
【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年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: 053-485-2846 従業員数 12人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水他 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: 22020- 4868321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 055-971-4097 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 1702721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 055-987-5541 従業員数 330人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 1739521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 17時間

     TEL: 055-972-8686 従業員数 4人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 1625821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 06-6930-2010 従業員数 15人

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

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 27010-12601321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 055-971-1234 従業員数 7人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 1771221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 19時間

     TEL: 055-984-0369 従業員数 20人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 1830921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-977-4560 従業員数 22人

年　　齢: 45歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 1758321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 055-977-4560 従業員数 22人

年　　齢: 45歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 1759621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 055-977-4560 従業員数 22人

年　　齢: 40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- 1760021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 055-977-7831 従業員数 26人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 1826821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 055-977-7831 従業員数 26人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 1828521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 055-977-7831 従業員数 26人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 1829421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

静岡県三島市安久５７９－２

月給 金型仕上工経験１年
以上220,000円～270,000円

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

静岡県三島市安久５７９－２

13

金型仕上げ 金型仕上工業務は下記の通りです。
・プレス金型の組立、トライの修正
・自動車、電機関係の金型仕上
・一人作業となります


　　　　★☆★　急　募　★☆★

正社員 変形（1年単位） 有限会社　ヤスエ工業
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

180,000円～250,000円

静岡県三島市安久５７９－２

12

溶接工 ＴＩＧ溶接、アーク溶接、プレス加
工、機械加工も
お願いすることがあります。
【　急　募　】

正社員 変形（1年単位） 有限会社　ヤスエ工業
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

180,000円～250,000円

静岡県三島市松本１２８－３

11

プレス工 金型を段取りをして、寸法出しをして
いただきます。
プレス（曲げ、絞り、打ち抜き等）を
していただくこともありますが、基本
的にはプレス作業者が行います。
【　急　募　】

正社員 変形（1年単位） 有限会社　ヤスエ工業
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

200,000円～400,000円

静岡県三島市松本１２８－３

10

設計 ＣＡＤでタンク、架台等の製図 正社員 三和工業（株）
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時00分

月給

200,000円～400,000円

静岡県三島市松本１２８－３

9

工場作業員 配管工事。タンク架台関連鉄骨工事。溶接等 正社員 三和工業（株）
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時00分

月給

200,000円～400,000円

静岡県三島市大場４４９

8

現場管理 プラント関連の工事監督。工場内製品管理。 正社員 三和工業（株）
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時00分

月給 ・企画開発経験
・マネジメント経験
・ビジネスレベルの

265,100円～406,600円

静岡県三島市本町３－２９

7

建築用ハンドツール
の企画開発（管理職
候補）

今後海外への販売をより強化していく
ための募集になります。
（管理職）

・ハンドツール製品の企画開発・設計
（主にアメリカ向け製品）
・アメリカ出張、現地調査

正社員 株式会社ミロク
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)11時00分～20時30

210,000円～210,000円

静岡県三島市徳倉２丁目１９－７８　静岡支社

6

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

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

月給

190,500円～257,000円

静岡県三島市塚原新田４１２－７

5

電気技術職（静岡
県）

電気設備工事の設計・施工・管理

＊＊＊　　　急　　募　　　＊＊＊

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

月給 ＣＡＤオペレーター

180,000円～450,000円

静岡県三島市文教町１－５－１５

4

現場作業員及び管理
者

・内装工事（ボード工事）
・工事の打合せ等の管理業務
・ＣＡＤ操作業務（内装）
・パソコン操作有（エクセル・ワー
ド・メール）

※経験者優遇

正社員 株式会社　日建
雇用期間の定めなし (1)8時00分～18時00分

月給 土木積算経験者もし
くは土木施工管理経
験者

230,000円～395,000円

静岡県三島市大場１０８６－４２９

3

建設事務職（土木工
事の概算／見積／積
算／拾い出し）

土木工事入札のための概算・見積も
り・積算・拾い出し業務

※主に国土交通省、静岡県、県東部市
町発注の道路、橋梁、
　河川、上下水道、砂防堰堤、宅地造
成、圃場整備などの

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

月給 過去に建設業関連業
務に従事していたこ
と。

300,000円～337,500円

静岡県三島市松本２７－１
（ＳＢＳマイホームセンター三島
会場内）
【三島展示場】【三島東展示場】

2

土工 土木作業員 正社員 変形（1年単位） 有限会社　世和土木
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 営業歴２年以上
業界未経験も歓迎
※研修制度：あり

217,500円～217,500円

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

住宅営業（三島市松
本）

モデルハウスへ来場されるお客様に家
づくりのアドバイスをすることから始
まり、地盤調査・プラン作成・資金計
画から上棟・お引渡しまで、全ての窓
口を担当します。設計担当・工事担当
などの専門スタッフと協力しながら、
お客様のご要望を一つ一つ叶えていき

正社員 株式会社　一条工務店
雇用期間の定めなし (1)10時00分～19時00

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年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: 055-977-7831 従業員数 26人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 1831121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 15時間

     TEL: 055-977-7831 従業員数 26人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 1832021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 15時間

     TEL: 055-991-7530 従業員数 6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- 1807021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・その他月平均 18時間

     TEL: 03-5489-8511 従業員数 8人

年　　齢: 34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: 13070-13038521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 03-5777-5124 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13040-23933321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 03-5777-5124 従業員数 5人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13040-23935921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 054-261-6557 従業員数 24人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水 二級自動車整備士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22010- 6168321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 14時間

     TEL: 042-461-6444 従業員数 15人

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

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13170- 5034821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 29時間

     TEL: 087-812-2004 従業員数 69人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 37010- 6367221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-971-2247 従業員数 8人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 1823121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 055-991-0109 従業員数 49人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 1733921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 03-6833-6672 従業員数 16人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13040-22733721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 0545-53-6698 従業員数 6人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22100- 2188921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

静岡県三島市梅名５８７－３
ばんかららーめん　三島店

月給

220,000円～220,000円
又は9時00分～22時00

静岡県三島市徳倉９１０－８

26

店舗スタッフ／三島 当社運営の「ばんかららーめん　三島
店」での店舗スタッフのお仕事です。
９月中旬に再オープンします！

【主な仕事内容】
・接客、仕込み、調理、料理の提供、
閉店作業

正社員 変形（1週間単位非定 株式会社　高田企画
雇用期間の定めなし

月給 (2)14時00分～23時00

199,000円～352,200円 (3)23時00分～8時00分
又は9時00分～8時00分

静岡県三島市一番町１７番１号

25

店舗管理責任者／伝
丸三島徳倉店

安全でおいしい「食」を支える事業体
制を持つ、ゼンショーグループの１０
０％子会社で日本のどこでも気軽に食
べてもらえる日本一のラーメンチェー
ンを目指しています。そこで、店舗管
理責任者として、中心になってお店を
盛り上げて頂きます。

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　エイ・ダイニング
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 (2)13時00分～22時00

185,000円～185,000円
又は6時00分～15時00

静岡県三島市寿町５－２

24

ホテルフロントス
タッフ

ホテルの客室部門スタッフとして、フロント業務（主にチェックイン、チェックアウト、周辺案内）、ロビーアテンド（フロント周辺での接客）、ベルスタッフ（フロントから客室への接客）などをしていただきます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自動チェックイン機なども導入し、働き手に優しい職場を目指しています。正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　富士山三島東急ホテル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～18時00分

月給

180,000円～250,000円

静岡県三島市寿町のマンション

23

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

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

月給

112,545円～112,545円

静岡県三島市芝本町１－１　三島
ＮＫビル
「三島営業所」

22

分譲マンション管理
員（静岡県三島市）

【主たる業務】
・マンション共用部分（玄関・階段・
廊下等）の日常清掃等
・マンション管理事務室での受付・事
務

●制服貸与、契約更新あり（年度ごと

正社員以外 株式会社　穴吹コミュニティ（契約社員ＡＢ）
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～16時00分

月給 業界問わず営業経験
１年以上
ハウスメーカー、不

200,000円～300,000円

静岡県三島市新谷４７－９
三島店

21

【地域限定社員】分
譲住宅の企画営業／
三島営業所

当社戸建分譲住宅（クレイドルガーデ
ン）の事業・企画営業

＊戸建分譲地の企画
＊戸建用地の仕入れ
＊土地の区割り及び建物のプランニン
グ

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

月給

176,000円～211,000円

静岡県三島市中田町９－３０
日清プラザ　１Ｆ
エステール

20

自動車整備士／三島
市

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

月給 (2)10時30分～19時15

185,000円～185,000円 (3)11時15分～20時00

静岡県三島市中田町９－３０
日清プラザ１階　
エステール

19

ジュエリー販売ス
タッフ（三島店）

ジュエリー、アクセサリーの提案・販
売及び店舗事務作業
創業から６７周年を越え、親しみやす
い地域密着型の店舗にて沢山のお客様
にご愛顧いただいています。プチプラ
イスのアクセサリーから、一生ものの
ハイクラスジュエリーまで、幅広い商

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

時給 (2)10時30分～19時15

162,750円～244,125円 (3)11時15分～20時00

静岡県三島市寿町７－４

18

ジュエリー販売ス
タッフ（三島店）準
社員

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

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

月給 (2)8時40分～17時30分

190,000円～300,000円

静岡県三島市八反畑１０３番地９

17

営業職／三島支店 研究開発や品質管理などに使われる各
種分析機器・試験計測機器・理化学機
器等を販売する専門商社です。
お客様は民間企業、大学、官公庁、独
立行政法人、財団など多岐にわたりま
す。
既存のお客様を中心としたルートセー

正社員 竹田理化工業株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時30分

月給 液化石油ガス設備士
高圧ガス販売主任者
（第２種）

203,000円～263,341円

静岡県三島市安久５７９－２

16

管理スタッフ（お客
様対応・保安・施工
管理）

１・ＬＰガスご利用開始に伴う手続き
業務
　　（お客様のガスの開栓、ご利用方
法の説明、ガス器具の点検）
２・ガス設備の点検・調査
　　（法律に基づくお客様宅のガス設
備の点検・調査）

