
【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年1月5日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 055-947-1147 従業員数 7人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7161511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-948-6201 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7268411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-949-7276 従業員数 1人

年　　齢: 45歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 7236311 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-949-4564 従業員数 7人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝他 第二種電気工事士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 第２種消防設備点検資格者

求人番号: 22050- 7175111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間 乙種消防設備士

     TEL: 055-949-4564 従業員数 7人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝他 二級建築士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 一級建築士

求人番号: 22050- 7176711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0558-76-1707 従業員数 13人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7160211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0558-76-8181 従業員数 199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- 7465711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0558-76-8181 従業員数 199人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 社会保険労務士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 第二種衛生管理者

求人番号: 22050- 7345811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-977-5151 従業員数 9人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7622111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 0558-75-5545 従業員数 21人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 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- 7534611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0557-44-6600 従業員数 10人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 土日祝他 準中型自動車免許 就業場所: 

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

求人番号: 22052- 2540211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間 玉掛技能者

     TEL: 0557-44-6600 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: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 2541511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 054-261-6557 従業員数 21人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水 二級自動車整備士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22010-30140111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 14時間

静岡県伊豆の国市白山堂５４８
大仁店

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

月給

174,000円～210,000円

静岡県伊豆の国市守木８０７－３
　株式会社　野村商店　伊豆中央
営業所

13

自動車整備士／伊豆
の国市

自動車整備全般（法定点検、車検整備、一般整備、故障診断　等）、修理内容の説明　等正社員 変形（1ヶ月単位） 日産プリンス静岡販売　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時30分～18時15分

月給

150,000円～182,200円

静岡県伊豆の国市守木８０７－３
　株式会社　野村商店　伊豆中央
営業所

12

一般事務【伊豆中央
営業所】

○売上支払業務
○営業補佐
○来客者の店頭対応、電話対応
○見積りなど書類作成
○受注手配、等
○銀行等への外出用務あります。（社
有車使用）

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

月給

165,000円～237,200円

静岡県伊豆の国市田京２３０番１号

11

配送業務【伊豆中央
営業所】

○配送業務
　建築材料・設備関係商品・左官材・
建築資材の袋物などを
　１ｔ～４ｔトラック等を使用し配送
します。
○倉庫管理
○在庫管理

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　野村商店
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 トラック運転歴、移
動式クレーン経験260,000円～380,000円

静岡県伊豆の国市原木５１１　Ａ
ＢＢ株式会社様構内

10

ドライバー クレーン車による機械及び建築資材の
運転業務

正社員 （有）サンフジ
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 ★日常英会話必須
業務上の英会話でき
る方歓迎

232,000円～300,000円

静岡県伊豆の国市神島７６１－１

9

（請）フィールドエ
ンジニア

◆ＡＢＢ様構内（静岡県伊豆の国市）
にてアイティエス社員
として必要スキルと業務内容を下記に
記します。
１・英語力：一人での海外渡航、日常
会話可能なレベル
２・電気的知識：制御盤、ＰＬＣ関係

正社員 株式会社アイティエス
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 １．人事経験５年以
上（業界規模問わ
ず）

243,000円～320,000円

静岡県伊豆の国市神島７６１－１

8

人事事務 人事業務担当として以下の業務を担っ
ていただきます。
１．新卒採用
２．人事制度企画
３．人事関連規程整備
４．給与計算
５．評価制度運用

正社員 株式会社　タウンズ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時30分

月給

209,000円～222,000円

静岡県伊豆の国市吉田３６１－２

7

体外診断用医薬品の
生産設備関連業務

下記内容の業務に携わっていただきま
す。
１．生産設備管理
　１）生産設備・機器等の導入に関す
る業務
　２）製造設備の維持管理に関する業
務

正社員 株式会社　タウンズ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時30分

月給 ウェブサイト制作の
コーティングもしく
はデザイナーの実務

170,000円～240,000円

静岡県伊豆の国市韮山山木８４３

6

ＷＥＢディレクター
ＷＥＢコーダー

ウェブサイトのコーディングもしくは
ディレクションを担当。
企業サイト・ＥＣサイト・ランディン
グページなどの制作業務。
制作物のデザイン、お客様との打ち合
わせ・企画や立案など
ディレクターを目指す方も歓迎致しま

正社員 いさぶや印刷工業　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 建築に関しての必要
な知識・経験があれ
ば尚可

265,000円～290,000円

静岡県伊豆の国市韮山山木８４３

5

建物と設備の設計管
理

建物の設計・検査・管理、設備の設
計・検査・管理

契約先との打ち合わせ等

現場へは社有車で、三島市・沼津市・
伊豆の国市・伊豆市の行政施設・ホテ

正社員 建築学科卒業なら尚
可

有限会社　コーセイ産業
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

176,000円～250,000円

静岡県伊豆の国市四日町１６６－４

4

設備のメンテナンス
と建物の調査

＊建物に関する設備の検査と建築物の
調査（軽作業）
＊照明の照度測定・換気・排気の風力
測定、電気環境測定
＊火災報知器機器点検と機器の設置
＊消防設備メンテナンス
＊お客様対応　など

正社員 有限会社　コーセイ産業
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

日給

192,000円～432,000円

静岡県伊豆の国市長岡１２４－７

3

建築塗装 弊社は静岡県東部（三島・沼津・伊
豆）を中心とした一般住宅やマンショ
ンなど、建物の外壁塗装や内・外部の
リフォームを行っている会社です。
お客様の信頼を得るために、スタッフ
全員で協力しあいながら楽しく仕事を
しています。未経験者でも１から丁寧

正社員 長澤工業
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給

190,000円～190,000円

静岡県伊豆の国市南江間９３４－１

2

ライフラインの案内
業務（新電力／ルー
プ電気への切替業
務）

他社電力会社からループ電気への切り替え案内業務正社員 変形（1年単位） 株式会社ハウジング・テック
雇用期間の定めなし (1)10時00分～18時00

その他

187,000円～308,000円

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

土木作業員 土木作業、建物基礎、外構工事、コンクリート工事など正社員 横山工業株式会社
雇用期間の定めなし (1)7時30分～17時00分

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年1月5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: 054-275-5011 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22010-29625711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 054-275-5011 従業員数 7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: 22010-29205211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 03-5333-0851 従業員数 6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: 13080-78386411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-944-2111 従業員数 38人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7276411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-947-0511 従業員数 80人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7330411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 055-949-2404 従業員数 4人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 木日祝 歯科衛生士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7220111 各種保険： 雇用・労災・健康 月平均 

     TEL: 055-949-2404 従業員数 4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- 7221711 各種保険： 雇用・労災・健康 月平均 5時間

     TEL: 048-599-2010 従業員数 4人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 精神保健福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 社会福祉士

求人番号: 11020-11816311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間 介護福祉士

     TEL: 048-599-2010 従業員数 4人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 11020-11817611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0558-76-8133 従業員数 34人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝 介護職員実務者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 介護福祉士

求人番号: 22050- 7348411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 055-970-1127 従業員数 123人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり 介護福祉士

求人番号: 22050- 7230711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間 介護職員実務者研修修了者

     TEL: 03-6436-8972 従業員数 0人

年　　齢: 69歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13040-17684812 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-929-1500 従業員数 108人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 床上操作式クレーン
運転技能者

就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 玉掛技能者

求人番号: 22030-10642711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 40時間

静岡県伊豆の国市中島２４４
ＴＯＳＥＩ株式会社内

時給

168,652円～168,652円

静岡県伊豆の国市寺家４９０－１
ソーシャルインクルーホーム伊豆
の国寺家

26

大型業務用洗濯機の
製造補助作業

当社請負事業所（株式会社ＴＯＳＥＩ
内）において
下記業務を担当していただきます

・部品の組立作業（工具を使い順番通
りに組立てる）
・塗装補助作業（塗装マシンへ部品を

正社員以外 株式会社　イカイアウトソーシング
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時30分～17時00分

月給 (2)16時00分～10時00 ・旧ヘルパー２級以
上（介護職員初任者
研修、実務者研修、

280,000円～280,000円

静岡県伊豆の国市韮山山木字八反田３９１－１

25

障がい者グループ
ホームの施設の管理
者／伊豆の国寺家

施設の管理者のお仕事

・施設、スタッフの管理業務。
・シフト作成
・新規入居対応、ご家族様対応。
・行政関係各所対応、ご利用者様の生
活全般の支援など。

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

月給 (2)19時30分～8時30分 実務者講習修了以上

181,300円～238,600円

静岡県伊豆の国市中島２７０－１

24

介護職 特養またはショートステイ事業における介護職。夜勤ができる方。正社員 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　函要会
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給

205,000円～265,000円

静岡県伊豆の国市田京６８９－８
田京貸事務所　西側１・２階

「訪問看護ステーションあやめ伊

23

訪問介護職員（サー
ビス提供責任者）

訪問介護事業所においての、サービス
提供責任者のお仕事です。
サービスの利用調整、関連書類の作
成、訪問介護職員の技術指導、実際の
サービス提供をして頂くお仕事です。

正社員 有限会社　ケアサポート大川
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

月給

215,000円～215,000円

静岡県伊豆の国市田京６８９－８
田京貸事務所　西側１・２階

「訪問看護ステーションあやめ伊

22

訪問看護／相談員／
正社員／伊豆の国
（資格不要）

精神特化型訪問看護

・訪問看護ステーションにおける相談
支援・行政手続・送迎
　援助等をしていただきます。
・業務については、マネージャーが
しっかりと指示、

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 介護・障害業務経験
あり225,000円～225,000円

静岡県伊豆の国市南條８３２－２

21

訪問看護／相談員／
正社員／伊豆の国
「要資格」

精神特化型訪問看護

・訪問看護ステーションにおける相談
支援・行政手続・送迎
　援助等をしていただきます。
・業務については、マネージャーが
しっかりと指示、

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 (2)9時00分～19時15分

170,000円～195,000円

静岡県伊豆の国市南條８３２－２

20

歯科助手・受付 下記業務を担当していただきます。
・歯科医院での受付（電話応対含
む）、会計事務
・患者の誘導
・器具の清掃、消毒
・その他医師の指示による付随業務

正社員 交替制あり 村田歯科医院
雇用期間の定めなし (1)8時00分～19時15分

月給 (2)9時00分～19時15分 歯科衛生士業務経験
者240,000円～240,000円

静岡県伊豆の国市長岡７４１－１

19

歯科衛生士 医師の指示に基づき、歯科衛生士の業
務に従事していただきます。

現在、歯科衛生士の方が１名常勤して
おります。

受付業務（パソコン入力あり）もお願

正社員 交替制あり 村田歯科医院
雇用期間の定めなし (1)8時00分～19時15分

月給 施設管理経験者優遇

169,000円～184,000円

静岡県伊豆の国市奈古谷２２２５

18

施設管理課 社用車の管理
施設（建物・整備等）の管理・保全
軽微な修繕
関係業者対応
報告書等書類作成
その他上記に関連する業務

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

月給 (2)8時00分～17時00分 ビル管理や設備管理
の仕事の資格や経験
があれば尚可

180,000円～250,000円

静岡県伊豆の国市原木８５２－１
当社韮崎営業所

17

施設管理係 ・クラブハウス及び周辺設備の管理、
メンテナンス
・クラブハウス内の浴場、洗面化粧台
の管理、清掃、備品管理
・消火器、冷暖房設備、冷暖房什器備
品の管理
・ごみの回収等

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

月給

180,000円～300,000円

静岡県伊豆の国市御門５２－１
　眼鏡市場　大仁店

16

営業／静岡県伊豆の
国市

・建設機械、自動車、高所作業車及び
関連機器のレンタル業務全般
　の営業。
・来客対応。
・ヤード内の整理。
・建築、土木イベント等の現場訪問、
機械の選定などのお客様への

正社員 東京レンタル株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 眼鏡販売経験２年以
上202,650円～238,650円

静岡県伊豆の国市御門５２－１
　眼鏡市場　大仁店

15

店舗スタッフ（正社
員）／伊豆の国市

◆接客を重視した、商品提案のお仕事
です。
◆自身の経験を活かして活躍すること
が可能です。
◆ＣＭでおなじみの眼鏡市場で様々な
世代のお客様と関わることができま
す。

正社員 変形（1ヶ月単位） 高卒以上 株式会社　メガネトップ　（眼鏡市場・アルク・レンズスタイル・レンズダイレクト）
雇用期間の定めなし (1)10時30分～19時30

月給 ◎営業・接客・販売
経験者やメガネ業界
経験者は特に歓迎

186,650円～186,650円14

店舗スタッフ（フル
タイム契約社員）／
伊豆の国市

◆眼鏡市場の販売は、お客様にしっか
り寄り添い、「見える」「聞こえる」
といった喜びを提供するお仕事です。
◆眼鏡＝ファッション、医療器具でも
あります。専門性があり一生の仕事に
できると共に、学んだ分成長や報酬に
つながります。

