
【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人　令和3年11月8日発行 】

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 0558-76-3356 従業員数 11人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 １級土木施工管理技
士

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 6221411 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 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: 22050- 6108211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 3時間

     TEL: 055-971-6101 従業員数 16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- 9338111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 0558-76-9953 従業員数 305人

年　　齢: 35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- 6187611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 055-944-6600 従業員数 2人

年　　齢: 不問 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- 6178611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-931-1111 従業員数 30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: 22030- 8979311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-948-0555 従業員数 110人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 言語聴覚士 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: 22050- 6219711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 055-948-0555 従業員数 110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 なし

求人番号: 22050- 6220511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 055-947-0511 従業員数 80人

年　　齢: 18歳～64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 あり

求人番号: 22050- 6222011 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: 64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： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 6251711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形・その他月平均 5時間

     TEL: 0558-76-3228 従業員数 195人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 臨床検査技師 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: 22050- 6256011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 055-948-0555 従業員数 110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- 6085211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 055-948-0555 従業員数 110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 なし

求人番号: 22050- 6088011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

静岡県伊豆の国市長岡９４６

月給 (2)6時30分～14時45分

150,000円～195,000円 (3)12時15分～20時30

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

静岡県伊豆の国市長岡９４６

13

看護補助者 入院患者様への看護補助業務を担当し
ていただきます。

医療療養病床：５４床　

食事介助、排泄介助、入浴介助


正社員 変形（1ヶ月単位） 長岡リハビリテーション病院　（医療法人社団　一就会）
雇用期間の定めなし (1)8時15分～16時30分

月給

220,000円～280,000円

静岡県伊豆の国市田京２７０－１

12

病棟　正看護師、准
看護師

入院患者様への看護業務を担当してい
ただきます。

医療療養病床：５４床

正社員 変形（1ヶ月単位） 長岡リハビリテーション病院　（医療法人社団　一就会）
雇用期間の定めなし (1)8時15分～16時30分

月給 (2)8時30分～12時30分

192,722円～217,751円

静岡県伊豆の国市田京２７０－１

11

臨床検査技師 業務内容
１．血液採取・心電図検査・呼吸機能
検査・超音波検査・眼底検査
　　ＣＡＶＩ検査
２．健康診断業務の処理（データ確認
及び出力）
３．病院での生理検査

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

239,905円～263,286円

静岡県伊豆の国市長岡７４１－１

10

薬剤師 ＜薬剤師の主な業務内容として＞
入院調剤、注射薬調剤を中心とした薬
剤業務一般

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～9時00分

220,000円～240,000円

静岡県伊豆の国市長岡９４６

9

准看護師 入院患者様・外来患者様の看護業務 正社員 変形（1ヶ月単位） 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

225,000円～305,000円

静岡県伊豆の国市長岡９４６

8

理学療法士 入院・外来患者様へのリハビリ業務を
担当していただきます。

医療療養病床：５４床　脳血管疾患リ
ハビリテーション科


正社員 変形（1ヶ月単位） 長岡リハビリテーション病院　（医療法人社団　一就会）
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

225,000円～305,000円

静岡県伊豆の国市中島４１－１
カルビ一丁大仁店

7

言語聴覚士 入院・外来患者様へのリハビリ業務を
担当していただきます。

医療療養病床：５４床　脳血管疾患リ
ハビリテーション科
摂食・嚥下問題への対応、個別訓練等

正社員 変形（1ヶ月単位） 長岡リハビリテーション病院　（医療法人社団　一就会）
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

180,000円～350,000円
又は9時00分～3時00分

静岡県伊豆の国市寺家１５１－１

6

ホール接客及び調理
（カルビ一丁大仁
店）

当社の「カルビ一丁大仁店」におい
て、下記接客等に係る業務を担当して
いただきます。
＊接客業務
　・店内での誘導ご案内
　・オーダー取り
　・料理や飲み物の提供や片付け

正社員 変形（1ヶ月単位） 雄大　株式会社
雇用期間の定めなし

月給 電子機器営業、パソ
コン操作180,000円～250,000円

静岡県伊豆の国市三福８０－２

5

電子機器商社の営業 既存や問い合わせのあった企業へ商品
の販売業務になります。
主なお客様は自動車、電機、システム
会社などの開発部門などになります。
商品は組込ＰＣや産業用モニター、Ｃ
ＰＵボード、計測制御ボード、ＧＰＳ
等の電子機器全般です。

正社員 サンテックス株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

175,500円～300,000円

静岡県伊豆の国市田中山１３６９
（臼井国際産業内）
　当社　大仁工場

4

資材調達 ■資材調達の担当者として、以下の業
務をお願いします。
・社内外で製造する製品に使用する資
材や材料、部品等の調達
・購入先選定、購入品の発注および納
期管理
・購入先との納期・価格の交渉

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

日給

155,203円～163,200円

静岡県伊豆の国市宗光寺１９９

3

自動車部品製造（大
仁工場）

当社「株式会社豊翔大仁工場」におい
て、自動車部品の製造に係る業務を担
当していただきます
・自動車用の様々な配管に使用される
部品（パイプ）の曲げ作業に関する事
や、ロウ付け作業に係る業務を主とし
て行います。

正社員 株式会社豊翔
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時45分

月給 大型重機オペレー
ター
の経験がある方

240,000円～290,000円

静岡県伊豆の国市宗光寺１９９

2

重機オペレーター 工事現場で大型重機で
積み込み、掘削をお願いします。
オペレーターの仕事がないときは、
現場の手伝いお願いします。

正社員 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

月給 現場監督経験

360,000円～430,000円

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

現場監督 現場監督業務をしていただきます。
土木工事現場の施工・管理業務などを
していただきます。

正社員 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

≪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） 
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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　令和3年11月8日発行 】

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: 055-940-0015 従業員数 10人

年　　齢: 69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- 6316111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 03-6436-8972 従業員数 0人

年　　齢: 69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: 13040-94993111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 054-654-3250 従業員数 58人

年　　齢: 不問 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: 22010-25893611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 30時間

     TEL: 054-654-3250 従業員数 58人

年　　齢: 不問 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: 22010-25894911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 30時間

     TEL: 0558-83-0199 従業員数 17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- 6279811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0558-72-0888 従業員数 16人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 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- 6290311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 7時間

     TEL: 0558-62-1712 従業員数 5人

年　　齢: 45歳以下 休　　日： 日他 準中型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり ５トン限定準中型自動車免許

求人番号: 22110- 2651211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0558-87-1991 従業員数 33人

年　　齢: 18歳～59歳 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- 6196911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 12時間

     TEL: 03-6453-8888 従業員数 31人

年　　齢: 不問 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: 13040-96159811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 18時間

     TEL: 048-447-3311 従業員数 40人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 土日他 準中型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり ５トン限定準中型自動車免許

求人番号: 11010-15636111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 06-6227-8086 従業員数 4人

年　　齢: 18歳～40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: 27010-51655311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 06-6227-8086 従業員数 4人

年　　齢: 18歳～40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: 27010-51656611 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： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 6284911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県伊豆市門野原４００－１

日給 (2)9時00分～18時00分

163,800円～187,200円

静岡県伊豆市吉奈９８　東府や
Ｒｅｓｏｒｔ＆ｓｐａ－Ｉｚｕ内
　ｍａｈｏｒａ　ｓｐａ

26

宿泊予約 宿泊部門の業務全般（オペレーション
業務）、電話応対などお客様からのご
予約等のお仕事です。
初めての方でもパソコンが出来る方な
ら大丈夫です。
先輩が丁寧に教えますのでご安心くだ
さい。

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30分～17時30分

月給

190,000円～350,000円

静岡県伊豆市吉奈９８　東府や
Ｒｅｓｏｒｔ＆ｓｐａ－Ｉｚｕ内
　ｍａｈｏｒａ　ｓｐａ

25

リラクゼーションサ
ロンセラピストエス
テティシャン／伊豆

東府や　Ｒｅｓｏｒｔ＆ｓｐａ－Ｉｚ
ｕのリラクゼーションサロン　スパサ
ロンでのセラピスト業務

　・アロマオイルを使用した施術あり
　・フェイシャル、ボディ等の施術あ
り

正社員 株式会社ザ・デイ・スパ
雇用期間の定めなし (1)14時00分～23時00

月給

180,000円～300,000円

静岡県伊豆市八幡７２３－１
（コープ内）
ＳＢＳゼンツウ株式会社　伊豆営
業所

24

リラクゼーションサ
ロンセラピストエス
テティシャン／伊豆

東府や　Ｒｅｓｏｒｔ＆ｓｐａ－Ｉｚ
ｕのリラクゼーションサロン　スパサ
ロンでのセラピスト業務

　・アロマオイルを使用した施術あり
　・フェイシャル、ボディ等の施術あ
り

正社員 株式会社ザ・デイ・スパ
雇用期間の定めなし (1)14時00分～23時00

月給

225,168円～225,168円

静岡県伊豆市柏久保１４１０
伊豆事業所

23

ルート配送／伊豆営
業所

★土日休み＆夜間配送ナシ・未経験ス
タート比率９０％以上
■毎週同じ曜日に同じお宅へ新鮮な食
品、日用雑貨や衣料など、暮らしに必
要不可欠な生活用品をコープの組合員
さんに配達します。お買い物がたいへ
んなお年寄りや子育て中の方からは、

