
【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年1月7日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 0557-67-4156 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 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- 7173611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1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: 0557-68-0488 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: 0557-81-3986 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: 0557-82-8311 従業員数 16人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 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： その他 時間外 あり ２級電気工事施工管理技士

求人番号: 22050- 7490711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間 １級電気工事施工管理技士

     TEL: 0557-68-3350 従業員数 9人

年　　齢: 59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- 7339511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0557-67-7210 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 第二種電気工事士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり 第一種電気工事士

求人番号: 22050- 7314411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-82-6578 従業員数 73人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 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： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7597811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 22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： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 7496311 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: 35歳～54歳 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7501611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県熱海市昭和町２０－５

月給 (2)19時00分～7時00分

186,000円～189,000円 (3)9時00分～3時00分

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

静岡県熱海市昭和町２０－５

13

タクシー乗務員　就
職氷河期世代限定求
人

＜　タクシー乗務員　＞
５４才以下の二種資格がない方でも応
募可能

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。


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)20時00分～7時00分 普通自動車１種免許
取得後３年以上186,000円～189,000円

静岡県熱海市小嵐町１－４

12

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)10時00分～20時00

160,000円～160,000円 (3)12時00分～22時00

静岡県熱海市下多賀１４９２－１

11

タクシー運転手 【タクシー運転業務】
　★全車オートマ車です。

　さらなるサービス向上を目指して
　社員一同頑張っている会社です。

＊アルバイトもご相談ください。　

正社員 変形（1ヶ月単位） 有限会社小形タクシー
雇用期間の定めなし (1)8時00分～18時00分

月給

221,400円～640,700円

静岡県熱海市上多賀４５７－１

10

電気工事士 【電気工事士】
〇エアコン、ＴＶアンテナ、照明交換
等の一般住宅設備工事
〇大型施設、工場、店舗等の施設設備
工事
〇太陽光、蓄電池設置等の再生エネル
ギー設備工事

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　さんふらわー
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給

210,000円～250,000円

静岡県熱海市昭和町１７番６号

9

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

月給 ＣＡＤ、積算ソフト
の利用経験がある
方、優遇いたしま

280,000円～430,000円

静岡県熱海市紅葉ガ丘町９－２５

8

設計・積算（オペ
レーター）

あらゆる建設物の屋内外電気設備の設計・積算を行います。　　　観光地というエリア特性から、宿泊施設の物件も多く、たくさんの実績を重ねていますので、わからないことがあっても丁寧に指導します。正社員 株式会社　山田電工社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

220,000円～355,000円

静岡県熱海市紅葉ガ丘町９－２５

7

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

日給

194,400円～324,000円

静岡県熱海市紅葉ガ丘町９－２５

6

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

静岡県熱海市下多賀１１７３－３

5

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

250,000円～600,000円

静岡県熱海市下多賀１１２０－１
宮川浄水場

4

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 ＊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

静岡県熱海市下多賀１１２０－１
宮川浄水場

3

【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

静岡県熱海市下多賀４６４－１２

2

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

165,000円～484,000円

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

建設作業員 基礎工事　外構工事　土木工事 正社員 株式会社　関野建設
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年1月7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: 0557-82-2410 従業員数 52人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7182911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0557-82-2410 従業員数 52人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 7186211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-82-2410 従業員数 52人

年　　齢: 35歳～54歳 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7188411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-82-2410 従業員数 52人

年　　齢: 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: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 7189011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-81-5951 従業員数 47人

年　　齢: 60歳以上 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7196411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 27時間

     TEL: 0557-81-5951 従業員数 47人

年　　齢: 18歳以上 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- 7197011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 27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: 0557-82-1355 従業員数 12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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7495011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     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: 0557-81-0755 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: 0557-29-6470 従業員数 20人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7191111 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

静岡県熱海市昭和町１３－１９　３階

26

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

時給

187,680円～326,400円
又は8時30分～19時00

静岡県熱海市和田浜南町５－１

25

軽作業 ★海外、国内販売の発送手続き、梱
包、開梱
＞＞インターネットサイトで買い物が
できるぐらいの
基本的なＰＣ操作ができればＯＫ
バーコードのシール貼りもお願い致し
ます

