
【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12月8日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 03-6658-7300 従業員数 27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: 13010- 4464512 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 03-6435-6116 従業員数 16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: 13040-10056212 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- 7066311 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- 7067611 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- 7068911 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- 7070211 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- 7071511 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- 7072411 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- 7074311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 055-977-1139 従業員数 35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- 7030011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     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- 6938711 各種保険： 雇用・労災・厚生・その他 月平均 8時間

     TEL: 052-681-7107 従業員数 34人

年　　齢: 79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: 23030-22138511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 055-964-0115 従業員数 1人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 月日祝他 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: 22030-10017411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県三島市長伏８４番地４
アルブル三島

月給

140,000円～140,000円

静岡県内の各営業先

13

マンション管理員 マンションの管理員として、現場に勤
務し、以下の業務を行っていただきま
す。
・管理事務室窓口対応
・電球交換等
・建物巡回、清掃等
　（廊下、階段、エントランスなどの

正社員以外 日本ハウズイング株式会社　沼津営業所
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

月給 業界での営業経験

250,000円～350,000円

静岡県三島市徳倉８７６－２６

12

法人営業（社員食
堂・社員寮のお食事
の提案）（静岡エリ
ア）

給食委託業における法人への営業（静
岡エリア）
（社員食堂・学校等産業給食に特化し
た営業）
営業訪問・見積作成からプレゼン・試
食会開催など
お客様のニーズに合わせたご提案をお

正社員 株式会社ＬＥＯＣ　東海支社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 (2)13時00分～21時00

230,000円～270,000円 (3)9時00分～17時00分

静岡県三島市多呂５２

11

歯科助手　受付 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

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)9時00分～18時00分

月給

185,000円～498,000円

静岡県三島市一番町３－６　マ・ローネビル２Ｆ

10

発注業務、在庫管
理、測定または設計
補助

部品・材料・消耗品の発注業務、付随
する発注書・納品書・請求書の処理業
務、棚卸等の在庫管理業務を担当して
頂きます。
担当して頂く業務では取引先様との電
話やＦＡＸやメールでのやり取り、パ
ソコンを使用しての入力業務がござい

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

170,000円～400,000円

静岡県三島市一番町３－６　マ・ローネビル２Ｆ

9

家電製品の機械設計
補助業務

家電製品の設計補助業務を担当してい
ただきます。
＊２Ｄ、３ＤＣＡＤによる図面データ
修正作業になります

★社内研修が充実しておりますので未
経験者の方も大活躍できます！！

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

190,000円～400,000円

静岡県三島市一番町３－６　マ・ローネビル２Ｆ

8

半導体業界向け分析
装置開発に伴うソフ
ト評価業務

設計者が作りこんだプログラムを基に
テスト項目を洗い出し、シュミュレー
タ上・実機での動作テストを担当して
頂きます。
マニュアルの作成作業なども有。

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 装置の機械設計の実
務経験190,000円～400,000円

静岡県三島市一番町３－６　マ・ローネビル２Ｆ

7

機械設計業務 半導体製造装置の機械設計業務


★装置開発の実務経験者の方、優遇さ
せて頂きます。

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 機械設計、試験評価
どちらかの実務経験190,000円～400,000円

静岡県三島市一番町３－６　マ・ローネビル２Ｆ

6

開発設計業務 ＥＶモータ開発に伴う機械設計、各種
検証業務を対応して頂きます。

★機械設計、試験評価の実務経験ある
方、是非ご応募下さい！

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 装置設計の実務経験

190,000円～400,000円

静岡県三島市一番町３－６　マ・ローネビル２Ｆ

5

装置の機械設計業務 ローダ装置、測定装置、試験機、自動
化装置の機械設計を担当して頂きま
す。
使用ＣＡＤ：ＭＩＣＲＯ　ＣＡＤＡＭ
（２Ｄ）、ＣＡＴＩＡ　Ｖ５（３Ｄ）

★実務経験者の方、優遇させて頂きま

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 Ｐｈｏｔｏｓｈｏｐ
の実務経験180,000円～400,000円

静岡県三島市一番町３－６　マ・ローネビル２Ｆ

4

画像加工業務 Ｐｈｏｔｏｓｈｏｐを使用した画像加
工作業を担当して頂きます

★実務経験者の方、優遇させて頂きま
す。
　
◎是非ご応募お待ちしております！

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

ジブラルタ生命保険株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～17時30分

月給 【必須】
組込制御設計の実務
経験

190,000円～400,000円

静岡県三島市加茂川町３８７９－
４
「あんしんホーム三島」「ケアス
テーションあさひ三島」

3

組み込み制御開発業
務

半導体製造装置の組み込み制御設計を
担当して頂きます
言語：Ｃ、Ｃ＋＋
★実務経験者の方、優遇させて頂きま
す。
　
◎是非ご応募お待ちしております！

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 介護施設での事務の
経験ある方158,000円～158,000円

≪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） 

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

静岡県三島市文教町１－９－１１
Ｚ会文教町ビル５Ｆ
当社静岡支社　三島営業所

2

≪急募！！≫事務ス
タッフ・正社員／三
島

○サービス付き高齢者向け住宅及びデ
イサービス
・電話対応、パソコン操作、小口現金
管理、書類作成、接客、買い出し　等

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

月給 事務経験歓迎

220,000円～220,000円

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

〔契約〕一般事務／
三島市

・営業サポート（保険の販売は行いま
せん）
・総務事務
・ＰＣ入力
・電話応対等を担当

正社員以外
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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12月8日発行

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: 055-971-5507 従業員数 320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- 6903711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-977-5060 従業員数 8人

年　　齢: 40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- 6889611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-975-4374 従業員数 13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： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 6792311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-988-8864 従業員数 46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- 6801411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 055-988-8864 従業員数 46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- 6803311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 29時間

     TEL: 053-421-9898 従業員数 73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: 22020-24563411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 053-421-9898 従業員数 96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: 22020-24569711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 055-924-5381 従業員数 40人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 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: 22030- 9935911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5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: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 14080-14523511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     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- 6780211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0422-36-6788 従業員数 10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: 13170-17130111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 25時間

     TEL: 055-975-2885 従業員数 6人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 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: 22050- 6650511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 054-286-1199 従業員数 7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: 22010-27450611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

静岡県三島市中田町９－３０
イトーヨーカドー三島店

時給 (2)12時30分～21時30 サービス接客業経験
者
駐車場警備経験者

157,766円～194,400円 (3)10時00分～19時00

静岡県三島市平田１２４－２４

26

（請）警備員／三島
市

○ショッピングセンター駐車場におけ
る、お客様の車両御案内、
　誘導。

＊法定研修／２０ｈ、時給９１３円

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 静岡帝国警備保障　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時30分～18時30分

日給

267,600円～401,400円

静岡県三島市一番町９－３７　三
島サンメイトビル２階
「Ｎ白木屋　ＪＲ三島南口駅前
店」

25

とび職　とび職見習
い

工事現場での鳶仕事（大手ゼネコン
等）
＊足場の組立、解体作業


＊初心者歓迎
＊未経験者方は親切丁寧に指導しま

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

月給 (2)19時00分～1時00分

208,300円～278,000円 (3)10時00分～23時00

静岡県三島市徳倉１１４８－２

24

正社員店舗スタッフ
（Ｎ白木屋　ＪＲ三
島南口駅前店）

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 (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

静岡県三島市平成台４０－１

23

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

日給

164,160円～164,160円

静岡県三島市平成台２０
東海金属工業株式会社

22

＜急募＞惣菜の盛り
付け・パック詰め

工場内にて、スーパー向け惣菜の盛り
付けやパック詰め等。
未経験者でも安心してできる、無期雇
用の安心安定した簡単なお仕事です。

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30分～17時30分

時給

205,440円～205,440円

静岡県三島市安久１５２－１
【三島南店】

21

自動車ドア部品の製
造　ボタン操作

《具体的なお仕事説明》
〇自動車ドアの細長い部品をプレス機
で加工する単純作業です！
〇部品をセットして、ボタンを押すだ
けなので簡単ですよ！
〇部品は片手で持てる重さなのでラク
ラクこなせます♪

有期雇用派遣労働者 変形（1年単位） 株式会社三幸コーポレーション
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

180,000円～250,000円
又は7時00分～20時00

静岡県三島市安久１５２－１
【エブリィビッグデー三島店】

20

フロアー担当（三島
南店）

店舗にて、フロアー業務を担当してい
ただきます。
・フロアー責任者（将来的に）
・食品、菓子、雑貨、酒、パン等の商
品を発注
・レジ、陳列に関する仕事
・品出し　等が主なお仕事です

正社員 株式会社　ビッグ富士
雇用期間の定めなし

月給

190,000円～330,000円
又は7時00分～20時00

静岡県三島市平成台３０

19

生鮮担当（エブリィ
ビッグデー三島店）

販売職（精肉・鮮魚・青果・惣菜）
・加工・陳列・パック詰め・人材育
成・仕入れ・商談・企画など

部門は希望・適性を考慮して決定

正社員 株式会社　ビッグ富士
雇用期間の定めなし

月給 ◇工作機械を使用し
た加工の経験のある
方

217,000円～264,400円

静岡県三島市平成台３０

18

機械加工オペレー
ター

【具体的なお仕事内容】
ＮＣ制御の工作機械を用いて、刃物で
鉄やステンレスを削る
仕事です。最新のＮＣ機７台を含む１
２台のＮＣ加工機があ
り、対話型ＮＣ機（主にマザック機
種）が中心です。

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ユニオン・マエダ
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時55分

月給 板金加工（溶接／ベ
ンダー／レーザー加
工機等）の実務経験

217,000円～264,400円

静岡県三島市青木１４０－１

17

板金加工オペレー
ター

「切る、曲げる、つける」の３つの工
程を組み合わせて
鋼板を様々な形に変えていく創造的な
仕事です。
【具体的には・・・】レーザー加工
機、ＮＣベンダー、
プレスブレーキ、溶接機（ＣＯ２半自