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　メガネトップ　（眼鏡市場・アルク・レンズスタイル・レンズダイレクト）
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時30分～19時30
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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4年1月5日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 055-929-1500 従業員数 108人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日 溶接技能者 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり ガス溶接技能者

求人番号: 22030-10643811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 055-944-6061 従業員数 160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- 7167111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0558-79-0210 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 水木他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7328711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0558-87-2622 従業員数 16人

年　　齢: 45歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7489911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 045-912-5882 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 14150-21981111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 27時間

     TEL: 0558-87-0901 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 あり

求人番号: 22052- 2565811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0558-76-0365 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: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7621911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0558-72-1781 従業員数 20人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 フォークリフト運転
技能者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 玉掛技能者

求人番号: 22050- 7271111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 0558-72-3133 従業員数 86人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 フォークリフト運転
技能者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7484511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0558-72-3133 従業員数 86人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 フォークリフト運転
技能者

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 玉掛技能者

求人番号: 22050- 7485411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間 クレーン・デリック運転士（クレーン限定）

     TEL: 0558-72-0785 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 二級ガソリン自動車
整備士

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7237611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0558-99-0159 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7542611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・その他月平均 

     TEL: 055-924-6611 従業員数 9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: 22030-10825911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

静岡県伊豆市小立野１００
　伊豆赤十字病院敷地内

月給 車の運転

206,300円～206,300円
又は17時00分～8時30

静岡県伊豆市小下田２０８９番地

39

夜間における血液供
給業務及び一般事務

静岡県東部地域の医療機関から注文が
あった際、夜間、公用車を使い、輸血
用血液を届ける業務です。

他に、電話対応、簡単なパソコン入
力、血液出庫業務があります。

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 静岡県赤十字血液センター　沼津事業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

月給 (2)10時00分～19時00 簿記、エクセル、
ワード、ホームペー
ジ更新についての技

157,800円～280,000円 (3)8時00分～17時00分

静岡県伊豆市修善寺５４

38

事務、総務 ＜主な業務内容は下記のとおり＞
○インターネットホームページの管理
○電話及びメール等による予約受付
○一般事務、会計
○船舶客室の室内清掃等
○魚介類の販売

正社員 交替制あり 有限会社　西伊豆海洋開発興業
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 自動車関係のお仕事
経験者200,000円～350,000円

静岡県伊豆市牧之郷５５２－２

37

自動車電装品整備 自動車電装品整備（エアコン、オルタ
ネーター、スターターなど車の電気系
統の修理）
電装品販売、取付（ナビ、ドライブレ
コーダー、ＥＴＣ、ライトなど）
バッテリー販売、交換（ＧＳユアサ
バッテリー特約店として様々なバッテ

正社員 変形（1年単位） 有限会社　竹村電機工業所
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)13時00分～22時00

180,000円～250,000円 (3)8時00分～17時00分

静岡県伊豆市牧之郷５５２－２

36

ダイカスト工 ダイカスト鋳造　
アルミ、真鍮ダイカスト製造部門の業
務をしていただきます。

正社員 交替制あり 株式会社　飯田工業
雇用期間の定めなし (1)5時00分～14時00分

月給 経験者優遇　あれば
尚可170,000円～250,000円

静岡県伊豆市熊坂７６５－１

35

品質管理・品質保証
業務

・品質管理、品質保証
製品測定、データ管理、社内および客
先窓口等

※フォークリフト免許所持者には、
フォークリフトを使用して製品の運搬
をしていただくことがあります。

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

月給

190,000円～250,000円

静岡県伊豆市牧之郷１６０

34

製造（コンクリート
製品）

・コンクリート製品の製造
（型枠のバラシ、組立作業等）
　屋内及び屋外での作業です。
・天井クレーン、フォークリフト等を
使用する作業もあります。
・必要に応じて、免許等取得していた
だきます。取得費用は会社が負担いた

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

日給

220,000円～330,000円

静岡県
※現場は伊豆の国市が多いです。

33

建設作業員 　仕事内容は仮設足場の組立て解体等
です。家を建てるためや塗り替えをす
るための足場を組みます。鉄筋、足場
の材料の運搬、配送、組立、ばらし等
をしていただきます。片付け、掃き掃
除等、上記に付帯する業務になりま
す。

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

日給 ※経験者優遇

207,000円～345,000円

静岡県伊豆市菅引６３８ー８３
天城高原ゴルフクラブ管理棟
天城事業所

32

建物内外の塗装工事 ○建物の外壁塗装工事
○リフォーム時の室内塗装工事、等　

※未経験の方も指導しますので、安心
して働いていただけます。

　　＊＊＊　急　募　＊＊＊

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　建装大沼
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 ・コミュニケーショ
ン能力が求められま
す

176,850円～386,000円

静岡県伊豆市下船原５８０－１

31

コース管理（伊豆） ・ゴルフ場の芝草、樹木の維持管理な
ど

・ワード、エクセルなどを使用しての
書類作成
　（見積書、請求書、資料など）


正社員以外 東急グリーンシステム株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～16時00分

日給

244,800円～244,800円

静岡県伊豆の国市長者原１４４５－４８１

30

管理業務及び現場作
業

【林業現場作業員として下記業務を
行っていただきます】
　○森林の間伐
　○材の搬出
　○植栽
　○下刈り
　○民間の特殊伐採

正社員 株式会社　天城農林
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時00分

月給

154,280円～218,400円

静岡県伊豆の国市長岡１１２９

29

キャンプ場施設フロ
ント業務

・キャンプ場内でのフロントのお客様
対応。
・電話対応（予約、問い合わせ等）
・パソコン入力（専用ソフトに数字を
入力していく作業）

正社員以外 株式会社テム・リアルター　モビリティーパーク事業部
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時30分

時給 (2)8時30分～12時30分

176,947円～176,947円

静岡県伊豆の国市中島２４４
ＴＯＳＥＩ株式会社内

28

（派）病棟事務 総合病院の病棟事務の仕事

・入院手続きに係る業務
・電子カルテデータ確認業務
・物品発注
・電話応対
・身長体重測定

有期雇用派遣労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　エキスパートパワーシズオカ　伊豆営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時00分

時給 (2)17時00分～1時30分 ティグ溶接、アルゴ
ン溶接、ガス溶接
（切断のみ）経験者

177,840円～192,660円
又は8時30分～17時00

27

大型業務用洗濯機用
部品の溶接作業

当社請負事業所（株式会社ＴＯＳＥＩ
内）において下記業務を担当していた
だきます

・半自動溶接にて部品取り付け、組立
て（コインランドリー機の浴
　槽部分の溶接（一部重量物取り扱い

正社員以外 交替制あり 株式会社　イカイアウトソーシング
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時30分～17時00分
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 0558-79-3651 従業員数 13人

年　　齢: 18歳以上 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: 22050- 7243011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     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- 7369711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     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- 7246911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 6時間

     TEL: 0424-89-8914 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： その他 時間外 あり

求人番号: 13200-17040611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0424-89-8914 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13200-17041911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0558-72-3210 従業員数 189人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7544111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 0558-75-8660 従業員数 70人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 社会福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 介護福祉士

求人番号: 22050- 7520811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間 その他の福祉・介護関係資格

     TEL: 0558-83-1005 従業員数 9人

年　　齢: 45歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7169811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0558-99-9117 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 あり

求人番号: 22050- 7279611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-971-9360 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7201311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・その他月平均 2時間

     TEL: 055-999-1188 従業員数 9人

年　　齢: 45歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7562811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 055-999-1188 従業員数 9人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 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- 7563211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 055-975-1270 従業員数 12人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 土日 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- 7610011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

静岡県三島市南町１３番２８号

月給

170,000円～230,000円

静岡県三島市幸原町１丁目１－１０　銀杏館

52

電気工事士（見習
い）

工場生産設備の自動制御回路設計・施
工、建築設備・電灯・動力・通信・放
送設備等設計・施工をしています。

下記業務を担当していただきます。
（１）電気工事の見習い
（２）電器の基礎、安全対策の習得

正社員 株式会社東陽社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 書類作成、接客対応
等185,000円～235,000円

静岡県三島市幸原町１丁目１－１０　銀杏館

51

経理事務 【住宅リフォームに関する事務をお任
せいたします。】

＊具体的には経理担当者のフォロー、
工事中のお客様フォロー、
　集金、来客対応、ワードやエクセル
を使った簡単な書類作成、

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

月給

230,000円～350,000円

静岡県三島市谷田夏梅木６５７－２５

50

地域密着型住宅リ
フォーム営業

お客様のお住まい（外壁や屋根、水回
りなど）の
リフォームの提案をお願いします。
反響営業やリピート・ご紹介のお客様
も多い環境です。

”住宅リフォーム営業”と聞くと

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

日給 やる気があれば、未
経験者でも歓迎
経験者は、優遇しま

237,600円～324,000円

静岡県伊豆市修善寺７５　ドットツリー修善寺ＰＪ－０１

49

建設現場での土木工
事一般

建設現場での土木工事一般の業務をし
ていただきます。
　重機作業による掘削埋戻し
　型枠、鉄筋の組立
　２次製品の据付工事など、いろいろ
な仕事をしますが、誰でも最初は、わ
からないことですので、その都度、懇

正社員 有限会社　小林産業
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

静岡県伊豆市城６９５－５

48

スポーツマネージメ
ント企画・運営

トレイルランニングの企画運営
参加資格の確認、ボランティアの募集
各所の許可申請
報告書の作成、議事録の作成
行政機関とのやり取り

正社員 株式会社　ソトエ
雇用期間の定めなし (1)9時30分～18時00分

月給

240,000円～270,000円

静岡県伊豆市湯ケ島９３９番４１

47

建築物清掃業・廃棄
物収集運搬業

契約先事業所等で定期的な床・ガラス
の清掃

廃棄物の収集運搬をして頂きます。

また、業務に係わる資格取得の支援


正社員 有限会社　伊豆クリーンサービス
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 介護サービス事業者
での相談業務１年以
上

221,720円～231,960円

静岡県伊豆市瓜生野１２３

46

生活相談員（特養）
／伊豆市

＜＜生活相談員（特養）の内容として
＞＞

特別養護老人ホームに係るスタッフの
募集です。
・利用者様の入退所等の手続き
・ご家族からの相談対応

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

月給 (2)7時00分～16時00分

208,300円～250,000円 (3)8時00分～17時00分

静岡県伊豆市松ケ瀬７５
中島病院　シダックス店

45

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

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

時給 給食での業務

207,000円～207,000円

静岡県伊豆市松ケ瀬７５
中島病院　シダックス店

44

調理師／伊豆市松ヶ
瀬

食材の仕込み・調理・盛付
食事提供・洗浄など

〈食数〉朝４０食、昼５５食、夕４０
食

正社員以外 シダックスフードサービス　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)5時30分～15時00分

時給

157,320円～162,288円

静岡県伊豆市修善寺９７０

43

調理補助／伊豆市
松ヶ瀬

盛付・提供・食器の洗浄
食器洗浄機への投入出業務など

〈食数〉朝４０食、昼５５食、夕４０
食

正社員以外 シダックスフードサービス　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)5時30分～15時00分

月給 (2)11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7時30分～20時30

静岡県伊豆市土肥２８４－２

42

接客 お客様が旅館にお越しになられてか
ら、出発されるまでの接客業務全般を
担当していただきます。お客様の一番
近くでお世話することになり、お客様
とのコミュニケーションが必要になり
ますが、お客様から感謝の言葉を掛け
てもらえる機会の多い、やりがいのあ

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)7時30分～16時30分

月給

210,000円～250,000円

静岡県伊豆市修善寺１４７番地３、１Ｆ

41

部屋食料理運搬 ★部屋食料理を厨房からパンドリーま
で運搬する
★料理下げ（お皿等をパンドリーから
厨房まで運ぶ）
★洗い場の手伝い
★その他の庭掃除手伝い
★料理運搬以外の仕事は相談

正社員 交替制あり 坂聖・玉樟園株式会社
雇用期間の定めなし (1)6時00分～20時00分

日給 (2)22時00分～6時00分

162,000円～259,200円40

道路交通誘導等 工事現場等で道路交通誘導を行ってい
ただきます。
また、イベントなどの雑踏警備もあり
ます。

正社員 変形（1ヶ月単位） 永進警備株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分
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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: 06-6930-2010 従業員数 15人

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

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 27010-61863211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 055-977-7313 従業員数 2人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝 第二種電気工事士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7351111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 03-3724-7201 従業員数 4人

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

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり その他の電気工事関係資格

求人番号: 13070-71311811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 15時間

     TEL: 055-981-5228 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 ガス溶接技能者 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり ステンレス鋼溶接技能者（専門級）

求人番号: 22050- 7560111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 アーク溶接技能者（専門級）

