
【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年2月7日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 0557-81-4269 従業員数 7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-  687921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・その他月平均 12時間

     TEL: 0557-85-2328 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-  457221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0557-67-7077 従業員数 12人

年　　齢: 69歳以下 休　　日： 他 ２級土木施工管理技
士

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-  246421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-55-9761 従業員数 5人

年　　齢: 不問 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-  566921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 048-444-8890 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: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 11010- 1204021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 27時間

     TEL: 0557-68-1300 従業員数 9人

年　　齢: 45歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050-   89921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 0557-38-3500 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22052-  194621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-38-3500 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22052-  195921 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 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-  697021 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 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-  698721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0557-81-8285 従業員数 112人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050-  702021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     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-  284021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 30時間

     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-  158421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県熱海市桜木町７－６

月給

186,000円～189,000円
又は0時00分～23時59

静岡県熱海市相の原町１－２２
熱海営業所

13

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 (2)7時00分～2時30分

156,240円～162,750円 (3)6時00分～18時15分

静岡県熱海市昭和町２０－５

12

隔日勤務タクシー乗
務員（ドライバー）
熱海営業所

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

正社員以外 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 (2)9時00分～3時00分

186,000円～189,000円

静岡県熱海市桜木町７－６

11

タクシー乗務員 ＜　タクシー乗務員　＞

タクシーでお客様を目的地まで安全に
お送りするサービス業です。

※車種　クラウン・プリウス・コン
フォート　など・・・

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

月給 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

静岡県熱海市桜木町７－６

10

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

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

静岡県熱海市田原本町１１－１
　ラスカ熱海店

9

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

時給 (2)10時30分～19時30

172,800円～200,448円

就業場所は熱海店（熱海市咲見町
９－２）
及び伊東市内の店舗（求人に関す
る特記事項欄参照）の中で相談と

8

販売（フルタイム
パート）【ラスカ熱
海店】

○お菓子の販売・接客
○お菓子ひとつひとつのラベル貼り、
箱折り、
　商品箱詰め、包装、陳列、補充
○商品説明、ご提案
○レジ入力、金銭授受
○簡単なパソコン操作　など

正社員以外 交替制あり 株式会社　石舟庵
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時30分

時給

165,888円～200,448円
又は8時00分～19時30

静岡県熱海市上多賀５４６番地の１

7

販売（フルタイム
パート）【熱海店及
び伊東市内各店舗】

○お菓子の販売・接客
○お菓子ひとつひとつのラベル貼り、
箱折り、
　商品箱詰め、包装、陳列、補充
○商品説明、ご提案
○レジ入力、金銭授受
○簡単なパソコン操作　など

正社員以外 交替制あり 株式会社　石舟庵
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

日給

198,000円～309,000円

静岡県熱海市昭和町１９－１７
小松ビル１階
（株）アルファー企画　静岡営業
所

6

配管設備工 建築現場に従事し、建物に付帯する設
備を施工する
１）給排水・消火・冷温水・ガス等各
種配管
２）冷媒配管、ルームエアコン設置
３）衛生器具・ポンプ・給湯器等機器
類の設置

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

月給 空調・衛生設備工事
関係経験者315,000円～410,000円

静岡県熱海市西山町３１－１６

5

空調・衛生技術者
（経験者）／静岡営
業所

ビル等、空調・衛生設備の現場管理、
現場代理人

・主な現場は静岡県内及び神奈川県・
都内

・現場により直行、直帰があります

正社員 株式会社　アルファー企画
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

日給

250,000円～510,000円

静岡県熱海市下多賀６７７－６

4

配管工 配管工事一式を担当していただきま
す。
大規模な現場から一軒家まで色々な仕
事をこなします。
衛生配管、空調配管、溶接配管、外溝
工事まで
何でもこなします。

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

変形（1ヶ月単位） 有限会社一組
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時30分

月給 土木作業経験者

237,000円～506,000円
又は8時00分～17時00

静岡県熱海市梅園町３－６

3

多能工（土木作業
員）

簡単な職人のサポートから始めます。未経験でも大歓迎。建設業に興味があるけれど、ちょっと不安だったあなたにとって、第１歩を踏み出すのにピッタリな仕事です。具体的な仕事　毎朝の道具等の準備、職人に道具を渡す。機械にガソリンを入れる。といった簡単な作業から始めます。その中で職人の作業を見て覚えてください。１年で基礎的なことはできるようになり、早ければ３年で一人前になれます。５人から１０人のチームを組みます。現場はＪＲ東海道新幹線、渋谷駅、品川駅、新宿駅など、日本経済の中心地です。あなたの仕事が世界有数の巨大ターミナル駅を下支えします。現場は直行直帰です。正社員 変形（1年単位） 深澤工業株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

日給 (2)23時00分～5時30分

240,000円～400,000円

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

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

静岡県熱海市伊豆山９１０－１

2

線路メンテナンスエ
ンジニア・軌道エン
ジニア

ＪＲ、私鉄沿線の線路新設、補修を専
門に行います。　　　　　　終列車～
初列車までの短い時間でレール交換、
マクラギ交換などをチームとなって行
います。
教育に力をいれ、未経験者でも仕事を
通じて学び成長できる環境です。

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　三森総業　熱海支店
雇用期間の定めなし (1)8時30分～16時30分

月給

200,000円～280,000円

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

重量とび 重い物を運ぶのが主な仕事内容です。例えば、デパートやホテルにある古いタンクや空調機等を室外に撤去したり、新しいタンクを屋上に設置したりします。重い物をエレベーターに乗せるには？長いものは運ぶには？狭い道路でどの位置にクレーン車を置く？等、いかに効率よく仕事を進めるか皆で相談しながら作業します。頭と体を使ってする仕事ですが、一番大切なのはチームワーク！皆仲が良く、楽しい職場です。少し特殊な仕事ですが、初心者でも大歓迎！イチから丁寧に教えます！全くの未経験から始めた先輩も、今では中心となって働いています。資格取得支援制度もあります！ぜひ、チャレンジしてください。現場の都合で、時には夜間作業や日曜出勤もありますが、その分稼げます。基本的には夏季・年末年始・ＧＷなど長期休暇があります！当社で一緒に働きませんか？正社員

1/10



【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年2月7日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0557-82-2410 従業員数 52人

年　　齢: 35歳～54歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050-  160121 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 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-  162721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 054-262-3192 従業員数 27人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 20人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22010-  317021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-68-2316 従業員数 3人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 木他 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-  907321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 03-3445-1273 従業員数 3人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 日商簿記３級 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-  280821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 055-975-1315 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： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050-  921521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-81-2172 従業員数 9人

年　　齢: 45歳以下 休　　日： 水他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050-   61421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-80-0981 従業員数 11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 なし

求人番号: 22050-  791621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-95-8080 従業員数 3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-  191121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 7時間

     TEL: 0557-86-1080 従業員数 10人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050-   70621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 4時間

     TEL: 054-686-4918 従業員数 12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: 22010-  364321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 0557-45-8198 従業員数 4人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22052-   98621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3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-  922421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県熱海市昭和町１３－１９　３階