正社員 株式会社　ユニオン・マエダ
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時55分

月給

175,000円～245,000円

静岡県三島市安久９６

16

運転手 工場で完成した商品を２トントラック
にて取引先へ配送




正社員 変形（1ヶ月単位） 共栄パック産業株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

160,000円～268,500円

静岡県三島市緑町１－３

15

高圧ガスの充てん 高圧ガス（酸素、窒素、アルゴン、炭酸ガス）を高圧ガス容器に充てん。正社員 株式会社　東三河総合ガスセンター　三島工場
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)8時30分～17時30分 営業、販売事務員

174,900円～223,700円 (3)7時30分～16時30分14

三島中央病院　健診
センター事務

健診センター事務

・請求、入金確認、受発注管理
・受付、電話対応、受診予約対応、書
類作成、入力業務


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

≪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: 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- 3929912 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 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- 4102812 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- 3755812 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 055-972-2288 従業員数 38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- 6572011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 055-986-7123 従業員数 60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- 6574611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 055-971-0121 従業員数 35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 なし

求人番号: 22050- 6606911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-984-3600 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 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- 6563411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 053-463-8139 従業員数 5人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水他 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: 22020-24174511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0550-88-8200 従業員数 2人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 火他 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- 3578811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 055-976-0519 従業員数 8人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 土日 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- 6530411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-991-1337 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 あり

求人番号: 22050- 6485311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-975-5988 従業員数 37人

年　　齢: 18歳以上 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- 6481211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-999-0123 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: 22030- 9449311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

静岡県三島市徳倉３－１－５１
グループホームひかり

月給 (2)8時30分～17時00分 介護経験

157,000円～268,000円 (3)10時30分～19時00

静岡県三島市南二日町６３３－１

39

介護職員（グループ
ホームひかり）

一般介護の仕事です。

・高齢者の介護、生活支援
・入浴、食事、排せつケア
・レクリエーション
・リハビリ　など

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　日本ケアクオリティ
雇用期間の定めなし (1)7時00分～15時30分

月給

221,000円～269,000円
又は4時30分～16時00

静岡県三島市南町５－２２
東洋技研株式会社

38

調理 ２０００人分程度の調理を担当していただきます。正社員以外 交替制あり 調理師専門学校は可 株式会社　マルヨ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 いずれかの開発経験
のある方
Ｃ♯、Ｃ＋＋（．Ｎ

208,000円～256,000円

静岡県三島市南二日町１１－５０

37

技術職・プログラ
マー【紹介予定派
遣】

顧客先から依頼のあったソフトウェ
ア・ファームウェア等の
開発を行います。

使用言語は、
Ｃ＃、Ｃ＋＋、Ｊａｖａ、ｐｙｔｈｏ
ｎなどがあります。

有期雇用派遣労働者 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～18時00分

時給 (2)15時00分～23時30

198,594円～198,594円 (3)23時00分～7時30分
又は8時00分～16時30

静岡県三島市一番町１２－１　Ｓ
Ｋビル２Ｆ　
　　鮨勝

36

（派）健康・栄養食
品の検査、梱包、材
料供給

【主な仕事内容】
・ゼリー飲料の検査、梱包、材料供給
・ココアの検査、梱包、材用供給、原
料処理

※経験、知識、技能不問です。
※親切丁寧に指導いたします。

有期雇用派遣労働者 変形（1ヶ月単位） 日研トータルソーシング株式会社　三島事業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)7時00分～15時30分

月給

180,000円～220,000円
又は9時00分～23時00

静岡県三島市一番町２－３１フォ
ンティーヌｕ１Ｆ
【ガーネット三島店】

35

寿司職人（見習い・
三島市）

当社が運営する店舗（鮨勝）において
カウンターでの調理、接客、その他付
随する業務（食器洗い、店内清掃等）
を行う

大将のアシスタントとして経験を積み
将来的に店の戦力となって頂きます。

正社員 交替制あり ウィルグリーン株式会社
雇用期間の定めなし

月給

200,000円～274,000円

静岡県三島市松本６８－１

34

店舗スタッフ（ガー
ネット三島店）

★貸衣装コーディネーター★スタジオ
カメラマン（男女）
★撮影アシスタント★ヘアメイク技術
者
成人式・七五三・ウェディング等、一
生に一度の記念日を
プロデュース！お客様の記念日を写真

正社員 交替制あり 株式会社　アニバーサリー・ジャパン
雇用期間の定めなし (1)9時30分～18時30分

月給 事務経験者優遇

200,000円～280,000円

静岡県三島市一番町１５－３３
朝日生命三島ビル６Ｆ

33

一般事務 業務用厨房機器メーカーの「レマコ
ム」です。
当社の受注ソフトを使用しての顧客情
報入力（エクセル、ワード、インター
ネット、メール作成等）や出荷までの
チェック、電話対応その他付帯する業
務

正社員 レマコム株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

122,000円～122,000円

静岡県三島市徳倉５－９－５０

32

営業職 三島営業所にて生命保険業の仕事をし
ていただきます。
担当地域と担当職域を中心に、生命保
険業務、契約管理業務をしていただき
ます。
はじめはご加入内容の知らせ活動、必
要な保全手続き活動を行っていただき

正社員 朝日生命保険相互会社　静岡支社　三島営業所
雇用期間の定めなし (1)9時10分～16時50分

月給 製造加工経験者優遇

200,000円～240,000円

静岡県三島市平成台５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カメヤ食品株式会社　平成台工場

31

機械加工 主にマシニングセンタ・ＮＣ旋盤他加
工機を使用した
部品加工業務等を行っていただきま
す。

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

時給

158,240円～158,240円

静岡県三島市安久１４６－３

30

食品の充填、包装 食品製造工場で４～５人程度の班に所
属し、食品の充填、包装、並びに、そ
の仕上げ作業を行います。

正社員 変形（1年単位） カメヤ食品株式会社
雇用期間の定めなし (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

静岡県三島市谷田６０－１

29

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

190,000円～210,000円
又は22時00分～9時00

静岡県三島市徳倉９１０－２

28

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

190,000円～210,000円
又は22時00分～9時00

27

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）
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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: 0422-70-4500 従業員数 4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: 13170-16260111 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- 6333711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 054-265-1515 従業員数 0人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 木日祝他 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- 6335211 各種保険： その他 月平均 5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- 6338011 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- 6340111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 055-971-6336 従業員数 8人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 6342811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     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- 6360211 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- 6363011 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- 6364311 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- 6368711 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- 6370411 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- 6371011 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- 6373611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

静岡県三島市一番町３－６　マ・ローネビル２Ｆ

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

52

ＥＶ向けモーター開
発に伴う機構設計業
務

・モーターの各種部品（鋳物、板金）
の設計業務（３Ｄモデル作成、作図）
を担当していただきます。
・各種実験（耐久試験等）の補助、報
告書の作成もお願いします。
★未経験者の方も社内教育含め積極的
に採用を検討してゆきます！

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

170,000円～400,000円

静岡県三島市一番町３－６　マ・ローネビル２Ｆ

51

自動車用内装部品
（樹脂部品）開発に
伴う、機械設計業務

・ＣＡＴＩＡ（Ｖ５）を用いた、樹脂
部品の機械設計業務

★社内研修が充実しておりますので未
経験者大歓迎！！

☆地元の方を積極採用！Ｕターン希望

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

50

ＷＥＢ設計業務 ＜＜ソフト設計の業務内容として＞＞

ＪＡＶＡ、Ｃ＃を使用しＷＥＢ開発を
行って頂きます。

★★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

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

49

制御盤設計補助、３
Ｄデータ作成業務

・３ＤＣＡＤを用いた電気制御盤に関
する設計補助業務を担当していただき
ます。
・ＣＡＤを使用しての設計図面作成等

★社内研修が充実しておりますので未
経験者の方もお気軽に応募下さい！

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

48

生産設備の電気設計
業務

・自動車部品向け生産設備の電気設計
業務
１．加工ライン、組立ライン向け制御
設計（シーケンス回路設計）
２．既存ラインの改造（効率改善）
★社内研修が充実しておりますので未
経験者の方もご活躍いただけます！

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

170,000円～400,000円

静岡県三島市一番町３－６　マ・ローネビル２Ｆ

47

自動車用部品の設計
業務

・自動車用電装品、関連部品の設計業
務（コネクタ、プロテクタ、グロメッ
ト）の設計検討業務を行っていただき
ます。
ＣＡＤ：Ｓｏｌｉｄｗｏｒｋｓ（３
Ｄ）


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

静岡県三島市谷田夏梅木７７５

46

業務用コピー機開発
に伴う機械設計業務

・ＣＡＤを用いた各部品の設計、図面
作成を行います。
　（データ修正、部品図作成等）
・試作機の信頼性評価（環境試験）３
ＤＣＡＤ（ＮＸ）

★社内研修が充実しておりますので未

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

250,000円～360,000円

静岡県三島市一番町３－６　マ・ローネビル２Ｆ

45

土工・土木作業 道路・河川等の建設工事の作業
・車道と歩道の境界にコンクリートブ
ロックの設置
・排水溝にＵ字溝を設置
・土留め作業
・住宅の外構工事・事務所に集合し社
有車で現場に行きます

正社員 株式会社　と組
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17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

44

自動車部品の機械設
計開発業務

・自動車部品の設計開発～評価実験業
務
・既存３Ｄデータの修正、モデリング
・試作手配
・試験評価（温度、強度）
＊上記内容に付帯する業務となります
★社内研修が充実しておりますので未

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１－４０

43

設計補助業務 設計補助業務
⇒設計補助業務として図面作成、報告
書作成等、その他付随業務を担当
※未経験者大歓迎！将来設計者を目指
したい方を募集しております。
　社内研修も充実しておりますので、
１から学びたい方是非ご応募下さい！

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 (2)9時00分～17時15分 歯科クリニック勤務
経験200,000円～230,000円

