
【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4月7日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 055-971-6336 従業員数 8人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 2478521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-987-2831 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 2535021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-999-1188 従業員数 9人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 １級建築施工管理技
士

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり ２級建築施工管理技士

求人番号: 22050- 2370221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間 一級建築士

     TEL: 0263-50-8351 従業員数 6人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 日祝他 第二種電気工事士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 20020- 6345021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0263-50-8351 従業員数 6人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 20020- 6348221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0263-50-8351 従業員数 8人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 日祝他 第二種電気工事士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 第一種電気工事士

求人番号: 20020- 6351621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-992-0336 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22030- 3418321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 40時間

     TEL: 070-6527-8061 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 木日祝 歯科技工士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2417721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 055-948-5225 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2440721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-977-5060 従業員数 8人

年　　齢: 45歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 2534121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-981-1125 従業員数 4人

年　　齢: 59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: 22050- 2536721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-984-1501 従業員数 110人

年　　齢: 60歳以上 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 2520221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 30時間

     TEL: 055-975-6767 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 フォークリフト運転
技能者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2537821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

静岡県三島市八反畑字壱丁田１４４－１

時給

186,300円～186,300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

静岡県三島市大場２８９
三島営業所

13

荷役作業（フォーク
リフト運転）

【仕事内容】
・フォークリフトによる自動車部品の
入出庫保管作業

【仕事の流れ】　
入庫製品の検品・仕分け・保管
↓　

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

月給 (2)7時00分～2時30分

156,240円～162,750円 (3)6時00分～18時15分

静岡県三島市西本町２－１５　グランアルヴェール３Ｆ

12

隔日勤務タクシー乗
務員（ドライバー）
三島営業所

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

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

月給 実務経験１年以上

200,000円～320,000円

静岡県三島市安久９６

11

プログラマー・シス
テムクリエイター
（経験者）

東京～静岡県東部エリアのお客様企業
から依頼されたソフトウエアの開発、
Ｗｅｂサイト構築等を経験に合わせて
上流工程から担当していただきます。
将来的な希望や現在の得意分野を考慮
した業務に携わっていただきます。
技術的な不安要素がある場合には、個

正社員 株式会社アイプレスト
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

160,000円～268,500円

静岡県三島市梅名５２１－７
三島事務所

10

高圧ガス容器の検査 高圧ガス容器の検査業務及び高圧ガス（酸素、窒素、アルゴン、炭酸ガス）の充てん業務。正社員 株式会社　東三河総合ガスセンター　三島工場
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 技能講習特別教育資
格保持者180,000円～350,000円

静岡県三島市加茂川町４１０５－１

9

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

◇詳しい仕事内容◇

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

月給

200,000円～350,000円

静岡県三島市徳倉１１３１番地の
９
　遠藤工業株式会社

8

歯科技工士 歯科治療をされた患者様の歯型を歯科
医院から預かり義歯、差し歯を製作し
納品する。

歯科医院内でのサポート業務

正社員 チカラボ株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

時給

201,600円～201,600円

静岡県三島市柳郷地２３－１
「株式会社光信電設　静岡支店」

7

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

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

日給 電気工事業務の経験

280,800円～280,800円

静岡県三島市柳郷地２３－１
静岡支店

6

電気工事士（経験
者）

＊集合住宅の電気設備工事を行いま
す。
＊仕事の範囲は静岡県内及び神奈川県
内エリアです。
＊現場には社有車で行きます。

※県をまたぐ現場移動は、乗り合わせ

正社員 株式会社　光信電設
雇用期間の定めなし (1)8時00分～18時00分

時給

241,920円～241,920円

静岡県三島市柳郷地２３－１
「株式会社光信電設　静岡支店」

5

電気工事見習い、手
伝い（アルバイト）
≪急募≫（静岡）

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


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

日給 電気工事業務の経験

219,024円～280,800円

静岡県三島市幸原町１丁目１－１０　銀杏館

4

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

正社員 株式会社　光信電設
雇用期間の定めなし (1)8時00分～18時00分

月給 施工管理、現場監督
などの業務に従事し
た経験があると

280,000円～350,000円

静岡県三島市竹倉５０８－１
（集合場所）

3

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

＊若手から６０歳代の方も幅広く活躍
し、チームワーク抜群の会社

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

日給 経験者（基礎、外
構、土木）
※未経験者でも応募

222,300円～370,500円

静岡県三島市谷田夏梅木７７５

2

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

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

月給

200,000円～300,000円

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

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

≪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4月7日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 080-4842-8404 従業員数 9人

年　　齢: 59歳以下 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- 2446621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 0時間

     TEL: 054-282-8311 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22010- 9288521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 054-282-8311 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22010- 9289421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 054-280-0066 従業員数 9人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22010- 9222321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 054-280-0066 従業員数 9人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

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

求人番号: 22010- 9224921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間 介護職員初任者研修修了者

     TEL: 042-461-6444 従業員数 12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: 13170- 7514421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0422-36-8848 従業員数 5人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 水木 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- 7271021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 055-981-7677 従業員数 5人

年　　齢: 65歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 2456121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 054-263-8180 従業員数 8人

年　　齢: 35歳以下 休　　日： 日祝他 三級自動車ガソリ
ン・エンジン整備士

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 三級自動車ジーゼル・エンジン整備士

求人番号: 22010- 9234721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 18時間

     TEL: 054-263-8180 従業員数 9人

年　　齢: 35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: 22010- 9238421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 18時間

     TEL: 055-977-8080 従業員数 86人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 その他の土木・測量
技術関係資格

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2380421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 30時間

     TEL: 0463-53-1023 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 理容師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 美容師

求人番号: 14060- 2821921 各種保険： 雇用・労災 月平均 24時間

     TEL: 055-988-0801 従業員数 60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- 2375921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

静岡県三島市徳倉１１９５

時給 ゴルフ場フロント・
レストラン勤務経験
者優遇

159,600円～184,800円
又は9時00分～18時00

静岡県三島市三好町４－２３
　極楽湯　三島店内　髪剪處

26

フロント・レストラ
ンホールスタッフ

ゴルフ場フロント接客・レストランホール接客スタッフ正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社アコーディア・ゴルフ　三島カントリークラブ
雇用期間の定めなし (1)5時30分～14時30分

月給

250,000円～300,000円

静岡県三島市多呂１２８番地

25

理容師・美容師〔静
岡・三島市〕

サロンでの施術
　カット・カラー・パーマ等

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

月給 土木設計経験者（５
年以上）248,500円～400,000円

静岡県三島市梅名３６６－５
株式会社トヨタレンタリース静岡
三島営業所

24

土木設計技術者 ■道路・河川砂防の施設調査・計画・
設計
■橋梁・擁壁・堰堤等構造物計画・調
査・設計
■上下水道計画・設計　　
■農業土木設計
■地質調査

正社員 静岡コンサルタント　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

192,500円～234,500円

静岡県三島市梅名３６６－５
株式会社トヨタレンタリース静岡
三島営業所

23

カーリースアドバイ
ザー／三島市（営
業）

担当エリアにて主に法人のお客様に
カーリースの利便性を説明、提案し、
導入していただく営業のお仕事です。
もちろん既存ユーザーのフォローも大
事なお仕事です。
見積書や比較書の提案書類、契約書等
各種書類作成、車検・定期点検など契

正社員 変形（1年単位） 株式会社　トヨタレンタリース静岡
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

167,000円～224,500円

静岡県三島市一番町９番３７号

22

車両点検・メンテナ
ンススタッフ（訪問
巡回サービス）／三
島

★リース契約車両の点検・管理業務。

・顧客（主に法人）へ電話で実施日時
の調整をし訪問。
・訪問先にて、日常点検及び軽作業
（整備）の実施、報告。
・カーリース契約車両の管理。

正社員 変形（1年単位） 株式会社　トヨタレンタリース静岡
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)9時30分～17時00分 未経験者歓迎しま
す。
宅地建物取引士手当

