
【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: 055-975-2885 従業員数 6人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 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: 22050- 3341621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 055-975-2885 従業員数 6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 あり

求人番号: 22050- 3343121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 4時間

     TEL: 055-913-1815 従業員数 24人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日他 車両系建設機械（整
地・運搬・積込用及

就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 3243521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 03-4400-7362 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 水他 宅地建物取引士
（旧：宅地建物取引

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13040-48737421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 03-4400-7362 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 水他 宅地建物取引士
（旧：宅地建物取引

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13040-48740021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 03-4400-7362 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 水他 宅地建物取引士
（旧：宅地建物取引

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13040-48743221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 027-362-1231 従業員数 1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: 10020- 7306121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 055-977-1336 従業員数 18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- 3206921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 26時間

     TEL: 044-589-1601 従業員数 4人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 14040- 7489721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-986-8288 従業員数 12人

年　　齢: 30歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 3309921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 16時間

     TEL: 055-977-3211 従業員数 15人

年　　齢: 40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- 3371221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 050-3416-3741 従業員数 16人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 中型自動車免許 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: 13060- 6672121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 055-977-5151 従業員数 108人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝 基本情報技術者 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 応用情報技術者

求人番号: 22050- 3223021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 11時間 第二種電気工事士

静岡県三島市梅名４２７－１

月給 ＰＬＣ（シーケン
ス）制御設計、ラ
ダープログラム開発

192,000円～300,000円

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

静岡県三島市加茂之洞４７０３－
９４
三島市清掃センター内

13

ＰＬＣ（シーケン
ス）制御のソフト
ウェア開発

◆アイティエス本社（静岡県）にて
一般製造業向けのシステム開発経験者
を募集します。
・ＰＬＣ（シーケンス）制御のソフト
ウェア設計製作
・システム立ち上げ支援（現地調整）
・使用言語：ラダー言語（ＳＴ言語／

正社員 株式会社アイティエス
雇用期間の定めなし (1)8時45分～17時30分

月給 (2)15時30分～7時30分 機械の保全修理

166,000円～267,000円

静岡県三島市松本１０８－１

12

三島市／ごみ焼却施
設の運転及び保守管
理

◎家庭ごみ焼却施設の運転・保守管
理。

具体的には「焼却炉の運転操作・立上
げ作業・立下げ作業」
「ごみクレーンの運転」「設備・機器
（電機設備を含む）の

正社員 変形（1ヶ月単位） 荏原環境プラント　株式会社
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給

180,000円～250,000円

静岡県三島市平成台４６番地

11

ＮＣマシニングセン
ターオペレータ

立形マシニングセンターや横中ぐり盤
等を使用して、鉄又は鋳物を数値制御
にて加工する仕事です。
自動車金型用部品加工を主な仕事とし
ておりますが、一部弊社の主事業であ
る油圧プレス製作用の構造物加工等も
行っております。

正社員 株式会社　幸伸技研
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時45分

月給

179,500円～249,500円

静岡県三島市西若町５－１１
当社「静岡営業所」

10

大型工作機械の組
立、仕上業務

製造組立グループにて、大型研磨機の
組立に関わる業務を担当して頂きま
す。
（主な業務）
組立、仕上、品揃え、出荷等

正社員 神芝エンジニアリング株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

200,000円～380,000円

静岡県三島市長伏１７８－１

9

機器メンテナンス
（三島市）／未経験
者歓迎

・プール温浴施設、ホテル・旅館、老
人保健施設等の業務用ろ過装置の機器
メンテナンスを行います。
＊メンテナンスエリアは隣県程度
※ノルマはありません。
※先輩と同行して知識を増やして頂き
ます。

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

月給 経験者（加工、溶
接）200,000円～260,000円

静岡県三島市芝本町１２－６　ＭｉｓｈｉｍａＴｒｕｓｔＢｕｉｌｄｉｎｇ３０５号室

8

鉄骨加工及び製缶、
金物加工

＜＜鉄骨加工及び製缶、金物加工の内
容として＞＞

＊　当社工場において鉄骨製作、製
缶、金物加工に関する業務
　　その他、上記業務に付帯する雑務
等。

正社員 変形（1年単位） テック大洋工業　株式会社　静岡事業所
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 ・営業経験

230,000円～340,000円

静岡県三島市松本２７－１　ＳＢ
Ｓマイホームセンター三島展示場
内
タマホーム三島店

7

設備工事営業（三島
市）

暮らしに欠かせないインフラ設備の営
業です。

・電気計装、自社の遠隔監視制御シス
テムなどの設備工事の営業
・ワード、エクセルを使った書類（見
積書、契約書等）作成

正社員 クシダ工業　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)12時00分～21時00 住宅営業経験、他業
種での営業経験192,000円～441,000円

静岡県三島市松本２７－１　ＳＢ
Ｓマイホームセンター三島展示場
内
タマホーム三島店

6

住宅営業／タマホー
ム三島店／地域限定
社員

モデルハウスに来場されたお客様へ、
タマホームの住宅を提
案していただきます。一方的な飛び込
み営業は禁止のため、
お客様と一緒にじっくりと「理想の家
づくり」が可能！
主な業務内容は、下記のとおりです。

正社員以外 変形（1ヶ月単位） タマホーム　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 住宅営業経験、他業
種での営業経験205,000円～454,000円

静岡県三島市松本２７－１　ＳＢ
Ｓマイホームセンター三島展示場
内
タマホーム三島店

5

住宅営業／タマホー
ム三島店／エリア限
定社員

モデルハウスに来場されたお客様へ、
タマホームの住宅を提
案していただきます。一方的な飛び込
み営業は禁止のため、
お客様と一緒にじっくりと「理想の家
づくり」が可能！
主な業務内容は、下記のとおりです。

正社員以外 変形（1ヶ月単位） タマホーム　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 住宅営業経験、他業
種での営業経験があ
れば尚可

219,000円～467,000円

静岡県三島市佐野４－９

4

住宅営業／タマホー
ム三島店

モデルハウスに来場されたお客様へ、
タマホームの住宅を提
案していただきます。一方的な飛び込
み営業は禁止のため、
お客様と一緒にじっくりと「理想の家
づくり」が可能！
主な業務内容は、下記のとおりです。

正社員以外 変形（1ヶ月単位） タマホーム　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

その他

230,000円～368,000円

静岡県三島市平田１２４－２４

3

土木作業員・重機オ
ペレーター

河川、ダム、道路。下水道など、公共
事業の土木工事をお任せします。
１つの建設現場は１ヶ月～半年ほど。
三島以内や御殿場市内の現場がほとん
どで働きやすく、未経験でもしっかり
サポートします。　車両系の資格をお
持ちの方は重機オペレーター業務も

正社員 変形（1年単位） 有限会社　三輪建設
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

日給 土木作業経験者

200,700円～312,200円

静岡県三島市平田１２４－２４

2

土木作業員 沼津、三島を中心とした配管の設置工
事等の土木工事
・配管の設置
・２屯・４屯の運転
・簡単な軽作業等
・未経験者には丁寧に教えますので安
心してください

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

日給

267,600円～401,400円

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

とび職　とび職見習
い

工事現場での鳶仕事（大手ゼネコン
等）
＊足場の組立、解体作業


＊初心者歓迎
＊未経験者方は親切丁寧に指導しま

正社員 変形（1年単位） 金丸建設　株式会社
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: 055-977-1203 従業員数 18人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 3405921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 055-977-1203 従業員数 23人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 3407021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0120-789-635 従業員数 80人

年　　齢: 不問 休　　日： 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: 23170- 6099221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-988-6870 従業員数 11人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 移動式クレーン運転
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: 22030- 4240121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 055-975-6767 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 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- 3207121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 054-254-5511 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22010-12232521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 053-421-9898 従業員数 96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: 22020-10363121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 053-421-9898 従業員数 73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: 22020-10401921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 055-960-9913 従業員数 43人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 火他 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- 3256121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 26時間

     TEL: 0558-73-1699 従業員数 5人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 薬剤師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 3218821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 054-280-0066 従業員数 8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: 22010-12115021 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 8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: 22010-12120321 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: 054-262-6353 従業員数 5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: 22010-12471121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

静岡県三島市梅名４７９－１１
長澤ビル２Ｆ
　三島営業所

月給

193,200円～223,500円

静岡県三島市若松町４３９２－３
サガミシード株式会社
介護事業部　樹楽団らんの家　三
島若松

26

営業アシスタント ルート営業の業務サポートを担当して
いただきます。
・お客様の電話応対
・サッシ、建材、住器の見積り
・打合せの為の資料作り
・作業指示書、原価管理台帳作成
・客先への製品取扱い説明等

正社員 変形（1年単位） 株式会社　カンセイ
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

194,500円～202,000円

静岡県三島市若松町４３９２－３
サガミシード株式会社
介護事業部　樹楽団らんの家　三
島若松

25

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）

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

静岡県三島市梅名２８４－２７

24

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）

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

年俸制 (2)9時00分～13時00分

400,000円～666,666円

静岡県三島市八反畑１０７－１
株式会社プラウド　本社・店舗事
業部・保険事業部・管理部
三島店・ガッツレンタカー三島店

23

薬剤師 ＜＜薬剤師の仕事内容として＞＞
　
・在宅（高齢者施設）

正社員 エイコー株式会社　若葉薬局
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

230,000円～270,000円

静岡県三島市安久１５２－１
【エブリィビッグデー三島店】

22

自動車整備（三島店
自動車整備・整備
士）

お手頃中古車の店舗での自動車整備
販売したお車の軽整備
提案販売
車両チェック
ナビ等の付属品等の取り付け
オイル交換・タイヤ交換
各種ベルト交換・ブーツ交換

正社員 変形（1年単位） 株式会社　プラウド
雇用期間の定めなし (1)10時00分～19時00

月給

190,000円～330,000円
又は7時00分～20時00

静岡県三島市安久１５２－１
【三島南店】

21

生鮮担当（エブリィ
ビッグデー三島店）

販売職（精肉・鮮魚・青果・惣菜）
・加工・陳列・パック詰め・人材育
成・仕入れ・商談・企画など

部門は希望・適性を考慮して決定

正社員 株式会社　ビッグ富士
雇用期間の定めなし

月給

180,000円～250,000円
又は7時00分～20時00

静岡県三島市中田町９－３０
三島イトーヨーカドー日清プラザ
１Ｆ
メイリールー　日清プラザ店

20

フロアー担当（三島
南店）

店舗にて、フロアー業務を担当してい
ただきます。
・フロアー責任者（将来的に）
・食品、菓子、雑貨、酒、パン等の商
品を発注
・レジ、陳列に関する仕事
・品出し　等が主なお仕事です

正社員 株式会社　ビッグ富士
雇用期間の定めなし

時給 (2)10時00分～19時00

154,560円～161,920円 (3)11時15分～20時15
又は9時00分～20時15

静岡県三島市梅名４１７

19

ファッションアドバ
イザー／メイリー
ルー日清

３０～４０代女性に向けたアパレル、
ファッション雑貨の販
売。店名：「ｈｉｒａｏｋａ」「ｍｅ
ｉｒｉｒｅ」

私達はお客様にファッションの相談空
間を提供しています。

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ひらおか
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～18時00分

時給

193,780円～193,780円

静岡県三島市八反畑１４４－１
三島事業所

18

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製品の入出庫
保管作業・データ管理

【仕事の流れ】　
入庫製品の検品・仕分け・保管・デー
タ入力

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

250,000円～400,000円

静岡県三島市松本１４４－１
　佐川急便（株）三島営業所

17

移動式クレーンオペ
レーター

建築現場・土木現場・工場等まで、移
動式クレーン車（１０ｔから２５ｔ）
を運転して行き、現場でクレーン車を
据付て資材を吊り上げる仕事です。
現場は主に静岡県東部地域です。
未経験者でクレーンオペレーターに興
味のある方も是非お問合せください。

正社員 変形（1年単位） セキトランスシステム　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30分～16時30分

180,000円～220,000円

静岡県三島市大場３００

16

【週休３日導入】
セールスドライバー
職（三島営業所）

＊担当エリアの集配・集金・営業
（ルート中心）をお任せします。　入
社後約３ヶ月は準社員（契約社員）と
なり、独り立ち後に正社員として労働
契約を締結します。

☆勤務体系は（１）週休３日（月１３

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 佐川急便株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)7時30分～18時30分

月給 (2)8時00分～16時45分 電気関係業務経験者
歓迎
鉄道の電気設備保

172,000円～220,000円

静岡県三島市大場３００

15

鉄道電気業務 鉄道の電気設備保守、点検、補修等の業務 正社員以外 変形（1ヶ月単位） 伊豆箱根鉄道　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～16時50分

月給 (2)8時00分～16時45分 土木関係業務経験者
歓迎
鉄軌道の線路保守・

172,000円～220,000円 (3)22時00分～6時50分14

線路保守係 鉄道の線路保守、点検、補修等の保線業務 正社員以外 変形（1ヶ月単位） 伊豆箱根鉄道　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～16時50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: 054-262-6353 従業員数 5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: 22010-12475221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 055-977-0144 従業員数 23人

年　　齢: 40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- 3363221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 055-972-9488 従業員数 10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- 3250221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-983-3933 従業員数 11人

年　　齢: 40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: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 3465121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-983-3933 従業員数 11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- 3472121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-983-3933 従業員数 11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: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 3473021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 055-977-6365 従業員数 4人

年　　齢: 30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- 3193121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-971-1700 従業員数 6人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 3267821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-971-3071 従業員数 9人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 一級建築士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 二級建築士

求人番号: 22050- 3366321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-977-6500 従業員数 11人

年　　齢: 64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: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 3209721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 084-920-0041 従業員数 44人

年　　齢: 18歳～62歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 34050-10232221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 16時間

     TEL: 084-920-0041 従業員数 44人

年　　齢: 18歳～62歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 34050-10246121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 16時間

     TEL: 055-973-8829 従業員数 3人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 水他 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- 3369121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

静岡県三島市玉川２５３－３

月給 接客の経験等あれば
尚可217,400円～300,000円

静岡県三島市玉川２５１－１　焼
肉きんぐ　三島店

　

39

ホールスタッフ 接客を主として担当して頂きます。
・盛り付け、配膳、洗い場、清掃もし
て頂きます。

感染対策として券売機を導入しまし
た。

正社員 変形（1年単位） 住吉　三島　本店
雇用期間の定めなし (1)10時15分～20時45

月給 (2)16時00分～1時00分

184,100円～250,000円
又は9時30分～1時00分

静岡県三島市玉川２７５－１　ゆ
ず庵　三島店

　