時給

187,680円～326,400円
又は8時30分～19時00

静岡県熱海市中央町１－９　中央
ビル１階１０１
（最寄りバス停：伊豆箱根バス・
清水町バス停より徒歩３分、

26

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 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

179,760円～260,000円
又は9時00分～20時00

静岡県熱海市上多賀５９８－３

25

眼鏡販売員：正社員
【熱海店】◆急募◆

お客様の受付、商品提案、眼鏡・コン
タクト・補聴器販売が主な仕事となり
ます。
○ＰＣ操作
（顧客情報入力・発注作業　※専用ソ
フトウェアに入力）
○お客様から注文を受けた眼鏡のお渡

正社員 交替制あり 株式会社　Ｄｏ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　眼鏡市場
雇用期間の定めなし

月給

205,430円～297,430円

静岡県熱海市中央町１７－１５
Ｋ’Ｓメディカルビル１階
ユーアイ薬局

24

ＬＰガス営業／熱海
市（熱海支店）

○当社ＬＰガスをご利用の一般家庭顧
客へ給湯器やガスコンロ等のガス器具
や省エネ機器をご提案していただきま
す

○ＬＰガスの新規切り替えご提案


正社員 株式会社　ザ・トーカイ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時45分

月給

170,000円～190,000円

静岡県熱海市田原本町４－６

23

薬局事務員 受付業務（主に処方箋の受付）、レセプトコンピューターの操作など正社員 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

185,000円～250,000円

静岡県熱海市伊豆山５７９－１

22

みやげ・海産物販売
【熱海】

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)9時30分～18時00分

月給 (2)8時00分～16時00分

170,000円～380,000円 (3)9時00分～17時00分

静岡県熱海市銀座町１０－１１

21

配達員 ・熱海市内の市役所、会社、病院、個
人宅へ弁当、野菜等を配達
・軽自動車を使用します
・未経験者には慣れるまで先輩社員が
同行します
・配達先ルートは決まっているので安
心して働けます

正社員 株式会社　キヨミ
雇用期間の定めなし (1)7時00分～15時00分

月給

280,000円～300,000円

静岡県熱海市田原本町３－６

20

和食店調理補助 和食店仕込み（主に魚と野菜）
調理補助（盛付け、干物を焼く）
他調理に関係する業務

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　釜鶴
雇用期間の定めなし (1)8時00分～21時00分

月給 (2)8時30分～17時30分

188,000円～188,000円

静岡県熱海市春日町１０－９
三徳部品株式会社　熱海営業所

19

寿司店ホール業務 寿司店ホール業務全般、簡単な盛り付
けなどをお願いします。
又、店舗の最新情報などＳＮＳを利用
して、リアルタイムに発信・宣伝して
ください。

・オーダー取り

正社員 交替制あり 株式会社　北海物産
雇用期間の定めなし (1)11時00分～20時00

月給 経理事務経験

210,000円～230,000円

静岡県熱海市下多賀５４１－１８

18

経理事務／熱海市 ＊販売回収の入金入力処理および請求
書出力業務
＊日報および月次、売掛金・仕入集計
表の作成
＊銀行対応
＊伝票・文書の管理、保管
＊清掃、電話・来客応対　など

正社員 変形（1年単位） 三徳部品　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時30分

月給

158,000円～180,000円

静岡県熱海市和田町２０－３５
熱海営業所

17

ハーバー業務全般 〈ハーバー業務全般（船舶、全般は下
記のとおりです）〉
・洗艇
・マリーナ場内、外の清掃
・事務仕事
・接客
・整備

正社員 変形（1年単位） 熱海マリーナ株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

月給

157,949円～157,949円
又は8時00分～22時00

静岡県熱海市桜木町７－６

16

タクシー乗務員／熱
海市

静岡県熱海市のタクシーのお仕事で
す。
熱海市では地元のお客様や観光のお客
様がご乗車されます。お客様を目的地
までお送りするのがお仕事です。
業界でも珍しいフレックスタイム制を
導入しました。

正社員 変形（1ヶ月単位） かえるたくしー株式会社
雇用期間の定めなし

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

静岡県熱海市桜木町７－６

15

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

月給

161,700円～161,700円
又は7時00分～19時00

14

固定給タクシー乗務
員及び養成乗務員
（氷河期・女性専
用）

＜固定給タクシー乗務員＞
２種免許がなくても応募できます
タクシー業務を行うために必要な２種
免許を全額当社負担で取得していたき
ます。
教習所期間及び取得後の研修は日当六
千円を支給

正社員 伊豆第一交通　株式会社
雇用期間の定めなし
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0557-84-2822 従業員数 11人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050-  796821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-81-5111 従業員数 63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: 22050-  356721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 0557-81-5111 従業員数 63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: 22050-  357821 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 420人

年　　齢: 64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-  358221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 1時間

     TEL: 0557-81-5111 従業員数 420人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 危険物取扱者（乙
種）

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-  359521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 3時間

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 6人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 宅地建物取引士
（旧：宅地建物取引

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり マンション管理士

求人番号: 13080- 2223721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間 管理業務主任者

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 15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- 2258821 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: 0267-42-7711 従業員数 23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: 20111-  781421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 0557-55-7520 従業員数 97人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050-  800821 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-  803421 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 113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-  816021 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 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-  834221 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: 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-  835521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

静岡県熱海市伊豆山２６９

月給 (2)10時00分～19時00 旅館、シティホテル
またはリゾートホテ
ルでのマネージャー

300,087円～400,016円 (3)13時00分～22時00

静岡県熱海市水口町１１番４８号

39

マネージャー候補
ＡＴＡＭＩせかいえ

サービス企画や人材の育成、また収益
管理などのマネジメント業務全般、現
場の最前線でバトラー業務をお任せい
たします。
※バトラー：チェックインからチェッ
クアウトまでお客様の滞在をトータル
にサポートする接客業務

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 ■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

静岡県熱海市水口町１１番４８号

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 (2)13時00分～22時00 スパ、エステ、コン
ディショニング施術
経験者

200,034円～350,002円

静岡県熱海市伊豆山２６９

37

ＳＰＡ　ＢＹ　ＳＩ
ＳＬＥＹ　セラピス
ト

世界のラグジュアリーホテルを中心に
展開している、フランスのコスメブラ
ンド「シスレー」のサロンです。この
サロンでお客様からの思いを受けと
め、情熱をもって一緒に働いていただ
ける方を募集します。
＊お客様へ体質・肌の状態のカウンセ

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)10時00分～19時00

月給 宿泊、販売、営業な
ど接客業務経験200,043円～350,108円

静岡県熱海市伊豆山２６９

36

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、翌
日のチェックイン・アウト準備、朝食
準備、フロント業務、館内巡回やお客
様対応、清掃等です。

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 ■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