210,000円～400,000円

静岡県三島市幸原町１－１３－２
０　　井出ビル
当社「三島営業所」

21

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ルーム・アシスト
雇用期間の定めなし (1)9時30分～18時30分

月給

210,000円～400,000円

静岡県三島市芝本町１－１　三島
ＮＫビル
「三島営業所」

20

不動産営業（三島営
業所）要普免／三島
市

※分譲住宅市場　日本一の飯田グルー
プホールディングス株式会社
　の中核会社である株式会社飯田産業
で戸建住宅・マンションなど
　の営業に従事いただきます。



正社員 高卒以上 株式会社　飯田産業
雇用期間の定めなし (1)10時00分～19時00

月給 ※施工管理の実務
※３５歳未満は経験
不問

277,292円～441,146円

静岡県三島市青木２１１－１２
サガミシード株式会社
介護事業部　樹楽団らんの家　三
島青木

19

建築施工管理／三島
営業所

■自社物件の建築施工管理

※施工業者の手配及び管理
（予算、施工の精度・検査、工程、安
全）のほか、
　定期点検やアフターフォロー等の実
施。

正社員 株式会社アーネストワン
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)9時00分～18時00分

194,500円～202,000円

静岡県三島市青木２１１－１２
サガミシード株式会社
介護事業部　樹楽団らんの家　三
島青木

18

デイサービス介護職
員／三島市

地域密着型デイサービス（定員１０
名）です。
・介護業務（食事、入浴等の介助、見
守り、歩行訓練、レクリエーションな
ど）
・送迎（軽・普通車使用。市内）
・主に日勤。夜勤も入る可能性あり。

正社員 変形（1ヶ月単位） サガミシード　株式会社　本部
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

199,500円～207,000円 (3)18時00分～8時00分

静岡県三島市字エビノ木４７４５
番地
　社会福祉法人　見晴学園

17

デイサービス生活相
談員／三島市

地域密着型デイサービス（定員１０
名）です。
・相談業務（家族やケアマネジャーと
の相談）
・事務業務（サービス計画表作成な
ど）
・一部介護業務　など

正社員 変形（1ヶ月単位） サガミシード　株式会社　本部
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給 (2)10時30分～19時30

136,950円～142,500円

静岡県三島市字エビノ木４７４５
番地
　社会福祉法人　見晴学園

16

（請）調理補助／三
島市

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

＊最大約１７０食を７名のスタッフで

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

時給 (2)10時30分～19時30 調理師経験

189,200円～206,400円

静岡県三島市徳倉３－３１－４７

15

（請）調理師／三島
市

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

＊最大約１７０食を７名のスタッフで
提供

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

月給

220,000円～258,000円
又は11時00分～20時00

14

携帯販売、携帯イベ
ント、家電量販内携
帯、通信回線契約代
行

携帯ショップなどで販売の補助や操作
のご案内やお客様に対して最適なプラ
ンを提案するお仕事です。
身近にあるスマートフォンの知識を身
に付けたりととにかくやりがいを感じ
られるお仕事です。
また、携帯ショップだけでなく家電量

正社員 交替制あり 合同会社ＬｉｎｋＳ
雇用期間の定めなし (1)10時00分～19時00

2/12



【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4月7日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 055-986-1075 従業員数 182人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22050- 2532621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 055-977-8915 従業員数 20人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22050- 2528721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 055-975-1087 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 水土日祝他 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- 2367921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 055-977-1234 従業員数 7人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 木日祝 歯科衛生士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2466721 各種保険： 雇用・労災・健康 月平均 6時間

     TEL: 090-4213-9007 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 木日祝他 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- 2389521 各種保険： 雇用・労災・健康 月平均 10時間

     TEL: 090-4213-9007 従業員数 1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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2390321 各種保険： 雇用・労災・健康 月平均 10時間

     TEL: 055-956-7270 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 歯科技工士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2437321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-6435-6116 従業員数 20人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 社会福祉士

求人番号: 13040-35842721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 03-6435-6116 従業員数 23人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 准看護師

求人番号: 13040-35848621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 03-6435-6116 従業員数 23人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

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

求人番号: 13040-35855321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 ホームヘルパー２級

     TEL: 03-6435-6116 従業員数 23人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13040-35858121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 054-266-3216 従業員数 12人

年　　齢: 35歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22010- 9397121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 055-983-1200 従業員数 88人

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

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 2420621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県三島市南二日町５－４１

月給 (2)9時00分～18時00分 介護支援専門員とし
ての経験230,000円～304,000円 (3)8時00分～17時00分

静岡県三島市栄町１０－１４　遠
藤ビル１Ｆ
アサヒサンクリーン株式会社　三
島事業所

39

介護支援専門員 特別養護老人ホーム南二日町におい
て、介護支援専門員として下記業務を
担当していただきます。
　※施設入所者様のケアプランの作成
およびケアマネジメント関連業務全般
　※施設利用者様及びその家族との相
談業務

正社員 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人華翔会　特別養護老人ホーム南二日町
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

215,000円～225,000円

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

38

訪問入浴介護職員／
三島事業所（三島
市）

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

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

月給 (2)8時30分～17時30分 現場経験

185,000円～185,000円 (3)16時30分～9時30分

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

37

≪急募！！≫無資格
介護スタッフ・正社
員／三島

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

＊未経験からスタートした方が多数活

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

月給 (2)8時30分～17時30分 現場経験

190,000円～200,000円 (3)9時30分～18時30分

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

36

≪急募！！≫介護ス
タッフ・正社員／三
島

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

＊社内研修も充実しており、スキル

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

月給 現場経験

275,000円～305,000円

静岡県三島市加茂川町３３番３号

「あんしんホーム三島」「ケス
テーションあさひ三島」

35

≪急募≫看護スタッ
フ（三島）

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

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

月給 現場経験

240,000円～240,000円

静岡県三島市日の出町４－５３

34

≪急募≫生活相談員
（三島）

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

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

月給

200,000円～400,000円

静岡県三島市梅名４３９－１

33

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

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

月給

200,000円～250,000円

静岡県三島市梅名４３９－１

32

歯科衛生士 歯科衛生士業務
受付業務（電話対応、予約管理、会
計、カルテ管理等）
準備業務（治療の準備、在庫管理等）
アシスタント業務（治療のアシスタン
ト、患者の誘導・応対等）
滅菌業務（器具の洗浄、滅菌処理等）

正社員 変形（1ヶ月単位） 歯科衛生士学科 賢歯科医院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～19時15分

月給

173,750円～200,000円

静岡県三島市大場１２２－４

31

歯科助手 受付業務（電話対応、予約管理、会
計、カルテ管理等）
準備業務（治療の準備、在庫管理等）
アシスタント業務（治療のアシスタン
ト、患者の誘導・応対等）
滅菌業務（器具の洗浄、滅菌処理等）
清掃業務（施設や設備の整理・清掃

正社員 変形（1ヶ月単位） 賢歯科医院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～19時15分

月給

209,000円～243,000円

静岡県三島市寿町７－３１

30

歯科衛生士 ・一般的な歯科衛生士業務
・診療の補助
・診療器具の消毒、滅菌
・その他関連業務や雑務（院内清掃な
ど）

正社員 歯科衛生士専門学校
卒業

半田歯科医院
雇用期間の定めなし (1)8時45分～18時15分

月給 (2)8時30分～16時00分 採血処置経験者

240,000円～240,000円
又は9時30分～18時00

静岡県三島市長伏２２４－５

29

看護師 看護師業務
　診察介助
　採血処置

正社員以外 瀬川小児科アレルギー科医院
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 (2)12時00分～19時00