正社員 変形（1年単位） 株式会社　ガスパル　三島販売所
雇用期間の定めなし (1)8時45分～17時45分

月給

200,000円～270,000円

静岡県三島市安久５７９－２

15

ＮＣマシニング ＜ＮＣマシニング業務＞
下記業務を担当していただきます。
・工作機械部品（アルミや銅等の金
属）の切削
・ＮＣマシニングの操作
・治具の取り付け等
・片付け、簡単な清掃

正社員 変形（1年単位） 工業科 有限会社　ヤスエ工業
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

230,000円～300,000円14

金型設計者 ＜金型設計業務は下記の通りです＞
・自動車、電機、電子関係の金型設計
をしていただきます。



　　　　　　☆★☆　急　募　☆★☆

正社員 変形（1年単位） 工業高校卒 有限会社　ヤスエ工業
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年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: 03-5839-2607 従業員数 16人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 食品衛生責任者 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 防火管理者（甲種・乙種）

求人番号: 13120- 4326121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5839-2607 従業員数 14人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 食品衛生責任者 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 防火管理者（甲種・乙種）

求人番号: 13120- 4335021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0564-21-9171 従業員数 20人

年　　齢: 18歳～45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: 23050- 3178121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 055-981-2248 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 美容師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1657021 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-981-2248 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 月他 美容師 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- 1658721 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-988-9087 従業員数 8人

年　　齢: 62歳以下 休　　日： 木日祝 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 1805921 各種保険： 雇用・労災・厚生・その他 月平均 8時間

     TEL: 055-988-0666 従業員数 8人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 木日祝他 医療事務資格 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 医療秘書士

求人番号: 22050- 1647921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・その他月平均 10時間

     TEL: 055-983-6117 従業員数 13人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 1696321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-975-1940 従業員数 30人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 保育士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり その他の免許資格

求人番号: 22050- 1788821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 2時間

     TEL: 055-987-9101 従業員数 26人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 保育士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 1748521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-982-0770 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： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 1817821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 03-6435-6116 従業員数 16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: 13040-23565121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-955-7776 従業員数 22人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030- 2334221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県三島市徳倉３－１－５３
　住宅型有料老人ホーム「ル・グ
ランガーデン三島」

月給

260,000円～260,000円
又は7時00分～19時00

静岡県三島市加茂川町３８７９－
４
「あんしんホーム三島」「ケアス
テーションあさひ三島」

39

正看護師（ル・グラ
ンガーデン三島）

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ル・グラン
雇用期間の定めなし

月給 介護施設での事務の
経験ある方158,000円～158,000円

静岡県三島市安久３０２番地の３

38

≪急募！！≫事務ス
タッフ・正社員／三
島

○サービス付き高齢者向け住宅及びデ
イサービス
・電話対応、パソコン操作、小口現金
管理、書類作成、接客、買い出し　等

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

月給 (2)8時30分～17時30分 ・福祉業界での管理
者（責任者）経験実
績。

341,000円～350,000円

静岡県三島市徳倉４－１０－３

37

事業所管理者 弊社が運営する複数ある介護事業所の
内、経験や能力を考慮し、
適した部署で管理責任者としての業務
全般を担って頂きます。


正社員以外 変形（1ヶ月単位） 有限会社　富南
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

170,500円～250,000円
又は7時00分～18時00

静岡県三島市文教町２丁目２８－６

36

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

上記内容に付帯する業務になります。


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

月給 保育士としての知
識、子育て知識181,300円～192,800円

又は7時00分～19時00

静岡県三島市一番町１３－１１

35

保育士 認定こども園の保育士業務全般 正社員 交替制あり 専修学校、大学、検
定で資格取得者も可

社会福祉法人　静岡恵明学園
雇用期間の定めなし

月給 (2)9時00分～14時00分

153,400円～202,400円

静岡県三島市壱町田５１－１　英光ビル２　１Ｆ

34

薬局事務 ＜＜薬局の業務内容として＞＞

下記業務を担当していただきます。

・調剤薬局における保険請求業務（レ
セプト）


正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社メディカルサポート　　あおぞら薬局
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～18時00分 医療関係事務経験者
優遇215,000円～230,000円

静岡県三島市徳倉８７６－２６

33

受付助手 ・受付業務
・レセコン
・レジ管理
・予約受付
・カルテ作成
・患者様誘導
・歯科診療補助　

正社員 変形（1ヶ月単位） 米山デンタルオフィス
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時30分

月給 (2)12時30分～21時00

230,000円～270,000円 (3)9時00分～17時00分

静岡県三島市玉川４０４－１

32

歯科助手　受付 受付業務及び歯科診療アシスタント
その他診療に関わる業務

正社員 交替制あり 医療法人社団アクアビアンカ　ないとう歯科医院
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 (2)9時00分～18時00分 美容師

183,000円～188,000円

静岡県三島市玉川４０４－１

31

美容師アシスタント 美容師業務全般
・接客及び美容業務（カット、パー
マ、カラー等）
・清掃、準備、片付け、器具の洗浄等

正社員 変形（1ヶ月単位） 美容学校 ａｄｖａｎｃｅ　ＲＯＮ’Ｚ
雇用期間の定めなし (1)9時30分～19時00分

月給 (2)9時00分～18時00分 美容師

200,000円～400,000円

静岡県三島市萩２６８－２
ＫＦＣ　三島北店

30

美容師 美容師業務全般
・接客及び美容業務（カット、パー
マ、カラー等）
・清掃、準備、片付け、器具の洗浄等

正社員 変形（1ヶ月単位） 美容学校 ａｄｖａｎｃｅ　ＲＯＮ’Ｚ
雇用期間の定めなし (1)9時30分～19時00分

月給 (2)13時00分～22時00

185,000円～300,000円
又は10時00分～22時00

静岡県三島市一番町１６－１　
大衆食堂　安べゑ　アスティ三島
サウス店

29

店長候補（ＫＦＣ三
島北店）

・接客、調理、スタッフの採用・教育
や管理等、
　店舗全体の運営管理を行う「店長」
を目指していただきます。

・現場（店舗）でのオペレーション
（作業）習得研修だけでなく、

正社員 変形（1ヶ月単位） タニザワフーズ株式会社
雇用期間の定めなし (1)10時00分～19時00

月給 (2)14時00分～23時00 飲食店での店長や管
理職経験者300,000円～420,000円 (3)17時00分～2時00分

静岡県三島市一番町１３－１３
三島富士ビル１Ｆ
はなの舞　三島南口店

28

店舗責任者（経験
者）／三島市／大衆
食堂　安べゑ

★かつおだし薫るあっさりした肉豆富
白と八丁味噌と牛すじが癖になる肉豆
富黒が名物の業態です。
★店舗責任者としてお客様に喜んで頂
くために、調理や接客、数値　管理、
人財育成などお任せします。一緒に働
く従業員達が活き活　きと楽しく働け

正社員 交替制あり チムニー　株式会社
雇用期間の定めなし (1)10時00分～19時00

月給 (2)15時00分～0時00分 飲食店での店長や管
理職経験者300,000円～420,000円 (3)21時00分～6時00分27

店舗責任者（経験
者）／三島市／はな
の舞

★鮮魚や野菜など厳選された旬の食材
で調理した四季折々の味を楽しめる業
態です。
★店舗責任者としてお客様に喜んで頂
くために、調理や接客、数値　管理、
人財育成などお任せします。一緒に働
く従業員達が活き活　きと楽しく働け

正社員 交替制あり チムニー　株式会社
雇用期間の定めなし (1)14時00分～23時00
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年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: 055-955-7776 従業員数 15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 なし

求人番号: 22030- 2335521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-980-5422 従業員数 36人

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

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 1705521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-980-5422 従業員数 36人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

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

求人番号: 22050- 1706421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 ホームヘルパー２級

     TEL: 055-982-0770 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： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 1711821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 055-977-6200 従業員数 55人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

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

求人番号: 22050- 1730421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 055-975-7788 従業員数 16人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 1745721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-975-7788 従業員数 16人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 1746821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-975-7788 従業員数 16人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 1747221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-983-1117 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 食品衛生責任者 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 調理師

求人番号: 22050- 1691721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 栄養士

     TEL: 055-983-1117 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1693221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-983-1117 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1694521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-984-4500 従業員数 10人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 1651521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0550-87-8040 従業員数 0人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 土日 就業場所: 

採用人数: 9人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22031-  859421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

静岡県三島市三ツ谷新田３０２番
地１
　株式会社東海コクボ　三島工場

時給 (2)17時00分～2時00分

183,040円～183,040円 (3)11時00分～20時00

静岡県三島市梅名４０７－７

52

（派）保存食品・冷
凍加工食品製造工
（東海コクボ三島工
場）

（派遣業務）袋詰め氷及びグラス氷の
製造

氷の入るプラスチックカップやダン
ボールを製造部署に供給する簡単な作
業です。仕事内容は簡単ですが、ライ
ンを止めないよう周りのペースに合わ

有期雇用派遣労働者 交替制あり 都築工業株式会社静岡営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

月給 板金経験

193,000円～326,000円

静岡県三島市東本町１丁目１３番１８号

51

フロント業務・鈑金
及び塗装

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


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

月給 サービス管理責任者

170,000円～300,000円

静岡県三島市東本町１丁目１３番１８号

50

サービス管理責任者
（障がい者就労継続
支援Ｂ型事業所）

障がい者就労継続支援Ｂ型事業所の
サービス管理責任者・管理責任者。利
用者様への支援をしていただきます。

・施設外就労の引率
・事業所全体の管理


正社員 特定非営利活動法人　縁
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 保育業務

130,000円～150,000円

静岡県三島市東本町１丁目１３番１８号

49

放課後児童支援員・
子供の居場所作りの
支援

＊特定非営利活動法人　縁が新規事業
として令和４年６月にスター　トする
子供の居場所作りの支援業務に従事し
ていただきます。
　
・支援員としての業務（見守り、児童
の自主性や主体性を活かした　保育、