正社員 ＳＢＳゼンツウ株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00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

224,500円～324,000円

静岡県伊豆市下船原４７

22

電気主任技術者／専
任職　伊豆事業所

○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　　　
【その他】お客様の要望に応じて行う

正社員以外 一般財団法人　関東電気保安協会
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時10分

月給 (2)13時00分～22時00

188,400円～208,400円 (3)21時30分～6時30分

静岡県伊豆市牧之郷１８３－２　修善寺営業所

21

自動車部品製造 射出成型機を使用してプラスチック製
品を製造する工程
・射出成型機から製品の取り出し
・製品外観検査
・箱詰め梱包
　上記を１サイクルとした流れ作業
その他

正社員 交替制あり 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)6時00分～14時55分

月給

275,000円～300,000円

静岡県伊豆市瓜生野１５０番地

20

ダンプの運転手およ
び重機運転手

○ダンプの運転業務及び重機運転業務
　県東部および伊豆地区を中心に電線
や電話線の地中埋設工事や
　一般の土木作業を行っていただきま
す。また機材や工事で出た
　土砂や石等を運ぶダンプ（多種類あ
り）の運転もして

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

日給 大型自動車免許

250,700円～283,400円

静岡県伊豆市徳永３６１番地の１

19

生コン車運転手（大
型）

工場から建設現場へ生コンクリートを
運搬する業務です。

・生コン車の運転（現場へ運搬）
・生コン車の清掃・点検・整備
・工場内の清掃・設備の管理補助

正社員以外 変形（1年単位） 小野建設株式会社修善寺生コン工場
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

日給

276,000円～345,000円

静岡県伊豆の国市長岡１１２９
　順天堂大学医学部附属静岡病院

18

土木作業員 土砂の掘削、根切り、埋戻し等、現場
における土木作業全般が主な仕事とな
ります。
また、現場監督の補助作業（測量の手
元）及び、４ｔトラックの運転等も
行って頂きます。

正社員 変形（1年単位） 株式会社　佐々木組
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～12時30分 パソコン基本操作

165,000円～165,000円

静岡県伊豆の国市長岡１１２９
　順天堂大学医学部附属静岡病院

17

（請）医療事務（入
院）順天堂大学静岡
病院／伊豆の国市

〇医療事務（入院入力）

・レセプト業務
・退院患者さまの事務処理
・ＤＰＣ（入院）管理業務
・データ入力
・電話応対　など

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ソラスト　静岡支社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～16時30分

月給 (2)8時00分～14時00分 パソコン基本操作

160,000円～160,000円

静岡県伊豆の国市寺家４９０－１
ソーシャルインクルーホーム伊豆
の国寺家

16

（請）医療事務（外
来入力）順天堂大学
静岡病院／伊豆の国
市

〇医療事務（外来入力）のお仕事です

・患者さまの診療費の計算入力
・診療費に関する問い合わせ対応
・レセプト点検、修正
・電話対応　等


正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ソラスト　静岡支社
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

280,000円～280,000円

静岡県伊豆の国市原木７４４－１

15

障がい者グループ
ホームのサービス管
理責任者／伊豆の国
寺家

サービス管理責任者のお仕事

・個別支援計画の作成・モニタリング
計画
・障がい者の方の生活全般をプロ
デュース
・スタッフの育成

正社員 変形（1ヶ月単位） ソーシャルインクルー　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 高齢者介護施設での
勤務経験253,000円～280,000円14

サービス提供責任者 住宅型有料老人ホーム（リッツケア
ガーデン韮山・定員４２名）に併設す
る訪問介護事業所において
・訪問介護計画書の作成
・ご利用者様・担当ヘルパーとの連絡
調整などを行う

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)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　令和3年11月8日発行 】

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: 0558-85-0115 従業員数 39人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 6285111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0558-98-1011 従業員数 32人

年　　齢: 69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- 6307911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0558-98-1011 従業員数 32人

年　　齢: 69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- 6308111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-29-1111 従業員数 83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- 2101811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0558-83-3333 従業員数 384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： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 6317711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 054-255-2091 従業員数 3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: 22010-25483111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0558-25-3558 従業員数 56人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 薬剤師 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: 22110- 2668811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 055-975-4488 従業員数 82人

年　　齢: 61歳以下 休　　日： 土日祝 １級建築施工管理技
士

就業場所: 

採用人数: 2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- 6234111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間 一級建築士

     TEL: 055-975-4488 従業員数 82人

年　　齢: 61歳以下 休　　日： 土日祝 １級土木施工管理技
士

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり ２級土木施工管理技士

求人番号: 22050- 6235711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 055-975-4488 従業員数 82人

年　　齢: 61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： 毎　週 時間外 あり 一級建築士

求人番号: 22050- 6236811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 055-975-4488 従業員数 82人

年　　齢: 61歳以下 休　　日： 土日祝 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 １級土木施工管理技士

求人番号: 22050- 6241911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間 ２級建築施工管理技士

     TEL: 0545-52-5312 従業員数 8人

年　　齢: 50歳以下 休　　日： 土日祝他 二級建築士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ２級建築施工管理技士

求人番号: 22100- 8271111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-928-9671 従業員数 4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 あり

求人番号: 22050- 6296211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

静岡県三島市西本町４－７

日給 土木作業経験。

165,000円～330,000円

静岡県三島市富田町２－３４

39

土木作業員 ・土木作業
・外構、エクステリア作業
・リフォーム
・作業現場は静岡県東部が中心
・資材置き場（三島市塚原新田１３
５）に集合して社有車で現場に　行き
ます

正社員 株式会社和建設
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

195,700円～367,900円

静岡県三島市南二日町８番３９号

38

住宅の設計・施工管
理／三島支店

当社「三島支店」において、住宅の設
計・施工管理を担当していただきま
す。
・住宅の設計や見積書の作成に関する
こと
・業者の手配や工程管理及び現場管理
に関すること

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

月給 設計・積算または施
工管理業務経験者248,000円～298,000円

静岡県三島市南二日町８番３９号

37

建築・土木工事積算
職

建築または土木工事に必要な人材や資
材の数量、費用の算出

≪建築工事≫
公共施設、商業ビル、マンション、一
般住宅、寺社等
≪土木工事≫

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

月給 二級建築士以上

250,000円～302,000円

静岡県三島市南二日町８番３９号

36

建築設計職 住宅、工場、事務所等の図面作成、申請、工事監理正社員 山本建設　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 １級土木施工管理技
士または２級土木施
工管理技士の資格を

232,000円～298,000円

静岡県三島市南二日町８番３９号

35

土木工事現場の施工
管理職

道路新設・改修・舗装（道路維持）、河川護岸、敷地造成、上下水道・ガス工事等の土木工事現場における施工管理正社員 山本建設　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 １級建築施工管理技
士、２級建築施工管
理技士、一級建築

232,000円～302,000円

下田市内・河津町内・伊東市内のヒカリ薬局

34

建築工事現場の施工
管理職

公共施設、商業ビル、マンション、一
般住宅、寺社、リフォーム等の建築工
事現場における施工管理

正社員 山本建設　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

375,000円～600,000円

静岡県伊豆市土肥字南伝馬６６５
－２７　
　セコム株式会社　伊豆営業所
土肥待機所

33

薬剤師 ◎処方せんの調剤業務全般
・全国の病院、医院、クリニック等か
ら発行された処方せんに基づ　いて調
剤をして頂きます、配属された店舗に
よりますが、小児科　～透析まで幅広
く処方せんを応需しています。ＯＴＣ
販売もして　頂きます

正社員 薬学部卒業 有限会社　下田調剤センター
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

182,000円～182,000円

静岡県伊豆市上白岩１０００

32

機械警備スタッフ
（契約社員）／土肥
地区（急募）

【コロナ離職者歓迎求人】

ご契約先のセンサーが異常をキャッチ
した時やお客様要請があった
時などに、会社所有の車両を使用して
現地に駆けつけ、適切な対応
を行います。安全・安心をお届けする

正社員以外 変形（1ヶ月単位） セコム　株式会社　静岡本部
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～8時59分

月給 薬剤師としての病院
勤務経験263,700円～263,700円

又は8時30分～12時30

静岡県伊豆市冷川１５２４

31

薬剤師 病院内での調剤業務、薬剤指導等 正社員 薬剤師免許取得者 ＪＡ静岡厚生連リハビリテーション中伊豆温泉病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給 (2)18時00分～12時00 施設管理業務経験者
歓迎180,000円～180,000円 (3)6時00分～15時00分