200,000円～250,000円
又は8時00分～19時00

静岡県三島市幸原町２－３－１

28

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

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

月給 (2)8時00分～17時00分

182,000円～335,000円27

正看護師・准看護師 入院患者様の看護業務
（ベット数１０５床）

夜勤できる方歓迎ですが、夜勤ができ
ない場合も応募可能です

正社員 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団　清風会　芹沢病院
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4月7日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 055-983-1200 従業員数 88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： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 2421921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-983-1200 従業員数 88人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 言語聴覚士 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- 2422121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-983-1200 従業員数 88人

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

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 2423021 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： 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- 2391621 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: 055-972-3221 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 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

求人番号: 22050- 2407121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0550-83-4890 従業員数 23人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 車両系建設機械（解
体用）運転技能者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22031- 1192121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-991-2823 従業員数 3人

年　　齢: 59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- 2550921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 055-991-2823 従業員数 3人

年　　齢: 59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- 2551121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 055-991-2823 従業員数 3人

年　　齢: 59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- 2553721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 055-991-2823 従業員数 3人

年　　齢: 59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- 2554821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 055-976-8866 従業員数 50人

年　　齢: 30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- 2349321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-939-5330 従業員数 9人

年　　齢: 35歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 2441821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形・その他月平均 19時間

     TEL: 055-939-5330 従業員数 9人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 2442221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形・その他月平均 19時間

静岡県三島市萩３２２番地

月給

250,000円～250,000円

静岡県三島市萩３２２番地

52

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

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

月給

250,000円～250,000円

静岡県三島市中央町３－３２　小出ビル２階

51

施工 ＊大手ホームセンターとの提携によ
り、害虫、害獣駆除・環境改善（断熱
工事・防湿工事）、の施工をしていた
だきます。
＊床下、屋根裏、屋根上での作業にな
ります。
＊未経験の方でも歓迎します。（丁寧

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

月給 (2)9時00分～18時00分

180,000円～230,000円 (3)10時00分～19時00

静岡県三島市一番町３－６　マ・ローネビル２Ｆ

50

介護事業所での営
業・運営業務

【管理業務】
　・勤怠管理
　・給与計算
　・居宅介護支援専門員対応
　・契約対応
　・申請対応
　・各種書類作成

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

月給

170,000円～400,000円

静岡県三島市一番町３－６　マ・ローネビル２Ｆ

49

自動車用ワイヤー
ハーネス関連部品の
設計業務

・ワイヤーハーネス電線（金属、ゴム
等）評価
・メーカー使用にあわせたコストや重
量、強度、耐久性等を考慮した材質検
討を行っていただきます

★社内研修が充実しておりますので未

正社員 株式会社　イデア　三島営業所
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

170,000円～400,000円

静岡県三島市一番町３－６　マ・ローネビル２Ｆ

48

ＣＡＤオペレーター
業務

・機械部品の設計業務になります
・主には『作図』業務となります
　＜＜ツール＞＞Ａｕｔｏ－ＣＡＤ
（２Ｄ）
　　　　　　　　ＣＡＴＩＡ（３Ｄ）
等
★未経験者が活躍しております！！

正社員 株式会社　イデア　三島営業所
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

170,000円～300,000円

静岡県三島市一番町３－６　マ・ローネビル２Ｆ

47

ソフト設計補助業務 顧客仕様に合わせ装置の制御ソフトを
変更検討して頂きます。
※詳細設計～プログラミング　等のサ
ポート

★社内研修が充実しておりますので
未経験の方でも大歓迎！！

正社員 株式会社　イデア　三島営業所
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 仕事内容参照

170,000円～400,000円

静岡県三島市梅名１１－１
　株式会社アーバン　三島支店

46

ソフト設計業務 顧客仕様に合わせ装置の制御ソフトを
変更検討して頂きます。
※詳細設計～プログラミング　等
※Ｃ言語経験者　大歓迎です

★★是非、お気軽にご応募ください★
★

正社員 株式会社　イデア　三島営業所
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

250,000円～400,000円

静岡県三島市沢地２４６－１１
就労継続支援Ｂ型事業所「さわじ
作業所」

45

現場作業員（三島支
店）

主に建物解体工事の作業を行います。
現場は静岡県東部地域です。

朝、出社し乗合で現場へ向かいます。

正社員 株式会社アーバン
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

その他

154,560円～162,750円
又は7時30分～16時15

静岡県三島市萩１９６－１

44

さわじ作業所臨時就
労支援員（三島市社
会福祉協議会）

　就労継続支援Ｂ型事業所の通所者
（知的・身体障がい者）に対する就労
支援業務
・授産製品の生産指導
・物品の販売支援
・通所者の送迎業務
・アルミ缶、古紙等のリサイクル物品

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

月給 (2)8時30分～17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)9時00分～18時00分

静岡県三島市南二日町５－４１

43

デイサービス介護職
員（正規フルタイム
社員）

◆高齢者デイサービスにて定員３５名
のご利用者を約８名の職員でサポート
します。その日の気分で選べるセレク
ト食や足を伸ばして入浴できる大浴場
はご利用される方に大変喜ばれていま
す。
・ご利用者宅への送迎（運転業務は応

正社員以外 交替制あり 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00分～17時00分

月給 経験者優遇

235,000円～309,000円

静岡県三島市南二日町５－４１

42

介護支援専門員（居
宅）

当法人運営の特別養護老人ホーム南二
日町併設の居宅介護支援事業所におい
て、下記業務を担当していただきま
す。
・ケアプランの作成
・申請の代行
・他事業所とのサービス調整

正社員 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人華翔会　特別養護老人ホーム南二日町
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)8時30分～12時30分

263,000円～319,000円

静岡県三島市南二日町５－４１

41

言語聴覚士 当法人運営の特別養護老人ホーム南二
日町において、下記業務を担当してい
ただきます。
・施設入所利用者様及びショートステ
イ利用者様を対象として、
　日常生活やレクリエーション・行事
等を通じて行う機能訓練や、その計画

正社員 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人華翔会　特別養護老人ホーム南二日町
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 総務または経理経験
者210,000円～309,000円

又は8時00分～18時00

40

総務経理 当法人運営の特別養護老人ホーム南二
日町において、下記業務を担当してい
ただきます。
・総務事務関係全般
・勤怠、人事、文書、伝票管理
・郵便物処理、物品補充、環境整備
・入出金等日々の出納業務

正社員 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人華翔会　特別養護老人ホーム南二日町
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4月7日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 055-989-2345 従業員数 3人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22030- 3436921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 30時間

     TEL: 054-255-2091 従業員数 15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- 9499221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 30時間

     TEL: 052-681-7107 従業員数 32人

年　　齢: 79歳以下 休　　日： 土日他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 23030- 7396821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 055-975-3111 従業員数 400人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 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- 2428421 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-949-0296 従業員数 10人

年　　齢: 30歳以下 休　　日： 日他 車両系建設機械（整
地・運搬・積込用及

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 小型移動式クレーン運転技能者

求人番号: 22050- 2523321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間 玉掛技能者

     TEL: 0558-76-6000 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 １級建築施工管理技
士

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり ２級建築施工管理技士

求人番号: 22050- 2497621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間 二級建築士

     TEL: 0558-76-6000 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 １級土木施工管理技
士

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり ２級土木施工管理技士

求人番号: 22050- 2500121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0558-76-6000 従業員数 20人

年　　齢: 30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- 2501021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0558-76-6000 従業員数 20人

年　　齢: 30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- 2503821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0558-76-6000 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 その他の技術関係資
格

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 2504221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 055-940-2226 従業員数 5人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 2462621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-948-1780 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2378721 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 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- 2549421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 30時間

静岡県伊豆の国市中條字新古川２
４１－１
長岡営業所

月給 (2)7時00分～2時30分

156,240円～162,750円 (3)6時00分～18時15分

静岡県伊豆の国市古奈５９４－８

65

隔日勤務タクシー乗
務員（ドライバー）
長岡営業所

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

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

月給

180,000円～350,000円

静岡県伊豆の国市南條２７

64

電気工 ＜電気工＞
＊電灯・電力設備屋内外の電気工事
＊電話・ＴＶ配線工事
＊エアコン取付工事
＊現場には社有車で行きます

※工事の現場は静岡県東部が中心

正社員 大沢電気株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

198,000円～280,000円

静岡県伊豆の国市三福２５０－１

63

建設（一般土木作
業）

一般土木作業 正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社リニア
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

