
【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年3月4日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     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- 1458821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0557-83-2496 従業員数 15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 なし

求人番号: 22050- 1200621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-81-3986 従業員数 26人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 1688321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-81-3620 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 設備管理士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり １級建築施工管理技士

求人番号: 22050- 1163121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間 ２級建築施工管理技士

     TEL: 0557-81-8211 従業員数 21人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 1012521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-81-8211 従業員数 21人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 1014321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-81-8211 従業員数 21人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 1015621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-68-4147 従業員数 34人

年　　齢: 35歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050-  972521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-82-6578 従業員数 73人

年　　齢: 65歳以上 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 1592921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 22時間

     TEL: 0557-82-2410 従業員数 52人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 1561821 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 80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- 1436321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-81-8285 従業員数 80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- 1439121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-81-8285 従業員数 80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: 22050- 1440821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

静岡県熱海市昭和町２０－５

月給 (2)19時00分～8時00分 パソコンへの入力が
できること210,000円～210,000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

静岡県熱海市昭和町２０－５

13

配車係 配車依頼を電話で受けパソコンに入力しタクシーへ配車をする業務です。正社員 変形（1ヶ月単位） 熱海第一交通　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～19時00分

月給

158,400円～158,400円

静岡県熱海市昭和町２０－５

12

固定給タクシー乗務
員（女性専用求人）

＜　養成タクシー乗務員　＞

タクシーで顧客を目的地まで安全にお
送りするお仕事です
ナビ搭載で地理の不安も有りません
研修も充実教習所機関や取得後の研修
は日当を支給

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 熱海第一交通　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 (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

静岡県熱海市小嵐町１－４

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

時給 (2)10時00分～20時00

120,000円～120,000円 (3)12時00分～22時00

静岡県熱海市網代４５８－３

9

タクシー運転手 【タクシー運転業務】
　★全車オートマ車です。

　さらなるサービス向上を目指して
　社員一同頑張っている会社です。

＊アルバイトもご相談ください。　

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

月給

180,000円～250,000円

静岡県熱海市上宿町９－１５

8

事務 一般事務職です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話対応、接客対応、御用聞き、パソコンによる伝票発行や整理、請求書処理となります。正社員 株式会社　丸藤
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

190,000円～450,000円

静岡県熱海市上宿町９－１５

7

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


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

月給 設計・積算経験者又
は現場管理経験者250,000円～450,000円

静岡県熱海市上宿町９－１５

6

建築設備設計・積算 ◇建築設備の設計と積算

　※上記に付帯する業務全般
　※本社勤務

★☆★　急　募　★☆★

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

月給

190,000円～350,000円

静岡県熱海市桃山町１８－３６

5

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

※工事現場は会社から車で１時間圏内

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

日給 建設現場での就労経
験があれば尚可180,000円～280,000円

静岡県熱海市紅葉ガ丘町９－２５

4

建設配管工 主に建設現場での給排水設備の仕事で
す。
日常生活で重要な水回りのお仕事なの
で、知識が増えるごとにやり甲斐を感
じる事ができます。
仕事の内容を理解し担当現場を把握で
きる様になれば、どんどん管理職へと

正社員 株式会社　ＰＲＣ
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時15分

月給

200,000円～540,000円

静岡県熱海市清水町６－２７－１０５

3

現場の管理及び営業
（顧客との打ち合わ
せ等）

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

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

月給

200,000円～345,000円

静岡県熱海市梅園町３－６

2

鳶・土工・多能工 ＜＜鳶・土工・多能工の業務内容とし
て＞＞
※建築・土木現場での鳶工、土工、鍛
冶工、雑工などのお仕事です。
※足場工事、鉄骨工事、鍛冶工事、雑
工事、一般土木工事、外構工事、橋梁
工事、その他工場内でのプラント工事

正社員 有限会社　関組
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

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

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

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年3月4日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 0557-81-8285 従業員数 80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- 1441221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-81-8285 従業員数 80人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 1443421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-81-8285 従業員数 80人

年　　齢: 35歳～54歳 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1444321 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- 1341121 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: 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: 22050- 1276321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 055-984-1501 従業員数 40人

年　　齢: 18歳～62歳 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 1321321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 30時間

     TEL: 0557-81-8285 従業員数 80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- 1226621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-81-8285 従業員数 80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- 1232421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-81-8285 従業員数 80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: 22050- 1196921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 055-984-1501 従業員数 40人

年　　齢: 18歳～62歳 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 1023621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 30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: 0557-80-4183 従業員数 26人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 1194321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-80-4183 従業員数 26人

年　　齢: 18歳～35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- 1045521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

静岡県熱海市泉元門川分字郷清水２０７番地

月給

200,000円～250,000円

静岡県熱海市泉元門川分字郷清水２０７番地

26

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

正社員 交替制あり 熱海ビーチライン
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

日給

201,600円～201,600円

静岡県熱海市下多賀５４１－１８

25

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

正社員以外 交替制あり 熱海ビーチライン
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

月給

158,000円～180,000円

静岡県熱海市相の原町１－２２
熱海営業所

24

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 (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

23

隔日勤務タクシー乗
務員（ドライバー）
熱海営業所

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

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

月給 (2)19時00分～8時00分 パソコンへの入力が
できること210,000円～210,000円

静岡県熱海市昭和町２０－５

22

配車係 配車依頼を電話で受けパソコンに入力しタクシーへ配車をする業務です。正社員 変形（1ヶ月単位） 熱海第一交通　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～19時00分

月給

158,400円～158,400円

静岡県熱海市昭和町２０－５

21

固定給タクシー乗務
員（女性専用求人）

＜　養成タクシー乗務員　＞

タクシーで顧客を目的地まで安全にお
送りするお仕事です
ナビ搭載で地理の不安も有りません
研修も充実教習所機関や取得後の研修
は日当を支給

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 熱海第一交通　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 (2)9時00分～3時00分