38

三島店／焼肉きんぐ
店舗スタッフ（調
理・接客等）

店舗スタッフ・店長として店舗運営を
経験後、能力や適性によってエリアマ
ネージャー、人事や総務などの管理部
門など様々な職種に選任されます。

＊当初は店舗での調理・接客等を行っ
ていただきます。

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ｇｌｏｂ
雇用期間の定めなし (1)12時00分～21時00

月給 (2)16時00分～1時00分

184,100円～250,000円
又は9時30分～1時00分

静岡県三島市松本８－２

37

三島店／ゆず庵店舗
スタッフ（調理・接
客等）

店舗スタッフ・店長として店舗運営を
経験後、能力や適性によってエリアマ
ネージャー、人事や総務などの管理部
門など様々な職種に選任されます。

＊当初は店舗での調理・接客等を行っ
ていただきます。

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ｇｌｏｂ
雇用期間の定めなし (1)12時00分～21時00

月給 公共事業の土木設計
経験者413,000円～535,000円

静岡県三島市青木９３－２

36

土木設計 ・官公庁の土木設計業務
・主に道路、橋梁、河川等の設計をお
願いします。
・各種ＣＡＤを使用します。

正社員 変形（1ヶ月単位） 東亜測量設計　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 設計の経験が無くて
も、施工図や現場監
督の経験の有る方も

190,000円～260,000円

静岡県三島市寿町１－２５　第一ビルディング４Ｆ

35

建築技術者 ＜＜建築技術者の業務内容として＞＞

※建築設計（意匠）・監理補助
※定期調査業務
※現場監理業務
※新築、改修設計業務
※作図ソフトはＪＷＷ　ＣＡＤを使用

正社員 株式会社　植野建築設計事務所
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

年俸制 電気、電子製品の組
み立て経験のある方
を優先します。

208,350円～375,100円

静岡県三島市梅名２８４

34

製造、生産関連（事
務を含む）社員

・当社製品（液晶モニタなど）の組み
立て、検査
・当社製品の修理作業
・パソコンを使用しての事務作業
（メール、ワード、エクセル等）

正社員 株式会社　ガウディ　三島事業所
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

150,000円～170,000円

静岡県三島市南田町２－３１

33

建築設計技術者 建築設計・監理
官公庁各種申請等
定期調査報告書作成業務・現地調査
店舗設計
耐震診断
リノベーション

正社員 有限会社　山梨一正建築設計事務所
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～17時00分 不動産販売の営業経
験者300,000円～500,000円

静岡県三島市南田町２－３１

32

不動産販売営業 不動産販売（仲介）の営業スタッフと
して、接客を行って頂きます。
【業務例】
・お客様への物件のご紹介、ご案内
・契約書類の作成
・契約の締結
・現地調査

正社員 変形（1年単位） 株式会社　アーネスト
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～17時00分 コールセンター業務
経験者、不動産業界
経験者など。

210,000円～400,000円

静岡県三島市南田町２－３１

31

管理部事務スタッフ 【管理部事務スタッフ】
主な業務として
１、電話応対
管理物件の入居者様、大家さんなどか
らの電話を受け、
業者さんや弊社現場スタッフを手配し
ます。

正社員 変形（1年単位） 株式会社　アーネスト
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

210,000円～400,000円

静岡県三島市一番町２－２９　三島商工会議所会館３Ｆ

30

店舗接客（ルームア
ドバイザー）

アパマンショップの店舗スタッフとし
て、お客様のお部屋探しをサポートし
て頂きます。
【業務例】
・賃貸物件のご紹介、ご案内
・インターネットや電話反響の応対
・物件写真撮影、看板設置

正社員 変形（1年単位） 株式会社　アーネスト
雇用期間の定めなし (1)9時30分～18時30分

月給

180,000円～240,000円

静岡県三島市松本１４６番地の３

29

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 パソコン（ワード・
エクセル）のできる
方

162,000円～170,000円

静岡県三島市梅名４７９－１１
長澤ビル２Ｆ
　三島営業所

28

一般事務 当社、塗料、塗装設備、機械工具の販
売を行っています。

主な仕事は、電話対応、品物の伝票作
成、社内文書管理、郵便物の発送、収
受


正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　三和塗料
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時15分

月給

208,700円～241,300円27

営業 〇住宅・ビル用サッシ、キッチン・バ
スルームほか住宅設備機器、建材の販
売

担当建築業者様・工務店様へ訪問し、
商品提案・物件の打合せや見積書の提
出などの通常受注活動の他、様々な

正社員 変形（1年単位） 株式会社　カンセイ
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18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: 0422-36-6788 従業員数 10人

年　　齢: 18歳～44歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13170-10843621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 25時間

     TEL: 03-5839-2607 従業員数 13人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 食品衛生責任者 就業場所: 

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

求人番号: 13120- 8245221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5839-2607 従業員数 11人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 食品衛生責任者 就業場所: 

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

求人番号: 13120- 8254521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 055-989-6099 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 月他 美容師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 3356521 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-981-2248 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 月日他 美容師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 3403321 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-986-3337 従業員数 145人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 精神保健福祉士 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- 3357421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 055-986-3337 従業員数 157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- 3365421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 2時間

     TEL: 055-986-3337 従業員数 157人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 木日祝 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- 3367621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 055-986-3337 従業員数 157人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 木日祝 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- 3368921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 055-971-5507 従業員数 150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- 3376921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 055-971-5507 従業員数 150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

求人番号: 22050- 3381421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 055-971-5507 従業員数 150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- 3382321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 055-984-1333 従業員数 11人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 3466021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県三島市長伏２２４－７

月給 (2)8時30分～12時30分

165,000円～190,000円

静岡県三島市佐野１２０５－３
介護老人保健ラ・サンテふよう

52

受付医療事務 医療（眼科・内科）の受付事務をしていただきます。正社員 吉村眼科内科医院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時00分

月給 (2)9時00分～18時00分 医療・介護の保険請
求業務の経験169,750円～190,750円

又は8時00分～17時00

静岡県三島市佐野１２０５－３
介護老人保健ラ・サンテふよう

51

介護老人保健施設
ラ・サンテふよう
事務職員

介護保険請求事務
一般事務（受付・電話対応・他）

正社員 交替制あり 社会医療法人　志仁会
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

173,300円～193,300円
又は8時00分～17時00

静岡県三島市佐野１２０５－３
介護老人保健施設ラ・サンテふよ
う

50

ラ・サンテふよう
通所リハビリ　介護
福祉士

デイケアセンター利用者（１日６０～７０人程度）の身の回りのお世話、食事介助、入浴介助、歩行の付添い、見守り、レクリエーション等を担当していただきます。正社員 交替制あり 社会医療法人　志仁会
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

173,300円～193,300円

静岡県三島市徳倉１１９５番地の７９３

49

介護老人保健施設
ラ・サンテふよう
介護福祉士

・老人保健施設入所者の身の回りのお
世話
・入浴、食事、排泄等の介助
・レクリエーション場などへの誘導や
見守り　等

正社員 交替制あり 社会医療法人　志仁会
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

年俸制 病院での医事課長経
験３年以上または主
任経験５年以上（診

500,000円～625,000円

静岡県三島市徳倉１１９５番地の７９３

48

医事課長（療養担当
規則、施設基準、診
療報酬管理など）

精神科病院における事務業務の責任者
（課長）
医療法、健康保険法、医師法、薬事
法、精神保健福祉法などの各関係法令
と、療養担当規則、診療報酬点数表、
施設基準などの管理・運用を行う業務

正社員 医療法人社団形外会　三島森田病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給 病院での医療事務経
験152,000円～185,000円

静岡県三島市徳倉１１９５番地の７９３

47

医療事務 ・電子カルテへの入力
・診断書作成補助
・受付事務
・会計業務
・電話対応
・レセプト作成
・書類作成補助

正社員 交替制あり 医療法人社団形外会　三島森田病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給 (2)16時30分～9時00分 〇精神科病院の勤務
経験205,000円～236,000円

静岡県三島市徳倉１１９５番地の７９３

46

准看護師 〇主には精神科病棟での看護業務で
す。通常の看護業務の他に患者様のレ
ク及びリハビリ活動（イベント準備、
散歩や運動の付添い等）、精神療養サ
ポート（患者様とのコミュニケーショ
ン、作業療法等）、食事介助（見守
り、要介護者の補助等）、配薬、入浴

正社員 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団形外会　三島森田病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給 精神科病院での勤務
経験233,000円～270,000円

静岡県三島市玉川４０４－１

45

精神保健福祉士 精神科病院における医療相談、入院援
助、地域移行援助、訪問看護、社会生
活技能訓練、精神科デイケアなど全て
の精神保健福祉活動に従事して頂きま
す。
その他にも当院での委員会活動にも従
事して頂きます。

正社員 医療法人社団形外会　三島森田病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給 (2)8時40分～18時00分 実務経験

213,000円～453,000円

静岡県三島市若松町３９８８－１　井出徳ビル１Ｆ

44

アイリスト 美容院業務全般
事務、雑務等

正社員 変形（1ヶ月単位） ａｄｖａｎｃｅ　ＲＯＮ’Ｚ
雇用期間の定めなし (1)9時10分～19時00分

月給 美容業一般

170,000円～450,000円

静岡県三島市一番町１６－１　
大衆食堂　安べゑ　アスティ三島
サウス店

43

美容業 美容師　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カット・毛染め・シャンプー・ブロー　　　　　　　　　　　　　レジ業務・店内清掃　など正社員 コワフュール　ラパン
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 (2)14時00分～23時00 飲食店で勤務経験あ
る方大歓迎210,000円～230,000円 (3)17時00分～2時00分

静岡県三島市一番町１３－１３
三島富士ビル１Ｆ
はなの舞　三島南口店

42

飲食店　店舗スタッ
フ／三島市／大衆食
堂　安べゑ

★時間と鮮度にこだわって仕入れた旬
の魚を、刺身をはじめ素材を　活かし
た料理で提供する業態です。
★ホール内での業務及びキッチン内の
業務を担当していただきます
・お客様のご案内、注文取り、レジ業
務

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

月給 (2)15時00分～0時00分 飲食店で勤務経験あ
る方大歓迎210,000円～230,000円 (3)21時00分～6時00分

静岡県三島市一番町９－３７　三
島サンメイトビル２階
「Ｎ白木屋　ＪＲ三島南口駅前
店」

41

飲食店　店舗スタッ
フ／三島市／はなの
舞

★時間と鮮度にこだわって仕入れた旬
の魚を、刺身をはじめ素材を　活かし
た料理で提供する業態です。
★ホール内での業務及びキッチン内の
業務を担当していただきます
・お客様のご案内、注文取り、レジ業
務

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

月給 (2)19時00分～1時00分

210,000円～278,000円 (3)10時00分～23時0040

正社員店舗スタッフ
（Ｎ白木屋　ＪＲ三
島南口駅前店）

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　モンテローザフーズ
雇用期間の定めなし (1)15時00分～0時00分
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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: 055-975-0214 従業員数 6人

年　　齢: 45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 なし

求人番号: 22050- 3295421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-929-9233 従業員数 13人

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

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

求人番号: 22030- 4598621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 055-929-9233 従業員数 16人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22030- 4604121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 055-981-4816 従業員数 55人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 その他のサービス関
係資格

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- 3326121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-981-4816 従業員数 55人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 社会福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし その他の福祉・介護関係資格

求人番号: 22050- 3327021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-981-4816 従業員数 55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: 22050- 3328721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-981-4816 従業員数 55人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 准看護師

求人番号: 22050- 3329821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-982-5111 従業員数 30人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 ホームヘルパー２級 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 介護福祉士

求人番号: 22050- 3359621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 055-982-5111 従業員数 2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- 3361721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     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- 3374321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 054-266-3216 従業員数 12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: 22010-12399621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 055-955-7776 従業員数 16人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 准看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030- 4320121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-975-7788 従業員数 3人

年　　齢: 不問 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- 3196821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県三島市中田町５５１

月給 介護支援専門員

230,000円～285,000円

静岡県三島市徳倉３－１－５３　ル・グランガーデン三島

65

介護支援専門員（ケ
アマネジャー）

・居宅介護支援事業所におけるケアプ
ラン作成、相談業務等全般
・訪問は三島市内の訪問が中心
・生活プラン、支援プラン作成
・施設公用車での訪問

※実務経験がない方でも歓迎します。

正社員 変形（1年単位） 有限会社ハーベストライフ
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時15分

月給

240,000円～240,000円
又は7時00分～19時00

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

64

准看護師（ル・グラ
ンガーデン三島）

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ル・グラン
雇用期間の定めなし

月給

250,000円～250,000円

静岡県三島市南二日町５－４１

63

訪問入浴看護職員／
三島事業所（三島
市）

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

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

月給 (2)8時00分～17時00分 経験者優遇

224,000円～275,000円 (3)9時00分～18時00分

静岡県三島市松本３９一３


62

生活相談員 「特別養護老人ホーム南二日町」にお
いて、生活相談員として下記業務を担
当していただきます。

・施設入所者様およびそのご家族への
相談援助
・他施設や各事業所との連絡調整業務

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

198,900円～234,100円

静岡県三島市松本２９３－１６

ＪＲ三島下車　沼津登山ハ゛ス
長伏口下車

61

介護支援専門員 居宅介護支援事業所いづテラスにおい
て
・相談対応
・アセスメント調査
・サービスの調整
・主治医との連携
・サービス計画書の作成及び交付

正社員 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　ウェルネスケア
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)8時00分～17時00分

199,000円～308,900円

静岡県三島市玉川４２５－１

60

介護職員 デイサービスいづテラス（定員２５
名）における介護業務です。
食事、排泄、入浴介助等の生活介護、
清掃、洗濯等の生活援助、レクリエー
ション支援、ご利用者の送迎業務（普
通自動車運転）もお願いします。


正社員 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　ウェルネスケア
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

161,000円～276,000円
又は9時30分～18時30

静岡県三島市玉川４２５－１

59

看護職 特別養護老人ホームにおける施設入所者に対する看護業務です。正社員 交替制あり 社会福祉法人信義福祉会　あかなすの里
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 (2)9時30分～18時30分 ヘルパーに関する資
格取得があれば尚良
い。

157,000円～251,000円 (3)10時30分～19時30

静岡県三島市玉川４２５－１

58

介護職 特別養護老人ホームでの介護業務で
す。明るく楽しく元気に、お年寄りの
生活をサポートさせていただいており
ます。
・食事介助
・入浴介助
・排泄介助　等

正社員 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人信義福祉会　あかなすの里
雇用期間の定めなし (1)7時45分～16時45分

月給 (2)8時30分～17時30分

162,000円～246,000円

静岡県三島市玉川４２５－１

57

生活相談員 ケアハウスでの生活相談業務です。 正社員 交替制あり 社会福祉法人信義福祉会　あかなすの里
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 デイサービスセン
ター勤務経験167,200円～246,000円