静岡県伊豆市土肥２８４９－３

30

東急ハーヴェストク
ラブ天城高原　施設
管理スタッフ

【会員制リゾートホテル　東急ハー
ヴェストクラブ天城高原】の
施設管理スタッフです。
○ホテル内の施設管理業務
電気設備・温泉・給湯設備・空調設
備・照明設備の日々の点検・確認
客室内の設備点検

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 東急リゾーツ＆ステイ株式会社　天城東急リゾート
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～250,000円

静岡県伊豆市土肥２８４９－３

29

ルーム係 客室、宴会場、食事処での料理の給
仕、提供サービス

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　土肥グランドホテル明治館
雇用期間の定めなし (1)6時30分～21時00分

月給

190,000円～250,000円

静岡県伊豆市門野原４００－１

28

レストランホールス
タッフ

レストランでの接客業務全般
・お客様のご案内
・食事の提供
・ドリンクサービス

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　土肥グランドホテル明治館
雇用期間の定めなし (1)6時30分～21時00分

日給 サービス業の勤務経
験のある方163,800円～187,200円27

内務 朝晩、料理場からパントリーまでのワ
ゴンによる配送。客室の清掃〈風呂掃
除とトイレ掃除、布団上げ下げは除
く〉あとは面談による。



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)7時00分～21時20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　令和3年11月8日発行 】

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: 055-971-8921 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 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: 22050- 6113111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 027-362-1231 従業員数 1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: 10020-16128211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0263-50-8351 従業員数 4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: 2人 週休二日： その他 時間外 あり 第一種電気工事士

求人番号: 20020-16586111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-977-1836 従業員数 65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 あり

求人番号: 22050- 6217911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-992-2561 従業員数 17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： その他 時間外 あり

求人番号: 22030- 9059811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 055-977-1835 従業員数 5人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 アーク溶接技能者
（基本級）

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- 6291611 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: 14040-17092711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-977-1139 従業員数 35人

年　　齢: 39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- 6190211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 055-977-1139 従業員数 35人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 準中型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり フォークリフト運転技能者

求人番号: 22050- 6170111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 055-988-6870 従業員数 11人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 移動式クレーン運転
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: 22030- 9288011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 080-4961-1617 従業員数 9人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 日他 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 あり フォークリフト運転技能者

求人番号: 22050- 6115811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 046-228-0010 従業員数 26人

年　　齢: 59歳以下 休　　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: 14100- 9861811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 60時間 大型自動車免許

     TEL: 055-977-1577 従業員数 20人

年　　齢: 40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- 6299011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

静岡県三島市安久４８６－１

月給

207,000円～250,000円

静岡県三島市梅名４４７－６
　『当社　沼津営業所』

52

営業（ルートセール
ス）

〈営業（ルートセールス）〉
顧客先（得意先の建設会社、資材会社
等）の建設現場にトラック
（１．５トン）で建設資材（建築金物
等）を運搬（販売）していただきま
す。
建設現場への建設資材導入時の説明等

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

月給 (2)5時00分～14時00分

185,000円～231,000円

静岡県三島市北沢１１５

51

ドライバー（沼津営
業所）

冷凍・冷蔵食品での小口配送
　【２ｔ～４ｔ・中型・大型車使用】
　　＊静岡県内、関東圏の集配業務に
なります。



正社員 変形（1年単位） 横浜低温流通　株式会社
雇用期間の定めなし (1)10時00分～19時00

月給

221,000円～280,000円

静岡県三島市八反畑１４４－１

50

ドライバー ＊静岡県東部を拠点とし青果を中心と
した商品の集荷及び配送業務　になり
ます
＊主な配送先はスーパーになります
＊４トン運転経験者であれば尚可（未
経験でも可）
＊積み卸しは手作業です

正社員 小倉商事
雇用期間の定めなし (1)3時00分～12時00分

月給

250,000円～400,000円

静岡県三島市多呂５２

49

移動式クレーンオペ
レーター

建築現場・土木現場・工場等まで、移
動式クレーン車（１０ｔから２５ｔ）
を運転して行き、現場でクレーン車を
据付て資材を吊り上げる仕事です。
現場は主に静岡県東部地域です。
未経験者でクレーンオペレーターに興
味のある方も是非お問合せください。

正社員 変形（1年単位） セキトランスシステム　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 フォークリフト運転
業務従事経験183,000円～388,000円

静岡県三島市多呂５２

48

受注・発注・積卸・
配送業務

お仕事（製品）の受注、材料の発注を
主とした受発注業務、受発注に付随す
る納品書や請求書の発行と受領、材料
や製品の受取渡し業務を含む客先対
応、生産計画の立案補助等の生産管理
業務を担当して頂きます。
受発注業務ではお客様との電話やＦＡ

正社員 変形（1年単位） 株式会社　精工製作所
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時50分

月給

183,000円～388,000円

静岡県三島市西若町５－１１
当社「静岡営業所」

47

金属製品の加工・プ
レス工

弊社は金属加工分野で特許を有する技
術力のある会社です。
その技術力を買われ加工依頼が増加し
ていることから、新たにプレス加工作
業者を増員いたします。
プレスのメインは絞り加工です。付随
してベンダーやブランク、シャーリン

正社員 変形（1年単位） 株式会社　精工製作所
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時50分

月給

200,000円～380,000円

静岡県三島市長伏１５５－１７

46

機器メンテナンス
（三島市）／未経験
者歓迎

・プール温浴施設、ホテル・旅館、老
人保健施設等の業務用ろ過装置の機器
メンテナンスを行います。
＊メンテナンスエリアは隣県程度
※ノルマはありません。
※先輩と同行して知識を増やして頂き
ます。

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

日給 溶接経験者

184,000円～274,000円

静岡県三島市安久７２－１
三島物流センター

45

製缶・板金溶接工 《製缶・板金溶接工の業務内容とし
て》

◎板取、切断、穴あけ、ロール加工、
部品製作、組立、仕上げ、
　防音機のラッキング　等

正社員 変形（1年単位） 株式会社　中熊鉄工所
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

154,100円～154,100円

静岡県三島市長伏１５５－３３

44

ピッキング作業 当社、三島物流センターにおいて、段
ボールに入った
自動車部品・（重さ１ｋｇ～２ｋｇ）
のピッキング（仕分け）
作業を行っていただきます。
その他、仕分け作業に付帯する雑務

正社員 山九中部サービス株式会社　裾野事業所
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 製品物流関連業務

170,000円～300,000円

静岡県三島市柳郷地２３－１
「株式会社光信電設　静岡支店」

43

工場内物流業務 本社工場、第二工場、物流センター内
でのフォークリフトを使用した工場内
物流業務です。
・納品される資材のフォークリフトで
の受入業務
・出荷される製品のフォークリフトで
のトラックへの積み込み業務

正社員 田中産業　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時50分

日給 電気工事業務の経験

280,800円～280,800円

静岡県三島市芝本町１２－６　ＭｉｓｈｉｍａＴｒｕｓｔＢｕｉｌｄｉｎｇ３０５号室

42

電気工事士（経験
者）

＊集合住宅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。

※県をまたぐ現場移動は、乗り合わせ

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

月給 ・営業経験

230,000円～340,000円

静岡県三島市大場１０８６－２９０

41

設備工事営業（三島
市）

暮らしに欠かせないインフラ設備の営
業です。

・電気計装、自社の遠隔監視制御シス
テムなどの設備工事の営業
・ワード、エクセルを使った書類（見
積書、契約書等）作成

正社員 クシダ工業　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

日給

208,250円～343,000円40

左官工 新築マンションなど各現場において左官作業をしていただきます。ペンキやタイルなどの下地調整が主な作業です。鏝と手板などの道具を使って作業を進めていきます。未経験者など技術、知識が浅い方は材料を練るなど基本的なことから覚えてもらいます。正社員以外 株式会社　堀工業
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時00分～17時00分
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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: 055-977-1577 従業員数 3人

年　　齢: 40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- 6301211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 4時間

     TEL: 054-280-0066 従業員数 8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: 22010-25263711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 054-280-0066 従業員数 8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: 22010-25265211 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: 054-686-4918 従業員数 0人

年　　齢: 35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: 22010-25122311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 0558-22-6658 従業員数 4人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 水他 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: 22110- 2610211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 055-972-7305 従業員数 10人

年　　齢: 30歳以下 休　　日： 土日祝他 日商簿記２級 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- 6258611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-973-6600 従業員数 12人

年　　齢: 45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 なし

求人番号: 22050- 6269111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-973-6600 従業員数 12人

年　　齢: 45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- 6270211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 055-973-6600 従業員数 12人

年　　齢: 18歳～45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- 6272411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 055-931-1111 従業員数 16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: 22030- 8977411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 084-920-0041 従業員数 44人

年　　齢: 18歳～62歳 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: 34050-21620511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 16時間

     TEL: 084-920-0041 従業員数 44人

年　　齢: 18歳～62歳 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: 34050-21717711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 16時間

     TEL: 055-975-8338 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 火日祝他 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- 6287811 各種保険： 雇用・労災 月平均 

静岡県三島市中田町９番１号

月給 (2)14時30分～18時00

180,000円～180,000円

静岡県三島市玉川２５１－１　焼
肉きんぐ　三島店

　

