
【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2月1日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 055-987-5541 従業員数 330人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝 ２級建築施工管理技
士

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 二級建築士

求人番号: 22050-  618521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 055-987-5541 従業員数 330人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝 １級土木施工管理技
士

就業場所: 

採用人数: 3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-  619421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 17時間

     TEL: 055-987-5541 従業員数 330人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝 １級建築施工管理技
士

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり ２級建築施工管理技士

求人番号: 22050-  620921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 17時間

     TEL: 055-975-2885 従業員数 6人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050-  590121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 4時間

     TEL: 055-987-5541 従業員数 149人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝 一級建築士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050-  557621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 055-987-5541 従業員数 330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-  558921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 055-975-2885 従業員数 6人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 車両系建設機械（基
礎工事用）運転技能

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-  437021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 4時間

     TEL: 055-984-1707 従業員数 13人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 その他の土木・測量
技術関係資格

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり ２級土木施工管理技士

求人番号: 22050-  310621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間 １級土木施工管理技士

     TEL: 055-984-1707 従業員数 13人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 車両系建設機械（整
地・運搬・積込用及

就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり 移動式クレーン運転士

求人番号: 22050-  312121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 055-971-6336 従業員数 8人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050-  220521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-975-4011 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 大型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： なし 時間外 あり 中型自動車免許

求人番号: 22050-  460921 各種保険： 雇用・労災 月平均 0時間

     TEL: 055-987-2831 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050-  411021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-999-1188 従業員数 9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: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり ２級建築施工管理技士

求人番号: 22050-  662121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間 一級建築士

静岡県三島市幸原町１丁目１－１０　銀杏館

月給 施工管理、現場監督
などの業務に従事し
た経験があると

380,000円～500,000円

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

静岡県三島市竹倉５０８－１
（集合場所）

13

施工管理 ＊住宅リフォームなどの施工管理をお
任せします。
　具体的には工事管理、現場チェッ
ク、業者調整、書類の作成等。

＊若手から６０歳代の方も幅広く活躍
し、チームワーク抜群の会社

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

日給 経験者（基礎、外
構、土木）
※未経験者でも応募

222,300円～370,500円

静岡県三島市中３５

12

土木作業員 土木作業業務をしていただきます。
・建設現場においての作業をしていた
だきます。
・基礎、外構、土木の作業が中心とな
ります。
・作業現場は主に静岡県東部地域とな
ります。

正社員 変形（1ヶ月単位） 有限会社　偕成土木建築
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

日給 造園、庭園・植栽管
理の経験175,750円～279,700円

静岡県三島市谷田夏梅木７７５

11

庭園管理・造園工 現場での作業を担当していただきます
・個人住宅等の造園及び庭園の管理作
業（剪定、除草、薬剤散布）
・自社の植木畑の管理作業（剪定、除
草、薬剤散布）
・上記に付随する作業全般

正社員 愛樹園
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

200,000円～300,000円

静岡県三島市中島１６７－９

10

土工・土木作業 道路・河川等の建設工事 正社員 株式会社　と組
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

日給 経験者優遇

220,000円～352,000円

静岡県三島市中島１６７－９

9

土木作業員 土木・建築工事の現場作業をして頂き
ます。
・土木、型枠工事の出来る方優遇
・重機オペ操作の出来る方優遇
・下水道管布設出来る方優遇
※土木作業全般の細かい作業がありま
す。

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

月給 土木技術経験者優遇

230,000円～420,000円

静岡県三島市平田１２４－２４

8

土木技術者 （１）土木工事の現場管理
（２）官公庁への提出書類作成
（３）積算（民間、官公庁）
（４）測量

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

日給 重機オペレーター又
は土木作業経験者」223,000円～356,800円

静岡県三島市文教町１－５－１５

7

重機オペレーター 重機関係：配管に伴う掘削機のオペ
レータ（操縦）


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

月給 建設業の安全管理業
務経験者235,000円～395,000円

静岡県三島市文教町１－５－１５

6

工事現場の安全管理
（建設業の安全管理
経験者募集）

当社の工事現場を定期的にパトロール
し、事故や災害を未然に防ぐために危
険な点を指導したり、研修や講習の企
画運営を通して現場の安全水準を向上
させるお仕事です。
法令（労働安全衛生法）やルールを上
から押し付けるのではなく、現場の社

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

月給 ・Ｓ造、ＲＣ造両方
の設計経験
・ＣＡＤ利用経験

280,000円～355,000円

静岡県三島市平田１２４－２４

5

建築設計（自社施工
案件を見据えた設計
業務）

－主な業務内容－　　　
・建築設計（意匠）
　└企画設計
　└基本設計
　└外注の管理・取りまとめ
・設計監理
・同行営業

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

日給 土木作業経験者

200,700円～312,200円

静岡県三島市文教町１－５－１５

4

土木作業員 沼津、三島を中心とした配管の設置工
事等の土木工事
・配管の設置
・２屯・４屯の運転
・簡単な軽作業等
・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 変形（1年単位） 金丸建設　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 施工管理の実務経験
（年数問わず）185,000円～390,000円

静岡県三島市文教町１－５－１５

3

【建築施工管理】マ
ンション・施設・工
場など

【工事内容】マンション、商業施設、
教育施設、医療福祉施設、工場、葬儀
場や結婚式場など、新築・増改築・改
修の工事全般に関わる建築施工管理。

【仕事内容】工程管理、品質管理、原
価管理、安全管理などの現場施工管

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

月給 施工管理の実務経験
（年数問わず）185,000円～390,000円

静岡県三島市文教町１－５－１５

2

【土木施工管理】道
路・河川・上下水
道・環境整備・造成
など

【工事内容】道路、橋梁、河川、上下
水道、砂防堰堤、宅地造成、圃場整備
など。主に、国土交通省、静岡県、県
東部市町発注の公共工事。

【仕事内容】工程管理、品質管理、原
価管理、安全管理などの現場施工管

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

月給 ゼネコンでの施工管
理経験必須
購買経験はなくても

280,000円～355,000円

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

建築工事における購
買・資材調達

当社が施工するマンション・商業施
設・工場などの新築・改修工事におけ
る購買（資材調達・協力会社との交
渉）業務をお任せします。

【業務内容】仕入れ業者（メーカー・
代理店）の選定と価格交渉、調達資材

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

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

1/18



【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2月1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: 090-5639-0185 従業員数 3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 あり

求人番号: 22050-  435921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 055-971-8921 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050-  360321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-986-2724 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050-  574921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0263-50-8351 従業員数 6人

年　　齢: 18歳以上 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: 20020-   61421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-971-2205 従業員数 20人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 １級管工事施工管理
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級管工事施工管理技士

求人番号: 22050-  421821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 055-971-2205 従業員数 20人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 １級配管技能士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり ２級配管技能士

求人番号: 22050-  422221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 12時間

     TEL: 055-939-9911 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 その他の電気工事関
係資格

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050-  579221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・その他月平均 30時間

     TEL: 055-992-0336 従業員数 3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 あり

求人番号: 22030-  289121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 40時間

     TEL: 055-977-4420 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: 22050-  757321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 055-986-4703 従業員数 78人

年　　齢: 62歳以下 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-  472821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 25時間

     TEL: 055-988-8811 従業員数 91人

年　　齢: 不問 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-  121721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 26時間

     TEL: 055-946-5008 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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050-  749321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 055-948-5225 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050-  686621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

静岡県三島市梅名５２１－７
三島事務所

月給 技能講習特別教育資
格保持者180,000円～350,000円

静岡県三島市安久３１７－３

26

ダクト工 工場現場の現場管理やダクト取付の業
務を行っていただきます。
商業施設や工場などの空調ダクトの取
付など空調工事全般で同じ現場に３か
月～４か月かけて工事します。

◇詳しい仕事内容◇

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

時給 ブランド品、貴金
属、着物など買取対
象商品の商品知識

247,500円～247,500円

静岡県三島市平成台５０

25

店舗　査定、買取業
務

ブランド品・貴金属・着物などの査
定。
買取業務（接客業務）。

出張買取も行っていますのでご連絡く
ださい。　　　　　　　　　※出張買
取業務の際に会社の車両（ＡＴ車両あ

正社員以外 株式会社　マックスガイ　ザ・ゴールド
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時30分～18時00分

月給 プリント基板実装や
電子部品に係わる品
質管理の経験

170,000円～220,000円

静岡県三島市徳倉１１３１－９

24

品質管理 プリント基板実装（プリント基板へ電
子部品をはんだ付け、組み立てする）
を行う会社で、品質管理部門の業務に
従事していただきます。

【具体的な仕事内容】
・ＩＳＯ９００１（認証取得済）に準

正社員以外 変形（1年単位） 昭立電気工業株式会社　三島工場
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

月給 溶接経験

203,720円～314,000円

静岡県三島市長伏１７０－６

23

建設機械、工作機械
の部品加工、組立

建設機械等の部品、組立溶接をしてい
ただきます。
・アーク溶接、半自動溶接
・板金組立作業
・プレス歪み修整
・グラインダー仕上げ

正社員 変形（1ヶ月単位） 遠藤工業株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

193,200円～254,200円

静岡県三島市徳倉１１３１番地の
９
　遠藤工業株式会社

22

事務（契約社員） ・作業指示書、納品書、請求書の作成
等、電話応対、接客
※上記内容に付帯する業務もありま
す。

正社員以外 株式会社セイコー高周波
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時15分～17時15分

時給

201,600円～201,600円

静岡県三島市谷田２４６－２８

21

製造業務 当社請負先において、下記の業務を担
当していただきます。
金属部品（主に鉄製品）の塗装に携る
業務
＊溶接した製品を塗装する前に、シン
ナーで洗浄する作業
＊その他付随する業務

正社員以外 ＦＡサポート
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 電気関係の知識・資
格有れば尚可210,000円～290,000円

静岡県三島市大宮町３丁目３－１２

20

電気工事・消防設備
業・弱電設備

建物および道路トンネル構内の電気及び消防設備の施工正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社ＡＭプランナー
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 配管工経験

210,000円～430,000円

静岡県三島市大宮町３丁目３－１２

19

配管工（給排水衛生
配管工事）

一般住宅から官庁施設の配管工事及び
配水本管工事（インフラ）・リフォー
ム工事を中心とした業務をしていただ
きます。
・若年者で実務経験が不足しても、入
社後に指導いたします。
・業務を行うために社用車を運転しま

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

月給 現場管理の実務経験
者（優遇）230,000円～550,000円

静岡県三島市柳郷地２３－１
静岡支店

18

現場管理 一般住宅から官庁施設の配管工事及び
配水本管工事（インフラ）・リフォー
ム工事を中心とした業務をしていただ
きます。
・若年者で実務経験が不足しても、入
社後に指導いたします。
・業務を行うために社用車を運転しま

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

時給

241,920円～241,920円

静岡県三島市徳倉８０４－１１

17

電気工事見習い、手
伝い（アルバイト）
≪急募≫（静岡）

＊住宅、集合住宅、公共工事、太陽光
等の電気設備工事を行います
＊仕事の範囲は静岡県内及び神奈川県
エリアです。
＊現場には社有車で行きます。
＊高所作業があります。


正社員以外 株式会社　光信電設
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時00分～18時00分

月給 屋根工事に関する経
験・知識220,000円～250,000円

静岡県三島市大場１０８６－２９０

16

建築屋根工事 一般住宅の屋根工事。
・作業地区は静岡東部、小田原市が中
心です。
・事業所所在地に集合し社有車で現地
に行きます。
・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 株式会社ニトク
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

日給

245,000円～343,000円

静岡県三島市谷田７０－５１

15

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

日給

166,400円～374,400円14

型枠大工 型枠大工業務
マンション、病院、老人ホーム等コン
クリート建造物を造る仕事です。
型枠を用いてコンクリートを流し込み
用型枠や型枠を支える支柱を組み立て
取り付ける作業等をしていただきま
す。

正社員 株式会社　落合建設
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2月1日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 055-991-4060 従業員数 100人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050-  601321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 055-991-4060 従業員数 100人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050-  602621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 042-548-1511 従業員数 5人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13150- 1832021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 055-977-1203 従業員数 18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-  109421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 055-984-1501 従業員数 110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: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050-  278221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 30時間

     TEL: 055-975-6767 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 フォークリフト運転
技能者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050-  763521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-921-3241 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　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 なし

求人番号: 22030-   65521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-921-3241 従業員数 19人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 フォークリフト運転
技能者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22030-   66421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-975-5988 従業員数 37人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 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: 22050-  151921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20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: 3人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22010-  574621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 054-282-8311 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22010-  576121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-960-9913 従業員数 39人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 火他 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-  326421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 26時間

     TEL: 055-960-9913 従業員数 12人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 火他 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 三級自動車整備士

求人番号: 22050-  334421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 26時間

千葉県千葉市花見川区大日町１３
８０－３
株式会社プラウド　千葉北店・
ガッツレンタカー千葉北店

月給

230,000円～250,000円

静岡県三島市八反畑１０７－１
株式会社プラウド　本社・店舗事
業部・保険事業部・管理部
三島店・ガッツレンタカー三島店

39

自動車整備士（千葉
北店　整備士・２級
自動車整備士）

お手頃中古車の店舗での自動車整備
販売したお車の軽整備
提案販売
車両チェック
ナビ等の付属品等の取り付け
オイル交換・タイヤ交換
各種ベルト交換・ブーツ交換

正社員 変形（1年単位） 株式会社　プラウド
雇用期間の定めなし (1)10時00分～19時00

月給

230,000円～270,000円

静岡県三島市字エビノ木４７４５
番地
　社会福祉法人　見晴学園

38

自動車整備（三島店
自動車整備・整備
士）

お手頃中古車の店舗での自動車整備
販売したお車の軽整備
提案販売
車両チェック
ナビ等の付属品等の取り付け
オイル交換・タイヤ交換
各種ベルト交換・ブーツ交換

正社員 変形（1年単位） 株式会社　プラウド
雇用期間の定めなし (1)10時00分～19時00

時給 (2)10時30分～19時30

136,950円～142,500円

静岡県三島市字エビノ木４７４５
番地
　社会福祉法人　見晴学園

37

（請）調理補助／三
島市

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

＊最大約１７０食を７名のスタッフで

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 富士産業　株式会社　静岡事業部
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)5時00分～13時30分