正社員以外 交替制あり 株式会社ＢｕｙＪａｐａｎ熱海支社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 ガソリンスタンド経
験225,000円～260,000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

24

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 (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　熱海駅前第一ビル２階、４階

23

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

静岡県熱海市昭和町２０番１４号

22

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

179,300円～220,100円

静岡県熱海市西山町３６－１３

21

調剤薬局医療事務 ・薬局受付対応
・処方箋パソコン入力（ＱＲコード使
用）
・店舗運営における業務

－未経験の方にも丁寧に仕事を教えま
す－

正社員 株式会社　ライラック　スミレ薬局
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 (2)19時00分～4時07分

156,123円～156,123円

静岡県熱海市西山町３６－１３

20

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

月給 (2)19時00分～4時07分

156,123円～156,123円

静岡県熱海市西山町３６－１３

19

タクシー乗務員（有
期契約社員）

※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

正社員以外 変形（1ヶ月単位） キングタクシー株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～16時07分

月給 (2)19時00分～4時07分

156,123円～156,123円

静岡県熱海市桜木町７－６

18

タクシー乗務員（嘱
託・定時）

※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

正社員以外 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

月給 (2)9時00分～2時00分 普通免許取得後三年
経過186,000円～189,000円 (3)9時00分～7時00分

静岡県熱海市桜木町７－６

17

ホテル付ドライバー 熱海市内有名ホテル付きドライバーを
して頂く仕事です
伊豆半島・箱根方面へお客様をご希望
に応じて観光案内
する業務です
普通二種免許が必要ですお持ちでない
方も会社負担にて

正社員 変形（1ヶ月単位） 伊豆第一交通　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～18時00分

月給

186,000円～189,000円
又は0時00分～23時59

静岡県熱海市桜木町７－６

16

観光タクシ―ドライ
バー　就職氷河期世
代求人

＜観光タクシー乗務員＞

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


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

月給 普通免許取得後３年
後186,000円～189,000円

又は8時00分～7時59分

静岡県熱海市桜木町７－６

15

タクシ―乗務員 タクシー乗務員を募集いたします
タクシーにてお客様を目的地まで
安全にお送りする業務です
お客様の要望で名所及び旧跡などを
ご案内する業務があります
車種はクラウン・コンフォ－ト・　
アリオン・エスクワイア等です

正社員 変形（1ヶ月単位） 伊豆第一交通　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～18時00分

月給 普通免許取得後３年
経過186,000円～189,000円

又は8時00分～7時59分

14

養成タクシー乗務員 タクシー乗務員を募集いたします
タクシーにてお客様を目的地まで
安全にお送りする業務です
お客様の要望で名所及び旧跡などを
ご案内する業務があります
車種はクラウン・コンフォ－ト・　
アリオン・エスクワイア等です

正社員 変形（1ヶ月単位） 伊豆第一交通　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～18時00分
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年1月7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: 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- 5290511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 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: 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: 0557-81-5111 従業員数 63人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7159111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 15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: 0557-55-7520 従業員数 113人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7600511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25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- 7578911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 23時間

静岡県熱海市春日町１－２

月給

230,000円～265,000円
又は8時00分～20時00

静岡県熱海市水口町１１番４８号

39

フロント業務 ・温泉旅館のチェックイン・チェック
アウト業務
・客室への案内
・電話応対（内線電話、外線対応）
・予約情報の入力（簡単パソコン作
業）
・浴場温度チェックと簡単な清掃