65

受付事務 ＊クリニックの受付・会計業務
＊患者さんの介助等診療補助業務
＊レセプト業務
＊眼科検査介助
＊コンタクト検査介助

正社員 山内眼科クリニック
雇用期間の定めなし (1)8時30分～12時00分

月給 (2)16時00分～1時00分

184,100円～250,000円
又は9時30分～1時00分

静岡県三島市玉川２７５－１　ゆ
ず庵　三島店

　

64

三島店／焼肉きんぐ
店舗スタッフ（調
理・接客等）

店舗スタッフ・店長として店舗運営を
経験後、能力や適性によってエリアマ
ネージャー、人事や総務などの管理部
門など様々な職種に選任されます。

＊当初は店舗での調理・接客等を行っ
ていただきます。

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ｇｌｏｂ
雇用期間の定めなし (1)12時00分～21時00

月給 (2)16時00分～1時00分

184,100円～250,000円
又は9時30分～1時00分

静岡県三島市一番町１３－１３
フジミビル４階
創作料理ゆうが三島

63

三島店／ゆず庵店舗
スタッフ（調理・接
客等）

店舗スタッフ・店長として店舗運営を
経験後、能力や適性によってエリアマ
ネージャー、人事や総務などの管理部
門など様々な職種に選任されます。

＊当初は店舗での調理・接客等を行っ
ていただきます。

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ｇｌｏｂ
雇用期間の定めなし (1)12時00分～21時00

月給

180,000円～350,000円
又は9時00分～3時00分

静岡県三島市一番町１２－６

62

ホール接客及び調理
（創作料理ゆうが三
島）

当社の「創作料理ゆうが三島」におい
て、下記接客等に係る業務を担当して
いただきます。
＊接客業務
　・店内での誘導ご案内
　・オーダー取り
　・料理や飲み物の提供や片付け

正社員 変形（1ヶ月単位） 雄大　株式会社
雇用期間の定めなし

月給 (2)1時30分～10時30分

164,000円～190,000円 (3)14時00分～23時00

静岡県三島市一番町１２－６

61

フロントスタッフ ●チェックイン・チェックアウトなど
の接客応対
●インターネットやお電話からの予約
受付
※現在活躍しているスタッフの多くが
ホテル未経験からのスタートです。


正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社ホテルアルファ－ワン三島
雇用期間の定めなし (1)17時00分～2時00分

月給 (2)11時00分～20時00

164,000円～190,000円 (3)13時00分～22時00

静岡県三島市一番町１２－６

60

フロントスタッフ
（日勤）

●チェックイン・チェックアウトなど
の接客応対
●インターネットやお電話からの予約
受付
※現在活躍しているスタッフの多くが
ホテル未経験からのスタートです。


正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社ホテルアルファ－ワン三島
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

164,000円～190,000円

静岡県三島市大宮町２丁目１４番２９号

59

支配人候補 １）先ずはフロントスタッフとして従
事して頂きます。
主にチェックイン、チェックアウトな
どの接客応対・インターネット、電話
からの予約受付。

２）フロントの仕事を習得後、一定期

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社ホテルアルファ－ワン三島
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

220,000円～300,000円

静岡県三島市松本２７－１ＳＢＳマイホームセンター三島展示場内

58

税理士補助 税理士の補助スタッフとして、顧問先
を複数件担当していただき、毎月の巡
回監査訪問により、社長様や、経理担
当者様に対し、経営のアドバイスをす
る仕事です。また、税務申告書類の作
成を通じ、正しい税務申告、健全な会
社経営のサポートをする仕事です。

正社員 税理士法人亥角会計事務所
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給

200,000円～220,000円

静岡県三島市梅名３１５－１

57

営業 ○ＦＣハウスメーカー、「クレバリー
ホーム」の営業として
　お客様の対応をして頂きます。
・主に資料請求されたお客様や、来店
されたお客様に商品説
　明をし、プランを伺い、ご提案をし
て頂く業務です。

正社員 東海ヤジマ　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

205,430円～297,430円

静岡県三島市若松町４３９２－３
サガミシード株式会社
介護事業部　樹楽団らんの家　三
島若松

56

ＬＰガス営業／三島
市（三島支店）

○当社ＬＰガスをご利用の一般家庭顧
客へ給湯器やガスコンロ等のガス器具
や省エネ機器をご提案していただきま
す

○ＬＰガスの新規切り替えご提案


正社員 株式会社　ザ・トーカイ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時45分

月給 (2)9時00分～18時00分

194,500円～202,000円

静岡県三島市若松町４３９２－３
サガミシード株式会社
介護事業部　樹楽団らんの家　三
島若松

55

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）

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 (2)9時00分～18時00分

199,500円～207,000円 (3)18時00分～8時00分

静岡県三島市長伏１５５－３７

54

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）

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

192,000円～220,000円53

金物製造 〈金物製造業務は下記の通りです〉
建設用の基礎枠（型枠）関係の丸セパ
（ボルト）、ネジ切り、製造
機械を使用しての金属加工
一人作業機械を使用しての作業

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

5/11



【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人　令和3年11月8日発行 】

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: 055-971-5507 従業員数 320人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 言語聴覚士 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- 6162111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 055-973-0882 従業員数 13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

求人番号: 22050- 6080611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 055-983-0834 従業員数 9人

年　　齢: 35歳以下 休　　日： 水日祝他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 准看護師

求人番号: 22050- 6191511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-980-6655 従業員数 3人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水日祝他 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- 6165211 各種保険： 雇用・労災・その他 月平均 

     TEL: 055-980-5040 従業員数 90人

年　　齢: 18歳～64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- 6289511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 054-266-3216 従業員数 12人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 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 准看護師

求人番号: 22010-25421311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 055-973-0011 従業員数 74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： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 6249311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 2時間

     TEL: 055-982-5111 従業員数 3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- 6166511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 055-983-1200 従業員数 88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- 6128311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-980-5040 従業員数 90人

年　　齢: 18歳～64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- 6147711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 055-982-5111 従業員数 5人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 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

求人番号: 22050- 6076811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 055-975-2610 従業員数 250人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 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- 6202711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 055-975-3527 従業員数 18人

年　　齢: 40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- 6059711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

静岡県三島市川原ヶ谷５４８

月給

170,000円～300,000円

静岡県三島市南田町４番５０号

78

自動車整備士 ・自動車の点検、車検、修理全般
・軽自動車から大型車（マイクロバス
程度）まで
・顧客車両の引取、納車
・販売する自動車の整備、付属品取付
・上の内容に付帯する業務

正社員 変形（1年単位） 株式会社　飯島自動車（スズキアリーナ三島箱根）
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給 (2)8時30分～17時15分

179,520円～278,080円

静岡県三島市芝本町１２－６　ＭＩＳＨＩＭＡ　ＴＲＵＳＴ　ＢＵＩＬＤＩＮＧ２０２

77

郵便配達 ・バイク（カブタイプ）に乗り、郵便
物・荷物を配達するお仕事です
・勤務地は三島郵便局のほか、湯ヶ島
郵便局、大仁郵便局、韮山郵便局、伊
豆長岡郵便局、修善寺郵便局でも募集
しています。

正社員以外 交替制あり 日本郵便株式会社郵便事業総本部　三島郵便局
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～16時45分

月給

219,600円～240,500円

静岡県三島市徳倉１１４８－２

76

社会福祉士 三島市芝本町にある三島北地区地域包
括支援センターは、高齢者が住み慣れ
た地域で安心して過ごすことができる
ように地域包括ケアを推進することを
目的とする事業所です。その為に保健
師、社会福祉士、主任介護支援専門員
がその専門知識や技能を互いに活かし

正社員 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30分～17時30分

月給 (2)8時00分～17時00分 高齢者介護業務に携
わった経験があれば
尚可です。

171,690円～288,370円 (3)10時00分～19時00

静岡県三島市南二日町５－４１

75

介護職 特別養護老人ホーム（ショートステ
イ）におけるご利用者様の介護業務全
般を担当していただきます。
・食事介助
・入浴介助
・排泄介助
・生活介助、介護等

正社員 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人栄幸会　特別養護老人ホーム北上の郷
雇用期間の定めなし (1)6時30分～15時30分

月給 (2)8時00分～17時00分 経験者優遇

224,000円～275,000円 (3)9時00分～18時00分

静岡県三島市松本３９一３


74

生活相談員 「特別養護老人ホーム南二日町」にお
いて、生活相談員として下記業務を担
当していただきます。

・施設入所者様およびそのご家族への
相談援助
・他施設や各事業所との連絡調整業務

正社員 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人華翔会　特別養護老人ホーム南二日町
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

198,900円～234,100円

静岡県三島市玉沢８０番地


73

介護支援専門員 居宅介護支援事業所いづテラスにおい
て
・相談対応
・アセスメント調査
・サービスの調整
・主治医との連携
・サービス計画書の作成及び交付

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30分～17時30分

月給 (2)10時00分～19時00

211,302円～316,016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

72

施設ケアマネー
ジャー（兼相談員）

下記業務を担当していただきます。
・特養および短期入所生活介護事業の
ケアプラン等の作成と管理
・入退所者関連業務
・相談員の業務支援
・入退所及び入退院支援
・行事、委員会、研修等の企画運営

