
【熱海地区フレッシュ求人 令和3年12月9日発行】

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 0557-68-3350 従業員数 9人

年　　齢: 45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 大型特殊自動車免許

求人番号: 22050- 6638311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 03-5925-8779 従業員数 2人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 水 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： なし 時間外 あり

求人番号: 13080-72027711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 03-5925-8779 従業員数 2人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 水 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: 13080-72028811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 054-282-8311 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22010-25680011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-81-6082 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 6920711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 8時間

     TEL: 0557-81-3986 従業員数 26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- 7032611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0557-81-3986 従業員数 26人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7033911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-81-3986 従業員数 26人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7034111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 022-791-1220 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: 04010-64881411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5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: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22052- 2348011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-85-4666 従業員数 8人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 薬剤師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 6933011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-85-4666 従業員数 8人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 祝他 医療事務資格 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- 6934311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-82-3123 従業員数 7人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 木日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 6684511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 8時間

月給

210,000円～250,000円

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

運転手 生コン車による生コンクリート運搬業務。　　　　　　　　　　　熱海地区を中心に運搬作業を行います。　　　　　　　　　　　　他に工場内での雑務。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（清掃、工場内の整備作業等）正社員 変形（1年単位） 稲村生コンクリート　株式会社
雇用期間の定めなし (1)7時50分～16時50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） 

静岡県熱海市田原本町３－１５
加納ビル１階
当社店舗　「おまぜ」

3

ホールスタッフ／熱
海市

・お客様のご案内
・お茶出し
・オーダー受け
・テーブルセッティング
・配膳　など。

慣れてきたら電話対応やレジ対応もお

正社員 交替制あり 株式会社ヴィーヴォ
雇用期間の定めなし (1)10時00分～18時00

月給 (2)11時00分～19時00 調理経験

250,000円～300,000円

静岡県熱海市上多賀４５７－１

2

和食板前・見習い含
む／熱海市

【和食板前・見習い含む】
寿司や和食調理をお願いします。
また寿司職人に興味のある方も、見習
いとして仕込み等の簡単な業務からス
タートし、徐々に仕事の幅を広げてい
ただけるようサポートいたします。

正社員 交替制あり 株式会社ヴィーヴォ
雇用期間の定めなし (1)10時00分～18時00

時給

172,000円～206,400円

静岡県熱海市田原本町３－１５
加納ビル１階
当社店舗　「おまぜ」

4

（請）調理師／熱海
市下多賀

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


正社員以外 変形（1ヶ月単位） 富士産業　株式会社　静岡事業部
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)5時30分～14時30分

月給 (2)11時00分～19時00 接客業務

200,000円～250,000円

静岡県熱海市紅葉ガ丘町１８－６１　２０２

6

一般事務職 事務所内での電話対応・来客対応
見積書・請求書等の書類作成
入札関係書類の作成業務
ソフトへの入力作業

正社員 交替制あり 株式会社　モリボー
雇用期間の定めなし (1)7時45分～16時45分

月給 (2)7時00分～16時00分 経験者優遇

160,000円～200,000円

静岡県熱海市下多賀４７７番地
南あたみ第一病院

5

タクシー運転士 ○福祉用具レンタル・販売業務
福祉用具のレンタルや販売に関する業
務活動をしていただきます。
○レンタカー業務
※免許取得制度あり
※活動範囲は静岡県東部地区が主にな
りますが、県外に行っ　ていただくこ

正社員 交替制あり 株式会社　しらはた
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

日給

194,400円～324,000円

静岡県熱海市紅葉ガ丘町９－２５

7

職人・技能士 
一般住宅～マンション・工場・商業施
設等の塗装改修・防水改修工事を主に
施工している会社です。
塗装工、防水工、左官工の方々を募集
しております。
現場地域は熱海、小田原、伊東、平塚

正社員 株式会社　モリボー
雇用期間の定めなし (1)7時45分～17時15分

月給 (2)8時30分～17時30分

150,000円～220,000円

静岡県熱海市紅葉ガ丘町９－２５

9

エステティシャン・
セラピスト

温泉地にあるリゾートホテルや高級旅
館内のサロンでエステ施術・
リラクゼーション施術を行い、お客さ
まの「美」と「健康」のお手
伝いをしていただく仕事です。

＊主な業務内容＊

正社員 変形（1年単位） ＥＧＡＯ　株式会社
雇用期間の定めなし (1)15時00分～0時00分

月給

220,000円～355,000円

静岡県熱海市紅葉ガ丘町９－２５

8

現場管理及び営業
（打ち合わせ等）

現場管理及び営業（顧客との打ち合わ
せ等）をしていただきます。
・建物の防水工事・塗装工事の管理
※建物は一般住宅からマンション・商
業施設まで幅広
・監督、写真撮影、報告書の作成
・現場地域は熱海、小田原、伊東、平

正社員 変形（1年単位） 株式会社　モリボー
雇用期間の定めなし (1)7時45分～17時15分

時給 (2)9時30分～18時30分

172,800円～172,800円

静岡県熱海市東海岸町３－１９
ホテルミクラス

10

販売（フルタイム
パート）【熱海市内
店舗】

○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)8時30分～17時30分

月給 エステティシャン、
アロマセラピストな
どの実務経験

190,000円～266,500円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱海駅前第一ビル２階、４階

12

医療事務員 調剤薬局での受付及び医療事務をして
いただきます。
調剤補助をしていただきます。
患者様への対応もお願いします。
配送業務もあります。

正社員 かもめ薬局・みらい薬局　（株式会社　スペース・エーピーエー）
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

330,000円～500,000円

熱海店　　　：静岡県熱海市咲見
町９－２
ラスカ熱海店：静岡県熱海市田原
本町１１－１

11

薬剤師 調剤業務全般 正社員 かもめ薬局・みらい薬局　（株式会社　スペース・エーピーエー）
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 調剤薬局勤務経験者
歓迎
医薬品登録販売者資

160,000円～170,000円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱海駅前第一ビル２階、４階

13

調剤事務 医院からの処方箋に基づき会計をコン
ピューターにて行う仕事です。
＊受付対応・電話応対
＊レジ・会計処理
＊日次・月次処理等の業務
＊その他関連業務
＊パソコン操作（入力程度）

正社員 有限会社　ながつき
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～16時00分

195,000円～305,000円 (3)9時30分～17時30分

静岡県熱海市田原本町９－１
熱海第一ビル１階

1.面接時にはハローワークが発行する紹介状が必要です。
2.ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。
3.仕事内容欄はスペースの都合ですべて表示できない場合がありますので、詳細については相談窓口でお尋ねください。
ハローワーク三島　〒411-0033　三島市文教町1-3-112三島労働総合庁舎　電話　055-980-1300
ハローワーク伊東　〒414-0046　伊東市大原1-5-15　電話　0557-37-2605
熱海市ふるさとハローワーク　〒413-0016　熱海市水口町13-15静岡県熱海総合庁舎2階　電話　0557-82-8655
伊豆市地域職業相談室　〒410-2407　伊豆市柏久保603-1　電話　0558-74-3075
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【熱海地区フレッシュ求人 令和3年12月9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: 0557-81-9171 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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 6309711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-81-5951 従業員数 47人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7096211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 27時間

     TEL: 0465-62-6397 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 大型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 6820611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-82-0332 従業員数 12人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 準中型自動車免許 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- 6658811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-81-8285 従業員数 112人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 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: 22050- 6659211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-81-8285 従業員数 112人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