静岡県三島市一番町３－６　マ・ローネビル２Ｆ

42

歯科アシスタント 歯科アシスタント業務全般
診療補助
滅菌・消毒業務
清掃業務
備品発注及び管理業務
受付業務
電話応対業務

正社員 変形（1ヶ月単位） 三島中央町たきの歯科
雇用期間の定めなし (1)9時00分～19時15分

月給 ＣＡＤの知識

170,000円～400,000円

静岡県三島市青木９３－２　植野
ビル２階
「三島分室」

41

設備設計業務 ・設備設計業務
⇒工作機械の設計業務、関係部署との
調整
・２ＤＣＡＤでの設計となります。
※２ＤＣＡＤでの設計経験がある方、
現場経験がある方、優遇して　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 Ｃ言語、Ｃ＋＋、Ｃ
＃、各分野のいずれ
か実務経験３年以上

200,000円～400,000円40

プログラマー（Ｃ言
語）／三島分室（静
岡県三島市）

・半導体製造装置のプログラム設計

・ＦＡ関連装置のプログラム設計

正社員 日本ミニコンピュータシステム　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時30分

4/15
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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: 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- 6374911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 055-981-4816 従業員数 55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- 6378211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     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- 6379511 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: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 6380311 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- 6381611 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- 6382911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 055-972-9488 従業員数 12人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 6383111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     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: 054-255-3331 従業員数 13人

年　　齢: 40歳以下 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 なし

求人番号: 22010-25280711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     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: 055-983-1501 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: 055-973-6600 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

静岡県三島市一番町１２－６

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

65

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

静岡県三島市安久４３－２
米久（株）ケンコー工場

64

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

時給

198,061円～198,061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

63

（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 (2)22時00分～6時00分

172,000円～258,000円

静岡県三島市寿町２－１３
　富国生命保険相互会社　三島営
業所

62

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

月給

220,000円～400,000円

静岡県三島市平成台４０－１

61

営業総合職／三島市 ○育成プログラムに基づいた研修を通
じて、生命保険の営業や人材のマネジ
メントなど、営業所長に必要な知識、
スキルを学び、営業所長登用を目指し
ていただきます。
また、営業部長・営業次長へのキャリ
アアップも可能です。

正社員 富国生命保険　相互会社　静岡支社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

日給

164,160円～164,160円

静岡県三島市一番町２－２９　三島商工会議所会館３Ｆ

60

《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

月給

180,000円～240,000円

静岡県三島市一番町３－６　マ・ローネビル２Ｆ

59

商工会議所共済・福
祉制度スタッフ

・商工会議所会員企業に対する生命保
険による従業員の福利厚生制度（退職
金・弔慰金）のコンサルティング営業
・経営者のリスク管理や事業承継、資
産管理などのアドレスや保険設計
・個人のライフプランニングに対応し
た保険設計

正社員 アクサ生命保険株式会社　静岡支社　　三島営業所
雇用期間の定めなし (1)9時15分～17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

58

大型機械の設計業務 ・産業機械の設計検討
・２ＤＣＡＤ（Ａｕｔｏ－ＣＡＤ）を
使用しての図面作成
・客先に合わせた工程検討
・現場対応業務（設備取付作業等）
★社内研修が充実しておりますので未
経験者の方もご活躍いただけます！

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

170,000円～400,000円

静岡県三島市一番町３－６　マ・ローネビル２Ｆ

57

自動車用外装品開発
に伴う、機械設計業
務

ＣＡＴＩＡ（Ｖ５）を用いた金属、板
金部品の機械設計業務

★社内研修が充実しておりますので未
経験者の方も活躍できます！
　ご応募お待ちしております！

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

170,000円～400,000円

静岡県三島市一番町３－６　マ・ローネビル２Ｆ

56

分析装置開発に伴う
ソフト設計業務

・顧客仕様に合わせて自社製品（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
★社内研修が充実しておりますので未
経験者の方もご活躍頂けます！


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 電気設計の実務経験

170,000円～400,000円

静岡県三島市玉川４２５－１

55

産業機械の電気設計
業務

・プレス機・切断機の電気設計を担当
・組付け・据付調整等も行う為、設計
と現場作業の割合は５：５となりま
す！
※全国出張の可能性有

☆地元の方を積極採用！Ｕターン希望

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 (2)7時00分～16時00分 ヘルパーに関する資
格取得があれば尚良
い。

166,000円～251,000円 (3)10時00分～19時00

静岡県三島市一番町３－６　マ・ローネビル２Ｆ

54

介護職 老人デイサービスセンターでの介護業
務です。明るく楽しく元気に、お年寄
りの生活をサポートさせていただいて
おります。
・食事介助
・入浴介助
・排泄介助　

正社員 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人信義福祉会　あかなすの里
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

170,000円～400,000円53

自動車部品用プレス
金型設計業務

・自動車ボディー部品用プレス金型の
設計・製作（３ＤＣＡＤ）

★社内研修が充実しておりますので未
経験者も大歓迎！！

☆地元の方を積極採用！Ｕターン希望

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
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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12月8日発行

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: 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: 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: 055-948-1525 従業員数 48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- 7114611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-948-1525 従業員数 48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- 7115911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-948-1525 従業員数 48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- 7117711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-948-5577 従業員数 26人

年　　齢: 18歳～59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- 7038511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-948-5577 従業員数 36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- 7039411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-948-5577 従業員数 15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- 7043711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-948-1601 従業員数 36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- 7002711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 29時間

     TEL: 055-948-1601 従業員数 36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 あり

求人番号: 22050- 7003811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 29時間

     TEL: 055-971-6101 従業員数 41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: 22030-10157011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-971-6101 従業員数 60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: 22030-10159611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

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

日給

158,304円～163,200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

78

自動車部品製造（大
仁工場）

当社「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
部品のパイプの曲げ作業に関
　することや、ろう付け作業に係る業
務を主として行います。

正社員 株式会社　藤巻製作所
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時45分

日給

158,304円～163,200円

静岡県伊豆の国市古奈４３番地の２

77

自動車部品製造（大
仁工場）

当社「大仁工場」において、自動車部
品の製造（パイプ）の業務を担当して
いただきます。
・製品の目視検査
・製品の梱包作業
・機械による簡単な検査
・その他付随する業務

正社員 株式会社　藤巻製作所
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時45分

月給

190,000円～285,000円

静岡県伊豆の国市古奈４３番地の２

76

サービススタッフ 〈サービス業務〉
・お食事処（レストラン）での接客
（ホールスタッフ）
・お食事の準備、片付け
・お食事処の清掃、セッティング
・その他


正社員 変形（1ヶ月単位） 香湯楼井川　ＫＯＵＹＵＲＯＵＩＫＡＷＡ
雇用期間の定めなし (1)7時00分～22時00分

月給

190,000円～255,000円
又は6時30分～21時30

静岡県伊豆の国市田京９２９－５

75

内務スタッフ 〈内務業務〉
・お食事処でのお食事の準備、片付け
・布団の上げ下げ
・各お食事処の管理
・館内の清掃
・その他


正社員 変形（1ヶ月単位） 香湯楼井川　ＫＯＵＹＵＲＯＵＩＫＡＷＡ
雇用期間の定めなし

月給 (2)7時00分～15時30分

147,300円～172,300円 (3)11時00分～19時30

静岡県伊豆の国市長岡９９９－１

74

介護職（おおひと） グループホームで入所者の生活介護全
般を担当していただきます。
（入所者１８名）
・食事介助
・入浴介助
・排泄介助
・身体介助

正社員 変形（1ヶ月単位） 有限会社　夢無限
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時30分

月給 (2)8時30分～17時30分

161,000円～201,000円 (3)10時00分～19時00

静岡県伊豆の国市中條２３４－２

73

介護職（伊豆長岡） 介護付き有料老人ホームの入居者の生
活介護全般
　・食事介助
　・入浴介助
　・排泄介助
　・その他生活に関する介助
※入居者定員は７８名です。

正社員 変形（1ヶ月単位） 有限会社　夢無限
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

161,000円～201,000円 (3)10時00分～19時00

静岡県伊豆の国市長岡２６０－１

72

介護職（にらやま） 介護付き有料老人ホームの入居者の生
活介護全般
　・食事介助
　・入浴介助
　・排泄介助
　・その他生活に関する介助
※入居者定員は４８名です。

正社員 変形（1ヶ月単位） 有限会社　夢無限
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給

170,000円～250,000円

静岡県伊豆の国市長岡２６０－１

71

レストランホールス
タッフ

リニューアルした山麓のレストランのホールスタッフです。オープン時間の１１時までは会場の準備、１１時からは接客（お客様の案内やドリンク販売）テーブルの片づけ、営業終了の１５時以降は清掃作業になります。正社員 変形（1年単位） 大日　株式会社　伊豆パノラマパーク
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 接客販売経験

170,000円～250,000円

静岡県伊豆の国市長岡２６０－１

70

碧テラス店舗スタッ
フ

ロープウェイで上った山頂・碧テラスの店舗スタッフです。接客販売、簡単な調理などを行います。正社員 変形（1年単位） 大日　株式会社　伊豆パノラマパーク
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 販売店舗経験者

170,000円～300,000円

静岡県三島市玉川２５１－１　焼
肉きんぐ　三島店

　

69

ショップ運営 ショップの店舗運営全般。商品開発も行います。正社員 変形（1年単位） 大日　株式会社　伊豆パノラマパーク
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30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

　

68

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１２－６

67

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 (2)1時30分～10時30分

164,000円～190,000円 (3)14時00分～23時0066

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
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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12月8日発行

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: 0558-77-1182 従業員数 5人

年　　齢: 不問 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- 6957511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 7時間

     TEL: 055-977-0789 従業員数 26人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日他 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- 6890811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-977-0789 従業員数 22人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日他 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- 6892511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 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: 13090-39776411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 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: 13090-39827111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58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: 13090-39402311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 86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: 13090-39450011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0558-76-2796 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 月祝 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- 6702911 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-952-1040 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： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22030- 9826211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0558-77-1500 従業員数 4人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 火他 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- 6632711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0558-97-3355 従業員数 30人

