
【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6月6日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 053-485-2846 従業員数 12人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水他 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22020-12362221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 055-977-8722 従業員数 17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 なし

求人番号: 22050- 4069521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-977-8722 従業員数 17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 なし

求人番号: 22050- 4070321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-971-4097 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 4013621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 055-971-1234 従業員数 20人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 4062621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 055-977-2590 従業員数 25人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 4035521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 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- 3950021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 26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- 3997321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 26時間

     TEL: 055-977-3133 従業員数 40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- 4021921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 055-977-7831 従業員数 26人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 3971421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 15時間

     TEL: 055-977-7831 従業員数 26人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 3972321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 15時間

     TEL: 055-977-7831 従業員数 26人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 3973621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 055-977-7831 従業員数 26人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 3974921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

静岡県三島市安久５７９－２

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

月給

180,000円～250,000円

静岡県三島市安久５７９－２

13

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

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

月給 金型仕上工経験１年
以上220,000円～270,000円

静岡県三島市安久５７９－２

12

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


　　　　★☆★　急　募　★☆★

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

月給

230,000円～300,000円

静岡県三島市安久５７９－２

11

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



　　　　　　☆★☆　急　募　☆★☆

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

月給

200,000円～270,000円

静岡県三島市長伏１５４

10

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

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

月給 金属加工に関する知
識（経験）227,240円～330,800円

静岡県三島市長伏１７８－１

9

営業 既存取引先への営業活動
金属加工の受注・見積もり・工程票の
作成
訪問は社用車にて行います
訪問先は静岡県内東部～神奈川県が中
心です

正社員 変形（1年単位） 株式会社　高橋製作所
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

静岡県三島市長伏１７８－１

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

180,000円～240,000円

静岡県三島市御園３１－５

7

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

182,000円～252,000円

静岡県三島市玉川２１１－７

6

銑鉄鋳物製造業（鋳
物工）

砂を用いて鋳型を造型する作業となり
ます。
主に工作機械用部品の鋳物を製造して
おります。

※未経験の場合、先輩社員が指導致し
ます。

正社員 変形（1ヶ月単位） 野木鋳造株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 ＤＴＰおよび印刷・
製版業務に従事した
経験のある方は優遇

171,000円～248,000円

静岡県三島市大場１０８６－４２９

5

ＤＴＰオペレーター チラシ、名刺、パンフレット、書籍類
等の制作、入稿データの確認、面付
け・製版までの作業を行います。　
主にイラストレーター、インデザイ
ン、フォトショップを使用します。
場合によりお客様との窓口となり、
メール等で連絡を取ることがありま

正社員 株式会社　三島印刷
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時45分

月給 過去に建設業関連業
務に従事していたこ
と。

300,000円～337,500円

静岡県三島市長伏４４－５

4

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

月給

230,000円～500,000円

静岡県三島市長伏４４－５

3

設計 ＣＡＤ図面作成
積算
３Ｄパース作成等
現場の段取り、管理等

正社員 株式会社　プライムホーム
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

230,000円～500,000円

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

2

建設現場の施工管理 木造注文住宅の現場監理全般
建築工事の工程管理、原価管理等　対
顧客への見積もり及びお打ち合わせ
材料や職人などの手配、及びそれに付
随する業務
など
施主様との仕様等打ち合わせ

正社員 株式会社　プライムホーム
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 営業歴２年以上
業界未経験も歓迎
※研修制度：あり

217,500円～217,500円

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

住宅営業（三島市松
本）

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

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

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年6月6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: 055-991-7530 従業員数 6人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 3989321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・その他月平均 16時間

     TEL: 055-973-7337 従業員数 24人

年　　齢: 18歳～59歳 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： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 4014921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-5489-8511 従業員数 8人

年　　齢: 34歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13070-33471621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 054-261-6557 従業員数 24人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水 二級自動車整備士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22010-14553321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 14時間

     TEL: 055-933-1193 従業員数 7人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 木日祝他 薬剤師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030- 5462121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-975-4411 従業員数 14人

年　　齢: 不問 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- 4056121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-975-4411 従業員数 14人

年　　齢: 不問 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- 4057021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 042-461-6444 従業員数 12人

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

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13170-14497021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 29時間

     TEL: 042-461-6444 従業員数 12人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13170-14689621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 055-973-1584 従業員数 7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- 4010521 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 16人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 食品衛生責任者 就業場所: 

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

求人番号: 13120-10441321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5839-2607 従業員数 14人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 食品衛生責任者 就業場所: 