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

275,081円～400,016円 (3)13時00分～22時00

静岡県熱海市春日町９番１号
ザ・クレストタワー熱海

38

接客サービス　リー
ダー候補　ふふ熱海

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

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

月給

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

37

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

静岡県熱海市内

36

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

静岡県熱海市咲見町６－５

35

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

170,000円～180,000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

34

中銀ケアホテル　フ
ロントスタッフ

介護付き有料老人ホーム『中銀ケアホ
テル』
お客様の快適な暮らしをサポートする
【フロントスタッフ】を募集します。

お任せするのは、接客対応をメインに
伝票処理や従業員の出勤管理など。タ

正社員以外 中銀インテグレーション株式会社　熱海支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時15分～17時15分

月給

215,000円～300,000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

33

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　第
一ビル２Ｆ
株式会社エンゼル不動産「熱海
店」

32

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 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

31

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

30

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 接客経験、営業経験
ある方265,000円～400,000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

29

【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

月給 接客経験あれば尚良
し247,550円～276,690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

28

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 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27

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

3/8



【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年1月7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: 0557-68-3151 従業員数 50人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7548511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 26時間

     TEL: 0557-81-5181 従業員数 48人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 7532011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 0557-86-1045 従業員数 37人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7540011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2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: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7507511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 0557-55-7520 従業員数 113人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7510911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 0557-55-7520 従業員数 97人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7512711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-55-7520 従業員数 0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- 7517011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 0557-81-6780 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: 22050- 7462611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 0557-68-3151 従業員数 50人

年　　齢: 不問 休　　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- 7468511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-80-4050 従業員数 63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: 22050- 7334911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30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- 7280811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-67-2643 従業員数 36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: 22050- 7288111 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 0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- 7270911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

静岡県熱海市桃山町１８－４２

月給 事務経験者

200,034円～300,087円

静岡県熱海市網代６２７－３６３

52

一般事務 ふふ熱海、ＡＴＡＭＩせかいえ、ＡＴ
ＡＭＩ海峯楼の３つのホテルをバック
オフィスで支える一般事務（総務・経
理・労務）のお仕事です。
また、従業員の心の機微を感じとり、
働きやすい環境をつくるサポートをし
ていただきます。

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 (2)13時30分～20時00 調理の経験

173,000円～272,250円 (3)8時00分～16時00分

静岡県熱海市下多賀　６６０

51

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

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

月給 (2)8時30分～17時30分 旅館・ホテルでの総
務経理経験２年以上
もしくは経理の経験

180,000円～250,000円 (3)9時00分～18時00分

静岡県熱海市伊豆山７１７－１８

50

総務経理 総務課にて経理をはじめ、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 調理師経験者

220,000円～250,000円

静岡県熱海市下多賀　６６０

49

調理師 ◆厨房内での調理および仕込
　和食を中心とした調理全般および仕
込をしていただきます。
※慣れてきましたら、味付けなど本格
的な調理をお願いします。

正社員以外 交替制あり ハートピア熱海（株式会社アヤハレークサイドホテル）
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)11時00分～20時00

月給

180,000円～250,000円
又は9時30分～18時30

静岡県熱海市海光町９番８号

48

館内設備係 風呂の清掃管理
ボイラー管理
館内外設備等の保全修理
庭園の手入れ

正社員 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)11時00分～22時30 日常的な英会話がで
きるか、話せるよう
になる努力ができる

200,000円～250,000円

静岡県熱海市水口町１１－４８

47

温泉付き宿泊施設
（ホステル）の運営
スタッフ

当ホステルは少人数で運営しています
ので、他の宿泊施設と比べ、フロン
ト、調理場、内務など細分化された業
務ではありません。
具体的には以下の通りです。

・お客様のチェックイン・チェックア

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社楽一　温泉ホステル陽の笑
雇用期間の定めなし (1)6時00分～17時45分

月給 鮨経験者
カウンターの為、接
客が好きな方歓迎

200,034円～400,016円

静岡県熱海市伊豆山２６９

46

調理／寿司（ふふ熱
海）

地産地消にこだわり、地元でとれた新鮮な食材を使用。仕込み、握り、接客など。すべて一から手作りで調理をし、お客様へ提供しています。プライベート感のあるカウンターや個室のお席、地元の穫りたての海鮮で腕をふるってください。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～21時30分