     TEL: 055-975-0543 従業員数 11人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 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- 7253611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-977-1836 従業員数 65人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 溶接技能者 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり アーク溶接技能者（基本級）

求人番号: 22050- 7308611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間 ガス溶接技能者

     TEL: 055-975-4374 従業員数 13人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 土日祝 フォークリフト運転
技能者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 準中型自動車免許

求人番号: 22050- 7455911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-971-1234 従業員数 22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- 7573511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 055-971-1234 従業員数 7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: 22050- 7577611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 19時間

     TEL: 055-955-7888 従業員数 30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： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7211911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 40時間

     TEL: 055-977-2590 従業員数 25人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7207211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-975-8261 従業員数 416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- 7216511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 055-977-1150 従業員数 14人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7225411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

静岡県三島市長伏１５５

月給

230,000円～345,000円

静岡県三島市三好町３－２７

65

ＮＣ機械オペレー
ター

マシニングセンターを操作して部品加
工を行う。
１年間は、各生産工程に配置して適正
に応じて配置を見直す。

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　小澤鉄工所
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時00分

時給

151,320円～151,320円
又は8時00分～16時50

静岡県三島市御園３１－５

64

採用・教育の総合職
事務員

採用
　新卒・中途・その他採用の担当
　　　　　採用計画数策定、従業員個
別台帳の管理、データ管理
　　　　　学校訪問、就職情報媒体の
運営、ＳＮＳの運営
　　　　　各種イベントへの出展、入

正社員以外 学科、専攻は不問 株式会社　電業社機械製作所
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時00分～16時40分

月給

182,000円～252,000円

静岡県三島市松本６９－１

63

銑鉄鋳物製造業（鋳
物工）

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

※未経験の場合、先輩社員が指導致し
ます。

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

月給

190,000円～260,000円

静岡県三島市本町３－２９

62

プラスチック製品の
営業及び管理補助

弊社で開発・製造したプラスチック製
品をご利用いただく企業様からの受
注、お問合せの対応、または営業活動
を行っていただきます。
また、顧客企業様からの声を製品に反
映させたり、改良したりといった開
発・改良業務の補助も行っていただき

正社員 株式会社　協立
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)11時00分～20時30

210,000円～210,000円

静岡県三島市玉川２１１－７

61

整体師 カラダファクトリーの店舗にて整体師
の仕事に従事していただきます。あわ
せて店舗運営にかかわる業務も行いま
す。
入社後約１カ月間は研修期間となり、
体の仕組みや施術に関する技術・知識
を身に付けてもらいます。

正社員 変形（1年単位） 株式会社　三島印刷
雇用期間の定めなし (1)9時30分～19時00分

月給 イラストレーターお
よびインデザインを
使って業務を行った

171,000円～248,000円

静岡県三島市青木１４０－１

60

ＤＴＰオペレーター 　イラストレーター、インデザイン等
を使って主に印刷物のデータ作成をし
ます。作成物はパンフレット、ポス
ター、チラシ、書籍類などです。
　場合によりお客様との窓口になり、
メール等で連絡を取ることがありま
す。

正社員 株式会社　三島印刷
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時45分

月給

175,000円～245,000円

静岡県三島市長伏１５５－３３

59

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 金属加工に関しての
一般的な知識
溶接に関しての知

190,000円～320,000円

静岡県三島市八反畑１３４－６

58

抵抗及びアーク溶接
作業者

精密板金加工のスポット溶接及び半自
動溶接業務です。
薄板、中板がメインで、業界としては
電化製品、工作機械、スチール家具、
医療器と多岐に渡り、客先図面に則っ
た作業をして頂きます。
基本的には表面処理鋼板を含む鉄の溶

正社員 工業系の知識があれ
ば尚可

田中産業　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時50分

月給

200,000円～200,000円
又は6時00分～15時00

静岡県三島市柳郷地２１－５

57

食品の製造 あま酒、塩こうじの仕込み作業 正社員 変形（1年単位） 株式会社　伊豆フェルメンテ
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 配管溶接の経験者優
遇178,000円～270,000円

静岡県三島市中央町３－２７

56

配管・溶接工 【配管・溶接工業務】
主に下記業務を担当していただきま
す。
　・工場配管
　・各種装置配管（プラント）
　・製管（現場で取り付ける管の製
造）

正社員 有限会社　伸盛工業
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

年俸制

291,666円～375,000円

静岡県三島市中島１３８－２２

55

営業スタッフ 事業拡大に伴い、営業所から支店へ昇
格した事業所です。
静岡県、山梨県内の自治体への水道事
業向けクラウド監視制御
システム及び計装機器のルート営業を
行います。（出張先の
距離により宿泊が必要な場合は費用負

正社員 シンク・エンジニアリング　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給 電気工事業務経験
（未経験の方も相談
可）

164,000円～360,000円

静岡県三島市徳倉２丁目１９－７８　静岡支社

54

電気工事作業員 ※建築中の建物の電気配線工事等のお
仕事です。
　（体力持久力を必要とします）

※静岡県中部から神奈川県西部に渡り
現場があります。


正社員 有限会社　井沢電気
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

190,500円～257,000円53

電気技術職（静岡
県）

電気設備工事の設計・施工・管理

＊＊＊　　　急　　募　　　＊＊＊

正社員 東海電設　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年1月5日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 055-977-3611 従業員数 36人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7519611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 055-977-3611 従業員数 36人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7523411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 055-977-1650 従業員数 13人

年　　齢: 35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- 7320211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・その他月平均 26時間

     TEL: 055-977-1117 従業員数 27人

年　　齢: 18歳～45歳 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7453311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 055-977-4585 従業員数 71人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 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: 22050- 7366611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 15時間

     TEL: 055-941-7261 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　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- 7242411 各種保険： 雇用・労災・厚生・財形 月平均 5時間

     TEL: 055-991-5544 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7467211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-977-5151 従業員数 82人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝 ウェブデザイン技能
士

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7624811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 11時間

     TEL: 055-977-5151 従業員数 8人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝他 技術士（情報工学部
門）

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- 7286611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 11時間

     TEL: 055-977-5151 従業員数 108人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝 基本情報技術者 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 応用情報技術者

求人番号: 22050- 7222811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 11時間 第二種電気工事士

     TEL: 054-653-0204 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 フォークリフト運転
技能者

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22040- 8645711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 055-943-5000 従業員数 12人

年　　齢: 45歳以下 休　　日： 日祝他 フォークリフト運転
技能者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 中型自動車免許

求人番号: 22050- 7190911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 26時間 小型移動式クレーン運転技能者

     TEL: 055-973-7337 従業員数 24人

年　　齢: 18歳～59歳 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: 22050- 7153511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県三島市玉川９－１

時給 (2)13時00分～22時00

172,800円～233,280円 (3)22時00分～8時00分

静岡県三島市中島２１０－１

78

ガソリンスタンドス
タッフ

・トラックを誘導して給油、窓洗い、
精算をお願いします

・セルフレーンでの給油作業の監視お
よび給油許可ボタンが必要と　なりま
すので、こちらも行っていただきます


正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　吉田石油店　ルート１三島
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

202,200円～260,000円

静岡県三島市松本１７５　三島倉庫

77

配送 配送業務をして頂きます。

・既存顧客に対するルート配送業務と
なります。
・社有車使用で営業範囲は三島市、沼
津市、御殿場市、裾野市が中心です。
・上記内容に付帯する業務になりま

正社員 変形（1年単位） 株式会社　大村商会　三島支店
雇用期間の定めなし (1)8時00分～18時00分

時給 フォークリフトの
「実務作業経験」216,000円～216,000円

静岡県三島市梅名４２７－１

76

フォークリフト倉庫
内作業

○倉庫内でフォークリフトを用いて、
商品のピッキング梱包、　　　トラッ
クへの積み卸し作業等をお願いしま
す。


＊老若男女の働く職場です。

正社員以外 株式会社　富士ロジテック静岡
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時30分～17時30分

月給 ＳＥ・プログラマー
（ソフトウェア／
ネットワーク）の経

192,000円～300,000円

静岡県三島市松本６６

75

アプリケーションソ
フト開発

◆アイティエス本社（静岡）にて
アプリケーションソフト開発経験者を
募集します。
・アプリケーションソフトウェア設計
製作
・システム立ち上げ支援（現地調整）
・使用言語：Ｃ、Ｃ＋＋、Ｃ＃、Ｖｉ

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

月給 フィールドサービス
経験者優遇
電気回路知識ある方

192,000円～300,000円

静岡県三島市梅名４２７－１

74

（請）フィールドエ
ンジニア

お客様の現場（工場）に赴き、大手機
器メーカーの装置
（工場向けの完成品の不良を検知する
装置）の
メンテナンスとして、調整や機器の修
理に携わっていただきます。


正社員 株式会社アイティエス
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時15分

月給 コーディングＵＩデ
ザインやユーザビリ
ティに

192,000円～232,000円

静岡県三島市一番町１８－２２

73

ＷＥＢデザイナー ◆コーポレートサイトの構築
自社Ｗｅｂサイトの運用・構築を行う
お仕事です。
「コーディング」「ＷＥＢデザイン」
ができる方。
また、企業ブランディング、マーケ
ティング支援を目的として

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

時給 ・Ｅｘｃｅｌ操作
（関数、フィル
ター、ピボット、マ

165,600円～165,600円
又は8時30分～17時30

静岡県三島市青木２１６番地１

72

【在宅勤務】カスタ
マーサクセス

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

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

月給

200,000円～200,000円

静岡県三島市松本１１３－１

71

管工事業 都市ガス配管工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガス設備工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住設機器取付　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・静岡県東部方面（三島市、富士市、御殿場市、函南町等が中心）・個人宅（新築戸建て）での作業になります。　　　　　　　　　・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Ｙ’ｓ・ｐｌａｎｎｉｇ
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)17時00分～2時00分

178,000円～233,000円

静岡県三島市松本１５２－１

70

ダイカスト鋳造業務 ・自動車アルミ及び亜鉛部品の鋳造業
務をしていただきます。
・初めての方でも親切に指導いたしま
す。

※お客様は大手自動車部品メーカーで
す。

正社員 変形（1年単位） 株式会社　三光ダイカスト工業所
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)16時00分～0時30分

180,000円～250,000円

静岡県三島市長伏２５４－６

69

マシニングセンタオ
ペレーター

・主にマシニングセンターを使用して
半導体装置や熱交換器等の加　工業務
を行ってもらいます。
・取扱製品は主にアルミ製品です。
・加工業務だけでなくプログラム作成
業務も習熟できます。

正社員 変形（1年単位） 株式会社ハイブリッド　駿軽事業部
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

167,000円～274,000円

静岡県三島市松本６０番地

68

精密板金加工 【ものづくりを楽しく出来る仲間を募
集中】
【つくっている製品】
医療機器・産業機器など、あらゆる産
業分野で使われる
精密板金部品、金属の板から作れるも
のは何でも作ります。

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

月給 機械設計経験者

200,000円～450,000円

静岡県三島市松本６０番地

67

機械設計 木材加工機械・産業用機械の設計

入社後、数ヶ月間は自社工場で木材加
工機械、産業機械の製缶や組立などを
実際に現場で経験し、機械の構造や内
容等を理解していただきます。
　その後、機械設計を中心にお客様の

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

月給 溶接経験者

190,000円～400,000円66

製缶・板金・組立 自社製品の製造（木工機械・産業用機
械）
プレス機や木材切断機など

・溶接、板金、製缶、組立など幅広く
作業をしていただきます

正社員 変形（1ヶ月単位） 小林機械工業　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年1月5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: 03-6436-7600 従業員数 10人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13040-15227312 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 15時間

     TEL: 03-6436-7600 従業員数 11人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13040-15240612 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 15時間

     TEL: 03-5777-5124 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13040-14896912 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 03-5777-5124 従業員数 5人

年　　齢: 44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: 13040-14903412 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 055-977-4610 従業員数 30人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 月他 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- 7476511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-975-5988 従業員数 37人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7566011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-975-1287 従業員数 16人

年　　齢: 40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- 7269011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 054-261-6557 従業員数 24人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水 二級自動車整備士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22010-30149911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 14時間

     TEL: 052-954-1733 従業員数 2人

年　　齢: 35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- 7350911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 054-275-5011 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： その他 時間外 あり

求人番号: 22010-29641711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 054-275-5011 従業員数 10人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22010-29360511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 055-971-1190 従業員数 8人

年　　齢: 30歳以下 休　　日： 土日他 乙種消防設備士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 第二種電気工事士

求人番号: 22050- 7533311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 7時間

     TEL: 055-983-3933 従業員数 9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: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7349011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

静岡県三島市南田町２－３１

月給 (2)9時00分～17時00分 不動産販売の営業経
験者300,000円～500,000円

静岡県三島市南本町７－２３

91

不動産販売営業 不動産販売（仲介）の営業スタッフと
して、接客を行って頂きます。
【業務例】
・お客様への物件のご紹介、ご案内
・契約書類の作成
・契約の締結
・現地調査