静岡県熱海市渚町１１－１１「料理旅館　渚館」

35

接客サービス　リー
ダー候補　ＡＴＡＭ
Ｉせかいえ

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

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

月給 和食調理経験

180,000円～320,000円
又は6時30分～20時00

静岡県熱海市田原本町９－１　熱
海第一ビル９階
ロイヤルリゾート株式会社　熱海
駅前店

34

和食調理（静岡県） ○静岡県　熱海温泉「料理旅館　渚
館」での和食調理

＊和食調理
　宿泊のお客様の朝食、夕食の調理を
担当していただきます。


正社員 変形（1年単位） 株式会社　音羽ノ森
雇用期間の定めなし

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

33

不動産売買仲介営業
／熱海駅前店

リゾート物件の売買仲介営業の仕事を
お任せいたします。

【具体的な仕事の内容】
広告戦略にも力を入れ、直接のご来
店、チラシ、インターネットを通した
お問合せが多く、１００％反響営業で

正社員 変形（1ヶ月単位） 東京ロイヤル株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

265,000円～400,000円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱海駅前第一ビル７Ｆ

32

不動産売買仲介営業
／ラスカ熱海店

リゾート物件の売買仲介営業の仕事を
お任せいたします。

【具体的な仕事内容】
広告戦略にも力を入れ、直接のご来
店、チラシ、インターネットを通した
お問合せが多く、１００％反響営業で

正社員 変形（1ヶ月単位） 東京ロイヤル株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

181,000円～211,000円
又は17時00分～8時00

静岡県熱海市田原本町９－１　熱海駅前第一ビル７Ｆ

31

設備管理スタッフ 中高齢者専用マンションの設備管理全
般をお任せします！

点検業務（破損箇所、電球の点検、不
審物のチェックなど）
緊急時の対応等

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00分～17時00分

月給 管理職経験

348,000円～367,000円

静岡県熱海市咲見町６－５

30

ディレクター（管理
責任者）

・中高齢者マンションの管理責任者と
して入居者対応および現地従　業員の
指導・管理
・上記に付帯する業務全般

正社員 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00分～17時00分

月給 (2)7時10分～16時10分 介護職員初任者研修
修了者　又は　ヘル
パー２級以上　

215,100円～281,000円 (3)10時00分～19時00
又は12時00分～21時00

静岡県熱海市咲見町６－５

29

介護職員 中銀ケアホテル（介護付有料老人ホー
ム）にて、
入居者様の介護（起床・就寝・食事・
入浴など）・記録や看護の補佐をお願
いします。
※夜勤時は、看護師も常勤で安心で
す。（診療所併設）

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00分～15時00分

月給 准看護師　または
正看護師261,000円～288,900円

又は8時15分～17時15

静岡県熱海市田原本町９番１号　熱海第１ビル　１階

28

看護師 中銀ケアホテル（介護付有料老人ホー
ム）にて、
入居者様の介護（起床・就寝・食事・
入浴など）・記録等、健康管理全般を
お願いします。

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)7時30分～16時30分

月給 損害保険、生命保険
の事務経験のある
方、資格者は優遇

147,200円～200,000円27

損害保険、生命保険
の営業補助事務

・電話応対、書類作成、ファイリン
グ、データ作成・加工
・専用システムを使用した見積書の作
成、満期案内、契約管理、契　約手続
き

正社員以外 株式会社　エム・オー・エー基金
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9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2月7日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0557-55-7520 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-  850221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0557-67-3000 従業員数 148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-  897621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 0557-67-3000 従業員数 131人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 13人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050-  899121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 0557-67-3000 従業員数 131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-  917921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 0557-67-3000 従業員数 131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-  918121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 0557-81-2121 従業員数 25人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050-  788221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 13時間

     TEL: 03-3375-3470 従業員数 34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: 13070- 6447721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 0557-68-2221 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: 22050-  679921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 29時間

     TEL: 0465-62-6111 従業員数 13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-  632821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 26時間

     TEL: 0557-55-7008 従業員数 10人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050-  638921 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: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050-  639121 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-  640821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-86-0260 従業員数 16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-  598621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

静岡県熱海市梅園町２８－１８

月給 (2)10時00分～19時00 サービス経験者優遇

200,000円～300,000円 (3)12時45分～21時45

静岡県熱海市上多賀１０２７－７９

52

サービススタッフ お客様をお出迎えするための準備・接
客サービス
フロント業務や配膳業務などサービス
全般

正社員 交替制あり ＷＡ亭　風こみち
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 (2)12時00分～21時00

215,000円～300,000円

静岡県熱海市上多賀１０２７－７９

51

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 (2)12時00分～21時00

215,000円～300,000円

静岡県熱海市上多賀１０２７－７９

50

調理スタッフ 調理全般
・朝食・夕食の調理
・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30分～16時30分

月給 (2)13時00分～22時00 調理の実務経験

250,000円～300,000円

静岡県熱海市泉２３１

49

料理人 調理業務全般に従事していただきま
す。

料理全般の仕込み・下処理、調理・盛
り付け、片付けといった基本の調理業
務から、レシピ考案や季節限定メ
ニューの考案まで――これまで調理の

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

209,500円～220,000円

静岡県熱海市下多賀１４１

48

客室係 ・お客様を部屋にご案内をしていただ
きます。
・客室の食事の用意、片づけ（配膳）
もお願いします。
・部屋の清掃・寝具等の整頓、他をし
ていただきます。

正社員 変形（1年単位） ゆがわら大野屋　株式会社
雇用期間の定めなし (1)7時30分～21時00分

月給

180,000円～250,000円
又は7時00分～21時00

静岡県熱海市小嵐町１－１６
「料亭旅館　熱海　小嵐亭」

47

フロント係 フロント業務及び内務業務を兼務して
頂きます。

・チェックイン・チェックアウト業務
・接客業務
・予約受付
・電話対応

正社員 変形（1ヶ月単位） 源泉湯宿大成館　ＴＡＩＳＥＩＫＡＮ（株式会社大成館）
雇用期間の定めなし (1)7時00分～21時00分

月給 
・旅館フロント経験
あれば尚可

193,000円～250,000円

静岡県熱海市中央町１４－９

46

旅館スタッフ／熱海
市小嵐町

フロント業務
　・チェックイン、アウト　観光紹
介、タクシー手配
予約業務
　・宿泊、食事処、デリバリー等
接客業務
　・お客様送迎、客室案内

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　東京ベイホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給 (2)15時00分～19時30 マナー講習

194,700円～237,900円

静岡県熱海市初島８００

45

旅館スタッフ【フロ
ント・接客】パート
社員

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

正社員 変形（1年単位） 悠　株式会社（熱海温泉　山木旅館）
雇用期間の定めなし (1)6時30分～10時00分

時給

179,520円～179,520円
又は9時00分～20時00

静岡県熱海市初島８００

44

ショップ販売員 ＜ショップ販売員の業務＞
○ホテル内のお土産品、飲食物、雑
貨、衣料の接客販売の仕事です。
○シーズンの商品が並ぶので通常店舗
では見られないものを扱うことができ
る魅力的な仕事です。
○メインな仕事は店頭での接客販売、

正社員以外 変形（1年単位） リゾートトラスト株式会社　グランドエクシブ初島クラブ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 専門的資格、経験者
待遇261,120円～261,120円

又は9時30分～0時00分

静岡県熱海市初島８００

43

エステティシャン／
セラピスト

【会員制ホテル内にあるトリートメン
トサロンでのお仕事】
フェイシャル・ボディのトリートメン
トのほか、予約の受付やカウンセリン
グ、備品の発注業務、棚卸、労務など
業務全般。