年　　齢: 65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- 6635511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     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- 3770712 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0558-76-5100 従業員数 56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: 22050- 6535111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 8時間

静岡県伊豆の国市田京１６５－１

月給 (2)8時30分～13時00分

170,000円～180,000円

静岡県伊豆の国市神島４７－２

91

医療事務 眼科外来患者対応
カルテ作成
会計
電話対応
医療事務入力
基本的一般事務

正社員 変形（1年単位） 医療法人社団浩仁会　矢田眼科医院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時00分

月給

190,000円～210,000円
又は22時00分～9時00

静岡県伊豆の国市古奈２７９－１
有限会社あいねっと　伊豆長岡事
業所

90

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 (2)7時00分～16時00分

170,000円～200,000円

静岡県伊豆の国市三福１８８－４

89

介護職員 定員２２名の住宅型有料老人ホームに併設する地域密着型通所介護の介護業務です。正社員 交替制あり 有限会社あいねっと
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

170,000円～170,000円

静岡県伊豆の国市南條２１４－１
ビタミンＢ歯科

88

受付事務及び診療補
助

病院受付・電話応対
小動物診療業務の補助
病院内の清掃等の雑務

正社員 株式会社伊豆の国どうぶつ病院
雇用期間の定めなし (1)9時00分～19時00分

月給

160,000円～160,000円

静岡県伊豆の国市吉田１２６－３

87

歯科医療アシスタン
ト（伊豆の国市南
條）

当法人「ビタミンＢ歯科」における、
下記歯科助手業務を行ないます。
○診療補助
　・医師の治療アシスタント
　・治療器具・薬品の準備、片付け
○診療室内軽作業
　・院内清掃、治療器具洗浄、消毒

正社員 変形（1年単位） 医療法人社団　顕正会
雇用期間の定めなし (1)9時00分～20時00分

月給 調理経験

160,000円～200,000円
又は10時00分～19時00

静岡県伊豆の国市吉田１１７８
（大仁ホテル）

86

調理 ・調理・菓子製造
・フロアーの接客
・レジ作業
・店内清掃

正社員 Ｃａｆｅ　Ｎａｍａｋｅｍｏｎｏ　池谷　加代子
雇用期間の定めなし (1)10時00分～17時00

月給 施設管理実務経験３
年以上が目安301,760円～301,760円

又は9時00分～21時00

静岡県伊豆の国市長岡１０３５－
１
伊豆長岡金城館

85

ホテル施設管理長候
補／全国転勤あり

当社が運営するホテルの施設管理部門
の責任者として、全体のマネジメント
業務をお任せします。具体的には、
・水道光熱のメーターの検針業務
・日常の不良か所の修理、館内全般の
点検（電気、空調、設備）
・改修案件の見積取得

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 施設管理実務経験３
年以上が目安301,760円～301,760円

又は9時00分～21時00

静岡県伊豆の国市長岡１０３５－
１
伊豆長岡金城館

84

ホテル施設管理長候
補／全国転勤あり

当社が運営するホテルの施設管理部門
の責任者として、全体のマネジメント
業務をお任せします。具体的には、
・水道光熱のメーターの検針業務
・日常の不良か所の修理、館内全般の
点検（電気、空調、設備）
・改修案件の見積取得

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 業界問わず、何らか
のマネジメントの経
験

352,880円～352,880円
又は9時00分～21時00

静岡県伊豆の国市吉田１１７８
（大仁ホテル）

83

【全国転勤】ホテル
支配人候補（伊豆長
岡金城館）

【何かしらのマネジメント経験があれ
ば、ホテル未経験可】
半年でのキャリアアップが可能！初任
給３５．２万以上、支配人昇格後３
９．５万円以上。
充実した研修制度がありますので、安
心してご応募下さい。

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 業界問わず、何らか
のマネジメントの経
験

352,880円～352,880円
又は9時00分～21時00

静岡県伊豆の国市墹之上１５０－１

82

【全国転勤】ホテル
支配人候補（大仁ホ
テル）

【何かしらのマネジメント経験があれ
ば、ホテル未経験可】
半年でのキャリアアップが可能！初任
給３５．２万以上、支配人昇格後３
９．５万円以上。
充実した研修制度がありますので、安
心してご応募下さい。

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

日給

144,840円～195,840円

静岡県伊豆の国市四日町３６６

81

自動車部品製造 ＊自動車部品の製造している会社で組
付け作業や検査、梱包作業、曲げ加工
等の加工作業やパイプの加工する作業
をして頂きます。
＊それぞれの工程には責任者がいます
ので、初めての方でも作業が出来る様
になるまで指導します。

正社員 有限会社　サンライズファクトリー
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時45分

日給

144,840円～195,840円

静岡県伊豆の国市御門５２の２番地

80

自動車部品製造 ＊自動車部品の製造している会社で組
付け作業や検査、梱包作業、曲げ加工
等の加工作業やパイプの加工する作業
をして頂きます。
＊それぞれの工程には責任者がいます
ので、初めての方でも作業が出来る様
になるまで指導します。

正社員 有限会社　サンライズファクトリー
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時45分

月給 (2)8時00分～18時00分

160,000円～180,000円79

歯科助手 ・歯科診療の医師及び歯科衛生士の指
示による業務
・診療器具の準備（トレーセット等）
・消毒・滅菌等
・受付業務、窓口業務、電話応対等
・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） 西島歯科クリニック
雇用期間の定めなし (1)8時00分～18時30分

7/15
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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: 055-949-8880 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝 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- 6544711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-916-7281 従業員数 28人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 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: 22030- 9620111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-986-0789 従業員数 10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 なし

求人番号: 22050- 6428611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-948-1601 従業員数 36人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 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- 6401311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 29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: 0558-72-1202 従業員数 16人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 土日祝他 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- 7086711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 4時間

     TEL: 0558-83-3333 従業員数 385人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 7064411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 0466-27-9786 従業員数 0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: 14080-15102911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 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: 13090-39832311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0558-74-2111 従業員数 5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 あり

求人番号: 22050- 6802011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58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: 13090-39408211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0558-98-1350 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: 22050- 6771811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

静岡県伊豆市土肥４７８－１

月給

190,000円～290,000円

静岡県伊豆市八木沢３８６４番地
伊東園ホテル土肥

104

内務係 料理の運搬、布団の上げ下げ、部屋の
掃除等

正社員 変形（1年単位） 株式会社　土肥ふじやホテル
雇用期間の定めなし (1)7時00分～21時00分

月給 施設管理実務経験３
年以上が目安301,760円～301,760円

又は9時00分～21時00

静岡県伊豆市加殿４６－６

103

ホテル施設管理長候
補／全国転勤あり

当社が運営するホテルの施設管理部門
の責任者として、全体のマネジメント
業務をお任せします。具体的には、
・水道光熱のメーターの検針業務
・日常の不良か所の修理、館内全般の
点検（電気、空調、設備）
・改修案件の見積取得

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 (2)8時00分～12時30分 クリニックでのレセ
プト経験３年以上190,000円～230,000円

静岡県伊豆市八木沢３８６４
（伊東園ホテル土肥）

102

内科クリニックの医
療事務（レセプト経
験３年以上）／伊豆
市

※クリニックでのレセプト経験３年以
上の方のみの募集です。

・患者様の受付、案内、電話対応
・会計業務
・レセプト業務
・各種文書作成

正社員 変形（1ヶ月単位） 青山内科クリニック
雇用期間の定めなし (1)8時00分～18時15分

月給 業界問わず、何らか
のマネジメントの経
験

352,880円～352,880円
又は9時00分～21時00

静岡県伊豆市修善寺３４５０－１

101

【全国転勤】ホテル
支配人候補（伊東園
ホテル土肥）

【何かしらのマネジメント経験があれ
ば、ホテル未経験可】
半年でのキャリアアップが可能！初任
給３５．２万以上、支配人昇格後３
９．５万円以上。
充実した研修制度がありますので、安
心してご応募下さい。

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

時給 客室係の経験あれば
尚可206,400円～240,800円

静岡県伊豆市上白岩１０００

100

客室係（静岡県修善
寺）

旅館内客室、宴会場での配膳、下膳業務。お客様のご案内。それらに付随する雑務。有期雇用派遣労働者 変形（1ヶ月単位） 有限会社　グッドフェローズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)7時00分～22時00分

月給

153,200円～153,200円
又は16時45分～8時45

静岡県伊豆市瓜生野２７－２

99

看護助手 ＪＡ（農協）グループの病院でリハビ
リテーシヨン専門病院です。
看護師の補助業務を行っていただきま
す。
入院患者の介助（食事・入浴・排泄
等）、ベットメイク、院内の移
動の介助等。

正社員 交替制あり 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

180,000円～210,000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

98

生産現場での作業や
管理

・生産現場にて様々な機械設備（プレ
ス・ベンダーなど）を使用し　た生産
作業を行っていただきます。
　　　　　⇒主に鉄板の孔明けや曲
げ、角パイプの切断や孔明け
　　　　　スポット溶接など


正社員 有限会社　伊豆工業
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

97

（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

静岡県伊豆の国市古奈４３番地の２

96

（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

186,000円～250,000円

静岡県伊豆の国市中條２５２

95

ナイトフロント 〈夜間フロント業務〉
・館内警備（戸締り／見回り）
・貸切湯浴み処の準備、清掃
・事務処理（伝票等パソコン入力）
・電話対応
・清掃
・その他

正社員 変形（1ヶ月単位） 香湯楼井川　ＫＯＵＹＵＲＯＵＩＫＡＷＡ
雇用期間の定めなし (1)19時30分～8時30分

月給

180,000円～200,000円
又は8時00分～20時00

静岡県伊豆の国市大仁５７０

94

生活支援員 軽度精神・知的障害者グループホームの生活支援員の募集です。主な業務内容としては、入居者が安心して暮らせるための食事・清掃その他生活一般の支援（主に声掛け、見守り）を行います。正社員 変形（1ヶ月単位） 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