186,000円～189,000円

静岡県熱海市相の原町１－２２
熱海営業所

20

タクシー乗務員 ＜　タクシー乗務員　＞

タクシーでお客様を目的地まで安全に
お送りするサービス業です。

※車種　クラウン・プリウス・コン
フォート　など・・・

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

月給 (2)7時00分～2時30分

156,240円～162,750円 (3)6時00分～18時15分

静岡県熱海市桜木町７－６

19

隔日勤務タクシー乗
務員（ドライバー）
熱海営業所

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

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

月給 (2)19時00分～8時00分 パソコンへの入力が
できること210,000円～210,000円

静岡県熱海市相の原町１－２２
熱海営業所

18

配車係 配車依頼を電話で受け付けパソコンに入力しタクシーへ配車をする業務です。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

17

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)19時00分～7時00分

186,000円～189,000円 (3)9時00分～3時00分

静岡県熱海市昭和町２０－５

16

タクシー乗務員　就
職氷河期世代限定求
人

＜　タクシー乗務員　＞
５４才以下の二種資格がない方でも応
募可能

タクシーでお客様を目的地まで安全に
お送りするサービス業です。


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

月給 (2)20時00分～7時00分 普通自動車１種免許
取得後３年以上186,000円～189,000円

静岡県熱海市昭和町２０－５

15

タクシー乗務員（管
理職候補）

タクシー乗務員　管理職候補の内容と
して

タクシーでお客様を目的地まで安全に
お送りするサービス業です。

お客様を名所・旧跡などへのご案内等

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

月給 (2)9時00分～3時00分

186,000円～189,000円14

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
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年3月4日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 0557-82-3577 従業員数 14人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水日 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 1105121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 27時間

     TEL: 03-5909-4756 従業員数 628人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13080-12859221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 03-5909-4756 従業員数 628人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13080-12860621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 03-5909-4756 従業員数 628人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13080-12890221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 027-386-3120 従業員数 1人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 10020- 3008621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-975-1315 従業員数 15人

年　　齢: 45歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 1247821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20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: 055-975-5988 従業員数 12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- 1671621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 6時間

     TEL: 0557-85-4666 従業員数 8人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 薬剤師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1645321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 054-686-4918 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: 22010- 5222721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10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 

     TEL: 055-972-9488 従業員数 3人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1080321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     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 

静岡県熱海市田原本町９番１号　熱海第１ビル　１階

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

静岡県熱海市渚町８－２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アクサ生命保険株式会社　静岡支社　三島営業所　熱海分室

39

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

月給

180,000円～240,000円

静岡県熱海市昭和町１３－１９　３階

38

商工会議所共済・福
祉制度スタッフ

・商工会議所会員企業に対する生命保
険による従業員の福利厚生制度（退職
金・弔慰金）のコンサルティング営業
・経営者のリスク管理や事業承継、資
産管理などのアドレスや保険設計
・個人のライフプランニングに対応し
た保険設計

正社員 アクサ生命保険株式会社　静岡支社　　三島営業所
雇用期間の定めなし (1)9時15分～17時00分

時給

187,680円～326,400円
又は8時30分～19時00

静岡県熱海市上多賀５９８－３
熱海支店

37

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 ＬＰガス事業（販売
など）に従事した経
験があれば、尚可。

141,960円～141,960円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱海駅前第一ビル２階、４階

36

ＬＰガス管理スタッ
フ（開栓・検針・集
金）／熱海市

ＬＰガス管理のお仕事です。
ＬＰガス管理スタッフとして、ＬＰガ
スの管理業務を専門に行います。
具体的には、引っ越しなどで入居され
る際のガス開栓業務、退去される際の
ガス閉栓業務、ガス漏れ点検業務、毎
月の検針業務および集金業務、お客様

正社員以外 交替制あり 株式会社　ザ・トーカイ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～17時45分

月給

330,000円～500,000円

静岡県熱海市西熱海町１－２４－
１
ゆとりあの郷

35

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

月給 調理経験

240,000円～240,000円
又は5時00分～20時00

静岡県熱海市田原本町３－６

34

（請）調理 介護付有料老人ホーム
１２０人～１６０人の料理を作って頂
きます。
コンセプト「おいしい手作り、家庭料
理」
朝・昼・夕食　３食
調理・接客（お客様とのコミニュケー

正社員 交替制あり 株式会社　マルヨ
雇用期間の定めなし

月給 (2)8時30分～17時30分

188,000円～188,000円

静岡県熱海市田原本町３－６

33

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

230,000円～300,000円
又は9時30分～21時00

静岡県熱海市田原本町３－４
アルカヤ靴店熱海

32

寿司店の調理スタッ
フ

・寿司調理全般
・サイドメニュー調理
・仕込みなど

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

月給

200,000円～250,000円
又は9時00分～20時00

静岡県熱海市西熱海町１－１７８
０－１３８
当社　熱海事務所

31

店頭販売員（アルカ
ヤ靴店熱海）

・国産スニーカー等の接客販売
お客様のご要望を伺い、最適なご提案
をしていただきます。
状況により、集客を上げるため、店頭
での積極的なお声がけなども必要にな
ります。
・レジ打ち業務、簡単なＰＣ作業

正社員 交替制あり 株式会社アルカヤ
雇用期間の定めなし

月給 Ｃ、Ｃ＋＋言語での
開発経験210,000円～360,000円

静岡県熱海市西熱海町１－１７８
０－１３８
当社　熱海事務所

30

ＩＰ／ＰＢＸソフト
ウェア開発／静岡県
熱海市

自社開発製品であるＩＰ／ＰＢＸのソ
フトウェア開発に携わってい
ただきます。スキルレベルに応じて新
規機能の設計、開発、レビュ
ー、機能拡張や追加要望への対応を
行っていただきます。研修終了
後は在宅勤務も可能です。

正社員 株式会社　バルテック
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時30分

月給 ＬｉｎｕｘＯＳ、Ｐ
ＨＰ（又はｐｅｒｌ
等スクリプト言語）

210,000円～360,000円

静岡県熱海市西熱海町１－１７８
０－１３８
当社　熱海事務所

29

ＰＨＰ等スクリプト
言語使用・設定画面
開発／静岡県熱海市

自社開発製品であるＩＰ－ＰＢＸの設
定画面開発に携わっていただきます。
スキルレベルに応じて設定画面の設
計、開発、レビュー、機能拡張や追加
要望への対応を行っていただきます。
※研修終了後は在宅勤務も可能です。
【仕事内容】ＰＨＰ等スクリプト言語

