5625411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 30時間

     TEL: 055-984-1501 従業員数 57人

年　　齢: 60歳以上 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： なし 時間外 あり

求人番号: 22050- 5628611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 30時間

     TEL: 055-984-1501 従業員数 57人

年　　齢: 60歳以上 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： なし 時間外 あり

求人番号: 22050- 5630711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 30時間

     TEL: 055-947-0515 従業員数 3人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 大型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 6002211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 24時間

     TEL: 03-3765-3211 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13060-13910211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 8時間

     TEL: 054-282-8311 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22010-23191911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-977-0144 従業員数 23人

年　　齢: 45歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5972211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 055-944-2211 従業員数 8人

年　　齢: 33歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5961711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 055-947-5001 従業員数 12人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5749011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 27時間

     TEL: 055-948-3040 従業員数 125人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5838311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 03-6833-5064 従業員数 21人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13040-88891911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

79

ロープウェイマネジ
メントスタッフ

ロープウェイの機械整備を中心にマネジメントを行います。　　　電気、機械系のキャリアが求められます。正社員以外 変形（1年単位） 大日　株式会社　伊豆の国パノラマパーク
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時30分

月給 自動車整備工場での
就労経験があれば優
遇

225,000円～260,000円

静岡県伊豆の国市長岡２６０－１

80

自動車修理作業及び
補助作業

＊自動車整備工場において、普通自動
車・大型自動車の修理　作業（ボディー
やエンジン関係等）及びその補助作業。

＊車検作業。


正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　萩原自動車商会
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 電気、機械技術

170,000円～300,000円

静岡県伊豆の国市中條字新古川２４
１－１
長岡寺営業所

82

隔日勤務タクシー乗
務員（ドライバー）
長岡営業所

○移動を通じて市民を支える仕事です。
　仕事の基本はお客さまを目的地まで快
適で安全にお届けすること　です。静岡
県東部で最大のタクシー事業者です。法
人のお客さま　やリピーターのお客さま
からの電話による予約が多く、給与も安
定しております。

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 伊豆箱根交通株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～2時30分

月給 (2)7時00分～2時30分

156,240円～162,750円 (3)6時00分～18時15分

静岡県伊豆の国市南江間１５０７－１

81

隔日勤務タクシー乗
務員（ドライバー）
長岡営業所

○移動を通じて市民を支える仕事です。
　仕事の基本はお客さまを目的地まで快
適で安全にお届けすること　です。静岡
県東部で最大のタクシー事業者です。法
人のお客さま　やリピーターのお客さま
からの電話による予約が多く、給与も安
定しております。

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 伊豆箱根交通株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～2時30分

月給 (2)7時00分～2時30分

156,240円～162,750円 (3)6時00分～18時15分

静岡県伊豆の国市中條字新古川２４
１－１
長岡寺営業所

83

隔日勤務タクシー乗
務員（ドライバー）
長岡営業所

○移動を通じて市民を支える仕事です。
　仕事の基本はお客さまを目的地まで快
適で安全にお届けすること　です。静岡
県東部で最大のタクシー事業者です。法
人のお客さま　やリピーターのお客さま
からの電話による予約が多く、給与も安
定しております。

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 伊豆箱根交通株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～2時30分

月給 (2)7時00分～2時30分

156,240円～162,750円 (3)6時00分～18時15分

静岡県伊豆の国市長岡９０９－３

85

工場スタッフ（製
造、品質管理、生産
管理、その他工場業
務）

当社　静岡工場スタッフとして勤務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【１】自動車部品用塩ビチューブの製造・品質管理・生産管理など【２】その他、工場の運営・管理に関する業務全般正社員 フコク物産　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時05分～17時00分

日給 大型自動車運転の経
験。231,000円～277,200円

静岡県伊豆の国市中條字新古川２４
１－１
長岡寺営業所

84

大型自動車運転手 主として、静岡県東部地区において、大型ダンプカーによる、砕石、土砂、合材運搬等。正社員 変形（1年単位） 有限会社　土田建材
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

時給

156,672円～156,672円

静岡県伊豆の国市南江間５３７－１　静岡工場

86

（請）調理補助／伊
豆の国市

入所者様への食事提供にいける調理補助
業務です。
調理の補助・盛付・配膳
食器及び使用した器具の洗浄・消毒
調理室の洗浄など


正社員以外 変形（1ヶ月単位） 富士産業　株式会社　静岡事業部
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)11時00分～20時00

月給 工場管理・勤務経験
者179,450円～282,000円

静岡県三島市松本１４６番地の３

88

設備管理、研修セン
ターの運営管理

・研修センターの各種設備の運転業務、
点検、保守
　（照明、空調、電気、音響、通信、水
道、温泉など）
・研修に伴う入所受付から対処までの業
務全般
　（様々な手配と管理：宿泊、食事、清

正社員 日通不動産株式会社　伊豆韮山事業所
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

229,000円～289,000円

静岡県伊豆の国市田京１２５８－４
４
介護老人保健施設　安寧の郷

87

ルート営業 当社、塗料、塗装設備、機械工具の販売
営業を行っていただきます。

県内の得意先への商品を運搬していただ
く業務です。

正社員 株式会社　三和塗料
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時15分

月給

180,000円～330,000円

静岡県伊豆の国市韮山多田９８６－
１
静岡県伊豆の国市韮山山木１２２４
－２

89

機械組立及び設計補
助

一般省力化機械（生産設備等）の組立や
調整
※一般工具（スパナ等）を使用しての実
作業
・納入準備（機械の動作確認等）
・部品及び仕入部品の整理、在庫管理等
・簡易な部品加工（金属部品の穴あけ

正社員 変形（1年単位） 株式会社　キクチ
雇用期間の定めなし (1)8時10分～17時10分

月給

159,000円～194,000円
又は6時30分～19時30

静岡県伊豆の国市長岡６５９

91

接客・調理／１３６
号大仁店

深夜契約社員として、２２時～９時の時
間帯で、
（１）接客（２）調理（３）清掃（４）
金銭管理（５）棚卸
（６）店舗スタッフの教育（７）アルバ
イトの面接
などを行って頂くお仕事です。

正社員以外 株式会社　すき家
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給 中華調理経験者

190,000円～250,000円
又は6時30分～19時30

静岡県伊豆の国市北江間１３８０－１

90

中華調理 ＜ホテルサンバレー本館内　バイキング
レストランでの中華調理業務＞
下記業務を担当していただきます。
・レストランでの調理
・仕込み、調理、盛り付け等
・材料の運搬

正社員以外 変形（1年単位） 株式会社　ホテルサンバレー
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

静岡県伊豆の国市神島４７－２

月給

190,000円～210,000円
又は22時00分～9時00
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 0422-36-6788 従業員数 12人

年　　齢: 18歳～44歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13170-14411811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 25時間

     TEL: 055-944-2111 従業員数 38人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5778811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-944-2111 従業員数 38人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5779211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-949-2309 従業員数 100人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 特別支援学校教諭免
許（専修・１種・２

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 小学校教諭免許（専修・１種・２種）

求人番号: 22050- 6046411 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 055-947-0511 従業員数 79人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 管理栄養士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5978911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 055-949-1466 従業員数 103人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5784111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0558-76-3228 従業員数 195人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 理学療法士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5671111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 1時間

     TEL: 0558-76-3228 従業員数 195人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 医師 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5672711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 0558-76-3228 従業員数 195人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22050- 5673811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 5時間

     TEL: 0558-76-3228 従業員数 195人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5674211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 0558-76-8133 従業員数 34人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝 介護職員実務者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 介護福祉士

求人番号: 22050- 5801511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 055-954-1501 従業員数 10人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 メディカルクラーク
（医療事務技能審

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 医療事務資格

求人番号: 22030- 8297211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-940-2411 従業員数 12人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝 介護支援専門員（ケ
アマネージャー）

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5681211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

月給 (2)19時00分～1時00分

208,300円～278,000円 (3)10時00分～23時0092

正社員店舗スタッフ
（魚民　伊豆長岡駅
前店）

１．居酒屋「白木屋」「魚民」「山内農
場」「目利きの銀次」等
　　での接客・調理・マネジメント
　　◆接客…オーダー受けや料理提供、
会計等
　　◆調理…揚げ物や焼き物等、簡単な
調理から開始

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　モンテローザフーズ
雇用期間の定めなし (1)15時00分～0時00分

静岡県伊豆の国市奈古谷２２２５

94

キャディ ・ゴルフ場のキャディ業務及びマスター室業務 正社員 変形（1ヶ月単位） 富士箱根カントリークラブ（株式会社　ワシントンリゾート　静岡支店）
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 (2)8時00分～17時00分

174,000円～230,000円
又は6時00分～15時00

静岡県伊豆の国市南條７４４－１
ナガスミ　２階
「魚民　伊豆長岡駅前店」

93

フロント ・ゴルフ場のフロント業務
・受付、精算業務

正社員 変形（1ヶ月単位） 富士箱根カントリークラブ（株式会社　ワシントンリゾート　静岡支店）
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 特別支援学校等の教
員200,000円～400,000円

静岡県伊豆の国市奈古谷２２２５

95

特別支援学校教員 特別支援学校小学部において、肢体不自
由児童への日常生活指導、各教科等の学
習指導や付随する支援を担当していただ
きます。
その他、校務分掌等付随する業務を含み
ます。。

正社員以外 静岡県立東部特別支援学校
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時15分～16時45分

月給 (2)8時00分～17時00分

200,000円～265,000円

静岡県伊豆の国市長岡７４１－１

97

看護助手 療養病棟内での入院患者様の介護業務に
携わって頂きます。
・食事介助　・入浴介助　・排泄介助等
上記介助のほか、付帯する日常生活に関
する介護業務

院内研修あり

正社員 変形（1ヶ月単位） 医療法人　麗峰会　伊豆韮山温泉病院
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時30分

月給

210,000円～270,000円

静岡県伊豆の国市寺家２４６－１

96

管理栄養士 管理栄養士業務をしていただきます
・患者様の栄養指導等必要な指導教育全
般
・入院患者様の食事の調理全般
・食材等の発注・在庫管理
・食数計算や栄養価計算
・書類の作成と保管等の管理

正社員 交替制あり 医療法人社団　慈広会　記念病院
雇用期間の定めなし (1)8時45分～17時15分

月給 (2)8時30分～12時30分

192,722円～217,751円

静岡県伊豆の国市中條２３４

98

理学療法士 ・病院内（外来、入院患者）でのリハビ
リ実施及び指導をして
　いただきます。
・高齢者等の身体機能回復訓練及び術後
のリハビリ業務
・在宅療養している利用者様に対して生
活に則した指導及び

正社員 変形（1ヶ月単位） 公益財団法人　伊豆保健医療センター
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給 (2)7時00分～15時30分 介護経験者並び介護
職員初任者研修以上
有資格者優遇

146,600円～222,600円 (3)11時00分～19時30
又は17時00分～9時30

静岡県伊豆の国市田京２７０－１

100

准・看護師（病棟） 外科、内科、整形外科、泌尿器科の患者
様が入院する混合病棟です
。急性期疾患が主で、治療後・術後のリ
ハビリや環境調整を要する
方、がん等で緩和ケアを必要とする方等
に看護を提供しています。
４０代～９０代と年齢層は様々ですが、

正社員 変形（1ヶ月単位） 公益財団法人　伊豆保健医療センター
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給 (2)8時30分～12時30分

631,150円～758,100円

静岡県伊豆の国市田京２７０－１

99

医師（内科　外科
消化器科　麻酔科
検診）

内科・外科・消化器科・麻酔科・健診において、外来患者及び入院患者を診療。正社員 変形（1ヶ月単位） 公益財団法人　伊豆保健医療センター
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給 (2)8時30分～12時30分 看護師として３年以
上の経験があればど
なたでもできます。

245,681円～268,856円

静岡県伊豆の国市田京２７０－１

101

看護師（訪問） 疾病を抱え在宅で療養中の方々へ看護の
提供を致します。年齢を問
わず、難病・慢性疾患・癌末期などあら
ゆる疾患を持ち在宅での生
活を希望された方に訪問します。バイタ
ルチェック、点滴・褥瘡・
カテーテル管理、保清・生活指導・介護

正社員 変形（1ヶ月単位） 公益財団法人　伊豆保健医療センター
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給 (2)16時30分～1時00分 病棟での看護経験が
あれば尚働きやすい
でしょう。基本的な

222,034円～249,681円 (3)0時30分～9時00分

静岡県伊豆の国市中島２７０－１

103

医療事務（伊豆保健
医療センター）

当社受託先事業「公益財団法人　伊豆保
健医療センター」
において医療事務業務を担当して頂きま
す。

・患者様の初診再診の受付・案内業務
・会計に係る入力業務

正社員 交替制あり 株式会社ニチイ学館　沼津支店
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給

175,000円～205,000円

静岡県伊豆の国市田京２７０－１

102

訪問介護職員 訪問介護事業所においての、訪問介護員のお仕事です。　　　　　ご高齢者の生活自立の支援・日常生活上のお手伝いをして頂きます。正社員 有限会社　ケアサポート大川
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

月給

259,600円～275,160円

静岡県伊豆の国市田京２７０－１
（財）田方保健医療対策協会
　伊豆保健医療センター

104

主任介護支援専門員
【ル・ソレイユ原
木】

主任介護支援専門員業務は下記の通りで
す

・居宅介護支援事業所管理
・介護支援業務
・ケアプラン作成
・利用者宅の定期的な訪問等

正社員 株式会社　それいゆ
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)8時30分～13時00分 医療機関での医療事
務経験147,200円～155,200円

静岡県伊豆の国市原木７３３－２
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 055-940-0011 従業員数 20人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 ホームヘルパー２級 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 介護職員初任者研修修了者

求人番号: 22050- 5592711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-940-0015 従業員数 10人

年　　齢: 69歳以下 休　　日： 他 ホームヘルパー２級 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 介護職員初任者研修修了者

求人番号: 22050- 5511411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 055-986-0789 従業員数 10人

年　　齢: 18歳～69歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5648711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 050-3733-3443 従業員数 45人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり 介護職員実務者研修修了者

求人番号: 33080- 5354611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間 介護福祉士

     TEL: 055-944-2331 従業員数 11人

年　　齢: 45歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 5919611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0558-76-1486 従業員数 13人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 二級自動車整備士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり 三級自動車整備士

求人番号: 22050- 5903111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0558-76-1486 従業員数 13人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 自動車検査員 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5904711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-940-3457 従業員数 7人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 三級自動車整備士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5737811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-991-1337 従業員数 30人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5659511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-954-1211 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22030- 8478611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 054-205-2752 従業員数 1人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22010-24086011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0550-82-2088 従業員数 4人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 車両系建設機械（整
地・運搬・積込用及

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22031- 3000711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 3時間

     TEL: 0550-82-2088 従業員数 4人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 車両系建設機械（整
地・運搬・積込用及

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22031- 2935911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 3時間

静岡県伊豆の国市原木７４４－１

106

介護職員 住宅型有料老人ホーム併設の訪問介護です。施設建物内での訪問が主となります。就寝介助、食事介助、入浴介助その他介助を行います。正社員 交替制あり 株式会社　大静　
ヘルパーステーションひなたぼっこ韮山雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 (2)8時00分～17時00分

180,000円～230,000円 (3)9時00分～18時00分105

介護職員 有料老人ホームの介護職員の募集です。
ホーム定員４２名。
（仕事内容）
・入居者の身体介護（食事・入浴・他）
・入居者の生活支援（掃除・洗濯）
・記録作成
・夜勤あり

正社員 交替制あり 株式会社　大静
リッツケアガーデン韮山雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 (2)8時30分～17時30分 障害者または高齢者
福祉施設での実務ま
たは管理経験

