
【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年5月11日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 0557-83-2496 従業員数 15人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 3195721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-81-8211 従業員数 21人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 3333921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-81-8211 従業員数 21人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 3334121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-81-8211 従業員数 21人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 3335021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0596-43-2059 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： その他 時間外 あり

求人番号: 24020- 3324821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-68-4147 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- 2706821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-38-3500 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22052-  956821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-984-1501 従業員数 40人

年　　齢: 18歳～62歳 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 3288321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 30時間

     TEL: 0557-82-2410 従業員数 52人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 2637421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-82-2410 従業員数 52人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 2638321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-82-2410 従業員数 52人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 2639621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0557-82-2410 従業員数 52人

年　　齢: 35歳～54歳 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 2640021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-82-2410 従業員数 52人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 2642821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県熱海市桜木町７－６

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

月給 (2)9時00分～2時00分 普通免許取得後三年
経過186,000円～189,000円 (3)9時00分～7時00分

静岡県熱海市桜木町７－６

13

ホテル付ドライバー 熱海市内有名ホテル付きドライバーを
して頂く仕事です
伊豆半島・箱根方面へお客様をご希望
に応じて観光案内
する業務です
普通二種免許が必要ですお持ちでない
方も会社負担にて

正社員 変形（1ヶ月単位） 伊豆第一交通　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～18時00分

月給

186,000円～189,000円
又は0時00分～23時59

静岡県熱海市桜木町７－６

12

観光タクシ―ドライ
バー　就職氷河期世
代求人

＜観光タクシー乗務員＞

契約旅行会社より送客されたお客様を
タクシーで観光名所へご案内したり、
遠方目的地に送迎する業務がメインと
なるお仕事です。


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

月給 普通免許取得後３年
経過186,000円～189,000円

又は8時00分～7時59分

静岡県熱海市桜木町７－６

11

養成タクシー乗務員 タクシー乗務員を募集いたします
タクシーにてお客様を目的地まで
安全にお送りする業務です
お客様の要望で名所及び旧跡などを
ご案内する業務があります
車種はクラウン・コンフォ－ト・　
アリオン・エスクワイア等です

正社員 変形（1ヶ月単位） 伊豆第一交通　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～18時00分

月給 普通免許取得後３年
後186,000円～189,000円

又は8時00分～7時59分

静岡県熱海市桜木町７－６

10

タクシ―乗務員 タクシー乗務員を募集いたします
タクシーにてお客様を目的地まで
安全にお送りする業務です
お客様の要望で名所及び旧跡などを
ご案内する業務があります
車種はクラウン・コンフォ－ト・　
アリオン・エスクワイア等です

正社員 変形（1ヶ月単位） 伊豆第一交通　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～18時00分

月給 普通免許取得後３年
後186,000円～189,000円

又は8時00分～7時59分

静岡県熱海市相の原町１－２２
熱海営業所

9

タクシ―乗務員 タクシー乗務員を募集いたします
タクシーにてお客様を目的地まで
安全にお送りする業務です
お客様の要望で名所及び旧跡などを
ご案内する業務があります
車種はクラウン・コンフォ－ト・　
アリオン・エスクワイア等です

正社員 変形（1ヶ月単位） 伊豆第一交通　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～18時00分

月給 (2)7時00分～2時30分

156,240円～162,750円 (3)6時00分～18時15分

静岡県熱海市田原本町１１－１
　ラスカ熱海店

8

隔日勤務タクシー乗
務員（ドライバー）
熱海営業所

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

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

時給 (2)10時30分～19時30

198,720円～198,720円

静岡県熱海市網代４５８－３

7

販売（フルタイム
パート）【ラスカ熱
海店】

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

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

月給 食品表示の業務、品
質管理業務経験者優
遇。食品表示診断士

200,000円～270,000円

静岡県熱海市田原本町１１番１号　ラスカ熱海内

6

商品管理 ・自社商品の食品表示・商品規格書な
どに関わる業務を中心にお願いしま
す。
・既存商品の管理全般
・商品ラベル、成分表、商品規格書の
作成や変更
・外部機関とのやり取りなど

正社員 株式会社　丸藤
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給

175,440円～175,440円
又は8時00分～19時00

静岡県熱海市上宿町９－１５

5

接客・販売・簡単な
調理（熱海市）

店頭にてレジを使い商品の販売、接
客。
フライヤーにて商品を揚げて頂きま
す。
店舗の清掃や道具の片付けや洗い物

※何かご不明な点や詳しいお仕事の内

正社員以外 株式会社まる天
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

190,000円～450,000円

静岡県熱海市上宿町９－１５

4

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


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

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

静岡県熱海市上宿町９－１５

3

建築設備設計・積算 ◇建築設備の設計と積算

　※上記に付帯する業務全般
　※本社勤務

★☆★　急　募　★☆★

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

月給

190,000円～350,000円

静岡県熱海市清水町６－２７－１０５

2

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

※工事現場は会社から車で１時間圏内

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

月給

200,000円～345,000円

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

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

正社員 有限会社　関組
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年5月11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: 0557-68-2316 従業員数 3人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 木他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 3320221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-80-4183 従業員数 26人

年　　齢: 18歳～35歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 3219221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-80-4183 従業員数 26人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 2626821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-82-3577 従業員数 14人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水日 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 3396221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 27時間

     TEL: 027-386-3120 従業員数 1人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 10020- 6744221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 054-353-6868 従業員数 10人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 栄養士

求人番号: 22040- 2814521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-86-1080 従業員数 10人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2615021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 4時間

     TEL: 0557-45-8198 従業員数 4人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22052-  965221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 055-972-9488 従業員数 3人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 3247921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 21人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 インテリアコーディ
ネーター

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり 一級建築士

求人番号: 13080-34509021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 二級建築士

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 21人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 インテリアコーディ
ネーター

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり 一級建築士

求人番号: 13080-34510221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 二級建築士

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 19人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 インテリアコーディ
ネーター