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- 6661311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-984-1501 従業員数 40人

年　　齢: 18歳～62歳 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 6410611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 30時間

     TEL: 03-3426-2600 従業員数 17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 なし

求人番号: 13070-68688811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-3426-2600 従業員数 17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 なし

求人番号: 13070-68692611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-80-4183 従業員数 26人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 6432211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 03-6911-3777 従業員数 3人

年　　齢: 不問 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： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13080-70952111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-81-8211 従業員数 21人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 6263511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-81-8211 従業員数 21人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 6264411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

時給

154,560円～159,600円14

清掃員 施設内外の清掃業務をしていただきま
す。
　・共用スペースから室内まで掃除機
やモップを用いての清掃
　・トイレ、浴場の清掃
　・ゴミの回収、廃棄など
　

正社員以外 株式会社　医療福祉運営機構（熱海病院事業場）
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時30分

静岡県熱海市西山町３６－１３

16

大型運転手 ・生コンクリート運搬業務（会社から
プラントに行き生コンを積ん　で現場
へ運ぶ）
・運搬範囲は神奈川県（平塚、山
北）、静岡県東部方面

正社員 有限会社　落合興業
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～4時07分

156,123円～156,123円

静岡県熱海市東海岸町１３－１　国際医療福祉大学熱海病院内

15

タクシー乗務員 ※隔日勤務、日勤勤務
　流し営業及びアプリ配信でのお客様
送迎
※ドライブレコーダー、ＥＴＣ装備
※取引先は１部上場会社多数
※スマホアプリ（ＧＯ）導入による配
車急伸中

正社員 変形（1ヶ月単位） キングタクシー株式会社
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時07分

時給 ２ｔ車以上トラック
２年以上運転経験の
ある方

246,400円～264,000円

静岡県熱海市泉２７４－３０

17

宅配便配送・引越作
業

運送全般（２人～４人作業）
・近距離運送
・引越車両　主に２ｔ車にて運転及び
作業

＊宅配便：主に熱海市、周辺（１人作
業）

正社員 有限会社山口商店　引越梱包サービス
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

日給 大型運転経験者

250,000円～250,000円

静岡県熱海市昭和町２０－５

19

タクシー乗務員（管
理職候補）

タクシー乗務員　管理職候補の内容と
して

タクシーでお客様を目的地まで安全に
お送りするサービス業です。

お客様を名所・旧跡などへのご案内等

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

月給 (2)9時00分～3時00分

186,000円～189,000円

静岡県熱海市梅園町１２２１－３

18

タクシー乗務員 ＜　タクシー乗務員　＞

タクシーでお客様を目的地まで安全に
お送りするサービス業です。

※車種　クラウン・プリウス・コン
フォート　など・・・

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

月給 (2)7時00分～2時30分

156,240円～162,750円 (3)6時00分～18時15分

静岡県熱海市昭和町２０－５

20

隔日勤務タクシー乗
務員（ドライバー）
熱海営業所

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

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

月給 (2)20時00分～7時00分 普通自動車１種免許
取得後３年以上又は
普通自動車２種免許

186,000円～189,000円

静岡県熱海市下多賀１１２０－１
宮川浄水場

22

【急募】浄水場の運
転管理員／熱海★正
社員登用実績有★

○浄水場の運転監視および保守点検業
務
・モニターで機器の運転・停止の確認
・巡回車にて場外施設の点検


※初年度の雇用期間は採用日から令和

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社水機テクノス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給 ＊水道工事（水道工
務店勤務）等経験者
優遇

234,100円～292,300円

静岡県熱海市相の原町１－２２
熱海営業所

21

浄水場の運転管理員
（漏水）／熱海★正
社員登用実績有★

○浄水場の運転監視および保守点検業
務
・モニターで機器の運転・停止の確認
（中央監視業務）
・巡回車にて場外施設の点検
・漏水の確認業務
・修繕業務

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社水機テクノス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

日給

183,680円～188,160円

静岡県熱海市下多賀１１２０－１
宮川浄水場

23

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

正社員以外 交替制あり 熱海ビーチライン
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 ＊水道経験者および
電気設備点検経験者
優遇

179,400円～260,900円

静岡県熱海市熱海１８０２－１
熱海市営火葬場

25

配管工 ◇建設現場での機器（ボイラーやポン
プ等）の据付
◇配管工事及び維持修繕
◇パイプの加工や組立て
◇器具（衛生器具等）の取付

※工事現場は本社から車で１時間圏内

正社員 変形（1年単位） 株式会社　三ツ星工業
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時30分

月給

200,000円～250,000円

静岡県熱海市泉元門川分字郷清水２０７番地

24

斎場業務／熱海市／
契約社員

・炉前業務及び火葬炉運転業務
・日常清掃業務及び敷地内外の環境美
化


＊未経験の方でもしっかりと丁寧に研
修しますので安心です。

正社員以外 株式会社　元創
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 設計・積算経験者又
は現場管理経験者250,000円～450,000円

静岡県熱海市上宿町９－１５

26

建築設備設計・積算 ◇建築設備の設計と積算

　※上記に付帯する業務全般
　※本社勤務

★☆★　急　募　★☆★

正社員 変形（1年単位） 株式会社　三ツ星工業
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時30分

月給

190,000円～350,000円

静岡県熱海市上宿町９－１５
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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: 0557-81-8211 従業員数 21人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 6276911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 03-3544-0351 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13010-  394212 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 0557-29-6400 従業員数 6人

年　　齢: 35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- 7097511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 4時間

     TEL: 054-281-7890 従業員数 2人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 交通誘導警備業務検
定２級

就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 雑踏警備業務検定２級

求人番号: 22010-27051811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 054-281-7890 従業員数 1人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 交通誘導警備業務検
定２級

就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 なし 雑踏警備業務検定２級

求人番号: 22010-27070411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0550-89-6633 従業員数 7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- 3415211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-983-1501 従業員数 17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 なし

求人番号: 22050- 7025911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0465-23-4114 従業員数 11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 なし

求人番号: 14070- 4242211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-22-0308 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 なし

求人番号: 22110- 2911411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-5244-5311 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: 13010-  487812 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 03-5990-5824 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 木他 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: 13080-68572111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 0557-85-5353 従業員数 63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 なし

求人番号: 22050- 6297511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 21人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 インテリアコーディ
ネーター

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり 一級建築士

求人番号: 13080-72513811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 二級建築士

静岡県熱海市上宿町９－１５

28

調理師／静岡県熱海
市

エクシブ初島　調理業務全般

・調理
・食材下処理、切り込み
・盛り付け
・提供
・洗浄

正社員以外 変形（1ヶ月単位） コンパスグループ・ジャパン株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～15時00分

月給

190,000円～450,000円27

建設現場設備管理者 ◇建設現場での設備工事（水回りや空
調関係の配管工事）の監理・　施工図
の作成（ＪＷＣＡＤ）
◇施主、建設事務所、建築他との打合
せ
◇品質管理・作業工程管理


正社員 変形（1年単位） 株式会社　三ツ星工業
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時30分