月給 宿泊、販売、営業な
ど接客業務経験200,043円～350,108円

静岡県熱海市水口町１１番４８号

45

ナイトフロント（Ａ
ＴＡＭＩせかいえ）

夜間の接客、管理業務をお願いいたし
ます。
ナイトスタッフの具体的な業務は、売
上集計、翌日のチェックイン・アウト
準備、フロント業務、館内巡回やお客
様対応等です。

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)21時00分～8時00分

月給 (2)10時00分～19時00 ホテル・旅館業界経
験者200,034円～350,002円 (3)13時00分～22時00

静岡県熱海市伊豆山２６９

44

接客サービス（ふふ
熱海）

一組一組のお客様とご丁寧に向き合う
『バトラー業務』をご担当いただきま
す。
バトラーは、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。
■コンシェルジュ（チェックイン・

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

月給 (2)10時00分～19時00 ホテル・旅館、飲
食、販売、営業など
人と接する職種経験

200,034円～350,002円 (3)13時00分～22時00

静岡県熱海市春日町１２－４

43

ホテルスタッフ　Ａ
ＴＡＭＩせかいえ

お客様に最高の時間をお過ごしいただ
ける質の良いサービスを提供するホテ
ルスタッフを募集します。お客様に寄
りそったおもてなし、お客様に「また
来たい」と思ってもらえる心に残る接
客を始めませんか。

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

205,000円～205,000円

静岡県熱海市田原本町２－１９

42

フロント フロントでのチェックイン・チェック
アウトをはじめとする接客や予約確認
等の電話対応、その他バックヤードで
の事務作業等を行います。１勤務２５
時間と２．５日間の休日を組み合わ
せ、月８回の勤務で月給を稼ぐことが
できます。

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社東横イン熱海駅前
雇用期間の定めなし (1)10時30分～11時30

月給

191,700円～261,700円

静岡県熱海市下多賀　６６０

41

フロント 下記の業務を担当していただきます。
チェックイン、チェックアウトの手続
き、お客様の対応、電話対応などを行
います。

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社東海聚楽　熱海聚楽ホテル
雇用期間の定めなし (1)8時00分～19時00分

月給 経験者優遇

300,000円～380,000円40

調理係（責任者候
補）

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

正社員 変形（1年単位） 伊豆網代温泉　松風苑（サンユー建設　株式会社）
雇用期間の定めなし (1)6時30分～18時30分
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年1月7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: 0557-68-3151 従業員数 50人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7227311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-55-7008 従業員数 10人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7137411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20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: 090-2917-4378 従業員数 5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- 7450511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-85-2000 従業員数 70人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7557411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-38-5058 従業員数 4人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 2406611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     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: 0557-29-6400 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: 0557-82-3000 従業員数 337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- 7428411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     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- 7209411 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: 不問 休　　日： 祝他 管理栄養士 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- 7170411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-81-9171 従業員数 700人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7171011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 15時間

     TEL: 0557-81-9171 従業員数 700人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 保育士 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- 7178211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

静岡県熱海市東海岸町１３－１

月給 (2)8時00分～17時00分

183,150円～286,650円 (3)8時30分～17時30分

静岡県熱海市東海岸町１３－１

65

保育士 ・院内託児室での乳幼児の世話等をし
ていただきます。
・保育士業務及び事務。
・利用者の状況に合わせて、日曜・祝
日の勤務もあります。

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)7時30分～16時30分

月給 (2)16時30分～9時00分 看護師業務経験

255,210円～353,450円

静岡県熱海市東海岸町１３－１

64

看護師 病棟、手術室、透析室での看護師業務
託児所利用者のみマイカー通勤可能

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

月給 (2)8時30分～17時30分 管理栄養士業務経験

200,470円～269,700円 (3)9時30分～18時30分

静岡県熱海市下多賀４７７

63

管理栄養士 病院の管理栄養士として、栄養指導、
献立作成、発注業務、調理等を担当し
ていただきます。
当院の食事は単なる「病院食」ではな
く、患者様の嗜好に合わせた
メニュー作り・調理に力を入れ、器や
盛り付けに配慮し、行事食や