正社員 変形（1年単位） 株式会社　アーネスト
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

日給

204,000円～306,000円

静岡県三島市南田町３－１３
　眼鏡市場　三島店

90

消防整備士 ・建物に設置してある自動警報機やス
プリンクラー等の消防設備が　正常に
作動するか点検や工事を行います。
・屋内消火器が適切に設置されている
か確認する。

正社員以外 伊豆防災機器株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 眼鏡販売経験２年以
上202,650円～238,650円

静岡県三島市南田町３－１３
　眼鏡市場　三島店

89

店舗スタッフ（正社
員）／三島市

◆接客を重視した、商品提案のお仕事
です。
◆自身の経験を活かして活躍すること
が可能です。
◆ＣＭでおなじみの眼鏡市場で様々な
世代のお客様と関わることができま
す。

正社員 変形（1ヶ月単位） 高卒以上 株式会社　メガネトップ　（眼鏡市場・アルク・レンズスタイル・レンズダイレクト）
雇用期間の定めなし (1)10時30分～19時30

月給 ◎営業・接客・販売
経験者やメガネ業界
経験者は特に歓迎

186,650円～186,650円

静岡県三島市東本町２丁目１－１
４
　ブルーメンインセル２

88

店舗スタッフ（フル
タイム契約社員）／
三島市

◆眼鏡市場の販売は、お客様にしっか
り寄り添い、「見える」「聞こえる」
といった喜びを提供するお仕事です。
◆眼鏡＝ファッション、医療器具でも
あります。専門性があり一生の仕事に
できると共に、学んだ分成長や報酬に
つながります。

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　メガネトップ　（眼鏡市場・アルク・レンズスタイル・レンズダイレクト）
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時30分～19時30

月給

190,000円～213,000円

静岡県三島市新谷４７－９
三島店

87

販売・営業 店頭での接客（補聴器の相談、販売、
調整、メンテナンス等）が主な仕事で
す。総合病院やクリニック（耳鼻咽喉
科）での補聴器相談、また医用機器の
営業、販売も行っています。

※未経験者の方も歓迎いたします。

正社員 変形（1年単位） 東海リオン　株式会社　（リオネットセンター三島）
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

174,000円～210,000円

静岡県三島市新谷１０６ー４

86

自動車整備士／三島
市

自動車整備全般（法定点検、車検整備、一般整備、故障診断　等）、修理内容の説明　等正社員 変形（1ヶ月単位） 日産プリンス静岡販売　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時30分～18時15分

月給 (2)7時00分～11時00分

234,280円～436,530円

静岡県三島市南二日町６３３－１

85

営業ドライバー 静岡県東部、神奈川県西部地区の宿泊
施設、レストラン、飲食店、老人介護
施設等への米穀類の配送と新規顧客開
拓。
新規顧客開拓は個人ノルマはありませ
ん、営業チームで目標設定して活動し
ています。

正社員 変形（1年単位） 岩崎米穀三島本部工場
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

時給

158,976円～158,976円
又は8時30分～17時30

静岡県三島市松本２６５－１８

84

事務及び配送 仕入伝票入力・買掛金元帳等作成
電話応対
荷受け業務・お弁当の配送をしていた
だくこともあります。

正社員以外 株式会社　マルヨ
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)9時30分～18時30分

170,000円～200,000円 (3)7時00分～16時00分
又は5時00分～15時00

静岡県三島市中田町９－３０
日清プラザ　１Ｆ
エステール

83

パン製造・販売 ＜パン製造・販売業務＞
下記業務を担当していただきます。
・パンの製造（原料の計量・混合、生
地作り・発酵・成型・焼成）
・サンドイッチ製造
・焼成後の仕上げ
・接客販売

正社員 交替制あり 株式会社　パン工房　ＹＡＭＡＮＡＫＡ
雇用期間の定めなし (1)4時00分～13時00分

月給 (2)10時30分～19時15

185,000円～185,000円 (3)11時15分～20時00

静岡県三島市中田町９－３０
日清プラザ１階　
エステール

82

ジュエリー販売ス
タッフ（三島店）

ジュエリー、アクセサリーの提案・販
売及び店舗事務作業
創業から６５周年を越え、親しみやす
い地域密着型の店舗にて沢山のお客様
にご愛顧いただいています。プチプラ
イスのアクセサリーから、一生ものの
ハイクラスジュエリーまで、幅広い商

正社員 変形（1ヶ月単位） Ａｓ－ｍｅエステール　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時30分～18時15分

時給 (2)10時30分～19時15

162,750円～244,125円 (3)11時15分～20時00

静岡県三島市南二日町２５－１２
ブンカビジネスビル３０１
中日本エリア本部　静岡・山梨
リージョン　富士営業所

81

ジュエリー販売ス
タッフ（三島店）準
社員

日清プラザ（イトーヨーカドー三島）
１Ｆのジュエリーショップ『エステー
ル』でジュエリーの提案、販売及び店
舗事務作業をお願いします。
貴方のセンスを活かして、お客様にお
似合いのジュエリーをオススメしてく
ださい！

正社員以外 変形（1ヶ月単位） Ａｓ－ｍｅエステール　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時30分～18時15分

月給 営業経験・小売業経
験など170,500円～321,500円

又は0時00分～23時59

静岡県三島市南二日町２５－１２
ブンカビジネスビル３０１
中日本エリア本部　静岡・山梨
リージョン　伊豆営業所

80

ＳＶ（スーパーバイ
ザー）職／富士営業
所

お客さまを日々お迎えするファミリー
マート店舗の売上・利益が最大限発揮
できるようにするため、加盟店オー
ナー、店長の経営サポートをしていき
ます。
本部の施策を店舗に共有するだけでな
く、地域特性、店舗特色を活かした店

正社員 交替制あり 専攻に関しては特に
なし

株式会社　ファミリーマート
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時45分

月給 営業経験・小売業経
験など170,500円～321,500円

又は0時00分～23時59

79

ＳＶ（スーパーバイ
ザー）職／伊豆営業
所

お客さまを日々お迎えするファミリー
マート店舗の売上・利益が最大限発揮
できるようにするため、加盟店オー
ナー、店長の経営サポートをしていき
ます。
本部の施策を店舗に共有するだけでな
く、地域特性、店舗特色を活かした店

正社員 交替制あり 専攻に関しては特に
なし

株式会社　ファミリーマート
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時45分
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 055-972-3060 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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7332311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 055-971-2247 従業員数 8人

年　　齢: 30歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7202611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 055-923-6820 従業員数 30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: 22030-10518611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-991-0109 従業員数 49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- 7302811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 055-991-0109 従業員数 49人

年　　齢: 18歳以上 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- 7304511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 055-973-8829 従業員数 3人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 水他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7247111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10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: 13170-19057911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 25時間

     TEL: 055-975-7666 従業員数 3人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 簿記能力検定（全経
３級）

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 日商簿記３級

求人番号: 22050- 7433811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-971-5507 従業員数 320人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 理学療法士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7593611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 055-973-0882 従業員数 149人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7474811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 055-973-0882 従業員数 149人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 診療放射線技師 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- 7441211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 055-976-0341 従業員数 29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- 7535911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 055-976-0341 従業員数 29人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 助産師 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- 7536111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

静岡県三島市寿町２－２６

月給 (2)16時30分～9時00分 助産師経験

281,000円～328,000円

静岡県三島市寿町２－２６

104

助産師 産婦人科医療の助産師業務
・外来、入院患者様のバイタルチェッ
ク、採血及び各付帯業務
・分娩介助
・保健指導等（母親学級・母乳外来
等）
・新生児ケア

正社員 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団　桃璃会　　安達産婦人科クリニック
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給 (2)16時30分～9時00分 看護師経験
実務経験が３年以上
あれば、産婦人科経

226,000円～257,000円

静岡県三島市八反畑１２０－７

103

看護師 産婦人科医療の看護業務

・外来、入院患者様のバイタルチェッ
ク、採血及び各付帯業務
・分娩室、手術室での介助業務
・新生児ケア

正社員 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団　桃璃会　　安達産婦人科クリニック
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給 (2)8時30分～12時45分

195,450円～368,650円 (3)10時30分～18時45

静岡県三島市八反畑１２０－７
三島共立病院

102

診療放射線技師 病院にて下記業務を担当していただき
ます。
・レントゲン操作
　内科、整形、健診、６４列ＣＴ、Ｘ
線ＴＶ
・電話拘束（月１０回程度）
・電子カルテ操作

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

月給 (2)16時30分～0時45分

203,650円～382,250円 (3)0時30分～8時45分

静岡県三島市緑町１－３

101

看護師 〈看護師の業務として〉
　・病棟看護業務
　・診察補助、注射、点滴、カンファ
レンス
　・急性期、慢性期看護
　・入院から在宅までの患者ケア
　・電子カルテ入力

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

月給

204,300円～260,350円

静岡県三島市玉川君ヶ沢２４２番地の１

100

三島中央病院　理学
療法士

入院・外来患者さんへのリハビリ業務 正社員 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団志仁会
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 経理事務の経験者
（年数は問わない）180,000円～230,000円

静岡県三島市一番町１３－９　Ｊ
Ａ三島駅前ビル　１階
「横濱魚萬　ＪＲ三島南口店」

99

総務・経理補助 ・一般経理、主に会計ソフトの伝票入
力、資料作成
・雇用保険の管理
・従業員の給与計算の補助
・パソコン（ワード、エクセル）操作
があります
・未経験者には丁寧に教えますので安

正社員 杉山総業株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時30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

静岡県三島市玉川２５３－３

98

正社員店舗スタッフ
（横濱魚萬　ＪＲ三
島南口店）

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 調理他接客の経験等

222,000円～415,000円

静岡県三島市一番町１７番１号

97

調理全般 調理業務全般及び接客を担当して頂き
ます。
・盛り付け、配膳、洗い場、清掃もし
て頂きます。

※独立希望の方　¨やりがい¨　を求
めている方の応募をお待ちしておりま

正社員 変形（1年単位） 住吉　三島　本店
雇用期間の定めなし (1)10時15分～20時45

月給 (2)13時00分～22時00

185,000円～185,000円

静岡県三島市一番町１７番１号

96

ホテル直営　レスト
ラン　スタッフ

富士山三島東急ホテル１３階の直営レストラン「炉」で、お客様への接客、飲食物の配膳、営業準備などをしていただきます。正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　富士山三島東急ホテル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～16時00分

月給 (2)13時00分～22時00

185,000円～185,000円
又は6時00分～15時00

静岡県三島市松本１３１
　東栄電機株式会社　構内

95

ホテルフロントス
タッフ

ホテルの客室部門スタッフとして、フロント業務（主にチェックイン、チェックアウト、周辺案内）、ロビーアテンド（フロント周辺での接客）、ベルスタッフ（フロントから客室への接客）などをしていただきます。自動チェックイン機なども導入し、働き手に優しい職場を目指しています。正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　富士山三島東急ホテル
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

162,000円～178,000円

静岡県三島市寿町５－２

94

産業用ロボット・
モーター並びに電子
機器の組立－－急募
－－

産業用ロボット・モーター並びに電子
機器の組立作業を担当していただきま
す。
・準備：倉庫から部品をピックアップ
・組立：部品のネジ止めなど
・検査：組立終わった製品の動作確認
・梱包：ビニール、段ボール等を使用

正社員以外 株式会社マクシード
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時00分～16時45分

月給

180,000円～250,000円

静岡県三島市玉川３４９－２

富田町バス停より徒歩２分

93

事務職員 ・パソコンにより社会保険、厚生年
金、雇用保険、労働保険等の提　出書
類を作成し届出をする。
・顧問先の給料計算をし完成品を届け
る。
・訪問又は電話等により顧問先労務管
理に関する要望を把握して迅　速・的

正社員 社会保険労務士法人　渡邊労務管理事務所
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給 税理士試験科目合格
者または税理士事務
所勤務経験者、一般

250,000円～350,000円92

税務・会計・経営相
談

税理士補助業務
担当先をもって、月次決算の確認、決
算業務、申告書の作成業務を行って頂
きます。
資金繰り、経営改善計画の策定、相
続・贈与対策といった相談業務も多い
です。

正社員 みしま税理士法人
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年1月5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: 090-4213-9007 従業員数 1人

年　　齢: 不問 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- 7463911 各種保険： 雇用・労災・健康 月平均 10時間

     TEL: 090-4213-9007 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 木日祝他 歯科衛生士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7464111 各種保険： 雇用・労災・健康 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- 7293311 各種保険： 雇用・労災・厚生・その他 月平均 6時間

     TEL: 055-957-1718 従業員数 1人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 木日祝他 歯科衛生士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7258211 各種保険： 雇用・労災・その他 月平均 5時間