正社員以外 変形（1年単位） リゾートトラスト株式会社　グランドエクシブ初島クラブ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 調理知識

179,520円～179,520円
又は6時00分～21時59

静岡県熱海市初島８００

42

調理補助（住込） 各厨房における調理補助業務を担当し
ていただきます。
・仕込み（肉・魚・野菜等の下処理）
・食器、調理器具の洗浄業務
・厨房内清掃　等

正社員以外 交替制あり リゾートトラスト株式会社　グランドエクシブ初島クラブ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)8時30分～17時30分

195,840円～195,840円
又は10時30分～21時30

静岡県熱海市水口町１１番４８号

41

ドライバー等（宿泊
者送迎及びホテルに
関わる業務）

・ホテル～初島港間の送迎
・ホテル～付帯施設（マリーナ、レス
トラン）間の送迎
・ロビーアテンダント（ベル）サービ
ス
・他ホテルに関わる業務

正社員以外 変形（1年単位） リゾートトラスト株式会社　グランドエクシブ初島クラブ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～18時00分

月給 (2)10時00分～19時00 旅館、シティホテル
またはリゾートホテ
ルでのマネージャー

300,087円～400,016円 (3)13時00分～22時0040

マネージャー候補
ふふ熱海

サービス企画や人材の育成、また収益
管理などのマネジメント業務全般、現
場の最前線でバトラー業務をお任せい
たします。
※バトラー：チェックインからチェッ
クアウトまでお客様の滞在をトータル
にサポートする接客業務

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
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年2月7日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0557-81-3384 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050-  573621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0557-81-5181 従業員数 48人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　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-  424421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090- 2423521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090- 2427921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090- 2462021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090- 2464821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090- 2465221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090- 2501821 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- 2154721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 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- 2158421 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- 2215621 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- 2219721 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- 2220521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

静岡県熱海市咲見町６－１
アタミシーズンホテル

月給

223,900円～223,900円
又は6時00分～22時00

静岡県熱海市田原本町４－１６
伊東園ホテル熱海館

65

地域限定契約社員／
サービススタッフ／
アタミシーズンホテ
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

静岡県熱海市和田浜南町７番地２
号
ウオミサキホテル

64

地域限定契約社員／
サービススタッフ
（伊東園ホテル熱海
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

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

63

契約社員／ホテル
サービススタッフ
（ウオミサキホテ
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

静岡県熱海市昭和町１０－３３
熱海金城館

62

契約社員／ホテル
サービススタッフ
（ニューフジヤホテ
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

静岡県熱海市和田浜南町３－９
ホテル大野屋

61

地域限定契約社員／
ホテルサービスス
タッフ（熱海金城
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 調理実務経験３年以
上が目安278,650円～333,400円

静岡県熱海市咲見町６－１
アタミシーズンホテル

60

【正社員】ホテル調
理スタッフ／ホテル
大野屋

当社が運営するホテルの朝夕バイキン
グ料理の調理全般をお願いします。具
体的には、
・和食や洋食等のバイキング料理の調
理業務
・その他盛付等厨房業務全般


正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし (1)6時00分～21時00分

月給 調理実務経験３年以
上が目安278,650円～333,400円

静岡県熱海市田原本町４－１６
伊東園ホテル熱海館

59

【正社員】ホテル調
理スタッフ／アタミ
シーズンホテル

当社が運営するホテルの朝夕バイキン
グ料理の調理全般をお願いします。具
体的には、
・和食や洋食等のバイキング料理の調
理業務
・その他盛付等厨房業務全般


正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし (1)6時00分～21時00分

月給 調理実務経験３年以
上が目安278,650円～333,400円

静岡県熱海市和田浜南町７番地２
号
ウオミサキホテル

58

【正社員】ホテル調
理スタッフ／伊東園
ホテル熱海館

当社が運営するホテルの朝夕バイキン
グ料理の調理全般をお願いします。具
体的には、
・和食や洋食等のバイキング料理の調
理業務
・その他盛付等厨房業務全般


正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし (1)6時00分～21時00分

月給 調理実務経験３年以
上が目安278,650円～333,400円

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

57

【正社員】ホテル調
理スタッフ／ウオミ
サキホテル

当社が運営するホテルの朝夕バイキン
グ料理の調理全般をお願いします。具
体的には、
・和食や洋食等のバイキング料理の調
理業務
・その他盛付等厨房業務全般


正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし (1)6時00分～21時00分

月給 調理実務経験３年以
上が目安278,650円～333,400円

静岡県熱海市昭和町１０－３３
熱海金城館

56

【正社員】ホテル調
理スタッフ／熱海
ニューフジヤホテル

当社が運営するホテルの朝夕バイキン
グ料理の調理全般をお願いします。具
体的には、
・和食や洋食等のバイキング料理の調
理業務
・その他盛付等厨房業務全般


正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし (1)6時00分～21時00分

月給 調理実務経験３年以
上が目安278,650円～333,400円

静岡県熱海市田原本町２－１９

55

【正社員】ホテル調
理スタッフ／熱海金
城館

当社が運営するホテルの朝夕バイキン
グ料理の調理全般をお願いします。具
体的には、
・和食や洋食等のバイキング料理の調
理業務
・その他盛付等厨房業務全般


正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし (1)6時00分～21時00分

月給

213,800円～233,800円
又は20時00分～7時00

静岡県熱海市和田浜南町５－８

54

ナイトフロント 下記の業務を担当していただきます。
夜間のフロント業務全般をお願いしま
す。
チェックイン・チェックアウトの対応
業務、電話対応、お客様への対応など
です。
旅館内の見廻りなどの業務をお願いし

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)19時00分～8時00分

月給 危険物取扱者、ボイ
ラー技師、電気工事
士資格お持ちの方歓

245,000円～245,000円53

設備管理 水道光熱のメーターの検針業務
日常の不良カ所の修理または業者手配
改修案件の見積取得
館内全般の点検（電気、空調、設備）
資格を所有していなくても、施設・設
備関係の業務経験が
３年以上ある方を歓迎しています。

正社員以外 変形（1年単位） サンミ倶楽部株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～18時00分
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年2月7日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 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- 2249921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0557-67-1515 従業員数 18人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水他 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-  275021 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-  294821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-43-9000 従業員数 15人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090-  423421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-43-9000 従業員数 15人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090-  424321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-43-9000 従業員数 15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: 22090-  425621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-43-9000 従業員数 15人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090-  447521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-55-7520 従業員数 5人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050-  171821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 03-3201-6655 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13010- 1379721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-81-3561 従業員数 40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-   32021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-81-3561 従業員数 40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-   33721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-81-3561 従業員数 40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-   34821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-81-3561 従業員数 40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-   35221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

静岡県熱海市渚町２６－１１

月給

194,000円～223,000円

静岡県熱海市渚町２６－１１

78

ナイトフロント係 ・お泊りのお客様への館内の説明な
ど。
・館内、駐車場の巡回。
・電話の対応。
・まれにルームサービスの対応。水、
氷などの飲料。


正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　熱海玉の湯ホテル
雇用期間の定めなし (1)19時30分～8時00分