正社員 変形（1ヶ月単位） 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30分～17時30分

月給

250,000円～250,000円

静岡県三島市徳倉１１４８－２

71

訪問入浴看護職員／
三島事業所（三島
市）

訪問入浴サービスにおける、看護職員
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、介護職員が入
浴機材等の準備をしている間にお客様

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 高齢者介護業務に携
わった経験があれば
尚可です。

171,690円～288,370円 (3)10時30分～19時30

静岡県三島市萩１８８

70

介護職 グループホーム（定員９名）における
ご利用者様の介護業務全般を担当して
いただきます。
・食事介助
・入浴介助
・排泄介助
・生活介助、介護等

正社員 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人栄幸会　特別養護老人ホーム北上の郷
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 (2)9時15分～19時00分 経験者優遇

170,000円～190,000円

静岡県三島市谷田５２３－７

69

受付・事務 受付・事務・レセプト作成・診療準備・片付・アシスタント業務・院内清掃など正社員 変形（1ヶ月単位） 渡辺歯科クリニック
雇用期間の定めなし (1)8時45分～18時30分

月給 (2)9時00分～18時00分

255,000円～265,000円

静岡県三島市八反畑１２７－１
ベルメゾン２１　２－Ａ
訪問看護ステーションほほえみ

68

看護師 小児科クリニックにおける看護師業務 正社員 桜ヶ丘こどもクリニック
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時00分

月給 (2)8時30分～12時45分 臨床経験５年以上、
または相当の臨床経
験

266,000円～422,000円

静岡県三島市緑町１－３

67

看護師（訪問看護） ・訪問看護利用者の自宅等へ訪問し
て、保清・排便管理・医療機器　管
理・ターミナルケア、点滴、褥瘡処置
などニーズに沿っておこ　ないます。
・家族等介護者への介護指導、食事指
導、服薬管理など、必要に応　じて行
います。

正社員 医療法人社団　静岡健生会
雇用期間の定めなし (1)8時30分～16時45分

月給

204,300円～260,350円66

三島中央病院　言語
聴覚士

入院・外来患者さんへのリハビリ業務 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

6/11



【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人　令和3年11月8日発行 】

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: 055-991-1337 従業員数 1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- 6116211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 0467-73-8920 従業員数 1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: 14080-13680911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0467-73-8920 従業員数 3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: 14080-13211911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 055-983-1501 従業員数 30人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 火日他 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- 6239411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-983-1501 従業員数 30人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 火日他 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- 6240611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-925-7890 従業員数 167人

年　　齢: 18歳以上 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: 22030- 9244211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 4時間

     TEL: 055-989-2345 従業員数 3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: 22030- 8850911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 30時間

     TEL: 055-979-0833 従業員数 19人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 １級土木施工管理技
士

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり ２級土木施工管理技士

求人番号: 22050- 6244811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-979-0833 従業員数 19人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 大型特殊自動車免許 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり 車両系建設機械（基礎工事用）運転技能者

求人番号: 22050- 6253211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-941-6581 従業員数 2人

年　　齢: 不問 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- 6077211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-970-3885 従業員数 12人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 その他の定置・建設
機械の運転関係資格

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- 6068811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 055-970-3885 従業員数 12人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 ２級土木施工管理技
士

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり ２級建築施工管理技士

求人番号: 22050- 6069211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 055-979-4572 従業員数 40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 なし

求人番号: 22050- 6142011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県田方郡函南町間宮６２４－２２

日給

233,200円～254,400円
又は21時30分～5時30

静岡県田方郡函南町桑原３３５

91

鉄道電気工事　列車
見張員

東海道本線、御殿場線における信号通
信工事作業での列車見張業務

正社員以外 変形（1年単位） 静信工業　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

201,000円～450,000円

静岡県田方郡函南町桑原３３５

90

施工監理者（現場責
任者）

解体工事の施工管理業務をしていただ
きます。
・各種届出書類、施工計画書作成及び
現場監理。
・所在地事業所に集合し現場に行きま
す。
・元請施工を中心に、エンジニアリン

正社員 変形（1年単位） トライテック株式会社
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

201,000円～450,000円

静岡県田方郡函南町塚本９３６－１

89

現場技術者（重機オ
ペレーター）

解体工事の現場技術業務をしていただ
きます。
・所在地事業所に集合し現場に行きま
す。
・元請施工を中心に、エンジニアリン
グ会社及び大手ゼネコンより直接請負
う立場で施工しております。

正社員 変形（1年単位） トライテック株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

220,000円～300,000円

静岡県田方郡函南町塚本９７番地

88

建築工事業 当社が代理店をしている小屋、ガレー
ジ、倉庫の組立てやその他工事
住宅、リフォーム等の新築や改修等の
現場作業

正社員 株式会社ビルド・エスディーエル
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 重機オペレーターの
経験
車両系建設機械の運

200,000円～240,000円

静岡県田方郡函南町塚本９７番地

87

舗装工事・管路工事
の重機オペレーター

サンワ建工株式会社受注の土木工事重
機オペレーターおよび手元作業
ローラー、グレーダー、アスファルト
フィニッシャー、バックホウを使用し
ます。

＜舗装・・・民間の舗装工事、公共の

正社員 変形（1年単位） サンワ建工株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 施工管理の経験

200,000円～240,000円

静岡県三島市緑町１０－２４　　（株）電業社機械製作所

86

舗装工事・管路工事
等土木工事の施工管
理

サンワ建工株式会社受注の土木工事の
施工管理業務

＜舗装・・・民間の舗装工事、公共の
道路舗装工事等＞
現場は三島・函南・沼津が中心
１現場あたり１週間～２週間程度

正社員 変形（1年単位） サンワ建工株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

177,500円～184,500円

静岡県沼津市岡宮１３５４－６
※静岡県東部（三島・田方地区）
の現場

85

企業の受付・出入管
理

当社請負先において、下記の警備業務
を担当して頂きます。

＜守衛所での常駐警備業務＞
・監視業務
・受付業務
・電話応対

正社員 変形（1ヶ月単位） セントラル警備保障株式会社　三島支社
雇用期間の定めなし (1)16時00分～8時00分

日給 (2)22時00分～6時00分

172,000円～258,000円

静岡県三島市安久４３－２
米久（株）ケンコー工場

84

交通誘導・駐車場警
備員（三島・田方地
区）

・静岡県東部（三島、田方地区）の建
設現場等において、歩行者や　自転
車、車両等の交通誘導に関すること。
・商業施設の駐車場等での歩行者や車
両、自転車の誘導や警備に関　するこ
と。
・業務は現場により事務所に集合して

正社員以外 変形（1年単位） エスピトーム　株式会社　沼津支社
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

198,061円～198,061円

静岡県三島市安久４３－２
米久（株）三島工場

83

（請）ハム製造工場
内での機械洗浄

・機械分解洗浄、その後の組立
・部屋内床清掃
・洗浄後の検査及び不具合部のアル
コール拭き
・人員の勤怠管理
・作業報告書の作成
・月１回品質会議

正社員 株式会社サン　三島営業所
雇用期間の定めなし (1)18時00分～3時00分

時給

198,061円～198,061円

静岡県三島市平成台４０－１

82

（請）ハム製造工場
内での機械洗浄

・機械分解洗浄、その後の組立
・部屋内床清掃
・洗浄後の検査及び不具合部のアル
コール拭き
・人員の勤怠管理
・作業報告書の作成
・月１回品質会議

正社員 株式会社サン　三島営業所
雇用期間の定めなし (1)18時00分～3時00分

日給

164,160円～164,160円

静岡県三島市平成台４０－１

81

＜急募＞惣菜の簡単
な製造・加熱・サラ
ダのカット

工場内にて、スーパー向けお惣菜の煮
付けやサラダのカット等、簡単な製造
のお仕事です。
＊未経験者でも安心して出来る安定し
た長期のお仕事です。

無期雇用派遣労働者 株式会社　ＩＨＳ
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

日給

164,160円～164,160円

静岡県三島市南町６－７８
東芝テック（株）三島事業所

80

《急募》容器の簡単
な洗浄

惣菜を製造する工場内にて、簡単な洗
浄のお仕事です。
＊容器を機械に入れて、自動で洗浄さ
れた容器を取り出す。
＊容器を乾燥させて決められた位置に
保管する等
＊機械の簡単な洗浄（部品の洗浄や

無期雇用派遣労働者 株式会社　ＩＨＳ
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給 電気設計評価経験
各種計測機器の使用206,150円～226,300円79

（派）電気技術者／
評価・検証

業務用複合機の電源開発における、下
記業務をお願いします。

・開発設計の評価
・部品変更による動作検証
・マルチメータ、オシロスコープを利
用した計測

有期雇用派遣労働者 電気・電子工学系
優遇

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)8時30分～17時15分
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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: 055-977-5050 従業員数 3人

