
【熱海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: 0557-83-2496 従業員数 15人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 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- 5742911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 025-784-4132 従業員数 15人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 一級建築士 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 二級建築士

求人番号: 15120- 3984311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間 ２級建築施工管理技士

     TEL: 0557-68-1300 従業員数 9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- 5600011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 5時間

     TEL: 0557-82-2410 従業員数 52人

年　　齢: 35歳～54歳 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

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- 5694611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-82-2410 従業員数 52人

年　　齢: 35歳～54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- 5695911 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- 5638911 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: 0557-80-4183 従業員数 26人

年　　齢: 18歳～35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- 6052511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-86-1080 従業員数 10人

年　　齢: 40歳以下 休　　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- 5985611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 4時間

     TEL: 0557-45-8198 従業員数 3人

年　　齢: 59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: 22052- 2021811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 6人

年　　齢: 59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: 3人 週休二日： その他 時間外 あり マンション管理士

求人番号: 14010-45184211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間 管理業務主任者

     TEL: 0557-81-5111 従業員数 30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- 5772011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 20時間

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 15人

年　　齢: 59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: 3人 週休二日： その他 時間外 あり マンション管理士

求人番号: 13080-60365111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間 管理業務主任者

≪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

200,000円～345,000円

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

鳶・土工・多能工 ＜＜鳶・土工・多能工の業務内容として
＞＞
※建築・土木現場での鳶工、土工、鍛冶
工、雑工などのお仕事です。
※足場工事、鉄骨工事、鍛冶工事、雑工
事、一般土木工事、外構工事、橋梁工
事、その他工場内でのプラント工事など

正社員 有限会社　関組
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 設計実務経験もしく
は建築工事の施工管
理業務経験３年以上

273,720円～410,560円

静岡県熱海市清水町６－２７－１０５

2

建築設計・現場管理
【正社員／経験者】

リゾートマンション居住部のリフォー
ム・修繕・共用部日常管理の他、大規模
修繕等の業務拡大を予定

　＜主な業務内容＞
　・リフォーム設計、監理業務
　・各業者との打ち合わせ

正社員 株式会社　エンゼル建設
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

日給

198,000円～309,000円

新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢２３８２－１

3

配管設備工 建築現場に従事し、建物に付帯する設備
を施工する
１）給排水・消火・冷温水・ガス等各種
配管
２）冷媒配管、ルームエアコン設置
３）衛生器具・ポンプ・給湯器等機器類
の設置

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

月給

186,000円～189,000円
又は0時00分～23時59

静岡県熱海市上多賀５４６番地の１

4

観光タクシ―ドライ
バー　就職氷河期世
代求人

＜観光タクシー乗務員＞

契約旅行会社より送客されたお客様を
タクシーで観光名所へご案内したり、遠
方目的地に送迎する業務がメインとなる
お仕事です。


正社員 変形（1ヶ月単位） 伊豆第一交通　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～19時00分

月給

161,700円～161,700円
又は7時00分～19時00

静岡県熱海市桜木町７－６

5

固定給タクシー乗務
員及び養成乗務員
（氷河期・女性専
用）

＜固定給タクシー乗務員＞
２種免許がなくても応募できます
タクシー業務を行うために必要な２種免
許を全額当社負担で取得していたきま
す。
教習所期間及び取得後の研修は日当六千
円を支給

正社員 伊豆第一交通　株式会社
雇用期間の定めなし

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

静岡県熱海市桜木町７－６

6

隔日勤務タクシー乗
務員（ドライバー）
熱海営業所

○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

156,240円～162,750円

静岡県熱海市相の原町１－２２
熱海営業所

7

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

160,000円～200,000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）

8

業務係 ・電話対応を含む一般事務
・売上集計業務
・道路巡回業務
・道路清掃等維持管理業務
・事故・災害発生時の対応業務
・早出・夜間当番業務
・道路閉鎖業務

正社員 交替制あり 熱海ビーチライン
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

170,000円～190,000円

静岡県熱海市泉元門川分字郷清水２０７番地

9

薬局事務員 受付業務（主に処方箋の受付）、レセプトコンピューターの操作など正社員 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