静岡県三島市徳倉１－９－３

56

生活相談員 デイサービスセンターの生活相談員業務です。 正社員 交替制あり 社会福祉法人信義福祉会　あかなすの里
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 看護師業務の経験

305,000円～335,000円
又は19時00分～5時00

静岡県三島市徳倉１－９－３
シフティーン三島

55

看護師 住宅型老人ホーム利用者様の健康管理
往診時の医師への報告・対応
塗布薬・胃ろうなどの処置
受診時付き添い　等

正社員 株式会社フェニックス
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)10時00分～19時00

225,000円～225,000円 (3)17時00分～9時00分

静岡県三島市広小路町１３－１０

54

介護職員（シフ
ティーン三島）

施設利用者への施設内での訪問介護
サービス全般
・入浴・排泄・食事介助・移動・掃除
などの援助
・レクリエーション活動やその他付随
する業務
・夜勤は月に１～５回程度ですが夜勤

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社フェニックス
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給

210,000円～280,000円53

歯科衛生士 歯科衛生士の業務は下記の通りです。
・スケーリング
・歯科保険指導
・治療計画のコーディネート
・診療補助

正社員 大学の歯科衛生士
科・歯科衛生士学校

広小路だいとう歯科
雇用期間の定めなし (1)8時30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: 055-975-7788 従業員数 16人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし 准看護師

求人番号: 22050- 3197221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-975-7788 従業員数 10人

年　　齢: 不問 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 なし 准看護師

求人番号: 22050- 3198521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-985-2241 従業員数 30人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22050- 3290021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 055-984-4500 従業員数 10人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 3314421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0467-73-8920 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 14080- 6469121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0467-73-8920 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: 14080- 6477121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 055-983-1501 従業員数 30人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 火日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 3215121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-925-7890 従業員数 167人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22030- 4392521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 4時間

     TEL: 052-681-7107 従業員数 29人

年　　齢: 79歳以下 休　　日： 土日他 栄養士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 管理栄養士

求人番号: 23030- 9510621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 052-681-7107 従業員数 29人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 栄養士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 管理栄養士

求人番号: 23030- 9511921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-975-3111 従業員数 60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- 3457121 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 000-0000-0000 従業員数 3人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日 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- 3435221 各種保険： 雇用・労災 月平均 5時間

     TEL: 0558-76-1288 従業員数 61人

年　　齢: 35歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 3442821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

静岡県伊豆の国市三福３８６－１

月給 年商３億程度の建設
業の経理に携わった
経験

300,000円～400,000円

静岡県伊豆の国市寺家４２１－２

78

経理・管理補助 経理管理の実務 正社員 変形（1年単位） 土屋建設　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

160,000円～163,000円

静岡県三島市大社町１－１０

77

ミニトマトの栽培管
理及びパック詰め

※業務拡大のため、スタッフを追加募
集いたします。

伊豆の国市内にあるビニールハウス内
で、ミニトマトの栽培管理作業とパッ
ク詰めをしていただきます。


正社員 稔園
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時30分

月給 基本的なパソコン操
作（エクセル・ワー
ド）

150,483円～150,483円

静岡県三島市文教町１丁目４番１
９号
「ＪＲ東海総合研究センター」

76

事務員（商工観光
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）

育休代替。
地域ブランド創造室事業全般に係る事
務補助（パソコンへのデータ入力、電
話対応、窓口業務、イベント準備など

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)11時00分～20時00 栄養士の実務経験ま
たは調理経験200,000円～230,000円 (3)13時00分～22時00

静岡県三島市文教町一丁目４－１
９
【東海旅客鉄道株式会社総合研修
センター】

75

栄養士【東海旅客鉄
道株式会社総合研修
センター】

三島市の大手企業の研修センターで栄
養士（契約社員）募集！
土日休み！ＧＷ・年末年始など長期休
暇あり。
正社員登用制度あり。
ご利用者が４００～４５０名程度の食
事調理のお仕事です。

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

月給 (2)13時00分～22時00 栄養士の経験または
調理経験
※３００食以上の社

260,000円～270,000円

静岡県沼津市岡宮１３５４－６
※静岡県東部（三島・田方地区）
の現場

74

栄養士責任者（東海
旅客鉄道株式会社総
合研修センター）

三島駅近くの大手企業研修センター勤
務。
栄養士責任者（地域社員）募集！
ご利用者が４００～４５０名程度の研
修施設の勤務。
厨房内補助業務（盛付、提供、洗浄）
の他に運営や食材・人材の

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

日給 (2)22時00分～6時00分

172,000円～258,000円

静岡県三島市安久４３－２

73

交通誘導・駐車場警
備員（三島・田方地
区）

・静岡県東部（三島、田方地区）の建
設現場等において、歩行者や　自転
車、車両等の交通誘導に関すること。
・商業施設の駐車場等での歩行者や車
両、自転車の誘導や警備に関　するこ
と。
・業務は現場により事務所に集合して

正社員以外 変形（1年単位） エスピトーム　株式会社　沼津支社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

時給

198,061円～198,061円

静岡県三島市平成台４０－１

72

（請）ハム製造工場
内での機械洗浄／三
島市安久

・機械分解洗浄、その後の組立
・部屋内床清掃
・洗浄後の検査及び不具合部のアル
コール拭き
・人員の勤怠管理
・作業報告書の作成
・月１回品質会議

正社員 株式会社サン　三島営業所
雇用期間の定めなし (1)18時00分～3時00分

日給

164,160円～164,160円

静岡県三島市平成台４０－１

71

《急募》容器の簡単
な洗浄

惣菜を製造する工場内にて、簡単な洗
浄のお仕事です。
＊容器を機械に入れて、自動で洗浄さ
れた容器を取り出す。
＊容器を乾燥させて決められた位置に
保管する等
＊機械の簡単な洗浄（部品の洗浄や

無期雇用派遣労働者 株式会社　ＩＨＳ
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

日給

164,160円～164,160円

静岡県三島市梅名４０７－７

70

＜急募＞惣菜の簡単
な盛り付・選別

工場内にて、スーパー向け惣菜の盛り付やカゴに入れていく簡単なお仕事です。未経験者でも安心して出来る長期安定したお仕事です無期雇用派遣労働者 株式会社　ＩＨＳ
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 板金経験

193,000円～326,000円

静岡県三島市字エビノ木４７４５番地

69

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


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

月給

223,000円～239,400円

静岡県三島市南二日町６５０番地１

68

看護師 施設利用者及び職員の健康管理
内服管理、通院対応、感染症対策
施設利用者及び職員の健康診断対応　
オンコール対応（交替制）　等

正社員 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人見晴学園
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 看護師としての医療
的知識等256,500円～306,500円

静岡県三島市加茂川町４０８２－３

67

看護職員 通所介護における生活支援看護業務等
全般
・健康管理
・食事支援
・入浴支援
・排泄支援
・送迎支援

正社員 変形（1年単位） 有限会社ハーベストライフ
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時15分

月給 看護師としての医療
的知識等256,500円～306,500円66

看護職員 小規模多機能型居宅介護における生活
支援看護業務等全般
・健康管理
・食事支援
・入浴支援
・排泄支援
・訪問支援

正社員 変形（1年単位） 有限会社ハーベストライフ
雇用期間の定めなし (1)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: 0558-76-3356 従業員数 11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 あり

求人番号: 22050- 3484221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 055-949-1434 従業員数 18人

年　　齢: 不問 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 車両系建設機械（基礎工事用）運転技能者

求人番号: 22050- 3486421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間 車両系建設機械（整地・運搬・積込用及び掘削用）運転技能者

     TEL: 0558-76-1329 従業員数 6人

年　　齢: 59歳以下 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: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 3280921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-971-6720 従業員数 15人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日他 玉掛技能者 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 床上運転式クレーン限定運転士

求人番号: 22030- 4352621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0558-76-9953 従業員数 46人

年　　齢: 40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- 3310721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 35時間

     TEL: 055-933-3750 従業員数 7人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22030- 4307721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 055-948-1525 従業員数 48人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 3394721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-948-1525 従業員数 48人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 3397521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-948-1525 従業員数 48人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 3416721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-948-1525 従業員数 48人

年　　齢: 45歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 3418221 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 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- 3271621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 30時間

     TEL: 054-282-8311 従業員数 5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: 22010-12381621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 054-282-8311 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 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: 22010-12382921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県伊豆の国市長岡９９９－１
介護付き有料老人ホーム　夢無限
いずながおか

時給 (2)10時30分～19時30

165,120円～165,120円

静岡県伊豆の国市長岡９９９－１
介護付き有料老人ホーム　夢無限
いずながおか

91

（請）調理補助／伊
豆の国市

入所者様への食事提供にいける調理補
助業務です。
盛付・配膳、食器及び使用した器具の
洗浄・消毒
調理室の洗浄など


正社員以外 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)6時00分～15時00分

時給 (2)10時30分～19時30

172,000円～189,200円

静岡県伊豆の国市中條字新古川２
４１－１
長岡営業所

90

（請）調理師／伊豆
の国市

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


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30分～14時30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

静岡県伊豆の国市長岡２６０－１

89

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 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

170,000円～350,000円

静岡県伊豆の国市長岡２６０－１

88

総合営業職 商品やサービスを欲しくなる、メディアが取り上げたくなるコンテンツを企画・開発し、情報拡散する施策を手掛けていただきます。正社員 変形（1年単位） 大日　株式会社　伊豆パノラマパーク
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 営業経験

170,000円～350,000円

静岡県伊豆の国市長岡２６０－１

87

営業職（管理職） 広報、旅行会社営業、企画立案など営業全般を管理する立場の仕事です。正社員 変形（1年単位） 大日　株式会社　伊豆パノラマパーク
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 販売店舗経験者

170,000円～300,000円

静岡県伊豆の国市長岡２６０－１

86

ショップ運営 ショップの店舗運営全般。商品開発も行います。正社員 変形（1年単位） 大日　株式会社　伊豆パノラマパーク
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 電気、機械技術

170,000円～350,000円

静岡県伊豆の国市中島２４４
　ＴＯＳＥＩ内工場

85

ロープウェイマネジ
メントスタッフ

ロープウェイの機械整備を中心にマネジメントを行います。　　　電気、機械系のキャリアが求められます。正社員 変形（1年単位） 大日　株式会社　伊豆パノラマパーク
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給

141,512円～148,960円

静岡県伊豆の国市白山堂３０２－１

84

真空包装機の組立て
作業

当社、請負先の（株）ＴＯＳＥＩ内事
業所（伊豆の国市）において以下の業
務を行って頂きます。
包装機の組立て作業及び前加工の部品
の組立て作業を行っていただきます。
流れ作業ではなく、自分のペースにて
行うことが可能な業務になります。

正社員以外 有限会社　大木梱包
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給

175,500円～300,000円

静岡県伊豆の国市田中山字榎平１
３６９　
臼井国際産業（株）大仁工場内

83

大型装置のサービス
エンジニア

工業用洗浄機をはじめとする、大型装
置のサービスエンジニアをお願いしま
す。

当社の製品を購入いただいたお客様の
工場へ出張し、装置の据付作業や立ち
上げ作業、定期メンテナンスや修理等

正社員 フレックス 株式会社キョウデンプレシジョン
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時05分

日給

182,480円～188,600円

静岡県伊豆の国市吉田１２０－１

82

一般作業員（大仁工
場）

当社大仁工場において、下記業務を担
当していただきます・
・ＨＯパイプの製造
・付帯する作業

正社員 有限会社芝原製作所
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時45分

月給

240,000円～260,000円

静岡県伊豆の国市四日町４９４－１

81

コンクリート２次製
品販売（営業）

自社工場で製造しているコンクリート
製品は、主にコンクリートブロック、
道路側溝、コンクリート擁壁、などに
なります。
それら製品の建設会社やコンサルタン
ト及び土木事務所、官庁への訪問営業
になります。

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

日給 土木工事経験者
ダンプカーの運転259,200円～324,000円

静岡県伊豆の国市宗光寺１９９

80

土木施工（重機オペ
レーター、現場作業
員）

・土木現場の重機オペレーター、鉄筋・型枠工事、手元作業等　　・前職の経験を考慮し、即戦力として活躍して頂きます。　　　　・４～５人を１チームとし、各現場で作業を行います。　　　　　・ダンプカーの運転（２～４トン車）を行います。　　　　　　　・能力と本人の希望次第では、現場監督になるための教育も可能で　す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・現場の８割以上が伊豆の国市内です。　　　　　　　　　　　　・その他地域の現場の場合、ご自宅から直行直帰も可能です。正社員 株式会社　石井組
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

220,000円～220,000円79

土木見習い 工事現場で様々な手伝いお願いします。　　　　　　　　　　　　鹿島建設・静岡県・伊豆の国市等の公共事業下請けを中心に行っています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工事現場で現場監督手元作業の補助作業を行ってもらいます。　　将来的には現場監督になって頂けるよう指導致します。　　　　　未経験者の方も応募可能です。正社員 変形（1ヶ月単位） 矢田工業株式会社
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: 055-949-4639 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 水祝他 測量士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし 宅地建物取引士（旧：宅地建物取引主任者）

求人番号: 22050- 3311821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-949-4639 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 水祝他 測量士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし 一級建築士

求人番号: 22050- 3312221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 二級建築士

     TEL: 055-948-3040 従業員数 103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- 3387721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-948-3040 従業員数 125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- 3399321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 86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: 13090-16497221 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: 13090-16573121 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 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: 13090-16660021 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: 13090-16703321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-16790721 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: 13090-16891321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 055-948-1313 従業員数 17人

年　　齢: 35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- 3220621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 03-5839-2607 従業員数 9人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 食品衛生責任者 就業場所: 

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

求人番号: 13120- 8263421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0558-76-3228 従業員数 195人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 臨床検査技師 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- 3446321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

静岡県伊豆の国市田京２７０－１

月給 (2)8時30分～12時30分

192,722円～217,751円

静岡県伊豆の国市南條７２４－１
０　
大武丸　伊豆長岡店

104

臨床検査技師 業務内容
１．血液採取・心電図検査・呼吸機能
検査・超音波検査・眼底検査
　　ＣＡＶＩ検査
２．健康診断業務の処理（データ確認
及び出力）
３．病院での生理検査

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)15時00分～0時00分 飲食店で勤務経験あ
る方大歓迎210,000円～230,000円 (3)16時00分～1時00分

静岡県伊豆の国市古奈２８番地

103

飲食店　店舗スタッ
フ／伊豆の国市／大
武丸

★時間と鮮度にこだわって仕入れた旬
の魚を、刺身をはじめ素材を　活かし
た料理で提供する業態です。
★ホール内での業務及びキッチン内の
業務を担当していただきます
・お客様のご案内、注文取り、レジ業
務