月給 (2)9時30分～18時00分

180,000円～240,000円

静岡県熱海市初島８００番地
エクシブ初島

29

陶芸体験インストラ
クター

・熱海クラフト工房内での陶芸体験教
室のインストラクター業務
・陶芸体験でお客様が制作された作品
の管理
・陶芸体験準備、片付け等
・その他クラフト体験インストラク
ター（サンドブラスト、ハーバリウム

正社員 変形（1年単位） 陶芸の専門学校、ま
たは美大陶芸コース
を卒業された方

熱海クラフト工房
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時30分

月給 (2)8時00分～17時00分 調理経験、集団調理
１年以上230,000円～250,000円 (3)11時00分～20時00

又は6時00分～20時00

静岡県熱海市上多賀８９－１
エスピトーム東伊豆営業所

31

警備業務／熱海市・
伊東市・伊豆市・伊
豆の国市

○交通誘導警備業務（車及び歩行者の
誘導・案内）
○雑踏警備（イベント警備）
・仕事の内容は最初に教えます。
・入社後２０時間の業務研修を行いま
す（時給９１３円）
・コロナにも負けず仕事有ります。

正社員以外 変形（1ヶ月単位） エスピトーム株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

日給

183,600円～228,480円

静岡県熱海市春日町１２－６

30

イベント会場での案
内、交通誘導／伊東
市・熱海市

伊東、熱海市内の店舗での案内及び車
両誘導
就業場所は伊東、熱海市内になります
お祭り、展示会、即売会、花火大会な
ど
・直行直帰可
・休憩あり

正社員以外 変形（1ヶ月単位） エスピトーム株式会社
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

182,500円～208,500円

静岡県熱海市上多賀８９番地１
　東伊豆営業所

32

営業事務（熱海営業
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

日給

183,600円～228,480円

静岡県熱海市春日町１７－１４

34

商業施設警備／ラス
カ熱海

○ラスカ熱海の警備　・受付業務（出
入管理）・巡回及び監視業務
○交通誘導　・駐車場管理　・利用者
対応
○緊急事態対応等

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　東海ビルメンテナス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時30分

時給 ホテル清掃又は、責
任者、副責任者経験207,360円～207,360円

静岡県熱海市伊豆山字大黒崎２６
８－３３
　静岡サンケイ機器株式会社　熱
海営業所

33

（請）ホテル客室清
掃　責任者

＜責任者の業務は下記の通りです＞
・清掃指示書作成
・ホテル等の連絡業務
・客室等の清掃後のチェック作業
・パソコン操作作業

正社員 交替制あり 株式会社サン　三島営業所
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給

157,767円～157,767円

静岡県熱海市田原本町１１－１
「ラスカ熱海」

35

ホテル客室清掃・レ
ストラン洗い場【ホ
テル大野屋】

○ホテルの客室の掃除機がけ等の清掃
業務を行います。
　また、客室内の備品のセット等もし
ます。
　これらの業務を何人かで役割を決め
て行います。
○レストランの洗い場の業務もありま

正社員 株式会社　ホームテック静岡
雇用期間の定めなし (1)7時00分～20時30分

時給 (2)17時30分～8時30分

173,250円～173,250円

静岡県熱海市熱海笹尻１８０４－
８
熱海市「エコプラント姫の沢」内

37

分譲マンションの通
勤管理員／木曜休み
／熱海駅

＊未経験者の方でも安心の充実した研
修制度があります。
・管理員室での居住者・来訪者への対
応
・館内・外の巡回・点検・清掃補助
・入居者への案内文掲示・配布、各種
立会　　等

正社員以外 住友不動産建物サービス株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時00分

月給 (2)15時45分～8時15分

180,000円～250,000円

静岡県熱海市和田浜南町３－９　ホテル大野屋

36

プラント施設の運転
管理／熱海市

清掃工場焼却施設の運転維持管理業務
（運転、保守、監視）

電気設備の管理、クレーンの運転など
の業務もあります。

＊ＯＪＴがあるので、未経験でも安心

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10分～16時55分

時給 (2)11時00分～20時00

162,800円～162,800円
又は20時00分～8時00

静岡県熱海市上宿町
※詳細は窓口にお問い合わせくだ
さい。

38

ホテル浴場清掃業 ＊大浴場（男女）清掃

施設内の大浴場清掃をデッキブラシ等
で行うお仕事です。
・浴槽内外の清掃
・湯桶、座イスの洗浄
・アメニティグッズの点検、補充

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社ジェス熱海営業所
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 (2)8時30分～12時00分

156,000円～156,000円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱
海第一ビル９階
当社：熱海駅前店

月給

300,000円～500,000円

静岡県熱海市東海岸町１３－９３　ホテルリゾーピア熱海内２０３号室

39

インテリアコーディ
ネーター／熱海駅前
店

中古マンションや一戸建て、別荘など
のリフォームを手がけています。
【１、案件依頼を受ける】
【２、現場視察、リフォームプラン・
見積もり作成】
【３、内装デザイン・レイアウトを設
計、ご提案】

正社員 変形（1年単位） ロイヤルインテリア　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

3/10



【熱海地区フレッシュ求人 令和3年12月9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: 0120-25-1811 従業員数 21人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 インテリアコーディ
ネーター

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり 一級建築士

求人番号: 13080-72516411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 二級建築士

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 19人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 インテリアコーディ
ネーター

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり 一級建築士

求人番号: 13080-69165811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 二級建築士

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 19人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 インテリアコーディ
ネーター

就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり 一級建築士

求人番号: 13080-69166211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 二級建築士

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 19人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 インテリアコーディ
ネーター

就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり 一級建築士

求人番号: 13080-69171111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 二級建築士

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 19人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 インテリアコーディ
ネーター

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり 一級建築士

求人番号: 13080-69172711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 二級建築士

     TEL: 0557-82-9056 従業員数 30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 なし

求人番号: 22050- 7036811 各種保険： 雇用・公災 月平均 

     TEL: 0557-82-9056 従業員数 30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- 7037211 各種保険： 雇用・公災 月平均 

     TEL: 0557-83-2184 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 歯科衛生士 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- 6643411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-83-2184 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 歯科医師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 6645311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-86-0345 従業員数 7人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 月日祝 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- 6500111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0557-68-3437 従業員数 23人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 栄養士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし 管理栄養士

求人番号: 22050- 6315911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 048-599-2010 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 看護師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 11020-11143511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 048-599-2010 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 准看護師 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: 11020-10540911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

40

リフォームコーディ
ネーター／熱海駅前
店

別荘を中心に、リゾートマンションや
中古マンション、一戸建てなど、幅広
いリフォーム案件にて、お客様のイ
メージを汲み取り、
設計・デザイン・施工現場との橋渡し
を通して、理想のリフォーム物件の実
現のサポートをお願いします。

正社員 変形（1年単位） ロイヤルインテリア　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 住宅・建築関連の業
務でのご経験をお持
ちの方

300,000円～500,000円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱
海第一ビル９階
当社：熱海駅前店

41

リフォームコーディ
ネーター／熱海駅前
店

別荘を中心に、リゾートマンションや
中古マンション、一戸建てなど、幅広
いリフォーム案件にて、お客様のイ
メージを汲み取り、
設計・デザイン・施工現場との橋渡し
を通して、理想のリフォーム物件の実
現のサポートをお願いします。

正社員 変形（1年単位） ロイヤルインテリア　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 住宅・建築関連の業
務でのご経験をお持
ちの方

300,000円～500,000円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱
海第一ビル９階
当社：熱海駅前店