正社員 株式会社　バルテック
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時30分

月給 Ｏｂｊｅｃｔｉｖｅ
－ＣまたはＳｗｉｆ
ｔの開発経験３年以

210,000円～360,000円

静岡県熱海市小嵐町９－５１

28

スマートフォンアプ
リ（ｉＯＳ）の開発
／静岡県熱海市

自社開発スマホ用ＶｏＩＰアプリの開
発に携わっていただきます。スキルレ
ベルに応じて新規機能の設計、開発、
レビュー、機能拡張や追加要望への対
応を行っていただきます。※研修終了
後は在宅勤務も可能です。
【必須スキル】Ｏｂｊｅｃｔｉｖｅ－

正社員 株式会社　バルテック
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時30分

月給 鮮魚に関する知識・
加工技術230,000円～400,000円

又は6時30分～17時00

27

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

正社員 かね哲水産株式会社
雇用期間の定めなし
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年3月4日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 21人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 インテリアコーディ
ネーター

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり 一級建築士

求人番号: 13080-10833021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 二級建築士

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 21人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 インテリアコーディ
ネーター

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり 一級建築士

求人番号: 13080-10840121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 二級建築士

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 19人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 インテリアコーディ
ネーター

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり 一級建築士

求人番号: 13080-10842721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 二級建築士

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 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: 13080-14444821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間 管理業務主任者

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 22人

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

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり マンション管理士

求人番号: 13080-10704021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間 管理業務主任者

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 22人

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

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり マンション管理士

求人番号: 13080-10706821 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 19人

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

就業場所: 

採用人数: 6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: 13080-10717421 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 16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: 13080-10720021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 22人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 宅地建物取引士
（旧：宅地建物取引

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり マンション管理士

求人番号: 13080-10753021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間 管理業務主任者

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 6人

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

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり マンション管理士

求人番号: 13080-10758421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 管理業務主任者

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 23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: 14010- 9744721 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 23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: 14010- 9745821 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 19人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 インテリアコーディ
ネーター

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり ２級建築施工管理技士

求人番号: 14010- 9747521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間 二級建築士

静岡県熱海市田原本町９－１　熱
海第一ビル９階
当社　熱海駅前店

月給

300,000円～500,000円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱
海第一ビル９階
当社　熱海駅前店

52

インテリアコーディ
ネーター／熱海駅前
店

★別荘のリフォームが中心です

別荘のリフォームを手掛けることが多
いのが、熱海店の特徴です。
リゾートマンションから戸建のものま
で、幅広く携わっています。


正社員 変形（1年単位） 神奈川ロイヤル　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

245,000円～400,000円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱
海第一ビル９階
当社　熱海駅前店

51

不動産賃貸仲介営業
／熱海駅前店

★反響営業が中心！飛び込み営業は行
いません★
リゾート物件の賃貸仲介営業の仕事を
お任せいたします。

■賃貸仲介のお仕事は？
マンション・戸建てを「貸したい」お

正社員 変形（1年単位） 神奈川ロイヤル　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

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

50

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

正社員 変形（1年単位） 神奈川ロイヤル　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 接客経験、営業経験
ある方300,000円～400,000円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱
海第一ビル９階
当社：熱海駅前店

49

不動産売買仲介営業
／ラスカ熱海店（熱
海市）

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

正社員 変形（1年単位） ロイヤルリゾート株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 接客経験と営業経験
がある方。245,000円～400,000円

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

48

リゾート物件の賃貸
仲介営業／熱海駅前
店

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

正社員 変形（1年単位） ロイヤルリゾート株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 接客経験

215,000円～300,000円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱
海第一ビル９階
当社：熱海駅前店

47

営業事務／熱海駅前
店

熱海で圧倒的なシェア率を誇るロイヤ
ルリゾート！！
中古マンションや戸建・別荘など様々
な規模のリゾート不動産の売買を行う
部門の
営業事務をお任せします。
＜具体的には＞

正社員 変形（1年単位） ロイヤルリゾート株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

265,000円～400,000円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱
海第一ビル９階
当社：熱海駅前店

46

不動産賃貸管理／熱
海駅前店

■管理戸数７５００戸以上。
■賃貸に関する全般的な業務
１　募集業務
　　賃貸仲介会社と連携し空室を埋め
る業務
２　契約：審査業務
　　入居者の申込受付、審査、契約書

正社員 変形（1年単位） ロイヤルリゾート株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 接客経験、営業経験
ある方歓迎235,000円～350,000円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱
海第一ビル９階
当社：熱海駅前店

45

不動産賃貸仲介営業
／熱海駅前店

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

正社員 変形（1年単位） ロイヤルリゾート株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 接客経験、営業経験
ある方歓迎265,000円～400,000円

静岡県熱海市田原本町１１－１
ラスカ熱海３階
当社　ラスカ熱海店

44

不動産売買仲介営業
／熱海駅前店

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

正社員 変形（1年単位） ロイヤルリゾート株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

265,000円～400,000円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱
海第一ビル９階
当社：熱海駅前店

43

【急募】不動産賃貸
仲介営業／ラスカ熱
海店

＜反響営業が中心で飛び込みは行いま
せん＞
業界未経験の方も歓迎

リゾート不動産の賃貸仲介営業の仕事
をお任せいたします。


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

月給

300,000円～500,000円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱
海第一ビル９階
当社：熱海駅前店

42

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

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

月給 住宅・建築関連の業
務でのご経験をお持
ちの方

300,000円～500,000円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱
海第一ビル９階
当社：熱海駅前店

41

リフォームコーディ
ネーター／熱海駅前
店

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

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

月給

300,000円～500,000円40

インテリアコーディ
ネーター／熱海駅前
店

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

正社員 変形（1年単位） ロイヤルインテリア　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年3月4日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 19人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 インテリアコーディ
ネーター

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり ２級建築施工管理技士

求人番号: 14010- 9750121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間 二級建築士

     TEL: 03-3505-3020 従業員数 12人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13040-14868621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 03-3505-3020 従業員数 13人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13040-14878121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-81-5111 従業員数 63人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 1310221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 15時間