250,000円～280,000円 (3)11時00分～20時00

静岡県伊豆の国市原木７４４－１

107

管理者 軽度・精神知的障害者向グループホーム
の管理業務
・入居者の生活管理（金銭／通院他）業
務
・職員の管理業務（シフト作成／研修／
業務指導）
・事務（請求管理その他）

正社員 交替制あり グループホーム　ミライカ韮山（一般社団法人ミライカ）
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)9時00分～18時00分 初任者研修（ヘル
パー２級）が必要と
なります。実務は未

180,000円～220,000円

自宅を拠点とした訪問介護業務
主な担当エリア：伊豆の国市、富士
市、三島市、沼津市、及び周辺
地域

109

別荘地管理 ・窓口業務・電話対応　
・別荘オーナーとの対応
・報告書等の作成　
・別荘地の管理業務全般

正社員 変形（1ヶ月単位） 伊豆エメラルドタウン管理組合
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

月給 (2)22時00分～7時00分 介護職経験者優遇
＊未経験者の方も、
応募歓迎します。

200,000円～200,000円

静岡県伊豆の国市中條２５２

108

ホームヘルパー／静
岡（伊豆の国、富
士、三島、沼津）

ＡＬＳや筋ジストロフィー、脊髄損傷な
ど重度の障害をお持ちの方のご自宅へ訪
問して頂き、日常生活のサポートをして
頂きます。
・食事の介助　　　　　　・就寝中の見
守り
・家事の援助　　　　　　・定時の排泄

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　土屋
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 (2)8時55分～18時00分 自動車整備の経験

210,000円～385,000円

静岡県伊豆の国市奈古谷２２１６－１

110

自動車整備士及びマ
ネージャー候補

・若手から年配者まで様々な年齢のス
タッフがおります。
・チームワークを大切にしており、みん
なで助け合いながら仕事をしておりま
す。ブランクがあっても平気です。
・国産全メーカーの乗用車からトラッ
ク・バスまでの車検整備。

正社員 変形（1年単位） 車検のコバック大仁店（有限会社　太洋自動車）
雇用期間の定めなし (1)8時10分～17時15分

月給

210,000円～240,000円

静岡県伊豆の国市御門５１－１

112

自動車修理工 ・自動車の修理・点検
・車検整備
・来客応対
・納車、車の引き取り
・車の磨き、コーティング、その他清掃
業務等


正社員 株式会社リバティーオート
雇用期間の定めなし (1)10時00分～18時30

月給 (2)8時55分～18時00分 自動車検査員業務
自動車整備の経験232,000円～390,000円

静岡県伊豆の国市御門５１－１

111

自動車検査員 ・若手から年配者まで様々な年齢のス
タッフがおります。
・仕事はチームワークを重視しており、
みんなで助け合いながら仕事をしており
ます。ブランクがあっても大丈夫です。
・国産全メーカーの乗用車からトラッ
ク・バスまでの車検整備。

正社員 変形（1年単位） 車検のコバック大仁店（有限会社　太洋自動車）
雇用期間の定めなし (1)8時10分～17時15分

時給 外国籍の方は日本語
での会話、漢字を含
む文章の読解（Ｎ２

160,425円～178,250円

静岡県伊豆の国市内中４４

113

（請）ソフトウェア
試験・検証

ＰＯＳレジのシステムの動作確認試験を
行います。

指示書に従いＰＯＳレジとパソコンを操
作し、機械が正しく動くかを確認するお
仕事です。
・商品バーコードを読み込む

正社員以外 ＴＯＫＥＮネットワーク　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～17時45分

月給

180,000円～300,000円

静岡県伊豆の国市三福６３２－１
旭化成ファーマ株式会社

115

（請）施設警備業務
／伊豆の国市

契約先施設に常駐し、警備業務を行って
いただきます。

＜主な業務＞
・出入管理業務
・巡回業務
・開閉業務

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　スリーエス　静岡営業所
雇用期間の定めなし (1)8時30分～8時29分

時給 動物実験経験（学生
時代可）266,135円～266,135円

静岡県伊豆の国市大仁５７０
東芝テック（株）大仁事業所内

114

新薬開発における動
物実験サポートや細
胞実験

主業務：新薬開発における実験動物の手
術解剖や細胞実験のお仕事です。新薬開
発における実験動物の手術・投与・解剖
や細胞実験の補助、イメージ画像や組織
標本の作製とデータ解析業務など。
付随業務：ミーティング、片付け、清
掃、実験動物・試薬等の発注など。

有期雇用派遣労働者 理系学部 ＷＤＢ株式会社　沼津支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～17時45分

月給 (2)7時30分～16時20分 ホイルローダー、
バックホー等の重機
の運転経験

240,000円～300,000円

静岡県伊豆の国市三福８０－２
（株）キョウデンプレシジョン

116

砕石工場内での重機
オペレーター（船原
工場）

・重機を操作しての土石の採取、積み込
み
・砕石プラントの操作、保守

正社員 変形（1年単位） 二葉建設株式会社
雇用期間の定めなし (1)7時30分～16時30分

月給

159,949円～159,949円

静岡県伊豆市上船原１２６０－１　二葉建設（株）船原工場

月給 (2)7時30分～16時20分 ホイルローダー、
バックホー等の重機
の運転経験

240,000円～300,000円

静岡県伊豆市上船原１２６０－１　二葉建設（株）船原工場

117

砕石工場内での重機
オペレーター（船原
工場）

・重機を操作しての土石の採取、積み込
み
・砕石プラントの操作、保守

正社員 変形（1年単位） 二葉建設株式会社
雇用期間の定めなし (1)7時30分～16時30分
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 0558-72-2775 従業員数 2人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5739511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0558-22-7250 従業員数 4人

年　　齢: 45歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22110- 2492511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0558-72-6575 従業員数 12人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5613711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 0558-72-6575 従業員数 36人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5614811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0558-87-0838 従業員数 21人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 日祝他 フォークリフト運転
技能者

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5860011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0558-72-1716 従業員数 10人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5518811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0558-87-1991 従業員数 33人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5773311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 055-934-2162 従業員数 25人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22030- 8397311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 03-6453-8888 従業員数 29人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 第三種電気主任技術
者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13040-86644911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 18時間

     TEL: 055-984-1501 従業員数 57人

年　　齢: 60歳以上 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： なし 時間外 あり

求人番号: 22050- 5636311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 30時間

     TEL: 0495-25-1000 従業員数 96人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 11021- 4924311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-935-5575 従業員数 25人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22030- 8694211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0823-74-3009 従業員数 5人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 34030- 6442211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

118

総合大工工事 ・木造住宅の新築、リフォーム工事を中心とした設計施工業務を行　って頂きます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・伊豆市・伊豆の国市をエリアを中心として業務運営しています。・リフォーム工事が主体となり、年間３０件程度施工しています。・未経験者歓迎。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・未経験の方には、いちから丁寧に指導致します。　　　　　　　・移動式クレーン、玉掛け、２級施工管理士、２級建築士等の資格　取得に係る費用は全額会社負担で取得可能です。正社員 株式会社　山田工務店
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

195,000円～355,000円

静岡県伊豆市熊坂１１８０

119

消防設備作業員【伊
豆西営業所】

○学校・病院・ビルなどの点検作業を行
います。
　消防防災に関わる点検、消防訓練の立
会指導や消防計画書
　作成等のアドバイス等
　また、業務の補助員として資格者指導
のもと、

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　藤興産
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

180,000円～220,000円

静岡県伊豆市熊坂４７２－１

121

商店一般業務 ・商品の陳列作業、商品管理
・電話および来客者の応対
・パソコンの入力処理（入出金データ入
力、請求書発行）
・事務所内清掃
・上記内容に付帯する業務

正社員 変形（1年単位） 株式会社　古藤田商店
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時30分

月給 営業経験者優遇

240,000円～300,000円

静岡県伊豆市土肥３５７－１　スダ
ヤビル　１Ｆ　
　　　　　　　　株式会社藤興産
伊豆西営業所

120

建設資材等の営業 ・建設会社等の要求（セメント等）に応
え商品を提案し販売する。
・営業は社用車で静岡県内（東部が中
心）の建設会社等を訪問します。

正社員 変形（1年単位） 株式会社　古藤田商店
雇用期間の定めなし (1)7時30分～16時00分

日給

178,880円～312,000円

静岡県伊豆市瓜生野字中原３２

122

板金加工全般作業者 ・品質検査、出荷準備
・その他、板金加工に関する全般業務
・パソコン操作があります

正社員 変形（1年単位） 株式会社フジトク産業
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 建材販売経験者
160,000円～180,000円

静岡県伊豆市熊坂３９

124

自動車部品製造 主にプラスチック製品へのスタンプ作業
その他繁忙期や配置換え等での業務変更
・プラスチック製品加工（プレス加工、
スポット溶接、バリ取り）
・検査業務（荷札現品票確認、出荷数量
確認、識別確認、その他）
・成形品検査（識別確認、気泡・異物・

正社員 有限会社ユー・エスエンジニアリング
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時15分

月給 機械による加工作業
等183,500円～227,500円

静岡県伊豆市月ケ瀬５４－３

123

プレス作業 　　　　　＜＜プレス作業の業務内容と
して＞＞

＊プレス機械を使用して金属材料から自
動車部品等を加工して
　いただく仕事です。
＊プレス加工の工程の段取り及び加工作

正社員 変形（1年単位） 有限会社中豆製作所
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時45分

日給

155,203円～155,203円

静岡県伊豆市下船原４７

125

自動車部品の検査
（伊豆市）

当社船原工場（伊豆市）において、検査
係としての業務を担当していただきま
す。
＜主な担当業務＞
＊製品（自動車部品：ナット）の品質検
査として、外観目視　検査及びネジ精度
をゲージで検査します。

正社員 有限会社　鈴和製作所
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時45分

月給

155,400円～155,400円

静岡県伊豆市柏久保１４１０
伊豆事業所

127

隔日勤務タクシー乗
務員（ドライバー）
修善寺営業所

○移動を通じて市民を支える仕事です。
　仕事の基本はお客さまを目的地まで快
適で安全にお届けすること　です。静岡
県東部で最大のタクシー事業者です。法
人のお客さま　やリピーターのお客さま
からの電話による予約が多く、給与も安
定しております。

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 伊豆箱根交通株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～2時30分

月給 事業用電気工作物の
工事維持又は運用に
関する実務に従事し

259,900円～332,700円

静岡県伊豆市下船原４７
有限会社鈴和製作所　船原工場

126

電気主任技術者／統
合職　伊豆事業所

≪正社員の求人≫
○電気事業法に基づく自家用電気工作物
の保守点検業務です
【月次点検】測定器による点検や電気設
備外観の目視点検等
【年次点検】複数人で試験器などを用い
行う法定点検　　　

正社員 一般財団法人　関東電気保安協会
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時10分

日給 商品の取り付け・交
換・組立等ができる
方、経験がある方

175,130円～238,430円

静岡県伊豆市柏久保６３１－２１
修善寺営業所

128

販売接客（修善寺
店・スマイルサービ
ス）

お客様宅にて商品の取り付け・交換・組
立等
・温水洗浄便座の交換・水洗の交換、電
球・ドアノブ等の
　交換、小型収納庫等の組立
・お客様のご自宅の訪問や見積もり
・お客様からの相談対応、アドバイザー

正社員以外 株式会社　カインズ
雇用期間の定めなし (1)9時50分～19時20分

月給 (2)7時00分～2時30分

156,240円～162,750円 (3)6時00分～18時15分

静岡県伊豆市城５４－１
　カドイケ中伊豆店

130

現場管理及びプラン
ト設計

主に地方自治体の焼却プラント及びリサ
イクルプラントの
工事管理及び設計を担当していただきま
す。
・工事現場の施工管理（工程管理、安全
管理）
・書類作成（ワード、エクセル使用）等

正社員 株式会社　キムラ
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

161,000円～200,000円

静岡県伊豆市瓜生野１０
カインズ　修善寺店

129

スーパーマーケット
店員（中伊豆店）

当社スーパーマーケット「カドイケ中伊
豆店」において、
青果、精肉、鮮魚、総菜、フロア（レ
ジ）のいずれかの業務を担当していただ
きます。

・バックヤードでの商品作り

正社員 株式会社　カドイケ
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

静岡県伊豆市柏久保６２７－３－２
Ｆ
株式会社キムラ　伊豆営業所

月給 工事管理経験者優遇

200,000円～400,000円
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 0558-43-2888 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 月他 獣医師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22110- 2338811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-941-5222 従業員数 84人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 6017111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0558-85-0115 従業員数 39人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 5942611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0558-85-0115 従業員数 39人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： なし 時間外 なし

求人番号: 22050- 5943911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0558-72-3210 従業員数 189人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5535211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 0558-72-3210 従業員数 189人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5536511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 5時間

     TEL: 0558-72-2227 従業員数 35人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5954811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0558-83-3200 従業員数 46人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5683411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 0558-83-3200 従業員数 46人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5688111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 15時間

     TEL: 0558-87-0333 従業員数 70人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 5898911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 

     TEL: 0558-87-0333 従業員数 75人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 ホームヘルパー２級 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 5899111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 

     TEL: 0558-87-0333 従業員数 70人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5900311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 0558-87-0333 従業員数 75人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 准看護師 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 5901611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 

月給 (2)8時30分～17時00分 獣医業務３年以上

300,000円～450,000円131

獣医師【伊豆市：さ
くらどうぶつのクリ
ニック】

○小動物診療業務の診察・手術をしてい
ただきます。
　松崎町の「さくら動物病院」にも不定
期で週２～３日程度
　勤務していただきます。
【就業時間】
　基本火～土曜日８時３０分～１９時ま

正社員 株式会社　ＣＨＡＫＲＡ
雇用期間の定めなし (1)8時30分～19時00分

静岡県伊豆市吉奈９８

133

お部屋ご案内係 チェックイン時のお部屋へのご案内、
チェックアウト時のお客様のお見送り
お掃除のお手伝いなど、フロントで業務
のお手伝いを
お願い致します。

正社員 変形（1ヶ月単位） 有限会社　嵯峨沢館
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 接客、接遇経験者優
遇185,000円～300,000円

又は6時30分～22時00

静岡県伊豆市小立野８６

132

レストランサービス
スタッフ（東府や）

【日本料理レストラン】ホールスタッフ
業務

リゾートホテル内にあるレストラン
・夕食　懐石料理　　朝食和食膳ＯＲ洋
食
・案内、オーダー受け

正社員 変形（1年単位） Ｒ＆Ｍリゾート株式会社
雇用期間の定めなし

月給

200,000円～200,000円
又は10時00分～22時00

静岡県伊豆市門野原４００－１

134

フロント フロント業務、フロントでの接客になり
ます。

内容はご到着時のお出迎え、チェックア
ウト時の精算業務、
部屋のメンテナンスのお手伝い、ダイニ
ングの夜のドリンクのお手伝いなどで

正社員 変形（1週間単位非定 有限会社　嵯峨沢館
雇用期間の定めなし (1)7時00分～17時00分

日給

163,800円～163,800円
又は8時30分～17時30

静岡県伊豆市瓜生野１２３

136

クリーニング工場作
業員（本社リネン工
場）

旅館やホテルで使うシーツやユカタ、タ
オルなどを洗濯、乾燥、折り畳む、ク
リーニング工場の工場作業員。
１、旅館やホテルから回収された使用済
みのシーツやユカタ、タオル等を洗濯す
る作業。
２、洗濯、半乾燥されたシーツやタオル

正社員 変形（1年単位） 株式会社モガワ
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)7時00分～16時00分

208,300円～250,000円 (3)8時00分～17時00分

静岡県伊豆市門野原４００－１

135

集配業務（本社） 旅館やホテルで使うシーツやユカタ、タ
オルなどのリネン品を回収し、クリーニ
ングされたリネン品をトラックで届ける
集配作業。
１、配送用トラック（２～４ｔ）で旅館
やホテルに出向き、使用済みのシーツや
ユカタ、タオル、ユニフォーム等を回収