年　　齢: 45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- 6203811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0550-89-6633 従業員数 10人

年　　齢: 29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: 22031- 3403911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-37-6851 従業員数 10人

年　　齢: 40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- 2138411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 22時間

     TEL: 0557-37-6851 従業員数 11人

年　　齢: 40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- 2146411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 22時間

     TEL: 055-978-7106 従業員数 8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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 6248011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 23時間

     TEL: 054-280-0066 従業員数 10人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 危険物取扱者（乙
種）

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: 22010-25237911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 054-280-0066 従業員数 6人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 危険物取扱者（乙
種）

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: 22010-25239711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 055-931-1111 従業員数 30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: 22030- 8992211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-974-0121 従業員数 160人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水日祝 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: 22050- 6294711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 1時間

     TEL: 055-974-1355 従業員数 130人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 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

求人番号: 22050- 6324111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 055-973-0882 従業員数 15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

求人番号: 22050- 6087411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 055-940-2411 従業員数 50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- 6319211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 03-5244-5311 従業員数 27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: 13010-91594411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

静岡県田方郡函南町間宮４２０－
１
狩野川東部浄化センター内

月給 (2)16時45分～8時45分

180,000円～250,000円

静岡県田方郡函南町間宮７６０－１

104

下水道プラントの運
転保守管理／函南町

環境プラント（水処理施設）の設備管
理
水処理施設の運転・保守点検・メンテ
ナンス等

（主な業務内容）
・機器の状態確認やデータ記録

正社員 変形（1ヶ月単位） テスコ　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時15分

時給

215,040円～225,120円

静岡県田方郡函南町間宮８８２－
５　ウエルズ２１アライ１号
訪問看護ステーションかんなみ

103

介護支援専門員
【ル・ソレイユ函
南】

介護支援専門員業務は下記の通りです

・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
・インテーク面接、相談業務
・訪問先は函南町周辺が中心で社有車

正社員以外 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～12時45分 臨床経験５年以上、
または相当の臨床経
験

266,000円～422,000円

静岡県田方郡函南町平井１６９０－１３

102

看護師（訪問看護） ・訪問看護利用者の自宅等へ訪問し
て、保清・排便管理・医療機器　管
理・ターミナルケア、点滴、褥瘡処置
などニーズに沿っておこ　ないます。
・家族等介護者への介護指導、食事指
導、服薬管理など、必要に応　じてお
こないます。

正社員 医療法人社団　静岡健生会
雇用期間の定めなし (1)8時30分～16時45分

月給 医療ソーシャルワー
カーとしての経験198,000円～236,000円

静岡県田方郡函南町平井１６９４

101

医療ソーシャルワー
カー

・病院における入退院患者の医療相談
及び各関係機関との調整業務　を行っ
ていただきます。

正社員 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

226,000円～266,000円

静岡県田方郡函南町肥田３７７－
５
赤から函南店

100

作業療法士 ・作業療法（手工芸・園芸・集団作業
療法）
・訪問看護業務（静岡県東部方面）
・その他関連業務

・経験不問
・新卒及び既卒の方も可

正社員 医療法人新光会　伊豆函南病院
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

月給

180,000円～350,000円
又は9時00分～3時00分

静岡県田方郡函南町塚本６０９－
２
サガミシ－ド（株）セルフ伊豆中
央道ＳＳ

99

ホール接客及び調理
（赤から函南店）

当社の「赤から函南店」において、下
記接客等に係る業務を担当していただ
きます。
＊接客業務
　・店内での誘導ご案内
　・オーダー取り
　・料理や飲み物の提供や片付け

正社員 変形（1ヶ月単位） 雄大　株式会社
雇用期間の定めなし

月給

186,000円～214,500円
又は0時00分～23時59

静岡県田方郡函南町肥田５０－１
サガミシ－ド（株）函南ＳＳ

98

ガソリンスタンドス
タッフ／函南町塚本

★全社で「明るく楽しい職場創り」を
推進しています。
　・接客業務（給油、洗車）
　・開店、閉店、清算業務
　・各種カード案内
　・整備業務（オイル交換等の軽整
備）

正社員 変形（1年単位） サガミシード　株式会社　本部
雇用期間の定めなし

月給

186,000円～214,500円
又は7時00分～22時00

静岡県田方郡函南町肥田４７６

97

ガソリンスタンドス
タッフ／函南町肥田

★全社で「明るく楽しい職場創り」を
推進しています。
　・接客業務（給油、洗車）
　・開店、閉店、清算業務
　・各種カード案内
　・整備業務（オイル交換等の軽整
備）

正社員 変形（1年単位） サガミシード　株式会社　本部
雇用期間の定めなし

月給

198,776円～245,547円

静岡県田方郡函南町問宮３２９‐
６
【ａｕショップ函南】

96

ルート営業 ＊メディカルアドバイザーとして、当
社の配置薬（置き薬）をご利　用いた
だいているご家庭や企業を定期訪問
し、ご使用いただいた　分の集金と補
充行います。
・その際、お客様の健康相談にのり、
ニーズに合わせた商品説明や　健康補

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　富士薬品　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

180,000円～200,000円

静岡県田方郡函南町間宮３５３‐
３
【ＳｏｆｔＢａｎｋ函南】

95

携帯電話販売（ａｕ
ショップ函南）

携帯電話サービスに関連する接客・コ
ンサルティング

○端末販売…携帯電話及び付属品等の
販売
○故障対応…修理以来の受付・代替機
の貸出

正社員 株式会社　サン・エレック
雇用期間の定めなし (1)10時00分～19時00

月給

180,000円～200,000円

静岡県田方郡函南町間宮７３６－
１　函南営業所

94

携帯電話販売（Ｓｏ
ｆｔＢａｎｋ函南）

携帯電話サービスに関連する接客・コ
ンサルティング

○端末販売…携帯電話及び付属品等の
販売
○故障対応…修理以来の受付・代替機
の貸出

正社員 株式会社　サン・エレック
雇用期間の定めなし (1)10時00分～19時00

月給

182,500円～208,500円

静岡県田方郡函南町柏谷１５３

93

営業事務（函南営業
所）

◎住宅設備機器総合販売事務所での事
務のお仕事です。
・パソコン、ＯＡ機器等を使用し、伝
票の処理業務
・接客対応、電話の応対
・営業社員のサポート、アシスタント
業務

正社員 静岡サンケイ機器株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給

167,200円～264,000円92

機械加工作業員 フライス加工、旋盤加工、ＮＣ旋盤
医療、粉体、充電器ライン等の加工部
品

正社員 キウチ商工　株式会社
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　令和3年11月8日発行 】

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: 0557-45-1109 従業員数 32人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 日商簿記２級 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- 2100711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-45-1109 従業員数 32人

年　　齢: 39歳以下 休　　日： 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: 22052- 2075311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-53-2166 従業員数 571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 ２級建築施工管理技士

求人番号: 22052- 2136211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-53-2166 従業員数 571人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 ２級土木施工管理技
士

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22052- 2137511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-38-3500 従業員数 5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 なし

求人番号: 22052- 2089211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 06-6767-0250 従業員数 6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: 27010-53774811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 30時間

     TEL: 0557-51-3411 従業員数 82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 なし

求人番号: 22052- 2098511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0550-89-6633 従業員数 6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: 22031- 3404111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0550-89-6633 従業員数 8人

年　　齢: 35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: 22031- 3410611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 052-823-0211 従業員数 9人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 日祝他 大型自動車免許 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: 23030-20294011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 30時間

     TEL: 055-971-6820 従業員数 9人

年　　齢: 35歳以下 休　　日： 月日祝他 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: 22030- 9078411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 25時間

     TEL: 0557-37-6851 従業員数 13人

年　　齢: 40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- 2139011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 22時間

     TEL: 0557-37-6851 従業員数 19人

年　　齢: 40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- 2147011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 22時間

静岡県伊東市広野３‐４‐４
【ドコモショップ伊東店】

月給

180,000円～200,000円

静岡県伊東市川奈１２５７‐１１
７
【ＳｏｆｔＢａｎｋ伊東川奈】

117

携帯電話販売（ドコ
モショップ伊東店）

携帯電話サービスに関連する接客・コ
ンサルティング
○端末販売…携帯電話及び付属品等の
販売
○故障対応…修理以来の受付・代替機
の貸出
○相談応対…プラン見直しや機種決

正社員 株式会社　サン・エレック
雇用期間の定めなし (1)10時00分～19時00

月給

180,000円～200,000円

静岡県伊東市吉田３９４
伊東営業所

116

携帯電話販売（Ｓｏ
ｆｔＢａｎｋ伊東川
奈）

携帯電話サービスに関連する接客・コ
ンサルティング

○端末販売…携帯電話及び付属品等の
販売
○故障対応…修理以来の受付・代替機
の貸出

正社員 株式会社　サン・エレック
雇用期間の定めなし (1)10時00分～19時00

月給

174,000円～178,000円

静岡県伊東市川奈１２５７－９４　伊東サービスセンター

115

自動車整備士・メカ
ニック（伊東営業
所）

メルセデス・ベンツ正規販売店におけ
る自動車整備士として下記の業務を担
当して頂きます。

・主にメルセデス・ベンツの点検、車
検、一般整備、故障修理等


正社員 変形（1年単位） 沼津ヤナセ・ホールディングス株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時40分～17時20分