     TEL: 055-971-6207 従業員数 6人

年　　齢: 30歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7588711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 055-987-9101 従業員数 26人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 保育士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 7244311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-987-3511 従業員数 27人

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

採用人数: 4人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 介護職員初任者研修修了者

求人番号: 22030-10817911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 介護福祉士

     TEL: 055-975-7788 従業員数 16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- 7379211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-975-7788 従業員数 16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- 7380011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-975-7788 従業員数 16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- 7319111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     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: 22030-10675711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 055-980-5422 従業員数 40人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 介護職員初任者研修修了者

求人番号: 22050- 7214811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 ホームヘルパー２級

     TEL: 055-980-5422 従業員数 40人

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

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7215211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

静岡県三島市萩１９６－１

月給 経験がない方も是非
お問い合わせくださ
い。

220,000円～230,000円

静岡県三島市萩１９６－１

117

介護支援専門員（正
規フルタイム社員）

居宅支援事業所における相談業務・ケアプラン作成・給付管理とそれに伴う周辺業務。正社員以外 株式会社ユニマットリタイアメント・コ
ミュニティ　
みしまケアセンターそよ風

雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)9時30分～18時30分 介護施設での経験が
ある方大歓迎。
経験がない方も是非

204,000円～216,400円 (3)16時30分～9時30分

静岡県三島市加茂川町３－３２
グループホームかもがわ

116

グループホーム介護
職員（正規フルタイ
ム社員）

「みしまケアセンターそよ風」におけ
る、グループホーム入所者（１８名）
の下記介護業務等を行っていただきま
す。
＊やさしい方、笑顔が好きな方、まず
電話してみてください。
＊能力によって、時給に変化あり（夜

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社ユニマットリタイアメント・コ
ミュニティ　
みしまケアセンターそよ風

雇用期間の定めなし (1)7時30分～16時30分

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６５０番地１

115

介護職員（グループ
ホームかもがわ）

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 (2)8時30分～17時30分

183,000円～200,000円 (3)10時15分～19時15

静岡県三島市加茂川町４０８２－３

114

介護職員 ・グループホーム内における介護業務
等全般
・食事介助
・入浴介助
・排泄介助
・レクリエーション　他


正社員 変形（1年単位） 有限会社ハーベストライフ
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

183,000円～200,000円 (3)10時15分～19時15

静岡県三島市加茂川町４０８２－３

113

介護職員 ・グループホームにおける生活支援業
務等全般
・食事介助
・入浴介助
・排泄介助
・レクリエーション　他


正社員 変形（1年単位） 有限会社ハーベストライフ
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

183,000円～200,000円 (3)10時15分～19時15

静岡県三島市松本２９１－１
マ・メゾン三島エスプリーブル

112

介護職員 小規模多機能型居宅介護施設における
生活支援業務等全般
・食事介助
・入浴介助
・排泄介助
・レクリエーション　他


正社員 変形（1年単位） 有限会社ハーベストライフ
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 介護経験者

196,000円～267,000円 (3)11時00分～20時00

静岡県三島市徳倉４－１０－３

111

介護職員（マ・メゾ
ン三島エスプリーブ
ル）

住宅型有料老人ホーム「マ・メゾン三
島エスプリーブル」の介護の仕事で
す。
主に以下の仕事に従事していただきま
す。
・食事介助・排泄介助・入浴介助
・病院等への通院、外出の際の介助

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

月給

170,500円～250,000円
又は7時00分～18時00

静岡県三島市南二日町２５－１２ブンカビジネスビル２０２

110

保育士 ・乳幼児の保育全般になります。
・９０名の乳幼児を２０名程度の保育
士で対応しています。
・未経験者の方は指導致します。

上記内容に付帯する業務になります。


正社員 変形（1年単位） 社会福祉法人　栄幸会　北上保育園
雇用期間の定めなし

月給 (2)9時00分～17時00分

215,000円～280,000円

静岡県三島市中央町１－４０

109

サービスエンジニア 　　　＜＜サービスエンジニアの業務
内容として＞＞

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

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

月給 (2)9時00分～18時15分 歯科クリニック勤務
経験
歯科衛生士業務

240,000円～280,000円

静岡県三島市徳倉８７６－２６

108

歯科衛生士 歯科衛生士業務全般
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


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 (2)9時00分～17時30分

250,000円～290,000円

静岡県三島市梅名４３９－１

107

歯科助手　受付
（遅番採用型）

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

正社員 交替制あり 医療法人社団アクアビアンカ　ないとう歯科医院
雇用期間の定めなし (1)13時00分～21時30

月給

200,000円～250,000円

静岡県三島市梅名４３９－１

106

歯科衛生士 歯科衛生士業務
受付業務（電話対応、予約管理、会
計、カルテ管理等）
準備業務（治療の準備、在庫管理等）
アシスタント業務（治療のアシスタン
ト、患者の誘導・応対等）
滅菌業務（器具の洗浄、滅菌処理等）

正社員 変形（1ヶ月単位） 歯科衛生士学科 賢歯科医院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～19時15分

月給

173,750円～200,000円105

歯科助手 受付業務（電話対応、予約管理、会
計、カルテ管理等）
準備業務（治療の準備、在庫管理等）
アシスタント業務（治療のアシスタン
ト、患者の誘導・応対等）
滅菌業務（器具の洗浄、滅菌処理等）
清掃業務（施設や設備の整理・清掃

正社員 変形（1ヶ月単位） 賢歯科医院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～19時15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4年1月5日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 055-975-3766 従業員数 30人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり ホームヘルパー２級

求人番号: 22050- 7194211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間 介護職員初任者研修修了者

     TEL: 03-6436-8972 従業員数 0人

年　　齢: 69歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13040-17686612 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-984-4500 従業員数 10人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7549411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-991-1500 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 水他 二級自動車整備士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7479311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-975-9112 従業員数 20人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水祝他 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- 7452011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 055-975-3527 従業員数 18人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7285311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-971-6675 従業員数 13人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝 三級自動車整備士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7234411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-991-1337 従業員数 9人

年　　齢: 45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- 7231811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 055-991-1337 従業員数 9人

年　　齢: 45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- 7232211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 054-269-6390 従業員数 32人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22010-30119211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 055-946-6038 従業員数 10人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 フォークリフト運転
技能者

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 玉掛技能者

求人番号: 22030-10788911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 床上操作式クレーン運転技能者

     TEL: 055-981-5977 従業員数 30人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7473711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 054-254-5838 従業員数 31人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22010-30213711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

静岡県三島市寿町２－１２
警乗三島待機所

月給 (2)7時20分～19時45分

180,100円～180,100円 (3)8時20分～20時45分

静岡県三島市谷田藤久保２２７６
三島総合病院

130

（請）新幹線警乗警
備員／三島市

○テロ防止犯罪抑止等のため東海道新
幹線のぞみ、ひかり、こだま号に乗車
し、車内で巡回・点検業務を実施しま
す。

○公共性の高い仕事ですのでやりがい
を実感できると思います。

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　全日警　静岡支社
雇用期間の定めなし (1)7時05分～18時45分

時給 (2)7時30分～16時30分

156,560円～156,560円

静岡県三島市緑町１０－２４
富島運輸（株）電業事業所

129

（請）健康管理セン
ター業務

・健康管理センターに人間ドック、三
島市の健診申込等で来所した　患者様
の受付業務を受付カウンターにて行い
ます。
・電話等による予約業務。
・健診成績表作成。
・健診結果発送業務

正社員以外 交替制あり 株式会社ユアーズ静岡　東部事務所
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

176,000円～208,000円

静岡県沼津市三枚橋町５－２１
株式会社エフザタッチ沼津支店

128

入出庫作業 当社派遣先「富島運輸（株）電業事業
所」にて下記の業務を担当して頂きま
す。
・入庫した部品の検収、検品業務
・検収、検品した部品の片付け業務
・部品のピッキング業務
その他附帯業務

無期雇用派遣労働者 株式会社　アステッド
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時15分

時給

176,000円～176,000円

静岡県三島市南町５番２２号

127

【オープニングス
タッフ募集中】入力
業務

顧客データのＰＣ入力業務をお願いい
たします。
簡単なＰＣ操作が行えれば大丈夫で
す。
入力がメインになりますので難しい作
業や電話応対は一切ございません。


正社員以外 株式会社　エフザタッチ
雇用期間の定めなし (1)9時30分～18時30分

月給

175,000円～244,000円

静岡県三島市南町５番２２号

126

法人向け企画営業 次亜塩素酸水関連商品（スプレー、詰
め替え用液剤、空気清浄機など）を中
心に、弊社で取り扱っている商品の販
売・提案営業等をお願いします。

・既存顧客先企業への定期訪問、状況
ヒアリングおよび提案

正社員 ＴＯＫＥＮネットワーク　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

216,040円～300,520円

静岡県三島市平田１５９－５

125

人材コーディネー
ター／スタッフ人事

人材派遣・業務委託業のコーディネー
ターを募集します。
・求職者との面談、業務紹介、採用業
務
・就業中スタッフのフォロー
・求人情報の作成
・その他付随する業務

正社員 ＴＯＫＥＮネットワーク　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 整備経験

163,000円～253,000円

静岡県三島市川原ヶ谷５４８

124

自動車整備士 ★★急募★★

自動車整備士業務は以下の通りです。

・軽自動車～大型車の修理、車検、整
備他作業
・特殊自動車（高所作業車・フォーク

正社員 変形（1年単位） 有限会社　渡辺自動車工業
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

160,000円～230,000円

静岡県三島市青木１４６－９

123

自動車ディーラー店
舗スタッフ

・自動車販売・整備店のフロントス
タッフです。

・店頭での接客や電話対応による受付
業務、簡単なＰＣ入力によ
　る文書作成が中心となります。社内
外の人と接する場面の多い

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

月給

180,000円～280,000円

静岡県三島市中７１－２

122

営業 レンタカーの貸し出しが主な仕事とし
て活躍していただきます。

具体的には、事故や故障のお客様に対
してレンタカーの貸し出し等になりま
す。
仕事の進め方から自動車に関する知

正社員 変形（1年単位） 高卒以上 株式会社　木下自動車工業
雇用期間の定めなし (1)8時55分～18時00分

月給

185,000円～280,000円

静岡県三島市梅名４０７－７

121

整備士 自動車の整備作業　１日１台から２台
基本的には車検、点検、修理などのお
車の整備をお願いします。
○当社は全メーカー新車や中古車など
の自動車販売～車検～鈑金塗装まで一
貫して行っており様々な業務を経験で
きます。

正社員 有限会社　クイックエイト
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 板金経験

193,000円～326,000円

静岡県三島市長伏５番地１
ソーシャルインクルーホーム三島
長伏

120

フロント業務・鈑金
及び塗装

自動車の鈑金及び塗装業務をおこなっ
ていただきます。
・自動車ボディーのキズの直し作業
・フレームの修正作業
・自動車の塗装作業
・自動車修理作業等


正社員 有限会社　ＧＩＰ　Ｂｏｄｙ　Ｗｏｒｋｓ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 (2)16時00分～10時00 ・旧ヘルパー２級以
上（介護職員初任者
研修、実務者研修、

280,000円～280,000円

静岡県三島市玉沢９０番地

119

障がい者グループ
ホームの施設の管理
者／三島長伏

施設の管理者のお仕事

・施設、スタッフの管理業務。
・シフト作成
・新規入居対応、ご家族様対応。
・行政関係各所対応、ご利用者様の生
活全般の支援など。

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

月給 (2)10時00分～19時00 介助等

157,504円～194,954円 (3)16時00分～10時00118

介護職員 日常生活介助・身体介助の実施　要支
援１から要介護３程度
　入浴介助
　食事介助
　排泄介助
　レクリエーション企画実施
　着替え等の補助

正社員 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　伊豆社会福祉事業会　玉沢昭寿園
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 055-973-5353 従業員数 30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 あり 雑踏警備業務検定２級

求人番号: 22050- 7358311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-973-5353 従業員数 30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: 22050- 7359611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-971-6006 従業員数 20人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 日他 交通誘導警備業務検
定２級

就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 7327111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 052-681-7107 従業員数 30人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 23030-23034811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5344-1100 従業員数 49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: 13080-79153011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 055-974-0265 従業員数 6人

年　　齢: 45歳以下 休　　日： 他 中型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 大型特殊自動車免許

求人番号: 22050- 7404311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-974-0553 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 １級土木施工管理技
士

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7156311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-978-2857 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 大型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり その他の定置・建設機械の運転関係資格

求人番号: 22050- 7486011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-927-2645 従業員数 7人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22030-10832611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 055-979-4765 従業員数 4人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7223211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 055-974-4381 従業員数 4人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 二級建築士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7292011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0424-89-8914 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13200-16592111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0424-89-8914 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 栄養士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13200-16614911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