43

インテリアコーディ
ネーター／熱海駅前
店

私たち「ロイヤルインテリア」はグ
ループの一員として中古マンションや
一戸建て、別荘などのリフォームを手
がけています。
【１、案件依頼を受ける】営業を担う
グループ会社「ロイヤルリゾート」か
ら紹介を受け、お客様との打合せがス

正社員 変形（1年単位） ロイヤルインテリア　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

300,000円～500,000円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱
海第一ビル９階
当社：熱海駅前店

42

建築士／熱海駅前店 ・戸建て、別荘など設計図面の作成
・施工現場を管理ほか
※リゾート物件全般の取り扱い

正社員 変形（1年単位） ロイヤルインテリア　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 住宅・建築関連の業
務でのご経験をお持
ちの方

300,000円～500,000円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱
海第一ビル９階
当社：熱海駅前店

44

リフォームコーディ
ネーター／熱海駅前
店

別荘を中心に、リゾートマンションや
中古マンション、一戸建てなど、幅広
いリフォーム案件にて、お客様のイ
メージを汲み取り、
設計・デザイン・施工現場との橋渡し
を通して、理想のリフォーム物件の実
現のサポートをお願いします。

正社員 変形（1年単位） ロイヤルインテリア　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

300,000円～500,000円

静岡県熱海市水口町１３番１５号

46

臨時事務員 ＜臨時事務員業務＞
熱海税務署で確定申告事務補助を担当
していただきます。パソコン操作はテ
ンキー・文字入力程度です。
はじめは熱海税務署で勤務し、確定申
告終了後（３月１６日以降）は熱海財
務事務所での勤務になります。

正社員以外 静岡県熱海財務事務所
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時30分～17時15分

月給

154,368円～181,417円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱
海第一ビル９階
当社：熱海駅前店

45

臨時事務員 ＜臨時事務員業務＞
　決算書等のコピー取り・申告書印刷
と整理を担当していただきます。（簡
単なパソコン操作有り）

正社員以外 静岡県熱海財務事務所
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時30分～17時15分

月給 (2)11時00分～20時00

230,000円～230,000円

静岡県熱海市

47

歯科衛生士 ・患者に対する歯科指導
・歯のクリーニング
・園児（保育園・幼稚園）の歯科検診
・院内専用パソコンでの診療入力（衛
生士作業のみ）

正社員 交替制あり 医療法人社団　愛歯科診療所
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

154,368円～181,417円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱海第一ビル６階

49

歯科助手、受付 アシスタント業務（診療補助、器具の
滅菌、消毒業務等）
受付業務（電話応対、会計、予約管理
業務等）




正社員 変形（1ヶ月単位） こあくつ歯科医院
雇用期間の定めなし (1)9時00分～19時15分

月給 (2)11時00分～20時00 歯科治療知識・技
術・経験300,000円～500,000円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱海第一ビル６階

48

歯科医師 ・健康かつ清潔であり歯科診療に意欲
のある方
・歯科治療全般（検査・検診・虫歯治
療・歯周病治療・義歯治療）
・小児から高齢者までの歯科治療
・障害をお持ちの方の歯科治療
＊当院での治療に合わせた指導期間あ

正社員 交替制あり 歯学部卒業 医療法人社団　愛歯科診療所
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

188,500円～201,300円

静岡県熱海市福道町３－１５　ウェルネスビル３Ｆ

50

栄養士 ・調理の実施（アレルギー児に対する
調理）
・給食材料の購買及び受払に関する事
項
・市からの献立をもとに献立表を作成
など

正社員 変形（1年単位） 社会福祉法人景徳会　多賀保育園
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

160,000円～180,000円

静岡県熱海市梅園町（仮）

「訪問看護ステーションあやめ熱
海」

52

オープニング／訪問
看護／准看護師／正
社員／熱海

＜令和４年３月オープン＞精神特化型
訪問看護

・訪問看護ステーションにおける訪問
看護、リハビリテーション
　業務全般です。
・ご利用者様の自宅において、バイタ

正社員 株式会社　ファーストナース　訪問看護事業部
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

304,000円～304,000円

静岡県熱海市上多賀９３４－１６

51

オープニング／訪問
看護／看護師／正社
員／熱海「看護」

＜令和４年４月オープン＞精神特化型
訪問看護

・訪問看護ステーションにおける訪問
看護、リハビリテーション
　業務全般です。
・ご利用者様の自宅において、バイタ

正社員 株式会社　ファーストナース　訪問看護事業部
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

静岡県熱海市梅園町（仮）

「訪問看護ステーションあやめ熱
海」

月給

265,000円～265,000円
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【熱海地区フレッシュ求人 令和3年12月9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: 045-520-1300 従業員数 11人

年　　齢: 65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: 14010-51277811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 045-520-1300 従業員数 11人

年　　齢: 65歳以下 休　　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 作業療法士

求人番号: 14010-51324511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 言語聴覚士

     TEL: 045-520-1300 従業員数 11人

年　　齢: 65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: 14010-51340211 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: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 14080-15104711 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: 14080-14703611 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: 14080-14665911 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: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 14080-13652411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 03-6833-5064 従業員数 11人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13040- 4171012 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0557-81-5615 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 水他 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- 6260711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・その他月平均 

     TEL: 0557-81-5615 従業員数 4人

年　　齢: 45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 なし

求人番号: 22050- 6262211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-68-3121 従業員数 13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- 6434411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 0596-43-2059 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 24020- 6833311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 055-972-9488 従業員数 3人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 6388411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

月給

270,000円～270,000円
又は9時00分～19時00

53

放課後デイサービス
スタッフ（四大心理
卒）熱海ひかり

・障がいをお持ちの児童の成長を支援
するお仕事です
・放課後各学校に児童をお迎えに行き
事業所にてお子様達と一緒に
　楽しみながら療育活動をしていただ
きます。
・活動終了後は各家庭に児童を送迎し

正社員 交替制あり 心理学部専攻卒 特定非営利活動法人　障害福祉支援もえぎ
雇用期間の定めなし

静岡県熱海市清水町１８－３

55

児童発達支援管理責
任者【熱海ひかり】

・法人の運営する通所施設で知的障害
児の放課後等デイサービス（　児童福
祉法による）を提供しております。
・放課後や土曜日、学校休業日におい
て子供たちが安全に楽しく
　過ごせるよう遊びを通して支援しま
す。

正社員 特定非営利活動法人　障害福祉支援もえぎ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

270,000円～270,000円
又は9時00分～19時00

静岡県熱海市清水町１８－３

54

専門的支援スタッフ
【熱海ひかり】

・障がいをお持ちの児童の成長を支援
するお仕事です

・放課後各学校に児童をお迎えに行き
事業所にてお子様達と一緒に　楽しみ
ながら療育活動をしていただきます。
・活動終了後は各家庭に児童を送迎し

正社員 交替制あり 特定非営利活動法人　障害福祉支援もえぎ
雇用期間の定めなし

時給

223,600円～223,600円

静岡県熱海市清水町１８－３

56

マルチスタッフ（静
岡県熱海市）

ホテル内フロントでのチェックイン・チェックアウトとお客様のお出迎え、お客様対応、ＰＣ入力、電話対応。ホテル内レストランでの配膳下膳、オーダー受けなどの接客業務の兼任業務。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)7時00分～22時00分