月給

170,000円～270,000円

静岡県伊東市萩７８３－１
　伊東営業所

114

トラック・バスの整
備

トラック・バスの車検、定期点検、一
般整備を担当していただきます。
最初のうちは、戸惑うこともあろうか
とは思われますが、丁寧に指導させて
頂くことと、新人研修としてメカニッ
ク１年目研修で、スキルアップが図れ
ます。

正社員 変形（1ヶ月単位） 三菱ふそうトラック・バス　株式会社　東海ふそう
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

212,650円～236,250円

静岡県伊東市荻７８３－１　伊東営業所

113

配送（伊東営業所） 固定得意先へのルート配送
システムキッチン、システムバス、ト
イレ等の水廻りの住宅設備機器及び上
下水道用資材を水道工事店、工務店、
リフォーム店へ販売しています。
社有車１ｔ～１．５ｔトラックを使用

正社員 静岡サンケイ機器株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

182,500円～208,500円

静岡県伊東市富戸１３１７－４５

112

営業事務（伊東営業
所）

住宅設備機器総合販売の事務所での事
務のお仕事です。
・パソコン、ＯＡ機器等を使用して伝
票の処理
　（Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ）
・接客対応、電話の応対
・営業社員のアシスタント業務

正社員 静岡サンケイ機器株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

160,000円～200,000円

静岡県伊東市湯川１－３－３
上條ビル４階　Ａ号室
伊東営業所

111

光学部品製造員 プリズム、ミラー、レンズなどの加工
の仕事です。

●研削、研磨、蒸着、接着等の光学デ
バイズの一環生産を、技術ならびに
機械設備を駆使して製造作業を行いま
す。

正社員以外 日東光器　株式会社　伊東工場
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

213,300円～260,300円

就業場所は伊東市内の店舗の中で相談となります。

110

【急募】地域密着型
営業職（業務用厨房
機器：静岡県伊東
市）

※個人ごとに営業所近隣のエリアを担
当し、自分の担当するエリア
内のお客様（飲食店や酒販店、生花店
など）に対して快適な厨房づ
くりのための機器やお店作りを提案す
る営業です。お客様のご要望
やお困りごとをお伺いして最適なご提

正社員 変形（1年単位） 大和冷機工業　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時45分～17時45分

時給

165,888円～165,888円

静岡県伊東市八幡野１１０３番地２６６

109

販売【フルタイム
パート】

○お菓子の販売・接客
○お菓子ひとつひとつのラベル貼り、
箱折り、
　商品箱詰め、包装、陳列、補充
○商品説明、ご提案
○レジ入力、金銭授受
○簡単なパソコン操作　など

正社員以外 株式会社　石舟庵
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 施工管理

164,500円～240,000円

静岡県伊東市八幡野１１０３番地２６６

108

土木技術者【正社
員】

土木工事施工管理
○土木工事現場における施工計画、行
程管理、品質管理、
　安全管理、等を行います。

＊社用車にて各現場へ向かいます。


正社員 株式会社　伊豆急ハウジング
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 施工管理の経験

164,500円～240,000円

静岡県伊東市川奈１２９９

107

建築技術者【正社
員】

建築工事施工管理
○建築現場における施工計画、行程管
理、品質管理、
　安全管理、等を行います。

＊社用車にて各現場へ向かいます。
（ＡＴ限定：可）

正社員 株式会社　伊豆急ハウジング
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)9時00分～18時00分

166,000円～279,000円

静岡県伊東市川奈１２９９

106

一般事務【本社】※
急募※

本社における一般事務の仕事です。
〇電話対応
〇工事報告書作成、書類チェック、確
認作業
〇その他業務　等
○車の運転ができる方には、銀行等へ
の外出用務をお願いする場合　があり

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

年俸制 (2)9時00分～18時00分 実務経験３年以上

300,000円～450,000円105

経理事務【幹部候
補】

■単体決算（月次・四半期・年次）
■連結決算
■開示資料作成（有価証券報告書・四
半期決算・決算短信）
■予算編成・予算管理
■監査法人対応
■Ｍ＆Ａ関連業務

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
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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　令和3年11月8日発行 】

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: 0557-36-0077 従業員数 7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: 22052- 2057511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-35-9158 従業員数 12人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水木他 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: 22052- 2107611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-35-9158 従業員数 7人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 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 なし 二級建築士

求人番号: 22052- 2108911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 ２級建築施工管理技士

     TEL: 0557-35-9158 従業員数 2人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 木他 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: 22052- 2117111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-35-9158 従業員数 7人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 月木 普通自動車第二種免
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: 22052- 2119811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-35-9158 従業員数 12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: 22052- 2120411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-53-5590 従業員数 8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: 22052- 2094111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 0557-55-2660 従業員数 35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 あり

求人番号: 22052- 2076611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0120-911-045 従業員数 7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: 14100-10054711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 27時間

     TEL: 0557-48-1187 従業員数 10人

年　　齢: 64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- 2046711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0557-53-0026 従業員数 9人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 木日祝他 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: 22052- 2106311 各種保険： 雇用・労災・厚生・その他 月平均 15時間 保育士

     TEL: 0557-38-2300 従業員数 3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 なし

求人番号: 22052- 2081411 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-38-2300 従業員数 3人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 土日祝 歯科衛生士 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: 22052- 2067011 各種保険： 雇用・労災 月平均 

静岡県伊東市猪戸１丁目６－１２

月給

275,000円～275,000円

静岡県伊東市猪戸１丁目６－１２

130

歯科衛生士 歯科衛生士業務全般の仕事です。
・ブラッシング
・スケーリング
・保健指導
・受付、会計
・治療器具の消毒、洗浄、片付け
・治療補助（印象、等）

正社員 しまだ歯科医院
雇用期間の定めなし (1)9時30分～18時30分

月給

160,000円～160,000円

静岡県伊東市八幡野１１９４‐３０

129

歯科助手 歯科診療所における歯科助手業務
・患者様の受付、会計
・電話応対（予約、問い合わせなど）
・カルテの準備
・治療器具の消毒、洗浄、片付け
・治療補助
・清掃、等

正社員 しまだ歯科医院
雇用期間の定めなし (1)9時30分～18時30分

月給

170,000円～190,000円
又は7時50分～18時30

静岡県伊東市宇佐美１９３６－２９

128

歯科助手 ○診療準備・片付け・予約受付・会計
業務
○歯科医師及び歯科衛生士のアシスタ
ント
○ほか、患者さまへの説明等多岐にわ
たります。


正社員 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団　健伸会　はぎわら歯科医院
雇用期間の定めなし

月給 (2)8時30分～12時30分 医療事務の経験あれ
ば尚可165,000円～165,000円

静岡県伊東市湯川１－８－１１
　月あかり　伊東駅前店

127

医療事務 クリニックに関わる事務業務全般
・受付対応
・予約対応（電話やインターネットに
よる）
・カルテの準備、整理
・精算業務
・レセプト業務、等

正社員 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 (2)14時00分～23時00 飲食店での勤務経験
（専門店・チェーン
店問わず）

320,000円～380,000円 (3)17時00分～2時00分

静岡県伊東市八幡野１２８３－７８

126

店舗マネージャー／
飲食店勤務経験者／
静岡県伊東市

「月あかり　伊東駅前店」での接客業
務及び調理業務、アルバイトスタッフ
への教育や指示、既存店強化の為の売
上管理、販促企画をお任せいたしま
す。

飲食店勤務経験者の方には「店長候

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　オーイズミダイニング
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 仕事としての調理経
験。191,000円～191,000円

静岡県伊東市八幡野１３５５－１７

125

調理スタッフ ●断食と食養生の施設で、自然食の調
理が主な仕事です。

その他の業務

●フロントにて接客


正社員 変形（1ヶ月単位） 有限会社　やすらぎの里　本館
雇用期間の定めなし (1)7時30分～19時00分

月給 旅館等での接客経験

200,000円～220,000円
又は7時40分～20時30

静岡県伊東市玖須美元和田７１６－４６１

124

旅館業務全般（客
室・フロント業務
等）

客室及びフロント業務など宿泊業務全
般
○チエックイン時のお出迎えとお部屋
案内とその他説明
○懐石料理の配膳やお部屋だし・布団
敷き等
○パソコン入力（基本操作程度・専用