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

求人番号: 13120-10470021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0564-21-9171 従業員数 20人

年　　齢: 18歳～45歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 23050- 7244521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

静岡県三島市萩２６８－２
ＫＦＣ　三島北店

月給 (2)13時00分～22時00

185,000円～300,000円
又は10時00分～22時00

静岡県三島市一番町１６－１　
大衆食堂　安べゑ　アスティ三島
サウス店

26

店長候補（ＫＦＣ三
島北店）

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

・現場（店舗）でのオペレーション
（作業）習得研修だけでなく、

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

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

静岡県三島市一番町１３－１３
三島富士ビル１Ｆ
はなの舞　三島南口店

25

店舗責任者（経験
者）／三島市／大衆
食堂　安べゑ

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

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

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

静岡県三島市谷田３９９－１

24

店舗責任者（経験
者）／三島市／はな
の舞

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

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

月給

251,000円～420,000円

静岡県三島市芝本町１－１　三島
ＮＫビル
「三島営業所」

23

住宅基礎工事 住宅の基礎工事
掘削、鉄筋、生コン打設、型枠、整地
等を行います。

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

月給 １．施工管理の実務
経験３年以上
２．マネジメント経

383,927円～396,285円

静岡県三島市芝本町１－１　三島
ＮＫビル
「三島営業所」

22

【所長候補】建築施
工管理／三島営業所

■新築木造戸建住宅の施工管理
着工～竣工までの各工程において、下
記一連の業務をお願いします

・工事スケジュールの管理
・業者手配
・資材発注

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

月給 業界問わず営業経験
１年以上
ハウスメーカー、不

200,000円～300,000円

静岡県三島市南町１１－２３

21

【地域限定社員】分
譲住宅の企画営業／
三島営業所

当社戸建分譲住宅（クレイドルガーデ
ン）の事業・企画営業

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

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

月給 ・営業の経験
・取り扱い商品（工
具全般）の知識

202,800円～271,600円

静岡県三島市南町１１－２３

20

ルート営業＆配送
（得意先工場への提
案型アドバイザー）

製造業の取引先様に対し、主に工場の製造ラインで使われる大小様々な部品の導入をご提案する仕事です。町工場から上場企業に至るまで、およそ３０社の取引先様を担当していただき、お客様と密なコミュニケーションを図りながら、用途、コスト、使いやすさ、納期などに応じた最適なご提案を通して、工場の新設からメンテナンスまで、幅広く製造業のバックヤードを支える仕事です。知識を生かしてものづくりの現場に携わることで、想像を形にできる大変やりがいのある仕事です。商品知識はやりながら徐々に覚えていっていただければ大丈夫です。わからないことに直面しても、いかに自分で調べながら対応できるかが重要となります。また、大きな資材の配送も伴いますので、体を動かすことが好きな方に向いています。正社員以外 変形（1年単位） 三島工具　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

月給 ・営業の経験
・取り扱い商品（工
具全般）の知識

202,800円～271,600円

静岡県三島市御園４７１－１２

19

ルート営業＆配送
（得意先工場への提
案型アドバイザー）

製造業の取引先様に対し、主に工場の製造ラインで使われる大小様々な部品の導入をご提案する仕事です。町工場から上場企業に至るまで、およそ３０社の取引先様を担当していただき、お客様と密なコミュニケーションを図りながら、用途、コスト、使いやすさ、納期などに応じた最適なご提案を通して、工場の新設からメンテナンスまで、幅広く製造業のバックヤードを支える仕事です。知識を生かしてものづくりの現場に携わることで、想像を形にできる大変やりがいのある仕事です。商品知識はやりながら徐々に覚えていっていただければ大丈夫です。わからないことに直面しても、いかに自分で調べながら対応できるかが重要となります。また、大きな資材の配送も伴いますので、体を動かすことが好きな方に向いています。正社員以外 変形（1年単位） 三島工具　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

月給 (2)9時00分～13時00分

265,000円～400,000円

静岡県三島市新谷４７－９
三島店

18

薬剤師（御園薬局） 調剤、服薬指導、店売等の薬剤師業務
を行う

医療機関から来る処方箋を確認し、正
確に調剤、副作用、
併用薬、相互作用、患者アレルギー等
確認し、服薬指導

正社員 大卒 大雄　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時30分

月給

176,000円～211,000円

静岡県三島市寿町７－４

17

自動車整備士／三島
市

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

月給 (2)8時40分～17時30分

190,000円～300,000円

静岡県三島市玉川９－１

16

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

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

時給 (2)13時00分～22時00

172,800円～233,280円 (3)22時00分～8時00分

静岡県三島市八反畑１０３番地９

15

ガソリンスタンドス
タッフ

・トラックを誘導して給油、窓洗い、
精算をお願いします

・セルフレーンでの給油作業の監視お
よび給油許可ボタンが必要と　なりま
すので、こちらも行っていただきます


正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　吉田石油店　ルート１三島
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 液化石油ガス設備士
高圧ガス販売主任者
（第２種）