     TEL: 03-5645-6888 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 13010-14305621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-81-5111 従業員数 30人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝 日商簿記３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: 22050- 1089421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 03-5206-5121 従業員数 20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: 13080-14223821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 03-5206-5121 従業員数 20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: 13080-14224221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-81-6185 従業員数 35人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 木他 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- 1687421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0557-82-1717 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： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1570221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-82-1717 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： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1571521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-82-1717 従業員数 15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- 1572421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-82-1717 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： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1555521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県熱海市伊豆山１０４８番４

月給

175,000円～240,000円
又は7時00分～22時00

静岡県熱海市伊豆山１０４８番４

65

フロントサービス ホテル内フロント業務 正社員以外 交替制あり 株式会社　グランバッハ熱海
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給

175,000円～240,000円
又は7時00分～22時00

静岡県熱海市伊豆山１０４８番４

64

客室清掃責任者 ホテル内清掃業務、及び管理 正社員以外 交替制あり 株式会社　グランバッハ熱海
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給

175,000円～240,000円
又は7時00分～22時00

静岡県熱海市伊豆山１０４８番４

63

洋食調理スタッフ ホテル内キッチンでの調理業務 正社員以外 交替制あり 株式会社　グランバッハ熱海
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給

175,000円～240,000円
又は7時00分～22時00

静岡県熱海市小嵐町１４－８

62

レストランサービス ホテル内レストランでのサービス業務 正社員以外 交替制あり 株式会社　グランバッハ熱海
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給

220,000円～260,000円
又は6時30分～20時30

静岡県熱海市熱海１７３９－３５
パサニアホテル棟２７階
『ＩＳＨＩＮＯＹＡ熱海』（当社
運営）

61

客室係 お出迎え・館内案内
お着きののお茶出し・館内説明
お部屋出しの配膳・下膳
宴会場の配膳・下膳
客室の片づけ（包布替え・浴衣や備品
の補充）（掃除はありません）
お見送り

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　新かど旅館
雇用期間の定めなし

月給 接客経験

220,000円～250,000円
又は6時30分～22時00

静岡県熱海市熱海１７３９－３５
パサニアホテル棟２７階
『ＩＳＨＩＮＯＹＡ熱海』（当社
運営）

60

リゾートセミナーホ
テル・レストラン
サービス／熱海市

当社の運営するリゾートセミナーホテ
ル『ＩＳＨＩＮＯＹＡ熱海』
内の食事会場にてサービススタッフと
してレストラン業務全般
をお任せします。
■主な業務
・食事の準備

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ティーケーピー
雇用期間の定めなし

月給 ホテルや接客経験者
歓迎です。220,000円～250,000円

又は8時00分～21時00

静岡県熱海市田原本町９－１　熱海駅前第一ビル７Ｆ

59

リゾートセミナーホ
テル・フロント／熱
海市

＊＊／幅広い年代の社員が活躍してい
る元気な職場です！＼＊＊
●当社の運営するリゾートセミナーホ
テル『ＩＳＨＩＮＯＹＡ熱海
』のフロント業務を中心にお任せしま
す。


正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ティーケーピー
雇用期間の定めなし

月給 経理事務経験　２年
以上210,000円～250,000円

静岡県熱海市春日町９番１号
ザ・クレストタワー熱海

58

経理事務スタッフ 経理事務全般 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30分～17時30分

月給

208,000円～208,000円

静岡県熱海市咲見町６－５

57

マンション管理員／
熱海市

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

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ゴールドクレストコミュニティ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～18時00分

月給

170,000円～180,000円

静岡県熱海市渚町２２－１０

56

中銀ケアホテル　フ
ロントスタッフ

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

お任せするのは、接客対応をメインに
伝票処理や従業員の出勤管理など。タ

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

月給

210,000円～210,000円
又は0時00分～23時59

静岡県熱海市渚町１４－１２

55

リゾートホテル運営
スタッフ（熱海Ｏｃ
ｅａｎ）

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


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

月給

210,000円～210,000円
又は0時00分～23時59

静岡県熱海市田原本町９－１　熱
海第一ビル９階
当社　熱海駅前店

54

リゾートホテル運営
スタッフ（熱海シー
フロント）

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


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

月給

300,000円～500,000円53

リフォームプラン
ナー／熱海駅前店

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


正社員 変形（1年単位） 神奈川ロイヤル　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年3月4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: 0557-55-7520 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- 1398621 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- 1403921 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- 1404121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0557-55-7520 従業員数 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- 1407821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0557-55-7520 従業員数 5人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 1408221 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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 1410321 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: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 1419421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 0557-55-7520 従業員数 113人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 1420921 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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 1421121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-55-7520 従業員数 0人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 1425221 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 0人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 1426521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15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- 1391021 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- 1393821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

静岡県熱海市伊豆山２６９

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

78

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

静岡県熱海市桃山町１８－４２

77

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 事務経験者

200,034円～300,087円

静岡県熱海市水口町１１－４８

76

労務　総務　経理な
どの一般事務

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

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

月給 鮨経験者
カウンターの為、接
客が好きな方歓迎

200,034円～400,016円

静岡県熱海市伊豆山２６９

75

調理／寿司（ふふ熱
海）

地産地消にこだわり、地元でとれた新鮮な食材を使用。仕込み、握り、接客など。すべて一から手作りで調理をし、お客様へ提供しています。プライベート感のあるカウンターや個室のお席、地元の穫りたての海鮮で腕をふるってください。正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社ＫＰＧ　ＨＯＴＥＬ＆ＲＥＳＯＲＴ
雇用期間の定めなし (1)7時00分～21時30分

月給 宿泊、販売、営業な
ど接客業務経験200,043円～350,108円

静岡県熱海市水口町１１番４８号

74

ナイトフロント（Ａ
ＴＡＭＩせかいえ）

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

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

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

静岡県熱海市伊豆山２６９

73

接客サービス（ふふ
熱海）

一組一組のお客様とご丁寧に向き合う
『バトラー業務』をご担当いただきま
す。
バトラーは、お出迎えからお見送りま
での接客に関する全ての業務を行いま
す。
■コンシェルジュ（チェックイン・