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり 一級建築士

求人番号: 13080-34514621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 二級建築士

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 22人

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

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり マンション管理士

求人番号: 13080-34060521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間 管理業務主任者

静岡県熱海市田原本町９－１　熱
海第一ビル９階
当社：熱海駅前店

月給 接客経験、営業経験
ある方歓迎265,000円～400,000円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱
海第一ビル９階
当社：熱海駅前店

26

不動産売買仲介営業
／熱海駅前店

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

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

月給

300,000円～500,000円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱
海第一ビル９階
当社：熱海駅前店

25

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

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

月給 住宅・建築関連の業
務でのご経験をお持
ちの方

300,000円～500,000円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱
海第一ビル９階
当社：熱海駅前店

24

リフォームコーディ
ネーター／熱海駅前
店

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

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

月給

300,000円～500,000円

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

23

インテリアコーディ
ネーター／熱海駅前
店

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

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

月給

180,000円～240,000円

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

22

商工会議所共済・福
祉制度スタッフ

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

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

月給

179,760円～260,000円
又は9時00分～20時00

静岡県熱海市中央町１７－１５
Ｋ’Ｓメディカルビル１階
ユーアイ薬局

21

眼鏡販売員：正社員
【熱海店】◆急募◆

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

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

月給

170,000円～190,000円

静岡県熱海市上多賀１０１６－１
０
特別養護老人ホーム　海光園　厨
房内

20

薬局事務員 受付業務（主に処方箋の受付）、レセプトコンピューターの操作など正社員 有限会社ユーアイ
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時00分

月給 厨房での調理業務経
験180,000円～220,000円

又は3時00分～19時00

静岡県熱海市田原本町３－４
アルカヤ靴店熱海

19

海光園／特別養護老
人ホームでの調理業
務

（請負業務）
・特別養護老人ホームでの調理
　仕込、調理、盛付、洗浄、配膳

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ウェルビーフードシステム
雇用期間の定めなし

月給

200,000円～250,000円
又は9時00分～20時00

静岡県熱海市小嵐町９－５１

18

店頭販売員（アルカ
ヤ靴店熱海）

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

正社員 交替制あり 株式会社アルカヤ
雇用期間の定めなし

月給 鮮魚に関する知識・
加工技術230,000円～400,000円

又は6時30分～17時00

静岡県熱海市泉元門川分字郷清水２０７番地

17

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

正社員 かね哲水産株式会社
雇用期間の定めなし

日給

201,600円～201,600円

静岡県熱海市泉元門川分字郷清水２０７番地

16

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

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

月給

200,000円～250,000円

静岡県熱海市下多賀５４１－１８

15

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

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

月給

158,000円～180,000円14

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

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

2/10



【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年5月11日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 22人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 宅地建物取引士
（旧：宅地建物取引

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり マンション管理士

求人番号: 13080-34064921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間 管理業務主任者

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 22人

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

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり マンション管理士

求人番号: 13080-34066021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間 管理業務主任者

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 22人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 宅地建物取引士
（旧：宅地建物取引

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり マンション管理士

求人番号: 13080-34070621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間 管理業務主任者

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 22人

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

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり マンション管理士

求人番号: 13080-34072121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間 管理業務主任者

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 19人

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

就業場所: 

採用人数: 6人 週休二日： その他 時間外 あり マンション管理士

求人番号: 13080-34076221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間 管理業務主任者

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 16人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13080-34078421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 6人

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

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり マンション管理士

求人番号: 13080-34080121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 管理業務主任者

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 6人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 宅地建物取引士
（旧：宅地建物取引

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり マンション管理士

求人番号: 13080-34111121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間 管理業務主任者

     TEL: 0557-86-1193 従業員数 4人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水木 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- 3322421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 6人

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

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり マンション管理士

求人番号: 13080-27312421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 管理業務主任者

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 6人

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

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり マンション管理士

求人番号: 13080-27315921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 管理業務主任者

     TEL: 0557-81-5111 従業員数 22人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 2896521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 15人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 宅地建物取引士
（旧：宅地建物取引

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり マンション管理士

求人番号: 13080-27282521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間 管理業務主任者

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

月給

265,000円～400,000円

静岡県熱海市

39

不動産売買仲介営業
／熱海駅前店

リゾート物件の売買仲介営業の仕事を
お任せいたします。

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

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

月給

184,000円～184,000円

静岡県熱海市田原本町１１－１
ラスカ熱海３階
当社：ラスカ熱海店

38

マンション内レスト
ランサービススタッ
フ

中・高齢者専用マンション内のレストランにて１日３食の配膳・下膳および食器の片付け等の業務をしていただきます。正社員以外 変形（1ヶ月単位） 中銀インテグレーション株式会社　熱海支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時30分～18時30分

月給 接客経験、営業経験
ある方300,000円～400,000円

静岡県熱海市田原本町１１－１
ラスカ熱海３階
当社：ラスカ熱海店

37

不動産売買仲介営業
／ラスカ熱海店（熱
海市）

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

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

月給 接客経験、営業経験
ある方265,000円～400,000円

静岡県熱海市田原本町８－９

36

【急募】リゾート物
件の売買仲介／ラス
カ熱海店（熱海市）

熱海エリアで圧倒的なシェア率を誇る
ロイヤルリゾート。
売買仲介営業として、ご来店されたお
客様への接客応対、住まいの
ご紹介・説明などをお任せいたしま
す。
＜具体的な仕事＞

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

月給 販売・金融系等の個
人営業経験がある
方、顧客折衝経験の

230,000円～300,000円

静岡県熱海市田原本町１１－１
ラスカ熱海３階
当社　ラスカ熱海店

35

不動産仲介営業 ○売買営業（反響営業）
　・物件を探しているお客様へ物件紹
介、現地案内、契約業務
　・売却希望者への対応、チラシ作
成、Ｗｅｂサイトへの入力
　・ＤＭ作成、ポスティング等
　・物件の現地確認・写真撮影等