時給

179,760円～205,440円
又は9時00分～19時30

静岡県熱海市中央町１７－１５
Ｋ’Ｓメディカルビル１階
ユーアイ薬局

10

眼鏡販売員：フルタ
イムパート【熱海
店】◆急募◆

お客様の受付、商品提案、眼鏡・コンタ
クト・補聴器販売が主な仕事となりま
す。
○ＰＣ操作
（顧客情報入力・発注作業　※専用ソフ
トウェアに入力）
○お客様から注文を受けた眼鏡のお渡

正社員以外 交替制あり 株式会社　Ｄｏ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　眼鏡市場
雇用期間の定めなし

月給

265,000円～400,000円

静岡県熱海市中央町１－９　中央ビル１階１０１

11

不動産売買仲介営業
／ラスカ熱海店

リゾート地でテレワークがしたいという
お客様からのお問合せが
急増
熱海エリアでの圧倒的なシェア率を誇る
ロイヤルリゾート。
売買仲介営業として、ご来店されたお客
様への接客応対、住まいのご紹介・説明

正社員 変形（1年単位） 神奈川ロイヤル　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 マンション管理業務
（フロントマン）経
験者

212,000円～268,000円

静岡県熱海市田原本町１１―１　ラスカ熱海３階

12

マンション管理ス
タッフ

当社が管理する熱海市内のマンションにおいて、マンション管理組合対応、理事会や総会開催等の総合窓口業務など、管理運営業務全般をお任せします。正社員 中銀インテグレーション株式会社　熱海支店
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

265,000円～400,000円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱海駅前第一ビル７Ｆ

13

【急募】不動産売買
仲介営業／熱海駅前
店

リゾート物件の売買仲介営業の仕事をお
任せいたします。

【具体的な仕事の内容】
広告戦略にも力を入れ、直接のご来店、
チラシ、インターネットを通したお問合
せが多く、１００％反響営業で飛込み営

正社員 変形（1ヶ月単位） 東京ロイヤル株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

静岡県熱海市田原本町９－１　熱海
第一ビル９階
当社　熱海駅前店

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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【熱海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

≪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） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 6人

年　　齢: 59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: 3人 週休二日： その他 時間外 あり マンション管理士

求人番号: 13080-60371611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間 管理業務主任者

     TEL: 03-5413-3941 従業員数 40人

年　　齢: 18歳～44歳 休　　日： 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: 13070-57403511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-55-7008 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: 22050- 5992311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0465-62-6111 従業員数 13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- 5994911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 26時間

     TEL: 0557-67-3000 従業員数 148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- 6008911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 5時間

     TEL: 0557-67-3000 従業員数 148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- 6009111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 5時間

     TEL: 0557-67-3000 従業員数 148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- 6010211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 5時間

     TEL: 0557-68-3151 従業員数 50人

年　　齢: 不問 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- 5969911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 26時間

     TEL: 0557-67-2643 従業員数 36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- 5708611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0557-55-7520 従業員数 113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- 5651011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 0538-43-9000 従業員数 15人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 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: 22090- 7575611 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 15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

求人番号: 22090- 7576911 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 15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: 22090- 7577111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

月給

265,000円～400,000円14

【急募】不動産売買
仲介営業／ラスカ熱
海店

リゾート物件の売買仲介営業の仕事をお
任せいたします。

【具体的な仕事内容】
広告戦略にも力を入れ、直接のご来店、
チラシ、インターネットを通したお問合
せが多く、１００％反響営業で飛込み営

正社員 変形（1ヶ月単位） 東京ロイヤル株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

その他

211,000円～237,000円

静岡県熱海市田原本町１１－１　ラ
スカ熱海３階
当社　ラスカ熱海店

15

調理スタッフ ２０２０年１１月に静岡県熱海に開業し
た旅館内の和食レストランの調理スタッ
フの募集です。旬のお魚や静岡県の食材
をお客様の目の前で調理する、ライブ感
のあるお食事処で一緒に働きませんか？
二番手から、スタッフクラスまで、経験
により業務をお任せいたします。

正社員 変形（1ヶ月単位） ＵＤＳ株式会社
雇用期間の定めなし

月給 (2)12時00分～21時00

215,000円～300,000円

静岡県熱海市小嵐町４－３５

16

サービススタッフ サービス全般
・朝食・夕食のサービス
・チェックイン・チェックアウト
・その他業務

正社員 変形（1ヶ月単位） イヴレスホスピタリティ合同会社　ＵＭＩＴＯ　ＶＯＹＡＧＥ　ＡＴＡＭＩ
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給