正社員 特定非営利活動法人　縁
雇用期間の定めなし (1)12時00分～20時00

月給 調理業務

133,000円～140,000円

静岡県三島市南二日町６５０番地１

48

調理師（障がい者就
労継続支援Ｂ型事業
所）

＊特定非営利活動法人　縁が運営して
いるカフェ　みんなのわが家　（障が
い者就労継続支援Ｂ型事業所　ラン
チ・お弁当）において　調理業務に従
事していただきます。

・お弁当調理およびお弁当販売

正社員 特定非営利活動法人　縁
雇用期間の定めなし (1)7時30分～15時30分

月給 (2)8時30分～17時30分

191,800円～208,800円 (3)10時15分～19時15

静岡県三島市加茂川町４０８２－３

47

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


正社員 変形（1年単位） 有限会社ハーベストライフ
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 (2)8時30分～17時30分

191,800円～208,800円 (3)10時15分～19時15

静岡県三島市加茂川町４０８２－３

46

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


正社員 変形（1年単位） 有限会社ハーベストライフ
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 (2)8時30分～17時30分

190,800円～207,800円 (3)10時15分～19時15

静岡県三島市御園５８０

45

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


正社員 変形（1年単位） 有限会社ハーベストライフ
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 (2)9時30分～18時30分 特別養護老人ホーム
での介護の実務経験
３年以上

166,000円～261,600円

静岡県三島市安久３０２番地の３

44

介護職（御寿園） 介護老人福祉施設８６名、短期入所生活介護事業１０名の介護（食事、入浴、排泄の介助他）をスタッフ４０名で行います。未経験者は、指導します。正社員 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　大乗会　特別養護老人ホーム　御寿園
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 (2)8時30分～17時30分 ・介護請求の実務経
験162,000円～230,000円

静岡県三島市萩１９６－１

43

介護事務員 弊社が運営する介護事業所の請求に関
する業務を中心に、
事務関連業務、施設事務業務に携わっ
て頂きます。
・多職種のスタッフ達が個性を出せる
職場環境の中で、
チームとなって皆で考え、連携して取

正社員 変形（1ヶ月単位） 有限会社　富南
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

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

204,000円～216,400円 (3)16時30分～9時30分

静岡県三島市萩１９６－１

42

グループホーム介護
職員（正規フルタイ
ム社員）

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

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

雇用期間の定めなし (1)7時30分～16時30分

月給 経験がない方も是非
お問い合わせくださ
い。

220,000円～230,000円

静岡県三島市徳倉３－１－５３　ル・グランガーデン三島

41

介護支援専門員（正
規フルタイム社員）

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

雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 サービス提供責任者
としての業務経験
（介護事業所管理経

300,000円～300,000円40

施設長候補（ル・グ
ランガーデン三島）

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ル・グラン
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年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: 055-973-5353 従業員数 30人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 交通誘導警備業務検
定２級

就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり 雑踏警備業務検定２級

求人番号: 22050- 1792121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-973-5353 従業員数 30人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 1793021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-971-6006 従業員数 20人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 日他 交通誘導警備業務検
定２級

就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 1697621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-964-3766 従業員数 85人

年　　齢: 18歳～72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: 22030- 2158821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 052-681-7107 従業員数 30人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 23030- 4874921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 055-946-6013 従業員数 12人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝 保育士 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 看護師

求人番号: 22050- 1742921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 055-949-0038 従業員数 15人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 ２級土木施工管理技
士

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり １級土木施工管理技士

求人番号: 22050- 1741621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-948-3311 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 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- 1629321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-947-4565 従業員数 10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- 1778021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-949-0196 従業員数 16人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 1768921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-948-1525 従業員数 48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 なし

求人番号: 22050- 1824021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-44-6600 従業員数 10人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052-  542821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0545-51-8195 従業員数 6人

年　　齢: 64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: 22100- 2393821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

静岡県伊豆の国市三福２０８－６

月給

180,000円～180,000円

静岡県伊豆の国市守木８０７－３
　株式会社　野村商店　伊豆中央
営業所

65

配達兼営業／大仁営
業所

当社食材セットとカタログを宅配する
業務
軽４輪での配達（ＡＴ車両）

「最初はだれでも未経験」
現在、活躍している社員のほとんどが
未経験からのスタート。大切

正社員 株式会社　ヨシケイ東部
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

150,000円～182,200円

静岡県伊豆の国市長岡２６０－１

64

一般事務【伊豆中央
営業所】

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

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

月給 接客販売経験

170,000円～250,000円

静岡県伊豆の国市多田７０８

63

碧テラス店舗スタッ
フ

ロープウェイで上った山頂・碧テラスの店舗スタッフです。接客販売、簡単な調理などを行います。正社員 変形（1年単位） 大日　株式会社　伊豆パノラマパーク
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

160,000円～220,000円

静岡県伊豆の国市南江間１８１

62

事務職 会計ソフトを使用した経理処理（入力
作業）
並びに備品・消耗品管理

正社員 大進プレス工業　有限会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時50分

日給 システムキッチン、
洗面台の取り付け経
験ある方

216,000円～367,200円

静岡県伊豆の国市長岡１０４番地の１２ロイヤルマンション６１０号

61

作業員（設備工事） ※システムキッチン、洗面台の取り付
けを行います。
※未経験の方は指導致します。

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

日給

163,200円～408,000円

静岡県伊豆の国市長崎１６７－３

60

サイディング業 静岡県東部地区の新築戸建て工事を行
います
主に家の外壁（サイディング）を貼る
仕事

正社員 鈴勝サイディング株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

250,000円～450,000円

静岡県三島市加屋町１０－４

59

土木建築現場の現場
監督

＜＜業務内容＞＞

＊公共工事の仕事を請け負っていま
す。

・土木建築現場の監督（作業の指導
等）

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　尾崎組
雇用期間の定めなし (1)7時30分～17時00分

月給 (2)9時00分～18時00分

174,992円～185,824円

静岡県三島市文教町１丁目４－１
９
【東海旅客鉄道株式会社研修セン
ター】

58

保育士 ・一般的保育業務 正社員 交替制あり 株式会社　すいみー保育園
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

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

200,000円～230,000円 (3)13時00分～22時00

静岡県三島市南二日町８－１
横浜ゴム株式会社

57

調理師（東海旅客鉄
道株式会社総合研修
センター）

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


正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社ＬＥＯＣ　東海支社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時30分

月給 (2)22時35分～7時30分

175,000円～175,000円

静岡県三島市大社町

56

タイヤの製造 「加硫工程」・ラックから取り出し機
械の受け台に供給
・空になったラックを所定の場所まで
移動「仕上工程」
・ローラー付きのレーンで、所定の場
所まで運搬
・ＱＲコードをハンディでスキャン

正社員 変形（1年単位） 東和テック　株式会社
雇用期間の定めなし (1)7時20分～16時30分

時給 (2)8時30分～17時30分

172,000円～172,000円
又は8時00分～18時00

静岡県三島市栄町１０－４８　栄町ビル２階

55

（請）交通誘導員
（静岡東部地区）

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


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

時給 (2)21時00分～6時00分

158,240円～189,200円

静岡県三島市栄町１０－４８　栄町ビル２階

54

（請）一般警備員
（交通、雑踏）

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

車の案内誘導
（片側交互通行、規制に伴う幅寄せ、
通行止め、迂回の案内等）

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ビオ企画
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

時給 (2)21時00分～6時00分

182,000円～233,600円53

（請）検定合格警備
員（交通または雑踏
資格者）

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

道路工事、建築工事、イベント等で資
格者配置が

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ビオ企画
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年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: 055-993-1835 従業員数 3人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 中型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22030- 2563621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 054-261-6557 従業員数 21人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水 二級自動車整備士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22010- 6160921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 14時間

     TEL: 054-275-5011 従業員数 7人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22010- 7153621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 03-5839-2607 従業員数 11人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 食品衛生責任者 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 防火管理者（甲種・乙種）

求人番号: 13120- 4333921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0564-21-9171 従業員数 9人

年　　齢: 45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: 23050- 3194121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0558-76-3228 従業員数 195人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 1676821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 3時間

     TEL: 0558-76-3228 従業員数 195人

年　　齢: 18歳～64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 准看護師

求人番号: 22050- 1677221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 0558-76-3228 従業員数 195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： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 1678521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0558-76-3228 従業員数 195人

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

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 1680921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 0558-76-3228 従業員数 195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- 1681121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 1時間

     TEL: 0558-76-3228 従業員数 195人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 1682021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 2時間

     TEL: 055-948-0555 従業員数 18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 なし

求人番号: 22050- 1626221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 0558-77-1182 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 歯科衛生士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1841721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県伊豆の国市御門５２の２番地

月給

210,000円～240,000円

静岡県伊豆の国市長岡９５３－１

78

歯科衛生士 ＊歯科診療の医師のアシスタント業務
＊口腔衛生指導（歯石の除去等）
＊診療器具の準備（トレーセット等）
＊消毒・滅菌

＊上記内容に付帯する業務になりま
す。

正社員 変形（1ヶ月単位） 西島歯科クリニック
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時30分

月給 (2)7時00分～16時00分

164,267円～206,537円 (3)10時00分～19時00

静岡県伊豆の国市田京２７０－１

77

介護職員（グループ
ホーム湯と里）

小規模多機能ホームを併設しているグ
ループホームです。
伊豆の国市内の方を対象に９人定員で
す。
介護サービスを入居者様のケアプラン
に応じ提供します。
食事・入浴・排泄介助、レクリエー

正社員 変形（1ヶ月単位） 長岡リハビリテーション病院　（医療法人社団　一就会）
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