正社員 変形（1年単位） 株式会社モガワ
雇用期間の定めなし (1)6時00分～15時00分

月給 普通自動車免許又は
自動二輪免許（通勤
のため）※公共交通

190,000円～280,000円
又は5時00分～17時00

静岡県伊豆市瓜生野１２３

137

ゴルフ場厨房での調
理

＜ゴルフ場レストランでの調理全般＞
●朝食・昼食・パーティーなどの調理全
般に対応していただきます。
●メニューはつまみ類も入れて１５種類
程度（季節により数種類変更あり）。和
洋中満遍なくあります。
●慣れてきましたら、仕入れ、在庫管

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　修善寺カントリークラブ
雇用期間の定めなし

月給

158,300円～170,000円

静岡県伊豆市冷川１５２１－１０８

139

厨房（調理係） ゴルフ場レストランの厨房にて料理の仕込み、調理、盛り付け、パーティー料理の仕込み、調理などの作業正社員 変形（1年単位） 株式会社　神奈中スポーツデザイン　中伊豆グリーンクラブ
雇用期間の定めなし (1)7時00分～15時20分

月給 (2)7時00分～15時20分

160,000円～210,000円 (3)7時30分～15時50分

静岡県伊豆市日向９６５

138

コース管理課　コー
ス係

・ゴルフ場での芝生の管理作業全般（グリーン刈、芝刈、肥料薬剤　の散布、水撒き）など・機械の管理（芝刈り機、作業車、乗用芝　刈り機）正社員 変形（1年単位） 株式会社　神奈中スポーツデザイン　中伊豆グリーンクラブ
雇用期間の定めなし (1)6時30分～14時50分

月給 (2)16時30分～9時00分

215,000円～275,000円

静岡県伊豆市冷川１５２１－１０８

140

看護師 入院および外来患者の看護業務の仕事で
す。
採血、輸血、点滴等の業務もして頂きま
す。
病床：８０床

※日勤のみの勤務も可能です

正社員 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団同仁会　中島病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給 調理師免許

160,000円～210,000円
又は7時30分～15時50

静岡県伊豆市松ヶ瀬７５

142

医療事務 病院外来の受付事務、カルテ処理、パソ
コン入力
患者案内、電話対応、接客
保険請求業務及び修正業務等

正社員 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団同仁会　中島病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給 (2)16時30分～9時00分 経験者

145,000円～180,000円

静岡県伊豆市松ヶ瀬７５

141

介護スタッフ 入院患者の介護業務
・食事介助
・入浴介助
・排泄介助　他

正社員 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団同仁会　中島病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給 (2)16時30分～9時00分

190,000円～250,000円

静岡県伊豆市松ヶ瀬７５

143

准看護師 入院及び来患者の看護業務の仕事です。
採血、輸血、点滴等もして頂きます。
病床数：８０床

※日勤のみの勤務も可能です
★単身用入居可能住宅あり

正社員 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団同仁会　中島病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給 (2)7時00分～15時30分 一般事務経験

145,000円～145,000円

静岡県伊豆市松ヶ瀬７５
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 0558-99-1234 従業員数 23人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22050- 5604111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0558-72-7272 従業員数 12人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 水日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5915511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 6時間

     TEL: 055-954-1501 従業員数 5人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 メディカルクラーク
（医療事務技能審

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 医療事務資格

求人番号: 22030- 8302211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0558-75-8660 従業員数 70人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5602611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0558-75-8660 従業員数 70人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 介護支援専門員（ケ
アマネージャー）

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5556311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 070-8445-8848 従業員数 5人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日 社会福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 介護福祉士

求人番号: 22050- 6026711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 ホームヘルパー２級

     TEL: 0558-83-3013 従業員数 12人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5925311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 0558-83-3013 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 社会福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり その他の福祉・介護関係資格

求人番号: 22050- 5926611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 03-3274-1126 従業員数 45人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13010-86573611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 03-3274-1126 従業員数 45人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13010-86574911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 0558-99-0248 従業員数 33人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5707311 各種保険： 公災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0558-99-0248 従業員数 33人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5709911 各種保険： 公災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0558-22-9611 従業員数 21人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22110- 2532411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

静岡県伊豆市小下田１９０９

145

医療事務 レセプト入力
窓口業務
レセプト請求

正社員 医療法人　社団　慈仁会　修善寺クリニック
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時00分

月給 (2)8時40分～12時40分

200,000円～310,000円
又は7時45分～18時45

144

看護師・准看護師 医師の指示に基づき、外来患者、透析患者、訪問診療患者の看護業務を行って頂きます。正社員 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団健育会　西伊豆健育会病院附属土肥クリニック
雇用期間の定めなし (1)8時40分～17時40分

月給 (2)8時00分～16時30分 医療機関における医
療事務経験144,440円～152,290円 (3)7時30分～16時00分

静岡県伊豆市柏久保６０９番地

146

医療事務（伊豆赤十
字病院）

当社契約医療機関「伊豆赤十字病院」に
おいて
下記の業務を担当していただきます。

外来業務
・窓口での患者様対応（保険証確認・受
付等）

正社員 交替制あり 株式会社ニチイ学館　沼津支店
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給 医療検定

180,000円～250,000円

静岡県伊豆市湯ケ島９３９番４１

148

介護支援専門員（施
設）／伊豆市

特別養護老人ホーム天城の杜の施設ケア
マネの募集です。
ユニット型と従来型多床室の混同型特養
です。

＜介護支援専門員として下記業務を行っ
ていただきます＞

正社員 社会福祉法人　愛誠会　天城の杜
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)7時00分～16時00分

208,580円～238,060円 (3)10時00分～19時00

静岡県伊豆市小立野１００　
伊豆赤十字病院

147

介護職員（特養）／
伊豆市

＜＜介護職員（特養）の内容として＞＞

特別養護老人ホームに係るスタッフの募
集です。
利用者様の生活に関する援助全般を行っ
ていただきます。
介護業務全般（食事・入浴・排せつ介助

正社員 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　愛誠会　天城の杜
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 障害福祉、介護経験

180,000円～220,000円

静岡県伊豆市湯ケ島９３９番４１

149

生活支援員 障害のある方の生活支援、送迎が主な仕事となります。普通ＡＴ車使用。送迎範囲は伊豆市、伊豆の国市内です。正社員 交替制あり 豊国株式会社　ＹＥＳ
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給 ケアマネージャーと
しての経験があれば
尚可

244,280円～255,800円

静岡県伊豆市本立野５３１－１城山活動支援センター内

151

社会福祉協議会職員
（相談事業兼地域福
祉事業兼一般事務）

相談事業
（資金貸付等の相談事業）
地域福祉事業
（地域福祉の推進に関する業務を地域住
民と共に進めいく事業）

正社員以外 社会福祉法人伊豆市社会福祉協議会
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時15分～17時15分

時給 ヘルパー経験

160,000円～171,200円

静岡県伊豆市湯ケ島３３４－７

150

訪問介護員 ・伊豆市内（修善寺・天城湯ヶ島・中伊豆）の介護を希望するお宅　に訪問し、家事援助や身体介護をする仕事です。正社員以外 社会福祉法人伊豆市社会福祉協議会
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時15分～17時15分

月給

180,000円～250,000円
又は20時00分～8時00

静岡県伊豆市八幡３３－１

152

ナイトフロント／大
江戸温泉物語土肥マ
リン（静岡県伊豆
市）

館内の巡回や施錠、夜間のお客様対応、大浴場清掃（簡易）、チェックアウト準備（ＰＣ入力作業）、その他関連業務をお任せいたします。正社員 変形（1ヶ月単位） 大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツ株式会社
雇用期間の定めなし

時給 相談事業の経験等

148,000円～152,000円

静岡県伊豆市土肥２７９１－４
「大江戸温泉物語　土肥マリンホテ
ル」（当社直営）

154

調理員 施設利用者への給食提供に係る調理、盛付、配膳、食器洗浄、厨房内の清掃等正社員 変形（1ヶ月単位） 駿豆学園管理組合　駿豆学園
雇用期間の定めなし (1)6時00分～15時00分

月給 (2)9時00分～18時00分

190,000円～250,000円
又は11時00分～21時00

静岡県伊豆市土肥２７９１－４
「大江戸温泉物語　土肥マリンホテ
ル」（当社直営）

153

フロント・経理／大
江戸温泉物語土肥マ
リン（静岡県伊豆
市）

接客（チェックイン・チェックアウト業
務）、売上管理やＰＣ入力作業、
取引先業者からの請求書管理をお任せい
たします。

正社員 変形（1ヶ月単位） 大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツ株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)11時30分～20時30

160,700円～257,700円 (3)16時00分～9時00分

静岡県伊豆市小下田２４９２

155

生活支援員 知的障害者（成人）の日常生活の支援
（入浴・排泄・食事等）
創作的活動・生産活動の支援

正社員 変形（1ヶ月単位） 駿豆学園管理組合　駿豆学園
雇用期間の定めなし (1)6時30分～15時30分

月給 (2)9時20分～18時20分

147,900円～236,000円

静岡県下田市河内渡瀬５８２－４
下田支店
　　　　又は
静岡県伊東市吉田北川３９１

月給 (2)9時00分～18時00分 営業経験

221,400円～350,800円 (3)10時00分～19時00

静岡県伊豆市小下田２４９２

156

営業 ・レンタカー、建設機械、各種産業車
両、発電機、
　コンプレッサー・測量機など当社取扱
レンタル
　商品の営業活動新商品の紹介、ＰＲ活
動等
　既存の大手取引先のルート営業が中心

正社員 変形（1ヶ月単位） 太陽建機レンタル　株式会社　下田支店
雇用期間の定めなし (1)7時30分～16時30分
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 0558-22-9611 従業員数 18人

年　　齢: 35歳以下 休　　日： 日祝他 三級自動車整備士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり 中型自動車免許

求人番号: 22110- 2533011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 055-971-7191 従業員数 4人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 １級建築施工管理技
士

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし ２級建築施工管理技士

求人番号: 22050- 5890711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-971-7191 従業員数 4人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 5891811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-987-5541 従業員数 271人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5530611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 055-987-5541 従業員数 271人

年　　齢: 39歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5531911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 055-941-9067 従業員数 6人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 二級建築士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり ２級土木施工管理技士

求人番号: 22050- 5553511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-941-9067 従業員数 6人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水他 二級建築士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 建築ＣＡＤ検定試験２級

求人番号: 22050- 5554411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 宅地建物取引士（旧：宅地建物取引主任者）

     TEL: 055-941-9067 従業員数 6人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水他 二級建築士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 建築ＣＡＤ検定試験２級

求人番号: 22050- 5555011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 インテリアコーディネーター

     TEL: 055-987-2831 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 5680811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 090-1271-7091 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5743111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 055-999-1188 従業員数 9人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 二級建築士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり ２級建築施工管理技士

求人番号: 22050- 5596411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 055-999-1188 従業員数 9人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 １級建築施工管理技
士

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり ２級建築施工管理技士

求人番号: 22050- 5597011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間 一級建築士

     TEL: 0263-50-8351 従業員数 6人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 20020-15917511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

157

整備（サービスス
タッフ）

・レンタカー、建設機械、各種産業車
両、発電機など
　当社取扱レンタル商品の点検・整備
　出張整備・定期自主検査等
　
＊業務上必要な資格費用は会社規程によ
り費用負担します。

正社員 変形（1ヶ月単位） 太陽建機レンタル　株式会社　下田支店
雇用期間の定めなし (1)7時30分～16時30分

月給 現場経験者優遇

315,000円～415,000円

静岡県下田市河内渡瀬５８２－４
下田支店
　　　　又は
静岡県伊東市吉田北川３９１

158

現場管理者 建築事業に関わる施工管理業務をお任せ
いたします。
・現場の安全管理、現場写真の管理、整
理
・ワード、エクセルでの書類作成等です
が、徐々にお仕事をお任せ　していく考
えですので、ご意欲をお持ちであれば未

正社員 変形（1年単位） 有限会社　全建総合工務店
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)9時00分～18時00分

216,400円～330,800円 (3)10時00分～19時00

静岡県三島市鶴喰９－１

160

工事現場の安全管理
（建設業の安全管理
経験者募集）

当社の工事現場を定期的にパトロール
し、事故や災害を未然に防ぐために危険
な点を指導したり、研修や講習の企画運
営を通して現場の安全水準を向上させる
お仕事です。
法令（労働安全衛生法）やルールを上か
ら押し付けるのではなく、現場の社員と

正社員 加和太建設　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 現場経験者優遇

255,000円～305,000円

静岡県三島市鶴喰９－１

159

建築作業員 建築事業に関わる施工管理業務をお任せ
いたします。
・具体的な業務は、新築、リフォーム等
の業者との打ち合わせ、工程、現場作業

正社員 変形（1年単位） 有限会社　全建総合工務店
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

220,000円～280,000円

静岡県三島市文教町１－５－１５

161

工事現場の安全管理
（未経験可）

当社の工事現場を定期的にパトロール
し、事故や災害を未然に防ぐために危険
な点を指導したり、研修や講習の企画運
営を通して現場の安全水準を向上させる
お仕事です。

法令（労働安全衛生法）やルールを上か

正社員 加和太建設　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 建設業の安全管理業
務経験者235,000円～395,000円

静岡県三島市富田町７－２８　青柳ビル２Ｆ

163

営業 ・新築工事営業（パナソニックテクノス
トラクチャーや在来工法）
※モデルルーム有
・基本的には、モデルルーム見学時や現
場見学会時に回収したアン　ケート内容
から訪問先（個人宅、静岡県東部が中
心）を選定する

正社員 変形（1ヶ月単位） 有限会社　大建工匠
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 現場監督経験者の方
は優遇あり200,000円～300,000円

静岡県三島市文教町１－５－１５

162

現場管理 当社が施工する一般住宅やリフォーム・外構工事の現場管理をお願いします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作業工程の計画、現場の安全品質管理、当社協力会社との打ち合わせ、現場でのお客さまとの打ち合わせ等をお願いします。　　　　アフターサービス（定期点検）の対応等もあります。正社員 変形（1ヶ月単位） 有限会社　大建工匠
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 オートＣＡＤ経験者

160,000円～300,000円

静岡県三島市富田町７－２８　青柳ビル２Ｆ

164

設計・コーディネー
ター

パナソニックテクノストラクチャー工法
を用いた住宅会社です。
パナソニックの設計と連携を取りながら
図面作成していきます。
また、お客さまのご要望にあったカタチ
を図面作成していただきます。
＜主な担当業務＞

正社員 変形（1ヶ月単位） 有限会社　大建工匠
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 営業経験者優遇

180,000円～300,000円

静岡県三島市竹倉５０８－１
（集合場所）

166

鳶　土工業 足場工事一式
鉄骨工事一式
土工事一式
材料の運搬　補助
片付け作業
清掃作業

正社員 石井総建
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

日給 経験者（基礎、外
構、土木）
※未経験者でも応募

222,300円～370,500円

静岡県三島市富田町７－２８　青柳ビル２Ｆ

165

土木作業員 土木作業業務をしていただきます。
・建設現場においての作業をしていただ
きます。
・基礎、外構、土木の作業が中心となり
ます。
・作業現場は主に静岡県東部地域となり
ます。

正社員 変形（1ヶ月単位） 有限会社　偕成土木建築
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 大工、補助、施工管
理、現場監督等何ら
かの形で

320,000円～380,000円

静岡県三島市松本５０－７

167

大工 ＊住宅リフォームなどの大工工事をお任
せします。
　具体的には一般住宅の内装工事、木部
修繕工事、
　現場の管理、チェックなどがメインで
す。経験やスキル
　よりも人柄を重視しています。人と接