日給 未経験可。建設工事
現場での、もの作り
経験があれば尚可。

208,000円～363,000円

静岡県伊豆の国市三福２５０－１

62

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

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

月給

200,000円～280,000円

静岡県伊豆の国市三福２５０－１

61

建築施工管理技術者
見習い

建築工事、新築・改築・改修工事等の
現場監督業務が出来るよう
工事写真撮影、現場測量、図面作成
等、建築工事の施工に必要な
技術を習得していただきます。

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

月給

200,000円～280,000円

静岡県伊豆の国市三福２５０－１

60

土木施工管理技術者
見習い

土木工事、上下水道工事等の現場監督
が出来るよう
工事写真撮影、現場測量、図面作成
等、土木工事に施工に必要な
技術を習得していただきます。
ベテラン技術者のもとで経験を積み、
立派な現場監督になって

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

月給 施工管理経験者

270,000円～450,000円

静岡県伊豆の国市三福２５０－１

59

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

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

月給 施工管理経験者

270,000円～450,000円

静岡県伊豆の国市原木１３３６－４

58

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

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

日給

215,000円～301,000円

静岡県三島市北田町４－４７（財政課）

57

土木作業員 土木工事
　・道路工事
　・下水道工事
　・型枠工事等

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

月給

150,483円～150,483円

静岡県三島市文教町１丁目４－１
９
【東海旅客鉄道株式会社総合研修
センター】

56

事務員（財政課） フルタイム会計年度任用職員（地方公
務員法第２２条の２第１項第２号）

ふるさと納税に係る業務（寄付者から
の申込管理、発送業務、返礼品事業者
及び返礼品の新規受付、サイト管理及
び修正依頼、電話・窓口対応）

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

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

260,000円～270,000円

静岡県三島市一番町１８－２２
アーサーファーストビル２階
　セコム株式会社　三島支社

55

調理師責任者（東海
旅客鉄道株式会社総
合研修センター）

三島駅近くで調理師責任者（地域社
員）募集！
ご利用者が４００～４５０名程度の研
修施設での調理師と責任者業務。
献立に沿った調理、盛付、配膳、洗
浄、仕込み、シフト作成、在庫管理、
その他責任者業務等をお願いします。

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

月給 (2)18時00分～9時00分

219,000円～244,500円 (3)20時00分～9時00分

静岡県三島市緑町１０－２４　　（株）電業社機械製作所

54

機械警備サービスス
タッフ／三島支社
（地域限定採用）

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
処を行います。
【具体的な対処業務】
・緊急対処・巡回・ＡＴＭ障害対処・

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 (2)8時00分～7時59分

177,500円～184,500円53

企業の受付・出入管
理

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。

＜警備室での常駐警備業務＞
・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)16時00分～8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4月7日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 055-924-8263 従業員数 8人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 日祝他 フォークリフト運転
技能者

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり 中型自動車免許

求人番号: 22030- 3257421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間 大型自動車免許

     TEL: 055-947-5001 従業員数 9人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 ５トン限定準中型自
動車免許

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 2533921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 27時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 86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: 13090-12360021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-12452521 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 86人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-12519621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-12574421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-11682721 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 86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: 13090-11710921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0558-76-3228 従業員数 195人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 医師 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 2430121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0558-76-3228 従業員数 195人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 理学療法士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 2431021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 1時間

     TEL: 03-6435-6116 従業員数 23人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 准看護師

求人番号: 13040-35659721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 03-6435-6116 従業員数 23人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり ホームヘルパー２級

求人番号: 13040-35664921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 介護職員初任者研修修了者

     TEL: 03-6435-6116 従業員数 23人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13040-35665121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

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

月給 (2)9時00分～18時00分 現場経験

185,000円～185,000円 (3)16時30分～9時30分

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

78

＜急募＞無資格介護
スタッフ・正社員／
伊豆の国

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

＊未経験からスタートした方が多数活

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

月給 (2)9時00分～18時00分

190,000円～200,000円 (3)16時30分～9時30分

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

77

≪急募！！≫有資格
介護スタッフ・正社
員／伊豆の国

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

＊社内研修も充実しており、スキル

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

月給 現場経験

275,000円～305,000円

静岡県伊豆の国市田京２７０－１

76

≪急募！！≫看護ス
タッフ・正社員／伊
豆の国

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

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

月給 (2)8時30分～12時30分

192,722円～217,751円

静岡県伊豆の国市田京２７０－１

75

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

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

月給 (2)8時30分～12時30分

631,150円～758,100円

静岡県伊豆の国市吉田１１７８
（大仁ホテル）

74

医師（内科　外科
消化器科　麻酔科
検診）

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

月給 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

静岡県伊豆の国市長岡１０３５－
１
伊豆長岡金城館

73

【地域限定正社員】
ホテル支配人候補
（大仁ホテル）

【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

静岡県伊豆の国市長岡１０３５－
１
伊豆長岡金城館

72

【地域限定正社員】
ホテル支配人候補
（伊豆長岡金城館）

【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

236,060円～236,060円
又は6時00分～22時00

静岡県伊豆の国市吉田１１７８
（大仁ホテル）

71

地域限定契約社員／
ホテルサービスス
タッフ／伊豆長岡金
城館

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

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

月給

236,060円～236,060円
又は6時00分～22時00

静岡県伊豆の国市長岡１０３５－
１
伊豆長岡金城館

70

地域限定契約社員／
ホテルサービスス
タッフ（大仁ホテ
ル）

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

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

月給 調理実務経験３年以
上が目安278,650円～333,400円

静岡県伊豆の国市吉田１１７８
（大仁ホテル）

69

【正社員】ホテル調
理スタッフ／伊豆長
岡金城館

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


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

月給 調理実務経験３年以
上が目安278,650円～333,400円

静岡県伊豆の国市北江間１３８０－１

68

【正社員】ホテル調
理スタッフ／大仁ホ
テル

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


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

月給 機械設計実務経験者

200,000円～350,000円

静岡県伊豆の国市吉田３７９
大仁営業所

67

機械設計 ＡｕｔｏＣＡＤを使用し一般省力化機
械（生産設備等）の
設計をお願いします。

入社後、数か月は組立を経験して頂き
機械構造や内容を
理解して頂きます。

正社員 変形（1年単位） （工業系ならば尚
可）

株式会社　キクチ
雇用期間の定めなし (1)8時10分～17時10分

月給

250,000円～365,000円
又は5時00分～17時00

66

ドライバー（大仁営
業所）

・伊豆半島を熱海、伊東、下田、西伊
豆などの地区別に配送
・平均３０軒程度を回る
・配送先は学校や企業が多いが、一部
個人宅への配送あり
・４トン、３トン、２トントラック使
用

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　東名倉庫
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4月7日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 055-948-5577 従業員数 15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- 2340621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-948-5577 従業員数 36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- 2344721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-948-5577 従業員数 26人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 2345821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-948-0722 従業員数 34人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

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

求人番号: 22050- 2364421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 055-944-2331 従業員数 11人

年　　齢: 45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: 22050- 2448121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 054-205-2752 従業員数 1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: 22010- 9385421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0558-83-4025 従業員数 4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- 2529821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0558-83-0199 従業員数 17人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 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： その他 時間外 あり ２級土木施工管理技士

求人番号: 22050- 2357321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0558-83-0199 従業員数 17人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 準中型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり ８トン限定中型自動車免許

求人番号: 22050- 2358621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0558-83-0694 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 第一種電気工事士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり 第二種電気工事士