正社員 交替制あり 伊豆高原の隠れ宿　Ｓｙｕｈａｒｉ
雇用期間の定めなし

月給

180,000円～180,000円

静岡県伊東市湯川４丁目１０－８
【湯川支店】

123

事務員 ○データ入力　
○電話及び来客者の対応
○書類の整理・文書作成
○営業補助
○郵便物の発送・管理、等

※場合により、車での外出用務あり。

正社員 株式会社　さくらパートナーズ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

180,000円～180,000円

静岡県伊東市宇佐美１６６１ー１
１　エステビル
【Ｓａｋｕｒａ　Ｒａｐｐｏｒｔ
Ｂｅａｕｔｅ　伊豆伊東店】

122

運転手 〇旅館業運営による送迎（予約時に近
隣県等に送迎）

その他、当社事業に関わる業務を行っ
ていただきます。
〇管理物件の入居者様の送迎
○賃貸物件への送迎（物件に関する説

正社員 株式会社　さくらパートナーズ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

200,000円～200,000円

静岡県伊東市湯川４丁目１０－８
【湯川支店】

121

エステティシャン
（セラピスト）

さくらパートナーズが運営するエステ
サロン『Ｓａｋｕｒａ　Ｒａｐｐｏｒ
ｔ　Ｂｅａｕｔｅ　伊豆伊東店』のセ
ラピスト募集です。

サロンでの接客から、フェイシャル・
ボディのトリートメントを行うエステ

正社員 株式会社　さくらパートナーズ
雇用期間の定めなし (1)11時00分～20時00

月給 ※経験者優遇

250,000円～400,000円

本　社：静岡県伊東市玖須美元和
田７１６－４６１
函南店：静岡県田方郡函南町真宮
３５０－１０

120

現場監督（施工管
理）【建築部】

建設部にて施工管理を担当して頂きま
す。
○工程管理、安全管理、品質管理
○定期的な現場巡回
○見積もり作成（専用ソフト）　等
※社用車使用

正社員 株式会社　さくらパートナーズ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

240,000円～300,000円

静岡県伊東市和田２丁目４番２号

119

営業全般（伊東店・
函南店）

不動産業務に関わるお仕事です。
〇賃貸物件のご案内
〇土地、建物の売買、仲介物件の事務
処理
〇駐車場の賃借の対応
〇事務所にて電話対応、接客、お茶出
しなど

正社員 株式会社　さくらパートナーズ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

205,000円～281,000円118

ＩＴとＯＡ機器の販
売及びサポート

既存のお客様への要望聞き取りと提
案、導入後のフォロー対応が仕事で
す。
まずは先輩社員との同行で仕事を覚え
ていきます。
ＰＣ、複合機、プリンター、通信機器
等のオフィス機器の導入や

正社員 北村ジムキ　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分
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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: 0557-48-1443 従業員数 16人

年　　齢: 61歳以下 休　　日： 土日他 理学療法士 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- 2044911 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 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- 2045111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0557-36-9069 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 ホームヘルパー２級 就業場所: 

採用人数: 3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- 2160511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 3時間

     TEL: 0557-44-5830 従業員数 16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: 22052- 2102211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-44-5830 従業員数 16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: 22052- 2103511 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： 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: 22052- 2109111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-45-5566 従業員数 104人

年　　齢: 18歳～64歳 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: 22052- 2112411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-51-0888 従業員数 42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 あり

求人番号: 22052- 2124911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0557-51-0888 従業員数 60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- 2126711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0557-51-0888 従業員数 6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- 2127811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0557-51-0888 従業員数 6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- 2129511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0557-35-3022 従業員数 50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： 毎　週 時間外 あり 介護職員初任者研修修了者

求人番号: 22052- 2149611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 0558-27-2277 従業員数 18人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり ホームヘルパー２級

求人番号: 22110- 2659711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間 介護職員初任者研修修了者

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

静岡県伊東市岡１７１－２

143

訪問介護職員【伊
東】

○高齢者宅を訪問しての介護業務
　・食事、入浴、排泄などの生活援助
　・移動、外出に要する支援などの身
体介助
※初めての利用者様宅へ１～３回同行
で訪問します。
※訪問件数は一日５～７軒程度（伊東

正社員 交替制あり 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 (2)7時30分～16時30分 介護経験

179,500円～196,000円 (3)10時00分～19時00

静岡県伊東市八幡野１１０５－３
　ケアセンターうばめがし　伊東

静岡県伊東市荻５５８－１８【グループホームかえで】

142

介護員 介護施設での入居者の生活に関わる介
助業務
●食事介助
●入浴介助
●排泄介助
●病院受診時の付添　※車の運転をす
る事もあります

正社員 交替制あり 株式会社伊豆の里　介護付有料老人ホーム　　　　　　　　　　　サンリッチ伊東
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)15時00分～19時00

160,000円～200,000円

静岡県伊東市荻５５８－１８
【グループホームかえで】

141

＼障がい者支援ス
タッフ（グループ
ホーム）／

★障がいを持つ方が、地域で生活する
グループホームにおいて、
ご利用者様の日常生活全般の支援を行
います。
・食事の調理（平日の朝食・夕食と土
日の３食）
・ご利用者様の健康管理、相談支援業

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　城ヶ崎いこいの里
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～10時30分

月給 (2)10時00分～19時00

160,000円～200,000円

静岡県伊東市荻５７８－３【碧の園・みつばち・ひだまり】

140

障がい者支援スタッ
フ（グループホーム
かえで、碧の園）

＼地域の障がい福祉を支える２つの施
設でのお仕事です！／

【１．グループホーム】
・朝食、夕食の調理、片付け等
・ご利用者様の健康管理


正社員以外 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　城ヶ崎いこいの里
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～15時30分

月給 (2)7時00分～16時00分

157,100円～210,000円 (3)10時00分～20時00

静岡県伊東市荻７７２－１【特別養護老人ホ一ム　奥野苑】

139

障がい者支援スタッ
フ（伊東市・碧の
園）★未経験者歓迎

＼未経験者歓迎！障がいを持つ方が生
活する施設のシゴトです！／

・経験がなくても問題ありません。
まったく異業種から転職した方
や福祉は経験があるけれど、障がい者
支援は初めて、という方が活

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　城ヶ崎いこいの里
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

237,000円～297,000円

静岡県伊東市吉田８２１－１９
【特別養護老人ホーム　伊豆の瞳
／伊豆の瞳（プラス）】
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看護師（正）【特別
養護老人ホーム奥野
苑】

特別養護老人ホーム（定員５０名）の
ご利用者様の日常生活
全般における看護業務を行います。
〇ご利用者様の健康管理
（健康チェック、バイタルチェック、
与薬の準備等）
〇施設内の他職種間の申し送り（朝・

正社員 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　城ヶ崎いこいの里
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 経験不問
※資格保有者・経験
者は優遇します。

182,200円～353,700円 (3)16時00分～1時00分
又は1時00分～9時00分

静岡県伊東市吉田８２１－１９

137

介護職員 ●特別養護老人ホーム伊豆の瞳・伊豆
の瞳プラス（Ｒ２／１０月にオープン
したばかりの施設です）における入居
者様、及びご利用者様の介護業務全般
（食事介助、入浴介助、排せつ介助、
見守り介助等）を行います。


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 福祉施設での経験が
あれば尚可183,000円～388,200円

静岡県伊東市吉田５０１‐１
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看護職員 特別養護老人ホーム伊豆の瞳（１００
床）及び
伊豆の瞳プラス（多床室６０床）・
ショートステイにおける
利用者様の健康管理等の看護業務全般
○バイタルチェックおよび健康管理
○食事、入浴、排泄等の支援

正社員 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

180,000円～255,000円

静岡県伊東市吉田５０１‐１
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介護職員【日勤】 家庭的な雰囲気の中、入居者様の日常
生活のお世話（食事、排泄、入浴、外
出の支援）や入居者様が快適に過ごし
て頂けるよう支援していきます。
◇１ユニット（９名様）に対し、約７
名体制で１日４～５名でケアを行いま
す。

正社員 変形（1ヶ月単位） ＮＰＯ法人　高齢者をささえる会
『グループホーム　伊豆の家』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

240,200円～322,700円 (3)16時00分～10時30

静岡県伊東市宇佐美２３５０－１
『コルテシア』
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介護職員 家庭的な雰囲気の中、入居者様の日常
生活のお世話（食事、排泄、
入浴、外出の支援）や入居者様が快適
に過ごして頂けるよう支援
していきます。
◇１ユニット（９名様）に対し、約７
名体制で１日４～５名でケアを行いま

正社員 変形（1ヶ月単位） ＮＰＯ法人　高齢者をささえる会
『グループホーム　伊豆の家』雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給

174,528円～219,456円
又は7時00分～21時00

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】
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施設介護職員（住宅
型有料老人ホーム）
【伊東市宇佐美】

★☆　昨年オープンした施設です。
　　　業績好調につき初の追加募集で
す。☆★

有料老人ホームの介護サービス業務で
す（全５０床）
入居されている高齢者の介護、及び関

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 有限会社　伊豆介護センター
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

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】

132

訪問看護（正看護
師）

●訪問看護業務（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）

○お医者様からの指示書に従い業務を
行います。
おむつ交換、入浴、体をきれいにす

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

250,000円～370,000円131

理学療法士（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」での理学療法士業
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
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