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)6時30分～15時30分

年俸制 ＰＣ操作

210,000円～210,000円

静岡県熱海市昭和町２０－２０

62

事務員（業務課職
員）

病院（施設管理・営繕・修理）
　　（院内パソコンシステム管理）
社有車で買い物等の用事があります

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

189,300円～215,000円

静岡県熱海市春日町１２－６

61

医療事務 ＰＣ入力業務
受付
会計
レセプト請求
請求書の処理業務
電話対応

正社員 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 (2)9時30分～18時00分

180,000円～240,000円

静岡県熱海市東海岸町３－１９
ホテルミクラス

60

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 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３－１７
【どろめ　熱海店】

59

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 (2)9時00分～18時00分

250,000円～300,000円 (3)8時00分～17時00分

静岡県熱海市春日町７－３９

58

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 配膳又はホール経験
等180,000円～200,000円

又は11時30分～21時00

静岡県熱海市春日町１－２５

57

接客係（料飲サービ
ス）

朝夕食、宴会等での配膳等接客サービ
ス
・お客様の席へのご案内
・料理の配膳やドリンクの提供サービ
ス
・テーブルの片付けやセッティング
・お客様のご依頼された接客に関する

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 国家公務員共済組合連合会熱海共済会館ＫＫＲ　ＨＯＴＥＬ　ＡＴＡＭＩ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)6時30分～21時00分

月給 簡易宿泊フロント全
般200,000円～300,000円

又は15時00分～21時00

静岡県熱海市春日町１－２

56

ホテルの客室・フロ
ントスタッフ

・簡易宿泊フロント全般（チェックイ
ン、チェックアウト、電話応
　対、メール対応）
・布団敷き、布団上げ作業
・その他、ホテル内の清掃等
＊未経験者の方は指導します

正社員 交替制あり ゲストハウス惠（東方技研株式会社）
雇用期間の定めなし (1)8時30分～14時00分

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

静岡県熱海市上多賀１０２７－７９

55

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 (2)12時00分～21時00

215,000円～300,000円

静岡県熱海市下多賀　６６０

54

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

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

月給 不問だが経験者優遇

180,000円～300,000円53

客室サービス ご宿泊のお客様へのお食事の提供並び
に片付け
お部屋のセッティング（茶器セットや
浴衣等）

お掃除はありません。

正社員 変形（1年単位） 伊豆網代温泉　松風苑（サンユー建設　株式会社）
雇用期間の定めなし (1)7時00分～20時00分

5/8



【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年1月7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: 048-599-2010 従業員数 0人

年　　齢: 64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

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: 0557-81-9171 従業員数 3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- 7198311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-81-9171 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 管理栄養士 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- 7179511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-81-9171 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 栄養士 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- 7180311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-68-3437 従業員数 23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: 22050- 7539211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 0557-85-0707 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： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7618511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-88-0002 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- 7528111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-88-0002 従業員数 10人

年　　齢: 不問 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 なし ホームヘルパー２級

求人番号: 22050- 7530511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 介護福祉士

     TEL: 0465-63-6432 従業員数 84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- 7487311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 0557-67-5550 従業員数 32人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 祝他 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 なし 介護職員初任者研修修了者

求人番号: 22050- 7458811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 その他の福祉・介護関係資格

     TEL: 0557-80-5600 従業員数 155人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり 介護職員実務者研修修了者

求人番号: 22050- 7355511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 介護福祉士

     TEL: 0557-81-2322 従業員数 80人

年　　齢: 64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： その他 時間外 なし 作業療法士

求人番号: 22050- 7277011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-86-5200 従業員数 23人

年　　齢: 64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: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7281211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県熱海市清水町１６番１７号

月給

230,000円～280,000円

静岡県熱海市西熱海町１丁目２４－１

78

介護支援専門員 利用者の介護プラン作成等。
パソコンは専用ソフトを使用。
（専用ソフトの使用方法は指導いたし
ます。
利用者宅へは社用車使用。
初心者大歓迎。丁寧・親切に指導いた
します。