正社員 株式会社　住工房
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

日給 建設業を経験したこ
とがある245,000円～392,000円

静岡県三島市幸原町１丁目１－１０　銀杏館

169

電気工事見習い、手
伝い（アルバイト）
≪急募≫（静岡）

＊住宅、集合住宅、公共工事、太陽光等
の電気設備工事を行います
＊仕事の範囲は静岡県内及び神奈川県エ
リアです。
＊現場には社有車で行きます。
＊高所作業があります。


正社員以外 株式会社　光信電設
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～18時00分

月給 施工管理、現場監督
などの業務に従事し
た経験があると

380,000円～500,000円

静岡県三島市幸原町１丁目１－１０　銀杏館

168

施工管理 ＊住宅リフォームなどの施工管理をお任
せします。
　具体的には工事の管理、現場チェッ
ク、業者との調整、
　書類の作成等。

＊若手から６０歳代の方も幅広く活躍

正社員 株式会社　住工房
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

静岡県三島市柳郷地２３－１
静岡支店

時給

241,920円～241,920円
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 0263-50-8351 従業員数 4人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 日祝他 第二種電気工事士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 20020-15598211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-977-6606 従業員数 29人

年　　齢: 39歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5909011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 26時間

     TEL: 055-971-2205 従業員数 21人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 １級管工事施工管理
技士

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり ２級管工事施工管理技士

求人番号: 22050- 6011511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 055-971-2205 従業員数 21人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 １級配管技能士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり ２級配管技能士

求人番号: 22050- 6012411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 12時間

     TEL: 055-972-1414 従業員数 27人

年　　齢: 39歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5678311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 055-977-2590 従業員数 25人

年　　齢: 45歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5908411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-977-4420 従業員数 12人

年　　齢: 45歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 6056611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 055-977-4420 従業員数 12人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 6057911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 055-977-7600 従業員数 23人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5997811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 15時間

     TEL: 044-589-1601 従業員数 3人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 14040-15999711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-986-8288 従業員数 12人

年　　齢: 30歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 6044211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 16時間

     TEL: 055-943-5526 従業員数 23人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5665811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0538-37-2811 従業員数 1人

年　　齢: 35歳以下 休　　日： 土日祝他 第二種電気工事士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22090- 7724511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 30時間

日給 電気工事業務の経験

200,016円～280,800円170

電気工事士≪急募≫
（静岡）

＊住宅、集合住宅、公共工事、太陽光等
の電気設備工事を行います
＊仕事の範囲は静岡県内及び神奈川県内
エリアです。
＊現場には社有車で行きます。
＊高所作業があります。　　
＊体力を要します。

正社員 株式会社　光信電設
雇用期間の定めなし (1)8時00分～18時00分

静岡県三島市多呂１１１－６

172

現場管理 一般住宅から官庁施設の配管工事及び配
水本管工事（インフラ）・リフォーム工
事を中心とした業務をしていただきま
す。
・若年者で実務経験が不足しても、入社
後に指導いたします。
・業務を行うために社用車を運転しま

正社員 変形（1年単位） 片野設備　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

215,000円～400,000円

静岡県三島市柳郷地２３－１
「株式会社光信電設　静岡支店」

171

現場作業・施工管
理・電気通信工・電
気工

★携帯電話無線基地局工事、高速道路な
どでの道路情報設備工事、　光ファイ
バーケーブル工事など、現在の情報化社
会に不可欠な通　信インフラ工事を日々
行っています。
★未経験者でも入社してから資格取得、
現場での経験を積み重ねる　ことが可能

正社員 変形（1年単位） 株式会社　田中通信電設
雇用期間の定めなし (1)7時30分～17時30分

月給 配管工経験

200,000円～400,000円

静岡県三島市大宮町３丁目３－１２

173

配管工（給排水衛生
配管工事）

一般住宅から官庁施設の配管工事及び配
水本管工事（インフラ）・リフォーム工
事を中心とした業務をしていただきま
す。
・若年者で実務経験が不足しても、入社
後に指導いたします。
・業務を行うために社用車を運転しま

正社員 変形（1年単位） 片野設備　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 現場管理の実務経験
者（優遇）230,000円～550,000円

静岡県三島市谷田１３０１－１

175

銑鉄鋳物製造業（鋳
物工）

砂を用いて鋳型を造型する作業となりま
す。
主に工作機械用部品の鋳物を製造してお
ります。

※未経験の場合、先輩社員が指導致しま
す。

正社員 変形（1ヶ月単位） 野木鋳造株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

184,000円～316,000円

静岡県三島市大宮町３丁目３－１２

174

営業および施工管理 ～官公庁へのルート営業～地域の快適な
水環境づくりを支える仕事
　です。
〇県内官公庁へのルート営業
（１）設置済み水道ポンプ等の保守点検
（２）見積り作成
（３）受注

正社員 変形（1年単位） 株式会社　二和工業商会
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

193,200円～254,200円

静岡県三島市御園３１－５

176

事務 ・作業指示書、納品書、請求書の作成
等、電話応対、接客
※上記内容に付帯する業務もあります。

正社員 株式会社セイコー高周波
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時15分

月給

182,000円～252,000円

静岡県三島市長伏１７０－６

178

機械組立・仕上工及
び旋盤・フライス盤
加工

食品機械製造に係わる金属加工
旋盤・フライ盤による加工
製品の仕上げ加工
製品の点検及び整備（日本各地出張有）
上記内容に付帯する業務になります。

正社員 変形（1ヶ月単位） 三丸機械工業　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時00分

月給

193,200円～254,200円

静岡県三島市長伏１７０－６

177

事務（契約社員） ・作業指示書、納品書、請求書の作成
等、電話応対、接客
※上記内容に付帯する業務もあります。

正社員以外 株式会社セイコー高周波
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時15分～17時15分

月給

200,000円～380,000円

静岡県三島市長伏１５５－１３

179

営業（三島市）／未
経験者歓迎

・温泉施設、プール施設から要望に合っ
た見積を作成する仕事です
・設備事務所、管材商社へのＰＲ
＊土地勘のある方優遇。営業エリアは隣
県まで
※目標はありますが減給などのノルマは
ありません。

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ショウエイ
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 旋盤・フライス盤経
験者優遇180,000円～310,000円

静岡県三島市平成台４６番地

181

機械オペレータ（マ
シニングセンター、
放電加工等）

マシニングセンター、旋盤、ワイヤー加
工、放電加工、研磨加工等の業務を行う
機械加工を担当してもらいます。
電子部品製造装置、半導体製造、検査装
置等の部品加工がメインになります。
製作するアイテム種類が多く、セッティ
ングや工程管理等の知識や経験が必要な

正社員 株式会社　ｌｏｖｅ　ｐｒｅｃｉｓｉｏｎ
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時30分

月給

178,000円～248,000円

静岡県三島市西若町５－１１
当社「静岡営業所」

180

大型工作機械の組
立、仕上業務

製造組立グループにて、大型研磨機の組
立に関わる業務を担当して頂きます。
（主な業務）
組立、仕上、品揃え、出荷等

正社員 神芝エンジニアリング株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

246,013円～270,614円

静岡県三島市萩１６

182

サービスエンジニア
職

　老人ホームなど介護施設等を訪問し入
浴装置の設置・修理・メンテナンスなど
を行います。
　当社の製品をご利用頂く施設への設置
作業、製品トラブルへの対応及び修理、
定期点検作業、長く安全にお使い頂く為
の操作や管理に関するご説明などが主な

正社員 株式会社　アマノ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 経験者優遇

180,000円～500,000円

静岡県三島市内

14/25



【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 055-991-5544 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5993611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-991-5544 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5995111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-977-5151 従業員数 82人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝 ウェブデザイン技能
士

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5817811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 11時間

     TEL: 0545-30-6116 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22100- 7654611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 042-548-1511 従業員数 5人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13150-16653411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 042-548-1511 従業員数 5人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13150-16657911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 042-548-1511 従業員数 5人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13150-16658111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 055-977-1203 従業員数 18人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5895011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 055-977-1211 従業員数 34人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5843411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 055-975-2714 従業員数 100人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： なし 時間外 あり

求人番号: 22050- 5831111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 055-984-1501 従業員数 110人

年　　齢: 60歳以上 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5621711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 30時間

     TEL: 055-984-1501 従業員数 57人

年　　齢: 62歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： なし 時間外 あり

求人番号: 22050- 5643011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 60時間

     TEL: 055-973-9488 従業員数 10人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 ８トン限定中型自動
車免許

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり 中型自動車免許

求人番号: 22050- 5979111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間 フォークリフト運転技能者

静岡県三島市一番町１８－２２

184

【在宅勤務】カスタ
マーサクセス

【在宅勤務なので全国どこからでもご応
募可能】
・当社サービスの利用者に対するテクニ
カルサポート
・オンライン広告承認及び運用
・各アナリティクス機能を活用した分析
改善

正社員以外 株式会社　Ｇｅｏｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 Ｗｅｂコーディング
経験５年以上
Ｗｅｂサイト制作で

168,000円～168,000円183

【Ｗｅｂコーダー／
完全在宅勤務】マー
ケティングにも挑戦
可

※副業はお断りしております。

■Ｗｅｂサイト制作での「コーディング
作業」
・ＨＴＭＬ、ＣＳＳ（Ｓａｓｓ）コー
ディング
・ＪａｖａＳｃｒｉｐｔコーディング

正社員以外 株式会社　Ｇｅｏｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時30分

月給 コーディングＵＩデ
ザインやユーザビリ
ティに

192,000円～194,500円

静岡県三島市一番町１８－２２

185

ＷＥＢデザイナー ◆コーポレートサイトの構築
自社Ｗｅｂサイトの運用・構築を行うお
仕事です。
Ｗｅｂサイトは企業ブランディング、
マーケティング支援を目的と
しておりますので、該当する知識、経験
をお持ちの方は歓迎いた

正社員 株式会社アイティエス
雇用期間の定めなし (1)8時45分～17時30分

時給 ・Ｅｘｃｅｌ操作
（関数、フィル
ター、ピボット、マ

168,000円～168,000円
又は8時30分～17時30

静岡県三島市多呂５２
株式会社精工製作所

187

Ｊａｖａ開発エンジ
ニア［要経験］三島
市

ＥＣサイト構築
ＷＥＢシステムのフロントｏｒバックエ
ンド開発
アプリ開発など

正社員 株式会社　テイルウィンドシステム
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

時給

182,157円～182,157円

静岡県三島市梅名４２７－１

186

（派）部品の目視検
査

自動車部品を製造している工場でのお仕
事です。

お任せするお仕事は、部品の目視検査に
なります。
自動車や産業機械に使われる金属部品
に、

有期雇用派遣労働者 株式会社　アイ・ブロード
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時00分～16時50分

月給 Ｊａｖａを使用した
システム開発経験１
年以上

260,000円～410,000円

静岡県三島市本町１－２　静岡不動
産三島ビル４階
（当社支店）

188

テスト設計・テスト
シナリオ作成［要経
験］三島市

アプリケーションテスト設計、テストシ
ナリオ作成
ＰＯＳシステムに関わったことのある方
歓迎！

正社員 株式会社　テイルウィンドシステム
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 Ｊａｖａを使用した
システム開発経験１
年以上

260,000円～410,000円

静岡県三島市本町１－２　静岡不動
産三島ビル４階
（当社支店）

190

線路保守係 鉄道の線路保守、点検、補修等の保線業務 正社員以外 変形（1ヶ月単位） 伊豆箱根鉄道　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～16時50分

月給 プロジェクトリー
ダーの経験260,000円～410,000円

静岡県三島市本町１－２　静岡不動
産三島ビル４階
（当社支店）

189

プロジェクトリー
ダー［要経験］三島
市

３名～５名のプロジェクトです。メン
バーの進捗管理、課題管理、ソースレ
ビュー、エンド顧客との仕様調整等を
行っていただきます。

正社員 株式会社　テイルウィンドシステム
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 自動車整備士・車体
修理従事経験179,000円～247,000円

静岡県三島市大場３００

191

自動車整備士又は車
体修理（鈑金塗装
工）

貸切バス・乗合バス車両及び一般車両の
整備、修理並びに整備管　　理に従事す
る。

・自動車整備士
　　車検、点検、不具合の検査、修理


正社員 変形（1ヶ月単位） 伊豆箱根バス株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)8時00分～16時45分 土木関係業務経験者
歓迎
鉄軌道の線路保守・

172,000円～220,000円 (3)22時00分～6時50分

静岡県三島市南二日町１－３５

193

隔日勤務タクシー乗
務員（ドライバー）
三島営業所

○移動を通じて市民を支える仕事です。
　仕事の基本はお客さまを目的地まで快
適で安全にお届けすること　です。静岡
県東部で最大のタクシー事業者です。法
人のお客さま　やリピーターのお客さま
からの電話による予約が多く、給与も安
定しております。

正社員 変形（1ヶ月単位） 伊豆箱根交通株式会社
雇用期間の定めなし (1)6時00分～2時30分

月給 (2)6時00分～15時00分 運転業務全般または
接客業務で経験があ
れば尚可

160,000円～350,000円 (3)7時00分～15時00分

静岡県三島市大場３００番地

192

タクシードライバー タクシー運転業務となります。
・二種免許養成制度あり
　（養成費用会社負担）
　（養成期間中、日当あり）
・全車オートマチック車、カーナビ付き
　（土地勘が無くても対応可能）
・女性ドライバー活躍中

正社員 変形（1ヶ月単位） 富士急静岡タクシー　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時00分

月給

156,240円～162,750円

静岡県三島市大場２８９
三島営業所

194

タクシー乗務員（女
性専用）沼津・三
島・熱海・伊豆市他

○移動を通じて市民を支える仕事です。
　仕事の基本はお客さまを目的地まで快
適で安全にお届けすること　です。静岡
県東部で最大のタクシー事業者です。法
人のお客さま　やリピーターのお客さま
からの電話による予約が多く、給与も安
定しております。

正社員 変形（1ヶ月単位） 伊豆箱根交通株式会社
雇用期間の定めなし (1)6時00分～18時15分

月給 (2)7時00分～2時30分

156,240円～162,750円 (3)6時00分～18時15分

静岡県三島市平田４７－３

日給 運送経験あれば尚可
です157,766円～157,766円

静岡県沼津市大岡１８６８－４（沼
津営業所）
静岡県三島市大場２８９（三島営業
所）

195

運送業 ４Ｔトラックによるお仕事です。
＊平均２６０，０００～３２０，０００
円見込み＊

運行エリア　中京（愛知県周辺）～関東
間
　　　　　　年数回、遠距離運行可能性

正社員 変形（1ヶ月単位） 有限会社　岩崎運送
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 055-921-3241 従業員数 19人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 フォークリフト運転
技能者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030- 8093611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-921-3241 従業員数 19人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 フォークリフト運転
技能者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22030- 8095111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-921-3241 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 フォークリフト運転
技能者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030- 8144411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-921-3241 従業員数 9人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 フォークリフト運転
技能者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22030- 8145011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 

     TEL: 055-921-6131 従業員数 24人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 日祝他 二級自動車整備士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030- 8268311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 

     TEL: 055-977-5541 従業員数 38人

年　　齢: 30歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5912711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 055-977-7575 従業員数 11人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5920811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 5時間

     TEL: 080-4842-8404 従業員数 5人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5819511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 0時間

     TEL: 055-935-5575 従業員数 43人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22030- 8705711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 054-282-8311 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22010-23190611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 

     TEL: 054-282-8311 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22010-23194811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-977-7750 従業員数 3人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5745811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-86-1080 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 薬剤師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 6037511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

196

倉庫作業（フォーク
リフトオペレー
ター）

当社請負先三島市内食品工場において、
・フォークリフトで製品の積み込み作業
・原材料の供給及び受け入れの荷役作業
・モニターチェック作業
以上が主な業務となります