209,500円～220,000円

静岡県熱海市上多賀１０２７－７９

17

客室係 ・お客様を部屋にご案内をしていただき
ます。
・客室の食事の用意、片づけ（配膳）も
お願いします。
・部屋の清掃・寝具等の整頓、他をして
いただきます。

正社員 変形（1年単位） ゆがわら大野屋　株式会社
雇用期間の定めなし (1)7時30分～21時00分

月給 操船、修理技術（船
舶機械ほか）、マ
リーナ業務

256,650円～256,650円

静岡県熱海市泉２３１

18

フィッシャリーナス
タッフ

クルーザー等運航、整備、予約受注、マリーナ業務全般及びホテル運営補助等正社員以外 変形（1年単位） 専門知識・技能有資
格者優遇

リゾートトラスト株式会社　グランドエクシブ初島クラブ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時30分

時給 (2)8時30分～17時30分

163,200円～163,200円

静岡県熱海市初島８００

19

企画宣伝補助（住
込）（通い）

＜企画スタッフ業務＞
○宿泊プラン、季節ごとの各種イベント
の企画立案の補助
○当社ホームページやタブレッド等の編
集・更新
○ビジネスパートナー対応等
○その他ホテルイベントの運営補助

正社員以外 変形（1年単位） リゾートトラスト株式会社　グランドエクシブ初島クラブ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～18時00分

時給

179,520円～179,520円
又は6時00分～21時59

静岡県熱海市初島８００

20

調理補助（住込） 各厨房における調理補助業務を担当して
いただきます。
・仕込み（肉・魚・野菜等の下処理）
・食器、調理器具の洗浄業務
・厨房内清掃　等

正社員以外 交替制あり リゾートトラスト株式会社　グランドエクシブ初島クラブ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給 経験者優遇

300,000円～380,000円

静岡県熱海市初島８００

21

調理係（責任者候
補）

　　　　　　　＜＜調理係の内容として
＞＞
・ご宿泊のお客様が心地良く、ご利用い
ただけるお食事（和　食）の提供をお願
いします。
・夕食・朝食の調理及び盛り付けをして
いただきます。

正社員 変形（1年単位） 伊豆網代温泉　松風苑（サンユー建設　株式会社）
雇用期間の定めなし (1)6時30分～18時30分

月給 (2)13時30分～20時00 調理師免許

173,000円～272,250円 (3)8時00分～16時00分

静岡県熱海市下多賀　６６０

22

調理師 和食を中心とした調理全般　
お客様の喜ぶ料理を作っていただける方
を希望します。

正社員 交替制あり 有限会社みずの観光
雇用期間の定めなし (1)6時00分～14時00分

月給 (2)10時00分～19時00 ■募集職種の経験者
（接客チームリー
ダー、宿泊部門リー

275,081円～400,016円 (3)13時00分～22時00

静岡県熱海市網代６２７－３６３

23

接客サービス　リー
ダー候補　ふふ熱海

接客の要として、リーダー候補としてご
活躍いただく人財を募集します。私ども
の接客サービスは、お出迎えからお見送
りまでの接客に関する全ての業務を行い
ます。
■サービススタッフの教育・育成、数値
管理、ＶＩＰ対応など

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社ＫＰＧ　ＨＯＴＥＬ＆ＲＥＳＯＲＴ
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～20時00 接客業務経験者優遇

212,500円～280,000円 (3)12時00分～22時00

静岡県熱海市水口町１１番４８号

24

接客サービスの仕事
／熱海月右衛門（熱
海市）

温暖な熱海にある温泉旅館です。カップ
ルやご家族連れのお客様がレジャーとし
てご利用され、客室は１８室だけなので
お客様との会話など旅行を盛り上げるの
もお仕事です。様々な年代が活躍中で
す。
（業務内容）

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～17時00分

月給 (2)12時00分～22時00 調理業務経験者

300,000円～420,000円

静岡県熱海市西熱海町１丁目５－１
６
　絶景掛け流しの宿　熱海月右衛門

25

料理長候補／熱海月
右衛門（熱海市）

全１８室西熱海にある江戸をモチーフと
した宿で、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
お客様に伝えられる最高の環境です。ス
タッフを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