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

月給 (2)11時00分～20時00

200,000円～250,000円
又は7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

102

旅館スタッフ ・チェックイン、チェックアウト業務
・電話予約やインターネットからの予
約の処理対応
・電話やお客様からの問い合わせの対
応
・レストランでの給仕、接客
・施設の管理や保守

正社員 交替制あり 株式会社　クラブ・マナティー
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16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

静岡県伊豆の国市吉田１１７８
（大仁ホテル）

101

【全国転勤】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 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

100

【全国転勤】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 調理実務経験３年以
上が目安352,880円～352,880円

静岡県伊豆の国市吉田１１７８
（大仁ホテル）

99

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

静岡県伊豆の国市長岡１０３５－
１
伊豆長岡金城館

98

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

静岡県伊豆の国市吉田１１７８
（大仁ホテル）

97

全国転勤／ホテル施
設管理長候補／伊豆
長岡金城館

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 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

静岡県伊豆の国市長岡６５９

96

全国転勤／ホテル施
設管理長候補／大仁
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 総務事務（給与・社
保・労務）の実務経
験

190,000円～246,600円

静岡県伊豆の国市長岡６５９

95

総務事務スタッフ 給与・社保・労務関係の業務として
入退社手続（雇用保険資格取得手続及
び喪失手続、健康保険手続等）
結婚、出産による手続
（被扶養者資格取得手続及び喪失手
続、育児休業給付金申請、出産手当金
申請）

正社員以外 変形（1年単位） 株式会社　ホテルサンバレー
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～230,000円

静岡県伊豆の国市韮山山木３２－４

94

設備管理 ・営繕作業
・設備管理作業
・大浴場管理清掃
・緊急対応
・廃棄物処理

正社員以外 変形（1年単位） 株式会社　ホテルサンバレー
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～20時30分

月給 建築工事、設計施工
監理や現場管理の経
験者

235,000円～370,000円

静岡県伊豆の国市韮山山木３２－４

93

建築設計施工監理 建築の設計施工監理や建築現場の工事
管理業務
測量業務
建築、不動産の営業業務
その他付随する業務

正社員 変形（1年単位） 株式会社　アキタ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 不動産・建築等営
業・販売経験者等185,000円～270,000円92

営業 ・建築、不動産の営業業務
・個人顧客、得意先訪問（静岡東部方
面）社有車使用
・分譲地のイベント企画
・建築不動産関係の資料及びチラシ作
成
・その他付随する業務

正社員 変形（1年単位） 株式会社　アキタ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18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: 055-947-0511 従業員数 80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- 3455621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0558-76-3228 従業員数 195人

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

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 3459721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 0558-76-3228 従業員数 195人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 3408721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 3時間

     TEL: 0558-76-3228 従業員数 195人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22050- 3409821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 0558-76-3228 従業員数 195人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 3410421 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: 18歳～64歳 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 3411321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 1時間

     TEL: 0558-76-3228 従業員数 195人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 3412621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 2時間

     TEL: 0558-76-3228 従業員数 195人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 保健師 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- 3413921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 0558-76-3228 従業員数 195人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 薬剤師 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- 3414121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 0558-76-3228 従業員数 195人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 3276821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 1時間

     TEL: 055-949-1165 従業員数 115人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 保育士

求人番号: 22050- 3299121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 055-949-1165 従業員数 115人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 3300121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-949-1165 従業員数 115人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 保育士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 3324621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

静岡県伊豆の国市寺家２０２

月給 保育士

192,600円～215,700円

静岡県伊豆の国市寺家２０２

117

保育士 在宅で生活されている重症心身障害児
者を対象とする通所事業での療育支援
を行っていただきます。

正社員以外 変形（1ヶ月単位） （社福）恩賜財団　静岡県済生会　伊豆医療福祉センター
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)9時30分～18時00分 調理師

166,200円～226,100円 (3)10時15分～19時45

静岡県伊豆の国市寺家２０２

116

給食業務（調理師） ・施設利用者への給食提供に係る調
理・盛付・配膳・下膳・食器洗浄・厨
房内の清掃を行っていただきます。
・また、施設内の行事等にも参加して
いただきます。
・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） （社福）恩賜財団　静岡県済生会　伊豆医療福祉センター
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～15時30分

月給 (2)6時30分～15時00分

168,100円～239,900円 (3)11時00分～19時30

静岡県伊豆の国市田京２７０－１

115

生活支援員 重症心身障害児者の入所利用者への生活支援全般の支援を行っていただきます。正社員以外 変形（1ヶ月単位） （社福）恩賜財団　静岡県済生会　伊豆医療福祉センター
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 (2)16時30分～1時00分

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

静岡県伊豆の国市田京２７０－１

114

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

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

月給 (2)8時30分～12時30分

239,905円～263,286円

静岡県伊豆の国市田京２７０－１

113

薬剤師 ＜薬剤師の主な業務内容として＞
入院調剤、注射薬調剤を中心とした薬
剤業務一般

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

228,656円～253,582円

静岡県伊豆の国市田京２７０－１

112

保健師 保健師業務
　健診後の保健・生活指導
　健康診断・人間ドックの健診結果作
成に関する事務
　健康診断における血圧測定・採血・
診察介助
　外来業務の支援

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

時給 (2)8時30分～12時30分

156,000円～156,000円

静岡県伊豆の国市田京２７０－１

111

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

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

月給 (2)16時30分～1時00分

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

静岡県伊豆の国市田京２７０－１

110

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

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

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

246,681円～269,856円

静岡県伊豆の国市田京２７０－１

109

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

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

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

224,034円～251,681円 (3)0時30分～9時00分

静岡県伊豆の国市田京２７０－１

108

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

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

月給 (2)11時00分～19時30

179,173円～193,284円
又は8時30分～17時00

静岡県伊豆の国市田京２７０－１

107

調理師 調理及び調理に係る業務
・仕込み
・盛り付け
・検品
・洗浄

（少しづつ慣れるよう配慮します）

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

月給 (2)8時30分～12時30分

189,842円～203,335円

静岡県伊豆の国市長岡７４１－１

106

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

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

月給 (2)16時30分～9時00分 経験者　介護福祉士
ホームヘルパー172,000円～235,000円105

介護士 入院患者様の診療室、風呂場等への移
動及びリハビリの介助、
身の回りのお世話（高齢者が主となり
ます）

当直は月４～５回程度あります。

正社員 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団　慈広会　記念病院
雇用期間の定めなし (1)8時45分～17時15分
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年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: 055-949-1165 従業員数 115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 准看護師

求人番号: 22050- 3205621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 055-954-1211 従業員数 5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: 22030- 4568021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-954-1211 従業員数 10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: 22030- 4579221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 054-654-3250 従業員数 58人

年　　齢: 不問 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: 22010-12363321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 30時間

     TEL: 054-654-3250 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22010-12365921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 30時間

     TEL: 0558-79-0210 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 水木他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 3216021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0558-85-0016 従業員数 11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- 3255921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0558-28-0455 従業員数 19人

年　　齢: 39歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22110- 1394621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0178-85-9201 従業員数 3人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 日他 足場の組立て等作業
主任者

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり 玉掛技能者

求人番号: 02020- 6015421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 小型移動式クレーン運転技能者

     TEL: 0558-72-2951 従業員数 0人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 日祝 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: 22050- 3479321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 0558-62-1712 従業員数 5人

年　　齢: 45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 ５トン限定準中型自動車免許

求人番号: 22110- 1393321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0558-83-1188 従業員数 35人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 3194021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 25時間

     TEL: 055-984-1501 従業員数 50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- 3282021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 30時間

静岡県伊豆市柏久保６３１－２１

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

静岡県伊豆市下白岩６２９

130

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

月給 (2)8時00分～16時30分 製造業経験

155,000円～290,000円

静岡県伊豆市牧之郷１８３－２　修善寺営業所

129

製造業 ダイカストマシンオペレーター
加工機オペレーター
仕上検査員
生産管理　品質管理　現場事務
ルート配送　運転手（トラック）

正社員 交替制あり 有限会社　伊豆合金
雇用期間の定めなし (1)6時00分～14時30分

月給

275,000円～300,000円

静岡県伊豆市熊坂１２５７－９７

128

ダンプの運転手およ
び重機運転手

○ダンプの運転業務及び重機運転業務
　県東部および伊豆地区を中心に電線
や電話線の地中埋設工事や
　一般の土木作業を行っていただきま
す。また機材や工事で出た
　土砂や石等を運ぶダンプ（多種類あ
り）の運転もして

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

時給

160,704円～216,000円

静岡県伊豆市佐野４３３　
伊豆市伊豆の国市ごみ処理施設
◆就業場所への直接の問い合わせ
不可◆

127

電気工事士 一般住宅、地元中小企業の電気配線工事、リフォーム、空調工事などの補助的な業務から始めてもらいます。正社員 変形（1ヶ月単位） ＨＡＤＡＮＯ　波多野　靖明
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

日給 経験者優遇

219,500円～539,000円

伊豆市土肥６３８：旧土肥小学校
内（株）いなずさ林業土肥事業所
〒４１０－３５０１　
賀茂郡西伊豆町宇久須１２６２－

126

鳶工【静岡県】 ・プラント鳶工事全般
（足場組立解体、鉄骨建方、重量物・
機器・配管据付）
・県外出張あり【個室完備、食費、移
動費支給】

＊個人の尊重、仲間との協力・協調を

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　帝建
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

180,000円～280,000円

静岡県伊豆市湯ヶ島１９１の５

125

山林・伐採作業員 ○森林の整備
　間伐・皆伐・作業道等
　　　　（チェンソー・重機等を使用
し作業をします）
　素材（丸太）の生産を行います
　伊豆市・賀茂郡内・下田市の山林を
中心とした現場での作業です

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

日給

160,000円～250,000円

静岡県伊豆の国市長者原１４４５－４８１

124

栽培（わさび） ワサビの栽培・収穫 正社員 丸岩安藤わさび店
雇用期間の定めなし (1)7時30分～17時00分

月給

162,400円～218,400円

静岡県伊豆の国市長岡１１２９
　順天堂大学医学部附属静岡病院

123

キャンプ場施設保守
作業

キャンプ場内の草刈り、植木の選定作
業。
キャンプ用品の片付け、保守作業。
バーベーキュー用品の片付け、保守作
業。
社有車でキャンプ場を巡回。

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

月給 (2)8時00分～14時00分 パソコン基本操作

160,000円～160,000円

静岡県伊豆の国市長岡１１２９
　順天堂大学医学部附属静岡病院

122

（請）医療事務（外
来会計）順天堂大学
静岡病院／伊豆の国
市

〇医療事務（外来会計）のお仕事です

・患者さまの診療費の計算入力
・診療費に関する問い合わせ対応
・レセプト点検、修正
・電話対応　等


正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ソラスト　静岡支社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

月給 (2)8時00分～12時30分 パソコン基本操作

165,000円～165,000円

静岡県伊豆の国市三福６３２－１
旭化成ファーマ株式会社

121

（請）医療事務（入
院）順天堂大学静岡
病院／伊豆の国市

〇医療事務（入院入力）

・レセプト業務
・退院患者さまの事務処理
・ＤＰＣ（入院）管理業務
・データ入力
・電話応対　など

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ソラスト　静岡支社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～16時30分

時給 動物実験経験（学生
時代可）266,135円～266,135円

静岡県伊豆の国市田京１５１－６
株式会社　東洋検査センター

120

新薬開発における動
物実験サポートや細
胞実験

主業務：新薬開発における実験動物の
手術解剖や細胞実験のお仕事です。新
薬開発における実験動物の手術・投
与・解剖や細胞実験の補助、イメージ
画像や組織標本の作製とデータ解析業
務など。
付随業務：ミーティング、片付け、清

有期雇用派遣労働者 理系学部 ＷＤＢ株式会社　沼津支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～17時45分

時給 分析経験（学生時
代、ブランク可）203,515円～219,170円

静岡県伊豆の国市寺家２０２

119

環境水などの成分検
査

主業務：環境水などの成分検査のお仕
事です。
試験前処理、ＨＰＬＣやイオンクロマ
トグラフィー等を使い、水質の分析、
水銀試験、重金属試験、試験結果の
データ入力などを行います。
付随業務：分析や試験の準備、片付け

有期雇用派遣労働者 ＷＤＢ株式会社　沼津支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時00分～16時45分

月給 (2)15時30分～9時30分

224,070円～288,650円118

看護師・准看護師 ・施設に入所している重症心身障害児
＜者＞に対する看護業務です。
・健康管理（体温チェック、チューブ
交換等）
・日常生活上の医療ケア
　＜注入、吸引、吸入＞
・夜勤あり。月０～９回程度。

正社員 変形（1ヶ月単位） （社福）恩賜財団　静岡県済生会　伊豆医療福祉センター
雇用期間の定めなし (1)8時15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: 0558-98-1011 従業員数 32人

年　　齢: 18歳～69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- 3346821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0558-98-1011 従業員数 32人

年　　齢: 69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- 3347221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0558-98-1011 従業員数 32人

年　　齢: 69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- 3348521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0558-98-1011 従業員数 32人

年　　齢: 69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- 3350921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0558-98-1011 従業員数 32人

年　　齢: 69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- 3351121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-941-5222 従業員数 84人

年　　齢: 64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- 3428521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-16568221 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: 13090-16700221 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: 13090-16888721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0557-29-0311 従業員数 50人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1000921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 055-955-7776 従業員数 17人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030- 4483421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 26人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030- 4485621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 17人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 准看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030- 4487121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県伊豆市修善寺２４－３　ル・グランガーデン修善寺

月給

240,000円～240,000円
又は7時00分～19時00

静岡県伊豆市修善寺２４－３
　住宅型有料老人ホーム「ル・グ
ランガーデン修善寺」

143

准看護師（ル・グラ
ンガーデン修善寺）

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ル・グラン
雇用期間の定めなし

月給

260,000円～260,000円
又は7時00分～19時00

静岡県伊豆市修善寺２４－３　ル・グランガーデン修善寺

142

正看護師（ル・グラ
ンガーデン修善寺）

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

月給 サービス提供責任者
としての業務経験
（介護事業所管理経

300,000円～300,000円

静岡県伊豆市冷川１５２４－８０

141

施設長候補（ル・グ
ランガーデン修善
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)8時30分～17時30分

時給 (2)7時00分～16時00分 レストランサービ
ス、接客業の経験が
あれば尚可

160,000円～192,000円 (3)12時00分～21時00

静岡県伊豆市八木沢３８６４
（伊東園ホテル土肥）

140

レストランサービス ○研修施設内での食事提供業務
（朝・昼・夜）
○研修中のお客様に休憩時のドリンク
サービス
○館内、レストランの清掃など

※収容人数８０室

正社員以外 交替制あり 株式会社パレスホテル事業部　天城事業所
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 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