時給 (2)8時30分～12時30分

154,290円～154,290円

静岡県伊豆の国市田京２７０－１

76

看護助手（外来） １．患者様を検査室等へ案内、誘導
２．検体等診療に必要な物の運搬
３．医療機器の洗浄や運搬、物品補充
等
４．看護師の周辺業務をサポート

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

月給 (2)16時30分～1時00分

157,337円～167,122円 (3)0時30分～9時00分
又は7時00分～15時30

静岡県伊豆の国市田京２７０－１

75

看護助手 患者の身の回りの世話・看護師の補助
・身体の清潔の介助、排泄の介助な
ど、日常生活に関わる業務
・環境整備、リネン交換など、生活環
境に関わる業務
・医療材料の補充、整理、片付けな
ど、診療に関わる業務

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

月給 (2)8時30分～12時30分

189,842円～203,335円

静岡県伊豆の国市田京２７０－１

74

介護支援専門員 介護支援専門員　業務
１．要介護高齢者のケアプランの作
成、関連業務
　　※　２４時間緊急時対応体制あり
（当番制）
２．在宅介護における相談援助業務
３．地域包括ケアシステム構築への取

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

月給 (2)8時30分～12時30分 看護師として３年以
上の経験があればど
なたでもできます。

245,681円～268,856円

静岡県伊豆の国市田京２７０－１

73

看護師（訪問） 疾病を抱え在宅で療養中の方々へ看護
の提供を致します。年齢を問
わず、難病・慢性疾患・癌末期などあ
らゆる疾患を持ち在宅での生
活を希望された方に訪問します。バイ
タルチェック、点滴・褥瘡・
カテーテル管理、保清・生活指導・介

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

月給 (2)16時30分～1時00分 病棟での看護経験が
あれば尚働きやすい
でしょう。基本的な

222,034円～249,681円 (3)0時30分～9時00分

静岡県伊豆の国市田京２７０－１

72

准・看護師（病棟） 外科、内科、整形外科、泌尿器科の患
者様が入院する混合病棟です
。急性期疾患が主で、治療後・術後の
リハビリや環境調整を要する
方、がん等で緩和ケアを必要とする方
等に看護を提供しています。
４０代～９０代と年齢層は様々です

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

月給 (2)11時00分～19時30

179,173円～193,284円
又は8時30分～17時00

静岡県伊豆の国市吉田字九十分１
５３－１
ＫＦＣアピタ大仁店

71

調理師 調理及び調理に係る業務
・仕込み
・盛り付け
・検品
・洗浄

（少しづつ慣れるよう配慮します）

正社員 変形（1ヶ月単位） 公益財団法人　伊豆保健医療センター
雇用期間の定めなし (1)5時00分～13時30分

月給 (2)12時00分～21時00

185,000円～300,000円
又は10時00分～21時00

静岡県伊豆の国市南條７２４－１
０　
大武丸　伊豆長岡店

70

店長候補（ＫＦＣア
ピタ大仁店）

・接客、調理、スタッフの採用・教育
や管理等、
　店舗全体の運営管理を行う「店長」
を目指していただきます。

・現場（店舗）でのオペレーション
（作業）習得研修だけでなく、　店長

正社員 変形（1ヶ月単位） タニザワフーズ株式会社
雇用期間の定めなし (1)10時00分～19時00

月給 (2)15時00分～0時00分 飲食店での店長や管
理職経験者300,000円～420,000円 (3)16時00分～1時00分

静岡県伊豆の国市御門５２－１
　眼鏡市場　大仁店

69

店舗責任者（経験
者）／伊豆の国市／
大武丸

★時間と鮮度にこだわって仕入れた旬
の魚を、刺身をはじめ素材を　活かし
た料理で提供する業態です。
★店舗責任者としてお客様に喜んで頂
くために、調理や接客、数値　管理、
人財育成などお任せします。一緒に働
く従業員達が活き活　きと楽しく働け

正社員 交替制あり チムニー　株式会社
雇用期間の定めなし (1)14時00分～23時00

月給 眼鏡販売経験２年以
上202,650円～238,650円

静岡県伊豆の国市白山堂５４８
大仁店

68

店舗スタッフ（正社
員）／伊豆の国市

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

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

月給

176,000円～211,000円

静岡県伊豆の国市御門１９－５
有限会社　三枝タイヤ商会　大仁
店

67

自動車整備士／伊豆
の国市

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

月給

226,000円～256,000円66

タイヤ販売スタッフ
（大仁店）

当社「大仁店」において、以下の業務
を担当して頂きます。

・販売業務：接客対応、タイヤ及びタ
イヤ関連用品の販売
・整備業務：軽自動車から大型トラッ
クまでのタイヤ交換、

正社員 変形（1年単位） 有限会社　三枝タイヤ商会　裾野店
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時30分
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年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: 0558-77-1182 従業員数 5人

年　　齢: 不問 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- 1842821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 7時間

     TEL: 048-599-2010 従業員数 4人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 看護師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 11020- 2369121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 055-954-1501 従業員数 10人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 メディカルクラーク
（医療事務技能審

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 医療事務資格

求人番号: 22030- 2549121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-970-1127 従業員数 123人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり 介護福祉士

求人番号: 22050- 1695421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間 介護職員実務者研修修了者

     TEL: 055-986-0789 従業員数 8人

年　　齢: 69歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1806121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-983-3466 従業員数 7人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22030- 2588621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-929-1500 従業員数 108人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 床上操作式クレーン
運転技能者

就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 玉掛技能者

求人番号: 22030- 2365021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 40時間

     TEL: 055-929-1500 従業員数 108人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 土日他 溶接技能者 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり ガス溶接技能者

求人番号: 22030- 2370321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 055-988-0411 従業員数 18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: 22050- 1815021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-988-0411 従業員数 18人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 1816721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-988-0411 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 1750921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 055-989-2345 従業員数 6人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22030- 2405521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 30時間

     TEL: 0558-79-0210 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 水木他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 1720221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

静岡県伊豆の国市長者原１４４５－４８１

月給

154,280円～218,400円

静岡県伊豆の国市三福６３２－１
旭化成ファーマ株式会社

91

キャンプ場施設フロ
ント業務

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

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

月給

177,500円～184,500円

静岡県伊豆の国市長岡１１２９　　　　　　　　　　　　　　　　順天堂大学医学部付属静岡病院

90

企業の受付・出入管
理【旭化成ファーマ
（株）】

当社請負先において、下記の警備業務
を担当して頂きます。

＜防災センターでの常駐警備業務＞
・監視業務
・受付業務
・電話応対

正社員 変形（1ヶ月単位） セントラル警備保障株式会社　三島支社
雇用期間の定めなし (1)8時15分～8時14分

時給 (2)12時30分～21時00

181,500円～181,500円

静岡県伊豆の国市長岡１１２９

89

（請）設備管理業務 《設備管理業務の内容として》

１、電気・空調・給排水・消防設備の
点検、保守、工事の立会　　　　ボイ
ラー空調機器等の数値の記録及び機器
類の点検業務
２、設備・建物の備品類等の応急処理

正社員以外 交替制あり 株式会社メンテックカンザイ　三島支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時00分

時給 (2)9時00分～8時59分

207,360円～207,360円 (3)12時00分～9時00分

静岡県伊豆の国市長岡１１２９

88

（請）病院警備業務 施設内の巡回警備

施設内の出入りチェック業務

電話受付・電話交換業務

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社メンテックカンザイ　三島支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)17時00分～9時00分

時給

208,000円～208,000円

静岡県伊豆の国市中島２４４
ＴＯＳＥＩ株式会社内

87

（請）救急車運転業
務

・病院所有の救急車の運転をして頂き
ます。
・指定された医療機関へ医師、看護師
を搬送して頂きます。

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社メンテックカンザイ　三島支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～8時59分

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

177,840円～192,660円

静岡県伊豆の国市中島２４４
ＴＯＳＥＩ株式会社内

86

大型業務用洗濯機用
部品の溶接作業

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

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

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

時給

168,652円～168,652円

静岡県伊豆の国市田中山１３６９　（有）栄製作所　大仁工場

85

大型業務用洗濯機の
製造補助作業

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

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

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

時給 製造現場経験

165,120円～177,440円

静岡県伊豆の国市寺家１８２－７

84

派遣　自動車部品製
造、検査業務

自動車用燃料パイプの加工、加工補助
および確認程度の目視検査業務。
軽量のパイプの運搬および梱包結束作
業です。

無期雇用派遣労働者 株式会社　セイシンワークス
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時45分

月給 介護福祉士等あれば
尚可180,000円～230,000円

静岡県伊豆の国市韮山山木字八反田３９１－１

83

職業指導員 就労継続支援事業所Ｂ型の職業指導員
の募集です。
（業務内容）
・利用者の業務指導
・業務進行管理
・納品
・記録作成

正社員 就労支援事業所　ミライカ韮山（一般社団法人ミライカ）
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時15分

月給 (2)19時30分～8時30分 実務者講習修了以上

181,300円～238,600円

静岡県伊豆の国市田京２７０－１
（財）田方保健医療対策協会
　伊豆保健医療センター

82

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

月給 (2)8時30分～13時00分 医療機関での医療事
務経験147,200円～155,200円

静岡県伊豆の国市田京６８９－８
「訪問看護ステーションあやめ伊
豆の国」

81

医療事務（伊豆保健
医療センター）

当社受託先事業所「公益財団法人　伊
豆保健医療センター」
において下記の医療事務を担当してい
ただます。

・患者様の受付
・保険証の確認

正社員 交替制あり 株式会社ニチイ学館　沼津支店
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給 看護師

294,000円～294,000円

静岡県伊豆の国市御門５２の２番地

80

訪問看護／看護師／
正社員／伊豆の国

精神特化型訪問看護

・訪問看護ステーションにおける訪問
看護、リハビリテーション
　業務全般です。
・ご利用者様の自宅において、バイタ
ル管理、健康チェック、

正社員 交替制あり 株式会社　ファーストナース　訪問看護事業部
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 (2)8時00分～18時00分

160,000円～180,000円79

歯科助手 ・歯科診療の医師及び歯科衛生士の指
示による業務
・診療器具の準備（トレーセット等）
・消毒・滅菌等
・受付業務、窓口業務、電話応対等
・上記内容に付帯する業務になりま
す。