月給 実務経験が５年（下
記免状未取得者は１
０年）以上あり、

285,000円～285,000円

静岡県熱海市中央町１４－９

58

リゾートホテルでの
レストランスタッフ
（静岡県熱海）

目の前に相模湾を一望できる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 客室係の経験あれば
尚可223,600円～223,600円

静岡県熱海市小嵐町２－３

57

閑静な旅館での客室
係（静岡県熱海）

旅館内客室や宴会場での配膳、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

時給 レストランでの就業
経験223,600円～223,600円

静岡県熱海市春日町７－３９

59

レストランスタッフ
（静岡県熱海市）

ホテル内レストランでのオーダー受け、配膳・下膳やお客様対応や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)7時00分～22時00分

時給

189,200円～206,400円

静岡県熱海市下多賀５７２－２

61

ウエイター・ウエイ
トレス

接客サービスとして下記の業務をお願
いします。
・オーダー取り
・料理の配膳及び準備作業
・後片付け、清掃
・その他付帯業務

正社員 熱海製氷冷蔵　合資会社　（ステーキハウスはまだ）
雇用期間の定めなし (1)10時00分～14時00

月給

190,000円～210,000円
又は22時00分～9時00

静岡県熱海市小嵐町２－３

60

接客・調理／１３５
号熱海店

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

正社員以外 株式会社　すき家
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給

330,000円～430,000円

静岡県熱海市中央町１４－７

62

調理（鉄板焼き料理
人）

お客様の前にてステーキ等を調理します。 正社員 熱海製氷冷蔵　合資会社　（ステーキハウスはまだ）
雇用期間の定めなし (1)10時00分～21時00

月給 (2)17時00分～21時00

230,000円～260,000円

静岡県熱海市上多賀１０－１

64

接客・販売・簡単な
調理（熱海市）

店頭にてレジを使い商品の販売、接
客。
フライヤーにて商品を揚げて頂きま
す。
店舗の清掃や道具の片付けや洗い物

※何かご不明な点や詳しいお仕事の内

正社員以外 株式会社まる天
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)11時30分～20時30

時給

176,000円～184,800円

静岡県熱海市中央町１４－７

63

飲食業 ホールでの接客又は調理補助 正社員以外 交替制あり 株式会社　フジノネ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～18時00分

月給

180,000円～240,000円

静岡県熱海市田原本町１１番１号　ラスカ熱海内

65

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

時給

172,000円～172,000円

静岡県熱海市渚町８－２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アクサ生命保険株式会社　静岡支社　三島営業所　熱海分室
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【熱海地区フレッシュ求人 令和3年12月9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: 0557-38-5058 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- 2406611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-68-5151 従業員数 4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- 6433511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 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: 13080-69410911 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: 13080-69414211 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: 13080-69418311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 0557-68-0488 従業員数 6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： 毎　週 時間外 あり ２級土木施工管理技士

求人番号: 22050- 7069111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-81-0755 従業員数 7人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 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: 22050- 7029211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 16時間

     TEL: 0557-82-3577 従業員数 14人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水日 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 6499211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 27時間

     TEL: 03-3349-8551 従業員数 8人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし 栄養士

求人番号: 13080-70619311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-6418-9186 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 美容師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13070-61252511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-82-3000 従業員数 337人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 6720811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 0465-63-5881 従業員数 150人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 6743911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0465-63-5881 従業員数 150人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 6744111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

静岡県熱海市田原本町３－１７
【どろめ　熱海店】

67

代理店営業担当（契
約社員）

代理店訪問、内務事務
各種企画提案

その他、上記に関連する付随業務

正社員以外 共栄火災海上保険株式会社　熱海営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～16時45分

月給 (2)9時00分～18時00分

250,000円～300,000円 (3)8時00分～17時00分66

調理・接客【熱海
店】＊幹部候補生＊

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

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

静岡県熱海市下多賀５６７－１

68

ＩＰ／ＰＢＸソフト
ウェア開発／静岡県
熱海市

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 基本的なパソコン操
作295,000円～295,000円

静岡県熱海市西熱海町１－１７８
０－１３８
当社　熱海事務所

70

スマートフォンアプ
リ（ｉＯＳ）の開発
／静岡県熱海市

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

月給 ＬｉｎｕｘＯＳ、Ｐ
ＨＰ（又はｐｅｒｌ
等スクリプト言語）

210,000円～360,000円

静岡県熱海市西熱海町１－１７８
０－１３８
当社　熱海事務所

69

ＰＨＰ等スクリプト
言語使用・設定画面
開発／静岡県熱海市

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

250,000円～600,000円

静岡県熱海市西熱海町１－１７８
０－１３８
当社　熱海事務所

71

総合建設業 昭和３４年会社設立以降、公共工事を
中心とした建設業を安定継続していま
す。職種のすそ野は広く、主なものは
次の通りです。
建設業経験がなくても可能な職務もあ
ります。


正社員 株式会社　東豆
雇用期間の定めなし (1)8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

静岡県熱海市和田浜南町５－１

73

営業、配送、加工 鮮魚、冷凍食料品などを販売・加工
し、ホテル・旅館・飲食店に配送する
お仕事です。
配送エリア：熱海・修善寺・御殿場・
伊東～下田・修善寺
経験者優遇

正社員 かね哲水産株式会社
雇用期間の定めなし

月給 ガソリンスタンド経
験225,000円～260,000円

静岡県熱海市下多賀１１７３－３

72

ガソリンスタンドス
タッフ

ガソリンスタンドでの下記接客サービ
スを担当していただきます。

・ガソリン給油、窓拭き、清掃等
・点検サービス（オイル交換、タイヤ
の空気圧確認等）　
・関連商品の販売　等

正社員 有限会社　栗本油店
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時30分

月給 高齢者福祉施設・病
院・社食・学校・保
育園等での調理（補

240,000円～280,000円
又は5時00分～19時00

静岡県熱海市小嵐町９－５１

74

調理業務／熱海市 （請負先での業務）
老人ホーム内での調理及び、
それに付帯する業務

＜主な業務＞
・調理・食材等発注・配膳
・清掃・食器洗浄・シフト作成

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　アスモフードサービス首都圏
雇用期間の定めなし

月給 鮮魚に関する知識・
加工技術230,000円～400,000円

又は6時30分～17時00

静岡県熱海市中央町１９－３９
マックスバリュ熱海店１階

76

ケアサポーター（看
護補助）

看護師が行う医療行為以外の業務サ
ポートをする仕事です。
例えば、身体が不自由な患者さんに食
事や入浴など身の回りのお世話をしま
す。
患者さんにとって病院の中で一番身近
な存在であるケアサポーターは、感謝

正社員 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団伊豆七海会　熱海所記念病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給

220,000円～270,000円

静岡県熱海市泉４１３－１２６
ベストライフ熱海　厨房内

75

美容師（ＱＢハウス
マックスバリュ熱海
店）

ヘアカット専門店ＱＢハウスにおける
カット及び接客。

ブランクのある方や技術向上を希望さ
れる方のためにトレーニング制度が充
実。


正社員 変形（1ヶ月単位） キュービーネット株式会社
雇用期間の定めなし

月給 (2)17時00分～9時00分

291,500円～335,800円

静岡県熱海市昭和町２０－２０

77

看護師 看護業務全般を担当していただきます。 正社員 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団ちとせ会　熱海ちとせ病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)16時30分～9時00分 看護補助業務