時給 (2)10時30分～19時30 調理師経験

189,200円～206,400円

静岡県三島市南二日町６３３－１

36

（請）調理師／三島
市

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

＊最大約１７０食を７名のスタッフで
提供

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 富士産業　株式会社　静岡事業部
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)5時00分～14時00分

月給

219,000円～265,000円
又は4時30分～13時30

静岡県三島市南二日町１１－５０　　　　　　　　　　　　　　　森永製菓（株）

35

調理 ２，０００人分程度の調理を担当していただきます。正社員以外 交替制あり 調理師専門学校は可 株式会社　マルヨ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)4時00分～13時00分

時給 フォークリフトの実
務経験167,200円～250,800円

静岡県三島市南二日町１１－５０
　森永製菓（株）三島工場

34

倉庫作業（フォーク
リフトオペレー
ター）

当社請負先三島市内食品工場におい
て、
・フォークリフトで製品の積み込み作
業
・原材料の供給及び受け入れの荷役作
業
以上が主な業務となります

正社員以外 変形（1年単位） 平和みらい株式会社　沼津支店
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 フォークリフトの実
務経験200,640円～250,800円

静岡県三島市八反畑字壱丁田１４４－１

33

倉庫作業（フォーク
リフトオペレー
ター）

当社請負先三島市内食品工場におい
て、
・フォークリフトで製品の積み込み作
業
・原材料の供給及び受け入れの荷役作
業
・ラベル作成（パソコンでのデータ入

正社員以外 変形（1年単位） 平和みらい株式会社　沼津支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～16時00分

時給

186,300円～186,300円

静岡県三島市大場２８９
三島営業所

32

荷役作業（フォーク
リフト運転）

【仕事内容】
・フォークリフトによる自動車部品の
入出庫保管作業

【仕事の流れ】　
入庫製品の検品・仕分け・保管
↓　

正社員以外 駿豆通運倉庫　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時00分～17時00分

月給 (2)7時00分～2時30分

156,240円～162,750円 (3)6時00分～18時15分

静岡県三島市大場３００

31

隔日勤務タクシー乗
務員（ドライバー）
三島営業所

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

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

月給 (2)8時00分～16時45分 土木関係業務経験者
歓迎
鉄軌道の線路保守・

172,000円～220,000円 (3)22時00分～6時50分

静岡県三島市本町１－２　静岡不
動産三島ビル４階
（当社支店）

30

線路保守係 鉄道の線路保守、点検、補修等の保線業務 正社員以外 変形（1ヶ月単位） 伊豆箱根鉄道　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～16時50分

月給 テスト設計、テスト
シナリオ・テスト
ケース作成、テスト

210,000円～360,000円

静岡県三島市玉川４６５－１

29

テストエンジニア
［要経験］三島市

アプリ・機器（ＰＯＳなど）のテスト
打鍵や検証を実施していただきます。
テスト工程におけるアプリケーション
のテスト（打鍵）や実機の検証を実施
がメインとなります。

正社員 株式会社　テイルウィンドシステム
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

時給 Ｗｉｎｄｏｗｓ操
作、エクセル、ワー
ド操作

176,000円～288,000円

静岡県三島市玉川４６５－１

28

ＳＥ・プログラマ ・制御系、組込系　システム開発
・Ｗｉｎｄｏｗｓ　Ｌｉｎｕｘ系　シ
ステム開発
　言語（ＶＣ＋＋、Ｃ＃、ＶＢ、Ｊａ
ｖａ）
上記に付帯する業務になります


正社員以外 情報系専門課程（大
学、短大、高専、専
門）

株式会社　ドゥシステム
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～18時00分

時給 Ｗｉｎｄｏｗｓ操
作、エクセル、ワー
ド操作

176,000円～288,000円27

ソフトウェア評価・
開発補助（動作検
証）

・ソフトウェアの評価実施業務
・取引先での設置作業、検証業務あり
・評価設計書をもとに検証作業を行い
ます

＊（例）ＰОＳレジ・業務システム
（Ｗｉｎｄｏｗｓ系）

正社員以外 情報系専門課程（大
学、短大、高専、専
門）

株式会社　ドゥシステム
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～18時00分
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年2月1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: 055-960-9913 従業員数 9人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 火他 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-  299621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 26時間

     TEL: 0557-86-1080 従業員数 1人

年　　齢: 不問 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 あり

求人番号: 22050-   62321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 055-981-7677 従業員数 5人

年　　齢: 65歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050-  738821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 042-463-0220 従業員数 5人

年　　齢: 64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: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13170- 1047721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 055-977-1488 従業員数 21人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050-  197821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 088-837-3235 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　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: 39010-  506421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 055-981-0001 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 木他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050-   49121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0463-53-1023 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 理容師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 美容師

求人番号: 14060-  198721 各種保険： 雇用・労災 月平均 24時間

     TEL: 03-6418-9186 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 美容師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13070-  760321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-988-0600 従業員数 28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： 毎　週 時間外 あり その他のサービス関係資格

求人番号: 22050-    2421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-988-0600 従業員数 28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： 毎　週 時間外 あり その他のサービス関係資格

求人番号: 22050-    3321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-976-3111 従業員数 60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-  486921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-989-1253 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 月祝他 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-  387621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

静岡県三島市文教町１－３－９３　静岡県立三島長陵高校２Ｆ

日給 (2)9時00分～17時30分 学校・大学での事務
経験163,240円～163,240円

静岡県三島市五輪　４７１６

52

一般事務（大学事
務）

・学生との窓口対応、学習相談、諸証
明発行等
・広報業務、入学案内等
・面接授業の運営及び監督
・会計事務、図書事務、施設運営、教
材管理、ホームページ管理
・その他来客対応など

正社員以外 放送大学静岡学習センター
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時30分～18時00分

月給 調理師としての経験

300,000円～380,000円
又は6時00分～17時00

静岡県三島市徳倉１１９５番地

51

調理 グランフィールズカントリークラブの
クラブハウス内にある、レストラン調
理場でお料理を作って頂きます。



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

月給 (2)12時00分～21時00 ＰＣ操作、ＷＥＢ検
索、文字入力などが
できる方

180,000円～350,000円

静岡県三島市徳倉１１９５番地

50

レストラン　店長
（主任）

温浴施設内のレストランにて、
〇レストラン業務　全般
　・ホール、キッチン業務
　・店舗売上、経費管理　（ＰＣ入
力）
　・発注、在庫管理　など

正社員 交替制あり 湯郷　三島温泉
雇用期間の定めなし (1)10時00分～19時00

月給 (2)12時00分～21時00 ＰＣ操作、ＷＥＢ検
索、文字入力などが
できる方

180,000円～350,000円

静岡県三島市中田町９番３０号　
日清プラザ１階

49

レストラン　ホール
業務

温浴施設内のレストラン、休憩スペー
スにて、
〇ホールサービス作業
　・接客サービス
　・ドリンク提供
　・ホール全般の作業　など

正社員 交替制あり 湯郷　三島温泉
雇用期間の定めなし (1)10時00分～19時00

月給

195,000円～270,000円

静岡県三島市三好町４－２３
　極楽湯　三島店内　髪剪處

48

美容師（ＱＢハウス
日清プラザ店）

★２０２１．８月２０日　ＮＥＷ　Ｏ
ＰＥＮ！

オープニングスタッフとして、
お客様へのヘアカット、及び接客サー
ビスを行っていただきます。


正社員 変形（1ヶ月単位） キュービーネット株式会社
雇用期間の定めなし

月給

250,000円～324,400円

静岡県三島市平田１４８－８

47

理容師・美容師〔静
岡・三島市〕

サロンでの施術
　カット・カラー・パーマ等

正社員 ビー・ホット　谷内　誠
（整理区分　ヒ－１６０）雇用期間の定めなし (1)10時00分～20時00

月給 整備士や自動車用品
の取付け作業の経験184,000円～200,000円

又は9時00分～19時00

静岡県三島市栄町　２－４
三島支店

46

自動車用品の販売と
取付け

自動車に関する作業が未経験の方に
は、現ピット作業員の助手をしなが
ら、簡単な取付け作業から徐々に覚え
て頂き、最終的にはカーセキュリティ
やドライブレコーダーなどの取付け作
業を行っていただきます。


正社員 有限会社ゼロ
雇用期間の定めなし

月給 経験者（ネクスコ
（旧日本道路公団）
の経験者歓迎）

600,000円～700,000円

静岡県三島市大場３１１－１

45

１級土木施工管理技
士（三島）

＊土木工事の積算又は施工管理業務　
・公共土木工事において、施工図・行
程表の作成
　作業の指導監督、工程管理などの管
理業務
・公共土木の積算業務
・社用車を使用します

正社員 （株）朝日コンサルタント
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

200,000円～220,000円

静岡県三島市大宮町１－３－１５
メゾンド大宮１Ｆ
「当社　三島営業所」
ホームページもご覧下さい

44

営業事務職 営業部署において、以下の業務を行っ
てもらいます。
・入札、契約に関する事務
・パソコンを使用して入札書、契約書
類等の作成
・委託設計額の積算
・電話対応

正社員以外 高校卒業以上 鈴木設計　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

月給 不動産業界経験のあ
る方尚可230,000円～245,000円

静岡県三島市一番町９番３７号

43

営業企画職／三島営
業所・要普免

＊当社ブランド商品「ブルーミング
ガーデン」の用地仕入～販売ま　でを
お任せします。

＊当社分譲住宅の用地仕入れから企
画・プロデュースまで、トータ　ルに
関わる事が出来ます。不動産としての

正社員 高卒以上 株式会社　東栄住宅
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～17時00分 未経験者歓迎しま
す。
宅地建物取引士手当

210,000円～400,000円

静岡県三島市一番町１５－２１
マスダビル２階

42

不動産営業員 ・管理しているマンションの管理報
告、部屋の確認、退去等の立会　業務
・部屋の清掃を掃除機、モップ等を使
用して行う場合があります。

正社員 交替制あり 株式会社　ルーム・アシスト
雇用期間の定めなし (1)9時30分～18時30分

月給 社会人経験があれば
なお良300,000円～500,000円

又は8時00分～17時00

静岡県三島市八反畑１０７－１
株式会社プラウド　本社・店舗事
業部・保険事業部・管理部
三島店・ガッツレンタカー三島店

41

薬剤師 薬局内での調剤及び患者（顧客）様への薬剤の説明。及び関連する業務。正社員 有限会社ユーアイ
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時00分

月給

250,000円～250,000円40

接客・販売（三島店
カーライフアドバイ
ザー）

お手頃中古車の店舗販売
店舗に来店していただいたお客様への
接客
提案販売
お客様の担当としてアフターフォロー
車検・点検・事故受付
任意保険販売

正社員 変形（1年単位） 株式会社　プラウド
雇用期間の定めなし (1)10時00分～19時00
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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2月1日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 055-991-5432 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050-  565621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-972-6666 従業員数 7人

年　　齢: 不問 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-  700921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-973-0882 従業員数 149人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 栄養士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050-  425321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 055-973-0882 従業員数 13人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050-   90721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 055-983-3387 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: 4人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050-  137121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-983-3387 従業員数 0人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 看護師 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22050-   46321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-977-8915 従業員数 20人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 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 准看護師

求人番号: 22050-   47621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 055-956-7270 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 歯科技工士 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-   16721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 055-982-5111 従業員数 2人

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

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050-  623721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 03-6435-6116 従業員数 20人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 社会福祉士

求人番号: 13040- 3889021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 03-6435-6116 従業員数 23人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 准看護師

求人番号: 13040- 3892421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 03-6435-6116 従業員数 23人

年　　齢: 18歳～64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: 13040- 3897021 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: 03-6435-6116 従業員数 23人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13040- 3899821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

静岡県三島市加茂川町３－３３
「あんしんホーム三島」「ケアス
テーションあさひ三島」

月給 (2)8時30分～17時30分 現場経験

185,000円～185,000円 (3)16時30分～9時30分

静岡県三島市加茂川町３３番３号
「あんしんホーム三島」「ケアス
テーションあさひ三島」

65

≪急募！！≫無資格
介護スタッフ・正社
員／三島

○サービス付き高齢者向け住宅及びデ
イサービス
○身体介護（排泄・入浴・食事等）
○巡回、コール対応
○介護記録等

＊未経験からスタートした方が多数活

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ヴァティー
雇用期間の定めなし (1)7時30分～16時30分

月給 (2)8時30分～17時30分 現場経験

190,000円～200,000円 (3)9時30分～18時30分

静岡県三島市加茂川町３３番３号
「あんしんホーム三島」「ケス
テーションあさひ三島」

64

≪急募！！≫介護ス
タッフ・正社員／三
島

○サービス付き高齢者向け住宅及びデ
イサービス
○身体介護（排泄、入浴、食事等）
○巡回、コール対応
○介護記録等

＊社内研修も充実しており、スキル

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ヴァティー
雇用期間の定めなし (1)7時30分～16時30分

月給 現場経験

275,000円～305,000円

静岡県三島市加茂川町３３番３号

「あんしんホーム三島」「ケス
テーションあさひ三島」

63

≪急募≫看護スタッ
フ（三島）

○サービス付き高齢者向け住宅及びデ
イサービス
○ご利用者様の体調維持・管理・医療
的なケアを
　行って頂きます。
○医療機関・他職種職員連携をとり、
　全員で利用者様の生活をサポートし

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

月給 現場経験

240,000円～240,000円

静岡県三島市松本３９一３


62

≪急募≫生活相談員
（三島）

○サービス付き高齢者向け住宅及びデ
イサービス
○生活相談員として、ご利用者の日々
の生活相談業務
○各記録、書類作成
○身体介護（排泄・入浴・食事等）
○ご家族やケアマネージャーとの対応

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

月給

198,900円～234,100円

静岡県三島市日の出町４－５３

61

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　ウェルネスケア
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

200,000円～400,000円

静岡県三島市長伏２２４－５

60

歯科技工士 ＣＡＤ／ＣＡＭ等技工
経験や技術レベルに応じて自費技工に
も携わっていただきます。

正社員 株式会社ＳＨＡＰＥＳ　Ｄｅｎｔａｌ　Ｌａｂ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 (2)12時00分～19時00