201,000円～261,341円14

管理スタッフ（お客
様対応・保安・施工
管理）

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

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

2/12



【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年6月6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: 055-985-2122 従業員数 29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- 3985821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 18時間

     TEL: 055-976-0341 従業員数 29人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 3986221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 055-976-0341 従業員数 29人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 助産師 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- 3987521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 055-987-9101 従業員数 26人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 保育士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 4039921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-6435-6116 従業員数 16人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13040-59799221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-977-6200 従業員数 55人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

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

求人番号: 22050- 4016021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間 介護支援専門員（ケアマネージャー）

     TEL: 055-975-7788 従業員数 16人

年　　齢: 18歳以上 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: 22050- 4041821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-975-7788 従業員数 16人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 4042221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-973-0011 従業員数 76人

年　　齢: 64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 あり

求人番号: 22050- 4050221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 2時間

     TEL: 055-977-6200 従業員数 55人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

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

求人番号: 22050- 4053321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間 介護支援専門員（ケアマネージャー）

     TEL: 0550-83-4890 従業員数 23人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 小型移動式クレーン
運転技能者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 玉掛技能者

求人番号: 22031- 1962221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 大型自動車免許

     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- 3955421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-971-6006 従業員数 20人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 日他 交通誘導警備業務検
定２級

就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 3990121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県三島市大社町

時給 (2)8時30分～17時30分

172,000円～172,000円
又は8時00分～18時00

静岡県三島市安久４３－２

39

（請）交通誘導員
（静岡東部地区）

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


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

時給

198,061円～198,061円

静岡県三島市梅名１１－１
　株式会社アーバン　三島支店

38

（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

月給

250,000円～400,000円

静岡県三島市御園５８０

37

現場作業員・ユニッ
ク運転手（三島支
店）

主に４ｔ・３ｔユニック車にて、産廃
コンテナボックスの設置・交換
作業、廃棄物の収集運搬業務を行いま
す。




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

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

166,000円～261,600円

静岡県三島市玉沢８０番地


36

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

月給 (2)10時00分～19時00 生活相談員の経験が
３年以上200,186円～298,817円

静岡県三島市加茂川町４０８２－３

35

生活相談員 ＜生活相談員業務＞
下記業務を担当していただきます。
・特養若しくは短期入所者生活介護事
業の管理運営
・入退所者手続き
・各種委員会の運営企画
・看護、介護職の管理（調整）勤務割

正社員 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　伊豆社会福祉事業会　　玉
じゅ園雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)8時30分～17時30分

192,800円～267,800円 (3)10時15分～19時15

静岡県三島市南二日町６５０番地１

34

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


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

月給 (2)8時30分～17時30分

218,800円～328,800円 (3)10時15分～19時15

静岡県三島市御園５８０

33

介護職員（介護福祉
士）

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


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

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

166,000円～261,600円

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

32

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

月給 介護施設での事務の
経験ある方158,000円～158,000円

静岡県三島市徳倉４－１０－３

31

≪急募！！≫事務ス
タッフ・正社員／三
島

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

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

月給

170,500円～250,000円
又は7時00分～18時00

静岡県三島市寿町２－２６

30

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

上記内容に付帯する業務になります。


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

月給 (2)16時30分～9時00分 助産師経験

281,000円～328,000円

静岡県三島市寿町２－２６

29

助産師 産婦人科医療の助産師業務
・外来、入院患者様のバイタルチェッ
ク、採血及び各付帯業務
・分娩介助
・保健指導等（母親学級・母乳外来
等）
・新生児ケア

正社員 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団　桃璃会　　安達産婦人科クリニック
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給 (2)16時30分～9時00分 看護師経験
実務経験が３年以上
あれば、産婦人科経

226,000円～257,000円

静岡県三島市字南原菅４７０８

28

看護師 産婦人科医療の看護業務

・外来、入院患者様のバイタルチェッ
ク、採血及び各付帯業務
・分娩室、手術室での介助業務
・新生児ケア

正社員 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団　桃璃会　　安達産婦人科クリニック
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給