静岡県田方郡函南町大竹２０－１
軽費富士見が丘いこいの園　シ
ダックス店

時給 (2)9時30分～18時30分 給食での業務

215,280円～215,280円

静岡県田方郡函南町大竹２０－１
軽費富士見が丘いこいの園　シ
ダックス店

143

栄養士／田方郡函南
町大竹

献立作成・調理補助・衛生指導
食材発注管理など

＊２０２２年２月オープン店

＜食数＞朝・昼・夕各７０食

正社員以外 シダックスフードサービス　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)5時30分～14時30分

時給 (2)9時30分～18時30分 給食での業務

198,720円～198,720円

静岡県田方郡函南町丹那１３１６
－４６８
南箱根ダイヤランド３３－４０１

142

調理師／田方郡函南
町大竹

食材の仕込み・調理・盛付
食事提供・洗浄など
※２０２２年２月オープン店

〈食数〉朝：７０食　昼：７０食
夕：７０食

正社員以外 シダックスフードサービス　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)5時30分～14時30分

月給 建築経験

225,000円～380,000円

静岡県田方郡函南町間宮６６１

141

建築設計・建築現場
監理者

建築工事の施工監理及び設計監理
施主との打ち合わせ　見積
各種建築申請業務

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

月給

175,000円～185,000円

静岡県田方郡函南町間宮８９１－
３　弊社三島倉庫
（※現場出張時の集合場所）

140

販売スタッフ 接客、店内　店外清掃　オンライン販
売作業
発注業務

正社員 変形（1年単位） 有限会社チクマ　チクマミニマルコンセプト
雇用期間の定めなし (1)11時00分～20時00

月給

215,000円～265,000円

静岡県田方郡函南町畑毛１４－２

139

昇降機据付工事現場
作業員

昇降機（エレベーター）の据付、撤
去、保守改修工事を行っています。作
業エリアは静岡以東、以北の東日本エ
リアになります。北は北海道までで関
東以北や通勤できない地区は、出張作
業になります。
１つの現場での作業期間はおおむね２

正社員 変形（1年単位） 有限会社　東静エレベーターサービス
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時30分

日給

210,000円～336,000円

静岡県田方郡函南町畑３５７

138

現場作業員（重機・
ダンプオペレー
ター）

各工事現場における現場作業を中心に
行っていただきます。現場は主に静岡
県東部が中心です。具体的には、
・公共工事における土工事現場作業
・現場から現場への土砂の運搬作業
・採石場から現場への資材の配達作業
・一般住宅の解体工事作業

正社員 有限会社　末広建設
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

220,000円～430,000円

静岡県田方郡函南町丹那５５４番地の１１

137

現場監督 一般現場監督業務
書類作成

正社員 有限会社大塚土木
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)13時00分～18時00

180,000円～220,000円

静岡県三島市寿町９－４４　三島年金事務所

136

酪農（乳牛） 搾乳
牛舎内の清掃　（糞をスコップを使用
し除去など）
エサやり
仔牛への哺乳
など


正社員 Ｋ’Ｓ南箱根牧場　株式会社
雇用期間の定めなし (1)5時00分～8時00分

日給 基本的なＰＣ操作ス
キル（メール含む）
必要

156,240円～156,240円

静岡県三島市文教町１丁目４－１
９
【東海旅客鉄道株式会社研修セン
ター】

135

一般事務／三島年金
事務所【特定業務契
約職員】

公的年金業務において、ＰＣ入力、書
類確認・整理、電話・窓口対応等を行
う仕事です。具体的には次のいずれか
に関する業務をお願いします。
＊社会保険届出の受付、審査、入力等
＊年金相談や照会等の処理
＊記録の整備・提供等

正社員以外 日本年金機構
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時15分～17時15分

月給 (2)11時00分～20時00 調理経験
※３００食以上の社
員食堂で５年以上の

200,000円～230,000円

静岡県三島市大社町

134

調理師（東海旅客鉄
道株式会社総合研修
センター）

三島駅近くで調理師（契約社員）募
集！
ご利用者が４００～４５０名程度の研
修施設での調理業務。
献立に沿った調理を中心に盛付、配
膳、洗浄、仕込み等をお願いします。


正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社ＬＥＯＣ　東海支社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時00分～19時00

時給 (2)8時30分～17時30分

172,000円～172,000円
又は8時00分～18時00

静岡県三島市栄町１０－４８　栄町ビル２階

133

（請）交通誘導員
（静岡東部地区）

静岡県東部地区（御殿場、裾野、三
島、富士など）の工事現場作業です。
・日勤の仕事です。
・道路、建設現場における車両誘導
・施設等の駐車場で車両誘導、歩行者
の安全確保


正社員以外 変形（1ヶ月単位） 鈴与セキュリティサービス株式会社　　三島支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時00分～17時00分

時給 (2)21時00分～6時00分

158,240円～189,200円

静岡県三島市栄町１０－４８　栄町ビル２階

132

（請）一般警備員
（交通、雑踏）

警備員として道路工事、建築工事、イ
ベント等にて
活躍してくれる方を募集します。

車の案内誘導
（片側交互通行、規制に伴う幅寄せ、
通行止め、迂回の案内等）

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ビオ企画
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)21時00分～6時00分

182,000円～233,600円131

（請）検定合格警備
員（交通または雑踏
資格者）

検定合格警備員として活躍してくれる
方を募集します。
弊社は主に２号警備（交通、雑踏）の
会社です。

道路工事、建築工事、イベント等で資
格者配置が

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ビオ企画
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4年1月5日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 055-978-9671 従業員数 21人

年　　齢: 35歳以下 休　　日： 日祝他 保育士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7541311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 055-979-0192 従業員数 20人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 医療事務資格 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- 7373311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 4時間

     TEL: 055-979-0192 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 医療事務資格 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- 7374611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 4時間

     TEL: 055-944-6256 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 木日祝他 歯科衛生士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7296111 各種保険： 雇用・労災 月平均 1時間

     TEL: 055-970-2002 従業員数 18人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7561711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・その他月平均 12時間

     TEL: 055-944-6644 従業員数 43人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7570711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 4時間

     TEL: 055-944-6644 従業員数 43人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7572211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-978-4100 従業員数 6人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日 保育士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7583011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 3時間

     TEL: 055-978-0577 従業員数 66人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり その他の福祉・介護関係資格

求人番号: 22050- 7321511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 1時間

     TEL: 055-978-4100 従業員数 4人

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

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7233511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 055-978-4100 従業員数 6人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝 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: 22050- 7195511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 3時間

     TEL: 055-970-2002 従業員数 18人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 介護職員初任者研修修了者

求人番号: 22050- 7162411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・その他月平均 12時間

     TEL: 055-978-9288 従業員数 6人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 保健師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 看護師

求人番号: 22050- 7613911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

静岡県田方郡函南町平井７１７番地の２８

月給 在宅の高齢者の相談
等ワーカー勤務226,200円～248,800円

静岡県田方郡函南町仁田５７０－１３

156

地域包括支援セン
ター　認知症地域支
援推進員

在宅の高齢者等介護の相談と対応、関係機関との連携や支援を行います。認知症の人や、ご家族、事業所等からの困難事例の相談に応じます。認知症サポーター養成講座等を実施します。また、要支援や事業対象者のケアプランの作成及び支援、訪問を行います。社用車を使い函南町内の利用者宅を訪問します。正社員 社会福祉法人　函南町社会福祉協議会
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 介護業務経験

179,000円～256,000円
又は7時00分～19時00

静岡県田方郡函南町平井７１７－２

155

施設の介護職員 施設内での介護業務全般

食事、排せつ、おむつ交換、水分補
給、入浴介助（機械浴、個浴）　洗
濯、掃除、レクリエーション、施設内
の行事。
シフト内で夜勤業務を行う場合が有り

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

月給 (2)8時30分～17時20分 訓練に係る実務経験
者を歓迎します。201,000円～216,000円

静岡県田方郡函南町平井７１７－３８

154

機能訓練指導員 重症心身障害児が通う放課後等デイサービスにおいて、療育上の訓練並びにお世話を担ってもらいます。訓練は、利用児個々人に合わせ、計画的に行っています。正社員 社会福祉法人　共済福祉会
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時25分

月給 ケアマネージャーと
しての就労経験、高
齢者施設での介護経

213,500円～240,000円

静岡県田方郡函南町大竹２０－１５

153

ケアマネージャー 介護を必要とする方が介護保険サービスを受けられるように、ケアプラン（サービス計画書）の作成やサービス事業者との調整を行います。正社員 社会福祉法人　共済福祉会
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)13時00分～22時00 福祉施設等で介護の
実務経験のある方
（経験年数問わず）

173,571円～225,653円 (3)21時50分～8時00分

静岡県田方郡函南町平井７１７－２

152

介護職員（ケアワー
カー）

介護業務
・食事、排せつ、入浴や身の回りのお
世話等の日常生活全般の援助
・夜勤業務有り。月４回程度
※入職から３か月後に夜勤シフトに入
ります。
※試用期間中は、マンツーマンで丁寧

正社員 交替制あり 社会福祉法人日本民生福祉協会　特別養護老人ホーム　みどりが丘ホーム
雇用期間の定めなし (1)7時30分～16時30分

月給 (2)8時30分～17時30分 お子様の障害を受入
れ、成長に合わせた
支援をする気持ちが

183,000円～204,000円

静岡県田方郡函南町大竹２０－１

151

保育士 重症心身障害児が通う放課後等デイサービスにおいて、お子様の成長に合わせた療育を行います。　　　　　　　　　　　　　　　　お子様個々人に合わせて、個別計画を立て、多職種連携で支援しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　また、送迎対応があるため、運転や添乗を担ってもらいます。正社員 社会福祉法人　共済福祉会
雇用期間の定めなし (1)9時30分～18時30分

月給 (2)9時30分～18時30分

163,254円～229,958円 (3)12時30分～21時30

静岡県田方郡函南町大竹２０－１

150

介護職員 軽費老人ホーム及びショートステイ利
用者の介護をしていただきます。
利用者の介護（食事・歩行・排泄・入
力・着替え・レクリエーション・その
他行事のサポート等）をしていただき
ます。利用者の日常の様子、介護事項
等をパソコンへ入力していだきます。

正社員 変形（1ヶ月単位） （福）日本民生福祉協会　軽費老人ホーム　富士見が丘いこいの園
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

時給 (2)9時30分～18時30分

176,000円～192,000円 (3)12時30分～21時30

静岡県田方郡函南町仁田６４３－１

149

介護職員 軽費老人ホーム及びショートステイ利
用者の介護をしていただきます。
利用者の介護（食事・歩行・排泄・入
力・着替え・レクリエーション・その
他行事のサポート等）をしていただき
ます。利用者の日常の様子、介護事項
等をパソコンへ入力していだきます。

正社員以外 交替制あり （福）日本民生福祉協会　軽費老人ホーム　富士見が丘いこいの園
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～16時00分

月給 一般事務、介護事務

175,000円～195,000円

静岡県田方郡函南町塚本９８０－８

148

事務員 介護事務全般（書類作成、契約書・請
求書作成等）
入居者情報管理
書類、荷物の発送、受け渡し
来客者・電話対応
在庫管理
勤怠管理

正社員 株式会社ＡＲＣ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

200,000円～260,000円

静岡県田方郡函南町間宮４５１

147

歯科衛生士 歯科衛生士業務、受付、清掃、器具の
消毒滅菌業務を中心とした仕事です。
・口腔内清掃、ブラッシング指導、診
療アシスタント
・器具の滅菌や消毒
・受付、アポイント管理、電話対応
窓口会計は専用ソフトを使用しますの

正社員 変形（1ヶ月単位） きのうち歯科医院
雇用期間の定めなし (1)9時00分～19時30分

月給 (2)8時30分～12時30分 パソコン基本操作が
できる方
医療事務資格者及び

156,000円～170,000円

静岡県田方郡函南町間宮４５１

146

産婦人科クリニック
の受付事務（医療事
務）

★受付はクリニックの「顔」ともいえ
る存在です★
笑顔と気配りでクリニックを訪れる患
者さまの印象はガラリと変わります。
笑顔でお迎えし、明るく優しく接客で
きる方を希望します。
妊婦さんの中には、出産に対して強い

正社員以外 医療法人社団　ラマーズ　三島マタニティクリニック
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時30分

月給 (2)8時30分～12時30分 パソコン基本操作
（パソコンが苦手な
方はＮＧ、そこまで

156,000円～170,000円

静岡県田方郡函南町平井１３２８－１

145

産婦人科クリニック
の受付事務（医療事
務）

★受付はクリニックの「顔」ともいえ
る存在です★
笑顔と気配りでクリニックを訪れる患
者さまの印象はガラリと変わります。
笑顔でお迎えし、明るく優しく接客で
きる方を希望します。
妊婦さんの中には、出産に対して強い

正社員 医療法人社団　ラマーズ　三島マタニティクリニック
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