200,000円～250,000円
又は8時00分～19時00

静岡県三島市東町１３－２０

59

看護師 透析室での業務をしていただきます。
内科外来業務の補佐もお願いします。
医師の補佐業務もしていただきます。

正社員 変形（1ヶ月単位） 医療法人　社団　岡田じんクリニック
雇用期間の定めなし (1)8時00分～15時00分

月給 (2)8時30分～12時30分

260,000円～350,000円 (3)8時30分～13時30分

静岡県三島市東町１３－２０

58

新規開院／耳鼻咽喉
科クリニックの常勤
看護師（三島市内）

令和４年５月上旬に開院予定（三島市
立東小学校前）
新規に開院する耳鼻咽喉科クリニック
で、常勤看護師の仕事を行っていただ
く方を募集します。【医師２名体制】
・問診、採血、点滴、注射
・医師の診療介助

正社員 細川耳鼻咽喉科クリニック
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時30分

月給 (2)8時30分～12時30分

180,000円～230,000円 (3)8時30分～13時30分

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

57

新規開院／耳鼻咽喉
科クリニックの受付
及び看護助手

令和４年５月上旬に開院予定（三島市
立東小学校前）
新規に開院する耳鼻咽喉科クリニック
で、受付と看護助手の仕事を行ってい
ただく方を募集します。【医師２名体
制】
受付と看護助手の業務はローテーショ

正社員 細川耳鼻咽喉科クリニック
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時30分

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

266,000円～422,000円

静岡県三島市八反畑１２０－７
三島共立病院

56

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

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

月給 (2)9時00分～17時00分

170,250円～349,850円 (3)12時15分～20時30

静岡県三島市平田１８５－３１

55

管理栄養士 〈栄養士業務〉
　・入院患者様の栄養管理
　　（帳票作成・カンファレンスな
ど）
　・献立作成、発注、材料管理
　・調理業務、盛り付け、配膳
　・院内委員会への参加

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)6時30分～14時45分

月給

165,000円～230,000円

静岡県三島市緑町１５－１８
飯田ビル１階

54

医療事務及び看護助
手

クリニックにて受付業務と看護助手の
業務をローテーションで行っていただ
きます。
・受付、レセプトなどの医療事務全般
・患者さんの誘導、応対
・診療の補助
・清掃等

正社員 医療法人社団博和会　いのうえ内科・リウマチ科
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時45分

月給 オーディオ知識を有
している方
カスタマーサポート

300,000円～350,000円53

オーディオ製品カス
タマーサポート

弊社にて取扱をおこなう輸入オーディ
オ製品に関するアフターサポ
ート全般の業務。
お客様や製品卸先からの問い合わせ、
修理依頼の処理や、
製品メーカーへの修理出し、問い合わ
せ回答のための製品詳細確認など。

正社員 有限会社　飯田ピアノ
雇用期間の定めなし (1)11時00分～19時00
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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2月1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: 055-935-6665 従業員数 15人

年　　齢: 69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 なし 社会福祉士

求人番号: 22030-  351621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 その他の専修・各種学校教員関係資格

     TEL: 055-982-5111 従業員数 16人

年　　齢: 18歳～64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 ホームヘルパー１級

求人番号: 22050-  200021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間 ホームヘルパー２級

     TEL: 055-973-0011 従業員数 74人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050-  131221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 055-975-2435 従業員数 9人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 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-   10421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-975-2435 従業員数 10人

年　　齢: 64歳以下 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 介護福祉士

求人番号: 22050-   11321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 055-975-2435 従業員数 10人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 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-   12621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-975-2435 従業員数 7人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 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-   13921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-941-7853 従業員数 36人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050-  451621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 055-973-4717 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-  453121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-973-4717 従業員数 5人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ホームヘルパー２級

求人番号: 22050-  280321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 介護職員初任者研修修了者

     TEL: 055-973-4717 従業員数 5人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ホームヘルパー２級

求人番号: 22050-  282921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 介護職員初任者研修修了者

     TEL: 055-973-4717 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-  247321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-972-3221 従業員数 9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 なし

求人番号: 22050-   73021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県三島市新谷１９０－２
指定生活介護事業所えがお「すぎ
な班」

その他

149,730円～149,730円

静岡県三島市川原ケ谷８５－３

78

えがおすぎな班臨時
生活介護支援員（三
島市社会福祉協議
会）

心身障がい者生活介護施設への通所者
（重度心身障がいのある方）の生活介
護業務
・食事、排せつ等の介護
・日常生活上の支援
・軽作業等の生産活動
・創作的活動

正社員以外 社会福祉法人　三島市社会福祉協議会
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時30分～17時15分

月給 今迄において、障が
いを持つ人の相談な
どを経験しているこ

250,000円～270,000円
又は8時00分～19時00

静岡県三島市川原ケ谷８５－３

77

福祉相談員 障がいがある人の生活・就労・家族な
ど困っていることの相談を受けて、市
町や関係機関と連携をとり、解決を
図っていく仕事です。
訪問や会議などあり。

正社員以外 変形（1年単位） 特定非営利活動法人　けるん
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給 (2)8時00分～17時00分 今までに障害者福祉
の関係の経験があれ
ば尚可

180,000円～200,000円

静岡県三島市川原ケ谷８５－３

76

介護職員 障がいがある方の入浴介助、夕食準
備、部屋の掃除など
または買い物支援や移動支援等

正社員 変形（1年単位） 特定非営利活動法人　けるん
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 (2)8時00分～17時00分 今までに障害者福祉
の関係の経験があれ
ば尚可

180,000円～200,000円

静岡県三島市川原ケ谷８５－３

75

介護職員 障がいがある方の入浴介助、夕食準
備、部屋の掃除など
または買い物支援や移動支援等

正社員 変形（1年単位） 特定非営利活動法人　けるん
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 今迄において、障が
いを持つ人の相談な
どを経験しているこ

240,000円～260,000円
又は8時00分～19時00

静岡県三島市梅名９９－３

74

福祉相談員 障がいがある人の生活・就労・家族な
ど困っていることの相談を受けて、市
町や関係機関と連携をとり、解決を
図っていく仕事です。
訪問や会議などあり。

正社員 変形（1年単位） 特定非営利活動法人　けるん
雇用期間の定めなし

月給 保育経験

221,800円～221,800円
又は10時00分～19時00

静岡県三島市芝本町１１番地の３２

73

【児童支援員】障が
い児童支援員・児童
保育士

障がいやハンディを抱える未就学幼児
のための療育施設です。
１人１人の成長に合わせ支援の計画を
立てています。
計画に沿って「運動・音楽・言葉・園
外」などのプログラム
を小集団で学習しています。

正社員以外 特定非営利活動法人　エシカファーム
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 介護職としての経験
に限らずサービス業
として接客経験があ

170,000円～185,000円

静岡県三島市藤代町１１番地の１０

72

介護職【デイサービ
ス若芝】

　小規模型のデイサービスにおいて、
高齢者の日常生活の時間・空間づくり
を支援する仕事です。送迎・昼食・入
浴・トイレ等の基本的な介護業務があ
りますが、比較的に自立した利用者様
も多いため難易度の高いケースはあま
りありません。

正社員 変形（1年単位） 株式会社　コミュニティワーク
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時15分

月給 介護職としての経験
に限らずサービス業
として接客経験があ

170,000円～185,000円

静岡県三島市藤代町１１番地の１０

71

介護職【ふじしろデ
イサービス】

　小規模型のデイサービスにおいて、
高齢者の日常生活の時間・空間づくり
を支援する仕事です。送迎・昼食・入
浴・トイレ等の基本的な介護業務があ
りますが、比較的に自立した利用者様
も多いため難易度の高いケースはあま
りありません。

正社員 変形（1年単位） 株式会社　コミュニティワーク
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時15分

月給 介護支援専門員（ケ
アマネージャー）
普通自動車免許（Ａ

210,000円～230,000円

静岡県三島市加屋町１０番地の１
デイサービス山風木（やまぶき）

70

介護支援専門員（ケ
アマネージャー）

介護支援専門員の業務内容として
併設する「ふじしろデイサービス」と
も協力して、個別ケアにこだわった
様々なケース（居宅介護支援）に関
わっていきます。　　　まずは１５～
２０ケースを目標にしてスタートで
す。

正社員 変形（1年単位） 株式会社　コミュニティワーク
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時15分

月給 介護職としての経験
に限らずサービス業
として接客経験があ

170,000円～185,000円

静岡県三島市玉沢９５－１　デイサービスセンターたまざわ

69

介護職【デイサービ
ス山風木】

　小規模型のデイサービスにおいて、
高齢者の日常生活の時間・空間づくり
を支援する仕事です。送迎・昼食・入
浴・トイレ等の基本的な介護業務があ
りますが、比較的に自立した利用者様
も多いため難易度の高いケースはあま
りありません。

正社員 変形（1年単位） 株式会社　コミュニティワーク
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時15分

月給 (2)9時30分～18時30分

161,784円～252,828円

静岡県三島市松本３９一３


68

介護職 介護保険における通所介護業務（在宅
の要支援、要介護利用者へのデイサー
ビス）をしていただきます。
・入浴、食事、排せつ等の介助
・レクリエーションの付き添い
・送迎（普通車を使用、送迎範囲は三
島・函南）

正社員 交替制あり 社会福祉法人　伊豆社会福祉事業会　　玉
じゅ園雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)8時00分～17時00分

174,300円～306,900円 (3)9時00分～18時00分

静岡県三島市初音台１９－７
Ｐａｌｅｔｔｅ

67

介護職員 ショートステイモアナテラスにおける
ご利用者の介護　　　　　　　　　　
・食事介助、排泄介助、入浴介助、服
薬介助等の生活介護
・その他　生活援助（清掃、洗濯な
ど）

正社員 変形（1ヶ月単位） 中卒相談可、条件別
途

社会福祉法人　ウェルネスケア
雇用期間の定めなし (1)7時30分～16時30分

月給 資格（保育士、教員
免許、精神保健福祉
士、社会福祉士のい

180,000円～180,000円
又は8時30分～17時30

66

児童指導員 児童発達支援事業所おいて、下記業務
を担当していただきます。
＊未就学児の療育
＊児童療育に関連する業務や施設内の
雑務等

※定員１０名

正社員 特定非営利活動法人優輪会
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2月1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: 055-975-2610 従業員数 250人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050-  242721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 055-975-2610 従業員数 250人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050-  243821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 0533-68-2321 従業員数 15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 なし

求人番号: 23141-   99921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-982-5500 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050-  683521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 055-977-1181 従業員数 8人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 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 なし 二級自動車整備士

求人番号: 22050-  519821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 自動車検査員

     TEL: 054-204-2134 従業員数 7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 あり

求人番号: 22010- 2222121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-976-8866 従業員数 50人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 ホームヘルパー２級 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 介護福祉士

求人番号: 22050-  456821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-924-5381 従業員数 40人

年　　齢: 不問 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: 22030-  431621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0467-73-8920 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 14080-  148321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0467-73-8920 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 14080-  154521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 055-939-5330 従業員数 9人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050-  778721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形・その他月平均 19時間

     TEL: 06-4704-0138 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 あり

求人番号: 27010- 5568121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 055-975-9055 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050-  467421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

静岡県三島市南町２番１９号

月給 経験者優遇

217,000円～263,000円

静岡県三島市一番町１７－１
富士山三島東急ホテル

91

設備員（エリア巡
回）

設備管理業務全般

・保守管理、保守作業（空調・排水な
ど）
・立会
・常駐現場代務
・パソコンによる報告書作成

正社員以外 交替制あり 株式会社東海ビルメンテナス東静岡営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

その他 商業施設・オフィス
ビル等の設備管理経
験

165,000円～165,000円

静岡県三島市萩３２２番地

90

設備技術員（三島） 常駐ビル物件における各種設備にかか
わる業務
１．建築設備機器の操作運転業務
２．諸設備の日常保守点検業務
３．設備・館内異常時の緊急対応業務
４．外注業者による点検や設備改修工
事の立会い、施工管理業務

正社員以外 交替制あり 株式会社　東急コミュニティー　ビル事業本部　第二事業部
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時30分

月給

250,000円～250,000円

静岡県三島市平成台４０－１

89

営業 ＊大手ホームセンターとの提携によ
り、害虫、害獣駆除・環境改善（断熱
工事・防湿工事）、塗装等の依頼、受
付、外まわり営業をしていただきま
す。
＊２～３人１組で行動します。

正社員 変形（1年単位） 三井マネジメント株式会社　三島営業所
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

日給 (2)6時00分～15時00分

172,800円～172,800円 (3)7時00分～16時00分

静岡県三島市平成台４０－１

88

急募！早朝野菜の簡
単なカット・加工

工場内にて、野菜のカットや下処理等
の簡単なお仕事です。
主に機械を使用しての加工や洗浄など
のお仕事で、未経験者でも安心して出
来る早朝からの安定したお仕事です。
《急募！》

無期雇用派遣労働者 株式会社　ＩＨＳ
雇用期間の定めなし (1)5時00分～14時00分

日給

164,160円～164,160円

静岡県三島市平成台４２
東海金属工業株式会社

87

＜急募＞惣菜の簡単
な製造・加熱・サラ
ダのカット

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

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

時給

205,440円～205,440円

静岡県三島市中央町３－３２　小出ビル２階

86

自動車ドア部品の製
造　ボタン操作

《具体的なお仕事説明》
〇機械をボタンで操作するだけの単純
作業です♪
〇部品をセットして、ボタンを押すだ
けなので簡単ですよ！
〇片手で持てる重さなので安心♪
〇男性は２０代から５０代の方まで、

有期雇用派遣労働者 変形（1年単位） 株式会社三幸コーポレーション
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

月給 (2)9時00分～18時00分 ヘルパー経験

182,000円～275,000円 (3)10時00分～19時00

静岡県三島市松本２７０番地
靜甲株式会社　三島工場

85

介護ヘルパー ・利用者の自宅に訪問し身体介護（食
事、移動、排せつ、入浴）及　び生活
支援（掃除、洗濯、買物代行）を行い
ます
・訪問がないときはパンフレットや資
料を居宅に持って行って貰う　ことも
あります