静岡県伊豆市八木沢３８６４番地
伊東園ホテル土肥

139

【全国転勤】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 調理実務経験３年以
上が目安352,880円～352,880円

静岡県伊豆市八木沢３８６４番地
伊東園ホテル土肥

138

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

静岡県伊豆市吉奈９８

137

全国転勤／ホテル施
設管理長候補／伊東
園ホテル土肥

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 接客、接遇経験者優
遇185,000円～300,000円

又は7時00分～21時00

静岡県伊豆市土肥２８４９－３

136

レストランサービス
スタッフ（東府や）

【日本料理レストラン】ホールスタッ
フ業務

リゾートホテル内にあるレストラン
・夕食　懐石料理　　朝食和食膳ＯＲ
洋食
・案内、オーダー受け

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

185,000円～210,000円
又は6時30分～21時00

静岡県伊豆市土肥２８４９－３

135

内務係 料理の仕分け運搬業務（板場から接客
係へ料理を引き渡す業務）
客室での布団の上げ下げ
館内共用部の清掃
食器洗浄

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　土肥グランドホテル明治館
雇用期間の定めなし

月給

190,000円～250,000円

静岡県伊豆市土肥２８４９－３

134

ルーム係 客室、宴会場、食事処での料理の給
仕、提供サービス

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　土肥グランドホテル明治館
雇用期間の定めなし (1)6時30分～21時00分

月給

190,000円～250,000円

静岡県伊豆市土肥２８４９－３

133

レストランホールス
タッフ

レストランでの接客業務全般
・お客様のご案内
・食事の提供
・ドリンクサービス

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　土肥グランドホテル明治館
雇用期間の定めなし (1)6時30分～21時00分

月給

190,000円～250,000円

静岡県伊豆市土肥２８４９－３

132

フロント係 パソコン操作（予約、手配、集計など
の基本操作）
お客様応対、電話応対、手配提供
普通運転（自動車運転免許ある場合）
従業員、お客様の送迎、お客様の車の
移動

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　土肥グランドホテル明治館
雇用期間の定めなし (1)6時30分～21時00分

月給

175,000円～200,000円131

ナイトフロント 宿直
夜警
予約受付（簡単なパソコン操作）

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　土肥グランドホテル明治館
雇用期間の定めなし (1)21時00分～8時30分

11/20



【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: 055-955-7776 従業員数 4人

年　　齢: 59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 なし

求人番号: 22030- 4503521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-987-5541 従業員数 23人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 3330421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 30時間

     TEL: 055-978-2310 従業員数 11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- 3331321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 6時間

     TEL: 055-978-2310 従業員数 11人

年　　齢: 64歳以下 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- 3332621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 6時間

     TEL: 054-636-0911 従業員数 0人

年　　齢: 59歳以下 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: 22120- 3853721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間 その他の土木・測量技術関係資格

     TEL: 055-970-0270 従業員数 4人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 第二種電気工事士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 第一種電気工事士

求人番号: 22050- 3395821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 055-946-6700 従業員数 60人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 3303821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0550-89-6633 従業員数 10人

年　　齢: 29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: 22031- 1599721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 053-421-9898 従業員数 73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: 22020-10426621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 053-421-9898 従業員数 73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: 22020-10388921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 0550-89-7794 従業員数 7人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水他 二級自動車整備士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22031- 1649521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0550-89-7794 従業員数 7人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水他 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: 22031- 1651621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-37-6851 従業員数 9人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1094021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 22時間

静岡県田方郡函南町間宮３５３‐
３
【ＳｏｆｔＢａｎｋ函南】

月給

180,000円～200,000円

静岡県田方郡函南町塚本９０－４
　株式会社ステック　函南店　令
和４年６月オープン

156

携帯電話販売（Ｓｏ
ｆｔＢａｎｋ函南）

携帯電話サービスに関連する接客・コ
ンサルティング

○端末販売…携帯電話及び付属品等の
販売
○故障対応…修理以来の受付・代替機
の貸出

正社員 株式会社　サン・エレック
雇用期間の定めなし (1)10時00分～19時00

月給

190,000円～300,000円

静岡県田方郡函南町塚本９０－４
　株式会社ステック　函南店
令和４年６月オープン

155

販売スタッフ（函南
店）

店頭に来店したお客様への新車、中古
車の販売　自動車保険の案内（ノルマ
等はありません）
弊社お客様の顧客管理　ＤＭの作成　
展示車、下取り車の清掃　納車の車の
洗車等
車検、点検の車の回送

正社員 株式会社　ステック
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時15分

月給 自動車整備

200,000円～325,000円

静岡県田方郡函南町間宮５１１－
１
【函南店】

154

自動車整備（函南
店）

自動車整備士のお仕事は、車検や点検
を通してお客様の安心・安全のカーラ
イフを維持する仕事です。
お客様のニーズに対応できるよう新
車、中古車の販売を始め指定整備工
場、鈑金工場を完備、一貫した自社体
制を築いております。

正社員 株式会社　ステック
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時15分

月給

180,000円～250,000円
又は7時00分～20時00

静岡県田方郡函南町間宮５１１－
１
【エブリィビッグデー函南店】

153

フロアー担当（エブ
リィビッグデー函南
店）

店舗にて、フロアー業務を担当してい
ただきます。
・フロアー責任者（将来的に）
・食品、菓子、雑貨、酒、パン等の商
品を発注
・レジ、陳列に関する仕事
・品出し　等が主なお仕事です

正社員 株式会社　ビッグ富士
雇用期間の定めなし

月給

190,000円～330,000円
又は7時00分～20時00

静岡県田方郡函南町間宮７３６－
１　函南営業所

152

生鮮担当（エブリィ
ビッグデー函南店）

販売職（精肉・鮮魚・青果・惣菜）
・加工・陳列・パック詰め・人材育
成・仕入れ・商談・企画など

部門は希望・適性を考慮して決定

正社員 株式会社　ビッグ富士
雇用期間の定めなし

月給

182,500円～208,500円

静岡県田方郡函南町間宮６８６－３

151

営業事務（函南営業
所）

◎住宅設備機器総合販売事務所での事
務のお仕事です。
・パソコン、ＯＡ機器等を使用し、伝
票の処理業務
・接客対応、電話の応対
・営業社員のサポート、アシスタント
業務

正社員 静岡サンケイ機器株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)17時00分～2時00分

158,400円～400,000円 (3)22時00分～7時00分

静岡県田方郡函南町塚本１２１－１　中野ハイツ

150

タクシードライバー タクシー運転業務。
特徴：勤務時間はフレックスで交代勤
務無
　　　勤務時間は平均８Ｈ前後で長く
ても１０時間（数名）

内容：お客様を目的地までお送りする

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　風
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30分

212,000円～398,000円

静岡県田方郡函南町間宮７２５－１　東部工事事務所

149

電気通信工事業、電
気工事業

光ファイバーケーブルの敷設、接続工
事
ＴＶアンテナ、ＣＡＴＶ施工・保守
電話・ＬＡＮ関連設備ネットワーク工
事
ＦＴＴＨ工事施工・保守業務


正社員 株式会社　野々下電設
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時30分

月給 公共土木工事現場管
理業務経験228,000円～381,000円

静岡県田方郡函南町平井８３２－７

148

土木工事現場監督
（東部工事事務所）

一般土木工事現場管理
ＮＴＴ通信設備土木工事
現場への移動は社有車使用

【勤務範囲】
　静岡県内および他府県（関東地域ま
で出張の可能性あり）

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

月給 土木・建築関係の施
工管理見積など経験
がある方優遇

270,000円～450,000円

静岡県田方郡函南町平井８３２－７

147

施工管理技士 主に公共事業を受注し建設業を営んで
おります。
現場監督業務をしていただきます。
・パソコン（専用ソフト使用）による
見積書やＣＡＤ図等の提出書類　作成
をしていただきます。
・土木工事の施工管理（測量、現場写

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

月給

200,000円～260,000円

静岡県田方郡函南町塚本８８７－１

146

施工管理技士（見習
い）

主に公共事業を受注し建設業を営んで
おります。
現場監督の補助業務をしていただきま
す。
・パソコン（専用ソフト使用）による
見積書や提出書類の作成
・工事現場の写真撮影、測量等補助

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

年俸制 ・飲食店店舗運営経
験（店長経験のある
方大歓迎）

285,000円～285,000円
又は7時00分～20時00

静岡県伊豆市修善寺２４－３
通所介護事業所「ル・グランハー
ト修善寺」

145

タリーズコーヒー
店長・店長候補

店長／店長候補として、店内業務全般
を担う方を募集します。当社の「世界
が注目する元気なまちをつくる」、タ
リーズコーヒーの「地域社会に根ざし
たコミュニティーカフェ」を理念に、
パートアルバイトスタッフと共に、一
杯一杯心を込めて淹れたドリンクとく

正社員 交替制あり 加和太建設　株式会社
雇用期間の定めなし

月給 通所介護事業所勤務
経験者214,500円～214,500円144

管理者（ル・グラン
ハート修善寺）

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)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: 0557-37-6851 従業員数 12人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1098521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 22時間

     TEL: 055-978-7106 従業員数 8人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 3208021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 23時間

     TEL: 054-280-0066 従業員数 10人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 危険物取扱者（乙
種）

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: 22010-12023321 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 6人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 危険物取扱者（乙
種）

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: 22010-12026121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 055-974-0121 従業員数 160人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 薬剤師 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- 3291721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 055-974-0121 従業員数 160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- 3292821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 1時間

     TEL: 055-974-0121 従業員数 160人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 精神保健福祉士 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- 3294521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 055-974-1355 従業員数 130人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 社会福祉士 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- 3375621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 055-974-1355 従業員数 130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 なし

求人番号: 22050- 3378021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-974-1355 従業員数 130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 なし

求人番号: 22050- 3380521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-974-1355 従業員数 130人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 准看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 3385121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-924-5218 従業員数 8人

年　　齢: 18歳～69歳 休　　日： 他 ホームヘルパー２級 就業場所: 

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

求人番号: 22030- 4545221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-940-2411 従業員数 30人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 3342921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

静岡県函南町間宮６１７－３

時給 (2)8時30分～17時30分

167,200円～177,760円 (3)10時00分～19時00

静岡県田方郡函南町平井１６９０
－３７
　住宅型有料老人ホーム　フロー
レンス南箱根

169

介護職員【ル・ソレ
イユ間宮】

・グループホームにおける介護業務
（食事、入浴、排泄等）をして　いた
だきます。
・夜勤のできる方を募集（月１回以
上）

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　それいゆ
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 (2)9時00分～18時00分 介護施設での業務経
験者・介護関連の資
格保有者は優遇しま

175,000円～200,000円 (3)12時00分～21時00
又は6時00分～21時00

静岡県田方郡函南町平井１６９０－１３

168

有料老人ホーム介護
スタッフ（フローレ
ンス南箱根）

当社運営の住宅型有料老人ホーム「フ
ローレンス南箱根」入居者の介護およ
び生活支援全般を担当していただきま
す。
＊管理職の指示に基づき、入居者様の
生活支援を行っていただきま
す。主な業務は、体温測定や血圧測定

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　イー・ケア
雇用期間の定めなし (1)6時00分～15時00分

月給

198,000円～236,000円

静岡県田方郡函南町平井１６９０－１３

167

准看護師 ・病棟における入院患者の看護業務全
般に携わっていただきます。
・当院の看護師の仕事は、療養型の病
院での看護であり、患者様一　人ひと
りに向き合った看護を実践していただ
きます。


正社員 変形（1ヶ月単位） 医療法人新光会　伊豆平和病院
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

月給

221,000円～261,000円

静岡県田方郡函南町平井１６９０－１３

166

看護師 ・病棟における入院患者の看護業務全
般に携わっていただきます。
・当院の看護師の仕事は、療養型の病
院での看護であり、患者様一　人ひと
りに向き合った看護を実践していただ
きます。
・当院では、入院患者に対し、治療や

正社員 変形（1ヶ月単位） 医療法人新光会　伊豆平和病院
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

月給 (2)7時30分～15時30分

154,000円～181,500円 (3)11時00分～19時00

静岡県田方郡函南町平井１６９０－１３

165

介護職員 ・病棟において入院患者（高齢者・障
害者）への介護業務全般（食事介助、
おむつ交換、入浴介助、シーツ交換
等）を行っていただきます。

・夜勤は月４～５回程度あります（夜
勤できない方、応相談）。

正社員 変形（1ヶ月単位） 医療法人新光会　伊豆平和病院
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

月給 医療ソーシャルワー
カーとしての経験198,000円～236,000円

静岡県田方郡函南町平井１６９４

164

医療ソーシャルワー
カー

・病院における入退院患者の医療相談
及び各関係機関との調整業務　を行っ
ていただきます。

正社員 医療法人新光会　伊豆平和病院
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

月給

203,000円～239,000円

静岡県田方郡函南町平井１６９４

163

精神保健福祉士（常
勤）

・精神保健福祉法における相談支援業
務や日常生活支援
・各種申請手続業務
・訪問看護業務
・その他関連業務

◎当院の特徴として、１人の患者さん

正社員 医療法人新光会　伊豆函南病院
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

月給 (2)16時30分～9時30分

154,000円～181,500円

静岡県田方郡函南町平井１６９４

162

看護助手 病棟において、看護師の補助業務に従
事してもらいます。
主に患者さんの日常生活の介助（食
事・入浴・排泄・シーツ交換等）を行
います。
就業時間は（１）～（２）の交代制。
※（２）は月４～５回程度、夜勤明け

正社員 変形（1ヶ月単位） 医療法人新光会　伊豆函南病院
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

月給 調剤業務経験者優遇

250,000円～311,000円

静岡県田方郡函南町塚本６０９－
２
サガミシ－ド（株）セルフ伊豆中
央道ＳＳ

161

薬剤師 ・入院、外来調剤業務
・服薬指導
・薬剤管理
・医薬品情報収集
・その他関連業務


正社員 変形（1ヶ月単位） 医療法人新光会　伊豆函南病院
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