正社員 アタミリゾートナビ株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時30分～18時30分

月給

265,000円～400,000円

静岡県熱海市田原本町１１－１
ラスカ熱海３階
当社：ラスカ熱海店

34

【急募】不動産賃貸
仲介営業／ラスカ熱
海店

＜反響営業が中心で飛び込みは行いま
せん＞
業界未経験の方も歓迎

リゾート不動産の賃貸仲介営業の仕事
をお任せいたします。


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

月給 接客経験、営業経験
ある方300,000円～400,000円

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

33

不動産売買仲介営業
／ラスカ熱海店（熱
海市）

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

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

月給 接客経験

215,000円～300,000円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱
海第一ビル９階
当社：熱海駅前店

32

営業事務／熱海駅前
店

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

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

月給

265,000円～400,000円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱
海第一ビル９階
当社：熱海駅前店

31

不動産賃貸管理／熱
海駅前店

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

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

月給 接客経験、営業経験
ある方歓迎235,000円～350,000円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱
海第一ビル９階
当社：熱海駅前店

30

不動産賃貸仲介営業
／熱海駅前店

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

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

月給 接客経験と営業経験
がある方。245,000円～400,000円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱
海第一ビル９階
当社：熱海駅前店

29

リゾート物件の賃貸
仲介営業／熱海駅前
店

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

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

月給 接客経験、営業経験
ある方歓迎235,000円～350,000円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱
海第一ビル９階
当社：熱海駅前店

28

不動産賃貸仲介営業
／熱海駅前店

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

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

月給 接客経験と営業経験
がある方。245,000円～400,000円27

リゾート物件の賃貸
仲介営業／熱海駅前
店

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

正社員 変形（1年単位） ロイヤルリゾート株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年5月11日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 6人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 宅地建物取引士
（旧：宅地建物取引

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり マンション管理士

求人番号: 13080-27283421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間 管理業務主任者

     TEL: 0557-83-3100 従業員数 10人

年　　齢: 64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- 2670621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-16465321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-16471521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-16541821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-16546621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-16548121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-16571621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-16619021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-16629821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-16685121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-16688821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-16691921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

静岡県熱海市咲見町６－１
（アタミシーズンホテル）

月給 調理実務経験３年以
上が目安352,880円～352,880円

静岡県熱海市田原本町４－１６
伊東園ホテル熱海館

52

全国転勤／ホテル料
理長（調理長）候補

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

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

月給 調理実務経験３年以
上が目安352,880円～352,880円

静岡県熱海市和田浜南町７－２
（ウオミサキホテル）

51

全国転勤／ホテル料
理長（調理長）候補

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

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

月給 調理実務経験３年以
上が目安352,880円～352,880円

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

50

全国転勤／ホテル料
理長（調理長）候補

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

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

月給 調理実務経験３年以
上が目安352,880円～352,880円

静岡県熱海市昭和町１０－３３
（熱海金城館）

49

全国転勤／ホテル料
理長（調理長）候補

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

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

月給 調理実務経験３年以
上が目安352,880円～352,880円

静岡県熱海市和田浜南町３－９
ホテル大野屋

48

全国転勤／ホテル料
理長（調理長）候補

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

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

月給 施設管理実務経験３
年以上が目安301,760円～301,760円

又は9時00分～21時00

静岡県熱海市咲見町６－１
アタミシーズンホテル

47

全国転勤／ホテル施
設管理長候補／ホテ
ル大野屋

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 施設管理実務経験３
年以上が目安301,760円～301,760円

又は9時00分～21時00

静岡県熱海市田原本町４－１６
伊東園ホテル熱海館

46

全国転勤／ホテル施
設管理長候補／アタ
ミシーズンホテル

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 施設管理実務経験３
年以上が目安301,760円～301,760円

又は9時00分～21時00

静岡県熱海市和田浜南町７－２
ウオミサキホテル

45

全国転勤／ホテル施
設管理長候補／伊東
園ホテル熱海館

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 施設管理実務経験３
年以上が目安301,760円～301,760円

又は9時00分～21時00

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

44

全国転勤／ホテル施
設管理長候補／ウオ
ミサキホテル

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 施設管理実務経験３
年以上が目安301,760円～301,760円

又は9時00分～21時00

静岡県熱海市昭和町１０－３３
熱海金城館

43

全国転勤／ホテル施
設管理長候補／熱海
ニューフジヤホテル

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 施設管理実務経験３
年以上が目安301,760円～301,760円

又は9時00分～21時00

静岡県熱海市水口町５番１３号

42

全国転勤／ホテル施
設管理長候補／熱海
金城館

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

170,000円～250,000円

静岡県熱海市田原本町１１－１
ラスカ熱海３階
当社　ラスカ熱海店

41

営業スタッフ 健康器具、カラオケ機器の販売及びレ
ンタル先の確保及び開拓。　（営業車
使用）
接続調整やボリュームの上げ下げ等の
未経験の方でもできる簡単な機器メン
テナンスあり。

正社員 株式会社ライト
雇用期間の定めなし (1)13時00分～22時00

月給

265,000円～400,000円40

不動産売買仲介営業
／ラスカ熱海店

リゾート物件の売買仲介営業の仕事を
お任せいたします。

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 東京ロイヤル株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年5月11日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-16701521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-16731121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-16737421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-16866421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-16869921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-16873521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-16890421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0557-81-2121 従業員数 25人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 3264121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 13時間

     TEL: 0557-55-7008 従業員数 10人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 3116321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-55-7008 従業員数 10人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 3117621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-81-3384 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 3082221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-81-3561 従業員数 40人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 2934421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-81-0345 従業員数 38人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： なし 時間外 あり