正社員 株式会社伊豆ケアサービス
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 実務経験あれば尚可

264,000円～356,000円

静岡県熱海市伊豆山７１７－１

77

理学療法士又は作業
療法士

機能訓練指導員として下記業務を担当
していただきます。
・入居者の機能訓練
・レクリエーション活動
・健康管理
・入居者の自立のためのサービス


正社員 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　黎明会　熱海ゆとりあの郷
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時30分

年俸制 (2)7時00分～16時00分 福祉施設での実務経
験あれば尚可
（未経験の方の応募

172,000円～235,000円 (3)11時00分～20時00

静岡県熱海市下多賀８４２番４

76

軽費老人ホーム（ケ
アハウス）介護職員

複合型介護福祉施設（特別養護老人
ホーム、養護老人ホーム、ケアハウ
ス、デイサービス）での介護業務全
般。
お客様が安心して生活できるように、
身の回りの世話や相談援助等の介護
サービスを提供する仕事です。

正社員 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人湖成会　熱海伊豆海の郷
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 介護業務経験者は優
遇します。230,000円～256,000円

又は8時30分～17時30

静岡県熱海市泉１７－２

75

生活支援スタッフ
（ヘルパー）

定員３３名の介護付き有料老人ホーム
のご入居者様に対する生活支援業務
（食事・入浴・排泄介助・レクリエー
ション等のヘルパー業務全般）を担当
していただきます。

正社員 交替制あり 株式会社フレンズ南熱海
雇用期間の定めなし (1)7時30分～16時30分

月給 有料老人ホームや介
護施設での介護経験
があれば尚可

215,000円～225,000円

静岡県熱海市伊豆山１１７３番地１７５

74

介護事務 介護付有料老人ホーム　ネオ・サミット湯河原（ケア棟）における電話応対、通院同行、受診内容などの記録入力、入退院時の書類記入、生活相談員との業務調整他の業務を行います。正社員 変形（1ヶ月単位） 大和ハウスライフサポート　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時15分

月給 (2)10時00分～19時00 介護福祉士資格・
サービス提供責任者
経験者の方、優遇致

220,000円～250,000円 (3)11時00分～20時00

静岡県熱海市伊豆山１１７３－１７５

73

訪問介護員 身体介護（排泄介助、入浴介助、食事
介助）
生活援助（掃除、洗濯等）
施設内での介護が中心となります。

正社員 変形（1ヶ月単位） ＧＳＳ株式会社（介護事業所ひまわり）
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 (2)10時00分～19時00 介護ヘルパー等の経
験者優遇170,000円～200,000円

静岡県熱海市西熱海町１－２０－８

72

サービス付き高齢者
向け住宅　受付事務
及び入居者対応

・サービス付き高齢者向け住宅内の受
付一般事務及び見学者対応。
・入居者の生活支援、服薬支援及び病
院受診の付き添い等。
・入居者及び家族対応。
・館内の環境整備、清掃、軽作業もあ
ります。

正社員 交替制あり 医療法人社団南愛会
熱海温泉すみれ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

177,160円～189,200円

静岡県熱海市上多賀９３４－１６

71

生活支援（調理補
助）

＜生活支援の調理補助業務＞
サービス付き高齢者向け住宅における
調理補助の業務
・調理済み料理の盛付
・食事の配膳・下膳
　※仕込みや味付けなど調理をする仕
事ではありませんので、未経験者でも

正社員 交替制あり 株式会社　ぽっかぽかジャパン　ぽっかぽか熱海館
雇用期間の定めなし (1)6時30分～15時30分

月給 (2)6時50分～15時50分

196,300円～209,100円 (3)9時35分～18時35分

静岡県熱海市東海岸町１３－１　国際医療福祉大学熱海病院内

70

保育士 ・０歳～就学前の乳幼児の保育　
（集団生活の中で、健康や安全等の基
本的な生活習慣を確立するこ　と、積
極的で情緒豊かな社会性を養うことに
重点をおいた保育方　針で保育を行っ
ています。）