月給

186,000円～214,500円
又は0時00分～23時59

静岡県田方郡函南町肥田５０－１
サガミシ－ド（株）函南ＳＳ

160

ガソリンスタンドス
タッフ／函南町塚本

・接客業務（給油、洗車）
・開店、閉店、清算業務
・各種カード案内
・整備業務（オイル交換等の軽整備）

＊危険物、整備士資格取得制度あり
＊未経験者歓迎（簡単な業務から親切

正社員 変形（1年単位） サガミシード　株式会社　本部
雇用期間の定めなし

月給

186,000円～214,500円
又は7時00分～22時00

静岡県田方郡函南町肥田４７６

159

ガソリンスタンドス
タッフ／函南町肥田

・接客業務（給油、洗車）
・開店、閉店、清算業務
・各種カード案内
・整備業務（オイル交換等の軽整備）

＊危険物、整備士　資格取得制度あり
＊未経験者歓迎（簡単な業務から親切

正社員 変形（1年単位） サガミシード　株式会社　本部
雇用期間の定めなし

月給

198,776円～245,547円

静岡県田方郡函南町問宮３２９‐
６
【ａｕショップ函南】

158

ルート営業 ＊メディカルアドバイザーとして、当
社の配置薬（置き薬）をご利　用いた
だいているご家庭や企業を定期訪問
し、ご使用いただいた　分の集金と補
充を行います。
・その際、お客様の健康相談にのり、
ニーズに合わせた商品説明や　健康補

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　富士薬品　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

180,000円～200,000円157

携帯電話販売（ａｕ
ショップ函南）

携帯電話サービスに関連する接客・コ
ンサルティング

○端末販売…携帯電話及び付属品等の
販売
○故障対応…修理以来の受付・代替機
の貸出

正社員 株式会社　サン・エレック
雇用期間の定めなし (1)10時00分～19時00
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年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: 055-940-2411 従業員数 50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- 3344021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 4時間

     TEL: 055-940-2411 従業員数 30人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 3353721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 055-940-2411 従業員数 50人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝 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- 3354821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 055-955-7776 従業員数 27人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030- 4321021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-991-2823 従業員数 0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- 3433721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10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: 0557-55-9140 従業員数 1人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1003721 各種保険： 雇用・労災 月平均 10時間

     TEL: 0557-36-8881 従業員数 10人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝 一級建築士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1110521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-36-8881 従業員数 10人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝 二級建築士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1111421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-36-8881 従業員数 10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： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1112321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-53-1543 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 １級土木施工管理技
士

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり ２級土木施工管理技士

求人番号: 22052-  996021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 40時間

     TEL: 0557-37-3418 従業員数 19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 なし ２級土木施工管理技士

求人番号: 22052- 1005221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-37-3418 従業員数 19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: 22052- 1006521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県伊東市竹の台６－１５

月給

207,900円～300,300円

静岡県伊東市竹の台６－１５

182

土木作業員　◆急募
◆

官公庁または民間の土木工事をする仕
事です。
重機やダンプの運転をしていただくこ
ともあります。

※会社に出社後、社有車で現場に向か
います。

正社員 変形（1年単位） 株式会社　堀口組
雇用期間の定めなし (1)7時30分～17時00分

月給

240,000円～410,000円

静岡県伊東市八幡野字二タ塚１１１０－３６

181

土木技術者（土木施
工管理技士）

官公庁または民間の土木工事を主とし
て、工事監修・資料の作成・積算など
を行う仕事です。

※現場は伊東を中心の東部地域となり
ます。


正社員 変形（1年単位） 株式会社　堀口組
雇用期間の定めなし (1)7時30分～17時00分

月給 土木・舗装工事現場
での現場監督経験220,000円～373,000円

静岡県伊東市川奈１２５７－７４
【アイフルホーム伊東店】

180

土木技術員（施工管
理）

世紀東急工業株式会社伊東営業所配属
として、
主に下記のような業務に携わっていた
だきたいと考えております。

・主に工事現場の施工管理に関するサ
ポート

正社員以外 世紀東急工業株式会社　伊東営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

月給 木造住宅の現場監理
経験、大工経験あれ
ば尚可

205,000円～290,000円

静岡県伊東市川奈１２５７－７４
【アイフルホーム伊東店】

179

工務監督（アイフル
ホーム伊東店）

アイフルホーム伊東店において、戸建
木造注文住宅の設計・施工管理を担当
していただきます。
　
※ＣＡＤ研修・工務研修等、本部研修
制度が有ります。


正社員 変形（1年単位） 塩地総合開発　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時00分

月給 木造住宅の現場監
理、建築確認申請業
務の経験あれば尚可

215,000円～350,000円

静岡県伊東市川奈１２５７－７４
【アイフルホーム伊東店】

178

二級建築士（アイフ
ルホーム伊東店）

アイフルホーム伊東店において、戸建
木造注文住宅の設計・施工管理・建築
確認申請業務を担当していただきま
す。
　
※ＣＡＤ研修・工務研修等、本部研修
制度が有ります。

正社員 変形（1年単位） 塩地総合開発　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時00分

月給 木造住宅の現場監
理、建築確認申請業
務の経験あれば尚可

300,000円～400,000円

静岡県伊東市八幡野１３４４－２７

177

一級建築士（アイフ
ルホーム伊東店）

アイフルホーム伊東店において、戸建
木造注文住宅の設計・施工管理・建築
確認申請業務を担当していただきま
す。
　
※ＣＡＤ研修・工務研修等、本部研修
制度が有ります。

正社員 変形（1年単位） 塩地総合開発　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時00分

日給

168,000円～210,000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

176

庭木の剪定、刈込、
草刈、伐採及び特殊
伐採　◆急募◆

・森林の木や枝の伐採
・特殊伐採
（重機を使用せず高所での作業：
チェーンソー等使用）
・草刈り
・草や伐採品の廃棄処分
・庭木の剪定、刈込み・伐採

正社員 Ｏｕｔｄｏｏｒ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　２０８
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

180,000円～240,000円

静岡県田方郡函南町肥田４１５ー１

175

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 ＰＬＣ経験者

250,000円～400,000円

静岡県田方郡函南町間宮７３４－３　ル・グランガーデン函南

174

設備保全業務 〇設備保全業務を担当して頂きます！
⇒設備テーマに基づく工程改善、維持
メンテナンスの内容調査、設備設計、
組立、調整、バリデーション、ドキュ
メント作成　など

☆★ＰＬＣの経験者優遇させて頂きま

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)8時15分～17時15分

月給 サービス提供責任者
としての業務経験
（介護事業所管理経

300,000円～300,000円

静岡県田方郡函南町間宮７６０－１

173

施設長候補（ル・グ
ランガーデン函南）

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

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

時給

215,040円～225,120円

静岡県函南町間宮７６０－１

172

介護支援専門員
【ル・ソレイユ函
南】

介護支援専門員業務は下記の通りです

・介護支援業務
・ケアプラン作成
・利用者宅の定期的な訪問等
・インテーク面接、相談業務
・訪問先は函南町周辺が中心で社有車

正社員以外 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

時給 (2)8時30分～17時30分

167,200円～177,760円 (3)11時00分～20時00

静岡県田方郡函南町間宮７６０－１

171

介護職員【ル・ソレ
イユ函南】

・グループホームにおける介護業務
（食事、入浴、排泄等）をして　いた
だきます。
・夜勤のできる方を募集（月１回以
上）

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　それいゆ
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

時給 (2)8時30分～17時30分

167,200円～177,760円 (3)10時00分～19時00170

介護職員【小規模多
機能ホーム】

【ル・ソレイユ函南事業所の求人で
す】

◆「通い」「訪問」「宿泊」の３サー
ビスをお客様のご希望に合わせて行い
ます。入浴、食事、レクリエーション
等を通し、有意義な時間を過ごして頂

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　それいゆ
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

14/20



【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: 0557-37-2361 従業員数 8人

年　　齢: 59歳以下 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: 22052- 1061821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-37-8866 従業員数 8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: 22052- 1028021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-53-5557 従業員数 141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: 22052- 1044721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-53-5557 従業員数 141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: 22052- 1045821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-53-5557 従業員数 141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: 22052- 1046221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-53-5557 従業員数 119人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1047521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0557-53-5557 従業員数 119人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1048421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0557-53-5557 従業員数 121人

年　　齢: 不問 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: 22052- 1049321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-53-1111 従業員数 45人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1109721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 12時間

     TEL: 055-975-1315 従業員数 0人

年　　齢: 18歳～45歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 3273121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 052-823-0211 従業員数 9人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 日祝他 大型自動車免許 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: 23030- 9269221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 30時間

     TEL: 0557-37-6851 従業員数 9人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1095721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 22時間

     TEL: 0557-37-6851 従業員数 22人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1099421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 22時間

静岡県伊東市広野３‐４‐４
【ドコモショップ伊東店】

月給

180,000円～200,000円

静岡県伊東市川奈１２５７‐１１
７
【ＳｏｆｔＢａｎｋ伊東川奈】

195

携帯電話販売（ドコ
モショップ伊東店）

携帯電話サービスに関連する接客・コ
ンサルティング
○端末販売…携帯電話及び付属品等の
販売
○故障対応…修理以来の受付・代替機
の貸出
○相談応対…プラン見直しや機種決

正社員 株式会社　サン・エレック
雇用期間の定めなし (1)10時00分～19時00

月給

180,000円～200,000円

静岡県伊東市川奈１２５７－９４　伊東サービスセンター

194

携帯電話販売（Ｓｏ
ｆｔＢａｎｋ伊東川
奈）

携帯電話サービスに関連する接客・コ
ンサルティング

○端末販売…携帯電話及び付属品等の
販売
○故障対応…修理以来の受付・代替機
の貸出

正社員 株式会社　サン・エレック
雇用期間の定めなし (1)10時00分～19時00

月給

170,000円～270,000円

静岡県伊東市鎌田７６７－１０

193

トラック・バスの整
備

トラック・バスの車検、定期点検、一
般整備を担当していただきます。
最初のうちは、戸惑うこともあろうか
とは思われますが、丁寧に指導させて
頂くことと、新人研修としてメカニッ
ク１年目研修で、スキルアップが図れ
ます。

正社員 変形（1ヶ月単位） 三菱ふそうトラック・バス　株式会社　東海ふそう
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

220,000円～280,000円
又は10時00分～21時30

静岡県伊東市八幡野１１８３－２　他

192

★新規オープンのス
テーキ店★ホール・
キッチン等

【主なお仕事内容】
・店内でのホール接客
・キッチンでの調理
・食材や店舗資材の発注・在庫管理
など

正社員 交替制あり 株式会社　北海物産
雇用期間の定めなし

時給

163,400円～163,400円
又は7時00分～21時00

静岡県伊東市赤沢字浮山１７０－
２
赤沢温泉郷日帰り温泉館

191

ステーションサービ
ススタッフ

駅配属　列車旅客案内、出改札、切符
の発売等
車掌登用試験合格後、正社員（列車乗
務員）
○お客様からの問い合わせ等に対応
し、鉄道の利用をサポートします。
○窓口において、乗車券類の販売、お

正社員以外 交替制あり 伊豆急行株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～17時40分

月給

175,000円～265,000円
又は11時30分～22時00

静岡県伊東市赤沢１６３－１
　赤沢温泉郷内

190

【契約社員】タイ古
式マッサージスタッ
フ（赤沢温泉郷勤
務）

指圧とストレッチを組み合わせたタイ
古式マッサージの施術を行います。

★タイ風のインテリアとアロマの香り
に包まれたサロンで、
　お客様に極上の癒しを提供してくだ
さい。

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ディーエイチシー
赤沢温泉郷雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)12時00分～20時30

時給

172,500円～207,000円
又は8時30分～22時00

○赤沢温泉ホテル（伊東市赤沢浮山１６３－１）

189

日帰り温泉館レスト
ランスタッフ【フル
タイムアルバイト】

ＤＨＣが運営する日帰り温泉館レスト
ランにおける接客のお仕事です。
○席へのご案内
○オーダーを取り料理や飲み物の提
供、片付け
○精算
○テーブルセッティングや清掃、等

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ディーエイチシー
赤沢温泉郷雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)12時30分～21時00

時給 (2)12時00分～20時30

172,500円～207,000円
又は8時00分～21時30

静岡県伊東市赤沢字浮山１６３－１

188

日帰り温泉館受付ス
タッフ【フルタイム
アルバイト】

『赤沢日帰り温泉館』における受付業
務
・接客対応
・精算業務
・電話対応
・貸切風呂やタイ古式マッサージの予
約受付

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ディーエイチシー
赤沢温泉郷雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～17時30分

月給 (2)11時00分～19時30 エステティシャン、
セラピスト、ボディ
マッサージ経験者

175,000円～265,000円
又は8時30分～21時00

静岡県伊東市八幡野１７５４－１
１４－４
海洋深層水　赤沢スパ

187

（契）エステティ
シャン（海洋深層水
赤沢スパ）

ボディ・フェイシャルの施術、接客、
カウンセリング、受付などの仕事で
す。　

お花に囲まれた店内でお客様を綺麗に
しながら、ご自身も高度な技術を身に
付けることができます。

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ディーエイチシー
赤沢温泉郷雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時00分

日給 (2)12時00分～20時30

172,500円～207,000円
又は8時30分～20時30

静岡県伊東市赤沢字浮山１６３－１

186

ショップ販売員（海
洋深層水「赤沢ス
パ」）フルアルバイ
ト

ＤＨＣショップでのおしごとです。
お客様のお肌に合った基礎化粧品を選
んだり健康食品など、主に接客・販売
業務をお任せ致します。
また季節ごとに店舗運営（ＰＯＰ・
ディスプレイ）などを
お願いします。

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ディーエイチシー
赤沢温泉郷雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～17時30分

月給 (2)12時00分～20時30

175,000円～265,000円
又は8時30分～21時00

静岡県伊東市内　各店舗
（御菓子処梅家伊東店・湯の花
店・伊豆高原店）

185

ショップ販売員（海
洋深層水「赤沢ス
パ」）契約社員

ＤＨＣショップでのおしごとです。
お客様のお肌に合った基礎化粧品を選
んだり健康食品など、主に接客・販売
業務をお任せ致します。
また季節ごとに店舗運営（ＰＯＰ・
ディスプレイ）などを
お願いします。

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ディーエイチシー
赤沢温泉郷雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～17時30分

時給 (2)10時00分～18時00

158,976円～158,976円 (3)9時00分～17時00分

静岡県伊東市寿町３－４

184

販売 和菓子・洋菓子の販売
○接客（お客様案内・商品説明）
○詰め合わせの梱包作業
○会計
○工場への発注業務（ＰＣ作業無し）
○電話対応
○店内清掃　等

正社員以外 交替制あり 株式会社　梅家
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時00分

月給 【あると活かせる経
験】
電気工事の経験、エ

200,000円～260,000円183

電気工事士（現場作
業員、または現場管
理職）

【電気工事・空調工事に関わる作業全
般】
一般住宅・店舗・ホテル・公共施設な
どの電気配線や照明器具取付け、空調
機器取付工事などの現場作業を行いま
す。


正社員 株式会社　小川電気商会
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: 055-939-5020 従業員数 10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 あり

求人番号: 22030- 4537221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-939-5020 従業員数 6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: 22030- 4538521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-972-9488 従業員数 2人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝 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- 3249021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-35-9158 従業員数 12人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水木他 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- 1076121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-35-9158 従業員数 7人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 一級建築士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし 二級建築士