170,800円～170,800円

静岡県熱海市泉１７番地の１

月給 (2)17時00分～9時00分

222,900円～222,900円 (3)7時00分～16時00分

静岡県熱海市泉１７番地の１

78

介護助手 介護助手全般の業務を担当していただきます。 正社員 交替制あり 医療法人社団ちとせ会　熱海ちとせ病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分
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【熱海地区フレッシュ求人 令和3年12月9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: 0557-68-2218 従業員数 90人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 診療放射線技師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 6556411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 0557-68-2218 従業員数 90人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 6558311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 15時間

     TEL: 0557-68-2218 従業員数 90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: 22050- 6537811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0557-68-2218 従業員数 90人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 6538211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 0557-68-2218 従業員数 90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: 22050- 6539511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0557-68-2218 従業員数 90人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 准看護師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 6540311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 0557-68-2218 従業員数 90人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 薬剤師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 6541611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0557-81-9171 従業員数 700人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 6312011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 0557-81-5111 従業員数 26人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7044811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0557-81-5111 従業員数 14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- 7046511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 03-5645-6888 従業員数 2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: 13010- 2015312 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-82-2053 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: 22050- 6855611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-6756-0186 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： なし 時間外 なし

求人番号: 13070-63725011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

79

放射線技師 ・放射線撮影
・ＣＴ撮影

正社員 医療法人社団陽光会　南あたみ第一病院
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時15分

月給 ＰＣ（ワード、エク
セル操作）144,000円～190,000円

静岡県熱海市下多賀４７７

80

医療事務 当病院の受付事務、入院手続き、医療
事務、窓口応対、電話応対
一般事務

正社員 医療法人社団陽光会　南あたみ第一病院
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時15分

年俸制 診療放射線技師の実
務経験。333,333円～333,333円

静岡県熱海市下多賀４７７

82

看護師 看護師業務及び付帯する業務 正社員 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団陽光会　南あたみ第一病院
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時15分

月給 (2)11時00分～19時30 看護助手の実務経験

156,600円～186,000円 (3)7時30分～15時30分
又は17時00分～9時15

静岡県熱海市下多賀４７７

81

看護助手 看護師の指示のもとに、さまざまな補
助的作業を行う。
入院患者の身のまわりの世話、シーツ
交換等の環境整備、
食事の介護等の食事援助、入浴介助等
の清潔援助等々。

正社員 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団陽光会　南あたみ第一病院
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時15分

月給 パソコン操作経験者

160,000円～200,000円

静岡県熱海市下多賀４７７

83

事務員（庶務） ・病院長の秘書補助業務
・データ管理
・電話応対
・来客応対
・パソコン（ワード、エクセル）での
入力作業

正社員 医療法人社団陽光会　南あたみ第一病院
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時15分

月給 (2)17時00分～9時15分 看護師の実務経験

230,000円～275,000円

静岡県熱海市下多賀４７７

85

薬剤師 ・管理職として薬剤師業務及び付帯す
る業務
・医師の処方箋に従って薬を調剤
・患者さまへ服薬指導


正社員 変形（1ヶ月単位） 薬学 医療法人社団陽光会　南あたみ第一病院
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時15分

月給 (2)17時00分～9時15分 准看護師経験

200,000円～245,000円

静岡県熱海市下多賀４７７

84

准看護師 ・看護師業務及び付帯する業務
・病棟業務又は外来業務

正社員 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団陽光会　南あたみ第一病院
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時15分

月給 (2)7時00分～16時00分 看護助手業務経験

173,810円～250,700円 (3)10時00分～19時00

静岡県熱海市下多賀４７７

86

看護助手（病棟勤
務）

看護助手業務（病棟）
・シーツ交換、ベッドメーキング
・環境整備
・患者の移送
・メッセンジャー業務
・入浴介助、食事介助
・おむつ交換　等

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 国際医療福祉大学熱海病院
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時30分

年俸制 薬剤師業務の実務経
験者375,000円～541,667円

静岡県熱海市内

88

ケアマネージャー 居宅介護事業

具体的には
利用者宅に訪問して面談をします。
利用者様の状態に合わせてプランを作
成します。
利用するサービス事業所との連携を図

正社員 変形（1ヶ月単位） 中銀インテグレーション株式会社　熱海支店
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

200,000円～250,000円

静岡県熱海市東海岸町１３－１

87

調理師 中高齢者専用マンション食堂の厨房にて１日３食（朝・昼・夜　各３０～１００食程度）の調理（和・洋・中）をしていただきます。正社員 変形（1ヶ月単位） 中銀インテグレーション株式会社　熱海支店
雇用期間の定めなし (1)6時30分～18時30分

月給

208,000円～208,000円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱海駅前第一ビル５階

89

マンション管理員／
熱海市

・リゾートマンションの管理業務
　管理員チーフとして、管理業務の
チェック
　及び指導・報告を行って頂きます。
・専有部向けサービス業務（点検立
会、室内清掃等）
　リゾート／保養所利用の居室に関す

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ゴールドクレストコミュニティ
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 ケアマネージャーの
経験232,000円～261,000円

静岡県熱海市東海岸町１４番２６号

91

通勤マンション管理
員／熱海市／昇給賞
与有り／車通勤可能

未経験歓迎！マンション管理員の業務
を行って頂きます。
１．窓口受付業務
２．日常清掃業務
３．館内見回り・点検業務　　他

【応募書類送付先】

正社員以外 交替制あり 株式会社東急コミュニティー　人事部
アメニティーメイト採用課雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～16時00分

時給 ホテル・旅館での勤
務経験146,970円～146,970円

又は7時00分～19時30

静岡県熱海市春日町９番１号
ザ・クレストタワー熱海

90

ホテルフロント 藤田観光グループの会員制リゾートホテルのフロントスタッフ。建物内にマンションを併設しているので、マンション管理事務所の受付業務もあります。正社員以外 交替制あり 藤田グリーンサービス株式会社　ウィスタリアンライフクラブ熱海
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

静岡県熱海市海光町１－５

月給 (2)9時00分～18時00分

204,200円～204,200円 (3)11時00分～20時00
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【熱海地区フレッシュ求人 令和3年12月9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: 0120-25-1811 従業員数 6人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 木他 宅地建物取引士
（旧：宅地建物取引

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり マンション管理士

求人番号: 13080-72872611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 管理業務主任者

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 6人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 宅地建物取引士
（旧：宅地建物取引

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり マンション管理士

求人番号: 13080-72927011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間 管理業務主任者

     TEL: 025-785-5575 従業員数 6人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水他 宅地建物取引士
（旧：宅地建物取引

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: 15120- 4760111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 0557-86-1193 従業員数 4人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水木 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- 6766011 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 6人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 宅地建物取引士
（旧：宅地建物取引

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり マンション管理士

求人番号: 13080-70362111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間 管理業務主任者

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 22人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 宅地建物取引士
（旧：宅地建物取引

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり マンション管理士

求人番号: 13080-68389711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間 管理業務主任者

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 6人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 木他 宅地建物取引士
（旧：宅地建物取引

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり マンション管理士

求人番号: 13080-68398811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 管理業務主任者

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 22人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 木他 宅地建物取引士
（旧：宅地建物取引

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり マンション管理士

求人番号: 13080-68399211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間 管理業務主任者

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 22人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 木他 宅地建物取引士
（旧：宅地建物取引