月給 (2)10時30分～15時15

170,500円～325,000円 (3)7時30分～22時00分

静岡県伊豆の国市四日町３９－２

93

ソフトウェア検査・
パソコン　オペレー
ター

検査事業部において、下記業務を担当
していただきます。
＊ソフトウェア試験仕様書や操作手順
書に基づいた、
　コンピュータ機器のオペレーショ
ン。
＊ワードやエクセルを使用して、オペ

正社員以外 フレックス 株式会社システムズキューアイ　沼津事業所
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)15時30分～19時00 基本不問とす
医療事務知識があれ
ば尚可

170,000円～191,500円 (3)8時30分～13時00分92

医療事務 レセプト専用機械を操作しての入力と
レセプト制作
カルテ管理
患者様の応対
窓口会計
掃除　等

正社員 健院　伊豆の国
雇用期間の定めなし (1)8時30分～12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12月8日発行

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: 03-5830-1025 従業員数 39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: 22050- 6773511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-5830-1025 従業員数 39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- 6778911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-947-1844 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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 6581311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-971-0121 従業員数 7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 なし

求人番号: 22050- 6607111 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: 18歳～69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- 6526911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0466-27-9786 従業員数 0人

年　　齢: 20歳以上 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: 14080-14121511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0466-27-9786 従業員数 0人

年　　齢: 不問 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: 14080-14128711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0466-27-9786 従業員数 0人

年　　齢: 不問 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: 14080-14044311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0558-72-2007 従業員数 35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- 6440211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 6時間

     TEL: 0558-75-2222 従業員数 13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- 6329411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 6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- 6284911 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: 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

静岡県伊豆市土肥２８４９－３

月給

190,000円～250,000円

静岡県伊豆市門野原４００－１

117

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

静岡県伊豆市門野原４００－１

116

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

日給 (2)9時00分～18時00分

163,800円～187,200円

静岡県伊豆市八幡２５６－２

115

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 (2)9時00分～14時00分

180,000円～180,000円

静岡県伊豆市修善寺９７０

114

受付、歯科助手、そ
の他

歯科クリニックの受付業務、歯科助手（診療の補助、患者様のご案内）、小児のイベントの企画運営。ＳＮＳ発信や管理。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コロナ感染防止策のため院内洗浄を実施しています。正社員 医療法人社団　モリタデンタルクリニック
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時30分

月給 (2)15時30分～20時30 接客業務の経験があ
れば給与等に反映176,456円～251,841円

又は6時30分～20時30

静岡県伊豆市修善寺８７４－１

113

調理人 伝統的日本旅館で会席料理の調理人を
募集します。
２０人から１００人くらいまでの料理
を朝と夕方と、１日２回作ります。
食材の切りつけ、煮物、焼物、揚物等
の調理、盛り付け、食器だし、食材管
理までが仕事です。２年前に改装した

正社員 変形（1年単位） 有限会社　新井旅館
雇用期間の定めなし (1)6時30分～10時30分

時給

211,560円～211,560円

静岡県伊豆市修善寺８６０

112

レストランスタッフ
（静岡県修善寺）

ホテル内レストラン（和食半懐石）でのオーダー受け、配膳・下膳やお客様対応など、それに付随する業務有期雇用派遣労働者 変形（1ヶ月単位） 有限会社　グッドフェローズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)6時00分～22時00分

時給

190,920円～208,120円

静岡県伊豆市修善寺８６０

111

洗い場兼清掃（静岡
県修善寺）

ホテル内洗い場での残飯処理、食器洗浄及び食器仕分。ホテル内客室や共用部での清掃の兼任業務。有期雇用派遣労働者 変形（1ヶ月単位） 有限会社　グッドフェローズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)6時00分～22時00分

時給

196,080円～213,280円

静岡県伊豆市土肥２８４９－３

110

レストラン兼清掃
（静岡県修善寺）

ホテル内レストランでの配膳・下膳やオーダー受け、お客様対応。ホテル内客室や共用部の清掃の兼任業務。有期雇用派遣労働者 変形（1ヶ月単位） 有限会社　グッドフェローズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)6時00分～22時00分

月給

175,000円～200,000円

静岡県伊豆市柏久保５２１

109

ナイトフロント 宿直
夜警
予約受付（簡単なパソコン操作）

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)21時00分～8時30分

月給

122,000円～122,000円

静岡県伊豆市松ケ瀬７５

108

営業職 修善寺出張所にて生命保険業の仕事を
していただきます。
担当地域と担当職域を中心に、生命保
険業務、契約管理業務をしていただき
ます。
はじめはご加入内容の知らせ活動、必
要な保全手続き活動を行っていただき

正社員 朝日生命保険相互会社　静岡支社　三島営業所
雇用期間の定めなし (1)9時10分～16時50分

時給 (2)9時00分～18時00分 ・医療事務、医師事
務作業補助者資格保
有者歓迎

168,000円～168,000円 (3)9時30分～18時30分

静岡県伊豆市土肥２８４－２

107

（派）病院医療事務 ＜医療事務内容は次の通りです＞
・レセプト業務
・受付及び電話応対
・精算
・保険請求及び修正業務
・

有期雇用派遣労働者 交替制あり 太陽技研株式会社　静岡営業所
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 他の和風旅館やホテ
ルで調理場経験ある
方

220,000円～280,000円

静岡県伊豆市土肥２８４－２

106

温泉旅館料理長補助 全館３０部屋で、調理場の料理人は基
本的に３人体制です。
料理長の補助を募集しています。

仕事内容は以下になります。
★夕食（懐石料理）・朝食（和定食）
の調理

正社員以外 交替制あり 坂聖・玉樟園株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～20時00分

月給 他の温泉旅館や有名
ホテルでフロントま
たは管理職の経験必

280,000円～380,000円
又は9時00分～18時00

105

温泉旅館支配人（接
客・クレーム対応・
現場管理）

★チェックイン・チェックアウト等の
接客
★クレーム対応
★現場従業員教育と管理
★電話対応
★緊急対応

正社員以外 交替制あり 坂聖・玉樟園株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分
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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12月8日発行

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: 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: 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- 6310511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 03-5453-8108 従業員数 63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: 13070-66653811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 053-421-9898 従業員数 73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: 22020-24512211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 053-421-9898 従業員数 73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: 22020-24546211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 055-974-1355 従業員数 130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 なし

求人番号: 22050- 6545811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     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- 6400011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1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: 0557-53-5557 従業員数 121人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 2473611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-38-2230 従業員数 20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: 22052- 2474911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-36-5577 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： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 2488411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 8時間

静岡県伊東市湯川３－１１－２　サンタイビル　２Ｆ

月給 (2)7時50分～12時30分 ※医療事務・レセプ
トコンピューター等
の経験者　または医

157,000円～190,000円

静岡県伊東市鎌田１２９７－９１
　『伊東市環境美化センター』内

130

受付・医療事務（電
子カルテ導入）

内科・消化器内科クリニックにおける
受付・医療事務の仕事です。

○来院患者さんの受付対応
　コンピューター入力、会計などを含
めた接遇


正社員 変形（1ヶ月単位） なかむら内科・消化器内科クリニック
雇用期間の定めなし (1)7時50分～17時00分

月給 (2)20時30分～8時45分

170,000円～240,000円 (3)8時30分～17時30分

静岡県伊東市赤沢１６３－１
　赤沢温泉郷内

129

ごみ処理施設の運転
保守管理および点
検・整備業務

◆本人の適正や社内の人員配置によ
り、１または２の業務を担当していた
だきます。（※業務により就業時間・
年間休日数等が異なります。「就業時
間」および「求人に関する特記事項」
参照）


正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　プランテック　伊東事業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～20時45分

時給

165,000円～207,000円
又は5時30分～22時00

静岡県田方郡函南町問宮３２９‐
６
【ａｕショップ函南】

128

調理補助【フルタイ
ムアルバイト】

赤沢温泉郷内のレストランにて、調理
補助業務をお願いします。
盛り付け・野菜等のカットなど調理人
のサポート業務です。

※長期勤務できる方を歓迎します。

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00分～16時30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】

127

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

126

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

静岡県函南町間宮６１７－３

125

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 (2)8時30分～17時30分

159,600円～169,680円 (3)10時00分～19時00

静岡県田方郡函南町平井１６９０－１３

124

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 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 (2)7時00分～15時30分

154,000円～181,500円
又は11時00分～19時00

静岡県田方郡函南町間宮５１１－
１
【函南店】

123

介護職員 ・病棟において入院患者（高齢者・障
害者）への介護業務全般（食事介助、
おむつ交換、入浴介助、シーツ交換
等）を行っていただきます。

・夜勤は月４～５回程度あります（夜
勤できない方、応相談）。

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

180,000円～250,000円
又は7時00分～20時00

静岡県田方郡函南町間宮５１１－
１
【エブリィビッグデー函南店】

122

フロアー担当（エブ
リィビッグデー函南
店）

店舗にて、フロアー業務を担当してい
ただきます。
・フロアー責任者（将来的に）
・食品、菓子、雑貨、酒、パン等の商
品を発注
・レジ、陳列に関する仕事
・品出し　等が主なお仕事です

正社員 株式会社　ビッグ富士
雇用期間の定めなし

月給

190,000円～330,000円
又は7時00分～20時00

静岡県田方郡函南町桑原三本松１
３０８‐１２５　
「函南研究所」

121

生鮮担当（エブリィ
ビッグデー函南店）

販売職（精肉・鮮魚・青果・惣菜）
・加工・陳列・パック詰め・人材育
成・仕入れ・商談・企画など

部門は希望・適性を考慮して決定

正社員 株式会社　ビッグ富士
雇用期間の定めなし

月給

180,000円～200,000円

静岡県伊豆市土肥２８４９－３

120

動物舎清掃作業ス
タッフ／田方郡函南
町

動物管理施設内の清掃および飼育機
器・器具各種の洗浄業務をお任せしま
す。
決して難しい仕事ではありません。
作業内容は１つ１つ丁寧にお教えしま
すのでまずは遠慮なくご応募くださ
い。