正社員 交替制あり 株式会社　メディカル・ワン・アップ　静岡オフィス
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給

196,728円～196,728円

静岡県三島市梅名３１３－３

84

（派）部品の取入れ
払い出しと付帯業務
／三島市

液体充填自動化機械製造会社（当社親
会社）で部品管理のお仕事

（１）部品の取入れと払い出しならび
に簡単な測定
（２）近隣取引先への配送（軽トラ・
２トントラック）

有期雇用派遣労働者 エススタッフサービス　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時30分～17時15分

月給 自動車整備士として
働いたことがある
方。ガソリンスタン

240,000円～350,000円

静岡県三島市松本３１８－１

83

自動車整備業 大型車・普通車の自動車車検・整備・点検業務 正社員 変形（1ヶ月単位） 鈴木自動車総業株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 自動車整備の経験

200,000円～300,000円

静岡県三島市塚原新田１８１－１
　伊豆フルーツパーク

82

自動車整備・鈑金塗
装

・自動車整備、板金塗装、車検点検等
・ナビ取付、タイヤ交換、洗車、車内
清掃等

正社員 マコト自動車工房　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

時給

207,360円～207,360円

静岡県三島市南田町４番５０号

81

農園管理（静岡県三
島市）

・メロン、苺、みかんなどの栽培作業
を担当します。

・接客（フルーツ狩りの案内）

・農園パートさんへの指示
　シフト管理、予約管理、予定管理

正社員以外 株式会社　蒲郡オレンジパーク
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

179,520円～278,080円

静岡県三島市南田町４番５０号

80

郵便配達 ・自動車（軽四輪）に乗り、郵便物や
荷物を配達・集荷するお仕事です。

正社員以外 交替制あり 日本郵便株式会社郵便事業総本部　三島郵便局
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時15分

時給 (2)8時30分～17時15分

179,520円～278,080円79

郵便配達 ・バイク（カブタイプ）に乗り、郵便
物・荷物を配達するお仕事で　す。
・郵便配達を行う前に事前準備作業が
あります。
・勤務地は三島郵便局のほか、湯ヶ島
郵便局、大仁郵便局、韮山郵　便局、
伊豆長岡郵便局、修善寺郵便局でも募

正社員以外 交替制あり 日本郵便株式会社郵便事業総本部　三島郵便局
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～16時45分
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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2月1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: 055-983-1501 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-  441321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-977-1821 従業員数 5人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 土日他 交通誘導警備業務検
定２級

就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050-  113721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 080-9723-4141 従業員数 3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 あり 作業療法士

求人番号: 22031-  345721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間 柔道整復師

     TEL: 052-681-7107 従業員数 32人

年　　齢: 79歳以下 休　　日： 土日他 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: 23030-  447021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 055-975-3111 従業員数 400人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 社会福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 精神保健福祉士

求人番号: 22050-  429021 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-975-3111 従業員数 38人

年　　齢: 不問 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 なし 看護師

求人番号: 22050-  305121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 准看護師

     TEL: 0550-82-2088 従業員数 6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 なし

求人番号: 22031-  153821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 0558-76-6000 従業員数 19人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 １級建築施工管理技
士

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり ２級建築施工管理技士

求人番号: 22050-  514621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間 二級建築士

     TEL: 0558-76-6000 従業員数 19人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 １級土木施工管理技
士

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり ２級土木施工管理技士

求人番号: 22050-  515921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0558-76-6000 従業員数 19人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 その他の技術関係資
格

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-  518721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 055-949-0151 従業員数 13人

年　　齢: 64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-    8721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 090-1092-0925 従業員数 1人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050-   44521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 055-949-4564 従業員数 7人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050-  587521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県伊豆の国市韮山山木８４３

月給 企業での経理（決算
処理）若しくは税理
士事務所での経験

165,000円～165,000円

静岡県伊豆の国市　南江間　２００２－３８

104

経理 ＊経理事務　帳簿の仕訳、データ入力
他
　月次・年次決算書類

＊秘書業務あり

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

月給 建設現場での経験が
望ましい184,800円～391,000円

静岡県伊豆の国市韮山山木１２０－７

103

建設作業員 ＜大手建設現場の作業員募集＞
・とび工事
・足場仮設作業

※未経験の方でも丁寧に指導いたしま
す。
※各種資格支援制度あり

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

月給

280,487円～379,573円

静岡県伊豆の国市三福２５０－１

102

土木工事における現
場作業員

重機及び車両の運転を伴う工事現場で
の作業
・会社に集合して社有車で現場に移動
します。
・中型ダンプトラックの運転
・宅地の造成作業
・土木作業

正社員以外 変形（1年単位） 成和建設株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

日給 未経験可。建設工事
現場での、もの作り
経験があれば尚可。

208,000円～363,000円

静岡県伊豆の国市三福２５０－１

101

現場技能職 自社土木建築現場でのもの作り作業
機械を使った掘削や埋戻し、コンク
リート打ち込み、足場組立解体
側溝や縁石の設置等

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

月給 施工管理経験者

270,000円～450,000円

静岡県伊豆の国市三福２５０－１

100

土木施工管理技術者 土木、舗装、管工事等の施工管理など
をしていただきます。
現場予算管理、図面作成、工程管理、
品質管理、出来形管理、写真管理等を
行います。
主に道路工事や河川工事になります。
現場は静岡県東部が中心ですが県外で

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

月給 施工管理経験者

270,000円～450,000円

静岡県伊豆の国市神島１８５０－１　二葉建設　大仁工場

99

建築施工管理技術者 公共工事及び民間工事の建築工事の施
工管理を行っていただきます。
現場予算管理、図面作成、工程管理、
品質管理、出来形管理、写真管理等を
行います。
現場は静岡県東部が中心ですが、関東
地方（神奈川、東京、千葉など）の現

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

時給 (2)8時00分～16時50分 事務経験

163,447円～180,652円

静岡県三島市南二日町８－３５

98

一般事務（伊豆の国
市・大仁工場）

工場内の事務所にて計量伝票の発行やパソコン入力、電話応対等の一般事務を行っていただきます。正社員以外 二葉建設株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時00分～17時00分

月給

194,052円～202,601円

静岡県三島市北田町４－４７（障がい福祉課）

97

保健師、看護師、准
看護師（健康づくり
課）

フルタイム会計年度任用職員（地方公
務員法第２２条の２第１項第２号）
乳幼児健康診査事業、補助金交付事
務、母子保健事業補助等

※看護師の場合、乳幼児健康診査事業
は保健指導以外の業務

正社員以外 三島市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時30分～17時15分

月給

197,863円～197,863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総合研修
センター】

96

障がい福祉専門相談
員（障がい福祉課）

フルタイム会計年度任用職員（地方公
務員法第２２条の２第１項第２号）
産休代替
障がい者等からの相談業務、その他障
がい福祉制度全般に係る窓口・電話対
応、パソコンデータ入力業務等

正社員以外 三島市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時30分～17時15分

月給 (2)13時00分～22時00 ３００食以上の社員
食堂で５年以上の責
任者経験

260,000円～270,000円

静岡県三島市南本町１－４南本町ビルディング１Ｆ

95

調理師責任者（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責任者（地域社
員）募集！
ご利用者が４００～４５０名程度の研
修施設での調理師と責任者業務。
献立に沿った調理、盛付、配膳、洗
浄、仕込み、シフト作成、在庫管理、
その他責任者業務等をお願いします。

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

月給

250,000円～530,000円
又は8時00分～21時00

静岡県三島市梅名５２２番地の１

94

整体（ひらいトータ
ルボディケア三島
店）

整体施術
マーケティング業務（ポスティング・
ホームページ編集など）

正社員 交替制あり 株式会社　Ｃａｎｆｏｌｄ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

日給

199,500円～210,000円

静岡県三島市一番町２０－５

93

保安の職業 ・交通誘導警備
・道路工事誘導

正社員以外 株式会社　ＰＡＶＩＮＧ　ＡＳＳＩＳＴ
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

139,689円～139,689円92

（請）清掃副責任者
／三島市一番町

清掃副責任者の作業は下記の通りで
す。
・ホール内の掃除機掛け
・トイレ清掃
・ゴミ回収
・会議室等の使用後の清掃
・共用部の清掃

正社員以外 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30分～17時00分
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年2月1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: 055-984-1501 従業員数 57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: 10人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050-  279521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 30時間

     TEL: 055-944-6600 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050-  491421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-3765-3211 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13060-  976221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 0558-76-8818 従業員数 27人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050-  512421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0558-76-8818 従業員数 27人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 水日 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-  464821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 0558-76-8818 従業員数 27人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050-  465221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-948-3040 従業員数 103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-  416421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 86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- 2182421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 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- 2250721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0558-76-3228 従業員数 195人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 医師 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-  327321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0558-76-3228 従業員数 195人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 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 あり

求人番号: 22050-  237521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 1時間

     TEL: 055-940-0011 従業員数 20人

年　　齢: 18歳以上 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： 毎　週 時間外 なし 介護職員初任者研修修了者

求人番号: 22050-  655121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-6435-6116 従業員数 23人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 准看護師

求人番号: 13040- 4377821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

静岡県伊豆の国市長岡１０１１－
６
「ふるさとホーム伊豆の国」「ケ
アステーションあさひ伊豆の国」

月給 現場経験

275,000円～305,000円

静岡県伊豆の国市原木７４４－１

117

≪急募！！≫看護ス
タッフ・正社員／伊
豆の国

○サービス付き高齢者向け住宅及びデ
イサービス
○ご利用者様の体調維持・管理・医療
的なケアを
　行って頂きます。
○医療機関・他職種職員連携をとり、
　全員で利用者様の生活をサポートし

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ヴァティー
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 (2)8時30分～17時30分

180,000円～230,000円 (3)9時00分～18時00分

静岡県伊豆の国市田京２７０－１

116

介護職員 有料老人ホームの介護職員の募集で
す。ホーム定員４２名。
（仕事内容）
・入居者の身体介護（食事・入浴・
他）
・入居者の生活支援（掃除・洗濯）
・記録作成

正社員 交替制あり 株式会社　大静
リッツケアガーデン韮山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～12時30分

192,722円～217,751円

静岡県伊豆の国市田京２７０－１

115

理学療法士 ・病院内（外来、入院患者）でのリハ
ビリ実施及び指導をして
　いただきます。
・高齢者等の身体機能回復訓練及び術
後のリハビリ業務
・在宅療養している利用者様に対して
生活に則した指導及び

正社員 変形（1ヶ月単位） 公益財団法人　伊豆保健医療センター
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給 (2)8時30分～12時30分

631,150円～758,100円

静岡県伊豆の国市長岡１０３５－
１
伊豆長岡金城館

114

医師（内科　外科
消化器科　麻酔科
検診）

内科・外科・消化器科・麻酔科・健診において、外来患者及び入院患者を診療。正社員 変形（1ヶ月単位） 公益財団法人　伊豆保健医療センター
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給

223,900円～223,900円
又は6時00分～22時00

静岡県伊豆の国市吉田１１７８
（大仁ホテル）

113

地域限定契約社員／
ホテルサービスス
タッフ／伊豆長岡金
城館

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）

月給

223,900円～223,900円
又は6時00分～22時00

静岡県伊豆の国市長岡６５９

112

地域限定契約社員／
ホテルサービスス
タッフ（大仁ホテ
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）

月給

180,000円～230,000円

静岡県伊豆の国市田京１５２－１

111

設備管理 ・営繕作業
・設備管理作業
・大浴場管理清掃
・緊急対応
・廃棄物処理

正社員以外 変形（1年単位） 株式会社　ホテルサンバレー
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～20時30分

月給 調理経験

161,000円～200,000円

静岡県伊豆の国市田京１５２－１

110

惣菜製造及び販売 小売部門セントーサにおいての作業
・惣菜製造（包丁使用します）
・商品の陳列
・商品の包装
・商品の販売
・店内の清掃

正社員 変形（1年単位） 株式会社　豪匠
雇用期間の定めなし (1)9時30分～18時00分

月給 調理の経験をいかせ
る仕事です。161,000円～250,000円

静岡県伊豆の国市田京１５２－１

109

食肉加工 伊豆近隣のホテル・旅館・事業所・病
院・学校給食・飲食店様などにお肉を
加工して納品しています。
お客様のご指定の食肉の加工をするお
仕事です。

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

月給

161,000円～200,000円

静岡県伊豆の国市南江間５３７－１　静岡工場

108

販売 小売部門セントーサにおいての仕事と
なります。
・レジ操作
・食肉並びに食肉加工品の対面販売
・商品の包装、陳列、値札貼り

正社員 変形（1年単位） 株式会社　豪匠
雇用期間の定めなし (1)9時30分～18時00分

月給 工場管理・勤務経験
者179,450円～282,000円

静岡県伊豆の国市寺家１５１－１

107

工場スタッフ（製
造、品質管理、生産
管理、その他工場業
務）

【当社　静岡工場スタッフとして勤務】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１）自動車部品用塩ビチューブの製造・品質管理・生産管理など（２）その他、工場の運営・管理に関する業務全般正社員 フコク物産　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時05分～17時00分

月給 電子機器営業、パソ
コン操作180,000円～250,000円

静岡県伊豆の国市中條字新古川２
４１－１
長岡営業所

106

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

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

月給 (2)7時00分～2時30分

156,240円～162,750円 (3)6時00分～18時15分105

隔日勤務タクシー乗
務員（ドライバー）
長岡営業所

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

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 伊豆箱根交通株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～2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2月1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: 03-6435-6116 従業員数 23人

年　　齢: 18歳～64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 ホームヘルパー２級

求人番号: 13040- 4380321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 介護職員初任者研修修了者

     TEL: 03-6435-6116 従業員数 23人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13040- 4381621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-940-2411 従業員数 12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-   64921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 055-986-0789 従業員数 10人

年　　齢: 18歳～69歳 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-  458521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-991-1337 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050-  238421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 054-292-4155 従業員数 9人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 30人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22010- 2561021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-954-1211 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22030-  665321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-947-1844 従業員数 80人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 6人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050-  609521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 6時間