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～17時00分

月給 (2)10時00分～20時00 接客業務経験者

300,000円～420,000円 (3)12時00分～22時00

静岡県熱海市西熱海町１丁目５－１
６
　絶景掛け流しの宿　熱海月右衛門

26

支配人候補／熱海月
右衛門（熱海市）

全１８室の西熱海町にある江戸をモチー
フとした宿を、運営・管理するお仕事で
す。
基本業務としてチェックアウトから夕食
開始までカバーし、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

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～17時00分

静岡県熱海市西熱海町１丁目５－１
６
　絶景掛け流しの宿　熱海月右衛門
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【熱海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

≪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） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0538-43-9000 従業員数 15人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 調理師 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: 22090- 7616111 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 11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: 13040-90471611 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 9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: 23020-54174811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 052-222-7377 従業員数 7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: 23020-54194411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 0557-55-9510 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 木他 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- 5652311 各種保険： 雇用・労災 月平均 10時間

     TEL: 03-3837-3733 従業員数 4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: 13030-13572811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0558-22-2700 従業員数 80人

年　　齢: 18歳～59歳 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: 22110- 2391011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 0557-81-9171 従業員数 700人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 薬剤師 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- 5539311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 15時間

     TEL: 0557-81-9171 従業員数 700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- 5541711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 5時間

     TEL: 0557-81-9171 従業員数 700人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 社会福祉士 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- 5542811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 10時間

     TEL: 0557-81-6480 従業員数 3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- 5889911 各種保険： 雇用・労災・健康 月平均 10時間

     TEL: 0557-86-4618 従業員数 8人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 歯科衛生士 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- 5902911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-81-9171 従業員数 3人

年　　齢: 不問 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- 5545411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

月給 (2)12時00分～22時00 調理経験者優遇

212,500円～280,000円27

調理スタッフ／熱海
月右衛門（熱海市）

全１８室の西熱海にある江戸をモチーフ
とした宿で、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」ような環境ではあり

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～17時00分

月給

190,000円～210,000円
又は22時00分～9時00

静岡県熱海市西熱海町１丁目５－１
６
　絶景掛け流しの宿　熱海月右衛門

28

接客・調理／１３５
号熱海店

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）

時給

164,160円～190,080円

静岡県熱海市下多賀５７２－２

29

調理員（請）／熱海
市

福祉施設における食事サービス提供業
務。
現地厨房にて、お食事の盛付、配下膳、
食器洗浄などをお任せします。また簡単
な調理をお任せする場合もあります。

仕事内容の詳細については面接時に事業

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

時給 (2)10時30分～19時30

164,160円～172,800円

静岡県熱海市泉６１－１
介護老人保健施設　葵の園・熱海
内　当社事業所

30

調理員（請）／熱海
市

福祉施設における食事サービス提供業
務。
現地厨房にて、お食事の盛付、配下膳、
食器洗浄などをお任せします。また簡単
な調理をお任せする場合もあります。

仕事内容の詳細については面接時に事業

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 (2)17時00分～21時00 寿司職人の経験

200,000円～350,000円

静岡県熱海市泉１７－１
熱海ちとせ病院
内　当社事業所

31

寿司職人（見習い） カウンターの仕事
　魚の仕込み、一品料理、デザート、盛
り付け等の補助

＊イアリアン、フレンチ他業界経験者歓
迎


正社員 すし処和楽
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

月給 動物業界の経験があ
る方
動物取扱責任者にな

160,000円～244,000円
又は7時00分～22時00

静岡県熱海市田原本町９番１号　熱海第一ビル株式会社２階　２０８号、２０９号

32

熱海市／飼育スタッ
フ


＊成犬や子犬のお世話（給餌、シャン
プー等）
＊接客、販売サポート
＊整理整頓、清掃作業
＊簡単な事務作業（パソコンなど）
＊アルバイトスタッフの管理　　など

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　山下商会
雇用期間の定めなし

月給 (2)16時15分～23時45

224,000円～224,000円

静岡県熱海市熱海１７４０－９５（当社施設）

33

ホール・カウンター
スタッフ【月８日休
み正社員】

○パチンコ店ホールでの接客対応全般を
行って頂きます
　店内設備や遊び方のご案内や出玉の持
ち運び等、お客様が
　快適にプレイを楽しんで頂くためのサ
ポートをします。
　カウンター担当は、出玉の清算や景品