正社員以外 変形（1年単位） 平和みらい株式会社　沼津支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～16時00分

時給 フォークリフトの実
務経験167,200円～250,800円

静岡県三島市南二日町１１－５０　　　　　　　　　　　　　　　森永製菓（株）

197

倉庫作業（フォーク
リフトオペレー
ター）

当社請負先三島市内食品工場において、
・フォークリフトで製品の積み込み作業
・原材料の供給及び受け入れの荷役作業
以上が主な業務となります


正社員以外 変形（1年単位） 平和みらい株式会社　沼津支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

時給 (2)14時00分～23時00 フォークリフトの実
務経験200,640円～267,520円 (3)22時30分～7時30分

静岡県三島市南二日町１１－５０
　森永製菓（株）三島工場

199

現場事務 当社請負先三島市内食品工場において、
・ＰＣ端末での出荷伝票の作成
・輸送業者の手配
・外部倉庫の手配　が主な業務となりま
す。
フォークリフトでの作業（製品の積込
み、原材料をおろす）も行ってもらいま

正社員 変形（1年単位） 平和みらい株式会社　沼津支店
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給 フォークリフトの実
務経験200,640円～250,800円

静岡県三島市南二日町１１－５０　　　　　　　　　　　　　　　森永製菓（株）

198

倉庫作業（フォーク
リフトオペレー
ター）

当社請負先三島市内食品工場において、
・フォークリフトで製品の積み込み作業
・原材料の供給及び受け入れの荷役作業
・ラベル作成（パソコンでのデータ入力
程度）とラベル貼り　作業
以上が主な業務となります

正社員以外 変形（1年単位） 平和みらい株式会社　沼津支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～16時00分

月給

197,600円～250,000円

静岡県三島市南二日町１１－５０　　　　　　　　　　　　　　　森永製菓（株）

200

技術職 当社、沼津三島営業所において下記の業
務を担当していただきます
＊建設機械　産業機械の修理　整備　
＊その他付随する業務

正社員 変形（1年単位） 株式会社片岡屋
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 フォークリフトの実
務経験200,640円～250,800円

静岡県三島市松本１６０－１

202

総務事務 ・勤怠管理
・カタログ、事務用品等発送
・郵便局等への外出業務（社有車（ＡＴ
車）使用）
・営業所経費管理
・倉庫の書類管理　・各種書類整理
・電話、来客応対　・ＰＣデータ入力

正社員 アオイ工販株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)13時00分～21時30

171,000円～220,600円

静岡県三島市松本２８０－１
　沼津三島営業所

201

鋼材切断・入出荷作
業

倉庫内現場作業チームにて、各種ステン
レス鋼材料・チタン材料の入荷・切断・
出荷作業を担当していただきます。

作業に必要な３つの資格（クレーン運転
技能、玉掛技能、フォークリフト運転技
能）は未所持の方は全て入社後に会社費

正社員 交替制あり 株式会社　ＵＥＸ　三島スチールサービスセンター
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時45分

月給

220,000円～258,000円
又は11時00分～20時00

静岡県三島市長伏１３９－１

203

携帯販売、携帯イベ
ント、家電量販内携
帯、通信回線契約代
行

携帯ショップなどで販売の補助や操作の
ご案内やお客様に対して最適なプランを
提案するお仕事です。
身近にあるスマートフォンの知識を身に
付けたりととにかくやりがいを感じられ
るお仕事です。
また、携帯ショップだけでなく家電量販

正社員 交替制あり 合同会社ＬｉｎｋＳ
雇用期間の定めなし (1)10時00分～19時00

月給

172,000円～229,000円

静岡県三島市北田町３－５８
　カドイケ三島田町店

205

（請）調理師／三島
市

入所者様への食事の調理業務です。
調理及び盛付
食器及び使用した器具の洗浄・消毒
調理室の洗浄など

＊最大約１７０食を７名のスタッフで提
供

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 富士産業　株式会社　静岡事業部
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)5時00分～14時00分

月給

161,000円～200,000円

静岡県三島市三恵台３２－２

204

スーパーマーケット
店員（三島田町店）

当社スーパーマーケット「カドイケ三島
田町店」において、青果、精肉、鮮魚、
惣菜、フロア（レジ）のいずれかの業務
を担当していただきます。

・バックヤードでの商品作り
・店での商品の陳列

正社員 株式会社　カドイケ
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給 (2)10時30分～19時30

136,950円～142,500円

静岡県三島市字エビノ木４７４５番
地
　社会福祉法人　見晴学園

206

（請）調理補助／三
島市

入所者様への食事の調理補助業務です。
調理補助及び盛付
食器及び使用した器具の洗浄・消毒
調理室の洗浄など

＊最大約１７０食を７名のスタッフで提
供

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 富士産業　株式会社　静岡事業部
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)5時00分～13時30分

時給 (2)10時30分～19時30 調理師経験

189,200円～206,400円

静岡県三島市安久６５３－８

208

薬剤師 薬局内での調剤及び患者（顧客）様への薬剤の説明。及び関連する業務。正社員 有限会社ユーアイ
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時00分

月給 経験者優遇

250,000円～350,000円

静岡県三島市字エビノ木４７４５番
地
　社会福祉法人　見晴学園

207

小売業 工作機械の販売　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金属加工部品の販売　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当社は４名と少ないメンバーで働いています。そのため細かい指示だしやマニュアルなどはありません。どうすれば目的達成が出来るのか、自ら率先して考え、創意工夫しながら挑戦してくれる方を募集します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★☆★　急　募　★☆★正社員 有限会社　ショーワテクノ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

静岡県三島市一番町１５－２１
マスダビル２階

月給 社会人経験があれば
なお良300,000円～500,000円

又は8時00分～17時00
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 0558-73-1699 従業員数 13人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5949411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0558-73-1699 従業員数 5人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 薬剤師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5950611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-975-4414 従業員数 11人

年　　齢: 35歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5661611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 30時間

     TEL: 054-280-0066 従業員数 9人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 介護職員実務者研修修了者

求人番号: 22010-22643511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間 介護職員初任者研修修了者

     TEL: 054-280-0066 従業員数 9人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22010-22647611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 0422-36-8848 従業員数 5人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 水木 宅地建物取引士
（旧：宅地建物取引

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13170-15370611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 042-461-6444 従業員数 15人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 一級建築士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 二級建築士

求人番号: 13170-14332211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間 １級建築施工管理技士

     TEL: 042-461-6444 従業員数 15人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13170-14007811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 055-983-3933 従業員数 2人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 他 宅地建物取引士
（旧：宅地建物取引

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5998211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 053-421-6816 従業員数 20人

年　　齢: 35歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22020-20692611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 055-973-1584 従業員数 7人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 6007611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-977-6500 従業員数 10人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝他 測量士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5756411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-977-6500 従業員数 10人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝他 その他の土木・測量
技術関係資格

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5757011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

月給

250,000円～380,000円209

営業 薬局運営全般及び取引先との折衝が主な
仕事になります。

＊利用者様との間での各契約締結。
＊取引先との折衝
＊医療機関、高齢者施設、介護支援専門
員（ケアマネージャー）との連携。

正社員 交替制あり エイコー株式会社　若葉薬局
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

静岡県三島市梅名２８４－２７

211

ガソリンスタンドス
タッフ

・当ガソリンスタンドに来店されたお客
様の車への給油等の接客業務
・洗車、タイヤ空気圧の点検などのサー
ビス業務、車検等の受付業務　などのガ
ソリンスタンドでの業務全般。
・車関連商品の販売。

正社員 伊　伝　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

年俸制 (2)9時00分～13時00分

400,000円～666,666円

静岡県三島市寿町３－３８

210

薬剤師 ＜＜薬剤師の仕事内容として＞＞
　
・在宅（高齢者施設）

正社員 エイコー株式会社　若葉薬局
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 (2)9時00分～18時00分

194,500円～202,000円

静岡県三島市南田町３－２７

212

デイサービス介護職
員／三島市

地域密着型デイサービス（定員１０名）
です。
・介護業務（食事、入浴等の介助、見守
り、歩行訓練、レクリエーションなど）
・送迎（軽・普通車使用。市内）
・主に日勤。夜勤も入る可能性あり。


正社員 変形（1ヶ月単位） サガミシード　株式会社　本部
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

174,700円～222,800円
又は8時00分～20時00

静岡県三島市青木２１１－１２
サガミシード株式会社
介護事業部　樹楽団らんの家　三島
青木

214

不動産営業（三島営
業所）要普免／三島
市

※分譲住宅市場　日本一の飯田グループ
ホールディングス株式会社
　の中核会社である株式会社飯田産業で
戸建住宅・マンションなど
　の営業に従事いただきます。



正社員 高卒以上 株式会社　飯田産業
雇用期間の定めなし (1)10時00分～19時00

月給 (2)9時00分～18時00分

199,500円～207,000円 (3)18時00分～8時00分

静岡県三島市青木２１１－１２
サガミシード株式会社
介護事業部　樹楽団らんの家　三島
青木

213

デイサービス生活相
談員／三島市

地域密着型デイサービス（定員１０名）
です。

・相談業務（家族やケアマネジャーとの
相談）
・事務業務（サービス計画表作成など）
・一部介護業務　など

正社員 変形（1ヶ月単位） サガミシード　株式会社　本部
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 １．施工管理の実務
経験３年以上
２．マネジメント経

402,072円～420,979円

静岡県三島市幸原町１－１３－２０
井出ビル
当社「三島営業所」

215

【所長候補】建築施
工管理／三島営業所

■新築木造戸建住宅の施工管理
着工～竣工までの各工程において、下記
一連の業務をお願いします

・工事スケジュールの管理
・業者手配
・資材発注

正社員 株式会社アーネストワン
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

210,000円～400,000円

静岡県三島市芝本町１－１　三島Ｎ
Ｋビル
「三島営業所」

217

店舗接客（ルームア
ドバイザー）

アパマンショップの店舗スタッフとし
て、お客様のお部屋探しをサポートして
頂きます。
【業務例】
・賃貸物件のご紹介、ご案内
・インターネットや電話反響の応対
・物件写真撮影、看板設置

正社員 変形（1年単位） 株式会社　アーネスト
雇用期間の定めなし (1)9時30分～18時30分

月給 ※施工管理の実務
※３５歳未満は経験
不問

277,292円～441,146円

静岡県三島市芝本町１－１　三島Ｎ
Ｋビル
「三島営業所」

216

建築施工管理／三島
営業所

■自社物件の建築施工管理

※施工業者の手配及び管理
（予算、施工の精度・検査、工程、安
全）のほか、
　定期点検やアフターフォロー等の実
施。

正社員 株式会社アーネストワン
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

195,000円～275,000円

静岡県三島市南田町２－３１

218

ルート営業（三島仮
設営業所）

自社で取り扱うレンタル用仮設足場など
を、建設業者様の会社や現場事務所を訪
問し、借りてもらうようＰＲするお仕事
です。

営業範囲：静岡県東部地区


正社員 変形（1年単位） 大興産業　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)9時00分～18時00分

210,000円～400,000円

静岡県三島市谷田３９９－１

220

測量補助 ・測量全般及び測量補助をお願いします。 正社員 変形（1年単位） 東亜測量設計　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

251,000円～420,000円

静岡県三島市八反畑１３８－１
【三島仮設営業所】

219

住宅基礎工事 住宅の基礎工事
掘削、鉄筋、生コン打設、型枠、整地を
行います。

正社員 変形（1年単位） 有限会社　吉田建設
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 公共事業の土木設計
経験者410,000円～520,000円

静岡県三島市松本８－２

221

土木設計 ・官公庁の土木設計業務
・主に道路、橋梁、河川等の設計をお願
いします。
・各種ＣＡＤを使用します。

正社員 変形（1ヶ月単位） 東亜測量設計　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 測量士

200,000円～250,000円

静岡県三島市松本８－２

17/25



【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 055-977-1488 従業員数 21人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5768111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-971-3071 従業員数 10人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 二級建築士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5687911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 03-6833-5064 従業員数 16人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13040-90057811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-6833-5064 従業員数 17人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13040-89185911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 052-222-7377 従業員数 17人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 23020-54366711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 052-222-7377 従業員数 17人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 栄養士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 23020-54368211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 03-6833-5064 従業員数 17人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13040-88844711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0422-36-6788 従業員数 8人

年　　齢: 18歳～44歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13170-14146511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 25時間

     TEL: 055-988-8468 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 6039011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-981-2248 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 月他 美容師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5973511 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-981-2248 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 月他 美容師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5974411 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 03-6418-9186 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 美容師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13070-54804611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-988-0600 従業員数 28人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり その他のサービス関係資格

求人番号: 22050- 6004411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

静岡県三島市大場３１１－１

223

建築技術者 ＜＜建築技術者の業務内容として＞＞

※建築設計（意匠）・監理補助
※定期調査業務
※現場監理業務
※新築、改修設計業務
※作図ソフトはＪＷＷ　ＣＡＤを使用し

正社員 株式会社　植野建築設計事務所
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

200,000円～220,000円222

営業事務職 営業部署において、以下の業務を行って
もらいます。
・入札、契約に関する事務
・パソコンを使用して入札書、契約書類
等の作成
・委託設計額の積算
・電話対応

正社員以外 高校卒業以上 鈴木設計　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

月給

190,000円～210,000円
又は22時00分～9時00

静岡県三島市青木９３－２

224

接客・調理／１国三
島谷田店

深夜契約社員として、２２時～９時の時
間帯で、
（１）接客（２）調理（３）清掃（４）
金銭管理（５）棚卸
（６）店舗スタッフの教育（７）アルバ
イトの面接
などを行って頂くお仕事です。

正社員以外 株式会社　すき家
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給 設計の経験が無くて
も、施工図や現場監
督の経験の有る方も

240,000円～330,000円

静岡県三島市徳倉９１０－２

226

調理師（請）／三島
市

２０２１年４月新規オープン。
病院・福祉施設内での食事サービス提供
業務。
現地厨房にて、食事の調理、盛りつけ、
食材の下処理等をお任せします。
朝昼夕と食事の提供時間が決まっている
ため、規則正しく働けます。

正社員以外 日清医療食品　株式会社　名古屋支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)5時00分～14時00分

月給

190,000円～210,000円
又は22時00分～9時00

静岡県三島市谷田６０－１

225

接客・調理／三島徳
倉店

深夜契約社員として、２２時～９時の時
間帯で、
（１）接客（２）調理（３）清掃（４）
金銭管理（５）棚卸
（６）店舗スタッフの教育（７）アルバ
イトの面接
などを行って頂くお仕事です。

正社員以外 株式会社　すき家
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給 (2)8時30分～17時30分 経験者歓迎

173,000円～207,600円 (3)9時00分～18時00分

静岡県三島市谷田字藤久保２２７６
三島総合病院・老健
内　当社事業所

227

栄養士（請）／三島
市

病院での食事サービス提供業務
現地厨房にて、献立、発注、検品、配膳
チェック、簡単なパソコン操作をお任せ
します。

仕事内容の詳細については、面接時に事
業所担当者から説明があります。

正社員以外 交替制あり 日清医療食品　株式会社　名古屋支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)5時00分～14時00分

月給 (2)8時00分～17時00分

173,000円～207,600円

静岡県三島市安久１４６－３

229

正社員店舗スタッフ
（魚民　三島広小路
駅前店）

１．居酒屋「白木屋」「魚民」「山内農
場」「目利きの銀次」等
　　での接客・調理・マネジメント
　　◆接客…オーダー受けや料理提供、
会計等
　　◆調理…揚げ物や焼き物等、簡単な
調理から開始

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　モンテローザフーズ
雇用期間の定めなし (1)15時00分～0時00分