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり マンション管理士

求人番号: 13080-68401711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間 管理業務主任者

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 22人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 木他 宅地建物取引士
（旧：宅地建物取引

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり マンション管理士

求人番号: 13080-68402811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間 管理業務主任者

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 20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: 14010-53351511 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 6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: 14010-53386411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 03-3505-3020 従業員数 12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: 13040- 4535012 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

月給 接客経験、営業経験
ある方265,000円～400,000円92

【急募】リゾート物
件の売買仲介／ラス
カ熱海店（熱海市）

熱海エリアで圧倒的なシェア率を誇る
ロイヤルリゾート。
売買仲介営業として、ご来店されたお
客様への接客応対、住まいの
ご紹介・説明などをお任せいたしま
す。
＜具体的な仕事＞

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

静岡県熱海市田原本町１１－１　ラスカ熱海３階　　　　　　　　当社　ラスカ熱海店

94

営業（熱海店） 物件の問い合わせ・ご案内・契約
不動産売買賃貸契約書作成
物件の写真撮影・確認・簡単な設備点
検
チラシなどの広告作成
物件の間取り、資料などの作成
マンションオーナーイベント企画　他

正社員 株式会社　エンゼル不動産
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

265,000円～400,000円

静岡県熱海市田原本町１１－１
ラスカ熱海３階
当社：ラスカ熱海店

93

不動産売買仲介営業
／ラスカ熱海店

＜反響営業が中心で飛び込みは行いま
せん＞
業界未経験の方も歓迎

リゾート不動産の売買仲介営業の仕事
をお任せいたします。


正社員 変形（1年単位） ロイヤルハウジング販売　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 不動産営業経必須
イラストレーター操
作可能であれば尚可

250,000円～350,000円

静岡県熱海市田原本町９－１　第
一ビル２Ｆ
株式会社エンゼル不動産「熱海
店」

95

不動産仲介営業 ○売買営業
　・物件を探しているお客様へ物件紹
介、現地案内、契約業務
　・売却希望者への対応、チラシ作
成、Ｗｅｂサイトへの入力
　・ＤＭ作成、ポスティング等
　・物件の現地確認・写真撮影等

正社員 アタミリゾートナビ株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時30分～18時30分

月給 不動産業界経験あれ
ば尚可
２～３年程の不動産

296,370円～352,720円

静岡県熱海市田原本町１１－１
ラスカ熱海３階
当社　ラスカ熱海店
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リゾート物件の賃貸
仲介営業／熱海駅前
店

＜８割が未経験者＞リゾート地でテレ
ワークをしたいというお客様が急増
中！熱海で圧倒的なシェア率を誇るロ
イヤルリゾート。
私たちは、リゾート物件を「貸した
い」方と「借りたい」方を繋げる仕事
をしています。

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

265,000円～400,000円

静岡県熱海市田原本町８－９

96

【急募】不動産賃貸
仲介営業／ラスカ熱
海店

＜反響営業が中心で飛び込みは行いま
せん＞
業界未経験の方も歓迎

リゾート不動産の賃貸仲介営業の仕事
をお任せいたします。


正社員 変形（1年単位） ロイヤルハウジング販売　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 接客経験、営業経験
ある方300,000円～400,000円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱
海第一ビル９階
当社：熱海駅前店

98

不動産売買仲介営業
／ラスカ熱海店（熱
海市）

熱海で圧倒的なシェア率を誇るロイヤ
ルリゾート。リゾート物件の売買と賃
貸を扱う住まいの総合カンパニー！
売買仲介営業として、ご来店されたお
客様への接客応対、住まいのご紹介・
説明などをお任せいたします。
＜具体的な仕事＞

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 接客経験と営業経験
がある方。245,000円～400,000円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱
海第一ビル９階
当社：熱海駅前店
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不動産売買仲介営業
／熱海駅前店

＜未経験の方大歓迎＞飛び込み営業は
ありません
熱海で圧倒的なシェア率を誇るロイヤ
ルリゾート。
私たちは、リゾート物件を「売りた
い」「貸したい」方と「買いたい」
「借りたい」方を繋げる仕事をしてい

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 接客経験、営業経験
ある方歓迎265,000円～400,000円

静岡県熱海市田原本町１１－１
ラスカ熱海３階
当社：ラスカ熱海店
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リゾート物件の売買
仲介営業／熱海駅前
店

＜８割が未経験者＞リゾート地でテレ
ワークをしたいというお客様が急増
中！
熱海で圧倒的なシェア率を誇るロイヤ
ルリゾート。
私たちは、リゾート物件を「売りた
い」方と「買いたい」方を繋げる仕事

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 接客経験、営業経験
ある方歓迎235,000円～350,000円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱
海第一ビル９階
当社：熱海駅前店
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不動産賃貸仲介営業
／熱海駅前店

＜未経験の方大歓迎＞飛び込み営業は
ありません
熱海で圧倒的なシェア率を誇るロイヤ
ルリゾート。
賃貸仲介営業として、「貸したい」方
と「借りたい」方を繋げる仕事をお任
せいたします。

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 接客経験、営業経験
ある方歓迎265,000円～400,000円

静岡県熱海市田原本町９―１　熱
海第１ビル９階
当社　熱海駅前店
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営業事務／ラスカ熱
海店

熱海で圧倒的なシェア率を誇る当社
営業事務のお仕事をお任せします。

＜具体的には＞
・お客様の応対
・集客のサポート
・不動産に関わる書類の整理、作成

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

215,000円～300,000円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱
海第一ビル９階
当社：熱海駅前店
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営業事務／熱海駅前
店

熱海で圧倒的なシェア率を誇る当社
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
部門の営業事務のお仕事をお任せしま
す。

＜具体的には＞

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

210,000円～210,000円
又は0時00分～23時59

静岡県熱海市田原本町１１－１
ラスカ熱海３階
当社　ラスカ熱海店

104

リゾートホテル運営
スタッフ（熱海シー
フロント）

「リブマックスリゾート熱海シーフロ
ント」のフロントの簡単な対　応と接
客のお仕事です。
・チェックイン、チェックアウト業務
・電話やメールなどの予約受付業務
・施設のご案内やお問い合わせ対応


正社員以外 変形（1年単位） 株式会社　リブ・マックス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給

215,000円～300,000円

静岡県熱海市渚町１４－１２
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【熱海地区フレッシュ求人 令和3年12月9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: 03-3505-3020 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: 13040- 4541512 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-81-3651 従業員数 29人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 6881111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 23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: 13090-39752311 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 159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: 13090-39759511 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: 13090-39828711 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: 13090-39835111 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: 13090-39840311 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: 13090-39841611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0557-55-7520 従業員数 5人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 6789811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 03-3201-6655 従業員数 12人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 管理業務主任者 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: 13010-  286612 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間 ２級土木施工管理技士

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-39295711 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 159人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-39297211 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 調理師 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-39299411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

静岡県熱海市渚町２２－１０
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調理師 ・和風温泉旅館で会席料理の調理
・調理場の環境整備、調理器具の管理
・調理経験の少ない方は調理補助から
スタートできます。
・食器洗浄は専用のスタッフがおりま
す。