月給

200,000円～289,000円

静岡県熱海市渚町２６－１１

77

調理係 ・ご宿泊のお客様の料理を作る。
・その他、会社の定める業務を行って
頂きます。
・調理場の清掃、衛生管理。

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　熱海玉の湯ホテル
雇用期間の定めなし (1)6時00分～19時30分

月給

193,000円～226,000円

静岡県熱海市渚町２６－１１

76

客室係 ・お客様への、お部屋か宴会場に朝
食、夕食を提供（担当階ま
　での料理は内務係が運ぶので廊下か
宴会場までを担当し並べ
　る）
・お部屋の清掃は、ビルメンテの外注
の方が９割ほど行うが、

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　熱海玉の湯ホテル
雇用期間の定めなし (1)6時30分～20時30分

月給

189,000円～236,000円

静岡県熱海市上多賀

75

フロント・フロント
会計係（売店・喫茶
の手伝などあり）

・旅館フロントでのお客様への当館の
ご宿泊に関する説明など
　接客対応
・予約や問い合わせの電話対応、受付
等
・フロント会計、精算業務
・旅行会社の会議出席など

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　熱海玉の湯ホテル
雇用期間の定めなし (1)7時30分～20時00分

時給 (2)9時00分～18時00分

181,650円～181,650円

静岡県熱海市桃山町

74

リゾートマンション
清掃員／熱海市

マンション共用部の清掃、部屋清掃等


＊就業場所は窓口まで

正社員以外 交替制あり 株式会社　エンゼル
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 ＰＣ作業に慣れてい
る方、ＥＣサイト販
売に興味がある方、

200,034円～300,087円

静岡県熱海市西熱海町１丁目５－
１６
　絶景掛け流しの宿　熱海月右衛
門

73

ＥＣサイト運営ス
タッフ

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

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

月給 (2)12時00分～22時00 調理経験者優遇

212,500円～280,000円

静岡県熱海市西熱海町１丁目５－
１６
　絶景掛け流しの宿　熱海月右衛
門

72

調理スタッフ／熱海
月右衛門（熱海市）

全１８室の西熱海にある江戸をモチー
フとした宿で、料理人としてお客様の
食事を作るお仕事です。夕食や朝食の
事前仕込み業務や、食事営業中の料理
提供などが主な業務となります。「洗
い物や皮むきだけやらされる」「失敗
すると鍋をひっくり返される」ような

正社員 交替制あり 株式会社　マックスジャパン
雇用期間の定めなし (1)7時00分～17時00分

月給 (2)10時00分～20時00 接客業務経験者

300,000円～420,000円 (3)12時00分～22時00

静岡県熱海市西熱海町１丁目５－
１６
　絶景掛け流しの宿　熱海月右衛
門

71

支配人候補／熱海月
右衛門（熱海市）

全１８室の西熱海町にある江戸をモ
チーフとした宿を、運営・管理するお
仕事です。
基本業務としてチェックアウトから夕
食開始までカバーし、お客様へ心のこ
もったサービスが宿全体で行き届くよ
う、１日の指揮をとって頂きます。一

正社員 交替制あり 株式会社　マックスジャパン
雇用期間の定めなし (1)7時00分～17時00分

月給 (2)12時00分～22時00 調理業務経験者

300,000円～420,000円

静岡県熱海市西熱海町１丁目５－
１６
　絶景掛け流しの宿　熱海月右衛
門

70

料理長候補／熱海月
右衛門（熱海市）

全１８室西熱海にある江戸をモチーフ
とした宿で、料理長として腕を振るっ
て頂くお仕事です。
客室数が少ない為、己の技術をそのま
まお客様に伝えられる最高の環境で
す。スタッフを３～４名程従え、夕
食・朝食・別注料理などの調理、仕込

正社員 交替制あり 株式会社　マックスジャパン
雇用期間の定めなし (1)7時00分～17時00分

月給 (2)10時00分～20時00 接客業務経験者優遇

212,500円～280,000円 (3)12時00分～22時00

静岡県熱海市上多賀１０２７－７９

69

接客サービスの仕事
／熱海月右衛門（熱
海市）

温暖な熱海にある温泉旅館です。カッ
プルやご家族連れのお客様がレジャー
としてご利用され、客室は１８室だけ
なのでお客様との会話など旅行を盛り
上げるのもお仕事です。様々な年代が
活躍中です。
（業務内容）

正社員 交替制あり 株式会社　マックスジャパン
雇用期間の定めなし (1)7時00分～17時00分

月給 (2)12時00分～21時00

215,000円～300,000円

静岡県熱海市網代６２７－５０６

68

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 (2)10時00分～19時00 調理

203,601円～386,000円

静岡県熱海市和田浜南町３－９
ホテル大野屋

67

調理 お食事処及び宿泊の朝・夕食の調理 正社員 変形（1年単位） 有限会社　伊豆磯舟観光
雇用期間の定めなし (1)6時00分～15時00分

月給

223,900円～223,900円
又は6時00分～22時00

66

地域限定契約社員／
ホテルサービスス
タッフ（ホテル大野
屋）

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

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年2月7日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0557-29-6699 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 月他 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-   28521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 24時間

     TEL: 0557-55-9510 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 木他 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-  287221 各種保険： 雇用・労災 月平均 10時間

     TEL: 0120-911-045 従業員数 13人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 14100- 1111121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 27時間

     TEL: 0120-911-045 従業員数 13人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 14100- 1040021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 27時間

     TEL: 03-3349-8551 従業員数 8人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし 栄養士

求人番号: 13080- 9699721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0558-22-2700 従業員数 80人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22110-  134721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 0557-82-3185 従業員数 20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: 22050-  916621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-68-2218 従業員数 90人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050-  836421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0557-68-2218 従業員数 90人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 准看護師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050-  842221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 0557-68-2218 従業員数 90人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050-  845321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 0557-68-2218 従業員数 90人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝 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-  848121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 15時間

     TEL: 0557-82-3000 従業員数 337人

年　　齢: 35歳以下 休　　日： 他 臨床検査技師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050-  886521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 8時間

     TEL: 0557-82-3000 従業員数 337人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 薬剤師 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-  887421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

静岡県熱海市昭和町２０－２０

月給 (2)8時30分～12時30分

241,500円～266,800円

静岡県熱海市昭和町２０－２０

91

薬剤師 薬剤管理業務
服薬指導
調剤業務

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

201,000円～233,100円

静岡県熱海市下多賀４７７

90

臨床検査技師 患者さんの身体から検査した結果を分
析・評価して、医師にその検査情報を
伝えます。
・一般検査
・生化学検査
・血液検査
・微生物検査

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 ＰＣ（ワード、エク
セル操作）144,000円～190,000円