     TEL: 0558-79-3072 従業員数 15人

年　　齢: 18歳～69歳 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050-  291121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0558-22-7250 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 甲種消防設備士 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 あり 乙種消防設備士

求人番号: 22110-  226421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間 第１種消防設備点検資格者

     TEL: 0558-87-1510 従業員数 3人

年　　齢: 64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: 22050-  442621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 03-6453-8888 従業員数 30人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 第三種電気主任技術
者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13040- 6538621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 18時間

     TEL: 055-984-1501 従業員数 57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: 10人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050-  283121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 30時間

静岡県伊豆市柏久保６３１－２１
修善寺営業所

月給 (2)7時00分～2時30分

156,240円～162,750円 (3)6時00分～18時15分

静岡県伊豆市柏久保１４１０
伊豆事業所

130

隔日勤務タクシー乗
務員（ドライバー）
修善寺営業所

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

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 伊豆箱根交通株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～2時30分

月給 事業用電気工作物の
工事維持又は運用に
関する実務に従事し

259,900円～332,700円

静岡県伊豆市上船原７６７－２

129

電気主任技術者／統
合職　伊豆事業所

≪正社員の求人≫
○電気事業法に基づく自家用電気工作
物の保守点検業務です
【月次点検】測定器による点検や電気
設備外観の目視点検等
【年次点検】複数人で試験器などを用
い行う法定点検　　　

正社員 一般財団法人　関東電気保安協会
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時10分

月給 プレス加工経験者優
遇200,000円～350,000円

静岡県伊豆市土肥３５７－１　　スダヤビル１Ｆ

128

プレス工 精密プレス加工オペレーター 正社員 変形（1年単位） 株式会社ユーワ　伊豆工場
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

200,000円～200,000円

静岡県伊豆の国市田京４５番地の３

127

消防設備作業員【伊
豆西営業所】

　　　　　　　　　全　国　に　展
開　中　　　　　
　　　　　　　
当社は消防設備の専門店です。
点検、工事のお手伝いをして頂きま
す。
勤務体制はシフト方式です。

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

日給 交通誘導警備業務２
級保持者優遇194,400円～259,200円

静岡県伊豆の国市長岡１１２９
順天堂大学静岡病院

126

警備員 建設・建築現場での交通誘導警備
主に県東部（伊豆の国市・伊豆市・三
島市・沼津市・函南町）となります。
経験者でブランクある方も未経験者に
も優しく丁寧に指導いたします。不安
なこと心配なこと、先輩隊員がちゃん
と相談にのってくれます。

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

時給 (2)8時00分～12時00分

163,011円～207,760円 (3)0時10分～8時20分
又は16時00分～0時10

静岡県伊豆の国市三福６３２－１
旭化成ファーマ株式会社

125

（派）病院看護助手 看護助手として現場のお手伝い。備品
管理など環境整備の他、人と接するこ
とも多いメリハリあるお仕事です！

主な仕事内容は、

・伝票などの授受を行うメッセン

有期雇用派遣労働者 変形（1ヶ月単位） 太陽技研株式会社　静岡営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～16時10分

時給 合成や分析（ＨＰＬ
Ｃ、ＧＣ）経験（学
生時代可）

250,480円～266,135円

静岡県伊豆の国市神島７６１－１
株式会社タウンズ

124

創薬のための合成や
分析業務

主業務：大手医薬品メーカーでの有機
合成実験のお仕事です。
開発中医薬品の原薬・製剤における有
機合成実験業務を行います。
ＮＭＲ、ＨＰＬＣ、ＧＣ等の分析機器
を用いた分析も担当します。
付随業務：実験準備・片付け、分析装

有期雇用派遣労働者 ＷＤＢ株式会社　沼津支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時30分～17時15分

時給

225,000円～225,000円

静岡県伊豆の国市中島２４４

123

（派）製造 【５月末までの短期】
試薬調剤、計量、組立、箱詰め

有期雇用派遣労働者 株式会社　ウィズ　静岡支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)20時00分～4時30分

時給

166,760円～166,760円

静岡県伊豆の国市中條２５２

122

（派）機械組立・製
造

大型洗濯機や真空包装用の機械の組立
作業のお仕事になります。
手順書や説明図を見ながら、工具を
使って機械を作っていきます。

自分の手で何かを作り上げることが好
きな方、

有期雇用派遣労働者 ＴＯＫＥＮネットワーク　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時30分～17時00分

月給 (2)8時30分～17時30分 障害者または高齢者
福祉施設での実務ま
たは管理経験

250,000円～280,000円 (3)11時00分～20時00

静岡県伊豆の国市原木７３３－２

121

管理者 軽度・精神知的障害者向グループホー
ムの管理業務
・入居者の生活管理（金銭／通院他）
業務
・職員の管理業務（シフト作成／研修
／業務指導）
・事務（請求管理その他）

正社員 交替制あり グループホーム　ミライカ韮山（一般社団法人ミライカ）
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

259,600円～275,160円

静岡県伊豆の国市長岡１０１１－
６
「ふるさとホーム伊豆の国」「ケ
アステーションあさひ伊豆の国」

120

主任介護支援専門員
【ル・ソレイユ原
木】

主任介護支援専門員業務は下記の通り
です

・居宅介護支援事業所管理
・介護支援業務
・ケアプラン作成
・利用者宅の定期的な訪問等

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

月給 (2)9時00分～18時00分 現場経験

185,000円～185,000円 (3)16時30分～9時30分

静岡県伊豆の国市長岡１０１１－
６
「ふるさとホーム伊豆の国」「ケ
アステーションあさひ伊豆の国」

119

＜急募＞無資格介護
スタッフ・正社員／
伊豆の国

○サービス付き高齢者向け住宅及びデ
イサービス
○身体介護（排泄・入浴・食事等）
○巡回、コール対応
○介護記録等

＊未経験からスタートした方が多数活

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ヴァティー
雇用期間の定めなし (1)7時30分～16時30分

月給 (2)9時00分～18時00分

190,000円～200,000円 (3)16時30分～9時30分118

≪急募！！≫有資格
介護スタッフ・正社
員／伊豆の国

○サービス付き高齢者向け住宅及びデ
イサービス。
○身体介護（排泄、入浴、食事等）
○巡回、コール対応
○介護記録等

＊社内研修も充実しており、スキル

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ヴァティー
雇用期間の定めなし (1)7時30分～16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2月1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: 0495-25-1000 従業員数 96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: 11021-   61721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0823-74-3009 従業員数 5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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 34030-  686421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 055-941-5222 従業員数 84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-  664721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-941-5222 従業員数 84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-  665821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 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- 2248621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0558-98-1011 従業員数 32人

年　　齢: 69歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050-   31121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 03-5816-6181 従業員数 9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: 13010- 3146321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 27時間

     TEL: 03-5816-6181 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 13010- 3151221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0424-89-8914 従業員数 12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-  971021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0558-75-2222 従業員数 13人

年　　齢: 不問 休　　日： 水日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050-  138021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 6時間

     TEL: 0558-75-8660 従業員数 70人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日他 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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050-  335321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0558-75-8660 従業員数 70人

年　　齢: 18歳～64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: 22050-   39621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0558-75-8660 従業員数 70人

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

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050-   40021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

静岡県伊豆市湯ケ島９３９番４１

月給 ケアマネージャーと
しての経験があれば
尚可

244,280円～255,800円

静岡県伊豆市湯ケ島９３９番４１

143

介護支援専門員（施
設）／伊豆市

特別養護老人ホーム天城の杜の施設ケ
アマネの募集です。
ユニット型と従来型多床室の混同型特
養です。

＜介護支援専門員として下記業務を
行っていただきます＞

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

208,580円～238,060円 (3)10時00分～19時00

静岡県伊豆市湯ケ島９３９番４１

142

介護職員（特養）／
伊豆市

＜＜介護職員（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。
利用者様の生活に関する援助全般を
行っていただきます。

正社員 変形（1ヶ月単位） 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 デイサービス経験者
尚可208,580円～238,060円

又は8時30分～17時30

静岡県伊豆市八幡２５６－２

141

デイサービス介護ス
タッフ

＜＜デイサービスの介護スタッフの募
集です＞＞

・利用者様の介護（入浴、移動介助
等）
・レクリエーションの他送迎をしてい
ただきます（普通車を使用、　送迎範

正社員 交替制あり 社会福祉法人　愛誠会　天城の杜
雇用期間の定めなし (1)7時30分～16時30分

月給 (2)9時00分～14時00分

180,000円～180,000円

静岡県伊豆市熊坂１２５５－７０
６
ニチイホーム修善寺　シダックス
店

140

受付、歯科助手、そ
の他

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

時給

173,880円～173,880円

静岡県伊豆市修善寺８７４－１
修善寺温泉湯回廊　菊屋

139

調理補助／伊豆市熊
坂

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１００食、昼９５食、夕９
５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00分

日給

216,000円～237,600円

静岡県伊豆市修善寺８７４－１
修善寺温泉湯回廊　菊屋

138

調理業務／菊屋／伊
豆市／未経験可

宿泊業の調理業務全般 正社員以外 変形（1年単位） 株式会社　共立フーズサービス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～21時00分

日給 和食調理５年以上

259,200円～302,400円

静岡県伊豆市土肥２８４９－３

137

調理業務／菊屋／伊
豆市／経験５年以上

宿泊業の調理業務全般 正社員以外 変形（1年単位） 株式会社　共立フーズサービス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～21時00分

月給

185,000円～210,000円

静岡県伊豆市八木沢３８６４番地
伊東園ホテル土肥

136

清掃係 客室清掃
公衆スペース清掃
洗い場清掃

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

月給

223,900円～223,900円
又は6時00分～22時00

静岡県伊豆市吉奈９８

135

地域限定契約社員／
サービススタッフ
（伊東園ホテル土
肥）

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）

月給 (2)9時00分～18時00分 接客経験あれば尚可

170,000円～300,000円

静岡県伊豆市吉奈９８

134

ベーカリーカフェ
ホールスタッフ（東
府や）

【ベーカリーカフェホールスタッフの
業務内容】

＊パンの陳列、販売
＊レジ業務、パンの袋詰め等
　　　　　　　　　　　　　以上ベー
カリーのみ

正社員 変形（1年単位） Ｒ＆Ｍリゾート株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 接客、接遇経験者優
遇185,000円～300,000円

又は7時00分～22時00

静岡県伊豆市柏久保６２７－３－
２Ｆ
株式会社キムラ　伊豆営業所

133

レストランサービス
スタッフ（東府や）

【日本料理レストラン】ホールスタッ
フ業務

リゾートホテル内にあるレストラン
・夕食　懐石料理　　朝食和食膳ＯＲ
洋食
・案内、オーダー受け

正社員 変形（1年単位） Ｒ＆Ｍリゾート株式会社
雇用期間の定めなし

月給 工事管理経験者優遇

200,000円～400,000円

静岡県伊豆市瓜生野１０
カインズ　修善寺店

132

現場管理及びプラン
ト設計

主に地方自治体の焼却プラント及びリ
サイクルプラントの
工事管理及び設計を担当していただき
ます。
・工事現場の施工管理（工程管理、安
全管理）
・書類作成（ワード、エクセル使用）

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

日給 商品の取り付け・交
換・組立等ができる
方、経験がある方

175,130円～238,430円131

販売接客（修善寺
店・スマイルサービ
ス）

お客様宅にて商品の取り付け・交換・
組立等
・温水洗浄便座の交換・水洗の交換、
電球・ドアノブ等の
　交換、小型収納庫等の組立
・お客様のご自宅の訪問や見積もり
・お客様からの相談対応、アドバイ

正社員以外 株式会社　カインズ
雇用期間の定めなし (1)9時50分～19時20分
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年2月1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: 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-  797821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0466-27-9786 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 14080-  258821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 03-5220-8550 従業員数 0人

年　　齢: 79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 あり

求人番号: 13010- 6633421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 03-5220-8550 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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13010- 6639721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0558-72-1111 従業員数 115人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050-  709621 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0558-72-1111 従業員数 23人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 幼稚園教諭免許（専
修・１種・２種）

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 保育士

求人番号: 22050-  710021 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0558-72-1111 従業員数 61人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 社会福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050-  711721 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-979-3300 従業員数 90人

年　　齢: 61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:


各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0798-41-2010 従業員数 62人

年　　齢: 61歳以下 休　　日： 土日祝 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: 28040-  663721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 055-975-3980 従業員数 3人

年　　齢: 69歳以下 休　　日： 日祝他 美容師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし 管理美容師

求人番号: 22050-  785021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-978-2320 従業員数 417人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 診療放射線技師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050-  612921 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 15人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050-   98121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 055-978-5368 従業員数 15人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日 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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050-  597321 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柏谷１３１９－５

月給 病院や介護施設での
勤務経験180,000円～230,000円

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

156

往診助手 患者様の自宅等へ医師と同行し診療の
助手をするお仕事です。
・往診時の車の運転
・診療中に必要な検査や書類等の準備
※往診後はクリニック内で事務処理や
医材の確認等もあります。
資格習得制度あります。

正社員 北伊豆往診クリニック
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

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

266,000円～422,000円

静岡県田方郡函南町平井７５０

155

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

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

月給 (2)8時00分～16時30分

201,600円～221,100円

静岡県田方郡函南町仁田４７―１

154

放射線技師 一般撮影、ＣＴ、ＭＲＩ、超音波、Ｘ線ＴＶ、マンモを含めた検診業務正社員以外 ＮＴＴ東日本伊豆病院＜東日本電信電話株式会社＞
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時00分

月給 美容業一般の経験

180,000円～242,000円

静岡県田方郡函南町平井１７０８－１

153

理美容師 美容業全般

　カット・パーマ・カラー
　洗髪
　他　　美容一般業務になります

　オープン前に店内清掃もあります

正社員 変形（1ヶ月単位） 有限会社サイトシステム
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

月給 経験者歓迎

173,700円～303,300円

静岡県田方郡函南町上沢２５１－１

152

食品製造職（田方郡
函南町）

自社製品やＯＥＭ製品の製造に携わっ
ていただきます。
・法人向けの惣菜・おせち、スイーツ
の製造
・食材の荷受け及び在庫管理
・完成品の出荷作業
・作業員スタッフの指導・管理