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社ボゾリサーチセンター
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給

185,000円～210,000円
又は6時30分～21時00

静岡県伊豆市土肥２８４９－３

119

内務係 料理の仕分け運搬業務（板場から接客
係へ料理を引き渡す業務）
客室での布団の上げ下げ
館内共用部の清掃
食器洗浄

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

月給

190,000円～250,000円118

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
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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: 0557-37-7051 従業員数 13人

年　　齢: 不問 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- 2430611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0557-37-3415 従業員数 120人

年　　齢: 不問 休　　日： 木他 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- 2449911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 0557-35-9158 従業員数 3人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 月木他 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- 2416111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-32-5010 従業員数 17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- 2421311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 03-5434-7281 従業員数 3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: 13040- 7896012 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 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: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22010-28376211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-37-7051 従業員数 13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: 22052- 2381011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-54-6922 従業員数 8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： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22052- 2387811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-37-2626 従業員数 436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 あり

求人番号: 22052- 2390311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 15時間

     TEL: 0557-36-9069 従業員数 13人

年　　齢: 18歳以上 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- 2397511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 3時間

     TEL: 0557-37-3334 従業員数 21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： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 2405311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0558-62-5528 従業員数 5人

年　　齢: 18歳以上 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: 22110- 3005611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 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: 13090-39951411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

静岡県伊東市松川町１－１２
（伊東園ホテル）

月給 業界問わず、何らか
のマネジメントの経
験

352,880円～352,880円
又は9時00分～21時00

伊豆半島全域

143

【地域限定】ホテル
支配人候補（伊東園
ホテル）

【何かしらのマネジメント経験があれ
ば、ホテル未経験可】
半年でのキャリアアップが可能！初任
給３５．２万以上、支配人昇格後３
５．５万円以上。
充実した研修制度がありますので、安
心してご応募下さい。

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

日給

192,000円～228,000円

静岡県伊東市岡１２８４

142

警備誘導員【伊豆半
島全域】

◎警備誘導業務
　交通誘導警備全般をしていただきま
す、
　工事現場における道路での自動車、
自転車、歩行者等の誘導が
　主な仕事となります


正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ＣＫＫ　　（トラスト・ワン）
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

160,000円～200,000円

静岡県伊東市玖須美元和田７２２
－７１４
【ショートステイクラシオン富士
見】

141

菓子製造 ●地物を中心とした和菓子・洋菓子の
製造で、お土産店・ホテル・旅館・
スーパーなどからオーダーを受注した
ものを製造します。

●製造＆ライン作業中心なので、まっ
たくの未経験でも先輩社員が教えてく

正社員 変形（1年単位） 氏原製菓　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)7時00分～16時00分

174,528円～219,456円 (3)11時00分～20時00

静岡県伊東市岡１９６－１

140

介護職員【ショート
ステイクラシオン富
士見】

○ショートステイでの介護業務全般

○施設利用者への介護、入浴、排泄等
の日常生活の援助

※車の運転免許のある方については、
業務に慣れてきましたら

正社員以外 変形（1年単位） 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）(1)9時00分～18時00分

日給 (2)8時30分～12時30分

160,450円～183,120円

静岡県伊東市八幡野９８９番地８９　鎌倉屋ビル１階

139

事務職 伊東市民病院内における受付・事務業
務　等
　○レセプト業務
　○患者の受付や案内
　○電話対応
　○診療予約受付業務
　○一般事務　等

正社員以外 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
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時00分

月給 (2)8時00分～18時00分

130,000円～130,000円

静岡県伊東市湯川４－１－２２
　　『めぐみ水産』

138

学童支援員（常勤）
【急募】

放課後や土曜日、及び長期休暇（春・
夏・冬休み）に児童をお預かりし保育
します。
○遊びや教材等を通して、児童の支援
や保育
○簡単な事務、電話や来客者の対応、
等

正社員 交替制あり 学童保育所　やんもｋｉｄｓクラブ
雇用期間の定めなし (1)13時35分～18時35

時給

142,975円～142,975円

静岡県伊東市宇佐美２４０５－２
介護老人保健施設のぞみ

137

お土産品の販売【フ
ルタイムパート】

○ひものを中心とした海産物のお土産
などの販売に伴う接客の仕事です。
○レジ打ちの他、乾き物などの商品の
品出し、干物のかご詰めや袋詰めの作
業、宅配便の手配、店内の清掃などを
担当していただきます。


正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ケイポート
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

時給 (2)10時30分～19時30

152,000円～153,600円

静岡県伊東市玖須美元和田７２０番地１４３　伊東デュオ２階

136

（請）調理補助／伊
東市宇佐美

入所者様への食事の調理補助業務で
す。
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 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)8時00分～17時00分

時給 (2)11時00分～19時00 婦人服販売経験者優
遇140,602円～172,480円

静岡県伊東市南町１－４－１２

135

婦人服販売／伊東市 ・婦人服、服飾雑貨の販売
・商品管理
・お客様名簿管理
・ディスプレイ変更　等

高感度で高品質にこだわった女性に向
けたブランドのショップスタッフを募

正社員以外 変形（1年単位） 株式会社　キングアパレルサポート
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時30分～17時30分

月給 (2)9時00分～18時00分 ※介護未経験、異業
種からのチャレンジ
も歓迎します。

166,000円～178,000円 (3)9時30分～18時30分

静岡県伊東市玖須美元和田７１６
－４６１
【ベーカリーロード　ブラッサ
ム】

134

介護職員（未経験者
可）高齢者グループ
ホーム

・１ユニット９名のご入居者のケア全
般を、日中２・３名（早番・遅番）と
夜勤１名で担当。少人数制のため心に
ゆとりを持って関わることができま
す。
・ご入居者の生活リズムや趣味活動に
寄り添いつつ食事や衣類の着脱や排せ

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伊東南町』雇用期間の定めなし (1)7時15分～16時15分

月給 パン製造や、販売等
の接客経験あれば尚
可

180,000円～180,000円
又は8時00分～18時00

静岡県伊東市玖須美元和田７３０－４８

133

パンの製造・接客・
販売　＊急募＊

国産小麦を使用した無添加パンを提供
するパン屋の募集です。
●製造
　責任者の指導のもと、仕込み・形
成・焼き作業等を行います。
　ほか、材料の在庫管理等　
●接客・販売

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　さくらパートナーズ
雇用期間の定めなし

時給

157,949円～164,350円

静岡県伊東市湯川４－１－２２
　『めぐみ水産』

132

クリーニング・リネ
ンサプライ業

旅館・ホテルなど各事業所へ提供する
シーツ・タオル・浴衣等（洗濯済みの
品物）を、機械へ投入する簡単な作業
です。
その後、仕上がった品物ををたたみ、
各事業所ごとに仕分けます。


正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊豆リネンサプライ
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給

163,400円～163,400円131

水産加工補助（包丁
作業有り）【フルタ
イムパート】

ひものを中心とした水産加工品の製造
の仕事です。
●包丁を使って、あじの開きやさばの
三枚おろしなどを行います。
●また、鮮魚も扱っていますので、鮮
魚の水洗いや三枚おろしも
　行います。

正社員以外 株式会社　ケイポート
雇用期間の定めなし (1)7時30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12月8日発行

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: 0557-52-0010 従業員数 6人

年　　齢: 40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- 2371511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 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: 13090-39749811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 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: 13090-39837811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0557-36-6820 従業員数 140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 なし

求人番号: 22052- 2359911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-36-6820 従業員数 140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 なし

求人番号: 22052- 2360711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 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: 13090-39690911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 055-975-9055 従業員数 14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- 6827411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-54-3006 従業員数 15人

年　　齢: 34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- 2346511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-54-3006 従業員数 15人

年　　齢: 34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- 2347411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-53-5557 従業員数 121人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 2342111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58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: 13090-39429611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58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: 13090-39468011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-6418-7833 従業員数 14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： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13070-65700811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県伊東市富戸１１２６ー４９

月給

180,000円～250,000円

静岡県伊東市寿町２－４
伊東園ホテル別館

156

アクセサリー　ラウ
ンダー

ご覧いただきましてありがとうござい
ます。
当社は自社プロデュースしたアクセサ
リーコーナーを、人気ファッ
ションブランド・総合専門小売店内に
展開しております。本社は原
宿、オフィスは伊豆、渋谷にありま

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

月給 施設管理実務経験３
年以上が目安301,760円～301,760円

又は9時00分～21時00

静岡県伊東市寿町１－１
伊東園ホテル松川館

155

ホテル施設管理長候
補／全国転勤あり

当社が運営するホテルの施設管理部門
の責任者として、全体のマネジメント
業務をお任せします。具体的には、
・水道光熱のメーターの検針業務
・日常の不良か所の修理、館内全般の
点検（電気、空調、設備）
・改修案件の見積取得

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 施設管理実務経験３
年以上が目安301,760円～301,760円

又は9時00分～21時00

静岡県伊東市赤沢字浮山１７０－
２
赤沢温泉郷日帰り温泉館

154

ホテル施設管理長候
補／全国転勤あり

当社が運営するホテルの施設管理部門
の責任者として、全体のマネジメント
業務をお任せします。具体的には、
・水道光熱のメーターの検針業務
・日常の不良か所の修理、館内全般の
点検（電気、空調、設備）
・改修案件の見積取得

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給

175,000円～265,000円
又は11時30分～22時00

静岡県伊東市八幡野１６６６－４

153

【契約社員】タイ古
式マッサージスタッ
フ（赤沢温泉郷勤
務）

指圧とストレッチを組み合わせたタイ
古式マッサージの施術を行います。

★タイ風のインテリアとアロマの香り
に包まれたサロンで、
　お客様に極上の癒しを提供してくだ
さい。

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

182,465円～234,596円

静岡県伊東市八幡野１６６６－４

152

陶芸体験指導スタッ
フ

＊伊豆高原に、陶芸体験・そば打ち体
験・にぎり体験・アート体験・レスト
ラン・売店がある施設です。
＊陶芸体験制作指導、アシスト、接客
サービス等
＊陶芸作品施釉、焼成、発送業務等
＊そば打ち・寿司・アート体験指導補