求人番号: 22050- 2943321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

静岡県熱海市東海岸町９番１１号

月給 (2)9時00分～16時30分

230,000円～235,000円

静岡県熱海市渚町２６－１１

65

内務係 　私たちの使命は、「チームさくらや
でお客様の笑顔を創造すること」。一
人で輝くスタッフよりも、チームで輝
くスタッフを求めています！あなたも
チームさくらやの一員になってみませ
んか！？
　当館の内務係はお料理の「指揮者」

正社員 株式会社　桜家旅館
雇用期間の定めなし (1)6時00分～21時00分

月給

174,000円～190,000円

静岡県熱海市和田浜南町５－８

64

内務係 ・担当階の料理の器、備品の準備
・調理場から担当客室階か宴会場へ料
理を運び、会食終了後、洗い
　場へ器を下げる。
・お部屋の清掃は、ビルメンテの外注
の方が９割ほど行うが、連泊　の部
屋、パブリックスペースの１割ほどの

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　熱海玉の湯ホテル
雇用期間の定めなし (1)6時00分～20時30分

月給 危険物取扱者、ボイ
ラー技師、電気工事
士資格お持ちの方歓

245,000円～245,000円

静岡県熱海市上多賀１０２７－７９

63

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

正社員以外 変形（1年単位） サンミ倶楽部株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～18時00分

月給 (2)12時00分～21時00

215,000円～300,000円

静岡県熱海市上多賀１０２７－７９

62

サービススタッフ サービス全般
・朝食・夕食のサービス
・チェックイン・チェックアウト
・その他業務

正社員 変形（1ヶ月単位） イヴレスホスピタリティ合同会社　ＵＭＩＴＯ　ＶＯＹＡＧＥ　ＡＴＡＭＩ
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 (2)13時00分～22時00 調理の実務経験

250,000円～300,000円

静岡県熱海市中央町１４－９

61

料理人 調理業務全般に従事していただきま
す。

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

正社員 変形（1ヶ月単位） イヴレスホスピタリティ合同会社　ＵＭＩＴＯ　ＶＯＹＡＧＥ　ＡＴＡＭＩ
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 (2)15時00分～19時30 マナー講習

220,000円～250,000円

静岡県熱海市和田浜南町３－９
ホテル大野屋

60

旅館スタッフ【接
客・客室係】正社員

客室係：接客業務
１，料理の出し下げ
２，客室の準備
３，その他接客業務
雇用条件：初心者経験者ともに歓迎
（国籍も問いません）
就業時間：６：３０～１９：３０

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

月給 業界問わず、何らか
のマネジメントの経
験

352,880円～352,880円
又は9時00分～21時00

静岡県熱海市咲見町６－１
アタミシーズンホテル

59

【全国転勤】ホテル
支配人候補（ホテル
大野屋）

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 業界問わず、何らか
のマネジメントの経
験

352,880円～352,880円
又は9時00分～21時00

静岡県熱海市田原本町４－１６
伊東園ホテル熱海館

58

【全国転勤】ホテル
支配人候補（アタミ
シーズンホテル）

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 業界問わず、何らか
のマネジメントの経
験

352,880円～352,880円
又は9時00分～21時00

静岡県熱海市和田浜南町７－２
ウオミサキホテル

57

【全国転勤】ホテル
支配人候補（伊東園
ホテル熱海館）

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 業界問わず、何らか
のマネジメントの経
験

352,880円～352,880円
又は9時00分～21時00

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

56

【全国転勤】ホテル
支配人候補（ウオミ
サキホテル）

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 業界問わず、何らか
のマネジメントの経
験

352,880円～352,880円
又は9時00分～21時00

静岡県熱海市昭和町１０－３３
（熱海金城館）

55

【全国転勤】ホテル
支配人候補（熱海
ニューフジヤホテ
ル）

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 業界問わず、何らか
のマネジメントの経
験

352,880円～352,880円
又は9時00分～21時00

静岡県熱海市和田浜南町３－９
ホテル大野屋

54

【全国転勤】ホテル
支配人候補（熱海金
城館）

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 調理実務経験３年以
上が目安352,880円～352,880円53

全国転勤／ホテル料
理長（調理長）候補

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし (1)6時00分～20時30分
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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: 0557-86-0260 従業員数 16人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2973721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-81-3561 従業員数 40人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 2884021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-81-8526 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: 22050- 2809121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 0557-81-8526 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: 22050- 2811221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 0557-81-0345 従業員数 38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- 2765521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 055-941-5222 従業員数 21人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 2785921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0465-62-6111 従業員数 13人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 2712021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 26時間

     TEL: 0538-43-9000 従業員数 15人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22090- 3338121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0538-43-9000 従業員数 15人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 3224921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-43-9000 従業員数 15人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 3226021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-43-9000 従業員数 15人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 3228821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-43-9000 従業員数 15人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 3262421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-85-2000 従業員数 70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- 3121221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

静岡県熱海市春日町７－３９

月給 (2)9時00分～18時00分 配膳又はホール経験
等162,000円～213,000円

又は12時00分～21時00

静岡県熱海市西熱海町１丁目５－
１６
　絶景掛け流しの宿　熱海月右衛
門

78

フロント業務 当ホテルのフロント業務をお願いしま
す。
・お客様からの予約受付業務
・チェックイン、チェックアウト業務
・電話対応
・お客様からの依頼や従業員間などの
業務連絡

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 国家公務員共済組合連合会熱海共済会館ＫＫＲ　ＨＯＴＥＬ　ＡＴＡＭＩ
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)12時00分～22時00 調理経験者優遇