179,660円～226,580円144

保育士 ６０名定員の保育所です。
自然に恵まれた環境のなかでこどもた
ちと季節を感じながら楽しく保育しま
せんか？

正社員 変形（1ヶ月単位） 保育士 社会福祉法人　函南ひまわり会
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時30分

12/16



【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年1月5日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 055-957-0755 従業員数 4人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7335111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 06-6263-6262 従業員数 0人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 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: 27010-62671811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 06-6263-6262 従業員数 0人

年　　齢: 64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: 27010-62672211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 0557-53-3012 従業員数 2人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 日祝他 準中型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし ８トン限定中型自動車免許

求人番号: 22052- 2503911 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-44-1501 従業員数 13人

年　　齢: 44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: 22052- 2534411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 0557-37-4321 従業員数 18人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 １級建築施工管理技
士

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり ２級建築施工管理技士

求人番号: 22052- 2497011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 27時間 二級建築士

     TEL: 0557-37-4321 従業員数 18人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 2498311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 27時間

     TEL: 0557-47-3288 従業員数 0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: 22052- 2559511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 8時間

     TEL: 0557-37-5677 従業員数 2人

年　　齢: 35歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 2564711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・その他月平均 5時間

     TEL: 0557-29-0845 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 火水他 その他の会計事務関
係資格

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: 22052- 2589711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 06-6767-0250 従業員数 6人

年　　齢: 39歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 27010-60922411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 30時間

     TEL: 0557-47-1728 従業員数 5人

年　　齢: 35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- 2571111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-36-1234 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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22052- 2596111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

静岡県伊東市鎌田１２９０番６号

月給

200,000円～350,000円

静岡県伊東市宇佐美１６５１－２６

169

印刷オペレーター （株）伊豆新聞本社は、次のように中
途社員を募集します。

●伊豆が大好きで、伊豆の発展のため
に挑戦したいという仲間を求めます。
印刷オペレーターとして新聞を印刷す
る当社の主力業務を担う仕事です。

正社員 株式会社　伊豆新聞本社
雇用期間の定めなし (1)14時00分～22時00

月給

175,000円～300,000円

静岡県伊東市湯川１－３－３
上條ビル４階Ａ号室
伊東営業所

168

技術・営業 ケーブルテレビの設備工事に関する業
務です。
現場作業見習い期間中に有線テレビ
ジョン技術者や高所作業車運転資格等
を取得していただきます。
資格取得後は、高所作業もあります。


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

月給

203,300円～231,300円

静岡県伊東市八幡野１７５８－６８

167

【未経験者歓迎】地
域密着型営業職（静
岡県伊東市）

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

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

月給 (2)8時30分～17時30分 宿泊業等に於けるフ
ロント業務経験200,000円～300,000円

静岡県伊東市湯川２８８－６

166

会社保養所に於ける
フロント事務職

宿泊施設（会社保養所）に於けるフロ
ント事務業務。

１．チェックイン、チェックアウト、
精算等対応

２．宿泊予約受付（ＴＥＬ・メール

正社員以外 大塚天城山荘
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

186,000円～255,000円

静岡県伊東市宇佐美６４３－１５　【事務所】

165

配管工【見習い可】 給排水設備の配管工

○伊東市内の一般住宅・マンション等
の現場における給排水設備の配管工事
および修理
○伊東市の発注工事の土木工事　等


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

日給

264,000円～396,000円

静岡県伊東市広野４丁目４番１９号

164

一般建築塗装 一般住宅・ビル・マンション等の新築
塗装、塗り替え工事などを行います。
工事の現場は伊東市内～神奈川県が主
となります。
基本は会社に集合し、乗り合わせて各
現場に向かいます。
（社有車：普通乗用車、等）

正社員 株式会社　福ペイント
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 建築施工管理、ＰＣ
スキル（ＣＡＤ）240,500円～451,500円

静岡県伊東市広野４丁目４番１９号

163

建築施工管理 ○建築部にて、設計事務所が設計した
デザイナーズハウスの　建築施工管理
をしていただきます。

＜主な業務＞
・建築施工管理（監督業務）
・施工図作成　など

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

月給 建築施工に関する実
務経験240,500円～451,500円

静岡県東部全域

162

建築施工管理（リ
フォーム）

○建築部にて、リフォームに関わる建
築施工管理をしていただきます。

＜主な業務＞
・お客様との打ち合わせ
・見積書の作成
・建築施工管理（監督業務）

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

日給 (2)7時00分～17時00分

195,300円～292,950円
又は5時00分～20時00

静岡県伊東市八幡野１３２４－９７

161

建方・外装仕上げ・
内装仕上げ造作・現
場管理・木工事

【セキスイハイム指定工事店】

○プレハブ住宅の建方外装仕上げ
○内装仕上げ
○造作工事
○一般住宅の外構工事等現場管理
○木工事　等

正社員 変形（1年単位） 株式会社　アクシス
雇用期間の定めなし (1)8時00分～18時00分

日給

168,000円～252,000円

静岡県伊東市川奈１２６１－１３
１
弊社　保養所

160

造園業 造園に関する業務全般

樹木の剪定、伐採、高所での枝詰、外
構工事等を行います。

作業現場は主に伊東市内です。


正社員 やま崎造園
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 経験者は優遇します

200,000円～200,000円

静岡県伊東市川奈１２６１－１３
１
弊社　保養所

159

保養所の調理・清掃
（通勤）／静岡県伊
東市

建物内の清掃
並びに日常生活に拘る要件（食事・片
付け、他）

※通勤での勤務となります。

正社員 日本技術開発　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

月給 経験者は優遇します

200,000円～200,000円
又は6時00分～21時00

静岡県田方郡函南町日守１１７－１０

158

保養所の調理・清掃
（住込み）／静岡県
伊東市

建物内の清掃
並びに日常生活に拘る用件（食事・片
付け、他）

※住込みでの勤務となります。

正社員 日本技術開発　株式会社
雇用期間の定めなし

月給

200,000円～250,000円157

外国人実習生受入事
業推進員

・外国人技能実習生受入事業関連
１．外国人技能実習生・特定１号の受
入、更新に関わる書類作成
２．外国人実習生・特定技能１号受入
企業への巡回フォロー
３．新規受け入れ企業の開拓、制度説
明等

正社員 変形（1年単位） マルカ協同組合
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 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 0557-37-7051 従業員数 13人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22052- 2574211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 22時間

     TEL: 0557-44-6600 従業員数 14人

年　　齢: 35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: 22052- 2505711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 0557-44-6600 従業員数 13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: 22052- 2506811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 03-5725-7532 従業員数 285人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13070-71002711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 30時間

     TEL: 03-5725-7532 従業員数 285人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13070-71004211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 30時間

     TEL: 054-282-8311 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22010-30425811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 054-261-6557 従業員数 15人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水 二級自動車整備士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22010-30137411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 14時間

     TEL: 055-967-2133 従業員数 10人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 月他 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: 22030-10745911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 15時間

     TEL: 03-5338-5200 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 火水他 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: 13080-79735011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 096-370-6011 従業員数 0人

年　　齢: 64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: 43010-38218811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 096-370-6011 従業員数 0人

年　　齢: 64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: 43010-38219211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 03-3295-7373 従業員数 37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： なし 時間外 あり

求人番号: 13010-11951712 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 03-3295-7373 従業員数 37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： なし 時間外 あり

求人番号: 13010-11970512 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

静岡県伊東市川奈１２６１－１３
１
当社　保養所

月給 (2)9時00分～12時00分 経験者優遇

200,000円～200,000円

静岡県伊東市川奈１２６１－１３
１
当社　保養所

182

保養所の調理・清掃
（通勤）／静岡県伊
東市

建物内外の清掃
並び日常生活に拘る用件（食事・片付
け、他）

正社員 株式会社　エムエーシー
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

月給 (2)9時00分～12時00分 経験者優遇

200,000円～200,000円

静岡県伊東市川奈１２６１－１３
１
当社　保養所

181

保養所の調理・清掃
（住込み）／静岡県
伊東市

建物内外の清掃
並び日常生活に拘る用件（食事・片付
け、他）

正社員 交替制あり 株式会社　エムエーシー
雇用期間の定めなし (1)6時00分～21時00分

月給 経験者優遇

200,000円～200,000円
又は6時00分～21時00

静岡県伊東市川奈１２６１－１３１

180

保養所の調理・清掃
（住込み）静岡県伊
東市

建物内外の清掃
並び日常生活に拘る用件（食事・片付
け、他）



正社員 日本技術開発　株式会社　熊本事務所
雇用期間の定めなし

月給 (2)9時00分～11時30分 経験者優遇

200,000円～200,000円

静岡県伊東市八幡野１０８４－７
４
当社運営　リゾート旅館伊東山荘

179

保養所の調理・清掃
（通勤）　静岡県伊
東市

建物内外の清掃
並び日常生活に拘る用件（食事・片付
け、他）




正社員 日本技術開発　株式会社　熊本事務所
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～16時00分 ツアー関連経験（旅
行業経験者大歓迎）
マーケット企画経験

200,000円～400,000円

静岡県伊東市吉田５７６－３

178

宿泊プランの企画運
営・一般事務／契約
社員／伊東市

宿泊プランの企画、運営、作成。
宿泊予約サイトの予約受付管理。

その他付随業務

正社員以外 交替制あり 亜太電信株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)13時00分～21時00

月給

170,000円～200,000円

静岡県伊東市川奈字殿山道上１２
５
伊東店

177

営業（自動車販売）
－伊東

自動車ディーラーにおける新車ならび
に中古車を販売する営業職のお仕事で
す。
自動車ディーラーの営業と聞くと、車
の販売ノルマに追われるようなイメー
ジがありますが、当社の営業はどちら
かと言えば、日々お客様の車に関する

正社員 変形（1年単位） 沼津三菱自動車販売　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時30分～18時00分

月給

174,000円～210,000円

静岡県伊東市宇佐美２４０５－２
介護老人保健施設のぞみ

176

自動車整備士／伊東
市

自動車整備全般（法定点検、車検整備、一般整備、故障診断　等）、修理内容の説明　等正社員 変形（1ヶ月単位） 日産プリンス静岡販売　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時30分～18時15分

時給 (2)8時30分～17時30分

189,200円～189,200円

静岡県伊東市湯川５４６－１
ＭＥＧＡドン・キホーテ伊東店
（店番４４５）

175

（請）調理師／伊東
市宇佐美

入所者様への食事の調理業務です。
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)5時00分～14時00分

月給 (2)13時00分～22時00

220,000円～350,000円 (3)20時00分～5時00分
又は9時00分～8時59分

静岡県伊東市湯川５４６－１
ＭＥＧＡドン・キホーテ伊東店
（店番４４５）

174

４４５売場責任者・
売場責任者候補ス
タッフ／伊東店

まずは、商品カテゴリー毎に分かれた
７つのＭＤのいずれかの担当となり，
先輩社員や売場責任者と一緒に基本業
務の習得をしていただきます。
商品知識の習得、商品ディスプレイ・
陳列の工夫、発注業務、空間の演出な
ど商売のイロハを学び、売場責任者を

正社員 交替制あり 株式会社ドン・キホーテ
雇用期間の定めなし (1)10時00分～19時00

月給 (2)13時00分～22時00

220,000円～350,000円 (3)20時00分～5時00分
又は9時00分～8時59分

静岡県伊東市荻５７８－２１６　
（株）野村商店　伊東営業所

173

４４５生鮮食品売場
責任者・生鮮食品売
場責任者候補スタッ
フ

まずは、商品カテゴリー毎に分かれた
７つのＭＤのいずれかの担当となり，
先輩社員や売場責任者と一緒に基本業
務の習得をしていただきます。
商品知識の習得、商品ディスプレイ・
陳列の工夫、発注業務、空間の演出な
ど商売のイロハを学び、売場責任者を

正社員 交替制あり 株式会社ドン・キホーテ
雇用期間の定めなし (1)10時00分～19時00

月給

190,000円～256,160円

静岡県伊東市荻５７８－２１６

172

タイル施工 建物の外壁や床面、水回りなどにタイ
ルを施工する業務です。

新規工事や改修（剥がして張り直す補
修）工事

※社有車使用（ＭＴ）

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

月給

200,000円～249,000円

静岡県伊東市湯川４－１－２２
　『めぐみ水産』

171

経理事務・総務事務
【本社】

本社において経理事務・労務管理全般
に携わっていただきます。
・財務管理、経理事務
・労務管理、勤怠管理、給与計算
・新卒採用活動、入社、退職等の手続
き
・社内ネットワークの維持管理

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

月給

170,000円～170,000円170

お土産品の販売【正
社員】

○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 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
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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4年1月5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: 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: 13090-44066511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0557-51-0222 従業員数 5人

年　　齢: 39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- 2580811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-37-8181 従業員数 61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- 2551011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-36-6820 従業員数 140人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22052- 2545611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 0557-51-2309 従業員数 100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- 2522811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 03-3389-7047 従業員数 9人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり 食品衛生管理者