正社員 変形（1年単位） 株式会社　ティーケーシン
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

160,000円～200,000円 (3)10時00分～19時00

静岡県伊豆市小立野６６番地の１

151

パン製造全般・炊飯
作業

事業拡大による、製造部門スタッフの
増員募集です。
パン製造における、仕込み、成型、加
工焼成、包装出荷。
米飯の炊飯作業。
学校給食以外にも、ＯＥＭ製造のお仕
事や、自店向けの商品の製造もありま

正社員 交替制あり 石渡食品　有限会社
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給

182,200円～195,500円

伊豆市内のこども園
土肥・修善寺東・熊坂

150

社会福祉士 ＜社会福祉士＞
・窓口対応
・相談対応
・個別訪問
・データ入力作業　等

正社員以外 伊豆市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時15分

月給

163,100円～177,000円
又は7時00分～18時30

静岡県伊豆市小立野３８番地の２

149

保育教諭 ＜保育教諭＞
・園児保育業務　他
　伊豆市内のこども園（就業場所参
照）に勤務していただきます。

正社員以外 伊豆市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給

150,600円～150,600円

静岡県伊豆市小立野１００
伊豆赤十字病院　内

148

一般事務 ＜事務補助＞
・窓口対応
・電話対応
・書類作成
・データ入力作業　等

正社員以外 伊豆市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時15分

月給 (2)9時00分～18時00分 調理業務経験

240,000円～300,000円

静岡県伊豆市小立野１００
伊豆赤十字病院　内

147

［契約］調理師／病
院／伊豆市小立野

・調理
・仕込み
・盛付け
・洗浄
・簡単なＰＣ操作　等



正社員以外 交替制あり 株式会社ＬＥＯＣ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)5時30分～14時30分

月給 (2)9時00分～18時00分 調理業務経験

240,000円～300,000円

静岡県伊豆市土肥３２４

146

栄養士（地域正社
員）／病院／伊豆市
小立野

・献立作成
・発注業務
・調理
・栄養管理
・ＰＣ操作　等

※２０２２年４月リニューアルオープ

正社員 交替制あり 株式会社ＬＥＯＣ
雇用期間の定めなし (1)6時00分～15時00分

時給

223,600円～223,600円

静岡県伊豆市門野原４００－１

145

マルチスタッフ（静
岡県伊豆市）

ホテル内フロントでのチェックイン・チェックアウトとお客様対応や電話対応、ホテル内レストランでの配膳下膳、オーダー受けや接客業務の兼任業務。有期雇用派遣労働者 変形（1ヶ月単位） 有限会社　グッドフェローズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)6時00分～22時00分

時給 客室係の経験あれば
尚可189,200円～206,400円144

旅館での客室係（静
岡県修善寺）

旅館内客室、宴会場での配膳、下膳業務。お客様のご案内。それらに付随する雑務。有期雇用派遣労働者 変形（1ヶ月単位） 有限会社　グッドフェローズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)6時00分～22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2月1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: 055-974-3488 従業員数 30人

年　　齢: 69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 なし

求人番号: 22050-  371121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 29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 なし

求人番号: 22030-  294321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 29人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030-  195221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 29人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 4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: 22030-  219321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 29人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 介護職員実務者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 なし ホームヘルパー１級

求人番号: 22030-  223821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 29人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030-   91321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 29人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 介護職員実務者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 なし ホームヘルパー１級

求人番号: 22030-  107621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 29人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 4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: 22030-  118021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 29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 なし

求人番号: 22030-  147321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-940-2411 従業員数 30人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050-   65121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 055-940-2411 従業員数 30人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050-   66021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 055-940-2411 従業員数 50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-   67721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 4時間

     TEL: 055-940-2411 従業員数 50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-   69221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 4時間

静岡県田方郡函南町間宮７６０－１

時給 (2)8時30分～17時30分

167,200円～177,760円 (3)10時00分～19時00

静岡県田方郡函南町間宮７６０－１

169

介護職員【小規模多
機能ホーム】

【ル・ソレイユ函南事業所の求人で
す】

◆「通い」「訪問」「宿泊」の３サー
ビスをお客様のご希望に合わせて行い
ます。入浴、食事、レクリエーション
等を通し、有意義な時間を過ごして頂

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　それいゆ
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給

194,520円～205,080円

静岡県函南町間宮７６０－１

168

介護職員【小規模多
機能ホーム】

【ル・ソレイユ函南事業所の求人で
す】

◆「通い」「訪問」「宿泊」の３サー
ビスをお客様のご希望に合わせて行い
ます。入浴、食事、レクリエーション
等を通し、有意義な時間を過ごして頂

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

時給 (2)8時30分～17時30分

167,200円～177,760円 (3)11時00分～20時00

静岡県函南町間宮６１７－３

167

介護職員【ル・ソレ
イユ函南】

・グループホームにおける介護業務
（食事、入浴、排泄等）をして　いた
だきます。
・夜勤のできる方を募集（月１回以
上）

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　それいゆ
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

時給 (2)8時30分～17時30分

167,200円～177,760円 (3)10時00分～19時00

静岡県田方郡函南町間宮７３４－
３
ル・グランガーデン函南　他

166

介護職員【ル・ソレ
イユ間宮】

・グループホームにおける介護業務
（食事、入浴、排泄等）をして　いた
だきます。
・夜勤のできる方を募集（月１回以
上）

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　それいゆ
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 (2)10時00分～19時00

169,500円～169,500円 (3)17時00分～9時00分

静岡県田方郡函南町間宮７３４－
３
ル・グランガーデン函南　他

165

介護職員（田方郡函
南町・伊豆市修善
寺）

ル・グラングループは、静岡県東部に
て高齢者福祉事業を展開しています。
日々の生活において身の回りのお手伝
いを通じ、家族のような安心できる時
間をお届けしています。可能な限り住
み慣れた地域で自分らしい暮らしを人
生の最後まで続けてもらいたい。そん

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ル・グラン
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

174,500円～174,500円 (3)17時00分～9時00分

静岡県田方郡函南町間宮７３４－
３
ル・グランガーデン函南　他

164

介護職員（田方郡函
南町・伊豆市修善
寺）

ル・グラングループは、静岡県東部に
て高齢者福祉事業を展開しています。
日々の生活において身の回りのお手伝
いを通じ、家族のような安心できる時
間をお届けしています。可能な限り住
み慣れた地域で自分らしい暮らしを人
生の最後まで続けてもらいたい。そん

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ル・グラン
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

179,500円～179,500円 (3)17時00分～9時00分

静岡県田方郡函南町間宮７３４－
３
ル・グランガーデン函南　他

163

介護職員（田方郡函
南町・伊豆市修善
寺）

ル・グラングループは、静岡県東部に
て高齢者福祉事業を展開しています。
日々の生活において身の回りのお手伝
いを通じ、家族のような安心できる時
間をお届けしています。可能な限り住
み慣れた地域で自分らしい暮らしを人
生の最後まで続けてもらいたい。そん

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ル・グラン
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

184,500円～184,500円 (3)17時00分～9時00分

静岡県田方郡函南町間宮７３４－
３
ル・グランガーデン函南　他

162

介護職員（田方郡函
南町・伊豆市修善
寺）

ル・グラングループは、静岡県東部に
て高齢者福祉事業を展開しています。
日々の生活において身の回りのお手伝
いを通じ、家族のような安心できる時
間をお届けしています。可能な限り住
み慣れた地域で自分らしい暮らしを人
生の最後まで続けてもらいたい。そん

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ル・グラン
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

170,000円～170,000円 (3)17時00分～9時00分

静岡県田方郡函南町間宮７３４－
３
ル・グランガーデン函南　他

161

介護職員（田方郡函
南町・伊豆市修善
寺）

ル・グラングループは、静岡県東部に
て高齢者福祉事業を展開しています。
日々の生活において身の回りのお手伝
いを通じ、家族のような安心できる時
間をお届けしています。可能な限り住
み慣れた地域で自分らしい暮らしを人
生の最後まで続けてもらいたい。そん

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ル・グラン
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

165,000円～165,000円 (3)17時00分～9時00分

静岡県田方郡函南町間宮７３４－
３
ル・グランガーデン函南　他

160

介護職員（田方郡函
南町・伊豆市修善
寺）

ル・グラングループは、静岡県東部に
て高齢者福祉事業を展開しています。
日々の生活において身の回りのお手伝
いを通じ、家族のような安心できる時
間をお届けしています。可能な限り住
み慣れた地域で自分らしい暮らしを人
生の最後まで続けてもらいたい。そん

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ル・グラン
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

175,000円～175,000円 (3)17時00分～9時00分

静岡県田方郡函南町間宮７３４－
３
ル・グランガーデン函南　他

159

介護職員（田方郡函
南町・伊豆市修善
寺）

ル・グラングループは、静岡県東部に
て高齢者福祉事業を展開しています。
日々の生活において身の回りのお手伝
いを通じ、家族のような安心できる時
間をお届けしています。可能な限り住
み慣れた地域で自分らしい暮らしを人
生の最後まで続けてもらいたい。そん

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ル・グラン
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

160,000円～160,000円 (3)17時00分～9時00分

静岡県田方郡函南町平井１７４０－１６９４　　　　　　　　　　ダイヤランド３３－１０５

158

介護職員（田方郡函
南町・伊豆市修善
寺）

ル・グラングループは、静岡県東部に
て高齢者福祉事業を展開しています。
日々の生活において身の回りのお手伝
いを通じ、家族のような安心できる時
間をお届けしています。可能な限り住
み慣れた地域で自分らしい暮らしを人
生の最後まで続けてもらいたい。そん

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

月給 介護職としての経験
介護福祉士資格等160,000円～180,000円

又は8時30分～18時30

157

介護職員　兼　事務
職員

高齢者、要介護者、障害者等のための
通所介護。
通所関係の事務作業及び請求書作成業
務。

正社員 特定非営利活動法人　芽ぶき
雇用期間の定めなし
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年2月1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: 055-941-7831 従業員数 6人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 土日 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050-  667521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-979-6141 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 大型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050-  308821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 055-978-5312 従業員数 6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-  508121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-954-1211 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22030-  685021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-957-0056 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: 10人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050-  350421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・その他月平均 

     TEL: 054-204-0240 従業員数 2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: 22010-  487921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 055-928-9355 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050-  126321 各種保険： 雇用・労災・健康 月平均 

     TEL: 0557-45-1109 従業員数 32人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 日商簿記２級 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22052-  182221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-45-1109 従業員数 32人

年　　齢: 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 あり

求人番号: 22052-  184421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 022-263-2639 従業員数 37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: 04010- 1737621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 022-263-2639 従業員数 37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: 04010- 1788121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 0557-45-6337 従業員数 8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: 22052-   39421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-35-9365 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052-  209621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

〒４１４－００１３
静岡県伊東市桜木町２丁目１２―
１８

月給 ワード・エクセルの
基本操作
資料作成・メール作

160,000円～190,000円

静岡県伊東市吉田７９０－４５

182

事務職 一般事務業務
＊パソコン操作での請求書などの書類
作成
＊金銭出納帳管理等の事務処理作業
＊電話応対・来客対応
＊銀行等への外出業務
＊顧客管理・経理業務・総務関係

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　藤興産　伊豆東営業所
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

日給

209,700円～302,900円

静岡県伊東市川奈１２６１－１３
１
当社　保養所

181

はつり工事・コア工
事・解体工事・カッ
ター工事【急募】

◆工事現場において
・はつり工事
・ダイヤモンドコア
・解体工事
・カッター工事　
その他工事などを行っております。


正社員 株式会社　遠藤工業
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17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１２６１－１３
１
当社　保養所

180

保養所の調理・清掃
（住込）［静岡県伊
東市］

・建物内外の清掃、並びに日常生活に
かかわる用件
　（食事・片付け他）

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　エムエーシー　仙台支店
雇用期間の定めなし (1)9時00分～12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１２９９

179

保養所の調理・清掃
（通勤）［静岡県伊
東市］

・建物内外の清掃、並びに日常生活に
かかわる用件
　（食事・片付け他）

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　エムエーシー　仙台支店
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～18時00分 ・経理事務経験者優
遇
・簿記３級程度知識

166,000円～279,000円

静岡県伊東市川奈１２９９

178

経理事務 経理事務全般
＊会計システムへの伝票入力
＊月次・年次決算業務
＊売掛・買掛管理
＊各支払業務
＊その他経理に関する事務作業
＊銀行等への外出用務（社有車使用）

正社員 株式会社　アートフォースジャパン
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

年俸制 (2)9時00分～18時00分 実務経験３年以上

300,000円～450,000円

静岡県田方郡函南町仁田１５番地２７号

177

経理事務【幹部候
補】

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

正社員 株式会社　アートフォースジャパン
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

日給 現場経験者優遇

194,800円～445,800円

静岡県田方郡函南町上沢２００番
地
株式会社寺岡製作所　函南工場

176

建築塗装業 新築、リフォームに伴った一般建築塗
装工事
吹き付け、防水工事

正社員 岡本建築塗装
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

日給 (2)8時30分～8時29分

166,980円～222,640円

静岡県田方郡函南町仁田７６９の２

175

（請）警備員／田方
郡函南町

契約先施設における常駐警備業務で
す。人や車両の出入管理や施設内外を
巡回し、事故や盗難などの防止にあた
ることが主な業務となります。
※人の生命、身体、財産を守るやりが
いのある仕事です。
※未経験者の方でも研修があるので安

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　静岡総合警備保障
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)17時00分～8時30分

日給

194,400円～259,200円

静岡県田方郡函南町平井字五本松
１６９４－２７
ゾエティス・ジャパン株式会社

174

（請）警備業務 交通誘導警備業務（２号業務）をお願
いします。
各種工事現場での大型車両の誘導や、
イベント会場や駐車場等での一般車両
や歩行者の誘導案内業務です。
警備業は安心・安全を提供するサービ
ス業です。

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 令和警備保障株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