212,500円～280,000円

静岡県熱海市西熱海町１丁目５－
１６
　絶景掛け流しの宿　熱海月右衛
門

77

調理スタッフ／熱海
月右衛門（熱海市）

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

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

月給 (2)10時00分～20時00 接客業務経験者

300,000円～420,000円 (3)12時00分～22時00

静岡県熱海市西熱海町１丁目５－
１６
　絶景掛け流しの宿　熱海月右衛
門

76

支配人候補／熱海月
右衛門（熱海市）

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

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

月給 (2)10時00分～20時00 接客業務経験者優遇

212,500円～280,000円 (3)12時00分～22時00

静岡県熱海市西熱海町１丁目５－
１６
　絶景掛け流しの宿　熱海月右衛
門

75

接客サービスの仕事
／熱海月右衛門（熱
海市）

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

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

月給 (2)10時00分～20時00 接客業務経験者優遇

212,500円～280,000円 (3)12時00分～22時00

静岡県熱海市西熱海町１丁目５－１６

74

接客サービスの仕事
／熱海月右衛門（熱
海市）

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

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

月給

183,600円～250,000円

静岡県熱海市泉２３１

73

旅館で事務仕事　予
約サイトで人気のお
店／熱海市

旅館営業における、簡単な書類作りや
伝票入力などのお仕事です。
お客様との対面接客はありませんの
で、自分のペースで働けます。
宿泊施設・飲食店などの経験がなくて
も大歓迎です。
パソコンも使用しますがよほど苦手で

正社員 株式会社　マックスジャパン
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

209,500円～220,000円

静岡県熱海市田原本町１１－１
ラスカ熱海２階

72

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

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

月給 販売接客経験あれば
尚可170,000円～300,000円

又は8時00分～21時00

静岡県熱海市東海岸町９番１１号

71

ベーカリーカフェ
ホールスタッフ（ラ
スカ熱海）

【ベーカリーカフェホールスタッフの
業務内容】

＊パンの陳列、販売
＊レジ業務、パンの袋詰め等
　　　　　　　　　　　　　
＊ドリンクの作成提供

正社員 変形（1年単位） Ｒ＆Ｍリゾート株式会社
雇用期間の定めなし

月給 (2)6時30分～16時30分

236,000円～236,000円 (3)9時00分～16時30分

静岡県熱海市林ガ丘町７－１

70

客室係 お客様のお出迎えからご出発のお見送
りまでの接客業務を担当していただき
ます。

・到着時のお茶の接待
・夕食時の料理出し、サービス業務
・布団の上げ下ろし

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　桜家旅館
雇用期間の定めなし (1)6時30分～21時30分

月給

224,000円～224,000円

静岡県熱海市林ガ丘町７－１

69

おもてなしスタッフ お客様ご到着時より翌日のお帰りまで
のおもてなしが主な業務です

・お出迎え及びお見送り
・お部屋までのご案内
・浴衣やお茶出し
・お部屋や食事処での食事提供　等

正社員 変形（1ヶ月単位） 関西観光開発　株式会社　大観荘
雇用期間の定めなし (1)7時00分～21時00分

月給

184,200円～184,200円

静岡県熱海市渚町２６－１１

68

フロントスタッフ 予約業務を全般にカウンター越しでの
お客様対応　等

・電話対応（予約、案内）
・チェックイン、チェックアウト対応
・会計（精算）業務
・館内における諸案内板等の作成

正社員 変形（1ヶ月単位） 関西観光開発　株式会社　大観荘
雇用期間の定めなし (1)7時30分～19時30分

月給

200,000円～289,000円

静岡県熱海市梅園町２８－１８

67

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

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

月給 (2)10時00分～19時00 サービス経験者優遇

200,000円～300,000円 (3)12時45分～21時4566

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

正社員 交替制あり ＷＡ亭　風こみち
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年5月11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: 0557-85-2000 従業員数 70人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 2963121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-85-2000 従業員数 70人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 2791321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 054-335-4854 従業員数 25人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22040- 3187221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-29-6699 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 月他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 3383621 各種保険： 雇用・労災・厚生 月平均 24時間

     TEL: 054-335-4854 従業員数 25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: 22040- 2902521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0120-911-045 従業員数 13人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 14100- 3898321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 27時間

     TEL: 0120-911-045 従業員数 13人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 14100- 3901421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 27時間

     TEL: 03-3349-8551 従業員数 8人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし 栄養士

求人番号: 13080-33729021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-82-3185 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 3100921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-81-9171 従業員数 700人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 3321521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 0557-81-9171 従業員数 700人

年　　齢: 不問 休　　日： 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- 3360021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 0557-68-2218 従業員数 90人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 3201221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 15時間

     TEL: 0557-68-2218 従業員数 90人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 3202521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

静岡県熱海市下多賀４７７

月給 (2)17時00分～9時15分 看護師の実務経験

230,000円～275,000円

静岡県熱海市下多賀４７７

91

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

月給 ＰＣ（ワード、エク
セル操作）144,000円～190,000円

静岡県熱海市東海岸町１３－１

90

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

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

月給 医療事務業務経験

173,150円～173,150円

静岡県熱海市東海岸町１３－１

89

医療事務（事務職
員・事務クラーク）

受付、算定、レセプト（電子カル
テ）、外来・病棟での
クラーク業務など。

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

月給 (2)7時00分～16時00分 看護助手業務経験

173,810円～250,700円 (3)10時00分～19時00

静岡県熱海市中央町１３－４

88

看護助手（病棟勤
務）

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

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

月給 経理・総務の業務経
験者優遇190,000円～230,000円

静岡県熱海市泉４１３－１２６
ベストライフ熱海　厨房内

87

経理事務（経理・総
務）

専門学校の経理・総務の仕事です。

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

正社員以外 学校法人　高村育英会
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時30分

月給 高齢者福祉施設・病
院・社食・学校・保
育園等での調理（補

240,000円～280,000円
又は5時00分～19時00

静岡県熱海市咲見町４－６
熱海温泉ホテル「夢いろは」

86

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

＜主な業務＞
・調理・食材等発注・配膳
・清掃・食器洗浄・シフト作成

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

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

236,300円～280,000円 (3)12時00分～21時00

静岡県熱海市咲見町４－６
熱海温泉ホテル「夢いろは」

85

フロントスタッフ／
熱海温泉　夢いろは
／静岡県熱海市

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

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

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

280,000円～350,250円 (3)12時00分～21時00

静岡県熱海市相の原町３－１
中銀ライフケア梅園台１６号館

84

支配人・支配人候補
／熱海温泉　夢いろ
は／静岡県熱海市

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

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

月給 (2)10時00分～19時00 ・ホールスタッフ

200,000円～250,000円

静岡県熱海市中央町１８－１　京美堂ビル１０１

83

ホールスタッフ／熱
海市相の原町

（請負業務）
■高齢者用マンション内食堂のホール
スタッフ
　お客様がオーダーされたお食事をお
席まで運ぶお仕事。
　その他管理業務
＊求人内容について不明な点がありま