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

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

200,034円～350,002円 (3)13時00分～22時00

静岡県熱海市水口町１１番４８号

72

ホテルスタッフ　Ａ
ＴＡＭＩせかいえ

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

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

月給 (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

静岡県熱海市桃山町

71

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 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

静岡県熱海市水口町１１番４８号

70

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)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

静岡県熱海市伊豆山２６９

69

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

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

68

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

67

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66

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

6/12



【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年3月4日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 0557-81-3561 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- 1167221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 03-3201-6655 従業員数 12人

年　　齢: 59歳以下 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 ２級土木施工管理技士

求人番号: 13010-13717821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 03-3201-6655 従業員数 12人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 管理業務主任者 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり １級土木施工管理技士

求人番号: 13010-13718221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間 ２級土木施工管理技士

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090- 5045621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090- 5052321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090- 5120821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090- 5131421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090- 5133621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090- 5174621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090- 5181321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090- 5193121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090- 5195721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090- 5200821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

静岡県熱海市和田浜南町７－２
ウオミサキホテル

月給 施設管理実務経験３
年以上が目安301,760円～301,760円

又は9時00分～21時00

静岡県熱海市田原本町４－１６
伊東園ホテル熱海館

91

ホテル施設管理長候
補／全国転勤あり

当社が運営するホテルの施設管理部門
の責任者として、全体のマネジメント
業務をお任せします。具体的には、
・水道光熱のメーターの検針業務
・日常の不良か所の修理、館内全般の
点検（電気、空調、設備）
・改修案件の見積取得

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 施設管理実務経験３
年以上が目安301,760円～301,760円

又は9時00分～21時00

静岡県熱海市咲見町６－１
アタミシーズンホテル

90

ホテル施設管理長候
補／全国転勤あり

当社が運営するホテルの施設管理部門
の責任者として、全体のマネジメント
業務をお任せします。具体的には、
・水道光熱のメーターの検針業務
・日常の不良か所の修理、館内全般の
点検（電気、空調、設備）
・改修案件の見積取得

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 施設管理実務経験３
年以上が目安301,760円～301,760円

又は9時00分～21時00

静岡県熱海市和田浜南町３－９
ホテル大野屋

89

ホテル施設管理長候
補／全国転勤あり

当社が運営するホテルの施設管理部門
の責任者として、全体のマネジメント
業務をお任せします。具体的には、
・水道光熱のメーターの検針業務
・日常の不良か所の修理、館内全般の
点検（電気、空調、設備）
・改修案件の見積取得

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 業界問わず、何らか
のマネジメントの経
験

352,880円～352,880円
又は9時00分～21時00

静岡県熱海市和田浜南町３－９
ホテル大野屋

88

【全国転勤】ホテル
支配人候補（ホテル
大野屋）

【何かしらのマネジメント経験があれ
ば、ホテル未経験可】
半年でのキャリアアップが可能！初任
給３５．２万以上、支配人昇格後３
９．５万円以上。
充実した研修制度がありますので、安
心してご応募下さい。

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 施設管理実務経験３
年以上が目安301,760円～301,760円

又は9時00分～21時00

静岡県熱海市咲見町６－１
アタミシーズンホテル

87

ホテル施設管理長候
補／全国転勤あり

当社が運営するホテルの施設管理部門
の責任者として、全体のマネジメント
業務をお任せします。具体的には、
・水道光熱のメーターの検針業務
・日常の不良か所の修理、館内全般の
点検（電気、空調、設備）
・改修案件の見積取得

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 業界問わず、何らか
のマネジメントの経
験

352,880円～352,880円
又は9時00分～21時00

静岡県熱海市田原本町４－１６
伊東園ホテル熱海館

86

【全国転勤】ホテル
支配人候補（アタミ
シーズンホテル）

【何かしらのマネジメント経験があれ
ば、ホテル未経験可】
半年でのキャリアアップが可能！初任
給３５．２万以上、支配人昇格後３
９．５万円以上。
充実した研修制度がありますので、安
心してご応募下さい。

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 業界問わず、何らか
のマネジメントの経
験

352,880円～352,880円
又は9時00分～21時00

静岡県熱海市和田浜南町７－２
ウオミサキホテル

85

【全国転勤】ホテル
支配人候補（伊東園
ホテル熱海館）

【何かしらのマネジメント経験があれ
ば、ホテル未経験可】
半年でのキャリアアップが可能！初任
給３５．２万以上、支配人昇格後３
９．５万円以上。
充実した研修制度がありますので、安
心してご応募下さい。

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 業界問わず、何らか
のマネジメントの経
験

352,880円～352,880円
又は9時00分～21時00

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

84

【全国転勤】ホテル
支配人候補（ウオミ
サキホテル）

【何かしらのマネジメント経験があれ
ば、ホテル未経験可】
半年でのキャリアアップが可能！初任
給３５．２万以上、支配人昇格後３
９．５万円以上。
充実した研修制度がありますので、安
心してご応募下さい。

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 業界問わず、何らか
のマネジメントの経
験

352,880円～352,880円
又は9時00分～21時00

静岡県熱海市昭和町１０－３３
（熱海金城館）

83

【全国転勤】ホテル
支配人候補（熱海
ニューフジヤホテ
ル）

【何かしらのマネジメント経験があれ
ば、ホテル未経験可】
半年でのキャリアアップが可能！初任
給３５．２万以上、支配人昇格後３
９．５万円以上。
充実した研修制度がありますので、安
心してご応募下さい。

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 業界問わず、何らか
のマネジメントの経
験

352,880円～352,880円
又は9時00分～21時00

静岡県熱海市田原本町９－１　熱
海第１ビル２階
当社　別荘管理課

82

【全国転勤】ホテル
支配人候補（熱海金
城館）

【何かしらのマネジメント経験があれ
ば、ホテル未経験可】
半年でのキャリアアップが可能！初任
給３５．２万以上、支配人昇格後３
９．５万円以上。
充実した研修制度がありますので、安
心してご応募下さい。

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 電話やメール等にお
けるビジネスマ
ナー、土木工事・設

375,000円～406,250円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱海第１ビル２階　別荘管理課