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)6時30分～15時30分

183,150円～234,650円 (3)9時30分～18時30分

静岡県熱海市東海岸町１３－１　国際医療福祉大学熱海病院内

69

栄養士 ・栄養事務。
・厨房業務（盛り付け、配食、仕込
み）。

正社員登用制度：有
（その場合、賞与支給・退職金制度に
該当します）

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

月給 (2)6時30分～15時30分

200,720円～300,000円 (3)9時30分～18時30分

静岡県熱海市東海岸町１３－１　国際医療福祉大学熱海病院内

68

管理栄養士 ・病院内食事全般の管理をしていただ
きます。
・患者さんへの栄養指導をしていただ
きます。
・献立作成

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

月給 (2)16時00分～9時00分 電気主任技術者（三
級）、ボイラー技士
（二級）、冷凍機作

153,810円～153,810円 (3)17時30分～8時30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」

67

防災センター要員
（営繕・施設管理）

・院内の営繕、設備機器管理
・防災センター内における院内監視作
業
・防火、防災対応業務
・故障、トラブル、緊急時の一次対応
・院内巡回監視

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

月給

304,000円～304,000円66

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

6/8



【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年1月7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: 0557-88-0002 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日 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- 7297711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 03-5908-2032 従業員数 19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: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 介護職員実務者研修修了者

求人番号: 13080-76149311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 介護福祉士

     TEL: 0557-80-5600 従業員数 155人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり 介護職員実務者研修修了者

求人番号: 22050- 7093111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 介護福祉士

     TEL: 0557-67-1971 従業員数 57人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日他 管理栄養士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 栄養士

求人番号: 22050- 7123911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 0557-81-2322 従業員数 60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 なし 准看護師

求人番号: 22050- 6897911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-88-0002 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 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- 6906511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-88-0002 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日 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- 6910111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     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: 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: 054-204-4000 従業員数 3人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 日祝 マンション管理士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 管理業務主任者

求人番号: 22010-30518311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 03-5244-5311 従業員数 30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: 13010-10060812 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 03-3567-9232 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 火水他 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: 13010- 5847912 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 055-983-1501 従業員数 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 

静岡県熱海市春日町１７－１４

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
熱海駅からバス「七尾原」バス停
から徒歩５分

91

（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

月給 (2)15時00分～22時00

290,000円～290,000円 (3)17時00分～22時00

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

90

マンション管理員
（夫婦等住込）／熱
海市

・受付業務
・点検業務
・立会業務
・報告連絡業務
・管理補助業務
・検針業務


正社員以外 大成有楽不動産株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～9時15分

月給 ※プラント設備での
事務経験がある方優
遇

160,000円～200,000円

静岡県熱海市田原本町６番７号
アイワマネージメント株式会社
熱海支店

89

プラント施設での事
務作業／熱海市

清掃工場焼却施設での運営事務業務

業者への発注管理や従業員の出勤表の
作成、現場経費の管理などをお任せし
ます。


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

月給

235,000円～275,000円

静岡県熱海市中央町１４－９

88

マンション管理・フ
ロント／熱海市

主に分譲マンションの管理組合運営
（理事会の開催、決算業務、居住者の
要望対応等）を行います。

◎総会・理事会の運営支援、各種検査
等の報告・届け出
◎各種設備の保守点検、建物の外観目

正社員 変形（1年単位） アイワマネージメント　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

時給 客室係の経験あれば
尚可223,600円～223,600円

静岡県熱海市紅葉ガ丘町１８－６１　２０２

87

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

月給 (2)7時00分～16時00分 経験者優遇

160,000円～200,000円

静岡県熱海市伊豆山１１７３番地の１７５

86

タクシー運転士 ○タクシー運転業務
※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
ともあります。
※上記の他、会社の定める仕事に従事
していただきます。