正社員 変形（1ヶ月単位） 西島歯科クリニック
雇用期間の定めなし (1)8時00分～18時30分

7/14
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 0558-83-1675 従業員数 22人

年　　齢: 39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 あり

求人番号: 22050- 1812621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0558-76-0365 従業員数 8人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 1787721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0558-72-0785 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 二級ガソリン自動車
整備士

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 1811321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 054-282-8311 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 栄養士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 管理栄養士

求人番号: 22010- 6364721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 054-282-8311 従業員数 6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: 22010- 6399821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 8時間

     TEL: 0558-79-3651 従業員数 17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- 1770821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 03-6231-0789 従業員数 6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- 1775621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0424-89-8914 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13200- 3653421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0424-89-8914 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13200- 3654321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 055-954-1501 従業員数 5人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 メディカルクラーク
（医療事務技能審

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 医療事務資格

求人番号: 22030- 2551221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0466-27-9786 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 14080- 3645221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0466-27-9786 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 14080- 3284621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 054-255-2091 従業員数 9人

年　　齢: 18歳～39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: 22010- 6586521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 30時間

静岡県伊豆市柏久保５２５－４
インテーク修善寺ビル３階
　セコム株式会社　伊豆営業所

月給 (2)18時00分～9時00分

219,000円～244,500円 (3)20時00分～9時00分

静岡県伊豆市修善寺３４５０－１

104

機械警備サービスス
タッフ／伊豆営業所
（地域限定採用）急
募

【＃新型コロナウイルス感染症の影響
による離職者対象求人】

セコムグループの様々なサービスの最
前線で高度な安全・安心をお
届けする社会貢献度の高い仕事です。
社有車でご契約先に急行し、適切な対

正社員 変形（1ヶ月単位） セコム　株式会社　静岡本部
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

時給 客室係の経験あれば
尚可206,400円～240,800円

静岡県伊豆市修善寺８７４－１

103

客室係（静岡県修善
寺）

旅館内客室、宴会場での配膳、下膳業務。お客様のご案内。それらに付随する雑務。有期雇用派遣労働者 変形（1ヶ月単位） 有限会社　グッドフェローズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)7時00分～22時00分

時給

211,560円～211,560円
又は9時00分～18時00

静岡県伊豆市小立野１００　
伊豆赤十字病院

102

リゾートホテルでの
フロントスタッフ
（静岡県修善寺）

ホテル内フロントでのチェックイン・チェックアウト、お客様のご案内、電話対応やＰＣ入力など。有期雇用派遣労働者 変形（1ヶ月単位） 有限会社　グッドフェローズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時00分～17時00分

月給 (2)8時00分～16時30分 医療機関における医
療事務経験144,440円～152,290円 (3)7時30分～16時00分

静岡県伊豆市松ケ瀬７５
中島病院　シダックス店

101

医療事務（伊豆赤十
字病院）

当社契約医療機関「伊豆赤十字病院」
において
外来業務を担当していただきます。

・患者様の受付
・保険証の確認
・電話対応

正社員 交替制あり 株式会社ニチイ学館　沼津支店
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

時給

157,320円～162,288円

静岡県伊豆市松ケ瀬７５
中島病院　シダックス店

100

調理補助／伊豆市
松ヶ瀬

盛付・提供・食器の洗浄
食器洗浄機への投入出業務など

〈食数〉朝４０食、昼５５食、夕４０
食

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

時給 給食での業務

207,000円～207,000円

静岡県伊豆市土肥３６５

99

調理師／伊豆市松ヶ
瀬

食材の仕込み・調理・盛付
食事提供・洗浄など

〈食数〉朝４０食、昼５５食、夕４０
食

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

月給 接客、ホテル業務

250,000円～300,000円
又は7時00分～23時59

静岡県伊豆市修善寺１４７番地３、１Ｆ

98

宿泊コンシェルジュ 当敷地内で展開する宿泊施設の顔とし
て、
コンシェルジュの役割を担って頂きま
す。
宿泊施設は、蔵１棟貸し切りでの１日
２組限定で、
テラスには源泉掛け流しの露天風呂を

正社員 交替制あり 土肥観光活性化株式会社
雇用期間の定めなし

日給 (2)22時00分～6時00分

162,000円～259,200円

静岡県伊豆市上白岩１０００
リハビリテーション中伊豆温泉病
院

97

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 永進警備株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給

172,000円～189,200円

静岡県伊豆市冷川１５２３－１０
８
農協共済　中伊豆リハビリテー
ションセンター

96

（請）洗浄業務／伊
豆市上白岩

入所者様への食事提供における洗浄業
務です。
食器及び使用した器具の洗浄・消毒
調理室の洗浄など

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 富士産業　株式会社　静岡事業部
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)7時00分～16時00分

時給

176,000円～176,000円

静岡県伊豆市修善寺５４

95

（請）栄養士事務／
伊豆市冷川

栄養士事務業務
伝票処理、配膳チェック、調理補助な
ど


正社員以外 富士産業　株式会社　静岡事業部
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時30分～17時30分

月給 自動車関係のお仕事
経験者200,000円～350,000円

静岡県伊豆市牧之郷１６０

94

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

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

日給

220,000円～330,000円

静岡県伊豆市筏場８０５－５

93

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

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

月給

163,200円～227,240円
又は8時30分～17時30

92

実験動物の飼育管理 実験用動物（主にウサギ、モルモッ
ト、等）の、飼育管理一般（給餌、給
水、トレー交換、洗浄、繁殖等）。
病原菌の侵入を防ぐ設備のある動物舎
で、担当動物の交配から生産管理作業
を行う。

正社員 日本エス　エル　シー　株式会社　　　中伊豆支所
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

8/14



【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年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: 055-974-0553 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 １級土木施工管理技
士

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 1777121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-978-2857 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 大型自動車免許 就業場所: 

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

求人番号: 22050- 1731321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 054-637-3711 従業員数 7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: 22120- 2106121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-927-2645 従業員数 7人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22030- 2257321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 055-979-1010 従業員数 26人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日 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- 1659821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 055-966-7636 従業員数 4人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 その他の保安関係資
格

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 高圧ガス販売主任者（第１種）

求人番号: 22030- 2525721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間 高圧ガス販売主任者（第２種）

     TEL: 0424-89-8914 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 栄養士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13200- 3656921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0424-89-8914 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13200- 3657121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0564-21-9171 従業員数 26人

年　　齢: 18歳～45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: 23050- 2998721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0564-21-9171 従業員数 14人

年　　齢: 18歳～45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: 23050- 3258121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 055-970-1055 従業員数 6人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 1738221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 8時間

     TEL: 055-944-6256 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 木日祝他 歯科衛生士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 1734121 各種保険： 雇用・労災 月平均 1時間

     TEL: 055-955-7776 従業員数 26人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 准看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030- 2337321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県田方郡函南町間宮７３４－
３
　介護付有料老人ホーム「ル・グ
ランガーデン函南」

月給

240,000円～240,000円
又は7時00分～19時00

静岡県田方郡函南町塚本９８０－８

117

准看護師（ル・グラ
ンガーデン函南）

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ル・グラン
雇用期間の定めなし

月給

260,000円～320,000円

静岡県田方郡函南町仁田８７－８

116

歯科衛生士 歯科衛生士業務、器具の消毒滅菌業務
を中心とした仕事です。
・口腔内清掃、ブラッシング指導

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

月給 (2)8時00分～12時30分 病院勤務経験者尚可
ですが、
これまでに泌尿器科

220,000円～265,000円

静岡県田方郡函南町扇田１４２－
１
吉野家　１３６号線函南店

115

看護師 診療補助　診療記録補助　
医師の指示による処置（採血、点滴、
注射など）
医療機器洗浄
患者さんへの案内対応　電話対応　清
掃等
その他、医師が指示する業務

正社員 かんなみ仁田クリニック
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時50分

月給 (2)15時00分～0時00分

185,000円～300,000円
又は7時00分～0時00分

静岡県田方郡函南町間宮字西前道
越４４６－１
ＫＦＣ函南店

114

店長候補（吉野家１
３６号線函南店）

・接客、調理、スタッフの採用・教育
や管理等、
　店舗全体の運営管理を行う「店長」
を目指していただきます。

・現場（店舗）でのオペレーション
（作業）習得研修だけでなく、

正社員 変形（1ヶ月単位） タニザワフーズ株式会社
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 (2)13時00分～22時00

185,000円～300,000円
又は10時00分～22時00

静岡県田方郡函南町大竹２０－１
軽費富士見が丘いこいの園　シ
ダックス店

113

店長候補（ＫＦＣ函
南店）

・接客、調理、スタッフの採用・教育
や管理等、
　店舗全体の運営管理を行う「店長」
を目指していただきます。

・現場（店舗）でのオペレーション
（作業）習得研修だけでなく、

正社員 変形（1ヶ月単位） タニザワフーズ株式会社
雇用期間の定めなし (1)10時00分～19時00

時給 (2)9時30分～18時30分 給食での業務

198,720円～198,720円

静岡県田方郡函南町大竹２０－１
軽費富士見が丘いこいの園　シ
ダックス店

112

調理師／田方郡函南
町大竹

食材の仕込み・調理・盛付
食事提供・洗浄など
※２０２２年２月オープン店

〈食数〉朝：７０食　昼：７０食
夕：７０食

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

時給 (2)9時30分～18時30分 給食での業務

215,280円～215,280円

静岡県田方郡函南町肥田３２７
田方営業所

111

栄養士／田方郡函南
町大竹

献立作成・調理補助・衛生指導
食材発注管理など

＊２０２２年２月オープン店

＜食数＞朝・昼・夕各７０食

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

月給

200,000円～230,000円

静岡県田方郡函南町間宮５６４－５

110

ＬＰガスのルート営
業（田方営業所）

ＬＰガスのルート営業
・ガス機器・リフォーム・電気のご提
案・販売
・担当エリアのご家庭の検針・集金
・ガス器具の取付・修理
・設備・器具の保安点検

正社員 変形（1年単位） 日本ガス興業　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時15分

月給 測定器の実務・ＩＳ
Ｏにおける内部監査
員などの経験

218,000円～325,000円

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

109

品質管理 当社で生産した金属プレス部品や金型
の品質を管理する仕事です。

・測定業務（３次元測定器～ノギス・
マイクロメータ全般）
・測定データの分析から製造・技術部
門へのフィードバック

正社員 変形（1ヶ月単位） 有限会社　石橋製作所
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

215,000円～265,000円

静岡県田方郡函南町肥田３３４－１　三島営業所

108

昇降機据付工事現場
作業員

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

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

月給

230,000円～310,000円

静岡県田方郡函南町畑毛１４－２

107

営業（三島営業所） ・建設会社、ハウスメーカー、工務店
より足場工事を受注する仕事　です。
・既存のお客様のフォロー
・協力業者の開拓
・御見積の作成
・協力業者との打合せ
・現場職人さんの管理