静岡県熱海市下多賀４７７

89

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

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

月給 (2)17時00分～9時15分 看護師の実務経験

230,000円～275,000円

静岡県熱海市下多賀４７７

88

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

月給 (2)17時00分～9時15分 准看護師経験

200,000円～245,000円

静岡県熱海市下多賀４７７

87

准看護師 ・看護師業務及び付帯する業務
・病棟業務又は外来業務

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

月給 (2)11時00分～19時30 看護助手の実務経験

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

静岡県熱海市田原本町９－１　熱海駅前第一ビル４Ｆ

86

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

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

月給 経理・総務の業務経
験者優遇190,000円～230,000円

下田・河津・稲取・伊豆高原・熱海

85

経理事務（経理・総
務）

専門学校での経理・総務の仕事です。

≪経理≫
学納金管理（学納金の請求・学納金管
理）
経費精算・支払業務・給与計算など


正社員以外 学校法人　高村育英会
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15分～23時45

224,000円～224,000円

静岡県熱海市泉４１３－１２６
ベストライフ熱海　厨房内

84

ホール・カウンター
スタッフ【月８日休
み正社員】

○パチンコ店ホールでの接客対応全般
を行って頂きます
　店内設備や遊び方のご案内や出玉の
持ち運び等、お客様が
　快適にプレイを楽しんで頂くための
サポートをします。
　カウンター担当は、出玉の清算や景

正社員 交替制あり 株式会社　アシベ商事
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時30分

月給 高齢者福祉施設・病
院・社食・学校・保
育園等での調理（補

240,000円～280,000円
又は5時00分～19時00

静岡県熱海市咲見町４－６
熱海温泉ホテル「夢いろは」

83

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

＜主な業務＞
・調理・食材等発注・配膳
・清掃・食器洗浄・シフト作成

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

月給 (2)10時00分～19時00 ホテル・旅館での勤
務経験のある方、接
客経験のある方歓迎

236,300円～280,000円 (3)12時00分～21時00

静岡県熱海市咲見町４－６
熱海温泉ホテル「夢いろは」

82

フロントスタッフ／
熱海温泉　夢いろは
／静岡県熱海市

まずはフロント業務からスタートし、
ホテル全体の業務を行っていただきま
す。現在もスタッフが中心となり季節
のイベントの企画を実施、お客様に喜
んでいただいております。
・フロント業務
・予約管理

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　オーイズミダイニング
雇用期間の定めなし (1)6時00分～15時00分

月給 (2)10時00分～19時00 ホテル・旅館での勤
務経験のある方、接
客経験のある方

280,000円～350,250円 (3)12時00分～21時00

静岡県熱海市田原本町９番１号　熱海第一ビル株式会社２階　２０８号、２０９号

81

支配人・支配人候補
／熱海温泉　夢いろ
は／静岡県熱海市

ホテル全体の業務の管理、販促活動を
中心に行っていただきます。
・人材教育　　　　　・売上管理
・販促活動
・フロント業務　　　・予約管理
・お客様のご案内
・レストランホール　・周辺観光地の

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　オーイズミダイニング
雇用期間の定めなし (1)6時00分～15時00分

月給 (2)17時00分～21時00 経験者歓迎します
が、調理が好きであ
れば可

200,000円～350,000円

静岡県熱海市中央町１８－１　京美堂ビル１０１

80

寿司職人（見習い） カウンターの仕事
　魚の仕込み、一品料理、デザート、
盛り付け等の補助

＊未経験者の方も基礎から指導します
＊イアリアン、フレンチ他業界経験者
歓迎

正社員 すし処和楽
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

月給 (2)12時00分～21時00 レストランのマネー
ジャー、店長経験、
調理師免許等

186,000円～278,800円 (3)16時00分～22時00
又は9時30分～22時00

79

レストラン全般業務 レストラン全般業務をおこないます。
調理アシスタント、ホール全般業務、
清掃などを覚えていただきます。
簡単な盛り付け、サラダ、ピザなど
は、覚えていただきます。
ドリンクの作り方なども、レシピをも
とに覚えていただきます。

正社員以外 交替制あり キッチン樹樹
雇用期間の定めなし (1)10時00分～19時00
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年2月7日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0557-81-9171 従業員数 700人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 薬剤師 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-   48921 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: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050-   51221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 0557-81-9171 従業員数 700人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 社会福祉士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050-   53421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0557-81-9171 従業員数 700人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 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-   56921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0557-68-0050 従業員数 26人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050-  396921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0557-81-6480 従業員数 3人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 木日祝 歯科衛生士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050-  539421 各種保険： 雇用・労災・健康 月平均 10時間

     TEL: 0557-81-9171 従業員数 3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-   19521 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 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 大型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり 中型自動車免許

求人番号: 22050-   20321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 054-266-3216 従業員数 5人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 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 准看護師

求人番号: 22010- 3501421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 0550-84-4709 従業員数 35人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

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

求人番号: 22031-  430921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 0550-84-4709 従業員数 35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 なし 介護職員初任者研修修了者

求人番号: 22031-  432021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0550-84-4709 従業員数 35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 介護職員初任者研修修了者

求人番号: 22031-  433721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-36-9069 従業員数 7人

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

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22052-  268121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

静岡県熱海市緑ガ丘町９－７
『熱海地区地域包括支援セン
ター』

月給

280,000円～340,000円

静岡県熱海市上多賀９６７－２４

　（株）スルガケアサービス熱海
事業所

104

主任介護支援専門員
（主任ケアマネ
ジャー）【熱海市】

主任ケアマネジメント業務全般

ご利用者様の介護予防プラン作成、相
談業務を行います。
パソコンを使用し書類を作成します。
公的機関への書類の提出、
ご利用者様の家庭への訪問もありま

正社員 有限会社　伊豆介護センター
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

170,000円～200,000円

静岡県熱海市上多賀９６７－２４

　（株）スルガケアサービス熱海
事業所

103

ホームヘルパー（熱
海事業所）

＊高齢者の自宅における訪問介護業務
・在宅介護
・利用者宅での食事援助等の家事援助
・身体介護
・日常の生活サポート

正社員 株式会社スルガケアサービス
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

190,000円～210,000円

静岡県熱海市上多賀９６７－２４

　（株）スルガケアサービス熱海
事業所

102

訪問介護サービス提
供責任者（熱海事業
所）

＊高齢者の自宅における訪問介護業務
及びサービス提供責任者業務
・在宅介護
・利用者宅での食事援助等の家事援助
・身体介護
・日常の生活サポート
・訪問介護員の業務管理

正社員 株式会社スルガケアサービス
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

160,000円～200,000円

静岡県熱海市清水町２－４
アサヒサンクリーン株式会社　伊
豆事業所

101

介護職員（デイサー
ビス・熱海事業所）

・通所介護施設における介護業務
　（入浴介助、トイレ介助、食事介
助、レクリエーション、その　　他）
・利用者の送迎等
　（ワゴン車運転の場合あり）

＊一人の仕事ではないので、ご経験が

正社員 株式会社スルガケアサービス
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

250,000円～250,000円

静岡県熱海市東海岸町１３－１国際医療福祉大学熱海病院内

100

訪問入浴看護職員／
伊豆事業所（熱海
市）

訪問入浴サービスにおける、看護職員
の募集です。
事業所へ出勤後に３人一組（介護職員
２人、看護師１人）にて訪問入浴車を
運転しお客様ご自宅へ向かいます。
お客様のご自宅到着後、介護職員が入
浴機材等の準備をしている間にお客様

正社員 アサヒサンクリーン　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)7時30分～16時30分

181,650円～225,010円 (3)8時15分～17時15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