81

別荘地管理フロント
職（施設管理業務）
部長クラス／熱海市

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

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

月給 電話やメール等にお
けるビジネスマナー
土木工事・設備（水

307,830円～376,250円

静岡県熱海市渚町２６－１１

80

別荘地管理フロント
職（施設管理業務）
課長クラス／熱海市

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

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

月給

253,000円～328,000円79

予約、営業責任者 ・予約など対応、旅行会社との対応な
ど。
・旅館全体を把握し責任もって社員に
も指導などもする。また、そのような
事の出来る人材。
・予約の問い合わせなどの電話対応及
び受付等

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
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年3月4日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090- 5246621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090- 5252421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090- 5271621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090- 5272921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090- 5273121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090- 5276821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090- 5278521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090- 5319021 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 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-  951121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     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

静岡県熱海市水口町１１番４８号

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

104

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

103

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」

102

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

静岡県熱海市初島８００

101

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

時給

179,520円～179,520円
又は5時30分～0時30分

静岡県熱海市田原本町４－１６
伊東園ホテル熱海館

100

アクティビティス
タッフ

・会員制ホテル内のアクティビティ施
設の業務全般
（スポーツコーナー受付、プール監
視・維持管理、スパ受付・維持管理、
カルチャー（陶芸・工作）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ヶ月以上）

月給 調理実務経験３年以
上が目安352,880円～352,880円

静岡県熱海市和田浜南町３－９
ホテル大野屋

99

ホテル料理長（調理
長）候補／全国転勤
有

当社が運営するホテルの調理部門の責
任者として、全体のマネジメント業務
をお任せします。
具体的には
・バイキングの調理業務
・食材の原価管理、仕入管理、在庫管
理業務

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし (1)6時00分～20時30分

月給 調理実務経験３年以
上が目安352,880円～352,880円

静岡県熱海市咲見町６－１　アタミシーズンホテル

98

ホテル料理長（調理
長）候補／全国転勤
有

当社が運営するホテルの調理部門の責
任者として、全体のマネジメント業務
をお任せします。
具体的には
・バイキングの調理業務
・食材の原価管理、仕入管理、在庫管
理業務

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし (1)6時00分～20時30分

月給 調理実務経験３年以
上が目安352,880円～352,880円

静岡県熱海市和田浜南町７－２　ウオミサキホテル

97

ホテル料理長（調理
長）候補／全国転勤
有

当社が運営するホテルの調理部門の責
任者として、全体のマネジメント業務
をお任せします。
具体的には
・バイキングの調理業務
・食材の原価管理、仕入管理、在庫管
理業務

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし (1)6時00分～20時30分

月給 調理実務経験３年以
上が目安352,880円～352,880円

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

96

ホテル料理長（調理
長）候補／全国転勤
有

当社が運営するホテルの調理部門の責
任者として、全体のマネジメント業務
をお任せします。
具体的には
・バイキングの調理業務
・食材の原価管理、仕入管理、在庫管
理業務

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし (1)6時00分～20時30分

月給 調理実務経験３年以
上が目安352,880円～352,880円

静岡県熱海市昭和町１０－３３　熱海金城館

95

ホテル料理長（調理
長）候補／全国転勤
有

当社が運営するホテルの調理部門の責
任者として、全体のマネジメント業務
をお任せします。
具体的には
・バイキングの調理業務
・食材の原価管理、仕入管理、在庫管
理業務

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし (1)6時00分～20時30分

月給 調理実務経験３年以
上が目安352,880円～352,880円

静岡県熱海市昭和町１０－３３
熱海金城館

94

ホテル料理長（調理
長）候補／全国転勤
有

当社が運営するホテルの調理部門の責
任者として、全体のマネジメント業務
をお任せします。
具体的には
・バイキングの調理業務
・食材の原価管理、仕入管理、在庫管
理業務

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし (1)6時00分～20時30分

月給 施設管理実務経験３
年以上が目安301,760円～301,760円

又は9時00分～21時00

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

93

ホテル施設管理長候
補／全国転勤あり

当社が運営するホテルの施設管理部門
の責任者として、全体のマネジメント
業務をお任せします。具体的には、
・水道光熱のメーターの検針業務
・日常の不良か所の修理、館内全般の
点検（電気、空調、設備）
・改修案件の見積取得

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 施設管理実務経験３
年以上が目安301,760円～301,760円

又は9時00分～21時00

92

ホテル施設管理長候
補／全国転勤あり

当社が運営するホテルの施設管理部門
の責任者として、全体のマネジメント
業務をお任せします。具体的には、
・水道光熱のメーターの検針業務
・日常の不良か所の修理、館内全般の
点検（電気、空調、設備）
・改修案件の見積取得

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年3月4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: 0557-55-7520 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

     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： その他 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: 0557-81-5615 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 水他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1169421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・その他月平均 

     TEL: 0557-81-5615 従業員数 4人

年　　齢: 45歳以下 休　　日： 水他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1170921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-5925-8779 従業員数 2人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 水 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： なし 時間外 あり

求人番号: 13080-13335821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 03-5925-8779 従業員数 2人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 水 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： なし 時間外 あり

求人番号: 13080-13336221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-52-3180 従業員数 25人

年　　齢: 不問 休　　日： 水日他 調理師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり ふぐ調理師

求人番号: 14090- 2445121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20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 

静岡県熱海市泉４１３－１２６
ベストライフ熱海　厨房内

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

静岡県熱海市田原本町３－１熱海魚熊ビル２階

117

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 魚を捌くことでき
る。
飲食店での従事経験

231,250円～276,750円
又は7時00分～20時00

静岡県熱海市田原本町３－１５
加納ビル１階
当社店舗　「おまぜ」

116

厨房スタッフ 海鮮食材を中心とした飲食店にて、
・魚の捌き
・仕込み
・オーダー調理（丼ぶりの盛付けがほ
とんどです）
・食材管理
・衛生管理

正社員以外 交替制あり 株式会社　夢タカラ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)11時00分～20時00