正社員 変形（1年単位） 東海ステップ　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

日給

210,000円～336,000円

静岡県田方郡函南町畑３５７

106

現場作業員（重機・
ダンプオペレー
ター）

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

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

月給

250,000円～450,000円105

現場監督 一般現場監督業務
書類作成

正社員 有限会社大塚土木
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年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: 055-955-7776 従業員数 26人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030- 2339921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 27人

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

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030- 2340721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-944-6644 従業員数 43人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 1708621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-944-6644 従業員数 43人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 1710721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 4時間

     TEL: 055-982-0770 従業員数 24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- 1635521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0557-51-3208 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 6人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052-  533721 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-45-7770 従業員数 13人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052-  496221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 0557-45-7770 従業員数 13人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052-  497521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 0557-37-9327 従業員数 29人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 金他 中型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 大型自動車免許

求人番号: 22052-  539621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 0557-44-6600 従業員数 13人

年　　齢: 35歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22052-  540021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 0557-44-6600 従業員数 14人

年　　齢: 35歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052-  541721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 054-282-8311 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22010- 6398721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 054-282-8311 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22010- 6401121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県伊東市宇佐美２４０５－２
介護老人保健施設のぞみ

時給 (2)8時30分～17時30分

189,200円～189,200円

静岡県伊東市宇佐美２４０５－２
介護老人保健施設のぞみ

130

（請）調理師／伊東
市宇佐美

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


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

時給 (2)10時30分～19時30

152,000円～153,600円

静岡県伊東市荻５７８－２１６

129

（請）調理補助／伊
東市宇佐美

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


正社員以外 富士産業　株式会社　静岡事業部
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時00分～17時00分

月給

200,000円～249,000円

静岡県伊東市荻５７８－２１６　
（株）野村商店　伊東営業所

128

経理事務・総務事務
【本社】

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

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

月給

190,000円～256,160円

静岡県伊東市玖須美元和田７２９－３６

127

タイル施工 建物の外壁や床面、水回りなどにタイ
ルを施工する業務です。

新規工事や改修（剥がして張り直す補
修）工事

※社有車使用（ＭＴ）

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

月給

260,000円～270,000円

静岡県伊東市十足３２４－１２

126

４トン運転手 大手宅配業者の幹線輸送の仕事です。

担当エリア：伊東～裾野～下田方面

※荷物の積み卸し作業がないため、比
較的身体への負担が少ないと思われま
す。

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

月給

190,000円～300,000円

静岡県伊東市十足３２４－１２

125

営業【Ｂ勤務】 土日祭日休みの週休２日　年間１２５
日休日の職種の募集です。
（株）ＬＩＸＩＬ店として伊豆半島を
中心とした営業活動となります。

◆年間２回の賞与に加え、業務好調に
より１０年間以上、期末賞与の実績も

正社員 変形（1ヶ月単位） タケヒラトーヨー株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

210,000円～400,000円

静岡県伊東市富戸１０７７

124

営業【Ａ勤務】 伊豆半島一円でのルート営業です。
取引先サッシ店や工務店を回り、カタ
ログ配布、商品の説明見積もり打合せ
等を行います。　
見積もり・報告書の作成などにパソコ
ンを使用します。


正社員 変形（1ヶ月単位） タケヒラトーヨー株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

150,645円～264,000円

・静岡県田方郡函南町間宮９０１
番地の５
・他

123

造園、土木作業員 造園工事全般
○庭木の剪定・消毒等の手入れ、管理
○庭作り（石の据付、樹木の植付等の
作業）　
○土木作業　等

※見習い希望の方も歓迎します。

正社員 伊藤造園土木
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)9時00分～18時30分 ・調理経験者
　施設等で給食作り
の経験あれば尚可

161,400円～261,200円

静岡県田方郡函南町大竹２０－１

122

調理員 弊社運営の高齢者施設『グランパーソ
ンふなんさん家』、
『デイサービスふなん』にて、利用者
様へ提供する食事
作り、それに付随する業務に携わって
頂きます。
・多職種のスタッフ達が個性を出せる

正社員 変形（1ヶ月単位） 有限会社　富南
雇用期間の定めなし (1)5時30分～14時30分

時給 (2)9時30分～18時30分

176,000円～192,000円 (3)12時30分～21時30

静岡県田方郡函南町大竹２０－１

121

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

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

月給 (2)9時30分～18時30分

163,254円～229,958円 (3)12時30分～21時30

静岡県田方郡函南町間宮７３４－３　ル・グランガーデン函南

120

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

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

月給

250,000円～250,000円

静岡県田方郡函南町間宮７３４－
３
　介護付有料老人ホーム「ル・グ
ランガーデン函南」

119

計画作成担当者
（ル・グランガーデ
ン函南）

ル・グラングループは、静岡県東部に
て高齢者福祉事業を展開しています。
介護付有料老人ホームル・グランガー
デン函南において利用者様のケアプラ
ンを作成し、ケアマネージメントを
行っていただきます。
＜主な業務内容＞

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

月給

260,000円～260,000円
又は7時00分～19時00

118

正看護師（ル・グラ
ンガーデン函南）

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ル・グラン
雇用期間の定めなし
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年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: 054-261-6557 従業員数 15人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水 二級自動車整備士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22010- 6159421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 14時間

     TEL: 03-6635-1833 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： その他 時間外 あり

求人番号: 13010-22064321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 03-6635-1833 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： その他 時間外 あり

求人番号: 13010-22077721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 03-6635-1833 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： その他 時間外 あり

求人番号: 13010-22089321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 03-6635-1833 従業員数 10人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13010-22093821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 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- 9406521 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: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090- 9422521 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: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090- 9424321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 128人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 第二種電気工事士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 危険物取扱者（乙種）

求人番号: 22052-  545421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 110人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 日商簿記２級 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 簿記実務検定２級

求人番号: 22052-  547621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 110人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 第三種電気主任技術
者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052-  548921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 128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: 22052-  549121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 128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: 22052-  550821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

静岡県伊東市湯川５７２－１２
ホテルサンハトヤ

月給 (2)12時00分～22時00 総務等の経験

260,000円～280,000円
又は8時00分～22時00

静岡県伊東市湯川５７２－１２

143

総務管理職【課長】
（ホテルサンハト
ヤ）

○従業員の労務管理
　入社時間・退社時間等の管理
　パート・アルバイトの管理
　労働保険・社会保険などの事務手続
き
　健康診断に関する手続き
○会社行事等の管理

正社員 変形（1年単位） 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めなし (1)8時00分～18時00分

月給 (2)17時00分～8時00分

194,400円～240,000円

静岡県伊東市岡１３９１
ハトヤホテル

142

設備管理（施設課未
経験者可）【サンハ
トヤ】

電気・ガス・ボイラー等の保守、管理
や設備のメンテナンスの仕事です。
○電気メーターの記録・管理・保守点
検
○ホテル内の水質検査
○温泉・ボイラーの温度管理
○保守点検の記録

正社員 変形（1年単位） 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)13時30分～22時30

330,000円～330,000円 (3)8時00分～17時00分

静岡県伊東市岡１３９１
ハトヤホテル

141

電気部管理職【課
長・電気主任技術
者】（ハトヤホテ
ル）

電気・ガス・ボイラー等の保守、管理
や設備のメンテナンスの仕事です。
○電気メーターの記録・管理・保守点
検
○ホテル内の水質検査
○温泉・ボイラーの温度管理
○保守点検の記録

正社員 変形（1年単位） 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 経理等の経験

260,000円～280,000円

静岡県伊東市湯川５７２－１２

140

経理管理職【課長】
（ハトヤホテル）

○宿泊料金の精算
○入出金の管理
○銀行入金
○給与振込
○決算処理
○税金申告
○その他、社有車を使用しての外出用

正社員 変形（1年単位） 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めなし (1)7時30分～18時00分

月給 (2)17時00分～8時00分 設備経験のある方

240,000円～240,000円

静岡県伊東市松川町１－１２
（伊東園ホテル）

139

設備管理（施設課：
経験者）【ホテルサ
ンハトヤ】

●設備管理の経験者の募集です。
電気・ガス・ボイラー等の保守、管理
や設備のメンテナンスの仕事です。
○電気メーターの記録・管理・保守点
検
○ホテル内の水質検査
○温泉・ボイラーの温度管理

正社員 変形（1年単位） 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 施設管理実務経験３
年以上が目安277,440円～277,440円

又は8時00分～21時00

静岡県伊東市松川町１－１２
（伊東園ホテル）

138

【静岡限定正社員】
ホテル施設管理長候
補／伊東園ホテル

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 調理実務経験３年以
上が目安352,880円～352,880円