求人番号: 22050- 2338821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 12時間 その他の電気工事関係資格

     TEL: 0558-22-7250 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 甲種消防設備士 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 乙種消防設備士

求人番号: 22110- 1175421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間 第１種消防設備点検資格者

     TEL: 0558-72-5111 従業員数 50人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 土日他 フォークリフト運転
技能者

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2416021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 0558-87-1991 従業員数 34人

年　　齢: 59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- 2411421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

静岡県伊豆市下船原４７

月給

158,500円～158,500円

静岡県伊豆市本柿木３０６－１
天城湯ヶ島工場

91

自動車部品製造 プラスチック成形品の外観検査・出荷
品検査
・出荷品検査（荷札現品票、出荷数
量、識別）
・成形品外観検査（気泡・異物・欠け
等の成形不良、識別）
その他付帯作業

正社員 有限会社ユー・エスエンジニアリング
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時15分

月給 (2)17時00分～2時00分

180,000円～220,000円

静岡県伊豆市土肥３５７－１　　スダヤビル１Ｆ

90

木造住宅プレカット
製品の製造工

木造住宅の骨組み部分を自動加工機を
使用して作成します。
他工程で作成した加工データを自動加
工機に登録し、加工データの通りに機
械が動きます。

１．自動加工機の操作

正社員 交替制あり 伊豆木器　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

220,000円～380,000円

静岡県伊豆市下白岩６１―２

89

消防設備作業員【伊
豆西営業所】

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

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

日給 電気工事全般、電気
工事に興味のある方236,000円～425,800円

静岡県伊豆市徳永３６１番地の１

88

住宅、事業所等の電
気設備工事

住宅、小規模事業所の電気工事全般 正社員 変形（1ヶ月単位） （有）加藤電気工事
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

日給

276,000円～345,000円

静岡県伊豆市徳永３６１番地の１

87

土木作業員 土砂の掘削、根切り、埋戻し等、現場
における土木作業全般が主な仕事とな
ります。
また、現場監督の補助作業（測量の手
元）及び、４ｔトラックの運転等も
行って頂きます。

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

月給 土木工事現場の経験
者優遇します。276,000円～345,000円

静岡県伊豆市上白岩６７０－１

86

施工管理技士 道路工事や河川工事等の土木工事現場
において、施工管理業務を行って頂き
ます。
※主に現場の測量、施工管理全般（工
程管理、品質管理、安全管理、出来形
管理等、管理及び工事関係書類の作
成）

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

日給

167,200円～271,700円

静岡県伊豆の国市三福８０－２
（株）キョウデンプレシジョン

85

土木作業員 ＊仕事内容：

・土砂の掘削、埋め戻し
・コンクリートの練り、充填

【持久力と体力が必要な作業です】


正社員 株式会社　小倉建材興業
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

159,949円～159,949円

静岡県伊豆の国市奈古谷２２１６－１

84

（請）施設警備業務
／伊豆の国市

契約先施設に常駐し、警備業務を行っ
ていただきます。

＜主な業務＞
・出入管理業務
・巡回業務
・開閉業務

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　スリーエス　静岡営業所
雇用期間の定めなし (1)8時30分～8時29分

月給

210,000円～240,000円

静岡県伊豆の国市長岡１１５７－１

83

総合職（別荘地管
理）

・現場における渉外対応がメインの仕
事になります。
　（まずは現場作業や別荘地内を覚え
ていただきます。）　
・別荘オーナーとの対応
・報告書等の作成　
・別荘地の管理業務全般

正社員 変形（1ヶ月単位） 伊豆エメラルドタウン管理組合
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

月給 (2)6時30分～15時30分 老人ホーム等での勤
務経験があれば尚
可。

162,300円～179,600円 (3)11時30分～20時30
又は7時30分～18時00

静岡県伊豆の国市中條２３４－２

82

介護職員 介護職員：養護老人ホーム（特定施設
入居者生活介護含む）入居者の介護及
び支援業務で、いわゆる高齢者の介護
業務になります。

月に２～３回程度の夜勤業務がありま
す。

正社員 変形（1ヶ月単位） 養護老人ホーム　長岡寮湯の家
雇用期間の定めなし (1)16時45分～8時45分

月給 (2)8時30分～17時30分

161,000円～201,000円 (3)10時00分～19時00

静岡県伊豆の国市長岡９９９－１

81

介護職（にらやま） 介護付き有料老人ホームの入居者の生
活介護全般
　・食事介助
　・入浴介助
　・排泄介助
　・その他生活に関する介助
※入居者定員は４８名です。

正社員 変形（1ヶ月単位） 有限会社　夢無限
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

161,000円～201,000円 (3)10時00分～19時00

静岡県伊豆の国市田京９２９－５

80

介護職（伊豆長岡） 介護付き有料老人ホームの入居者の生
活介護全般
　・食事介助
　・入浴介助
　・排泄介助
　・その他生活に関する介助
※入居者定員は７８名です。

正社員 変形（1ヶ月単位） 有限会社　夢無限
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 (2)7時00分～15時30分

147,300円～172,300円 (3)11時00分～19時3079

介護職（おおひと） グループホームで入所者の生活介護全
般を担当していただきます。
（入所者１８名）
・食事介助
・入浴介助
・排泄介助
・身体介助

正社員 変形（1ヶ月単位） 有限会社　夢無限
雇用期間の定めなし (1)9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4月7日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 0558-87-1991 従業員数 34人

年　　齢: 59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- 2415121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 0558-87-1991 従業員数 34人

年　　齢: 59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- 2381321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 055-984-1501 従業員数 57人

年　　齢: 60歳以上 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 2548521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 30時間

     TEL: 0495-25-1000 従業員数 96人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 11021- 1464321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0823-74-3009 従業員数 5人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 34030- 2309421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-12433721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-12569921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0558-85-0230 従業員数 20人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 2409721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20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: 13090-11685521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5816-6181 従業員数 14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: 13010-33175221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 27時間

     TEL: 03-5816-6181 従業員数 14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: 13010-33183221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 27時間

     TEL: 0558-72-3210 従業員数 192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- 2337721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 054-389-0555 従業員数 0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: 22040- 2307621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

静岡県伊豆市梅木２４６－４　中伊豆営業所

月給

195,000円～195,000円

静岡県伊豆市瓜生野１２３

104

葬祭セレモニーにお
ける納棺業務／中伊
豆営業所

◎葬儀における儀式のお手伝いの仕事
で、故人様の旅立ちのお支度　及びご
納棺を執り行います。

※初めての方でも丁寧にご指導致しま
す。
　安心してご応募ください。

正社員 変形（1年単位） 株式会社　アグリビジネス
雇用期間の定めなし (1)9時30分～18時00分

月給 (2)7時00分～16時00分

208,300円～250,000円 (3)8時00分～17時00分

静岡県伊豆市修善寺８６０
湯めぐりの宿　修善寺温泉　桂川

103

集配業務（本社） 旅館やホテルで使うシーツやユカタ、
タオルなどのリネン品を回収し、ク
リーニングされたリネン品をトラック
で届ける集配作業。
１、配送用トラック（２～４ｔ）で旅
館やホテルに出向き、使用済みのシー
ツやユカタ、タオル、ユニフォーム等

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

日給 調理経験５年以上

259,200円～302,400円

静岡県伊豆市修善寺８６０
湯めぐりの宿　修善寺温泉　桂川

102

調理業務／桂川／伊
豆市／経験５年以上

・宿泊業の調理業務全般
・バイキング形式での提供
・料理のジャンルは問いません

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

日給

216,000円～237,600円

静岡県伊豆市八木沢３８６４番地
伊東園ホテル土肥

101

調理業務／桂川／伊
豆市／未経験可

・宿泊業の調理業務全般
・バイキング形式での提供
・料理のジャンルは問いません

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

月給 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

静岡県伊豆市月ケ瀬４２５－１

100

【地域限定正社員】
ホテル支配人候補
（伊東園ホテル土
肥）

【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

200,000円～300,000円
又は6時30分～21時30

静岡県伊豆市八木沢３８６４番地
伊東園ホテル土肥

99

グランピングスタッ
フ

グラマラスキャンプ「グランピング」
でのチェックイン（お客様への施設説
明等）、チェックアウト（会計等）対
応。簡単な事務処理（パソコン使用、
会計打ち込み等）。フロントと言って
も大切なお客様の受け入れ準備（清
掃、備品洗浄）は、フロントスタッフ