正社員 変形（1年単位） 熱海温泉　湯宿一番地（志ほみや観光株式会社）
雇用期間の定めなし

月給

210,000円～210,000円
又は0時00分～23時59

105

リゾートホテル運営
スタッフ（熱海Ｏｃ
ｅａｎ）

「リブマックスリゾート熱海Ｏｃｅａ
ｎ」のフロントの簡単な対応　と接客
のお仕事です。
・チェックイン、チェックアウト業務
・電話やメールなどの予約受付業務
・施設のご案内やお問い合わせ対応


正社員以外 変形（1年単位） 株式会社　リブ・マックス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

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

静岡県熱海市春日町１－２

107

【全国転勤】ホテル
支配人候補（熱海金
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 調理経験（１年以
上）調理師免許（な
ければ見習い後に調

275,000円～300,000円
又は6時30分～19時30

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）
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【全国転勤】ホテル
支配人候補（ホテル
大野屋）

【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

静岡県熱海市昭和町１０－３３
（熱海金城館）
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【全国転勤】ホテル
支配人候補（熱海
ニューフジヤホテ
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 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

静岡県熱海市和田浜南町３－９
ホテル大野屋
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【全国転勤】ホテル
支配人候補（ウオミ
サキホテル）

【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 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

静岡県熱海市田原本町４－１６
伊東園ホテル熱海館
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【全国転勤】ホテル
支配人候補（アタミ
シーズンホテル）

【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 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

静岡県熱海市和田浜南町７－２
ウオミサキホテル

111

【全国転勤】ホテル
支配人候補（伊東園
ホテル熱海館）

【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 ＰＣ作業に慣れてい
る方、ＥＣサイト販
売に興味がある方、

200,034円～300,087円

静岡県熱海市咲見町６－１
アタミシーズンホテル
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ＥＣサイト運営ス
タッフ

商品注文受発送、顧客情報管理、商品
代金受領管理を中心に担当いただきま
す。
具体的には…
商品購入依頼受付（電話／ＦＡＸ／イ
ンターネット）
商品発送（宅急便利用、梱包作業含

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

静岡県熱海市田原本町９－１　熱
海第１ビル２階
当社　別荘管理課
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ホテル料理長（調理
長）候補／全国転勤
有

当社が運営するホテルの調理部門の責
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
・バイキングの調理業務
・食材の原価管理、仕入管理、在庫管
理業務

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 (1)6時00分～20時30分

月給 電話やメール等にお
けるビジネスマ
ナー、土木工事・設

375,000円～406,250円

静岡県熱海市桃山町

114

別荘地管理フロント
職（施設管理業務）
部長クラス／熱海市

当社管理別荘地のフロント職業務、施
設管理業務
（私道、水道設備、温泉設備、建物な
どの維持管理に必要な巡回、業者手
配）
管理員マネジメント
オーナー対応（日常の困りごと、敷地

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

月給 調理実務経験３年以
上が目安352,880円～352,880円

静岡県熱海市昭和町１０－３３　熱海金城館

116

ホテル料理長（調理
長）候補／全国転勤
有

当社が運営するホテルの調理部門の責
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
・バイキングの調理業務
・食材の原価管理、仕入管理、在庫管
理業務

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 (1)6時00分～20時30分

月給 調理実務経験３年以
上が目安352,880円～352,880円

静岡県熱海市和田浜南町７－２　ウオミサキホテル

月給 調理実務経験３年以
上が目安352,880円～352,880円

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

117

ホテル料理長（調理
長）候補／全国転勤
有

当社が運営するホテルの調理部門の責
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
・バイキングの調理業務
・食材の原価管理、仕入管理、在庫管
理業務

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 (1)6時00分～20時30分
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【熱海地区フレッシュ求人 令和3年12月9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: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-39300711 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 調理師 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-39302211 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 調理師 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-39377211 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: 13090-39405111 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: 13090-39423811 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: 13090-39426411 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: 13090-39430811 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 159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: 13090-39462111 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: 13090-39466511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0557-81-2121 従業員数 25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: 22050- 6769911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 13時間

     TEL: 0557-68-3151 従業員数 50人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 6695011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-68-3151 従業員数 50人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 6696311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-55-7520 従業員数 97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- 6666811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

118

ホテル料理長（調理
長）候補／全国転勤
有

当社が運営するホテルの調理部門の責
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
・バイキングの調理業務
・食材の原価管理、仕入管理、在庫管
理業務

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 (1)6時00分～20時30分

月給 調理実務経験３年以
上が目安352,880円～352,880円

静岡県熱海市咲見町６－１　アタミシーズンホテル

119

ホテル料理長（調理
長）候補／全国転勤
有

当社が運営するホテルの調理部門の責
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
・バイキングの調理業務
・食材の原価管理、仕入管理、在庫管
理業務

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 (1)6時00分～20時30分

月給 調理実務経験３年以
上が目安352,880円～352,880円

静岡県熱海市田原本町４－１６
伊東園ホテル熱海館

121

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 調理実務経験３年以
上が目安352,880円～352,880円

静岡県熱海市和田浜南町３－９
ホテル大野屋

120

ホテル料理長（調理
長）候補／全国転勤
有

当社が運営するホテルの調理部門の責
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
・バイキングの調理業務
・食材の原価管理、仕入管理、在庫管
理業務

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 (1)6時00分～20時30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

静岡県熱海市和田浜南町３－９
ホテル大野屋

122

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

静岡県熱海市田原本町４－１６
伊東園ホテル熱海館

124

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

静岡県熱海市咲見町６－１
アタミシーズンホテル

123

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

静岡県熱海市和田浜南町７－２
ウオミサキホテル

125

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

静岡県熱海市昭和町１０－３３
熱海金城館

127

旅館スタッフ【内
務・接客】正社員

客室係：接客業務
１，日本庭園美化　館内美化　宴席の
設営等
２，布団の上げ下げ
３，その他接客業務　パントリーまで
の配膳等
雇用条件：初心者経験者ともに歓迎国

正社員 変形（1年単位） 悠　株式会社（熱海温泉　山木旅館）
雇用期間の定めなし (1)6時30分～10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

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

126

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30分～17時30分 旅館・ホテルでの総
務経験２年以上230,000円～300,000円 (3)9時00分～18時00分

静岡県熱海市中央町１４－９

128

総務 総務全般の総合的判断力を求めます。

総務課にて、給与計算・労務・人事・
在庫管理などに携わっていただきま
す。
全ての部署に関係しますので、臨機応
変の対応が必要です。

正社員 変形（1ヶ月単位） 伊豆網代温泉　松風苑（サンユー建設　株式会社）
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)15時00分～19時30 マナー講習

194,700円～237,900円

静岡県熱海市下多賀　６６０

130

接客サービス　リー
ダー候補　ＡＴＡＭ
Ｉせかいえ

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社ＫＰＧ　ＨＯＴＥＬ＆ＲＥＳＯＲＴ
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 (2)9時00分～18時00分 経験者優遇

200,000円～300,000円 (3)12時00分～21時00

静岡県熱海市下多賀　６６０

129

フロント兼予約係
（責任者候補）

チェックイン・チェックアウト
インターネットによる宿泊プランの販
売・管理
電話、インターネットによる予約受付
などお客様対応
稀にその他部署のヘルプあり（３０分
程度）

正社員 変形（1ヶ月単位） 伊豆網代温泉　松風苑（サンユー建設　株式会社）
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

静岡県熱海市伊豆山２６９

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

275,081円～400,016円 (3)13時00分～22時00
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