正社員以外 交替制あり 一富士フードサービス株式会社　　静岡営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～15時30分

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

218,000円～337,300円
又は9時30分～22時00

静岡県熱海市相の原町３－１
中銀ライフケア梅園台１６号館

82

レストラン全般業務 レストラン全般業務をおこないます。
調理アシスタント、ホール全般業務、
清掃などを覚えていただきます。
メニューの調理全般、マネージメント
業務を出来る方の応募は、
社員としての待遇をさせていただきま
す。

正社員以外 交替制あり キッチン樹樹
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時30分～18時30分

月給 (2)10時00分～19時00 ・調理経験

190,000円～250,000円

静岡県熱海市春日町７－３９

81

調理師／熱海市相の
原町

（請負業務）
■高齢者用マンション内食堂の調理師
　お客様がオーダーされたお食事を調
理して頂きます。
　その他管理業務
＊求人内容について不明な点がありま
したら、電話連絡時もしくは　　　面

正社員以外 交替制あり 一富士フードサービス株式会社　　静岡営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～15時30分

月給 調理師経験

190,000円～240,000円
又は11時00分～20時00

静岡県熱海市春日町７－３９

80

調理師（中国料理） ・リゾートホテルでの中国料理の調理
（夕食・ランチ）
・調理場の衛生管理、整備
・調理用具の管理
・別に調理補助スタッフがいます

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 国家公務員共済組合連合会熱海共済会館ＫＫＲ　ＨＯＴＥＬ　ＡＴＡＭＩ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時00分～19時00

月給 調理師経験

190,000円～240,000円
又は6時00分～19時00

79

調理師（日本料理） ・リゾートホテルでの日本料理等の調
理（夕食・ランチ・朝食）
・調理場の衛生管理、整備
・調理用具の管理
・別に調理補助スタッフがいます

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 国家公務員共済組合連合会熱海共済会館ＫＫＲ　ＨＯＴＥＬ　ＡＴＡＭＩ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～19時00分
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年5月11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: 0557-68-2218 従業員数 90人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 准看護師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 3203421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 0557-68-2218 従業員数 90人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 3204321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0557-82-3000 従業員数 350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- 2930721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 18時間

     TEL: 0557-81-9171 従業員数 700人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 薬剤師 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2589221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 15時間

     TEL: 0557-81-9171 従業員数 700人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 社会福祉士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2594721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0557-81-9171 従業員数 700人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 保育士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2596221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0557-83-2184 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 歯科医師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 3235521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-83-2184 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 歯科衛生士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 3237321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-83-2184 従業員数 20人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 3239921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-86-0345 従業員数 7人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 月日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2879521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0557-81-9171 従業員数 60人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 大型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり 中型自動車免許

求人番号: 22050- 2964021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-81-9171 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 2585121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-81-9171 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 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- 2587721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

静岡県熱海市東海岸町１３－１　国際医療福祉大学熱海病院内

時給

154,560円～159,600円

静岡県熱海市東海岸町１３－１　国際医療福祉大学熱海病院内

104

清掃員 施設内外の清掃業務をしていただきま
す。
　・共用スペースから室内まで掃除機
やモップを用いての清掃
　・トイレ、浴場の清掃
　・ゴミの回収、廃棄など
　

正社員以外 株式会社　医療福祉運営機構（熱海病院事業場）
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時30分

月給 (2)6時00分～15時00分

180,000円～300,000円 (3)8時30分～17時30分

静岡県熱海市東海岸町１３－１国際医療福祉大学熱海病院内

103

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

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　医療福祉運営機構（熱海病院事業場）
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)5時00分～14時00分

月給 (2)7時30分～16時30分

181,650円～225,010円 (3)8時15分～17時15分

静岡県熱海市福道町３－１５　ウェルネスビル３Ｆ

102

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

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　医療福祉運営機構（熱海病院事業場）
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～16時00分

月給 (2)9時00分～18時00分

173,000円～235,000円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱海第一ビル６階

101

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




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

月給 (2)11時00分～20時00

170,000円～190,000円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱海第一ビル６階

100

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

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

月給 (2)11時00分～20時00

230,000円～230,000円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱海第一ビル６階

99

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

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

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

静岡県熱海市東海岸町１３－１

98

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

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

月給 (2)8時00分～17時00分

183,150円～286,650円 (3)8時30分～17時30分

静岡県熱海市東海岸町１３－１

97

保育士 ・院内託児室での乳幼児の世話等をし
ていただきます。
・保育士業務及び事務。
・利用者の状況に合わせて、日曜・祝
日の勤務もあります。

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 国際医療福祉大学熱海病院
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時30分～16時30分

月給

190,760円～270,650円

静岡県熱海市東海岸町１３－１

96

医療ソーシャルワー
カー

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

正社員以外 短大及び専門学校卒
以上

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

月給 薬剤師業務経験

262,010円～378,280円

静岡県熱海市昭和町２０－２０

95

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 国際医療福祉大学熱海病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

179,300円～215,000円

静岡県熱海市下多賀４７７

94

医療事務 ＰＣ入力業務
受付
会計
レセプト請求
請求書の処理業務
電話対応

正社員 医療法人社団伊豆七海会　熱海所記念病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給 (2)11時00分～19時30 看護助手の実務経験