月給

190,000円～210,000円
又は22時00分～9時00

静岡県三島市谷田２２７６
三島総合病院　老健
内　当社事業所

228

接客・調理／１３６
号三島店

深夜契約社員として、２２時～９時の時
間帯で、
（１）接客（２）調理（３）清掃（４）
金銭管理（５）棚卸
（６）店舗スタッフの教育（７）アルバ
イトの面接
などを行って頂くお仕事です。

正社員以外 株式会社　すき家
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給 営業、販売経験があ
る方120,000円～311,000円

又は9時00分～18時00

静岡県三島市広小路町９－１６　ク
ボタビル１階
「魚民　三島広小路駅前店」

230

営業 国内では富士の天然水「富士山ブルー」
を宅配や業者卸し等を主な販売先として
営業しております。
新規の取引先の開拓
販路拡大の為のイベント企画

正社員以外 株式会社ＫＩＮＡＪＡＰＡＮ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給 (2)19時00分～1時00分

208,300円～278,000円 (3)10時00分～23時00

静岡県三島市玉川３４１

232

美容師アシスタント 美容師業務全般
・接客及び美容業務（カット、パーマ、
カラー等）
・清掃、準備、片付け、器具の洗浄等

正社員 変形（1ヶ月単位） 美容学校 ａｄｖａｎｃｅ　ＲＯＮ’Ｚ
雇用期間の定めなし (1)9時30分～19時00分

月給 (2)9時00分～18時00分 美容師

180,000円～300,000円

静岡県三島市萩７２０－１２　１０３

231

美容師 美容師業務全般
・接客及び美容業務（カット、パーマ、
カラー等）
・清掃、準備、片付け、器具の洗浄等

正社員 変形（1ヶ月単位） 美容学校 ａｄｖａｎｃｅ　ＲＯＮ’Ｚ
雇用期間の定めなし (1)9時30分～19時00分

月給

195,000円～270,000円

静岡県三島市玉川３４１

233

美容師（ＱＢハウス
日清プラザ店）

★２０２１．８月２０日　ＮＥＷ　ＯＰ
ＥＮ！

オープニングスタッフとして、
お客様へのヘアカット、及び接客サービ
スを行っていただきます。


正社員 変形（1ヶ月単位） キュービーネット株式会社
雇用期間の定めなし

月給 (2)9時00分～18時00分 美容師

163,000円～178,000円

静岡県三島市徳倉１１９５番地

月給 (2)12時00分～21時00 ＰＣ操作、ＷＥＢ検
索、文字入力などが
できる方

180,000円～350,000円

静岡県三島市中田町９番３０号　
日清プラザ１階

234

レストラン　ホール
業務

温浴施設内のレストラン、休憩スペース
にて、
〇ホールサービス作業
　・接客サービス
　・ドリンク提供
　・ホール全般の作業　など

正社員 交替制あり 湯郷　三島温泉
雇用期間の定めなし (1)10時00分～19時00
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 055-988-0600 従業員数 28人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり その他のサービス関係資格

求人番号: 22050- 6005011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-988-0600 従業員数 28人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり その他のサービス関係資格

求人番号: 22050- 6006311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-988-0600 従業員数 28人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり その他のサービス関係資格

求人番号: 22050- 5953711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-977-1181 従業員数 4人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝 中型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5740311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 090-9909-2040 従業員数 15人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 5733611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-971-5507 従業員数 320人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 第二種電気工事士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5948511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-971-5507 従業員数 320人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 薬剤師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5755511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-986-3337 従業員数 157人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 木日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5664711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 055-986-1075 従業員数 177人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22050- 5549911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 055-986-1075 従業員数 177人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 理学療法士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5550711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 055-986-1075 従業員数 177人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 作業療法士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5551811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 055-984-3222 従業員数 13人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： なし 時間外 あり

求人番号: 22050- 5922511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 055-977-8915 従業員数 20人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22050- 5603911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

235

レストラン　店長
（主任）

温浴施設内のレストランにて、
〇レストラン業務　全般
　・ホール、キッチン業務
　・店舗売上、経費管理　（ＰＣ入力）
　・発注、在庫管理　など

正社員 交替制あり 湯郷　三島温泉
雇用期間の定めなし (1)10時00分～19時00

月給 (2)12時00分～21時00 ＰＣ操作、ＷＥＢ検
索、文字入力などが
できる方

180,000円～350,000円

静岡県三島市徳倉１１９５番地

236

温浴施設　マネー
ジャー

温浴施設内のフロントをはじめ、館内の
マネージメントを行います。
・フロント業務
・接客サービス
・従業員シフト管理
・営業管理　など

正社員 交替制あり 湯郷　三島温泉
雇用期間の定めなし (1)10時00分～19時00

月給 (2)12時00分～21時00 ＰＣ操作、ＷＥＢ検
索、文字入力などが
できる方

180,000円～350,000円

静岡県三島市徳倉１１９５番地

238

一般貨物自動車運送
事業

酒卸問屋から近隣市町にある酒屋への配送業務 正社員 ヘイワツーリスト株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)12時00分～21時00 ＰＣ操作、ＷＥＢ検
索、文字入力などが
できる方

180,000円～350,000円

静岡県三島市徳倉１１９５番地

237

レストラン　キッチ
ン業務

温浴施設内のレストランにて、
〇調理全般作業
　・調理人（調理・盛り付け、仕込みな
ど）調理全般の作業
　・レストラン管理業務
　　　（発注・在庫管理、メニュー考
案、原価率管理など）

正社員 交替制あり 湯郷　三島温泉
雇用期間の定めなし (1)10時00分～19時00

月給 (2)9時00分～18時00分

215,000円～215,000円

静岡県三島市梅名３１６－４

239

子ども英会話イベン
トサポートスタッフ

子ども英会話教室「ペッピーキッズクラ
ブ」が商業施設など
で開催する「無料体験レッスン」のＰ
Ｒ、イベントの企画・
運営をお願いします。
・商業施設での教室ＰＲ活動
・無料体験レッスンのサポート業務（お

正社員以外 変形（1ヶ月単位） アイトップス株式会社　三島支社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)11時00分～20時00

月給

220,000円～250,000円

静岡県三島市緑町１－３

241

三島中央病院　薬剤
師

三島中央病院内における薬剤師業務 正社員 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団志仁会
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

170,575円～280,800円

静岡県三島市文教町１丁目９‐１０
三島北口ビル２Ｆ　Ｂ室

240

三島中央病院　営
繕・施設管理

病院、各施設の空調設備、電気設備、
給排水設備などの管理、保守点検、修理


正社員 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団志仁会
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

年俸制 病院での医事課長経
験３年以上または主
任経験５年以上（診

500,000円～625,000円

静岡県三島市緑町１－３

242

医事課長（療養担当
規則、施設基準、診
療報酬管理など）

精神科病院における事務業務の責任者
（課長）
医療法、健康保険法、医師法、薬事法、
精神保健福祉法などの各関係法令と、療
養担当規則、診療報酬点数表、施設基準
などの管理・運用を行う業務

正社員 医療法人社団形外会　三島森田病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給

306,400円～448,600円

静岡県三島市幸原町２－３－１

244

理学療法士 ・入院患者様に対するリハビリ業務
（施設基準：脳血管、廃用、運動器２）

・通所リハビリの利用者に対するリハビ
リ業務

正社員 変形（1年単位） 医療法人社団　清風会　芹沢病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)8時00分～17時00分

182,000円～335,000円

静岡県三島市徳倉１１９５番地の７９３

243

正看護師・准看護師 入院患者様の看護業務
（ベット数１０５床）

夜勤できる方歓迎ですが、夜勤ができな
い場合も応募可能です

正社員 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団　清風会　芹沢病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 経験年数２～３年以
上あれば尚良し212,500円～338,000円

静岡県三島市幸原町２－３－１

245

作業療法士 ・入院患者様に対するリハビリ業務
（施設基準：脳血管、廃用、運動器２）

・通所リハビリの利用者に対するリハビ
リ業務

正社員 変形（1年単位） 医療法人社団　清風会　芹沢病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 経験年数２～３年以
上あれば尚良し212,500円～338,000円

静岡県三島市松本２９４－３

247

看護師 透析室での業務をしていただきます。
内科外来業務の補佐もお願いします。
医師の補佐業務もしていただきます。

正社員 変形（1ヶ月単位） 医療法人　社団　岡田じんクリニック
雇用期間の定めなし (1)8時00分～15時00分

月給 (2)8時30分～12時30分 看護業務

220,000円～310,000円

静岡県三島市幸原町２－３－１

246

看護師 ＊クリニック外来の看護業務
＊在宅訪問診療の薬剤・器材の準備
＊訪問診療先（自宅・施設等）における
看護業務及び診療補助
＊関係施設における看護業務
＊健康診断、予防接種の対応

正社員 医療法人社団　博章会　いづの里クリニック
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時00分

静岡県三島市長伏２２４－５

月給 (2)12時00分～19時00

200,000円～250,000円
又は8時00分～19時00
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 055-988-9087 従業員数 8人

年　　齢: 62歳以下 休　　日： 木日祝 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5986911 各種保険： 雇用・労災・厚生・その他 月平均 6時間

     TEL: 055-988-9087 従業員数 8人

年　　齢: 62歳以下 休　　日： 木日祝 歯科衛生士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5599611 各種保険： 雇用・労災・厚生・その他 月平均 8時間

     TEL: 055-956-7270 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 歯科技工士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5510511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 055-971-6207 従業員数 6人

年　　齢: 30歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5989811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 054-266-3216 従業員数 12人

年　　齢: 35歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22010-23725511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 055-982-5111 従業員数 16人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり ホームヘルパー１級

求人番号: 22050- 5844011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間 ホームヘルパー２級

     TEL: 055-982-5111 従業員数 90人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5845311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 055-973-0011 従業員数 74人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5847911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 055-929-9233 従業員数 14人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 ホームヘルパー２級 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり 介護職員初任者研修修了者

求人番号: 22030- 8424211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 055-988-3535 従業員数 51人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし 准看護師

求人番号: 22050- 5514611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-988-3535 従業員数 51人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 ホームヘルパー２級 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 5515911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-976-6500 従業員数 83人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5527211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 055-986-6022 従業員数 8人

年　　齢: 18歳～69歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5543211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

月給 (2)9時00分～17時00分

240,000円～280,000円248

歯科助手　受付
（遅番採用型）

受付業務及び歯科診療アシスタント
その他診療に関わる業務
遅番採用型募集です

正社員 交替制あり 医療法人社団アクアビアンカ　ないとう歯科医院
雇用期間の定めなし (1)13時00分～21時00

静岡県三島市徳倉８７６－２６

250

歯科技工士 ＣＡＤ／ＣＡＭ等技工
経験や技術レベルに応じて自費技工にも
携わっていただきます。

正社員 株式会社ＳＨＡＰＥＳ　Ｄｅｎｔａｌ　Ｌａｂ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 (2)9時00分～18時00分

270,000円～340,000円

静岡県三島市徳倉８７６－２６

249

歯科衛生士 予防のための歯科衛生士業務及びその他、診療に関わる業務正社員 医療法人社団アクアビアンカ　ないとう歯科医院
雇用期間の定めなし (1)9時30分～19時00分

月給 (2)9時00分～17時00分

215,000円～280,000円

静岡県三島市日の出町４－５３

251

サービスエンジニア 　　　＜＜サービスエンジニアの業務内
容として＞＞

・有害生物の防除及び、管理の業務で
す。
・お客様企業の環境汚染の予防や衛生環
境改善のために、シ　ステム管理・設備

正社員 変形（1ヶ月単位） イカリ消毒熱海株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

200,000円～400,000円

静岡県三島市栄町１０－１４　遠藤
ビル１Ｆ
アサヒサンクリーン株式会社　三島
事業所

253

介護職員 ショートステイモアナテラスにおけるご
利用者の介護　　　　　　　　　　
・食事介助、排泄介助、入浴介助、服薬
介助等の生活介護
・その他　生活援助（清掃、洗濯など）

正社員 変形（1ヶ月単位） 中卒相談可、条件別
途

社会福祉法人　ウェルネスケア
雇用期間の定めなし (1)7時30分～16時30分

月給

215,000円～225,000円

静岡県三島市南二日町２５－１２ブンカビジネスビル２０２

252

訪問入浴介護職員／
三島事業所（三島
市）

訪問入浴サービスにおける、介護職員の
募集です。
事業所へ出勤後に３人一組（介護職員２
人、看護師１人）にて訪問入浴車を運転
しお客様ご自宅へ向かいます。
お客様のご自宅到着後、入浴機材の搬
入・組立をし、お客様を浴槽へ移乗しま

正社員 アサヒサンクリーン　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)8時30分～17時30分

226,700円～325,700円 (3)9時30分～18時30分

静岡県三島市松本３９一３


254

看護職員 特別養護老人ホームいづテラスにおいて
ご利用者様の
・医療相談
・体調管理
・清潔介助
・褥瘡等の処理
・健康相談

正社員 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　ウェルネスケア
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)8時00分～17時00分

174,300円～306,900円 (3)9時00分～18時00分

静岡県三島市玉沢９５－１　デイサービスセンターたまざわ

256

介護職員（シフ
ティーン三島）

施設利用者への施設内での訪問介護サー
ビス全般
・入浴・排泄・食事介助・移動・掃除な
どの援助
・レクリエーション活動やその他付随す
る業務
・夜勤は月に１～５回程度ですが夜勤の

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社フェニックス
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 (2)9時30分～18時30分

161,784円～252,828円

静岡県三島市松本２９２－１

255

介護職 介護保険における通所介護業務（在宅の
要支援、要介護利用者へのデイサービ
ス）をしていただきます。
・入浴、食事、排せつ等の介助
・レクリエーションの付き添い
・送迎（普通車を使用、送迎範囲は三
島・函南）

正社員 交替制あり 社会福祉法人　伊豆社会福祉事業会　　玉
じゅ園雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 看護師または准看護
師219,000円～233,500円

静岡県三島市徳倉１－９－３
シフティーン三島

257

看護職員 ・老人福祉施設等（特養５０床）
（ショート１０床）（デイ定員４０人）
を利用される方の医療看護業務全般。
・看護業務の勤務経験についてブランク
のある方や６０才以上の方も歓迎しま
す。

正社員 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　福思会「ふるさとの丘」
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)10時00分～19時00

215,000円～215,000円 (3)17時00分～9時00分

静岡県三島市徳倉２０８－１

259

介護職員 入居者の方々の身体介護、入浴介護、生活介護及びそれに付帯する業務（館内の移動介助、食事介助、排泄介助、車椅子介助　等）正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　サンリッチ三島
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

その他 業務経験あれば尚
可。169,500円～181,490円

又は8時30分～17時30

静岡県三島市徳倉２０８－１

258

介護職員 ・老人ホームにおける介護業務全般
主に食事介助、入浴介助、排泄介助、着
替え整容等、清掃等の居室管理などを交
代勤務により業務にあたっています。

正社員 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　福思会「ふるさとの丘」
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 (2)17時15分～8時30分 介護経験者

184,000円～184,000円

静岡県三島市川原ヶ谷２６４－２

260

介護職員 高齢者介護（利用者９名のグループホー
ム）

・身体介護・支援・見守り

・日常生活介護（食事・洗濯・掃除）


正社員 変形（1ヶ月単位） 有限会社　エルダーハウス
雇用期間の定めなし (1)8時20分～17時30分

月給 (2)16時00分～9時00分 介護施設での勤務経
験214,000円～214,000円 (3)17時00分～10時00

静岡県三島市徳倉３丁目６番１６号
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 055-941-7853 従業員数 36人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5753811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 055-985-2241 従業員数 42人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22050- 5562411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 055-973-4717 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ホームヘルパー２級

求人番号: 22050- 6040911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 介護職員初任者研修修了者