正社員 交替制あり 株式会社　Ｒｅｓｏｒｔ＆Ｓｐａ雲風々
雇用期間の定めなし

月給

236,060円～236,060円
又は6時00分～22時00

静岡県伊豆市八木沢３８６４番地
伊東園ホテル土肥

98

地域限定契約社員／
サービススタッフ
（伊東園ホテル土
肥）

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

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

月給 調理実務経験３年以
上が目安278,650円～333,400円

静岡県伊豆市柏久保６２７－３－
２Ｆ
株式会社キムラ　伊豆営業所

97

【正社員】ホテル調
理スタッフ／伊東園
ホテル土肥

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


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

月給 工事管理経験者優遇

200,000円～400,000円

静岡県伊豆市瓜生野１０
カインズ　修善寺店

96

現場管理及びプラン
ト設計

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

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

日給 商品の取り付け・交
換・組立等ができる
方、経験がある方

173,470円～236,170円

静岡県伊豆市柏久保６３１－２１
修善寺営業所

95

販売接客（修善寺
店・スマイルサービ
ス）

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

正社員以外 株式会社　カインズ
雇用期間の定めなし (1)9時50分～19時20分

月給 (2)7時00分～2時30分

156,240円～162,750円 (3)6時00分～18時15分

静岡県伊豆市下船原４７

94

隔日勤務タクシー乗
務員（ドライバー）
修善寺営業所

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

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

月給

171,400円～171,400円

静岡県伊豆市下船原４７

93

自動車部品製造 射出成型機を使用してプラスチック製
品を製造する工程
・射出成型機から製品の取り出し
・製品外観検査
・箱詰め梱包
　上記を１サイクルとした流れ作業
その他

正社員 有限会社ユー・エスエンジニアリング
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)13時00分～22時00

196,400円～201,400円92

自動車部品製造 射出成型機を使用してプラスチック製
品を製造する工程
・射出成型機から製品の取り出し
・製品外観検査
・箱詰め梱包
　上記を１サイクルとした流れ作業
その他

正社員 交替制あり 有限会社ユー・エスエンジニアリング
雇用期間の定めなし (1)6時00分～14時55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4月7日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 0558-83-3500 従業員数 33人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 月火 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- 2359921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 0558-83-3500 従業員数 33人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 月火 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- 2360721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0558-83-3200 従業員数 46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- 2372421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 15時間

     TEL: 0558-75-8660 従業員数 70人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2525921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0558-83-3013 従業員数 12人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 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- 2472921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 0558-73-2300 従業員数 29人

年　　齢: 45歳以下 休　　日： 土日他 大型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2540321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20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- 4935221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0466-27-9786 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 14080- 4742221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-977-5050 従業員数 3人

年　　齢: 45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- 2451521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-978-3220 従業員数 76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- 2518121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 22時間

     TEL: 055-973-0882 従業員数 15人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 2443521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 055-979-1180 従業員数 10人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水日祝 歯科衛生士 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- 2490021 各種保険： 雇用・労災・健康 月平均 10時間

     TEL: 054-631-6715 従業員数 10人

年　　齢: 59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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22120- 2809621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

静岡県田方郡函南町柏谷２２－１

月給 (2)8時00分～17時00分

195,000円～285,000円 (3)9時30分～18時30分
又は7時00分～19時00

静岡県田方郡函南町上沢２５－２

117

保育士（函南町） ０歳児～２歳児の保育を、複数の保育
士で担当して頂きます。

＊児童は最大でも１９名です。




正社員 交替制あり 株式会社　グローアップ
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 歯科衛生士としての
経験・知識・技能235,300円～267,400円

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

116

歯科衛生士 診療補助及び予防処置
歯科診療における歯科医師の補助や歯
周治療の初期治療としての歯石除去・
ブラッシング指導・歯面清掃などを行
う。

正社員 歯科衛生士科 いで歯科医院
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時30分

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

266,000円～422,000円

静岡県田方郡函南町桑原高雄山１３１５－２５

115

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

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

月給

170,000円～180,000円

静岡県田方郡函南町柏谷１５３

114

総務事務 ・電話およびウェブによる予約、お問
合せ対応
・簡単な事務　等
　簡単なパソコン入力あり（エクセル
使用）

・上記内容に付帯する業務もありま

正社員 変形（1年単位） 凾南ゴルフ倶楽部　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給

167,200円～264,000円

静岡県伊豆市土肥３４９－２

113

機械加工作業員 フライス加工、旋盤加工、ＮＣ旋盤
医療、粉体、充電器ライン等の加工部
品

正社員 キウチ商工　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給

240,800円～258,000円

静岡県伊豆市門野原４００－１

112

リゾートホテルでの
マルチスタッフ（静
岡県土肥）

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

時給 客室係の経験あれば
尚可189,200円～206,400円

静岡県伊豆市年川９３８

111

旅館での客室係（静
岡県修善寺）

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

月給

275,000円～375,000円

静岡県伊豆市本立野５３１－１城山活動支援センター内

110

大型車運搬作業員 荷主より依頼の荷物を荷受け先へ届け
る、運搬の仕事

正社員 株式会社伊豆美化企画
雇用期間の定めなし (1)7時30分～17時00分

時給 ヘルパー経験

160,000円～171,200円

静岡県伊豆市湯ケ島９３９番４１

109

訪問介護員 ・伊豆市内（修善寺・天城湯ヶ島・中伊豆）の介護を希望するお宅　に訪問し、家事援助や身体介護をする仕事です。正社員以外 社会福祉法人伊豆市社会福祉協議会
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 (2)7時00分～16時00分

208,580円～238,060円 (3)10時00分～19時00

静岡県伊豆市冷川１５２１－１０８

108

介護職員（特養）／
伊豆市

＜＜介護職員（特養）の内容として＞
＞

特別養護老人ホームに係るスタッフの
募集です。
利用者様の生活に関する援助全般を
行っていただきます。

正社員 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　愛誠会　天城の杜
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)7時30分～15時50分

160,000円～210,000円

静岡県伊豆市地蔵堂８４５－６７

107

施設管理 ・ゴルフ場でのクラブハウス管理全般 正社員 変形（1年単位） 株式会社　神奈中スポーツデザイン　中伊豆グリーンクラブ
雇用期間の定めなし (1)7時00分～15時20分

月給

198,200円～237,200円
又は6時00分～18時00

静岡県伊豆市地蔵堂８４５－６７

106

コース管理 ・ゴルフコース管理全般
・ゴルフ場の芝刈り、水やり、清掃
等、コースを綺麗にするお仕事です。
・緑の中での健康的なお仕事です。
・ゴルフの経験や知識は不要です。
・経験のない方にも丁寧に指導しま
す。

正社員 変形（1年単位） 伊豆ハイツゴルフクラブ＆レジデンス株式会社
雇用期間の定めなし

月給

198,200円～239,200円
又は6時00分～18時00

105

フロント及びレスト
ランその他

・フロント業務
チェックイン、チェックアウトの手続
き、その他問い合わせ対応など
・レストラン業務
ご案内、配膳、下膳、調理補助など
※午前中はお客様がチェックインされ
るためフロントとしての対応をし、昼

正社員 変形（1年単位） 伊豆ハイツゴルフクラブ＆レジデンス株式会社
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4月7日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 29人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030- 3332021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 29人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 介護職員実務者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 なし ホームヘルパー１級