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

月給 (2)9時00分～18時00分 主任介護支援専門員

280,000円～350,000円

静岡県熱海市伊豆山１１７３番地１７５

85

主任介護支援専門員 要介護認定の申請代行
ケアプランの作成
介護保険サービス提供事業者との連絡
調整
サービス計画に基づいたサービス実施
状況の把握と評価
介護に関する援助知識等

正社員 ＢＳＣ株式会社
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

静岡県熱海市西熱海町１丁目２４－１

84

通所介護員 通所介護事業所業務として
食事介助、トイレ介助、入浴介助、レ
クリエーション等のお仕事をしていた
だきます。

正社員 ＧＳＳ株式会社（介護事業所ひまわり）
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 経験があれば尚可

220,303円～346,208円
又は17時00分～9時00

静岡県熱海市上多賀１０１６－１０

83

看護師 施設内診療所内にて下記の業務を行い
ます。
・看護業務
・入居者の健康管理
・ドクターとの連絡調整。
・上記内容に附帯する業務。

正社員 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　黎明会　熱海ゆとりあの郷
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時30分

月給 高齢者向け栄養管理

202,000円～236,500円

静岡県熱海市伊豆山７１７－１

82

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

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

年俸制 (2)7時00分～16時00分 福祉施設での実務経
験あれば尚可
（未経験の方の応募

172,000円～235,000円 (3)11時00分～20時00

静岡県熱海市泉４１３－１２６
ベストライフ熱海

81

特別養護老人ホーム
介護職員

複合型介護福祉施設（特別養護老人
ホーム、養護老人ホーム、ケアハウ
ス、デイサービス）での介護業務全
般。
お客様が安心して生活できるように、
身の回りの世話や相談援助等の介護
サービスを提供する仕事です。

正社員 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人湖成会　熱海伊豆海の郷
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)9時00分～18時00分

169,000円～205,000円 (3)10時00分～19時00

静岡県熱海市伊豆山１１７３番地の１７５

80

介護職／ベストライ
フ熱海／湯河原駅

業務内容としては、「食事介助・入浴
介助・排泄介助・移動移乗介
助の介護」の５大介助業務をメインに
お願いします。
他に、施設として毎日午後１時間の時
間を取って実施している「レ
クリエーション業務」も担当頂きま

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ベストライフ中部
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 介護支援専門業務

250,000円～300,000円 (3)10時00分～19時0079

介護支援専門員 要介護認定の申請代行
ケアプランの作成
介護保険サービス提供事業者との連絡
調整
サービス計画に基づいたサービス実施
状況の把握と評価
介護に関する援助知識　　　　等

正社員 ＢＳＣ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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【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年1月7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: 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: 055-971-6006 従業員数 4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- 7324311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-971-6006 従業員数 5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- 7326911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-83-3180 従業員数 23人

年　　齢: 18歳～69歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 7316311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県熱海市銀座町１４－１１

月給 (2)8時00分～17時00分 施設警備でのホテル
を中心として仕事を
していますので、ホ

170,000円～212,000円

静岡県熱海市東海岸町

96

施設警備員 施設警備の専門で、特にホテルの夜間
警備を行っています。
（巡回や受付など）
車での移動があります。（自動車免許
は必須となります。）

正社員 変形（1ヶ月単位） 関東警備保障　株式会社
雇用期間の定めなし (1)20時00分～8時00分

時給 (2)19時00分～8時00分

168,150円～168,150円

静岡県熱海市田原本町１３番地１

95

（請）警備員（パー
ルスターホテル）

　＜＜防災センター業務＞＞

　

・施設内の防災センターで常駐し設備
警報の監視。
・施設内の防災センター内での防犯カ

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～19時00分

時給 (2)9時00分～17時00分

168,150円～168,150円

静岡県熱海市和田浜南町３－９　ホテル大野屋

94

（請）警備員（熱海
駅前駐車場）

駐車場内管理
満車時の声掛け
逆走等禁止行為時声掛け

＊未経験者には丁寧に教えますので安
心してください

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～18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」

93

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92

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
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