求人番号: 13080-80257811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間 ふぐ調理師

     TEL: 0557-47-1700 従業員数 3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- 2533511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-45-6296 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 祝他 三級自動車整備士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 二級自動車整備士

求人番号: 22052- 2561611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-45-6296 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　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- 2562911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-37-2626 従業員数 436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： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 2595911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-37-2626 従業員数 436人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 管理栄養士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 2566211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0537-22-4178 従業員数 80人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 日他 介護支援専門員（ケ
アマネージャー）

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22060- 7211511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0557-37-2626 従業員数 436人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 保育士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 2529911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

静岡県伊東市岡１９６－１

月給 (2)7時00分～15時30分

154,000円～212,500円 (3)10時30分～19時00

静岡県伊東市宇佐美２４０５－２

195

保育士 院内保育所にて０歳児から５歳児まで
の保育業務に従事していただきます。
○子どもたちの年齢に合わせた幼児教
育
○食事やおやつ時の補助
○園児を遊ばせる・昼寝をさせる　な
ど

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

月給 介護支援専門員、あ
るいは主任介護支援
専門員の資格

223,600円～260,600円

静岡県伊東市岡１９６－１

194

居宅介護支援専門員
◆伊東市　のぞみケ
アサービスセンター

◆居宅介護支援事業所　のぞみケア
サービスセンター◆
　居宅ケアマネージャーとしてのお仕
事です。　　　　
　○ご利用者宅へ訪問（定期訪問・
サービス担当者会議等）
　○ケアプランの作成

正社員 医療法人社団　川口会
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)8時30分～12時30分

195,400円～243,900円 (3)13時00分～17時00

静岡県伊東市岡１９６－１

193

管理栄養士 管理栄養士業務
　入院・外来患者の栄養指導、栄養管
理計画作成等の
　入院患者の栄養ケア・マネジメント
等を行います。

★業務未経験の方やブランクのある方

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

日給 (2)10時00分～18時30

159,560円～181,400円 (3)7時00分～11時00分

静岡県伊東市十足６２６

192

看護助手 病棟内看護師業務の補助のお仕事で
す。
○配膳や食事の簡単な補助・ゴミ捨
て・整理整頓など

※未経験の方にも丁寧に指導します。


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)7時00分～15時30分

月給 自動車板金塗装の実
務経験あれば尚可183,000円～267,000円

静岡県伊東市十足６２６

191

自動車板金塗装工 ●自動車板金塗装業務全般
○自動車の板金塗装作業・補助
○洗車、車内清掃等の付随業務
○車の引き取り、納車、接客、等

※一般自動車（軽自動車・普通自動
車）の板金塗装が主となります

正社員 有限会社　ボディーショップ　新生
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 自動車整備士実務経
験あれば尚可183,000円～267,000円

静岡県伊東市宇佐美１１番地の１
　宇佐美ダイビングセンター

190

自動車整備士 ●自動車整備士業務全般
○車検整備、法定点検、修理
○車内清掃等の付随業務
○車の引き取り、納車、接客、等

※一般自動車（軽自動車・普通自動
車）の整備が主となります。

正社員 有限会社　ボディーショップ　新生
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 ダイビングインスト
ラクター業務　、ダ
イビングスタッフ業

180,000円～180,000円

静岡県伊東市八幡野１０６９－４
当社　本家鮪家

189

ダイビングスタッフ ダイビングセンターでの運営に関わる
業務全般
・ダイビングの受付等の接客対応
・パソコン操作
・機材の貸し出し、機材の販売など
・水中のガイド
・空気充填業務

正社員 交替制あり 株式会社　マリンスポーツオフィス
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)8時00分～17時00分

208,635円～273,220円 (3)13時00分～22時00

静岡県伊東市富戸字先原１３１７－５２４３

188

ホテル調理スタッフ
／料理長／伊豆半島

調理スタッフを募集します。
素材にこだわる丁寧な仕事のできる人
材を求めます。
１９９８年にオープンした今年で２４
年目を迎える和食処です。
週末は開店前から行列のできる人気店
舗の社員として腕を振るってください

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　プレジャー
雇用期間の定めなし (1)6時00分～15時00分

時給

163,200円～195,840円

静岡県伊東市岡２８１

187

総務業務（一般事
務）

◆主に会計処理、総務事務をして頂き
ます。


・銀行や郵便局などへの外出用務あり
（社有車使用：ＡＴ軽乗用車）


正社員以外 変形（1ヶ月単位） リゾートトラスト株式会社　エクシブ伊豆
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 煮方・刺し場経験者

200,000円～300,000円
又は6時00分～21時00

静岡県伊東市竹の内１－１－３

186

調理スタッフ ○調理全般（和食中心）
○バイキング形式のレストランにおい
ての調理
　（寿司、天ぷら、ビザ、ステーキ
など）
〇接客応対
○調理場の片づけ

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

月給 接客業の経験あれば
優遇します。250,000円～300,000円

静岡県伊東市富戸７７４－１
【イサナリゾート】

185

料飲スタッフ（マ
ネージャー候補）

ホテル旅館の料飲（レストラン、宴会
場）での業務全般です。
レストラン、宴会場においてお客様の
飲食サービスを行います。

※宿泊のお客様に提供する料理はバイ
キング形式が主となりますが、宴会の

正社員以外 変形（1ヶ月単位） ホテル　ラヴィエ川良
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)5時45分～21時30分

月給 (2)7時30分～12時00分

270,000円～400,000円 (3)13時00分～18時00

静岡県伊東市松川町１－１２
（伊東園ホテル）

184

マネージャー候補 マネージャーとして、ホテルの管理業
務全般を担当していただきます。
●フロントの接客対応
　フロント業務から予約対応（電話や
インターネットによる）
　お客様の案内業務
●レストランにおける接客対応

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　イサナ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

月給

223,900円～223,900円
又は6時00分～22時00

183

地域限定契約社員／
ホテルサービスス
タッフ（伊東園ホテ
ル）

フロント、レストラン、予約、客室清
掃等、業務全般をお願いします。
具体的には、
フロント・予約：チェックイン、
チェックアウトの手続き、予約対応、
その他お客様対応等
レストラン：料理の補充、下膳、お客

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
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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4年1月5日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 0557-45-4811 従業員数 15人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 理学療法士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 2554911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-55-9201 従業員数 10人

年　　齢: 44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 あり

求人番号: 22052- 2516511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-35-1355 従業員数 3人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 2501311 各種保険： 雇用・労災・健康 月平均 1時間

     TEL: 0557-54-2700 従業員数 34人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 保育士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 2594611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-55-7473 従業員数 14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： 毎　週 時間外 なし 管理栄養士

求人番号: 22052- 2556711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-32-0808 従業員数 10人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 看護師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22052- 2597711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-48-0011 従業員数 28人

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

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

求人番号: 22052- 2593311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-54-1613 従業員数 139人

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

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 介護職員初任者研修修了者

求人番号: 22052- 2582511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間 介護福祉士

     TEL: 0557-54-1613 従業員数 139人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 2584011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 2時間

     TEL: 0557-48-0011 従業員数 2人

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

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22052- 2585311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-48-0011 従業員数 2人

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

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22052- 2586611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-51-0888 従業員数 12人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22052- 2590511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0557-54-0054 従業員数 39人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

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

求人番号: 22052- 2572711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

月給 (2)9時00分～18時00分 介護施設での経験が
あれば尚可180,000円～240,000円 (3)17時00分～9時30分

静岡県伊東市荻５７８－３（ひだまり）

208

介護業務 『有料老人ホーム　ウェルケア伊豆高
原』において、介護業務全般（食事・
入浴・排泄等の介助、外出やレクリ
エーションなどの支援等）を行いま
す。

※入居者数：３０名

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　有楽
『ウェルケア伊豆高原』雇用期間の定めなし (1)6時30分～15時30分

月給

160,000円～210,000円

静岡県伊東市八幡野１７４１－２６６

静岡県伊東市宇佐美１０４８－１

207

障がい者支援スタッ
フ　【デイサービス
ひだまり】

／
地域の障がいをお持ちの方を支援する
デイサービスでのおシゴトです！
＼

▼具体的には・・・
・ご利用者様の日常生活全般の支援

正社員以外 変形（1年単位） 社会福祉法人　城ヶ崎いこいの里
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時15分～17時15分

月給 主任介護支援専門員

270,000円～480,000円
又は9時00分～18時00

静岡県伊東市宇佐美１０４８－１

206

主任介護支援専門員
（居宅）

ケアプラン作成
モニタリング・アセスメント業務
サービス担当者会議の調整・開催
利用者家族へのケアプラン説明と同意
等
上記に付帯した一切の業務


正社員 株式会社　たばら
「スマイル」雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

250,000円～381,000円
又は9時00分～18時00

静岡県伊東市八幡野１０２８番地の４

205

居宅介護支援専門員 ケアプラン作成
モニタリング・アセスメント業務
サービス担当者会議の調整・開催
利用者家族へのケアプラン説明と同意
等
上記に付帯した一切の業務


正社員 株式会社　たばら
「スマイル」雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

190,900円～273,100円

静岡県伊東市八幡野１０２８番地の４

204

主任介護支援専門員
（地域包括支援セン
ター）

伊東市の委託を受けた業務です。
○地域の高齢者の身近な相談窓口とし
ての業務

○介護、福祉、医療、健康等さまざま
な相談業務


正社員 社会福祉法人　十字の園
『伊豆高原　十字の園』雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)10時00分～19時00

175,100円～266,800円 (3)12時00分～21時00

静岡県伊東市宇佐美１０９９－１３

203

施設介護職員 ユニットケアの入居者支援の仕事で
す。
要介護高齢者（入居者）の起床から就
寝に至る生活全般の
介護を致します。
○食事、入浴、排泄等の支援
○外出支援（買い物や病院の付き添い

正社員 交替制あり 社会福祉法人　十字の園
『伊豆高原　十字の園』雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 (2)8時30分～17時30分

173,000円～300,000円 (3)11時00分～19時00

静岡県伊東市広野４－４－２１　カメダハウスＧ号

202

介護職員 有料老人ホーム「スマイル」において
の介護業務を担当していただ
きます。
○入居者様の日常生活の援助
（食事介助・入浴介助・排泄介助、
等）
○居室整備

正社員 交替制あり 株式会社　たばら
「スマイル」雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給

255,540円～267,700円

静岡県伊東市静海町３－２０

201

訪問入浴看護師 訪問入浴介護のお仕事です。

在宅で介護が必要な方への入浴介護に
おける利用者様のバイタルチェック・
入浴介助を行います。

介護職員二名と共に、一日平均六名前

正社員 変形（1年単位） 株式会社　ティー・シー・エス　伊東営業所
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 保育所、学校給食等
の経験があれば可176,000円～212,600円

静岡県伊東市八幡野１１８９－１７０

200

栄養士 献立表の作成　業者への発注　保育園
の給食の調理
食材の下ごしらえ　離乳食や手作りお
やつの調理
食器や調理器具類の消毒や調理場の清
掃
アレルギー食の対応

正社員 社会福祉法人栄光会　伊豆栄光なぎさ保育園
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)8時00分～17時00分

168,500円～247,000円 (3)9時00分～18時00分

静岡県伊東市鎌田９５７－１

199

保育士 保育園における乳幼児の養護と教育業
務
○昼食やおやつのお世話
○着替えを身に付ける
○昼寝をさせ遊ばせたりする
○子供たちの年齢に合わせた幼児教育
○保育記録等の事務作業

正社員 交替制あり 社会福祉法人厚生保育会　八幡野保育園
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 (2)14時20分～20時00

200,000円～200,000円

静岡県伊東市広野１－３－２６

198

歯科助手 歯科助手・受付

歯科診療補助・診療器具の消毒、清
掃・歯科医院運営に係る一般的業務

正社員 変形（1ヶ月単位） エンゼル歯科クリニック
雇用期間の定めなし (1)8時00分～13時00分

月給

176,000円～220,000円

静岡県伊東市川奈１２５５－３３５

197

訪問歯科のコーディ
ネーター、及び歯科
助手業務

主に訪問歯科診療に関する業務を担当
していただきます。
○訪問時の運転（社有車：ワゴンタイ
プ等）
○歯科診療で使用する機材の運搬
（少々重い器機もあり）
○歯科助手業務（歯科医師の診療補

正社員 アヒル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00分

月給 (2)8時30分～12時30分 理学療法の知識

196,000円～266,000円196

理学療法士 たちばなメディカルクリニック内にお
けるリハビリテーション科の理学療法
士業務全般。主に運動器リハビリテー
ションを担当。

※令和３年４月よりリハビリテーショ
ン科を新設、運動器リハビリテーショ

正社員 医療法人社団ゲズントベルク
たちばなメディカルクリニック雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分
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