求人番号: 22030- 3342821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 29人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 なし ホームヘルパー２級

求人番号: 22030- 3352521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 29人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030- 3353421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 29人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030- 3356921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 29人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 介護職員実務者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 なし ホームヘルパー１級

求人番号: 22030- 3359721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 29人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 なし ホームヘルパー２級

求人番号: 22030- 3362321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 29人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030- 3365121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-940-2411 従業員数 50人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 福祉用具専門相談員 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 介護福祉士

求人番号: 22050- 2429321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間 社会福祉士

     TEL: 054-204-0240 従業員数 2人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22010- 8887521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 055-957-0056 従業員数 30人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 交通誘導警備業務検
定２級

就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 2438621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・その他月平均 

     TEL: 055-920-2153 従業員数 14人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 獣医師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 薬剤師

求人番号: 22030- 3236721 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 臨床検査技師

     TEL: 055-920-2153 従業員数 14人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 獣医師 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- 3237821 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 

静岡県田方郡函南町仁田１０１
　東部家畜保健衛生所

月給

199,062円～311,168円

静岡県田方郡函南町仁田１０１
　東部家畜保健衛生所

130

家畜の検査及び豚へ
の予防接種業務

東部農林事務所　家畜衛生課（東部家
畜保健衛生所）で、下記の事務を担当
していただきます。
・家畜個体識別情報に関する指導
・鶏の防疫衛生業務
・豚熱ワクチン接種業務
・その他付帯する雑務

正社員以外 静岡県東部農林事務所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時15分

月給

187,439円～311,168円

静岡県田方郡函南町仁田７６９の２

129

試薬等を用いた検査
業務

東部農林事務所　家畜衛生課（東部家
畜保健衛生所）で、下記の事務を担当
していただきます。
・家畜伝染病（豚熱、鳥インフルエン
ザ、牛ヨーネ病等）の抗体検査
・病性鑑定材料等の細菌検査
・その他付帯する業務

正社員以外 静岡県東部農林事務所
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時30分～17時15分

日給

194,400円～259,200円

静岡県田方郡函南町上沢２００番
地
株式会社寺岡製作所　函南工場

128

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

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

日給 (2)8時30分～8時29分

166,980円～222,640円

静岡県函南町間宮７６０－１

127

（請）警備員／田方
郡函南町

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

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

月給 管理者候補募集のた
め、必要な経験・知
識・技能等があれば

192,520円～224,400円

静岡県田方郡函南町間宮７３４－
３
ル・グランガーデン函南　他

126

福祉用具専門相談員 福祉用具等のレンタル・販売を行いま
す。
利用者の身体状況・生活環境ごとに必
要な福祉用具を提供します。
ケアマネージャーから利用者の紹介を
頂き、利用者の状態に合わせた福祉用
具を選定し、納品・フィッティング・

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

月給 (2)10時00分～19時00

160,000円～160,000円 (3)17時00分～9時00分

静岡県田方郡函南町間宮７３４－
３
ル・グランガーデン函南　他

125

介護職員（田方郡函
南町・伊豆市修善
寺）

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

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

月給 (2)10時00分～19時00

165,000円～165,000円 (3)17時00分～9時00分

静岡県田方郡函南町間宮７３４－
３
ル・グランガーデン函南　他

124

介護職員（田方郡函
南町・伊豆市修善
寺）

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

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

月給 (2)10時00分～19時00

170,000円～170,000円 (3)17時00分～9時00分

静岡県田方郡函南町間宮７３４－
３
ル・グランガーデン函南　他

123

介護職員（田方郡函
南町・伊豆市修善
寺）

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

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

月給 (2)10時00分～19時00

175,000円～175,000円 (3)17時00分～9時00分

静岡県田方郡函南町間宮７３４－
３
ル・グランガーデン函南　他

122

介護職員（田方郡函
南町・伊豆市修善
寺）

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

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

月給 (2)10時00分～19時00

169,500円～169,500円 (3)17時00分～9時00分

静岡県田方郡函南町間宮７３４－
３
ル・グランガーデン函南　他

121

介護職員（田方郡函
南町・伊豆市修善
寺）

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

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

月給 (2)10時00分～19時00

174,500円～174,500円 (3)17時00分～9時00分

静岡県田方郡函南町間宮７３４－
３
ル・グランガーデン函南　他

120

介護職員（田方郡函
南町・伊豆市修善
寺）

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

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

月給 (2)10時00分～19時00

179,500円～179,500円 (3)17時00分～9時00分

静岡県田方郡函南町間宮７３４－
３
ル・グランガーデン函南　他

119

介護職員（田方郡函
南町・伊豆市修善
寺）

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

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

月給 (2)10時00分～19時00

184,500円～184,500円 (3)17時00分～9時00分118

介護職員（田方郡函
南町・伊豆市修善
寺）

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ル・グラン
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分
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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4月7日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 0557-45-1109 従業員数 32人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22052-  767021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-45-1109 従業員数 32人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 日商簿記２級 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22052-  768721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-38-5611 従業員数 3人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 日他 準中型自動車免許 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: 22052-  759021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0557-38-5611 従業員数 3人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 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： その他 時間外 あり ２級土木施工管理技士

求人番号: 22052-  760221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間 準中型自動車免許

     TEL: 0557-51-5945 従業員数 3人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 日祝他 準中型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり ５トン限定準中型自動車免許

求人番号: 22052-  747321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 14時間 ８トン限定中型自動車免許

     TEL: 0557-36-1111 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： その他 時間外 あり

求人番号: 22052-  744221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-37-6554 従業員数 41人

年　　齢: 21歳～62歳 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052-  750721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5434-7281 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 13040-36392121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-5725-7532 従業員数 285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: 13070-19947521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 30時間

     TEL: 03-5725-7532 従業員数 285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: 13070-19949321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 30時間

     TEL: 0557-54-3117 従業員数 7人

年　　齢: 35歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052-  751821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-95-8080 従業員数 2人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22110- 1099721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 7時間

     TEL: 0557-38-2500 従業員数 5人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22052-  758121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県伊東市湯川３－１１－２　サンタイビル４Ｆ

月給

215,000円～367,000円

静岡県伊東市八幡野１１７８－１０　伊豆高原店

143

営業 保険代理店の営業業務を行っていただ
きます。
主な仕事は生損保の営業です。
〇新規契約の提案書作成から契約
〇契約後のアフターフォロー
〇更新契約の案内
契約同行も含め丁寧にフォローしま

正社員 株式会社　ライフコンパス
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

月給

185,000円～250,000円

静岡県伊東市八幡野１１３９－４

142

みやげ・海産物販売
（伊豆高原）

自社工場製造の海産物、みやげ物の販
売。

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


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

月給

185,000円～350,000円

静岡県伊東市湯川５４６－１
ＭＥＧＡドン・キホーテ伊東店
（店番４４５）

141

販売員 衣料品・寝具・雑貨・食料品等の商品
を取扱う店舗の販売に関する業務全般
○販売、レジ等の接客対応
○品出し、商品の整理整頓、清掃、等
○発注等の在庫管理
※パソコン使用します。
○まれに商品配達等の外出用務があり

正社員 ミロー　伊豆高原店
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

220,000円～350,000円 (3)20時00分～5時00分
又は9時00分～8時59分

静岡県伊東市湯川５４６－１
ＭＥＧＡドン・キホーテ伊東店
（店番４４５）

140

４４５売場責任者・
売場責任者候補ス
タッフ／伊東店

まずは、商品カテゴリー毎に分かれた
７つのＭＤのいずれかの担当となり，
先輩社員や売場責任者と一緒に基本業
務の習得をしていただきます。
商品知識の習得、商品ディスプレイ・
陳列の工夫、発注業務、空間の演出な
ど商売のイロハを学び、売場責任者を