正社員 交替制あり 株式会社　アシベ商事
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時30分

月給 薬剤師業務経験

262,010円～378,280円

下田・河津・稲取・伊豆高原・熱海

34

薬剤師 ・調剤、製剤業務
・薬剤管理
・病棟業務
・服薬指導
・学生実習指導など

正社員 変形（1ヶ月単位） 国際医療福祉大学熱海病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 医療事務業務経験

173,150円～173,150円

静岡県熱海市東海岸町１３－１

35

医療事務（事務職
員・事務クラーク）

受付、算定、レセプト（電子カルテ）、
外来・病棟での
クラーク業務など。

正社員以外 国際医療福祉大学熱海病院
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

190,760円～270,650円

静岡県熱海市東海岸町１３－１

36

医療ソーシャルワー
カー

・患者様の転院、入院調整業務をしてい
ただきます。
・在宅退院調整業務
・他院、公共機関、施設、事業所との連
携業務
・医療相談　等

正社員以外 短大及び専門学校卒
以上

国際医療福祉大学熱海病院
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

160,000円～180,000円

静岡県熱海市東海岸町１３－１

37

歯科助手 来院する患者の応対や診療器具の準備
診療の補助、院内および診療器具の清掃
管理
訪問診療（熱海市からの依頼で月１回３
時間程度の検診）

正社員 立山歯科医院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時00分

月給

220,000円～280,000円

静岡県熱海市桃山町１８－１３

38

歯科衛生士 歯科衛生士業務全般
・診療の補助
・予防、メンテナンス
・器具の消毒、滅菌、片付け
・訪問診療時の口腔ケア

正社員 医療法人社団　彩明会　熱海歯科クリニック
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 (2)6時00分～15時00分

180,000円～300,000円 (3)8時30分～17時30分

静岡県熱海市田原本町４－１６

39

調理師 ・栄養士が作成する献立を基に入院患者
の食事の調理を分担
　しながら行っていただきます。
　（材料の仕込み、炒める、煮る、焼く
等）
・上記内容に付帯する業務もあります。


正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　医療福祉運営機構（熱海病院事業場）
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)5時00分～14時00分

静岡県熱海市東海岸町１３－１　国際医療福祉大学熱海病院内
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【熱海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

≪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） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0557-85-0707 従業員数 35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: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 6016911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-67-1971 従業員数 65人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日他 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 栄養士

求人番号: 22050- 6020411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 5時間

     TEL: 0557-83-2800 従業員数 7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: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5871911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0557-83-2800 従業員数 7人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 介護職員初任者研修
修了者

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: 22050- 5874811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0557-83-2800 従業員数 7人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 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： 毎　週 時間外 あり その他の福祉・介護関係資格

求人番号: 22050- 5876511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0557-83-2800 従業員数 7人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 看護師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22050- 5877411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0557-83-2800 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 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- 5878011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 054-266-3216 従業員数 4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: 22010-23720911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 048-651-6700 従業員数 25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- 5712211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 048-651-6700 従業員数 25人

年　　齢: 18歳～59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- 5714411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 03-5796-0630 従業員数 0人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 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： その他 時間外 なし 介護福祉士

求人番号: 13040-86033711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-5796-0630 従業員数 0人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし ホームヘルパー２級

求人番号: 13040-86035211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-85-0707 従業員数 35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 なし 准看護師

求人番号: 22050- 5601311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

月給 福祉関係の経験

257,000円～376,500円40

介護支援専門員 介護付き有料老人ホーム（特定施設入居
者生活介護、定員６２名）での介護支援
専門員の全般的な職務をしていただきま
す。
・ご入居者の方、ご家族の介護相談
・ケアプランの作成
・要介護認定の書類作成の代行

正社員 株式会社　ぽっかぽかジャパン　ぽっかぽか熱海館
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 栄養士