求人番号: 22052- 1077021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 ２級建築施工管理技士

     TEL: 0557-35-9158 従業員数 2人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 木他 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: 22052- 1081321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-35-9158 従業員数 7人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 月木 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22052- 1082621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-35-9158 従業員数 12人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 1083921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-51-2200 従業員数 18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: 22052- 1069021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 5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: 13080-33972721 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 5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: 13080-33976421 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 5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: 13080-34047621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 054-288-0788 従業員数 2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: 22010-12773821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 12時間

静岡県伊東市岡１２８０

月給 (2)8時30分～18時00分 警備業（アルバイト
でも構いません。現
場勤務経験のある方

205,000円～350,000円
又は9時00分～21時00

静岡県伊東市湯川３ー１１ー２
サンタイビル１階
当社：伊東駅前店

208

警備職および隊員管
理（候補）

・各種イベントの警備
・施設巡回警備
・道路工事等に伴う歩行者の誘導
上記業務を身に付けた後、
警備スタッフの採用や管理・教育な
ど、キャリアを積んでいっていただき
ます。

正社員 交替制あり 株式会社　トゥ－・ワンプロモ－ション
雇用期間の定めなし (1)9時30分～19時00分

月給 接客経験

215,000円～300,000円

静岡県伊東市湯川３－１１－２
サンタイビル２階
当社：伊東駅前店

207

営業事務／伊東駅前
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

250,000円～350,000円

静岡県伊東市湯川３－１１－２
サンタイビル２階
当社：伊東駅前店

206

リゾート物件　紹介
アドバイザー／伊東
市

リゾート物件の紹介をするアドバイ
ザー

未経験歓迎
反響営業
売りたいリゾート物件をお預かりし
買いたい方へつなげるプロのアドバイ

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～400,000円

静岡県伊東市富戸１３１７‐２５
４８（大室高原９－６８５）
　伊豆大室高原別荘地管理センタ
一

205

不動産売買仲介営業
／伊東駅前店

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！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ます
～ある１日の流れ～
★出社、朝礼

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

180,000円～189,000円

静岡県伊東市玖須美元和田７１６－４６１

204

一般事務 水道（私営）事務に関わるお仕事で
す。
〇水道料金関係（請求書作成、銀行自
動振替依頼、入金確認）
〇電話応対、来客対応
〇名義変更
〇書類および台帳作成（名義変更、配

正社員 伊豆総合産業　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給

180,000円～180,000円

静岡県伊東市湯川４丁目１０－８
【湯川支店】

203

事務員 ○データ入力　
○電話及び来客者の対応
○書類の整理・文書作成
○営業補助
○郵便物の発送・管理、等

※場合により、車での外出用務あり。

正社員 株式会社　さくらパートナーズ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

180,000円～180,000円

静岡県伊東市宇佐美１６６１ー１
１　エステビル
【Ｓａｋｕｒａ　Ｒａｐｐｏｒｔ
Ｂｅａｕｔｅ　伊豆伊東店】

202

運転手 〇旅館業運営による送迎（予約時に近
隣県等に送迎）

その他、当社事業に関わる業務を行っ
ていただきます。
〇管理物件の入居者様の送迎
○賃貸物件への送迎（物件に関する説

正社員 株式会社　さくらパートナーズ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

220,000円～220,000円

静岡県伊東市湯川４丁目１０－８
【湯川支店】

201

エステティシャン
（セラピスト）

新規出店準備のため、スタッフ急募！
未経験の方大歓！
さくらパートナーズが運営するエステ
サロン『Ｓａｋｕｒａ　Ｒａｐｐｏｒ
ｔ　Ｂｅａｕｔｅ　伊豆伊東店』のセ
ラピスト募集です。
サロンでの接客から、フェイシャル・

正社員 株式会社　さくらパートナーズ
雇用期間の定めなし (1)11時00分～20時00

月給 ※経験者優遇

250,000円～400,000円

本　社：静岡県伊東市玖須美元和
田７１６－４６１
函南店：静岡県田方郡函南町間宮
３５０－１０

200

現場監督（施工管
理）【建築部】

建設部にて施工管理を担当して頂きま
す。
○工程管理、安全管理、品質管理
○定期的な現場巡回
○見積もり作成（専用ソフト）　等
※社用車使用

正社員 株式会社　さくらパートナーズ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

240,000円～300,000円

静岡県伊東市銀座元町６番１１号　　　　　　　　　　　　　　　アクサ生命保険株式会社　静岡支社　三島営業所　伊東分室

199

営業全般（伊東店・
函南店）

不動産業務に関わるお仕事です。
〇賃貸物件のご案内
〇土地、建物の売買、仲介物件の事務
処理
〇駐車場の賃借の対応
〇事務所にて電話対応、接客、お茶出
しなど

正社員 株式会社　さくらパートナーズ
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

静岡県伊東市宇佐美１９３６－２
９
アイン薬局　宇佐美店

198

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 (2)8時30分～13時30分

162,000円～260,000円 (3)8時30分～16時00分

静岡県伊東市八幡野９６７－１９
アイン薬局　伊豆高原店

197

調剤薬局の医療事務
（アイン薬局　宇佐
美店）

アインホールディングスの調剤薬局で
の医療事務です。
具体的には、受付や処方入力、会計、
レセプト業務、患者さま対応などをお
願いします。
また、医療用医薬品の在庫管理や待合
室の環境整備などもスキルに応じて担

正社員 変形（1ヶ月単位） 専修学校・短大卒以
上

株式会社アインファーマシーズ　静岡支店
雇用期間の定めなし (1)8時30分～20時00分

月給 (2)8時00分～17時30分

162,000円～260,000円196

調剤薬局の医療事務
（アイン薬局　伊豆
高原店）

アインホールディングスの調剤薬局で
の医療事務です。
具体的には、受付や処方入力、会計、
レセプト業務、患者さま対応などをお
願いします。
また、医療用医薬品の在庫管理や待合
室の環境整備などもスキルに応じて担

正社員 変形（1ヶ月単位） 専修学校・短大卒以
上

株式会社アインファーマシーズ　静岡支店
雇用期間の定めなし (1)8時00分～18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: 0557-36-6820 従業員数 140人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22052- 1084121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-36-6820 従業員数 140人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 1085021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-36-6820 従業員数 140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 なし

求人番号: 22052- 1086721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-16438821 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: 13090-16460721 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: 13090-16542221 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: 13090-16607321 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: 13090-16610721 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: 13090-16686021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-16724021 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: 13090-16868621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-16945521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0557-36-6820 従業員数 140人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 ８トン限定中型自動
車免許

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22052- 1008321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県伊東市岡２８１

時給 経験者希望

172,000円～172,000円

静岡県伊東市寿町２－４
（伊東園ホテル別館）

221

マイクロバス運転手 ○マイクロバスによる駅、海水浴場等
市内への送迎
〇ホテル内駐車場での自家用車の誘導
○車輌管理など


正社員以外 株式会社　聚楽
『伊東ホテルジュラク』雇用期間の定めなし (1)9時00分～18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

静岡県伊東市寿町１－１
伊東園ホテル松川館

220

【全国転勤】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

静岡県伊東市松川町１－１２
（伊東園ホテル）

219

【全国転勤】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 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１－１
伊東園ホテル松川館

218

【全国転勤】ホテル
支配人候補（伊東園
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 調理実務経験３年以
上が目安352,880円～352,880円

静岡県伊東市寿町２－４
伊東園ホテル別館

217

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

静岡県伊東市松川町１－１２
（伊東園ホテル）

216

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

静岡県伊東市寿町１－１
伊東園ホテル松川館

215

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

静岡県伊東市寿町２－４
伊東園ホテル別館

214

全国転勤／ホテル施
設管理長候補／伊東
園ホテル松川館

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

静岡県伊東市松川町１－１２
（伊東園ホテル）

213

全国転勤／ホテル施
設管理長候補／伊東
園ホテル別館

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

静岡県伊東市岡２８１

212

全国転勤／ホテル施
設管理長候補／伊東
園ホテル

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 ホテル業の経験あれ
ば尚可180,000円～250,000円

又は6時00分～23時00

静岡県伊東市岡２８１

211

接客業務全般【正社
員】

●フロント、レストラン、ロビーラウ
ンジ、ショッピングセンター、予約受
付などの接客全般を月間シフト内に交
代制で行います。

○試用期間中の判断により、適正に応
じたメイン業務とサブ業務を決定しま

正社員 変形（1年単位） 株式会社　聚楽
『伊東ホテルジュラク』雇用期間の定めなし

時給 ※未経験者歓迎

163,400円～163,400円

静岡県伊東市岡２８１

210

調理見習い 調理全般（和食・中華）を料理長の指
示で行います。
　○料理の盛り付け
　○バイキング形式のレストランにお
いて、寿司・天ぷら等の
　　ライブ調理（お客様の目の前で行
う調理）および接客対応

正社員以外 変形（1年単位） 株式会社　聚楽
『伊東ホテルジュラク』雇用期間の定めなし (1)6時00分～21時00分

時給 経験者希望

180,600円～223,600円
又は6時00分～21時00

209

調理スタッフ ○調理全般（和食中心）
○バイキング形式のレストランにおい
ての調理
　（寿司、天ぷら、ビザ、ステーキ
など）
〇接客応対
○調理場の片づけ等

正社員以外 変形（1年単位） 株式会社　聚楽
『伊東ホテルジュラク』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: 0557-36-6820 従業員数 140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 なし

求人番号: 22052- 1009621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 110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- 1010021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 110人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 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- 1011721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 128人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1012821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 128人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1013221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 128人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1014521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 128人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1016321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 110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 あり

求人番号: 22052- 1017621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 128人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1018921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 128人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1019121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 8時間

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 110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: 22052- 1020821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 8時間

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 110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: 22052- 1021221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 128人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1022521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

『ホテルサンハトヤ』（静岡県伊東市湯川５７２－１２）

月給 (2)16時00分～21時30

184,400円～204,400円
又は6時30分～21時30

静岡県伊東市岡１３９１

234

ホールスタッフ【ホ
テルサンハトヤ】

○食事会場の準備・接客及び什器の管
理

○調理場パートの管理・調整

○調理場・営業との連絡


正社員 変形（1年単位） 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めなし (1)6時30分～10時00分

月給 (2)16時00分～21時30

184,400円～204,400円
又は6時30分～21時30

『ハトヤホテル』

233

ホールスタッフ【ハ
トヤホテル】

○食事会場の準備・接客及び什器の管
理

○調理場パートの管理・調整

○調理場・営業との連絡


正社員 変形（1年単位） 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めなし (1)6時30分～10時00分

月給 (2)12時00分～22時00

194,400円～204,400円

静岡県伊東市湯川５７２－１２
ホテルサンハトヤ

232

フロント係【ハトヤ
ホテル】

フロント接客対応
○チェックイン、チェックアウト対
応、精算
○お客様のご案内
○お客様のお見送り
○電話やインターネットによる予約受
付

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

月給 (2)12時00分～22時00

194,400円～204,400円

静岡県伊東市湯川５７２－１２
　ホテルサンハトヤ

231

フロント係【ホテル
サンハトヤ】

フロント接客対応
○チェックイン、チェックアウト対
応、精算
○お客様のご案内
○お客様のお見送り
○電話やインターネットによる予約受
付

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

月給 (2)16時00分～21時00

194,400円～204,400円

静岡県伊東市岡１３９１

230

売店【ホテルサンハ
トヤ】

『ホテルサンハトヤ』内の売店での業
務全般です。
○土産物の販売、接客対応、レジ
○商品の仕入れ発注
○売店の掃除、整理整頓、等

正社員 変形（1年単位） 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めなし (1)8時30分～10時40分

月給 (2)8時00分～18時00分 営業経験

220,000円～220,000円
又は9時00分～21時00

静岡県伊東市湯川５７２－１２
サンハトヤホテル

229

営業部員【ハトヤホ
テル】

○予約の問い合わせ等の電話応対
○旅行会社や企業、お得意様などを回
る営業活動
○団体旅行・社員旅行・研修旅行等の
お客様との打ち合わせ、
　見積もり作成、予約管理等の業務
○現場スタッフとの打ち合わせ・準備

正社員 変形（1年単位） 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めなし (1)7時30分～17時30分

月給 (2)8時00分～18時00分 営業経験

220,000円～220,000円
又は9時00分～21時00

『ホテルサンハトヤ（静岡県伊東
市湯川５７２－１２）』
　内　予約センター

228

営業部員【ホテルサ
ンハトヤ】

○予約の問い合わせ等の電話応対
○旅行会社や企業、お得意様などを回
る営業活動
○団体旅行・社員旅行・研修旅行等の
お客様との打ち合わせ、
　見積もり作成、予約管理等の業務
○現場スタッフとの打ち合わせ・準備

正社員 変形（1年単位） 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めなし (1)7時30分～17時30分

月給 (2)9時00分～19時00分

214,400円～214,400円

静岡県伊東市湯川５７２－１２
ホテルサンハトヤ

227

予約センター業務
【ホテルサンハト
ヤ】

『ホテルサンハトヤ』内予約センター
における業務です。
○予約の問い合わせ等の電話応対
○台帳管理
○パソコン入力、等

※状況によりフロント業務の補助をす

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

月給

214,400円～214,400円
又は7時30分～18時00

静岡県伊東市湯川５７２－１２
ホテルサンハトヤ

226

経理【ホテルサンハ
トヤ】

○伝票集計・整理
○現金レジの締め
○請求書の支払い等の現金出納業務

※パソコン使用（エクセル初級程度）

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

月給 (2)12時00分～22時00

214,400円～214,400円
又は8時00分～22時00

静岡県伊東市岡１３９１
ハトヤホテル

225

総務・庶務【ホテル
サンハトヤ】

総務及び庶務業務全般を行います。
○給与計算
○労務管理
　入社時間・退社時間等の管理
　パート・アルバイトの管理
　労働保険・社会保険などの事務手続
き

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

月給 (2)12時00分～22時00

214,400円～214,400円
又は8時00分～22時00

『ハトヤホテル』

224

総務・庶務【ハトヤ
ホテル】

総務及び庶務業務全般を行います。
○給与計算
○労務管理
　入社時間・退社時間等の管理
　パート・アルバイトの管理
　労働保険・社会保険などの事務手続
き

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

月給

214,400円～214,400円
又は7時30分～18時00

静岡県伊東市岡２８１

223

経理【ハトヤホテ
ル】

○伝票集計・整理
○現金レジの締め
○請求書の支払い等の現金出納業務

※パソコン使用（エクセル初級程度）

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

月給 煮方・刺し場経験者

200,000円～300,000円
又は6時00分～21時00

222

調理スタッフ ○調理全般（和食中心）
○バイキング形式のレストランにおい
ての調理
　（寿司、天ぷら、ビザ、ステーキ
など）
〇接客応対
○調理場の片づけ

正社員 変形（1年単位） 株式会社　聚楽
『伊東ホテルジュラク』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: 0557-38-6100 従業員数 128人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1023421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 110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： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 1024321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 128人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1025621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 240人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 第二種電気工事士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 危険物取扱者（乙種）