月給 (2)11時00分～19時00 接客業務

200,000円～250,000円

静岡県熱海市田原本町３－１５
加納ビル１階
当社店舗　「おまぜ」

115

ホールスタッフ／熱
海市

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

慣れてきたら電話対応やレジ対応もお

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

月給 (2)11時00分～19時00 調理経験

250,000円～300,000円

静岡県熱海市中央町１４－７

114

和食板前・見習い含
む／熱海市

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

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

月給

330,000円～430,000円

静岡県熱海市中央町１４－７

113

調理（鉄板焼き料理
人）

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

月給 (2)17時00分～21時00

230,000円～260,000円

静岡県熱海市初島８００

112

ウエイター・ウエイ
トレス

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

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

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

111

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

110

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

109

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 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 (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

108

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00

静岡県熱海市伊豆山２６９

107

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

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

106

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00105

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
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年3月4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: 090-6929-9818 従業員数 0人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 14060- 1286021 各種保険： その他 月平均 

     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- 1249521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-85-1010 従業員数 4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- 1128621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20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: 0557-48-7898 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050-  993021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-48-7404 従業員数 174人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 1199721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 4時間

     TEL: 0557-48-7404 従業員数 174人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 1204721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 4時間

     TEL: 0557-48-7404 従業員数 174人

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

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり 介護職員実務者研修修了者

求人番号: 22050- 1205821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 4時間

     TEL: 0557-81-9171 従業員数 700人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 1085721 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 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

静岡県熱海市下多賀４７７

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

130

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

129

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

128

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

静岡県熱海市東海岸町１３－１

127

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 (2)7時00分～16時00分 看護助手業務経験

173,810円～250,700円 (3)10時00分～19時00

静岡県熱海市熱海字上ノ山１８４３－１

126

看護助手（病棟勤
務）

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

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

月給

170,800円～189,800円
又は16時30分～9時00

静岡県熱海市熱海字上ノ山１８４３－１

125

看護助手 〈看護助手業務〉
患者様の看護ケア
食事介助、入浴介助、オムツ交換、ト
イレまでの付き添い
看護師のサポート
シーツ交換、ベッドメイキング、食事
の配膳・後片付けなど

正社員 変形（1ヶ月単位） 高卒以上 医療法人社団伊豆七海会　熱海　海の見える病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給 (2)16時30分～9時00分

186,100円～209,600円

静岡県熱海市熱海字上ノ山１８４３－１

124

介護福祉士 〈介護福祉士業務〉
患者様の看護ケア
食事介助、入浴介助、オムツ交換、ト
イレまでの付き添い
看護師のサポート
シーツ交換、ベッドメイキング、食事
の配膳・後片付けなど

正社員 変形（1ヶ月単位） 高卒以上 医療法人社団伊豆七海会　熱海　海の見える病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給 (2)16時30分～9時00分 看護師

224,500円～255,000円

静岡県熱海市渚町７－５　エムズ熱海ビル

123

看護師 〈看護師業務〉
入院患者様の療養上のお世話及びその
他の看護、外来透析の業務

正社員 変形（1ヶ月単位） 高卒以上 医療法人社団伊豆七海会　熱海　海の見える病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給 企業での正規雇用経
験・社会人経験３年
程度以上を有し、パ

200,000円～200,000円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱海駅前第一ビル４Ｆ

122

一般事務 事務：コワーキングスペース・レンタ
ルスペースの受付、設営、片づけ・清
掃等
営業事務：クライアントとの調整・サ
ポート・やりとり等
広報：取材対応、広報物（チラシ・掲
示物）作成、ウェブマーケティング、

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社未来創造部
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 経理・総務の業務経
験者優遇190,000円～230,000円

静岡県熱海市春日町２－９　第二ビル４階

121

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 ・Ｅｘｃｅｌ・Ｗｏ
ｒｄなどのパソコン
スキル

190,000円～230,000円

静岡県熱海市中央町１３－４

120

専門学校の事務全般 学生の夢を叶えるために学生を応援
し、サポートする仕事です。
学校の事務全般業務です。

＜教務＞授業運営・講師に関する事
＜学生募集＞入学相談・募集活動に関
する事

正社員以外 学校法人　高村育英会
国際ペットビジネス専門学校熱海校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

190,000円～230,000円

静岡県熱海市東海岸町

119

学校業務全般（教
務・就職）

学生の夢を叶えるために卒業までサ
ポートする仕事です。
未経験の方でも基礎からしっかり教え
ます。

キャリアや適性を見て、主務を決定致
します

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

日給 接客の経験

204,000円～244,800円118

旅館のナイトフロン
ト業務

＊簡単な接客さえ出来れば誰でも出来
るお仕事です。
＊具体的な作業内容は、接客、定期的
な施設内の巡回（マニュアル　あり）
です。
＊宿泊の各施設を体験利用頂ける場合
もございます。

正社員以外 海藤プランニング　須藤　聡
（整理区分　カー２５４）雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)19時30分～8時30分
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年3月4日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 0557-82-3000 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： 毎　週 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： 毎　週 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

     TEL: 0557-83-2184 従業員数 20人

年　　齢: 40歳以下 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- 1275421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-83-2184 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 歯科衛生士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1278921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-83-2184 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 歯科医師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1280821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-86-0345 従業員数 7人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 月日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 1000021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 03-5908-2032 従業員数 19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 なし

求人番号: 13080-15484121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-68-3966 従業員数 5人

年　　齢: 64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： 毎　週 時間外 なし ホームヘルパー２級

求人番号: 22052-  488821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 介護福祉士

     TEL: 03-5908-2032 従業員数 19人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 介護職員実務者研修修了者

求人番号: 13080-14741821 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: 0557-85-0707 従業員数 35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 なし

求人番号: 22050- 1503721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-67-1971 従業員数 57人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 その他の福祉・介護
関係資格

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- 1445621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0557-67-1971 従業員数 57人

年　　齢: 64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- 1446921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0557-67-1971 従業員数 57人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 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- 1447121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