170,000円～210,000円

静岡県熱海市西熱海町１－２０－１

41

栄養士 ・入居者（主に特養）の栄養マネジメン
ト
・看取り介護
・地産地消の推進（お食事の楽しみ）
・給食委託会社との協働

正社員 社会福祉法人海光会　介護老人福祉施設海光園
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

161,000円～340,000円

静岡県熱海市上多賀１０１６－１０

42

ケアマネージャー 介護保険サービスを利用する際に必要なケアプランの作成。正社員 株式会社　ゆらっくす
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

158,000円～270,000円

静岡県熱海市青葉町３番１１号

43

デイサービススタッ
フ

利用者さん送迎・清潔ケア・食事の補
助・入浴介助及び
レクリエーションの参加など

正社員 株式会社　ゆらっくす
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

166,000円～270,000円

静岡県熱海市青葉町３番１１号

44

訪問介護 食事、入浴、排泄、などの介助及び
掃除、洗濯、着替え等の自立支援

正社員 株式会社　ゆらっくす
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

260,000円～480,000円

静岡県熱海市青葉町３番１１号

45

看護師 療養生活の支援、主治医や関係機関との
連携、症状の観察、
医療処置、日常ケア、看取り、介護相談
や指導。
オンコール訪問（呼び出し時のみ）あ
り。

正社員 株式会社　ゆらっくす
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

150,000円～250,000円

静岡県熱海市青葉町３番１１号

46

訪問入浴スタッフ 療養生活、入浴の支援、清潔ケア、医療
処置を看護師が行う際の介助をしていた
だきます。
入浴の準備・セット・片づけ等
基本的に３人で訪問します。訪問範囲は
熱海市周辺です。訪問ではバンを運転し
ます。

正社員以外 株式会社　ゆらっくす
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

215,000円～225,000円

静岡県熱海市青葉町３番１１号

47

訪問入浴介護職員／
伊豆事業所（熱海
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)9時30分～18時30分 介護実務経半年以上

178,000円～213,000円 (3)16時00分～10時00

静岡県熱海市清水町２－４
アサヒサンクリーン株式会社　伊豆
事業所

48

介護福祉士（熱海
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。
・デイや有料老人ホーム等のグループ

正社員 変形（1ヶ月単位） 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熱海水口雇用期間の定めなし (1)7時15分～16時15分

月給 (2)9時30分～18時30分

166,000円～193,000円 (3)16時00分～10時00

静岡県熱海市水口町２丁目３番４２

49

介護スタッフ（熱海
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。
・デイや有料老人ホーム等のグループ

正社員 変形（1ヶ月単位） 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熱海水口雇用期間の定めなし (1)7時15分～16時15分

月給 (2)8時30分～17時30分 介護経験、訪問介護
経験、サ責経験
※サ責経験者歓迎

247,100円～254,840円 (3)11時00分～20時00

静岡県熱海市水口町２丁目３番４２

50

訪問介護／サービス
提供責任者／熱海

【Ｒ３．９月１日にオープン！】
「サービス付き高齢者向け住宅のご入居
者」「ご自宅で生活を送る
地域のご利用者」に対して介護サービス
を提供いたします。
ヘルパーとしての訪問介護の実務に加
え、以下業務を担当します。

正社員 変形（1ヶ月単位） ミモザ株式会社
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 介護経験、訪問介護
経験214,440円～227,340円 (3)11時00分～20時00

静岡県熱海市桜町２番１５号
「ミモザヘルパーステーション熱
海」訪問介護

51

訪問介護／常勤ヘル
パー／熱海

【Ｒ３．９月１日にオープン！】
「サービス付き高齢者向け住宅のご入居
者」「ご自宅で生活を送る
地域のご利用者」に対して介護サービス
を提供いたします
サービス内容は、大きく分けて以下の２
つ

正社員 変形（1ヶ月単位） ミモザ株式会社
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 医療機関、介護施設
の勤務経験５年以上282,200円～376,700円

静岡県熱海市桜町２番１５号
「ミモザヘルパーステーション熱
海」訪問介護

52

看護師（正・准） 介護付き有料老人ホームでの看護業務全
般
・入居者様の健康管理、服薬管理、処置
など
（入居者約６０名）
・往診Ｄｒの対応

正社員 交替制あり 株式会社　ぽっかぽかジャパン　ぽっかぽか熱海館
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

静岡県熱海市西熱海町１－２０－１
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