正社員 変形（1ヶ月単位） 有限会社　ハッピー
雇用期間の定めなし (1)9時15分～17時45分

月給

182,465円～234,596円

静岡県伊東市玖須美元和田７２０
－１４３

151

レストラン＆そば打
ち体験指導スタッフ

＊伊豆高原に、陶芸体験・そば打ち体
験・にぎり体験・アート体験・レスト
ラン・売店がある施設です。
＊レストランでのホール接客、調理補
助、物販等
＊そば打ち・寿司体験指導、アシス
ト、接客サービス等

正社員 変形（1ヶ月単位） 有限会社　ハッピー
雇用期間の定めなし (1)9時15分～17時45分

時給

148,000円～148,000円

静岡県伊東市松川町１－１２
（伊東園ホテル）

150

（請）日常清掃員／
伊東市

ショッピングセンター店舗開店前から
開店中の清掃をお願いします

・店舗共用部分の清掃作業（掃き掃
除・拭き掃除）
・トイレ清掃
・売場床面

正社員以外 交替制あり 株式会社　サン東海ビルメンテナス　東静岡営業所
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 業界問わず、何らか
のマネジメントの経
験

352,880円～352,880円
又は9時00分～21時00

静岡県伊東市岡２８１

149

【全国転勤】ホテル
支配人候補（伊東園
ホテル）

【何かしらのマネジメント経験があれ
ば、ホテル未経験可】
半年でのキャリアアップが可能！初任
給３５．２万以上、支配人昇格後３
９．５万円以上。
充実した研修制度がありますので、安
心してご応募下さい。

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 ホテル業の経験あれ
ば尚可180,000円～250,000円

又は6時00分～23時00

静岡県伊東市岡２８１

148

接客業務全般【正社
員】

●フロント、レストラン、ロビーラウ
ンジ、ショッピングセンター、予約受
付などの接客全般を月間シフト内に交
代制で行います。

○試用期間中の判断により、適正に応
じたメイン業務とサブ業務を決定しま

正社員 変形（1年単位） 株式会社　聚楽
『伊東ホテルジュラク』雇用期間の定めなし

時給 ※未経験者歓迎

163,400円～163,400円

静岡県伊東市寿町１－１
伊東園ホテル松川館

147

調理見習い 調理全般（和食・中華）を料理長の指
示で行います。
　○料理の盛り付け
　○バイキング形式のレストランにお
いて、寿司・天ぷら等の
　　ライブ調理（お客様の目の前で行
う調理）および接客対応

正社員以外 変形（1年単位） 株式会社　聚楽
『伊東ホテルジュラク』雇用期間の定めなし (1)6時00分～21時00分

月給 業界問わず、何らか
のマネジメントの経
験

352,880円～352,880円
又は9時00分～21時00

静岡県伊東市寿町２－４
（伊東園ホテル別館）

146

【全国転勤】ホテル
支配人候補（伊東園
ホテル松川館）

【何かしらのマネジメント経験があれ
ば、ホテル未経験可】
半年でのキャリアアップが可能！初任
給３５．２万以上、支配人昇格後３
９．５万円以上。
充実した研修制度がありますので、安
心してご応募下さい。

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 業界問わず、何らか
のマネジメントの経
験

352,880円～352,880円
又は9時00分～21時00

静岡県伊東市大室高原７－５０１
【ザ・ドッグリゾート　ペニン
シュラ】

145

【全国転勤】ホテル
支配人候補（伊東園
ホテル別館）

【何かしらのマネジメント経験があれ
ば、ホテル未経験可】
半年でのキャリアアップが可能！初任
給３５．２万以上、支配人昇格後３
９．５万円以上。
充実した研修制度がありますので、安
心してご応募下さい。

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 (2)12時00分～21時00

185,000円～400,000円144

フロアサービス 店舗（伊豆高原　お宿うち山、かえで
庵、石の家、ルーシーキキ、花彩亭）
のいずれかで勤務いただき、その後の
配属は適性などにより総合的に判断し
ます。
○レストランにおける料飲の提供
○フロント接客

正社員 交替制あり 有限会社　花彩亭
【お宿うち山】（ほか【別邸　石の家】
【かえで庵】【花彩亭】）

雇用期間の定めなし (1)8時00分～21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12月8日発行

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: 03-5979-5911 従業員数 58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: 13090-39189611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58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: 13090-39190811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0466-27-9786 従業員数 0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: 14080-14475811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-45-1221 従業員数 53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: 22052- 2325911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-52-0303 従業員数 8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: 22052- 2328811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-35-9034 従業員数 62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- 2323311 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 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- 4026312 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- 3804312 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30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- 2303811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 03-5909-4756 従業員数 628人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝他 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: 13080-69989511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 03-5909-4756 従業員数 628人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝他 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: 13080-69992911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 03-5909-4756 従業員数 628人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝他 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: 13080-69994711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 0557-35-9034 従業員数 62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- 2284411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

静岡県伊東市湯川４丁目２－１５

月給 (2)16時00分～20時30 調理経験

300,000円～350,000円

静岡県伊東市湯川１－３－３上條
ビル３階Ｂ
当社　伊東支店

169

調理業務 ホテルのレストランで提供する料理の
調理の仕事です。
料理長の指示のもと、主に和食の調理
全般を行います。
仕込み～調理～盛り付け等

※朝食：バイキング料理

正社員 変形（1年単位） 東京信用販売株式会社　ホテル伊東パウエル
雇用期間の定めなし (1)6時00分～10時00分

月給 Ｃ、Ｃ＋＋言語での
開発経験210,000円～360,000円

又は9時00分～17時30

静岡県伊東市湯川１－３－３上條
ビル３階Ｂ
当社　伊東支店

168

ＩＰ／ＰＢＸソフト
ウェア開発／静岡県
伊東市

自社開発製品であるＩＰ／ＰＢＸのソ
フトウェア開発に携わってい
ただきます。スキルレベルに応じて新
規機能の設計、開発、レビュ
ー、機能拡張や追加要望への対応を
行っていただきます。研修終了
後は在宅勤務も可能です。

正社員 株式会社　バルテック
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時30分

月給 ＬｉｎｕｘＯＳ、Ｐ
ＨＰ（又はｐｅｒｌ
等スクリプト言語）

210,000円～360,000円

静岡県伊東市湯川１－３－３上條
ビル３階Ｂ
当社　伊東支店

167

ＰＨＰ等スクリプト
言語使用・設定画面
開発／静岡県伊東市

自社開発製品であるＩＰ－ＰＢＸの設
定画面開発に携わっていただきます。
スキルレベルに応じて設定画面の設
計、開発、レビュー、機能拡張や追加
要望への対応を行っていただきます。
※研修終了後は在宅勤務も可能です。
【仕事内容】ＰＨＰ等スクリプト言語

正社員 株式会社　バルテック
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時30分

月給 Ｏｂｊｅｃｔｉｖｅ
－ＣまたはＳｗｉｆ
ｔの開発経験３年以

210,000円～360,000円

静岡県伊東市松原７４５－５

166

スマートフォンアプ
リ（ｉＯＳ）の開発
／静岡県伊東市

自社開発スマホ用ＶｏＩＰアプリの開
発に携わっていただきます。スキルレ
ベルに応じて新規機能の設計、開発、
レビュー、機能拡張や追加要望への対
応を行っていただきます。※研修終了
後は在宅勤務も可能です。
【必須スキル】Ｏｂｊｅｃｔｉｖｅ－

正社員 株式会社　バルテック
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時30分

日給

189,000円～199,500円
又は6時00分～20時00

静岡県伊東市吉田３４６－１

165

旅館作業員　内務 全２７室の料理旅館において
お客様が気持ちよく滞在できる準備を
していただきます。

■滞在中のお部屋にお邪魔してお布団
を敷かせて頂く
■料理の配膳準備・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

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

164

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

静岡県伊東市湯川４丁目２－１５

163

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 (2)16時00分～20時30

193,000円～220,000円

静岡県伊東市富戸１１６９－２０

162

調理補助 調理部門での調理補助
　・和食料理の盛り付け
　・簡単な食材を切る、主に野菜類
　・調理用具の洗い物、片付け等
５～６人体制で行います。

※朝食：バイキング料理

正社員 変形（1年単位） 東京信用販売株式会社　ホテル伊東パウエル
雇用期間の定めなし (1)6時00分～10時00分

月給 (2)14時00分～20時00

220,000円～240,000円

静岡県伊東市吉田１００６番地

161

旅館業務全般　◆急
募◆

旅館における業務全般のお仕事です
○フロント（チェックイン・チェック
アウト・お客様対応
　電話応対・予約受付・会計等）
　パソコン操作（専用ソフトに入力程
度）
○接客・サービス（お客様のお出迎

正社員 変形（1年単位） 有限会社　ラグドール
　旅亭懐石　曽我雇用期間の定めなし (1)7時30分～10時00分

時給

157,136円～187,880円
又は9時00分～17時00

静岡県伊東市富戸９２５－４８

160

ホテル清掃業務 サザンクロスリゾートのホテル客室及
び館内施設（大浴場他共用部分）の清
掃業務です。
○掃除機かけ
○ベッドメイク
〇水回り掃除（洗面、トイレ、お風
呂）

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　サザンクロス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～16時00分

時給

206,400円～223,600円

静岡県伊東市松川町１－１２
（伊東園ホテル）

159

客室係（静岡県伊東
市富戸）

旅館内客室、宴会場での配膳、下膳業務。お客様のご案内。それらに付随する雑務。有期雇用派遣労働者 変形（1ヶ月単位） 有限会社　グッドフェローズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)6時00分～22時00分

月給 施設管理実務経験３
年以上が目安277,440円～277,440円

又は9時00分～21時00

静岡県伊東市松川町１－１２
（伊東園ホテル）

158

ホテル施設管理長候
補／静岡限定

当社が運営するホテルの施設管理部門
の責任者として、全体のマネジメント
業務をお任せします。具体的には、
・水道光熱のメーターの検針業務
・日常の不良か所の修理、館内全般の
点検（電気、空調、設備）
・改修案件の見積取得