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

静岡県熱海市下多賀４７７

93

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

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

月給 (2)17時00分～9時15分 准看護師経験

200,000円～245,000円92

准看護師 ・看護師業務及び付帯する業務
・病棟業務又は外来業務

正社員 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団陽光会　南あたみ第一病院
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時15分
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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: 0557-81-2322 従業員数 60人

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

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 3339521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 054-266-3216 従業員数 5人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22010-12416221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 0557-88-0002 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

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

求人番号: 22050- 3177021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-88-0002 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

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

求人番号: 22050- 3179821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 ホームヘルパー１級

     TEL: 0557-88-0002 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし ホームヘルパー２級

求人番号: 22050- 3180421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 介護福祉士

     TEL: 0557-88-0002 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日 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- 3181321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-88-0002 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日 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- 3182621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0465-63-6432 従業員数 84人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 2937921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 25時間

     TEL: 0557-80-5600 従業員数 140人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

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

求人番号: 22050- 2948721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 介護福祉士

     TEL: 0557-80-5600 従業員数 140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 あり

求人番号: 22050- 2949821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-85-0707 従業員数 25人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ホームヘルパー２級

求人番号: 22050- 2953921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 介護福祉士

     TEL: 075-256-8700 従業員数 15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 介護職員実務者研修修了者

求人番号: 26010-10041021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 介護福祉士

     TEL: 0557-88-0002 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日 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- 2856621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

静岡県熱海市伊豆山１１７３番地の１７５

月給 (2)9時00分～18時00分 介護支援専門業務

250,000円～300,000円 (3)10時00分～19時00

静岡県熱海市水口町１－２３
『あたみ翔裕館　あたみグループ
ホーム』

117

介護支援専門員 要介護認定の申請代行
ケアプランの作成
介護保険サービス提供事業者との連絡
調整
サービス計画に基づいたサービス実施
状況の把握と評価
介護に関する援助知識　　　　等

正社員 ＢＳＣ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 介護や医療に関する
知識や経験があれば
尚可

200,000円～230,000円 (3)11時00分～20時00

静岡県熱海市西熱海町１－２０－１

116

介護職（あたみ翔裕
館　あたみグループ
ホーム）

グループホームでの、介護業務全般の
お仕事です。
＊食事、入浴、排泄、整容、更衣、な
どに関する介護業務全般
＊調理は、調理品の温めと盛り付けが
中心です。


正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社サンガジャパン　西日本支社
雇用期間の定めなし (1)7時30分～16時30分

月給 (2)7時00分～16時00分 医療・福祉・介護事
業所での１年以上の
勤務経験

170,200円～206,700円

静岡県熱海市伊豆山７１７－１

115

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ぽっかぽかジャパン　ぽっかぽか熱海館
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

年俸制

250,000円～280,000円

静岡県熱海市伊豆山７１７－１

114

介護支援専門員（施
設）

特別養護老人ホーム熱海伊豆海の郷内
でのケアマネジャー業務。
実務経験のない方やブランクのある
方、入職後しっかりサポートします。
お気軽にお問い合わせください。

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

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

172,000円～235,000円 (3)11時00分～20時00

静岡県熱海市泉１７－２

113

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

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

月給 (2)10時00分～19時15 調理師免許、調理、
レストランでの経験175,000円～185,000円

静岡県熱海市伊豆山１１７３番地の１７５

112

食堂調理補助 介護付有料老人ホーム「ネオ・サミット湯河原」内食堂においてご入居者に対する食事提供の補助。主な仕事は、食事の配下膳、洗い物や食事の盛り付け等です。正社員 変形（1ヶ月単位） 大和ハウスライフサポート　株式会社
雇用期間の定めなし (1)6時30分～14時45分

月給 (2)9時00分～18時00分 介護支援専門業務

250,000円～300,000円 (3)10時00分～19時00

静岡県熱海市伊豆山１１７３番地の１７５

111

介護支援専門員 要介護認定の申請代行
ケアプランの作成
介護保険サービス提供事業者との連絡
調整
サービス計画に基づいたサービス実施
状況の把握と評価
介護に関する援助知識　　　　等

正社員 ＢＳＣ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)7時00分～16時00分 介護支援専門業務

250,000円～300,000円 (3)13時00分～22時00

静岡県熱海市伊豆山１１７３番地１７５

110

介護支援専門員 要介護認定の申請代行
ケアプランの作成
介護保険サービス提供事業者との連絡
調整
サービス計画に基づいたサービス実施
状況の把握と評価
介護に関する援助知識　　　　等

正社員 ＢＳＣ株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 (2)10時00分～19時00 介護福祉士資格・
サービス提供責任者
経験者の方、優遇致

200,000円～230,000円 (3)11時00分～20時00

静岡県熱海市伊豆山１１７３番地１７５

109

訪問介護員 身体介護（排泄介助、入浴介助、食事
介助）
生活援助（掃除、洗濯等）
施設内での介護が中心となります。

正社員 変形（1ヶ月単位） ＧＳＳ株式会社（介護事業所ひまわり）
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給

190,000円～254,000円
又は7時00分～22時00

静岡県熱海市伊豆山１１７３番地１７５

108

サービス提供責任者
（訪問介護事業所）

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

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

月給

203,000円～300,000円
又は7時00分～20時00

静岡県熱海市清水町２－４
アサヒサンクリーン株式会社　伊
豆事業所

107

訪問介護員　　通所
介護生活相談員　通
所介護員

訪問介護員　訪問介護業務　身体介
護、生活援助等

通所介護員　デイサービスにて入浴、
排泄、食事介助、レクレーション等

生活相談員　デイサービスにて生活相

正社員 交替制あり ＧＳＳ株式会社（介護事業所ひまわり）
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