正社員 交替制あり 株式会社ドン・キホーテ
雇用期間の定めなし (1)10時00分～19時00

月給 (2)13時00分～22時00

220,000円～350,000円 (3)20時00分～5時00分
又は9時00分～8時59分

静岡県伊東市玖須美元和田７２０番地１４３　伊東デュオ２階

139

４４５生鮮食品売場
責任者・生鮮食品売
場責任者候補スタッ
フ

まずは、商品カテゴリー毎に分かれた
７つのＭＤのいずれかの担当となり，
先輩社員や売場責任者と一緒に基本業
務の習得をしていただきます。
商品知識の習得、商品ディスプレイ・
陳列の工夫、発注業務、空間の演出な
ど商売のイロハを学び、売場責任者を

正社員 交替制あり 株式会社ドン・キホーテ
雇用期間の定めなし (1)10時00分～19時00

時給 (2)11時00分～19時00 婦人服販売経験者優
遇140,602円～172,480円

静岡県伊東市南町１－３－２

138

婦人服販売／伊東市 ・婦人服、服飾雑貨の販売
・商品管理
・お客様名簿管理
・ディスプレイ変更　等

高感度で高品質にこだわった女性に向
けたブランドのショップスタッフを募

正社員以外 変形（1年単位） 株式会社　キングアパレルサポート
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時45分～17時45分

その他 (2)8時00分～18時00分

210,000円～210,000円 (3)9時00分～4時00分

静岡県伊東市川奈１４２８

137

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


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

月給 飲食業接客係経験者
歓迎　笑顔で接客で
きる方

144,000円～144,000円

静岡県伊東市八幡野１２４０－２
１（事務所）
※現場は主に静岡県内～東京・神
奈川・千葉県／宿泊を伴う出張も

136

小室山山頂ＣＡＦＥ
スタッフ（エリアク
ルー）

２０２１年４月オープンしました『小
室山山頂ＣＡＦＥ』において
軽飲食の提供を行います。

・お客様の接客対応

・簡単な軽食や飲み物の調理、提供、

正社員以外 東海自動車　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時10分～16時10分

月給

190,000円～330,000円

静岡県伊東市鎌田１０７６－２７【有限会社　友和建設　作業場】へ作業場に集合し、各現場に移動します。

135

地質調査補助 地質調査技士のアシスタントとして下
記業務を行っていただきます
○地質・土質調査・試験（地耐力調査
等）
○土質試験（裁荷試験、透水試験等）
○各種ボーリング工事


正社員 変形（1年単位） 有限会社　永井地質調査所
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

日給

322,000円～414,000円

静岡県伊東市鎌田１０７６－２７【有限会社　友和建設　作業場】に集合し、各現場に移動します。

134

土木技術者（１級又
は２級施工管理技
士）

伊東市発注の道路・下水道・修繕工事
等の土木工事をする仕事です

＊現場での土木作業
＊４ｔトラックの運転（ＭＴ車）
＊施工管理・安全管理・品質管理・工
程管理

正社員 変形（1年単位） 有限会社　友和建設
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

日給

276,000円～322,000円

静岡県伊東市川奈１２９９

133

土木作業員 伊東市発注の道路・下水道・修繕工事
等の土木工事をする仕事です

＊現場での土木作業
＊４ｔトラックの運転　等

※現場は主に伊東市内

正社員 変形（1年単位） 有限会社　友和建設
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

年俸制 (2)9時00分～18時00分 実務経験３年以上

300,000円～450,000円

静岡県伊東市川奈１２９９

132

経理事務【幹部候
補】

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

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

月給 (2)9時00分～18時00分 ・経理事務経験者優
遇
・簿記３級程度知識

166,000円～279,000円131

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

正社員 株式会社　アートフォースジャパン
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分
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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4月7日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 0557-55-2220 従業員数 13人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 火水 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-  762421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-3295-7373 従業員数 37人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 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: 13010-34116121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 03-3295-7373 従業員数 37人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 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: 13010-34120421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 0557-55-7000 従業員数 8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 なし

求人番号: 22052-  774121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-51-9166 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 月他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22052-  784021 各種保険： 雇用・労災 月平均 20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: 13090-12273121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-12297621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-12410421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-12490721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-12499021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-12551921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-11694421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-11732521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

静岡県伊東市寿町２－４

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

静岡県伊東市寿町１番１号
伊東園ホテル松川館

156

【地域限定正社員】
ホテル支配人候補
（伊東園ホテル別
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

静岡県伊東市寿町１番１号
伊東園ホテル松川館

155

【地域限定正社員】
ホテル支配人候補
（伊東園ホテル松川
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

236,060円～236,060円
又は6時00分～22時00

静岡県伊東市寿町２－４
伊東園ホテル別館

154

地域限定契約社員／
サービススタッフ
（伊東園ホテル松川
館）

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

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

月給

236,060円～236,060円
又は6時00分～22時00

静岡県伊東市松川町１－１２
（伊東園ホテル）

153

契約社員／ホテル
サービススタッフ
（伊東園ホテル別
館）

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

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

月給

236,060円～236,060円
又は6時00分～22時00

静岡県伊東市寿町１番１号
伊東園ホテル松川館

152

地域限定契約社員／
ホテルサービスス
タッフ（伊東園ホテ
ル）

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

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

月給 調理実務経験３年以
上が目安278,650円～333,400円

静岡県伊東市寿町２－４
伊東園ホテル別館

151

【正社員】ホテル調
理スタッフ／伊東園
ホテル松川館

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


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

月給 調理実務経験３年以
上が目安278,650円～333,400円

静岡県伊東市松川町１－１２
（伊東園ホテル）

150

【正社員】ホテル調
理スタッフ／伊東園
ホテル別館

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


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

月給 調理実務経験３年以
上が目安278,650円～333,400円

静岡県伊東市富戸１０９４－１２

149

【正社員】ホテル調
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


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

174,800円～248,400円
又は7時30分～21時00

静岡県伊東市富戸１３１７－５８
４
【ダイニングカフェ　ＬａＣｈｉ
ｃ】
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ペンション業務【概
ね週休３日制】

全６室のペンション業務全般
○予約対応
○フロント接客対応及びご案内
（チェックイン、チェックアウト、お
会計等）
○お食事処またはお部屋ににおける食
事の提供

正社員 交替制あり お宿　癒楽里
雇用期間の定めなし

月給

240,000円～340,000円
又は7時00分～21時00

静岡県伊東市川奈１２６１－１３
１
当社　保養所
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調理業務全般　＊急
募＊

ダイニングカフェ『Ｌｅ　Ｃｈｉｃ』
（本社事務所に隣接）での
調理業務全般、隣接するホテル、グラ
ンピング施設への料理提供。
（洋食がメインとなります）

※７月にオープン予定の新施設『グラ

正社員 変形（1年単位） 株式会社　伊豆ドリームビレッジ
雇用期間の定めなし

月給 経験者優遇

200,000円～200,000円

静岡県伊東市川奈１２６１－１３
１
当社　保養所

146

保養所の調理・清掃
（住込み）／静岡県
伊東市

建物内外の清掃
並び日常生活に拘る用件（食事・片付
け、他）

正社員 株式会社　エムエーシー
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

月給 経験者優遇

200,000円～200,000円

静岡県伊東市八幡野１２８３－５０
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保養所の調理・清掃
（通勤）／静岡県伊
東市

建物内外の清掃
並び日常生活に拘る用件（食事・片付
け、他）

正社員 株式会社　エムエーシー
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

月給

270,000円～330,000円144

リゾート型の不動産
販売営業

主にリゾート型の宅地・住宅・別荘な
どを個人向けに不動産全般を販売して
います。自社広告媒体より寄せられる
不動産の売却・購入を希望される首都
圏のお客様に対して、物件の調査・現
地ご案内・ご契約・引渡し等の不動産
取引にまつわる業務全般の仕事をして

正社員 株式会社　メープルハウジング
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分
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