時給 生化学実験（学生時
代可）237,249円～237,249円

静岡県田方郡函南町塚本２５０－６

173

動物用ワクチン開発
のためのバイオ実験

主業務：動物用ワクチン開発のための
バイオ実験のお仕事です。
動物用ワクチンの外観、ｐＨ、真空
度、定量試験、水質試験などの品質試
験、培地調製、細胞培養、抗体検査、
採血や投与など。
付随業務：実験準備・片付け、機器点

有期雇用派遣労働者 理系学部 ＷＤＢ株式会社　沼津支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時20分～17時10分

月給

180,000円～450,000円

静岡県田方郡函南町塚本４２９

172

自動車整備 自動車全般の修理、車検整備、鈑金塗
装などの作業をして頂きます。
特に鈑金・塗装経験者大歓迎です。
鈑金だけしか出来ない、塗装しか出来
ない方もご相談に乗ります。

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　桜井自動車
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

日給

225,000円～350,000円

静岡県田方郡函南町桑原１３００－１４２

171

一般廃棄物収集・運
搬業務

＜一般廃棄物収集・運搬業務＞
主に函南町・伊豆の国市等の地域で、
一般廃棄物の収集・運搬（パッカー車
を運転）を行っていただきます。
その他付随業務もしていただきます。



正社員以外 変形（1ヶ月単位） 有限会社　仲川商事
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時00分～17時00分

月給 (2)16時15分～8時30分

200,000円～250,000円170

（請）函南町ごみ焼
却場の運転管理

焼却炉施設の運転管理
クレーン作業
各種機器のチェック作業
中央操作室での運転作業
上記に附帯する作業全般

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　アドヴァンス
雇用期間の定めなし (1)8時15分～16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2月1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: 0557-35-9365 従業員数 4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-  107821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-38-3500 従業員数 88人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22052-  200921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-38-3500 従業員数 88人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22052-  148021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-51-3411 従業員数 82人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22052-  204821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-37-6554 従業員数 41人

年　　齢: 21歳～62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 あり

求人番号: 22052-    1821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0557-37-2014 従業員数 185人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052-  161921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-37-2014 従業員数 180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: 22052-   36821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-95-8080 従業員数 2人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22110-  193721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 7時間

     TEL: 0557-52-3789 従業員数 3人

年　　齢: 不問 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-  212821 各種保険： 雇用・労災 月平均 10時間

     TEL: 052-732-8021 従業員数 5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: 23010- 1329521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-927-2200 従業員数 7人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 薬剤師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030-  465621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-45-3989 従業員数 20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-  219121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-52-6510 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 あり

求人番号: 22052-  215421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

静岡県伊東市宇佐美留田３５９４番地８０９号

月給

210,000円～300,000円
又は7時00分～23時00

静岡県伊東市吉田８３９－１

195

リゾートホテルの洋
食調理

１０室だけの小さなリゾートホテルの
調理の仕事です。
本格的なフランス料理のディナーと、
洋食・和食から選べる朝食を提供しま
す。
料理長の指示のもと、仕込みから調理
まで行います。

正社員 変形（1年単位） 株式会社　アクア・グリーン
『ホテル　ふたり木もれ陽』雇用期間の定めなし

月給 調理人としての経験

250,000円～350,000円
又は7時00分～21時00

静岡県沼津市岡宮１１５７－５
うさぎ薬局　岡宮店
又は静岡県伊東市湯川３丁目１１
－１　うさぎ薬局　湯川店　

194

和食調理人　＊急募
＊

ホテル和食レストランにてお客様に提
供する夕食・朝食の調理及び補助の仕
事です。
料理長の指示のもと、食材の準備～食
材の下準備～調理～盛りつけなどを行
います。


正社員 変形（1ヶ月単位） 紀州ホテル株式会社
『伊豆一碧湖レイクサイドテラス』雇用期間の定めなし

月給 (2)9時30分～18時30分 実務経験

280,000円～500,000円

静岡県伊東市大原２－１－１　伊
東市役所上下水道部内
（株）フューチャーイン　伊東営
業所

193

薬剤師（調剤薬局） 当社、調剤薬局（沼津市：うさぎ薬局
岡宮店／伊東市：うさぎ薬局湯川店い
ずれか）において、下記の業務を担当
していただきます。

・処方箋による調剤業務
・服薬指導

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社鶴亀ファーマシー
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

時給

160,000円～160,000円

静岡県伊東市岡１５

192

水道料金事務　内外
勤パート【伊東営業
所】

・水道料金事務全般
・電話応対
・窓口対応
・データ入力
・開閉栓作業　等



正社員以外 株式会社　フューチャーイン
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時30分～17時30分

時給

132,480円～184,000円
又は9時00分～18時00

静岡県伊東市八幡野１１７８－１０　伊豆高原店

191

養蜂（みつばちの管
理、ハチミツの生
産）

私ども”みつばちのーと”は、国産ハ
チミツを生産から販売まで一貫して
行っております。
［主な仕事内容］
・みつばちのお世話
・ハチミツの採蜜作業
・みつばちの巣箱の引越（巣箱１つ２

正社員以外 みつばちのーと
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

185,000円～250,000円

●玖須美店、鎌田店、八幡野店、宇佐美桜田店、荻店の中で配属先が決まります。

190

みやげ・海産物販売
（伊豆高原）

自社工場製造の海産物、みやげ物の販
売。

商品の試食のお勧めやご案内、レジ対
応（バーコード式）、包装、陳列など
行っていただきます。


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

時給

157,766円～157,766円
又は8時00分～20時00

ナガヤ各店舗
（玖須美店・鎌田店・桜田店・荻
店・八幡野店）

189

デリカ（惣菜）製造 スーパーマーケットの店舗での惣菜製
造、陳列

惣菜製造、陳列業務を担当していただ
き、商品製造、売場管理等を行ってい
ただきます。


正社員以外 交替制あり ナガヤ株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

その他

153,384円～153,384円
又は9時00分～21時15

静岡県伊東市南町１－３－２

188

レジスタッフ スーパーマーケットでのレジ・接客業
務です。
・ＰＯＳレジを使用しての会計業務
・商品の包装、のし付け
・レジ精算（売上金の集計）業務
・品出し、売場手直し
・清掃、等

正社員以外 交替制あり ナガヤ株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

その他 (2)8時00分～18時00分

210,000円～210,000円 (3)9時00分～4時00分

静岡県伊東市富戸１３１７－４５

187

タクシー乗務員 タクシーでお客様を目的地まで安全に
お送りする運転業務
＊地域・個人宅への送迎業務（主に伊
東市内）
＊日報の作成
＊その他付随業務　等　


正社員 変形（1ヶ月単位） 共立自動車　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～19時00分

月給

160,000円～200,000円

静岡県伊東市荻５４９－６

186

光学部品製造員 プリズム、ミラー、レンズなどの加工
の仕事です。

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

正社員以外 日東光器　株式会社　伊東工場
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

時給

165,888円～165,888円

静岡県伊東市荻５４９－６

185

菓子製造補助【本社
工場】

「石舟庵　本社工場」における、お菓
子の製造補助の仕事です。
≪包装等の作業≫
お菓子を袋に入れて封をしシールを貼
る手作業、包装機を使っての作業、商
品をかごに入れる作業、等
≪検品≫

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

時給

172,800円～172,800円

静岡県伊東市桜木町２丁目１２－１８

184

事務スタッフ【本
社】（フルタイム
パート）

「石舟庵　本社工場」における事務ス
タッフの募集です。
〈仕事内容〉
　注文受付及び商品梱包、発送業務
　ＰＣ伝票入力・伝票整理
　電話受付、来客対応、荷受け業務
　伝票発注業務、店舗資材出荷業務、

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

月給

200,000円～200,000円183

消防設備作業員　◆
急募◆

　★　全　国　に　展　開　中　★

当社は消防設備の専門店です。
点検、工事のお手伝いをしていただき
ます。
勤務体制はシフト方式です。
電気工事、配管工事、建築工事、

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　藤興産　伊豆東営業所
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2月1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: 0557-52-0221 従業員数 50人

年　　齢: 64歳以下 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: 22052-  201121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-36-8880 従業員数 23人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052-  151421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 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- 2152121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 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- 2217121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 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- 2275021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5816-6181 従業員数 16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: 13010- 3127221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 27時間

     TEL: 03-5816-6181 従業員数 16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: 13010- 3131121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 27時間

     TEL: 03-5816-6181 従業員数 8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: 13010- 3141721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 27時間

     TEL: 03-5816-6181 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13010- 3143221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 27時間

     TEL: 055-975-3980 従業員数 3人

年　　齢: 69歳以下 休　　日： 日祝他 美容師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし 管理美容師

求人番号: 22050-  786721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-33-1200 従業員数 14人

年　　齢: 18歳～61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 ホームヘルパー２級

求人番号: 22052-   80621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0557-33-1200 従業員数 14人

年　　齢: 18歳～61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 介護職員実務者研修修了者

求人番号: 22052-   81921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 4時間 介護職員初任者研修修了者

     TEL: 0557-33-1200 従業員数 43人

年　　齢: 61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: 22052-   82121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 4時間 その他の福祉・介護関係資格

静岡県伊東市富戸１０３４の５
エスペランサ伊豆高原

月給 介護業務２年以上の
経験者198,000円～298,000円

又は8時00分～20時00

静岡県伊東市富戸１０３４の５
エスペランサ伊豆高原　
訪問介護ステーションはば

208

生活相談員　◆新規
募集◆

ご入居者様の生活相談全般、施設の外
部との連携業務、老人ホーム運営業
務、入居募集の営業活動、入居契約対
応、介護保険事務全般です。
当施設のお客様にとってもスタッフに
とっても、過ごしやすく楽しい生活の
場にしていくためのやりがいのあるお

正社員 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団　いずみ会　メディカルはば伊豆高原／メディカルはば法華塚／居宅介護支援事業所／通所リハビリ
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 介護福祉士資格取得
者、介護職初任者研
修を終了し実務経験

181,000円～255,500円 (3)10時00分～19時00

静岡県伊東市富戸１０３４の５
エスペランサ伊豆高原

207

サービス提供責任者
（訪問介護員）◆急
募◆

戸建型の住宅型有料老人ホームの運営
スタッフ・施設内の訪問介護サービス
提供責任者として、ご利用者様の介護
に従事するお仕事です。
入居者様の介護業務全般、施設内の訪
問介護事業所より訪問介護員として、
施設内の利用者のお部屋で介護業務に

正社員 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団　いずみ会　メディカルはば伊豆高原／メディカルはば法華塚／居宅介護支援事業所／通所リハビリ
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

163,000円～200,000円 (3)10時00分～19時00
又は7時00分～20時00

静岡県伊東市玖須美元和田７１６－７９６

206

介護職【エスペラン
サ伊豆高原】◆急募
◆

戸建型の住宅型有料老人ホームの運営
スタッフ・施設内の訪問介護員とし
て、ご利用者様の介護に従事するお仕
事です。入居者様の介護業務全般、施
設内の訪問介護事業所より訪問介護員
として施設内の利用者のお部屋で介護
業務にも従事していただきます。

正社員 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団　いずみ会　メディカルはば伊豆高原／メディカルはば法華塚／居宅介護支援事業所／通所リハビリ
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 美容業一般の経験

180,000円～242,000円

静岡県伊東市八幡野１３２６－５
杜の湯　きらの里

205

美容師 美容業全般

　カット・パーマ・カラー
　洗髪
　他　　美容一般業務になります

　オープン前に店内清掃もあります

正社員 変形（1ヶ月単位） 有限会社サイトシステム
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

日給

216,000円～237,600円

静岡県伊東市八幡野１３２６－５
杜の湯　きらの里

204

調理業務（未経験）
／杜の湯　きらの里

宿泊業の調理業務全般 正社員以外 変形（1年単位） 株式会社　共立フーズサービス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～21時00分

日給 調理経験５年以上

259,200円～388,800円

静岡県伊東市岡泉１３４８－３
ウエルネスの森伊東

203

調理業務（経験者）
／杜の湯　きらの里

宿泊業の調理業務全般 正社員以外 変形（1年単位） 株式会社　共立フーズサービス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～21時00分

日給

216,000円～237,600円

静岡県伊東市岡１３４８－３
ウエルネスの森伊東

202

ホテルの調理業務
（未経験）／【ウエ
ルネスの森伊東】伊
東市

ウエルネスの森伊東での調理業務 正社員以外 変形（1年単位） 株式会社　共立フーズサービス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～21時00分

日給 調理経験５年以上

259,200円～388,800円

静岡県伊東市松川町１－１２
（伊東園ホテル）

201

ホテルの調理業務
（経験者）／【ウエ
ルネスの森伊東】伊
東市

ウエルネスの森伊東での調理業務 正社員以外 変形（1年単位） 株式会社　共立フーズサービス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～21時00分

月給

223,900円～223,900円
又は6時00分～22時00

静岡県伊東市寿町１番１号
伊東園ホテル松川館

200

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）

月給

223,900円～223,900円
又は6時00分～22時00

静岡県伊東市寿町２－４
伊東園ホテル別館

199

地域限定契約社員／
サービススタッフ
（伊東園ホテル松川
館）

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）

月給

223,900円～223,900円
又は6時00分～22時00

静岡県伊東市松原７４５－５

198

契約社員／ホテル
サービススタッフ
（伊東園ホテル別
館）

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）

日給 人と話すことが好き
な方・サービス業の
経験あれば尚可

189,000円～210,000円
又は6時45分～20時00

『絶景の癒しの湯宿　茄子のは
な』
『絶景の離れの宿　月のうさぎ』

197

宿泊サービス業（接
客・配膳）◆急募◆

全２７室の料理旅館において接客・配
膳をしていただきます。

（仕事内容）
■お客様のお出迎えやお見送り
■お部屋のご案内
■料理の配膳や片付けなど…。

正社員以外 交替制あり 株式会社　三喜・ホテルよしの
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給 調理経験

270,000円～300,000円
又は7時00分～21時00

196

調理師 上長の指示のもと、和食調理に関する
業務を行います。

実際の調理に関する作業
（仕込み～調理～盛り付け、等）
○夕食（創作料理）
○朝食

正社員 変形（1年単位） 有限会社　茄子のはな『絶景の癒しの湯宿　茄子のはな』『絶景の離れの宿　月のうさぎ』『絶景の癒しの湯宿　箱根　星のあかり』
雇用期間の定めなし
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年2月1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: 0557-48-1443 従業員数 42人