求人番号: 22052- 1026921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 128人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 1027121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 0557-44-2111 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: 22052- 1053821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-44-2111 従業員数 19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: 22052- 1054221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-37-4131 従業員数 64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: 22052- 1056421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-32-0300 従業員数 81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: 22052- 1060721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 03-5839-2607 従業員数 5人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 食品衛生責任者 就業場所: 

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

求人番号: 13120- 8261221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0545-67-1083 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: 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: 22100- 4142121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0557-48-1443 従業員数 28人

年　　齢: 18歳～61歳 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

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

求人番号: 22052- 1075921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0557-48-1443 従業員数 23人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 土日他 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 なし

求人番号: 22052-  997721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県伊東市宇佐美１９３６－２
【福祉センター　ナースの森】

月給

180,000円～320,000円

静岡県伊東市川奈１２５７－２０
【住宅型有料老人ホーム　ナース
の森】

247

福祉用具専門相談員 ★【福祉用具専門相談員　増員の募集
です。将来幹部候補】★
ご利用者様や家族の方に自宅で安心し
て過してもらえる様にベッド・車い
す・ポータブルトイレ等の福祉用具の
アドバイスをしてレンタルや販売へ繋
げて頂くお仕事。

正社員 株式会社　訪問看護ステーション・ナースの森
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

213,000円～368,000円 (3)16時00分～9時00分

静岡県伊東市岡１２９３－３

246

介護職員【住宅型有
料老人ホーム　ナー
スの森】

●令和４年４月にオープンした「住宅
型有料老人ホーム　ナースの森」での
業務です。


○施設内の生活介助、身体介助　等


正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　訪問看護ステーション・ナースの森
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 (2)8時30分～17時30分 介護職の実務経験
あれば尚可
＊年数やサービス形

190,000円～255,750円 (3)11時00分～20時00

静岡県伊東市湯川１－８－６　２
Ｆ
漁港直送　さかなや道場　伊東駅
前店

245

介護職（グループ
ホームわかば）

グループホームで生活しているご利用
者様の
日常生活の介助業務をお任せ致しま
す。
・食事、入浴、排せつなどの生活介助
全般
・お掃除やお洗濯などのご利用者様が

正社員 変形（1ヶ月単位） 医療法人財団　百葉の会
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～0時00分 飲食店で勤務経験あ
る方大歓迎210,000円～230,000円 (3)17時00分～2時00分

静岡県伊東市岡２０３

244

飲食店　店舗スタッ
フ／伊東市／さかな
や道場

★時間と鮮度にこだわって仕入れた旬
の魚を、刺身をはじめ素材を　活かし
た料理で提供する業態です。
★ホール内での業務及びキッチン内の
業務を担当していただきます
・お客様のご案内、注文取り、レジ業
務

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

月給 和食調理の経験者、
優遇します。300,000円～400,000円

静岡県伊東市広野２丁目２番５号

243

調理部 調理部において、会席料理の調理及び
盛り付けを行います。
（お食事はお部屋出し）
料理長の指示のもと、
食材の準備～仕込み～調理（主に和
食）～盛り付け～片付けなどを行いま
す。

正社員 変形（1年単位） 株式会社　大和館　　
【青山やまと】雇用期間の定めなし (1)6時00分～19時00分

月給 (2)6時00分～20時00分 調理業務経験のある
方223,080円～253,500円

静岡県伊東市吉田９０１－７５
伊豆高原温泉　森の泉

242

調理業務 旅館内調理場にて調理業務全般を行い
ます
○仕込み
○調理
○盛り付け
○料理の運搬
○調理場内の清掃・片付け

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 高校卒業程度 伊東リゾ－トサ－ビス株式会社
「伊東小涌園」・「伊東緑涌」雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)5時30分～20時00分

月給 人柄や意欲を重視し
た採用を心がけてい
ます！以下の経験を

215,000円～255,000円
又は7時00分～21時00

静岡県伊東市吉田９０１－７５
　伊豆高原温泉　森の泉

241

サービススタッフ
【森の泉】

■フロント業務
・お客様のお出迎え、お見送り
・チェックイン、チェックアウト
・館内説明、周辺観光のご案内
・お電話での予約対応等
■レストラン業務
・食事処のセット、片付け、

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　女将塾
『伊豆高原温泉　森の泉』　『伊東温泉
久遠』

雇用期間の定めなし

月給 人柄や意欲を重視し
た採用を心がけてい
ます！以下の経験を

244,000円～344,000円
又は7時00分～21時00

静岡県伊東市湯川５７２－１２
　ホテルサンハトヤ

240

温泉旅館のマネー
ジャー候補【伊豆高
原温泉　森の泉】

温泉旅館の運営業務全般となります。
チェックイン・アウト、お食事提供、
電話・メールでの予約受付などの基本
業務から、マネージャーとして業務効
率化、パートスタッフの教育などリー
ダーとして施設運営をサポートして頂
きます。本社による集客、経理、労務

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　女将塾
『伊豆高原温泉　森の泉』　『伊東温泉
久遠』

雇用期間の定めなし

月給

194,400円～214,400円

『ハトヤホテル』（伊東市岡１３９１）

239

芸能部【ホテルサン
ハトヤ】

美術、大道具係のアシスタント
　　　　　　　
○舞台装置等美術スタッフとしての補
助　　　　　　　
○芸能に係わる舞台照明等のアシスト

○道具等の片付け、運搬作業（軽ト

正社員 変形（1年単位） 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めなし (1)16時30分～22時00

月給 (2)13時30分～22時30 設備経験のある方

240,000円～240,000円

『ホテルサンハトヤ』内　「大漁
苑」
（静岡県伊東市湯川５７２－１
２）

238

設備管理（施設課：
経験者）【ハトヤホ
テル】

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

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

月給

184,400円～194,400円

静岡県伊東市岡１３９１
『ハトヤホテル』

237

大漁苑ホールスタッ
フ【ホテルサンハト
ヤ】

『ホテルサンハトヤ』内「大漁苑」の
ホールスタッフの仕事です。
○会場の準備
○配膳
○お客様の対応（飲み物のオーダーを
取るなど）
○片づけ

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

月給

184,400円～210,000円

静岡県伊東市湯川５７２－１２
サンハトヤホテル

236

和食調理（見習い
可）【ハトヤホテ
ル】

調理長の指示のもと和食調理全般の仕
事です。

○仕込み・調理・清掃　等

※食材の運搬に軽トラックの運転業務
（ＭＴ車）もあります

正社員 変形（1年単位） 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めなし (1)6時00分～20時00分

月給 (2)15時00分～21時00

250,000円～250,000円 (3)16時30分～21時30
又は7時00分～21時30

235

部屋係【ホテルサン
ハトヤ】

○お客様のお出迎え、ご案内

○夕食・朝食等の接客対応
　（概ね、お食事処における対応とな
ります）

○お部屋の準備、等

正社員 変形（1年単位） 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めなし (1)7時00分～10時50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: 0557-45-0509 従業員数 48人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052-  999221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0557-32-5010 従業員数 17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 介護支援専門員（ケアマネージャー）

求人番号: 22050- 3488621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0557-32-5010 従業員数 17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- 3489921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0557-51-0888 従業員数 35人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1070221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0557-51-0888 従業員数 60人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1071521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0557-51-0888 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1072421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0557-51-6186 従業員数 20人

年　　齢: 74歳以下 休　　日： 他 ホームヘルパー２級 就業場所: 

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

求人番号: 22052- 1105621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間 介護福祉士

     TEL: 0557-51-6186 従業員数 20人

年　　齢: 74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 ホームヘルパー１級

求人番号: 22052- 1106921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間 介護職員実務者研修修了者

     TEL: 0557-51-6186 従業員数 20人

年　　齢: 74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: 22052- 1108021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-45-5566 従業員数 85人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22052- 1113621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-36-9069 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 ホームヘルパー２級 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 介護職員初任者研修修了者

求人番号: 22052- 1062221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 3時間

     TEL: 0557-35-1155 従業員数 45人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22052- 1067921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0558-27-2277 従業員数 16人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22110- 1315721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

月給 (2)8時30分～17時30分

191,000円～230,000円 (3)9時00分～18時00分

静岡県伊東市松原６３９－１５
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乗務員【伊東】 ※社用車（ハイエース）にて患者輸送
（介護タクシー）業務
　に従事して頂きます。
◎輸送範囲は伊豆半島、県東部が主で
すが、まれに遠距離も
　あります。
※手が空いている時間には、ショー

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

月給 (2)9時00分～18時00分 調理師としての実務
経験あれば尚可170,000円～250,000円

又は5時00分～19時00

静岡県伊東市八幡野１１０５－３
　　ケアセンターうばめがし伊東

静岡県伊東市宇佐美２３５０－１
『コルテシア』
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調理師 有料老人ホーム内の厨房において高齢
者食の調理業務全般
〇和洋折衷料理の調理
〇片付け、食器洗浄
〇調理場の清掃
〇その他付随する業務


正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　リゾートテラス
『スカイテラス伊東』雇用期間の定めなし (1)5時00分～14時00分

時給

181,440円～219,456円
又は7時00分～21時00

静岡県伊東市吉田８２１－１９
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施設介護職員（住宅
型有料老人ホーム）
【伊東市宇佐美】

有料老人ホームの介護サービス業務で
す（全５０床）
入居されている高齢者の介護、及び関
連業務を行います。

今までの暮らし方や生活環境に配慮し
ながら、安全で快適に過ごして頂ける

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

月給 福祉施設での経験が
あれば尚可183,000円～388,200円

静岡県伊東市八幡野１２４８－１３
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看護職員 特別養護老人ホーム伊豆の瞳（１００
床）及び
伊豆の瞳プラス（多床室６０床）・
ショートステイにおける
利用者様の健康管理等の看護業務全般
○バイタルチェックおよび健康管理
○食事、入浴、排泄等の支援

正社員 社会福祉法人　珀寿会
特別養護老人ホーム　伊豆の瞳雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

203,000円～247,000円

静岡県伊東市八幡野１２４８－１３
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介護支援専門員 ○介護保険法に基づく介護支援専門員
業務
○それに伴う事務作業

居宅介護支援利用者に対する介護サー
ビス計画の策定、
およびサービスに関する相談業務。

正社員 変形（1年単位） 有限会社　伊豆高原ファミリー介護センター
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

163,000円～215,000円
又は7時00分～19時00

静岡県伊東市八幡野１２４８－１３
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訪問介護サービス提
供責任者

○ヘルパーさん達の毎日の訪問スケ
ジュールを管理します。
○ヘルパーさん達に翌日のスケジュー
ルの伝達を行います。
○また、自らもヘルパーとして訪問介
護・サービスを行い
　ます。

正社員 変形（1年単位） 有限会社　伊豆高原ファミリー介護センター
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

160,000円～195,000円

静岡県伊東市荻５５８－１８【グループホームかえで】
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常勤介護職員 ◎訪問介護業務

ご利用者様のお宅に訪問し、居宅での
身体介護・生活援助を行います。
（食事・入浴・排泄の介護、調理、買
物、清掃等の援助
　など）

正社員 変形（1年単位） 有限会社　伊豆高原ファミリー介護センター
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 (2)15時00分～19時00

160,000円～200,000円

静岡県伊東市荻５７８－３【碧の園・みつばち・ひだまり】
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＼障がい者支援ス
タッフ（グループ
ホーム）／

★障がいを持つ方が、地域で生活する
グループホームにおいて、
ご利用者様の日常生活全般の支援を行
います。
・食事の調理（平日の朝食・夕食と土
日の３食）
・ご利用者様の健康管理、相談支援業

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　城ヶ崎いこいの里
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～10時30分

月給 (2)7時00分～16時00分

157,100円～210,000円 (3)10時00分～20時00

静岡県伊東市富戸１２１９－５
　『城ヶ崎いこいの園』
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【障がい者支援ス
タッフ】　生活支援
員（碧の園）

＼未経験者歓迎！障がいを持つ方が生
活する施設のシゴトです！／

・経験がなくても問題ありません。
まったく異業種から転職した方
や福祉は経験があるけれど、障がい者
支援は初めて、という方が活

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　城ヶ崎いこいの里
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時30分

月給 (2)7時00分～16時00分

157,100円～210,000円 (3)9時30分～18時30分

静岡県伊東市南町１－４－１２
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介護士【城ヶ崎いこ
いの園】　★未経験
者歓迎

特別養護老人ホームにおける、ご利用
者様の日常生活全般の介護及び介助を
行います。
○食事・入浴・排泄等の介助
○ご利用者様の記録作成
○施設行事等の企画運営


正社員以外 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　城ヶ崎いこいの里
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～18時00分

月給 (2)9時30分～18時30分 介護実務経験半年以
上183,000円～203,000円 (3)16時00分～10時00

静岡県伊東市南町１－４－１２
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介護福祉士（伊東
市）認知症高齢者グ
ループホーム

・学研グループの介護事業の会社とし
て
　全国でグループホーム等３００拠点
以上を展開。
・学研グループならでは、グループ
ホーム専門会社ならではの
　教育・研修体制がございます。

正社員 変形（1ヶ月単位） 高卒以上 メディカル・ケア・サービス　株式会社
『愛の家グループホーム伊東南町』雇用期間の定めなし (1)7時15分～16時15分

月給 (2)9時00分～18時00分 介護実務経験５年以
上209,000円～223,000円 (3)9時30分～18時30分

静岡県伊東市川奈５０９－７
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介護支援専門員：認
知症高齢者グループ
ホーム

・ご入居者の生活リズムや趣味活動
（散歩・外出・園芸など）
　に寄り添いつつ、お掃除やお洗濯な
どの自立を促す支援を
　行います。
・２ユニット１８名のご入居者のケア
プランの作成とケア全般を

正社員 変形（1ヶ月単位） メディカル・ケア・サービス　株式会社
『愛の家グループホーム伊東南町』雇用期間の定めなし (1)7時15分～16時15分

月給 福祉施設での勤務経
験があれば尚可236,810円～236,810円248

看護師 ●児童養護施設の医療的ケアを担当す
る看護師業務です。
●職員の産休による代替職員の募集と
なります。
●主な業務
入所児童の受診引率、服薬管理及び指
導、嘱託医との連携、その他児童養護

正社員以外 社会福祉法人　恩賜財団　
済生会支部　静岡県済生会　川奈臨海学園雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時15分～17時15分
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