     TEL: 055-973-4717 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 6047011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-973-4717 従業員数 5人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5884511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-973-4717 従業員数 5人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ホームヘルパー２級

求人番号: 22050- 5886011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 介護職員初任者研修修了者

     TEL: 055-973-4717 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5795211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-972-3221 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5552211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-977-8315 従業員数 11人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 車両系建設機械（整
地・運搬・積込用及

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 6003511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-977-8315 従業員数 11人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5799311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-971-5238 従業員数 4人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 三級自動車整備士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5728711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-984-4500 従業員数 10人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5534811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-981-0355 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 6001811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

静岡県三島市梅名９９－３

262

看護師 施設利用者及び職員の健康管理
内服管理、通院対応、感染症対策
施設利用者及び職員の健康診断対応　
オンコール対応（交替制）　等

正社員 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人見晴学園
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 保育経験

221,800円～221,800円
又は10時00分～19時00

261

【児童支援員】障が
い児童支援員・児童
保育士

障がいやハンディを抱える未就学幼児の
ための療育施設です。
１人１人の成長に合わせ支援の計画を立
てています。
計画に沿って「運動・音楽・言葉・園
外」などのプログラム
を小集団で学習しています。

正社員以外 特定非営利活動法人　エシカファーム
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

月給 (2)8時00分～17時00分 今までに障害者福祉
の関係の経験があれ
ば尚可

180,000円～200,000円

静岡県三島市字エビノ木４７４５番地

263

介護職員 障がいがある方の入浴介助、夕食準備、
部屋の掃除など
または買い物支援や移動支援等

正社員以外 変形（1年単位） 特定非営利活動法人　けるん
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～18時00分

月給

223,000円～239,400円

静岡県三島市川原ケ谷８５－３

265

福祉相談員 障がいがある人の生活・就労・家族など
困っていることの相談を受けて、市町や
関係機関と連携をとり、解決を図ってい
く仕事です。
訪問や会議などあり。

正社員 変形（1年単位） 特定非営利活動法人　けるん
雇用期間の定めなし

月給 今迄において、障が
いを持つ人の相談な
どを経験しているこ

190,000円～210,000円
又は8時00分～19時00

静岡県三島市川原ケ谷８５－３

264

福祉相談員 障がいがある人の生活・就労・家族など
困っていることの相談を受けて、市町や
関係機関と連携をとり、解決を図ってい
く仕事です。
訪問や会議などあり。

正社員以外 変形（1年単位） 特定非営利活動法人　けるん
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給 (2)8時00分～17時00分 今までに障害者福祉
の関係の経験があれ
ば尚可

180,000円～200,000円

静岡県三島市川原ケ谷８５－３

266

介護職員 障がいがある方の入浴介助、夕食準備、
部屋の掃除など
または買い物支援や移動支援等

正社員 変形（1年単位） 特定非営利活動法人　けるん
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 今迄において、障が
いを持つ人の相談な
どを経験しているこ

190,000円～210,000円
又は8時00分～19時00

静岡県三島市川原ケ谷８５－３

268

えがおすぎな班臨時
生活介護支援員（三
島市社会福祉協議
会）

心身障がい者生活介護施設への通所者
（重度心身障がいのある方）の生活介護
業務
・食事、排せつ等の介護
・日常生活上の支援
・軽作業等の生産活動
・創作的活動

正社員以外 社会福祉法人　三島市社会福祉協議会
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時15分

月給 今迄において、障が
いを持つ人の支援を
経験している方

180,000円～200,000円
又は8時00分～17時00

静岡県三島市川原ケ谷８５－３

267

就労・職業支援員 畑で野菜の無農薬栽培、お茶（ビワ茶、
ヤーコン茶）季節のジャム作り、清掃業
務委託、リサイクル等多数の業務に携
わっています。
外に出て仕事をする事が多いです。
＊利用者様の送迎業務あります。（ＡＴ
車両）

正社員以外 変形（1年単位） 特定非営利活動法人　けるん
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～18時00分

月給

280,000円～300,000円

静岡県三島市新谷１９０－２
指定生活介護事業所えがお「すぎな
班」

269

重機オペレーター 自社工場に運ばれてきた産業廃棄物を分
別するお仕事。
残業もほとんどありません。
年に数回の繁忙期でも残業は多少ある程
度なので、
仕事終わりは自由な時間がたっぷり確保
できます。

正社員 サンケン起工　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

その他

149,730円～149,730円

静岡県三島市梅名７８７－３

271

自動車整備士 ・お客様から依頼された自動車の整備及
び修理
・車検、登録、納車引き取り
・取り扱い車種　軽自動車、普通車、ト
ラック等

＊営業時間の関係で毎日１時間程度の残

正社員 変形（1年単位） 有限会社　栗田自動車工業
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給

172,800円～207,360円

静岡県三島市梅名７８７－３

270

分別員 産業廃棄物の分別・仕分けを行います。
・コンベアで流れてくる産業廃棄物を選
別ライン上で
　廃プラスチック、紙、木、繊維、ガラ
ス陶器等に選別し、
　仕分けを行います。
・選別場の清掃、整理を行います。

正社員以外 サンケン起工　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 板金経験

193,000円～326,000円

静岡県三島市若松町４３０５

272

フロント業務・鈑金
及び塗装

自動車の鈑金及び塗装業務をおこなって
いただきます。
・自動車ボディーのキズの直し作業
・フレームの修正作業
・自動車の塗装作業
・自動車修理作業等


正社員 有限会社　ＧＩＰ　Ｂｏｄｙ　Ｗｏｒｋｓ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 自動車整備経験者又
は、就学した者200,000円～300,000円

静岡県三島市栄町１２－３３メゾントーク１Ｆ

月給 ベトナム語

180,000円～210,000円

静岡県三島市梅名４０７－７
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通訳及び事務処理に
係る業務

【外国人労働者に係る業務は下記の通り
です】
・ベトナム語での通訳や生活面のサポー
ト
・在留許可申請書類の作成（パソコンで
の書類作成あり）
・社有車による東部地区の企業訪問

正社員 株式会社　エクセレントコーポレーション
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

21/25



【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 0467-73-8920 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 14080-12673711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 055-976-8866 従業員数 50人

年　　齢: 29歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5859211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-991-2823 従業員数 3人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5800211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 055-991-2823 従業員数 3人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5814911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-991-2823 従業員数 3人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5815111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-991-2823 従業員数 3人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5818211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-991-2823 従業員数 3人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5774611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 055-991-2823 従業員数 3人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5777711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 055-991-2823 従業員数 3人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5781311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 055-991-2823 従業員数 3人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5734911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-981-2272 従業員数 17人

年　　齢: 61歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 6042711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-971-8696 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 6053411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 054-364-7690 従業員数 5人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22040- 6929811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 
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急募！早朝野菜の簡
単なカット・加工

工場内にて、野菜のカットや下処理等の
簡単なお仕事です。
主に機械を使用しての加工や洗浄などの
お仕事で、未経験者でも安心して出来る
早朝からの安定したお仕事です。《急
募！》

無期雇用派遣労働者 株式会社　ＩＨＳ
雇用期間の定めなし (1)5時00分～14時00分

月給 (2)9時00分～18時00分

180,000円～230,000円 (3)10時00分～19時00

静岡県三島市平成台４０－１

275

管理者候補 【管理業務】
　・勤怠管理
　・給与計算
　・居宅介護支援専門員対応
　・契約対応
　・申請対応
　・各種書類作成

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　メディカル・ワン・アップ　静岡オフィス
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

日給

172,800円～172,800円

静岡県三島市一番町３－６　マ・ローネビル２Ｆ

277

ソフト開発（ＰＯＳ
アプリ開発）

機能設計・製造・評価業務（結合テスト
まで）

【使用ツール】ＶＣ＋＋、Ｃ＋＋

正社員 株式会社　イデア　三島営業所
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

170,000円～400,000円

静岡県三島市中央町３－３２　小出ビル２階

276

自動車用ワイヤー
ハーネス関連部品の
設計業務

・ワイヤーハーネス電線（金属、ゴム
等）評価
・メーカー使用にあわせたコストや重
量、強度、耐久性等を考慮した材質検討
を行っていただきます

★社内研修が充実しておりますので未経

正社員 株式会社　イデア　三島営業所
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 ・組込みソフト開発
（設計）経験
・標準規格（英文）

170,000円～400,000円

静岡県三島市一番町３－６　マ・ローネビル２Ｆ

278

ソフト開発（５Ｇ基
地局開発）

５Ｇ　無線基地局装置設計業務

【使用ツール】Ｌｉｎｕｘ、Ｃ

正社員 株式会社　イデア　三島営業所
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 ・Ｗｉｎｄｏｗｓア
プリ開発経験
・ＶＣ＋＋、Ｃ＋＋

170,000円～400,000円

静岡県三島市一番町３－６　マ・ローネビル２Ｆ

280

ソフト設計業務 顧客仕様に合わせ装置の制御ソフトを変
更検討して頂きます。
※詳細設計～プログラミング　等
※Ｃ言語経験者　大歓迎です

★★是非、お気軽にご応募ください★★
★★未経験者も採用検討致します★★

正社員 株式会社　イデア　三島営業所
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

年俸制 営業経験３年以上

350,000円～350,000円

静岡県三島市一番町３－６　マ・ローネビル２Ｆ

279

提案営業職（幹部候
補生）

日本を代表する自動車や家電製品、生産
設備等を製造している大手
メーカー向けの法人向け営業職。
【業務内容】エンジニア、受託請負の提
案営業

皆さんの良く知る大手クライアントがお

正社員 株式会社　イデア　三島営業所
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

170,000円～300,000円

静岡県三島市一番町３－６　マ・ローネビル２Ｆ

281

ソフト設計補助業務 顧客仕様に合わせ装置の制御ソフトを変
更検討して頂きます。
※詳細設計～プログラミング　等のサ
ポート

★社内研修が充実しておりますので　未
経験の方でも大歓迎！！

正社員 株式会社　イデア　三島営業所
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 仕事内容参照

170,000円～400,000円

静岡県三島市一番町３－６　マ・ローネビル２Ｆ

283

機械設計業務 二輪車・自動車用部品の機械設計業務 正社員 株式会社　イデア　三島営業所
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

170,000円～400,000円

静岡県三島市一番町３－６　マ・ローネビル２Ｆ

282

ＣＡＤオペレーター
業務

・機械部品の設計業務になります
・主には『作図』業務となります
　＜＜ツール＞＞Ａｕｔｏ－ＣＡＤ（２
Ｄ）
　　　　　　　　ＣＡＴＩＡ（３Ｄ）
等
★未経験者が活躍しております！！

正社員 株式会社　イデア　三島営業所
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 給料計算

190,000円～210,000円

静岡県三島市一番町３－６　マ・ローネビル２Ｆ

284

総合事務 電話応対
労務管理
給与計算
仕訳伝票作成
その他雑務

正社員 三峯産業株式会社　静岡支店東部営業所
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 機械設計の実務経験

180,000円～400,000円

静岡県三島市藤代町１７－２

286

空調設備・点検／三
島市文教町

◆空調設備の運転・点検、空調機器の清
掃、フィルター洗浄、機器
　部品交換等の常駐設備員として設備管
理業務の作業になります。
◆またチームを組み、社用車にて他施設
へ移動、同様の臨時作業を
　行って頂きます。

正社員 株式会社　エス・ビー・エム
桜橋そうじろう雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

月給 経験者優遇

200,000円～200,000円

静岡県三島市西若町９－３７

285

（請）ビルメンテナ
ンス

飲食店・オフィス・ホテルなどの清掃業
務全般。

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　三島美装
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

静岡県三島市文教町１－１４－１９
株式会社　エスビーエム　三島事業
所

月給 (2)9時00分～18時00分

180,000円～250,000円
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 055-983-1501 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5623211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-85-3000 従業員数 9人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5559111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-971-6006 従業員数 4人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5686611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 26時間

     TEL: 055-977-1821 従業員数 5人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 土日他 交通誘導警備業務検
定２級

就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5689711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 054-255-2091 従業員数 15人

年　　齢: 18歳～39歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22010-23323411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 30時間

     TEL: 054-354-0754 従業員数 15人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22040- 6680411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 40時間

     TEL: 055-988-8480 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： なし 時間外 あり

求人番号: 22050- 5608511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 052-681-7107 従業員数 32人

年　　齢: 79歳以下 休　　日： 土日他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 23030-18838311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 053-456-0666 従業員数 13人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22020-21162611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 15時間

     TEL: 055-919-3665 従業員数 11人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22030- 8035911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 03-6779-8160 従業員数 29人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 臨床検査技師

求人番号: 13040-92688511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間 薬剤師

     TEL: 055-978-5735 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5722411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 055-918-7311 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 6041111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

時給

139,689円～139,689円287

（請）清掃副責任者 清掃副責任者の作業は下記の通りです。
・ホール内の掃除機掛け
・トイレ清掃
・ゴミ回収
・会議室等の使用後の清掃
・共用部の清掃

正社員以外 交替制あり 株式会社サン　三島営業所
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

静岡県三島市南ニ日町２０－２２

289

三島待機所（機動
員）

〇常に詰所に待機、ご契約先の会社・工
場の防犯センサー等の緊急　対応、障害
対応、保守点検等を行います。
　（社用車パトロールカー使用）

＊未経験者歓迎、経験者、資格保持者優
遇

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 鈴与セキュリティサービス株式会社　　三島支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～20時00分

月給

195,360円～230,000円

静岡県三島市一番町２０－５
三島市民文化会館

288

マネージャー候補 清掃のお仕事や、顧客管理・スタッフの育成・スケジュールとシフト作成（お客様のスケジュールとスタッフシフト）、見積もり・実績管理と入力作業・会議の出席正社員 変形（1年単位） 株式会社ジェイ・ユー・エス
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時00分

日給

199,500円～210,000円

静岡県三島市大社町６番２１号

290

保安の職業 ・交通誘導警備
・道路工事誘導

正社員以外 株式会社　ＰＡＶＩＮＧ　ＡＳＳＩＳＴ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

時給 (2)20時00分～7時59分

172,799円～172,799円
又は8時00分～7時59分

静岡県三島市一番町１８－２２
アーサーファーストビル２階
　セコム株式会社　三島支社

292

営業職／三島支店 ・警備業の営業、業務管理
・機械警備、常駐警備、警備用機器販売
等の提案営業を行います。
・鈴与グループの他の取引先企業、病院
などの各種法人、団体　　　自治体（役
所）との面談、提案書、見積書の作成な
ど、お客様　　対応全般のお仕事です。

正社員 鈴与セキュリティサービス　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)18時00分～9時00分

219,000円～244,500円 (3)20時00分～9時00分

静岡県三島市梅名５２２番地の１

291

機械警備サービスス
タッフ／三島支社
（地域限定採用）急
募

【コロナ離職者歓迎求人】
セコムグループの様々なサービスの最前
線で高度な安全・安心をお届けする社会
貢献度の高い仕事です。
社有車でご契約先に急行し、適切な対処
を行います。
【具体的な対処業務】

正社員 変形（1ヶ月単位） セコム　株式会社　静岡本部
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 (2)10時00分～17時00 介護又は保育の経験

205,000円～337,000円

静岡県三島市大社町６－２１　三島支店

293

フイットネス接客ス
タッフ

お客様との対話コミニュケーションが中
心のお仕事です
お客様が安全に、そして効果的に筋トレ
が出来るようしっかりサポート
カーブスで教えている筋トレは若い女性
から高齢者の女性でも簡単にできるもの
です。

正社員 株式会社真野　カーブス事業部
雇用期間の定めなし (1)10時00分～19時00

月給 ・営業職の経験があ
る方又は警備等の経
験あれば尚可

210,000円～290,000円

静岡県三島市文教町１丁目４－１９
【東海旅客鉄道株式会社総合研修セ
ンター】

295

調理師／特別養護老
人ホーム玉じゅ園
（契約社員）

（請負業務）
高齢者施設での調理業務全般をお任せし
ます。（仕込み、献立表に沿った調理、
盛り付け、配下膳、食器洗浄、清掃等）
同業界からの転職者も多い環境です。
現在の生活にも考慮し、勤務時間、お休
みに対しても配慮します。