静岡県伊東市松川町１－１２
（伊東園ホテル）

137

【静岡限定正社員】
ホテル調理長候補／
伊東園ホテル

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～21時00分

月給 調理実務経験３年以
上が目安272,570円～272,570円

静岡県伊東市宇佐美字上生戸４７
５番地２
伊豆ビューグランドハイツ（自社
施設）

136

【地域限定正社員】
調理スタッフ／伊東
園ホテル

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
静岡限定の場合の初任給は月額２７．

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 (2)9時00分～18時00分

185,000円～250,000円

静岡県伊東市宇佐美字上生戸４７
５番地２
伊豆ビューグランドハイツ（自社
施設）

135

設備担当者／伊東市 ＊水道業務：施設設備の運転・メンテ
ナンス、検針など
＊マンション業務：大浴場等の清掃
（毎日）、マンション共用部の
　定期清掃、設備の維持管理など


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

月給 (2)9時00分～18時00分

160,000円～185,000円

静岡県伊東市宇佐美字上生戸４７
５番地２
伊豆ビューグランドハイツ（自社
施設）

134

【急募】マンション
事務管理／伊東市

会計と窓口受付が主な業務です。
・自社管理物件のフロント業務
・来館者の対応、郵便物の配達
・非常、災害時の通報誘導等
・管理費、立替、売掛金の請求及び入
金のチェック
・月次報告書の作成

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 東邸管理　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～18時00分

185,000円～260,000円

静岡県伊東市宇佐美字上生戸４７
５番地２
伊豆ビューグランドハイツ（自社
施設）

133

【急募】マンション
管理（支配人候補）
／伊東市

会計と窓口受付が主な業務です。
・自社管理物件のフロント業務
・来館者の対応、郵便物の配達
・非常、災害時の通報誘導等
・管理費、立替、売掛金の請求及び入
金のチェック
・月次報告書の作成

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 東邸管理　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～18時00分

160,000円～185,000円

静岡県伊東市川奈字殿山道上１２
５
伊東店

132

【急募】フロント
（経理担当）／伊東
市

会計と窓口受付が主な業務です。
・自社管理物件のフロント業務
・来館者の対応、郵便物の配達
・管理組合経理の担当、事務処理、小
口現金取り扱い、
　支配人補助業務
・非常、災害時の通報誘導等

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 東邸管理　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

176,000円～211,000円131

自動車整備士／伊東
市

自動車整備全般（法定点検、車検整備、一般整備、故障診断　等）、修理内容の説明　等正社員 変形（1ヶ月単位） 日産プリンス静岡販売　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時30分～18時15分
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年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: 0557-38-6100 従業員数 110人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 建築物環境衛生管理
技術者

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052-  551221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 0557-51-2309 従業員数 100人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052-  519521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-55-2660 従業員数 35人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22052-  517821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0422-36-6788 従業員数 10人

年　　齢: 18歳～44歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13170- 5596421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 25時間

     TEL: 03-5839-2607 従業員数 6人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 食品衛生責任者 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 防火管理者（甲種・乙種）

求人番号: 13120- 4332621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0424-89-8914 従業員数 11人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13200- 3658021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0424-89-8914 従業員数 11人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 栄養士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13200- 3659721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0557-37-2451 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： その他 時間外 あり

求人番号: 22052-  494721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-38-8841 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 小型船舶操縦士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 床上操作式クレーン運転技能者

求人番号: 22052-  509821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間 危険物取扱者（乙種）

     TEL: 0557-38-8841 従業員数 39人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052-  510421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-45-6296 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 祝他 三級自動車整備士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 二級自動車整備士

求人番号: 22052-  498421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-45-6296 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052-  499321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-45-4811 従業員数 15人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 理学療法士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052-  500221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県伊東市川奈１２５５－３３５

月給 (2)8時30分～12時30分 理学療法の知識

196,000円～266,000円

静岡県伊東市十足６２６

156

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

※令和３年４月よりリハビリテーショ
ン科を新設、運動器リハビリテーショ

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

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

静岡県伊東市十足６２６

155

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

※一般自動車（軽自動車・普通自動
車）の板金塗装が主となります

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

月給 自動車整備士実務経
験あれば尚可183,000円～267,000円

静岡県伊東市湯川５７１－１９

154

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

※一般自動車（軽自動車・普通自動
車）の整備が主となります。

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

月給

159,100円～170,300円
又は5時00分～23時50

静岡県伊東市湯川５７１－１９

153

総合職（契約社員候
補）

シーサイドスパ営業グループでの業務
です。
〇フロント接客
〇レストラン調理
〇清掃業務
〇事務所業務
〇イベント企画

正社員以外 変形（1年単位） 伊東マリンタウン　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給 パソコン操作

159,100円～250,400円
又は8時00分～19時00

静岡県伊東市広野１丁目７番７号

152

マリーナ営業スタッ
フ　サブ責任者候補
（契約社員候補）

マリーナに係留しているオーナーさん
や、他のマリーナからいらっしゃるビ
ジターの方の受付・応対等の仕事で
す。
〇船の上下架及び給油作業のサポート
〇ビジター艇の受入れ業務　　　等の
現場作業を始め、

正社員以外 変形（1年単位） 伊東マリンタウン　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給

160,000円～180,000円

静岡県伊東市荻７７２－１
特養奥野苑　シダックス店

151

葬祭スタッフ【正社
員】

ご葬儀に付随するすべての業務
主な仕事として
・各式場の担当・管理（給仕・接客な
ど）
・全施設の清掃（風呂掃除含む）・片
付け


正社員 変形（1ヶ月単位） 有限会社　総合葬祭さとみ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

時給 給食での業務

182,160円～190,440円

静岡県伊東市荻７７２－１
特養奥野苑　シダックス店

150

栄養士／伊東市萩 献立作成・調理補助・衛生指導
食材発注管理など

＜食数＞朝６０・昼１２０・夕７０食

正社員以外 シダックスフードサービス　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時30分～19時00分

時給 給食での業務

173,880円～173,880円

静岡県伊東市湯川１－８－６　２
Ｆ
漁港直送　さかなや道場　伊東駅
前店

149

調理師／伊東市萩 食材の仕込み・調理・盛付
食事提供・洗浄など

〈食数〉朝６０・昼１２０・夕７０食

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

月給 (2)15時00分～0時00分 飲食店での店長や管
理職経験者300,000円～420,000円 (3)17時00分～2時00分

静岡県伊東市湯川１－１０－１
パークロカンダ　１階
「魚民　伊東駅前店」

148

店舗責任者（経験
者）／伊東市／さか
なや道場

★時間と鮮度にこだわって仕入れた旬
の魚を、刺身をはじめ素材を　活かし
た料理で提供する業態です。
★店舗責任者としてお客様に喜んで頂
くために、調理や接客、数値　管理、
人財育成などお任せします。一緒に働
く従業員達が活き活　きと楽しく働け

正社員 交替制あり チムニー　株式会社
雇用期間の定めなし (1)10時00分～19時00

月給 (2)19時00分～1時00分

208,300円～278,000円 (3)18時00分～23時00

静岡県伊東市八幡野１２８３－７８

147

正社員店舗スタッフ
（魚民　伊東駅前
店）

１．居酒屋「白木屋」「魚民」「山内
農場」「目利きの銀次」等
　　での接客・調理・マネジメント
　　◆接客…オーダー受けや料理提
供、会計等
　　◆調理…揚げ物や焼き物等、簡単
な調理から開始

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　モンテローザフーズ
雇用期間の定めなし (1)15時00分～0時00分

月給 仕事としての調理経
験。200,000円～200,000円

静岡県伊東市富戸字先原１３１７－５２４３

146

調理スタッフ ●断食と食養生の施設で、自然食の調
理が主な仕事です。

その他の業務

●フロントにて接客


正社員 変形（1ヶ月単位） 有限会社　やすらぎの里　本館
雇用期間の定めなし (1)7時30分～19時00分

時給

163,200円～195,840円

静岡県伊東市岡１３９１
ハトヤホテル

145

総務業務（一般事
務）

◆主に会計、総務事務をして頂きま
す。


・銀行や郵便局などへの外出用務あり
（社有車使用：ＡＴ軽乗用車）


正社員以外 変形（1ヶ月単位） リゾートトラスト株式会社　エクシブ伊豆
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～18時00分

月給 (2)13時30分～22時30

300,000円～300,000円 (3)8時00分～17時00分144

電気部管理職【課
長】（ハトヤホテ
ル）

電気・ガス・ボイラー等の保守、管理
や設備のメンテナンスの仕事です。
○電気メーターの記録・管理・保守点
検
○ホテル内の水質検査
○温泉・ボイラーの温度管理
○保守点検の記録

正社員 変形（1年単位） 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年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: 0557-54-2700 従業員数 34人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 保育士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052-  505921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-32-5010 従業員数 17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: 22052-  535221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0557-44-2222 従業員数 10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: 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-  507021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 介護福祉士

     TEL: 0557-51-0888 従業員数 37人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052-  511321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0557-51-0888 従業員数 6人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 保育士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22052-  514121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0557-51-6161 従業員数 48人

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

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

求人番号: 22052-  516721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間 介護福祉士

     TEL: 0557-36-9069 従業員数 20人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 ホームヘルパー２級 就業場所: 

採用人数: 3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: 22052-  524021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 3時間

     TEL: 0557-36-9069 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: 22052-  526821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 3時間

     TEL: 0557-36-9069 従業員数 18人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 ホームヘルパー２級 就業場所: 

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

求人番号: 22052-  527221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 2時間

     TEL: 0558-27-2277 従業員数 16人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 介護支援専門員（ケ
アマネージャー）

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22110-  766721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0558-27-2277 従業員数 16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: 22110-  790021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0558-27-2277 従業員数 16人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 福祉用具専門相談員 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 介護福祉士

求人番号: 22110-  806421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0558-27-2277 従業員数 16人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22110-  617621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県伊東市八幡野１１０５－３
　　ケアセンターうばめがし伊東

月給 (2)8時30分～17時30分

191,000円～230,000円 (3)9時00分～18時00分

静岡県伊東市八幡野１１０５－３　ケアセンターうばめがし伊東

169

乗務員【伊東】 ※社用車（ハイエース）にて患者輸送
（介護タクシー）業務
　に従事して頂きます。
※ディサービス送迎
◎輸送範囲は伊豆半島、県東部が主で
すが、まれに遠距離も
　あります。