年　　齢: 61歳以下 休　　日： 土日他 言語聴覚士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22052-  167521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0557-48-1443 従業員数 42人

年　　齢: 61歳以下 休　　日： 他 ホームヘルパー２級 就業場所: 

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

求人番号: 22052-  168421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-48-1443 従業員数 16人

年　　齢: 61歳以下 休　　日： 土日他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22052-   21321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0557-48-1443 従業員数 16人

年　　齢: 61歳以下 休　　日： 土日他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22052-   22621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0557-48-1443 従業員数 16人

年　　齢: 61歳以下 休　　日： 土日他 准看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22052-   23921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0557-48-1443 従業員数 0人

年　　齢: 18歳～61歳 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 7人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22052-   24121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0557-48-1443 従業員数 0人

年　　齢: 18歳～61歳 休　　日： 他 准看護師 就業場所: 

採用人数: 7人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22052-   25021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0557-48-1443 従業員数 6人

年　　齢: 61歳以下 休　　日： 日他 ホームヘルパー２級 就業場所: 

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

求人番号: 22052-   27821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 介護福祉士

     TEL: 0557-37-2276 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝 歯科技工士 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: 22052-  126521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 045-620-8971 従業員数 8人

年　　齢: 65歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22030- 1051321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0465-62-7080 従業員数 8人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり その他の福祉・介護関係資格

求人番号: 14070-  456721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-54-9988 従業員数 150人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052-  203721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 8時間

     TEL: 0557-51-1012 従業員数 15人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052-  207421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県伊東市八幡野１２６１－１４

月給 (2)9時00分～18時00分

190,000円～250,000円 (3)9時30分～18時30分

静岡県伊東市八幡野１０２７

221

グループホーム介護
職員

家庭的な雰囲気のグループホームにお
いて、入居者様の介護業務を行いま
す。
○入浴介助・排泄介助・食事介助
○レクリエーションなどの支援
○食事作り
○清掃、洗濯業務　など

正社員 変形（1ヶ月単位） ＮＰＯ法人　三山ホーム　　　　　　　　
『グループホーム　三山ホーム伊東』雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 (2)6時30分～15時30分 介護職経験者

215,650円～225,900円 (3)10時00分～19時00

静岡県伊東市吉田９９２－２７
「Ｈａｖ」

220

介護福祉士【ケア
サービス課】

日常的に介護が必要となった方の支援
を行うケアセンターにおける介護業務
全般の仕事です。（全室個室）
○介護全般
（食事・入浴介助・排せつ、等の介
護）
○レクリエーション等の支援、等

正社員 交替制あり 一般財団法人　日本老人福祉財団　伊豆高原〈ゆうゆうの里〉
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)8時00分～17時00分

200,000円～200,000円 (3)9時00分～18時00分

静岡県伊東市湯川一丁目８番１６号　杉山ビル　１Ｆ

219

介護職員（伊東） デイサービスにて介護全般をしていた
だきます。
高齢者の身の回りのお世話、身体介
護、家事全般等のお仕事です。
○入浴介助、排泄介助、食事介助、着
替えの介助、清掃等
○その他付随する業務

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　リッチフィールド
雇用期間の定めなし (1)7時30分～16時30分

月給 実務経験が５年（下
記免許資格未取得者
は１０年）以上あ

280,000円～280,000円
又は10時00分～19時00

静岡県伊東市中央町８－１０

218

児童発達支援管理責
任者【伊東もえぎ】

法人運営の通所施設で、知的障害児の
放課後等デイサービス（児童福祉法に
よる）を提供しております。

放課後や土曜日・学校休業日におい
て、子どもたちが安全に楽しく過ごせ
るように遊びを通して支援します。

正社員 交替制あり 福祉教育アセスメントセンター　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

196,000円～276,000円

静岡県伊東市宇佐美１６６５　宮
上設計ビル１Ｆ
【カフェデイサービス　ナースの
森】

217

歯科技工士 ●本社工場における歯科技工士業務全
般
（Ｃｒ．Ｂｒ．義歯．デジタルＣＡＤ
／ＣＡＭ）
得意先顧客（歯科医院）の指示書に
従って、義歯・補綴物の製作・加工を
行います。

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　アートデンタルラボラトリー
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給

165,000円～230,000円

静岡県伊東市川奈１２５７－２０
【住宅型有料老人ホーム　ナース
の森】

216

介護職員【カフェデ
イサービス　ナース
の森】

【カフェデイサービス　ナースの森】
での業務になります。
（平成３１年４月にオープンしたデイ
サービスです）

○送迎
○デイサービス内での介護

正社員 株式会社　訪問看護ステーション・ナースの森
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)10時00分～19時00

250,000円～370,000円 (3)16時00分～9時00分

静岡県伊東市川奈１２５７－２０
【住宅型有料老人ホーム　ナース
の森】

215

准看護師　【住宅型
有料老人ホーム
ナースの森】

●令和４年３月にオープンする「住宅
型有料老人ホーム　ナースの
森」での業務です。
※事前の研修がありますので、勤務開
始日は令和４年３月～を予定していま
す、（相談も可能）


正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　訪問看護ステーション・ナースの森
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 (2)10時00分～19時00

280,000円～400,000円 (3)16時00分～9時00分

静岡県伊東市渚町５－３８
【看護小規模多機能型居宅介護施
設】

214

正看護師　【住宅型
有料老人ホーム
ナースの森】

●令和４年３月にオープンする「住宅
型有料老人ホーム　ナースの
森」での業務です。
※事前の研修がありますので、勤務開
始日は令和４年３月～を予定していま
す、（相談も可能）


正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　訪問看護ステーション・ナースの森
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給

250,000円～370,000円

静岡県伊東市渚町５－３８
【看護小規模多機能型居宅介護施
設】

213

看護小規模多機能型
施設の看護業務（准
看護師）

●２０２０年３月新規オープンしまし
た「看護小規模多機能施設型居宅介護
施設　ナースの森」での看護業務全般
を行います。
ほか、訪問での業務もあります。（社
有車または自家用車を使用。自家用車
の場合は自家用車手当を支給）

正社員 株式会社　訪問看護ステーション・ナースの森
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

280,000円～400,000円

静岡県伊東市渚町５－３８
【看護小規模多機能型居宅介護施
設】

212

看護小規模多機能型
施設の看護業務（正
看護師）

●２０２０年３月新規オープンしまし
た「看護小規模多機能施設型居宅介護
施設　ナースの森」での看護業務全般
を行います。
ほか、訪問での業務もあります。（社
有車または自家用車を使用。自家用車
の場合は自家用車手当を支給）

正社員 株式会社　訪問看護ステーション・ナースの森
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

280,000円～400,000円

静岡県伊東市渚町　５－３８

211

訪問看護（正看護
師）

●訪問看護業務（社有車または自家用
車を使用。自家用車の場合は自家用車
手当を支給）

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

正社員 株式会社　訪問看護ステーション・ナースの森
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

223,000円～458,000円

静岡県伊東市渚町５－３８
【看護小規模多機能型居宅介護施
設】

210

訪問ヘルパー ●平成３０年１２月にオープンした訪
問看護ステーション内にある訪問介護
事業所「ヘルパーステーション　ナー
スの森」での業務です。
　
○生活介助、身体介助、等


正社員 株式会社　訪問看護ステーション・ナースの森
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

250,000円～370,000円209

言語聴覚士（訪問看
護、施設内によるリ
ハビリ業務）

●令和２年３月に新規オープンしまし
た「看護小規模多機能施設型居宅介護
施設　ナースの森」での言語聴覚士業
務全般を行います。
●その他、訪問での業務もあります。
ご利用者様の家庭に訪問し、お医者様
からの指示書に従い業務を行います。

正社員 株式会社　訪問看護ステーション・ナースの森
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

17/18



【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2月1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: 0557-51-0888 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： その他 時間外 あり

求人番号: 22052-  193321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0557-51-0888 従業員数 16人

年　　齢: 不問 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-  165821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0557-54-9988 従業員数 150人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052-  134521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-54-9988 従業員数 150人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし 准看護師

求人番号: 22052-   95521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0562-93-0151 従業員数 15人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 23030-  703921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0562-93-0151 従業員数 15人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 23030-  704121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0562-93-0151 従業員数 15人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 23030-  707821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-47-6200 従業員数 90人

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

採用人数: 3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-   11521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 0557-45-5961 従業員数 47人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052-  133221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5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: 4人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 14080-  261921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 03-3344-4555 従業員数 12人

年　　齢: 不問 休　　日： 水木他 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: 13080- 8591821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 055-975-9055 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 その他の技術関係資
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: 22050-  419921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-47-0719 従業員数 98人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052-   83021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

静岡県伊東市宇佐美１１３８番地の１

日給

176,000円～220,000円

静岡県伊東市玖須美元和田７２０
－１４３

234

交通誘導 工事現場や施設・店舗の駐車場におい
て交通誘導及び歩行者の誘導を行いま
す。
現場に応じて１名～数名で行います。
（無線機を使用する場合もありま
す。）


正社員 変形（1年単位） セフティ管理　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30分～21時30

219,000円～263,000円

静岡県伊東市富戸９１２－８
※詳細は窓口へお問い合わせくだ
さい

233

（請）施設設備管理
業務

伊東市商業施設内設備管理業務

・巡回点検
・メーター類検針　
・立会　等

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　サン東海ビルメンテナス　東静岡営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

月給 設ビル管理の経験。
電気・空調・給湯・
給排水衛生・防災等

220,000円～270,000円

静岡県伊東市富戸１２４１－２

232

設備管理スタッフ／
城ケ崎

保養所内の設備管理業務
・空調、衛生等設備等の日常点検
・異常発見時や故障時の専門業者対
応、設備機器の保守点検立会い　等
・パソコンでの入力作業、資料作成作
業


正社員 東京ビジネスサービス　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給

189,200円～223,600円

静岡県伊東市玖須美元和田７１６‐１０２

231

レストランスタッフ
（静岡県伊東市）

ホテル内レストランでの配膳・下膳やオーダー受け、お客様対応などを担当していただきます。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 パソコン基本操作で
きる方（エクセル・
ワード）

156,600円～192,600円

静岡県伊東市宇佐美２４０３－１

230

事務職【準社員】 ○フロント、精算業務
○一般事務（パソコン業務あり）
○伝票集計処理
○帳票類在庫管理
○その他、雑務
○銀行等へ外出する場合があります。


正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　東海車輌サービス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時45分～17時00分

月給 (2)7時30分～16時30分

170,100円～209,500円 (3)8時30分～17時30分

静岡県伊東市富戸１１０５－２５
「グループホーム伊東」

229

介護職員 ◎特別養護老人ホームでの介護の仕事
です
　生活援助全般（入浴・排泄・食事・
清掃等）の介護サービス

※全１１ユニット
　特養：９０人　ショートステイ：２

正社員 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人鑑石園
『特別養護老人ホーム　うさみの園』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

175,000円～230,000円 (3)17時00分～10時00

静岡県伊東市富戸１１０５－２５
「グループホーム伊東」

228

介護職リーダー（グ
ループホーム伊東）

・職員における教育、指導
・施設内における仕組み作り

＜介護業務＞
　・利用者様の介護等
　・食事、入浴、トイレ介助等
　・レクリエーション等

正社員 変形（1ヶ月単位） ヘルスケアサポート　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)10時00分～19時00

170,000円～200,000円 (3)17時00分～10時00

静岡県伊東市富戸１１０５－２５
「グループホーム伊東」

227

介護職（グループ
ホーム伊東）

＜介護業務＞

　利用者様の介護等

　・食事、入浴、トイレ介助等
　・レクリエーション等


正社員以外 変形（1ヶ月単位） ヘルスケアサポート　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)10時00分～19時00 実務経験者優遇

230,000円～360,000円 (3)17時00分～10時00

静岡県伊東市八幡野１０２７

226

管理者候補（グルー
プホーム伊東）

〈　事務所の運営及び労務管理事務等
〉

　・利用者様及びご家族との調整相談
業務等

　・スタッフのフォロー等

正社員 変形（1ヶ月単位） ヘルスケアサポート　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)17時00分～9時00分

260,800円～300,000円

静岡県伊東市八幡野１０２７

225

看護師【診療所】 高齢者コミュニティ（有料老人ホー
ム）内診療所での看護業務全般
○医師の診察・治療の補助
○患者様への処置や指導
○バイタルチェック
○ナースコールの対応　等


正社員 交替制あり 一般財団法人　日本老人福祉財団　伊豆高原〈ゆうゆうの里〉
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

247,000円～287,000円

静岡県伊東市富戸１２１９－９
　『いこいの園デイサービスセン
ター』

224

看護師【ケアサービ
ス課】

施設内で介護保険を利用している入居
者を対象とした健康管理を行います。
○診療所への付き添い
○バイタルチェック等
○施設内の居室への訪問、等

※夜勤はありません。

正社員 一般財団法人　日本老人福祉財団　伊豆高原〈ゆうゆうの里〉
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)8時45分～17時45分

160,000円～210,000円

静岡県伊東市荻７７２－１
「奥野苑指定短期入所生活介護事
業所」

223

介護士　【いこいの
園デイサービスセン
ター】　未経験者歓
迎

高齢者デイサービスセンター（定員２
５名）における、ご利用者様
の介護及び介助を行います。

　〇食事・入浴・排泄等の介助
　〇トイレ誘導、レクリエーション活
動等の支援

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　城ヶ崎いこいの里
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)7時30分～16時30分

月給

158,000円～216,000円222

介護士：【奥野苑指
定短期入所生活介護
事業所】未経験者歓
迎

高齢者ショートステイ事業所（定員：
２０名）における、ご利用者様の日常
生活全般の介護及び介助を行います。
○食事・入浴・排泄等の介助　○新規
ご利用者様との面談
○ご利用者様の記録作成　　　○ご家
族との連絡調整

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　城ヶ崎いこいの里
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時30分～17時30分
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