静岡県熱海市上多賀１０１６－１０

月給 (2)9時00分～18時00分

182,000円～255,000円 (3)10時00分～19時00

静岡県熱海市上多賀１０１６－１０

143

介護職 要介護度のある高齢者の方々の生活支
援です。
食事、整容、入浴、排せつ等の見守
り、介助を通じて人生最後の時間に寄
り添うお仕事です。

正社員 変形（1ヶ月単位） 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00分～17時00分

月給 (2)8時30分～17時30分 看護職としての実務
経験245,000円～310,000円 (3)9時00分～18時00分

静岡県熱海市上多賀１０１６－１０

142

看護師 ・入居者・利用者の方の日常的な健康
管理（バイタルチェック、服薬管理、
医療機関への連絡調整、受診など）

・緊急時の応急処置

・施設内感染予防

正社員 交替制あり 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00分～17時00分

月給

220,000円～250,000円

静岡県熱海市西熱海町１－２０－１

141

生活相談員 ※海光園での生活支援相談業務
※利用相談
※利用の面接や利用中の様々な相談業
務
　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 福祉関係の経験

257,000円～376,500円

静岡県熱海市泉４１３－１２６
当社施設　ベストライフ熱海

140

介護支援専門員 介護付き有料老人ホーム（特定施設入
居者生活介護、定員６２名）での介護
支援専門員の全般的な職務をしていた
だきます。
・ご入居者の方、ご家族の介護相談
・ケアプランの作成
・要介護認定の書類作成の代行

正社員 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)8時30分～17時30分

月給 (2)9時00分～18時00分

169,000円～205,000円 (3)10時00分～19時00

静岡県熱海市上多賀１０５２－６４

139

介護職／未経験ＯＫ
／湯河原駅

介護付き有料老人ホームの介護職ス
タッフのお仕事です。
■介護サービスの提供
食事の介助や入浴の介助、排泄介助や
移動のお手伝い等。
自分でできない部分のみ、介護サービ
スとしてお手伝いしていきま

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ベストライフ中部
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給

185,000円～209,000円

静岡県熱海市泉４１３－１２６
ベストライフ熱海

138

介護職員【熱海市上
多賀】　＊＊急募＊
＊

通所介護業務全般
高齢者のお世話をしながら、小規模の
通所介護の特色を活かし、ゆとりを
持って対応できます。
○運動の補助や高齢者との体操
○入浴補助、トイレ誘導
○レクリエーションなどの支援

正社員 株式会社　清祐丸
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

静岡県熱海市福道町３－１５　ウェルネスビル３Ｆ

137

未経験ＯＫの事務ス
タッフ／ベストライ
フ熱海／湯河原駅

未経験ＯＫの事務スタッフ募集です。
介護施設運営にあたり発生する様々な
事務業務が９割です。

【お願いしたい業務】
・ご来館されるご家族や業者さんの受
付対応や電話応対

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)9時00分～18時00分

173,000円～235,000円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱海第一ビル６階

136

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




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

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

静岡県熱海市田原本町９－１　熱海第一ビル６階

135

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

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

月給 (2)11時00分～20時00

230,000円～230,000円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱海第一ビル６階

134

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

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

月給 (2)11時00分～20時00

170,000円～190,000円

静岡県熱海市昭和町２０－２０

133

歯科助手 歯科医師の指示のもと、診療補助・治
療処置の準備と片付け・医療器具の洗
浄と消毒等を担当して頂きます。
＊未経験の方は指導致します。

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

月給 (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

132

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131

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
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年3月4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: 0557-80-5600 従業員数 155人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

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

求人番号: 22050- 1385821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 介護福祉士

     TEL: 0557-80-5600 従業員数 155人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

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

求人番号: 22050- 1386221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 介護福祉士

     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: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22050- 1287121 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 25人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1297721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-81-2322 従業員数 60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- 1298821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 0557-81-2322 従業員数 60人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 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 なし 介護福祉士

求人番号: 22050- 1300721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 0557-81-2322 従業員数 80人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし 介護福祉士

求人番号: 22050- 1301821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     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

     TEL: 045-520-1300 従業員数 11人

年　　齢: 65歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 14010- 7510421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

静岡県熱海市清水町１８－３

月給

270,000円～270,000円
又は9時00分～19時00

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』

156

放課後デイサービス
スタッフ（四大心理
卒）熱海ひかり

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

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

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

155

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

154

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

153

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

152

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

静岡県熱海市西熱海町１丁目２４－１

151

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)9時00分～17時30分 経験があれば尚可

185,698円～266,804円 (3)11時30分～20時00

静岡県熱海市西熱海町１丁目２４－１

150

介護職 介護職として、下記業務を担当してい
ただきます。
・生活支援
（食事介助、入浴介助、排泄介助な
ど）
・レクリエーション活動
・健康管理

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)7時00分～15時30分

年俸制 (2)9時00分～17時30分 介護支援専門員
介護福祉士550,000円～580,000円 (3)11時30分～20時00

静岡県熱海市西熱海町１丁目２４－１
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生活・介護サービス
課（管理職）

介護支援専門員及び介護職として、介
護付有料老人ホームに入居されている
方々に対し、サービス提供、管理。
＊相談・苦情に関すること
＊ケアプランに関すること
＊国保連への介護保険請求に関するこ
と

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)7時00分～15時30分

月給 ケアプラン作成経験
ある方235,239円～266,804円

静岡県熱海市西熱海町１－２０－８
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ケアマネージャー
（介護支援専門員）

有料老人ホームご入居者のケアプラン作成、新規介護保険代行申請、介護保険相談業務など。正社員 交替制あり 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

時給 (2)9時30分～18時30分 飲食・調理関係の経
験があれば尚可189,200円～206,400円

静岡県熱海市泉１７－２
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調理職（調理補助） ＜調理補助業務＞
有料老人ホームの入居者（定員６２名
程度）に提供する食事の調理補助業務
・調理済み料理の盛付及び準備
・食事の配膳・下膳
・食器洗い、片付けけ
　※仕込みや味付けなど調理をする仕

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

月給 看護師または准看護
師240,000円～270,000円

静岡県熱海市伊豆山７１７－１
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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。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

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

172,000円～235,000円 (3)11時00分～20時00

静岡県熱海市伊豆山７１７－１
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特別養護老人ホーム
介護職員

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

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

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

172,000円～235,000円 (3)11時00分～20時00144

軽費老人ホーム（ケ
アハウス）介護職員

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

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