99

運転手 ・送迎バス（マイクロバス）の運転
（熱海駅～病院）
・透析患者さんの送迎（主に熱海、湯
河原方面）
・公用車の管理
・車の清掃、オイル交換、タイヤの空
気圧確認など

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)7時00分～16時00分

月給 (2)6時00分～15時00分

180,000円～300,000円 (3)8時30分～17時30分

静岡県熱海市桃山町１８－１３

98

調理師 ・栄養士が作成する献立を基に入院患
者の食事の調理を分担
　しながら行っていただきます。
　（材料の仕込み、炒める、煮る、焼
く等）
・上記内容に付帯する業務もありま
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)5時00分～14時00分

月給

200,000円～240,000円

静岡県熱海市網代　４６２－８

97

歯科衛生士 来院する患者の応対や診療器具の準備
診療の補助、院内および診療器具の清
掃管理
訪問診療（熱海市からの依頼で月１回
３時間程度の検診）
歯磨き指導、歯石除去

正社員 立山歯科医院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時00分

月給 (2)9時00分～18時00分 医療事務経験者

177,000円～232,000円

静岡県熱海市東海岸町１３－１

96

医療事務 診療所の受付　医療事務 正社員 交替制あり 医療法人社団紀真会　服部医院
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

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

95

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

190,760円～270,650円

静岡県熱海市東海岸町１３－１

94

医療ソーシャルワー
カー

・患者様の転院、入院調整業務をして
いただきます。
・在宅退院調整業務
・他院、公共機関、施設、事業所との
連携業務
・医療相談　等

正社員以外 短大及び専門学校卒
以上

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

月給 医療事務業務経験

173,150円～173,150円

静岡県熱海市東海岸町１３－１

93

医療事務（事務職
員・事務クラーク）

受付、算定、レセプト（電子カル
テ）、外来・病棟での
クラーク業務など。

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

月給 薬剤師業務経験

262,010円～378,280円92

薬剤師 ・調剤、製剤業務
・薬剤管理
・病棟業務
・服薬指導
・学生実習指導など

正社員 変形（1ヶ月単位） 国際医療福祉大学熱海病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0557-80-3712 従業員数 58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: 22050-  766621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0465-46-6531 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-  691521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0465-46-6531 従業員数 9人

年　　齢: 18歳～64歳 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

求人番号: 22050-  693321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0465-46-6531 従業員数 9人

年　　齢: 18歳～64歳 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

求人番号: 22050-  701121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0465-46-6531 従業員数 9人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050-  706521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     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-  630021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 25時間

     TEL: 0465-63-6432 従業員数 84人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22050-  634521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 0557-85-0707 従業員数 35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： 毎　週 時間外 なし ホームヘルパー２級

求人番号: 22050-  657721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 介護福祉士

     TEL: 0557-83-2800 従業員数 7人

年　　齢: 59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: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050-  524121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0557-83-2800 従業員数 7人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 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： 毎　週 時間外 あり その他の福祉・介護関係資格

求人番号: 22050-  532921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0557-83-2800 従業員数 7人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 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： 毎　週 時間外 あり その他の福祉・介護関係資格

求人番号: 22050-  534021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0557-83-2800 従業員数 7人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 看護師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22050-  535721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0557-83-2800 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050-  536821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県熱海市青葉町３番１１号

月給

150,000円～250,000円

静岡県熱海市青葉町３番１１号

117

訪問入浴スタッフ 療養生活、入浴の支援、清潔ケア、医
療処置を看護師が行う際の介助をして
いただきます。
入浴の準備・セット・片づけ等
基本的に３人で訪問します。訪問範囲
は熱海市周辺です。訪問ではバンを運
転します。

正社員以外 株式会社　ゆらっくす
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

260,000円～480,000円

静岡県熱海市青葉町３番１１号

116

看護師 療養生活の支援、主治医や関係機関と
の連携、症状の観察、
医療処置、日常ケア、看取り、介護相
談や指導。
オンコール訪問（呼び出し時のみ）あ
り。

正社員 株式会社　ゆらっくす
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

166,000円～270,000円

静岡県熱海市青葉町３番１１号

115

訪問介護 食事、入浴、排泄、などの介助及び
掃除、洗濯、着替え等の自立支援

正社員 株式会社　ゆらっくす
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

158,000円～270,000円

静岡県熱海市青葉町３番１１号

114

デイサービススタッ
フ

利用者さん送迎・清潔ケア・食事の補
助・入浴介助及び
レクリエーションの参加など

正社員 株式会社　ゆらっくす
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

161,000円～340,000円

静岡県熱海市西熱海町１－２０－１

113

ケアマネージャー 介護保険サービスを利用する際に必要なケアプランの作成。正社員 株式会社　ゆらっくす
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 医療・福祉・介護事
業所での１年以上の
勤務経験

170,200円～206,700円

静岡県熱海市泉１７－２

112

介護職（正社員） 介護付き有料老人ホーム（特定施設入
居者生活介護）の入居者様に対するの
介護業務全般
＜日勤業務＞
・朝食、昼食、夕食時の食堂への移動
支援と配膳、下膳
・食中、食後の配薬

正社員 変形（1ヶ月単位） 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)9時00分～18時00分

月給 看護師または准看護
師260,000円～270,000円

静岡県熱海市泉１７－２

111

看護スタッフ 介護付有料老人ホーム「ネオ・サミット湯河原」における看護・介護サービスの提供。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　急　募正社員 交替制あり 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15 調理師免許、調理、
レストランでの経験175,000円～185,000円

静岡県熱海市泉２６９－３２

110

食堂調理補助 介護付有料老人ホーム「ネオ・サミット湯河原」内食堂においてご入居者に対する食事提供の補助。　　　　　　　　　　　　　　　主な仕事は、食事の配下膳、洗い物や食事の盛り付け等です。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)6時30分～14時45分

月給 (2)10時00分～21時00

210,000円～210,000円 (3)20時30分～7時30分

静岡県熱海市泉２６９－３２

109

デイサービス介護ス
タッフ

デイサービスにて、高齢者の方の介助
をお任せします。

＜具体的な仕事内容＞
・利用者様の送迎のお手伝い
・食事、入浴、排せつなどのサポート
・日々の介護記録の作成

正社員 変形（1ヶ月単位） ＭＹＤ株式会社
雇用期間の定めなし (1)7時00分～18時00分

月給 (2)10時00分～21時00 介護業務の現場経験

240,000円～240,000円 (3)20時30分～7時30分

静岡県熱海市泉２６９－３２

108

デイサービスの生活
相談員

デイサービスにて高齢者の方の介助を
お任せします。

＜具体的な仕事内容＞
・利用者様の送迎のお手伝い
・食事、入浴、排せつなどのサポート
・日々の介護記録の作成

正社員 変形（1ヶ月単位） ＭＹＤ株式会社
雇用期間の定めなし (1)7時00分～18時00分

月給 (2)8時00分～17時00分 介護業務の現場経験

240,000円～240,000円 (3)16時00分～9時00分

静岡県熱海市泉２６９－３２

107

デイサービスの生活
相談員

デイサービスにて、高齢者の方の介助
をお任せします。
＜具体的な仕事内容＞
・利用者様の送迎のお手伝い
・食事、入浴、排せつなどのサポート
・日々の介護記録の作成
・利用者さんやその家族との相談業