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 施設管理実務経験３
年以上が目安301,760円～301,760円

又は9時00分～21時00

157

ホテル施設管理長候
補／全国転勤あり

当社が運営するホテルの施設管理部門
の責任者として、全体のマネジメント
業務をお任せします。具体的には、
・水道光熱のメーターの検針業務
・日常の不良か所の修理、館内全般の
点検（電気、空調、設備）
・改修案件の見積取得

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし
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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12月8日発行

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: 0557-37-8356 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 なし

求人番号: 22052- 2283511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-35-4165 従業員数 156人

年　　齢: 18歳～59歳 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: 22052- 2268011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     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- 2279911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0466-27-9786 従業員数 0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: 14080-14042411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0466-27-9786 従業員数 0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: 14080-14052311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0466-27-9786 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： その他 時間外 あり

求人番号: 14080-14057811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-38-5058 従業員数 4人

年　　齢: 44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: 22052- 2262111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 5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: 14010-50829711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 5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: 13080-68390511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-37-0130 従業員数 3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- 2218411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-972-9488 従業員数 2人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 6384711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     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- 2188011 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 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- 2191711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

静岡県伊東市湯川５７２－１２
　ホテルサンハトヤ

月給 (2)16時00分～21時00

194,400円～204,400円

『ホテルサンハトヤ（静岡県伊東
市湯川５７２－１２）』
　内　予約センター

182

売店【ホテルサンハ
トヤ】

『ホテルサンハトヤ』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)9時00分～19時00分

214,400円～214,400円

静岡県伊東市銀座元町６番１１号　　　　　　　　　　　　　　　アクサ生命保険株式会社　静岡支社　三島営業所　伊東分室

181

予約センター業務
【ホテルサンハト
ヤ】

『ホテルサンハトヤ』内予約センター
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、等

※状況によりフロント業務の補助をす

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)8時00分～18時00分

月給

180,000円～240,000円

静岡県伊東市湯川３０１－１３
（事務所住所）
　※現場は、静岡県・神奈川県内
です。

180

商工会議所共済・福
祉制度スタッフ

・商工会議所会員企業に対する生命保
険による従業員の福利厚生制度（退職
金・弔慰金）のコンサルティング営業
・経営者のリスク管理や事業承継、資
産管理などのアドレスや保険設計
・個人のライフプランニングに対応し
た保険設計

正社員 アクサ生命保険株式会社　静岡支社　　三島営業所
雇用期間の定めなし (1)9時15分～17時00分

日給

162,000円～345,600円

静岡県伊東市湯川３ー１１ー２
サンタイビル１階
当社：伊東駅前店

179

電気設備工事作業員 静岡県や神奈川県内の各作業現場で、
新築・改築工事等に関する電気設備工
事を行う仕事です。

◎現場にもよりますが、基本的には事
務所（伊東市湯川）へ出勤し、その後
車に乗り合わせて現場へ向かいます。

正社員 株式会社　創永
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 接客経験

215,000円～300,000円

静岡県伊東市湯川３ー１１ー２
サンタイビル１階
当社：伊東駅前店

178

営業事務／伊東駅前
店

熱海で圧倒的なシェア率を誇るロイヤ
ルリゾート！！
中古マンションや戸建・別荘など様々
な規模のリゾート不動産の売買を行う
部門の
営業事務をお任せします。
＜具体的には＞

正社員 変形（1年単位） ロイヤルリゾート株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

215,000円～300,000円

○伊東駅前店　　伊東市湯川１－
９－１３　☆面接場所☆
○湯の花通り店　伊東市湯川１－
１６－７

177

営業サポート事務／
伊東駅前店

熱海・伊東・箱根で圧倒的なシェア率
を誇る当社
営業サポートのお仕事をお任せしま
す。

＜具体的には＞
・お客様の応対

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 (2)9時00分～18時00分

200,000円～250,000円

静岡県伊東市八幡野１３２６－５

176

調理・接客 しらすを中心とした海鮮丼店での業務
です。
【簡単な調理】
○自社加工されている商品の盛り付け
（包丁を使用する調理作業はほぼあり
ません）
【フロアーサービス】

正社員 交替制あり 株式会社　Ｈｉ　Ｂｒｉｄｇｅ（ハイ　ブ
リッジ）
『どろめ』

雇用期間の定めなし (1)10時00分～19時00

時給

215,000円～215,000円

静岡県伊東市八幡野１３２６－５

175

レストランスタッフ
（静岡県伊東）

ホテル内レストランでのオーダー受け、配膳・下膳やお客様対応など、それに付随する業務有期雇用派遣労働者 変形（1ヶ月単位） 有限会社　グッドフェローズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)6時00分～22時00分

時給 (2)9時00分～18時00分

215,000円～215,000円

静岡県伊東市鎌田２８０

174

フロントスタッフ
（静岡県伊東）

ホテル内フロントでのチェックイン、チェックアウト、お客様のご案内やお出迎え、簡単なＰＣ入力、電話対応や駐車場のご案内、清掃など。有期雇用派遣労働者 変形（1ヶ月単位） 有限会社　グッドフェローズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時00分～17時00分

時給

211,560円～211,560円

静岡県伊東市湯川６５７

173

レストランスタッフ
（静岡県伊東）

ホテル内レストランでのオーダー受け、配膳・下膳やお客様対応など、それに付随する業務有期雇用派遣労働者 変形（1ヶ月単位） 有限会社　グッドフェローズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)6時00分～22時00分

月給

166,000円～220,000円

静岡県伊東市湯川２８８番地９

172

粉体加工作業 健康食品・サプリメント等の粉末原料
を加工して顆粒にする作業です。

原材料は一袋１０ｋｇ程度、積み下ろ
し作業あります。
配合する原料が変わるごとに機械の清
掃を行います。

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 (2)6時45分～15時15分

155,700円～220,000円 (3)10時30分～19時00

静岡県伊東市松原本町１６－１　ハヤフジビル１階

171

介護職員 ○介護老人保健施設でのお仕事です。
　ご利用者様への介護全般（食事のお
世話、入浴や排泄の介助、
　お部屋や衣類の片付けなど）。その
他、介護に付随する記録等
　の業務、レクリエーション　の実施
及び見守りなどです。　　　

正社員 交替制あり 医療法人　啓仁会
『介護老人保健施設　いとうの杜』雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給

171,000円～250,000円
又は9時00分～19時00

170

接客・販売・コンサ
ルティング

店頭での眼鏡、コンタクト、その他付
随品の販売業務です。
・接客、お客様へのアドバイス（眼
鏡・補聴器等）
・商品の販売
・視力検査、聴力検査　
・電話の応対

正社員 交替制あり 株式会社　ハヤフジ眼鏡店
雇用期間の定めなし

14/15



【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12月8日発行

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: 0557-38-6100 従業員数 110人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 2194511 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 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- 2195411 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 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- 2196011 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 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- 2198611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     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: 054-255-3331 従業員数 10人

年　　齢: 40歳以下 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 なし

求人番号: 22010-25287611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     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 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 35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- 2123611 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: 0557-37-6851 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

月給

180,000円～200,000円

静岡県伊東市荻５５８－１８【グループホームかえで】

195

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 (2)15時00分～19時00

160,000円～200,000円

静岡県伊東市川奈１２５７‐１１
７
【ＳｏｆｔＢａｎｋ伊東川奈】

静岡県伊東市荻５５８－１８
【グループホームかえで】

194

＼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

静岡県伊東市富戸１２１９－５
　『城ヶ崎いこいの園』

193

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)9時30分～18時30分

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）】

192

介護士【城ヶ崎いこ
いの園】　★未経験
者歓迎

特別養護老人ホームにおける、ご利用
者様の日常生活全般の介護及び介助を
行います。
○食事・入浴・排泄等の介助
○ご利用者様の記録作成
○施設行事等の企画運営


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)9時00分～18時00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５０１‐１

191

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 (2)10時00分～19時00

180,000円～255,000円

静岡県伊東市吉田５０１‐１

190

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

静岡県伊東市桜ガ丘１丁目２－８
　富国生命保険相互会社　伊東営
業所

189

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

月給

220,000円～400,000円

静岡県伊東市荻７８３－１　伊東営業所

188

営業総合職／伊東市 ○育成プログラムに基づいた研修を通
じて、生命保険の営業や人材のマネジ
メントなど、営業所長に必要な知識、
スキルを学び、営業所長登用を目指し
ていただきます。
また、営業部長・営業次長へのキャリ
アアップも可能です。

正社員 富国生命保険　相互会社　静岡支社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

月給

182,500円～208,500円

『ホテルサンハトヤ』内　「大漁
苑」
（静岡県伊東市湯川５７２－１
２）

187

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

184,400円～194,400円

静岡県伊東市湯川５７２－１２
サンハトヤホテル

186

大漁苑ホールスタッ
フ【ホテルサンハト
ヤ】

『ホテルサンハトヤ』内「大漁苑」の
ホールスタッフの仕事です。
○会場の準備
○配膳
○お客様の対応（飲み物のオーダーを
取るなど）
○片づけ

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)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

『ホテルサンハトヤ』（静岡県伊東市湯川５７２－１２）

185

部屋係【ホテルサン
ハトヤ】

○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)16時00分～21時30

184,400円～204,400円
又は6時30分～21時30

静岡県伊東市岡１３９１

184

ホールスタッフ【ホ
テルサンハトヤ】

○食事会場の準備・接客及び什器の管
理

○調理場パートの管理・調整

○調理場・営業との連絡


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30分～10時00分

月給 (2)16時00分～21時30

184,400円～204,400円
又は6時30分～21時30

183

ホールスタッフ【ハ
トヤホテル】

○食事会場の準備・接客及び什器の管
理

○調理場パートの管理・調整

○調理場・営業との連絡


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30分～10時00分
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