正社員以外 交替制あり 株式会社グリーンヘルスケアサービス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給 ３００食以上の社員
食堂で５年以上の責
任者経験

260,000円～270,000円

静岡県三島市大社町１８－７小林ビ
ル１Ｆ
カーブス三島大社町店

294

調理師責任者（東海
旅客鉄道株式会社総
合研修センター）

三島駅近くで調理師責任者（地域社員）
募集！
ご利用者が４００～４５０名程度の研修
施設での調理師と責任者業務。
献立に沿った調理、盛付、配膳、洗浄、
仕込み、シフト作成、在庫管理、その他
責任者業務等をお願いします。

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社ＬＥＯＣ　東海支社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

日給

187,000円～187,000円

静岡県三島市玉沢８０
【特別養護老人ホーム玉じゅ園】

296

警備業務（静岡県東
部方面）

当社において、下記業務を担当していた
だきます。
＊交通誘導・雑踏警備
（道路工事・駐車場・建築現場・イベン
ト等）
＊その他、上記に付随する業務


正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社ジーフォーエス・ビーダッシュ
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 調理経験（病院、介
護施設、大量調理経
験者は優遇しま

210,000円～350,000円
又は5時00分～19時30

静岡県静岡市葵区御幸町１１－３０
エクセルワード静岡ビル５Ｆ
・当社　静岡オフィス（配属後、三
島、沼津、富士の医療機関への直行

298

建設業 建設現場での作業 正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　水口建設
雇用期間の定めなし (1)7時30分～17時00分

月給 ・医療機関等での臨
床経験２年以上
・入社後、東京本社

261,000円～460,000円

静岡県東部が中心です。
※請負先会社へ集合後、乗合せで現
場へ。
　直行直帰もありえます。

297

治験コーディネー
ター／東部　（静岡
県　三島・沼津・富
士）

治験（新薬を市販するために行う臨床試
験）を実施する医療機関で
法令法規や手順に則り治験が実施される
ように医師・看護師・薬剤
師などのスタッフをサポートする仕事で
す。
医療行為は行いません。

正社員 裁量 シミックヘルスケア・インスティテュート株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時30分

月給

170,000円～350,000円

静岡県田方郡函南町塚本５２６－１

299

建築塗装サービス 一般住宅の屋根・外壁・その他の塗装、
塗り替え、クリーニング
一般住宅の室内の塗装、塗り替え
一般住宅のシロアリ工事

「いつもの毎日をより安心して快適に支
え続けること」というミッションを掲

正社員 カブラギ・デザインテック株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

時給

164,800円～329,600円

静岡県田方郡函南町平井１７４０－１４０４
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 055-979-0909 従業員数 34人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 土日祝他 第二種電気工事士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 第一種電気工事士

求人番号: 22050- 5977611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 7時間 その他の電気工事関係資格

     TEL: 055-978-1259 従業員数 5人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 １級管工事施工管理
技士

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり ２級管工事施工管理技士

求人番号: 22050- 5931411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間 その他の設備・内装工事関係資格

     TEL: 0798-41-2010 従業員数 62人

年　　齢: 61歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 28040-13532511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 0798-41-2010 従業員数 62人

年　　齢: 61歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 28040-13533411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 0798-41-2010 従業員数 62人

年　　齢: 61歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 28040-13534011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 0798-41-2010 従業員数 62人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 28040-13535311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 055-978-3383 従業員数 82人

年　　齢: 39歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5783911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 30時間

     TEL: 055-978-3383 従業員数 84人

年　　齢: 18歳～39歳 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5786811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 30時間

     TEL: 055-978-3900 従業員数 10人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 6051211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-978-3900 従業員数 10人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5833811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-960-8001 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 月他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5568711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-978-5551 従業員数 32人

年　　齢: 不問 休　　日： 土他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5906211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0569-35-9911 従業員数 72人

年　　齢: 28歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 23070-10415411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

静岡県田方郡函南町肥田　４１１－１

301

配管工 ビルやマンション、一般住宅、工場等の
現場で働く配管工の仕事です。
主に給排水衛生設備の配管工事やメンテ
ナンスをお任せします。
未経験者でも問題ありません。
経験豊富な先輩が、丁寧に指導します。
配管・建築設備などの関連資格をお持ち

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　笹原工業
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

180,000円～275,000円300

営業職（電気設備工
事）

住宅、店舗、工場等の電気設備工事の営
業、提案、設計、積算など幅広い業務を
行います。
営業範囲は、静岡県東部が中心です。

パソコンについてはワード・エクセルの
他、積算専用ソフト、原価管理ソフト・

正社員 株式会社　長沢電機
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)15時30分～18時00 経験者歓迎

173,700円～303,300円

静岡県田方郡函南町仁田７４２

302

入出荷作業職（田方
郡函南町）

冷凍・冷蔵・常温の食品製品の入出荷に
かかる業務
＊原料の荷受け
＊原料のピッキング
＊製品のラベル貼り等出荷作業
＊従業員スタッフの送迎（中型限定解除
免許お持ちの方）

正社員 変形（1年単位） 株式会社　ティーケーシン
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

その他 配管・建築設備等の
経験者なら尚可220,000円～400,000円

静岡県田方郡函南町平井１７０８－１

304

一般事務（田方郡函
南町）

一般事務業務

＊受注処理
＊出荷用の送り状・指示書作成
＊売上伝票作成、管理ソフトへの入力
＊資料作成（主にＥｘｃｅｌ）
＊その他庶務、電話、来客応対

正社員 変形（1年単位） 株式会社　ティーケーシン
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 経験者歓迎

173,700円～303,300円

静岡県田方郡函南町平井１７０８－１

303

食品製造職（田方郡
函南町）

自社製品やＯＥＭ製品の製造に携わって
いただきます。
・法人向けの惣菜・おせち、スイーツの
製造
・食材の荷受け及び在庫管理
・完成品の出荷作業
・作業員スタッフの指導・管理

正社員 変形（1年単位） 株式会社　ティーケーシン
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

173,700円～303,300円

静岡県田方郡函南町平井１７０８－１

305

スイーツ商品開発
（田方郡函南町）

＊食品製造工場での洋菓子の新商品開
発・デザイン

パリでトップクラスのチーズとバターの
ブランド「ベイユヴェール」、その食材
を使ったバターサンドやチーズケーキな
どのスイーツの開発にかかるお仕事で

正社員 変形（1年単位） 株式会社　ティーケーシン
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 経験者歓迎

173,700円～303,300円

静岡県田方郡函南町塚本１３－１１

307

二輪・四輪用アルミ
鋳造部品生産作業

アルミ鋳造機のオペレーター

・全自動アルミ鋳造機の操作
・アルミ鋳造機の保守・整備
・製品の外観検査（目視）


正社員 交替制あり 株式会社　協和アルテック
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

200,000円～300,000円

静岡県田方郡函南町平井１７０８－１

306

金型技術管理者 ・顧客対応
・金型部品手配
・新規製品生産準備

正社員 交替制あり 株式会社　協和アルテック
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 板金経験者優遇

157,036円～180,000円

静岡県田方郡函南町塚本１３－１１

308

製造業 ・バリ取り
・タップ作業
・ボール盤作業
重量のある加工品を運ぶ事があります。

正社員 株式会社　アプト・マシナリー　函南事業所
雇用期間の定めなし (1)8時10分～17時10分

月給 (2)17時00分～2時00分

200,000円～300,000円 (3)22時00分～7時00分

静岡県田方郡函南町平井１７３３－２８

310

パソコンスクールイ
ンストラクター

■Ｍ－ｎｅｔパソコンスクール大場校の
インストラクータ求人です。
パソコンの指導・お客さま対応など、
スクール運営に関わる様々な業務をお願
いします。【指導経験不問！】主な指導
内容は、ワード、エクセル等など。
使うことに不自由なければ（基礎レベ

正社員 ランアンドケントス株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時45分～18時45分

月給

180,000円～270,000円

静岡県田方郡函南町平井１７３３－２８

309

板金工 ベンダーマシーンにて板金の曲げ加工をお願いします。正社員 株式会社　アプト・マシナリー　函南事業所
雇用期間の定めなし (1)8時10分～17時10分

月給

240,000円～240,000円
又は7時00分～18時00

静岡県田方郡函南町間宮８８２－５ウェルズ２１アライ

311

カット野菜の製造 ごぼう、人参、玉ねぎ、じゃがいもの皮
をむきカットします
カットしたものを袋詰めして惣菜工場へ
納品しています
皮むきは機械で行い、仕上げは包丁等で
手作業で行います
カットは機械で行います

正社員 丸中青果　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時45分

月給

180,000円～250,000円
又は9時45分～21時00

静岡県田方郡函南町塚本７５３－１

月給

203,000円～252,000円

静岡県田方郡函南町桑原５９０－７

312

製造総合職 ・工場で辛子明太子の製造を行います。
・食品衛生の知識、技術を習得しながら
製造管理業務を行います。
・製造管理だけではなく、めんたいパー
クの店舗運営、管理も行います。



正社員 株式会社　かねふくめんたいパーク
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 055-975-4414 従業員数 10人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 二級自動車整備士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5660311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 03-5453-8108 従業員数 63人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13070-54590611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 055-975-3980 従業員数 3人

年　　齢: 69歳以下 休　　日： 日祝他 美容師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし 管理美容師

求人番号: 22050- 5563011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-974-1355 従業員数 130人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 5631811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-974-1355 従業員数 130人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 准看護師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 5632211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-970-1055 従業員数 6人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22050- 5947211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 8時間

     TEL: 055-979-1180 従業員数 10人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水日祝 歯科衛生士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5982411 各種保険： 雇用・労災・健康 月平均 10時間

     TEL: 055-979-1180 従業員数 10人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5984311 各種保険： 雇用・労災・健康 月平均 6時間

     TEL: 055-940-2411 従業員数 30人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5999511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 055-970-2002 従業員数 18人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 介護職員初任者研修修了者

求人番号: 22050- 5893511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 12時間

     TEL: 055-970-2002 従業員数 10人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 ホームヘルパー２級 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 介護職員基礎研修修了者

求人番号: 22050- 5894411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 12時間 介護福祉士

     TEL: 055-940-2411 従業員数 50人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5690511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 4時間

     TEL: 055-940-2411 従業員数 30人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5576711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間
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自動車整備・車検 １．車検自動車の納車・引き取り
２．自動車整備全般作業

主に直営ガソリンスタンド８店舗より誘
致された乗用車等の整備及び修理。点検
修理依頼のあった車の点検を行い、不良
個所に応じた必要部品の注文をし、取り

正社員 伊　伝　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

180,000円～250,000円

静岡県田方郡函南町間宮５７７－１

314

安全性試験技術職
（動物管理部門）／
田方郡函南町

研究所内の動物の飼育管理～投薬や麻酔
などの手技、および心電図・血圧測定な
ど生理学的検査を担当し、将来的には手
技のスペシャリストや動物飼育管理全体
を担当していただきます。
最初は研究所内の動物飼育施設において
飼育施設の清掃やケージの交換など簡単

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社ボゾリサーチセンター
雇用期間の定めなし

月給 自動車整備経験が３
年以上の方205,000円～232,000円

静岡県田方郡函南町仁田４７―１

316

看護師 ・病棟における入院患者の看護業務全般
に携わっていただきます。

・当院の看護師の仕事は、療養型の病院
での看護であり、患者様一人ひとりに向
き合った看護を実践していただきます。


正社員 変形（1ヶ月単位） 医療法人新光会　伊豆平和病院
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

月給 美容業一般の経験

180,000円～242,000円

静岡県田方郡函南町桑原三本松１３
０８‐１２５
「函南研究所」

315

理美容師 美容業全般

　カット・パーマ・カラー
　洗髪
　他　　美容一般業務になります

　オープン前に店内清掃もあります

正社員 変形（1ヶ月単位） 有限会社サイトシステム
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

月給

198,000円～236,000円

静岡県田方郡函南町平井１６９０－１３

317

准看護師 ・病棟における入院患者の看護業務全般
に携わっていただきます。

・当院の看護師の仕事は、療養型の病院
での看護であり、患者様一人ひとりに向
き合った看護を実践していただきます。


正社員 変形（1ヶ月単位） 医療法人新光会　伊豆平和病院
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

月給

221,000円～261,000円

静岡県田方郡函南町仁田８７－８

319

歯科衛生士 診療補助及び予防処置
歯科診療における歯科医師の補助や歯周
治療の初期治療としての歯石除去・ブ
ラッシング指導・歯面清掃などを行う。

正社員 歯科衛生士科 いで歯科医院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時30分

月給 (2)8時00分～12時30分 病院勤務経験者尚可
ですが、
これまでに泌尿器科

220,000円～265,000円

静岡県田方郡函南町平井１６９０－１３

318

看護師 診療補助　診療記録補助　
医師の指示による処置（採血、点滴、注
射など）
医療機器洗浄
患者さんへの案内対応　電話対応　清掃
等
その他、医師が指示する業務

正社員 かんなみ仁田クリニック
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時50分

月給 歯科助手としての経
験と技術
歯科医療事務として

155,000円～180,000円

静岡県田方郡函南町上沢２５－２

320

歯科助手兼受付医療
事務（トライアル）

〈歯科助手兼受付医療事務〉
・歯科助手：器量器具の準備、受け渡
し、洗浄、片付け等
★☆★　急　募　★☆★

正社員 いで歯科医院
雇用期間の定めなし (1)9時00分～19時00分

月給 歯科衛生士としての
経験・知識・技能230,000円～260,000円

静岡県函南町間宮６１７－３

322

施設の介護職員 施設内での介護業務全般

食事、排せつ、おむつ交換、水分補給、
入浴介助（機械浴、個浴）　洗濯、掃
除、レクリエーション、施設内の行事。
シフト内で夜勤業務を行う場合が有りま
す。

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ＡＲＣ
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給 (2)8時30分～17時30分

167,200円～177,760円 (3)10時00分～19時00

静岡県田方郡函南町上沢２５－２

321

介護職員【ル・ソレ
イユ間宮】

・グループホームにおける介護業務（食
事、入浴、排泄等）をしていただきま
す。
・夜勤のできる方を募集（月１回以上）

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　それいゆ
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 介護業務経験

176,000円～236,000円

静岡県田方郡函南町仁田５７０－１
３

323

デイサービスの介護
職員

施設（有料老人ホーム）併設のデイサー
ビスで介護業務をしていただきます。
・食事・排せつ・オムツ交換・入浴介
助・機械浴
・洗濯・掃除・レクリエーション・施設
内の行事


正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ＡＲＣ
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 介護業務経験

179,000円～256,000円
又は7時00分～19時00

静岡県田方郡函南町間宮７６０－１

325

介護職員【ル・ソレ
イユ函南】

・グループホームにおける介護業務（食
事、入浴、排泄等）をしていただきま
す。
・夜勤のできる方を募集（月１回以上）

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　それいゆ
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給

194,520円～205,080円

静岡県田方郡函南町仁田５７０－１
３

324

介護職員【小規模多
機能ホーム】

【ル・ソレイユ函南事業所の求人です】

◆「通い」「訪問」「宿泊」の３サービ
スをお客様のご希望に合わせて行いま
す。入浴、食事、レクリエーション等を
通し、有意義な時間を過ごして頂けるよ
うに他のスタッフと連携して行うチーム

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　それいゆ
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

静岡県函南町間宮７６０－１

時給 (2)8時30分～17時30分

167,200円～177,760円 (3)11時00分～20時00
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