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

月給 (2)8時00分～17時00分

210,000円～210,000円

静岡県熱海市伊豆山字七尾原１１７３－１７２

106

デイサービスの介護
スタッフ

デイサービスにて、高齢者の方の介助
をお任せします。

＜具体的な仕事内容＞
・利用者様の送迎のお手伝い
・食事・入浴・排泄などのサポート
・日々の介護記録の作成

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

月給

228,700円～365,200円105

理学療法士・作業療
法士

デイケアご利用者様のリハビリ業務 正社員 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団　静寿会　　　介護老人保健施設　菜の花
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 03-5796-0630 従業員数 0人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 介護職員実務者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし 介護福祉士

求人番号: 13040- 7171021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-5796-0630 従業員数 0人

年　　齢: 59歳以下 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 なし ホームヘルパー２級

求人番号: 13040- 7173821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-5908-2032 従業員数 19人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 ＭＯＳ　Ｗｏｒｄス
ペシャリスト

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり ＭＯＳ　Ｅｘｃｅｌスペシャリスト

求人番号: 13080- 4289921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 日商簿記３級

     TEL: 0557-88-0002 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日 介護福祉士 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-  380021 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 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 介護職員実務者研修修了者

求人番号: 22050-  381721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 ホームヘルパー１級

     TEL: 0557-88-0002 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 准看護師

求人番号: 22050-  382821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 048-651-6700 従業員数 25人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050-  153021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 048-651-6700 従業員数 25人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050-  154721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 054-266-3216 従業員数 5人

年　　齢: 35歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22010-  258521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 0557-81-2322 従業員数 80人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 日商簿記３級 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-   18221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 1時間

     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-   52521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 0557-67-1971 従業員数 57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: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050-   78421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0557-85-2233 従業員数 52人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050-   82721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

静岡県熱海市西熱海町二丁目２４番８号

月給 (2)7時30分～16時30分

154,000円～310,000円 (3)10時00分～19時00

静岡県熱海市上多賀１０１６－１０

130

介護職員 介護業務
特別養護老人ホームにて、入浴介助、
歩行介助、食事介助、排泄介
助等の介護業務。
ベッド・車椅子間の移乗業務。
車椅子を利用している方をベッドへ移
乗。

正社員 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　熱海いでゆの園
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

220,000円～250,000円

静岡県熱海市上多賀１０１６－１０

129

介護支援専門員（施
設）

特別養護老人ホーム　海光園　入居者
のケアプラン作成
入居相談・面接・入居中の相談応対

上記内容に付帯する業務もあります

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

月給 栄養士

170,000円～210,000円

静岡県熱海市西熱海町１丁目２４－１

128

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

月給 日商簿記３級以上の
資格を取得の方
管理職経験のある方

240,371円～260,059円

静岡県熱海市清水町２－４
アサヒサンクリーン株式会社　伊
豆事業所

127

総務・営業課　係長
級

介護付有料老人ホーム（２４５室）の
運営にかかる以下の業務に携わってい
ただきます。
・サービス運営管理に関する業務
・施設の設備維持管理及び防災・災害
対策に関する業務
・業務委託管理業者の管理監督に関す

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

215,000円～225,000円

静岡県熱海市水口町２丁目３番４２

126

訪問入浴介護職員／
伊豆事業所（熱海
市）

訪問入浴サービスにおける、介護職員
の募集です。
事業所へ出勤後に３人一組（介護職員
２人、看護師１人）にて訪問入浴車を
運転しお客様ご自宅へ向かいます。
お客様のご自宅到着後、入浴機材の搬
入・組立をし、お客様を浴槽へ移乗し

正社員 アサヒサンクリーン　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)9時30分～18時30分

166,000円～193,000円 (3)16時00分～10時00

静岡県熱海市水口町２丁目３番４２

125

介護スタッフ（熱海
市）　認知症高齢者
グループホーム

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

正社員 変形（1ヶ月単位） メディカル・ケア・サービス株式会社
　愛の家グループホーム熱海水口雇用期間の定めなし (1)7時15分～16時15分

月給 (2)9時30分～18時30分 介護実務経半年以上

178,000円～213,000円 (3)16時00分～10時00

静岡県熱海市伊豆山１１７３番地１７５

124

介護福祉士（熱海
市）　認知症高齢者
グループホーム

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

正社員 変形（1ヶ月単位） メディカル・ケア・サービス株式会社
　愛の家グループホーム熱海水口雇用期間の定めなし (1)7時15分～16時15分

月給 看護師業務経験あり
が望ましい250,000円～270,000円

又は8時00分～19時00

静岡県熱海市伊豆山１１７３番地１７５

123

看護師・准看護師
（通所介護事業所）

サービス付き高齢者向け住宅入居者の
健康管理、日常生活のサポート
バイタルチェック、病院受診付添　な
ど

正社員 交替制あり 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

190,000円～254,000円
又は7時00分～22時00

静岡県熱海市伊豆山１１７３番地１７５

122

サービス提供責任者
（訪問介護事業所）

訪問介護事業所にてサービス提供責任
者業務。
介護計画書の作成
訪問介護スケジュールの作成、管理
ケアマネージャーや家族、関係機関と
の連絡、調整
サービス担当者会議への出席

正社員 交替制あり ＧＳＳ株式会社（介護事業所ひまわり）
雇用期間の定めなし

月給

170,000円～220,000円

静岡県熱海市泉４１３－１２６
ベストライフ熱海

121

通所介護員 通所介護業務
食事介助、トイレ介助、入浴介助、レ
クリエーション等

正社員 交替制あり 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

169,000円～175,000円

静岡県熱海市桜町２番１５号
「ミモザヘルパーステーション熱
海」訪問介護

120

未経験ＯＫの事務ス
タッフ／ベストライ
フ熱海／湯河原駅

介護報酬の請求、受付・電話応対、労
務管理などの事務業務が
９割。
他には施設内の掲示物の作成も行いま
す。
また、ご入居者様の食事の際の誘導や
配膳の手伝いをお願いし

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)9時00分～18時00分

月給 (2)8時30分～17時30分 介護経験、訪問介護
経験214,440円～227,340円 (3)11時00分～20時00

静岡県熱海市桜町２番１５号
「ミモザヘルパーステーション熱
海」訪問介護

119

訪問介護／常勤ヘル
パー／熱海

【Ｒ３．９月１日にオープン！】
「サービス付き高齢者向け住宅のご入
居者」「ご自宅で生活を送る
地域のご利用者」に対して介護サービ
スを提供いたします
サービス内容は、大きく分けて以下の
２つ

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

月給 (2)8時30分～17時30分 介護経験、訪問介護
経験、サ責経験
※サ責経験者歓迎

247,100円～254,840円 (3)11時00分～20時00118

訪問介護／サービス
提供責任者／熱海

【Ｒ３．９月１日にオープン！】
「サービス付き高齢者向け住宅のご入
居者」「ご自宅で生活を送る
地域のご利用者」に対して介護サービ
スを提供いたします。
ヘルパーとしての訪問介護の実務に加
え、以下業務を担当します。

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