250,000円～250,000円

静岡県熱海市西熱海町１丁目２４－１

106

訪問入浴看護職員／
伊豆事業所（熱海
市）

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

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

月給 ケアプラン作成経験
ある方235,239円～266,804円105

ケアマネージャー
（介護支援専門員）

有料老人ホームご入居者のケアプラン作成、新規介護保険代行申請、介護保険相談業務など。正社員 交替制あり 社会福祉法人　黎明会　熱海ゆとりあの郷
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時30分
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年5月11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: 0465-46-6531 従業員数 9人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 2854421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0465-46-6531 従業員数 9人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 2855321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-81-2322 従業員数 80人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 日商簿記３級 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 2806321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 1時間

     TEL: 048-651-6700 従業員数 25人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2720021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 048-651-6700 従業員数 25人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 2680121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0557-67-5550 従業員数 32人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 祝他 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 なし 介護職員初任者研修修了者

求人番号: 22050- 2699021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 その他の福祉・介護関係資格

     TEL: 0557-80-3657 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 火他 二級自動車整備士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 3054921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     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- 6322121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 050-3665-9236 従業員数 0人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13010-39061621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-983-1501 従業員数 4人

年　　齢: 18歳～59歳 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 なし

求人番号: 22050- 3214921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-5244-5311 従業員数 30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: 13010-41753021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 03-3279-3046 従業員数 5人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 月祝 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 13010-39498521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-3570-9123 従業員数 6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: 13040-41176621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 6時間

月給 (2)8時30分～8時29分

180,000円～180,000円

静岡県熱海市春日町１１９－１

130

マンション通勤管理
員／熱海市

・受付応対　・巡回点検　・設備保守
点検立会　・作業検収
・管理組合運営補助

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 双日ライフワン　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時00分

月給

180,000円～180,000円

静岡県熱海市海光町７－１７

静岡県熱海市熱海笹尻１８０４－
８
熱海市「エコプラント姫の沢」内

129

マンション管理員／
静岡県熱海市

２８８戸の分譲マンションＳＲＣ造１
４階地下１階建

１　窓口業務
２　清掃業務
３　巡回業務


正社員 変形（1ヶ月単位） 新日本管財　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

月給 ※プラント設備での
事務経験がある方優
遇

160,000円～200,000円

静岡県熱海市東海岸町３－１９
ホテルミクラス　大月ホテル和風
館

128

プラント施設での事
務作業／熱海市

清掃工場焼却施設での運営事務業務

業者への発注管理や従業員の出勤表の
作成、現場経費の管理などをお任せし
ます。


正社員 変形（1ヶ月単位） テスコ　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時10分～16時55分

時給 設備管理業務経験者
優遇184,800円～211,200円

静岡県熱海市伊豆山１９０－１
大江戸温泉物語　ホテル水葉亭
（当社施設）

127

（請）設備保守管理
業務／熱海市東海岸
町

ホテル内の設備保守管理業務
　・建物内電気設備等の点検・記入
　・電球等の交換
　・温泉水の管理（湯抜き、湯張り含
む）
　・水道量水器、電気メーターの記入
　・空調機、フィルターの清掃

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社サン　三島営業所
雇用期間の定めなし (1)9時00分～8時59分

月給 調理業務に従事した
ことのある方189,000円～250,000円

又は6時00分～22時00

静岡県熱海市中央町１４－９

126

調理スタッフ／大江
戸温泉物語　ホテル
水葉亭／静岡県熱海
市

ホテル内レストランにおいて調理業務
全般、演出厨房にてお客様への接客
その他付随する調理関連業務。

・和洋中調理、仕込み
・食材管理（仕入・在庫含む）
・労務管理

正社員 交替制あり 大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツ株式会社
雇用期間の定めなし

時給 客室係の経験あれば
尚可223,600円～223,600円

静岡県熱海市泉２７０－１

125

閑静な旅館での客室
係（静岡県熱海）

旅館内客室や宴会場での配膳、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 ２級整備士

230,000円～250,000円

静岡県熱海市下多賀８４２番４

124

自動車整備・修理 普通自動車、軽自動車、貨物自動車の整備、点検、修理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★☆★　急　募　★☆★正社員 変形（1ヶ月単位） 有限会社　シュウコウオート販売
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

月給 (2)9時30分～18時30分 介護業務経験者は優
遇します。230,000円～256,000円

又は8時30分～17時30

静岡県熱海市水口町２丁目３番４２

123

生活支援スタッフ
（ヘルパー）

定員３３名の介護付き有料老人ホーム
のご入居者様に対する生活支援業務
（食事・入浴・排泄介助・レクリエー
ション等のヘルパー業務全般）を担当
していただきます。

正社員 交替制あり 株式会社フレンズ南熱海
雇用期間の定めなし (1)7時30分～16時30分

月給 (2)9時30分～18時30分 介護実務経半年以上

183,000円～203,000円 (3)16時00分～10時00

静岡県熱海市水口町２丁目３番４２

122

介護福祉士（熱海
市）　認知症高齢者
グループホーム

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

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

月給 (2)9時30分～18時30分

171,000円～183,000円 (3)16時00分～10時00

静岡県熱海市西熱海町１丁目２４－１

121

介護スタッフ（熱海
市）　認知症高齢者
グループホーム

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

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

月給 日商簿記３級以上の
資格を取得の方
管理職経験のある方

255,030円～292,587円

静岡県熱海市泉２６９－３２

120

総務・営業課　係長
級

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　黎明会　熱海ゆとりあの郷
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時30分

月給 (2)8時00分～17時00分 介護業務の現場経験

240,000円～240,000円 (3)16時00分～9時00分

静岡県熱海市泉２６９－３２

119

デイサービスの生活
相談員

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

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

月給 (2)8時00分～17時00分

210,000円～210,000円118

デイサービスの介護
スタッフ

デイサービスにて、高齢者の方の介助
をお任せします。

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

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