正社員 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　春栄会（ケアセンターうばめがし）
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

191,000円～220,000円 (3)9時00分～18時00分

静岡県伊東市八幡野１１０５－３　ケアセンターうばめがし伊東

168

福祉用具専門相談員
【伊東】（トライア
ル雇用併用求人）

○福祉用具・医療機器のレンタル・販
売の業務
　介護用品の相談・営業・搬入運搬・
管理
　介護保険制度等の書類作成　他

※用具類の搬入・運搬の力仕事有りま

正社員 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　春栄会（ケアセンターうばめがし）
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

190,000円～190,000円 (3)9時00分～18時00分

静岡県伊東市八幡野１１０５－３
　　ケアセンターうばめがし伊東

167

福祉用具専門相談員
補助【伊東】（トラ
イアル雇用併用求
人）

○福祉用具・医療機器のショールーム
での接客業務
　他、用具類の搬入・運搬の手伝い
等

※福祉用具専門員の資格取得を目指し
ていただける方を希望します　（資格

正社員 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　春栄会（ケアセンターうばめがし）
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

265,000円～280,000円

静岡県伊東市玖須美元和田７２２－６７７【クラシオン富士見】

166

ケアマネ一ジャー
（介護支援専門員）
【伊東市】

○ケアプラン作成全般
　介護者に応じた適切なサービスを利
用できるように
　市町居宅サービス等との連携や介護
サービス計画の作成と
　日常生活の必要な援助を行っていた
だきます。

正社員 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　春栄会（ケアセンターうばめがし）
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給 (2)7時00分～16時00分

174,528円～219,456円 (3)10時00分～19時00

静岡県伊東市玖須美元和田７２２
－７１４
【ショートステイクラシオン富士
見】

165

介護職員【クラシオ
ン富士見】

○施設利用者への介護と、それに伴う
関連業務をします。
（小規模多機能型居宅介護）

入浴・排泄等の日常生活の援助、およ
び目的に合わせた充実した時間を過ご
せるよう支援します。

正社員以外 変形（1年単位） 有限会社　伊豆介護センター
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時15分～17時15分

時給 (2)7時00分～16時00分

174,528円～219,456円 (3)11時00分～20時00

静岡県伊東市末広町６‐１
【グループホームクラシオン】

164

介護職員【ショート
ステイクラシオン富
士見】

○ショートステイでの介護業務全般

○施設利用者への介護、入浴、排泄等
の日常生活の援助

※車の運転免許のある方については、
業務に慣れてきましたら

正社員以外 変形（1年単位） 有限会社　伊豆介護センター
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～18時00分

時給 (2)7時00分～16時00分

174,528円～219,456円 (3)11時00分～20時00

静岡県伊東市富戸１３０１－６９
３
　特別養護老人ホーム　ゆずの里

163

施設介護職員（グ
ループホーム）【伊
東】

○グループホームに入居されている高
齢者の介護、及び関連業務を行いま
す。
　　　　　　　　　　　　　　　　　
１ユニット９名までの入居者が、家庭
的な雰囲気の中で生活しています。
今までの暮らし方や生活環境に配慮し

正社員以外 変形（1年単位） 有限会社　伊豆介護センター
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 (2)8時30分～17時30分

166,000円～250,000円 (3)12時30分～21時30

静岡県伊東市荻５７８－３
　児童発達支援センタークロー
バー

162

介護職員 特別養護老人ホームの入居者様に対す
る生活の支援をします。
主に入浴、食事、排泄の支援を行いま
す。
その他にも毎日の生活を、職員と入居
者様が楽しく過ごせるよう支援しま
す。

正社員 交替制あり 社会福祉法人　心友会　
特別養護老人ホーム　ゆずの里雇用期間の定めなし (1)6時30分～15時30分

月給 ・幼児の療育関係の
業務経験170,000円～220,000円

静岡県伊東市富戸１２１９－５
『特別養護老人ホーム城ヶ崎いこ
いの園』

161

保育士・児童指導員
【児童発達支援セン
タークローバー】

★土曜日・日曜日が休みです。

センターで提供する【児童発達支援】
の業務を行います。

※児童発達支援とは、発達の遅れや障
がいを持つ未就学児

正社員 変形（1年単位） 社会福祉法人　城ヶ崎いこいの里
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)8時45分～17時45分

166,000円～220,000円 (3)9時45分～18時45分

静岡県伊東市岡１３０７－５

160

調理員　【特別養護
老人ホーム城ヶ崎い
こいの園】

～調理のおシゴトに興味のある方歓迎
します！～
特別養護老人ホームにおけるご利用者
様の食事の調理、配膳等のお
仕事です。

・調理、仕込み、盛り付け、配膳、下

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　城ヶ崎いこいの里
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)7時00分～16時00分

月給 介護の実務経験

178,800円～242,000円

静岡県伊東市南町１－４－１２

159

介護職　◆急募◆ 〇デイサービスに通われる利用者の送
迎
　食事・入浴・排泄等の支援

〇利用者に対する機能訓練の補助

※ワゴンタイプの車を使用します。

正社員 株式会社　ライフケア伊豆
『ライフケア　大山の里』雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)9時00分～18時00分 ※介護未経験、異業
種からのチャレンジ
も歓迎します。

171,000円～183,000円 (3)9時30分～18時30分

静岡県伊東市八幡野１１８９－１７０

158

介護職員（未経験者
可）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伊東南町』雇用期間の定めなし (1)7時15分～16時15分

月給 (2)8時00分～17時00分

168,500円～247,000円 (3)9時00分～18時00分157

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

正社員 交替制あり 社会福祉法人厚生保育会　八幡野保育園
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年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: 0557-32-0030 従業員数 13人

年　　齢: 69歳以下 休　　日： 他 保育士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052-  504621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 4時間

     TEL: 0558-62-5528 従業員数 5人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22110-  783721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-33-0330 従業員数 4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 なし

求人番号: 22052-  556921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-36-6237 従業員数 14人

年　　齢: 44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: 22052-  530921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 054-255-2091 従業員数 14人

年　　齢: 18歳～39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: 22010- 6585221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 30時間

     TEL: 03-3626-1991 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13120- 4760321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 03-5212-7400 従業員数 8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: 13010-23525121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 03-5212-7400 従業員数 8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: 13010-23529221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

静岡県伊東市富戸字街道下１０２
９－５７
サンダンス・リゾート伊豆高原Ａ
ＮＮＥＸ

月給

210,000円～250,000円

静岡県伊東市富戸１３１７－３１
５５
サンダンス・リゾート伊豆高原

177

リゾートホテル　フ
ロントスタッフ／伊
豆高原ＡＮＮＥＸ

ホテル運営業務全般

基本的なパソコン操作あり

正社員 交替制あり ウィンダム・デスティネーションズ・ジャパン　株式会社
雇用期間の定めなし (1)6時45分～21時00分

月給

210,000円～250,000円

静岡県伊東市吉田１００６
ササンクロスカントリークラブ
コース管理事務所

176

リゾートホテル　フ
ロントスタッフ／伊
豆高原

ホテル運営業務全般

基本的なパソコン操作あり

正社員 交替制あり ウィンダム・デスティネーションズ・ジャパン　株式会社
雇用期間の定めなし (1)6時45分～21時30分

月給

170,000円～200,000円
又は6時30分～17時00

静岡県伊東市宝町２－８　　ジブ
ラルタ生命ビル３階
　セコム株式会社　伊東支社

175

サザンクロスカント
リークラブ（コース
管理）＜伊東市＞

・ゴルフ場の芝刈り、水やり、清掃等
コースをきれいにするお仕事　です。
・緑の中での健康的なお仕事です。
・ゴルフの知識や経験は不要です。
・慣れるまで丁寧に指導します。
・天候に関係なく作業は行います。
・主に軽トラックでの資材運搬やコー

正社員以外 東武緑地　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)6時30分～16時30分

月給 (2)18時00分～9時00分

219,000円～244,500円 (3)20時00分～9時00分

静岡県伊東市新井２－４－１４
　伊東ダイビングサービス

174

機械警備サービスス
タッフ／伊東支社
（地域限定採用）急
募

【＃新型コロナウイルス感染症の影響
による離職者対象求人】

セコムグループの様々なサービスの最
前線で高度な安全・安心をお
届けする社会貢献度の高い仕事です。
社有車でご契約先に急行し、適切な対

正社員 変形（1ヶ月単位） セコム　株式会社　静岡本部
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

165,000円～165,000円

静岡県伊東市宇佐美１６６３－１５

173

受付及び一般事務 伊東ダイビングサービス、マリンロー
ド両方での勤務となります。

○ダイビングや、イルカなど自然体験
プログラムに関する電話対応　受付、
精算業務
○事務業務（Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ、

正社員 株式会社マリンロード
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

月給

150,000円～200,000円

伊豆半島全域

172

自動車整備（見習い
可）

自動車整備に関する業務全般

○車検整備、一般修理、板金塗装など
の作業
○車の洗車
○車の引き取り、納車、等


正社員 有限会社　伊東車検センター
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

日給

192,000円～228,000円

静岡県伊東市松原７７１番１３号

171

警備誘導員【伊豆半
島全域】

◎警備誘導業務
　交通誘導警備全般をしていただきま
す、
　工事現場における道路での自動車、
自転車、歩行者等の誘導が
　主な仕事となります


正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ＣＫＫ　　（トラスト・ワン）
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

169,000円～250,000円 (3)9時30分～18時00分
又は7時00分～18時00

170

保育士 ２０１９年４月、小規模保育所として
認可を受けてスタートしました。少人
数ならではのアットホームな保育を目
指しています。

また、併設のデイサービスを利用する
高齢者や障害者と交流があります。

正社員 変形（1ヶ月単位） 特定非営利活動法人　えん
『小規模保育所　えん』雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分
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