176,500円～206,500円
又は6時30分～15時30

27

キャディマスター室 キャディマスター室業務
ゴルフバッグの積み下ろし
ゴルフカートの準備片付け
ゴルフ練習場のボール拾い
グリーンのボールマーク及びフェア
ウェイのディポット修復

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　芦の湖カントリークラブ
雇用期間の定めなし (1)6時00分～15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6月6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: 052-681-7107 従業員数 30人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 23030-11482321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 055-975-3111 従業員数 151人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 保育士 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 4063921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 055-975-3111 従業員数 11人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 保育士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 4071621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 6時間

     TEL: 055-946-6013 従業員数 12人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝 保育士 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 看護師

求人番号: 22050- 4068221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 055-949-0038 従業員数 15人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 ２級土木施工管理技
士

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり １級土木施工管理技士

求人番号: 22050- 4037321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-949-7276 従業員数 1人

年　　齢: 45歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 4054621 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-948-1780 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 4030121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0558-76-2283 従業員数 234人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 4034221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 30時間

     TEL: 055-972-2111 従業員数 34人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22030- 5396421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 17時間

     TEL: 055-977-5151 従業員数 9人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 4011421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20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: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 4002521 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- 4003421 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: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 4004321 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２６０－１

月給

170,000円～250,000円

静岡県伊豆の国市長岡２６０－１

52

レストランホールス
タッフ

リニューアルした山麓のレストランのホールスタッフです。オープン時間の１１時までは会場の準備、１１時からは接客（お客様の案内やドリンク販売）テーブルの片づけ、営業終了の１５時以降は清掃作業になります。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～300,000円

静岡県伊豆の国市長岡２６０－１

51

総合営業職 企画の立案、メディア戦略、旅行会社への営業などを行います。正社員 変形（1年単位） 大日　株式会社　伊豆パノラマパーク
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 調理経験あれば尚可

170,000円～300,000円
又は8時30分～18時00

静岡県伊豆の国市原木５１１　Ａ
ＢＢ株式会社様構内

50

キッチンスタッフ リニューアルした山麓のレストラン「伊豆パラディーゾ」の厨房内でイタリアンの調理のお仕事です。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 電気回路知識・関連
する業務経験のある
方

232,000円～300,000円

静岡県伊豆の国市墹之上１５０－
１
伊豆長岡工場

49

（請）フィールドエ
ンジニア

◆ＡＢＢ様構内（静岡県伊豆の国市）
にてアイティエス社員
として必要スキルと業務内容を下記に
記します。
１・英語力：一人での海外渡航、ビジ
ネス英会話可能なレベル
２・電気的知識：制御盤、ＰＬＣ関係

正社員 株式会社アイティエス
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 切削加工の経験、Ｎ
Ｃプログラムの作成181,709円～245,200円

静岡県伊豆の国市中島２４４

48

切削加工技術者　Ｎ
Ｃ旋盤

【実務経験者募集】
・加工方法の検討及びＮＣプログラム
の作成
・刃具の選定、切削油の選定
・チャック等設計

製品：自動車部品（アルミダイキャス

正社員 工業系歓迎 臼井国際産業　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時45分

月給 製造技術・生産技術
経験


185,000円～335,000円

静岡県伊豆の国市古奈５９４－８

47

生産技術職 ・製造ドキュメント作成（図面管理、
原価見積り、データベース
　管理、製造現場への技術指示・指
導）
・ＶＥの発掘と推進
・新製品立ち上げへの参画と製造体制
の構築（道具、治工具、作業

正社員 フレックス 工業高校卒以上 株式会社　ＴＯＳＥＩ
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給

180,000円～350,000円

静岡県伊豆の国市四日町１６６－４

46

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

※工事の現場は静岡県東部が中心

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

日給

192,000円～432,000円

静岡県伊豆の国市長崎１６７－３

45

建築塗装 弊社は静岡県東部（三島・沼津・伊
豆）を中心とした一般住宅やマンショ
ンなど、建物の外壁塗装や内・外部の
リフォームを行っている会社です。
お客様の信頼を得るために、スタッフ
全員で協力しあいながら楽しく仕事を
しています。未経験者でも１から丁寧

正社員 長澤工業
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給

250,000円～450,000円

静岡県三島市加屋町１０－４

44

土木建築現場の現場
監督

＜＜業務内容＞＞

＊公共工事の仕事を請け負っていま
す。

・土木建築現場の監督（作業の指導
等）

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

月給 (2)9時00分～18時00分

174,992円～185,824円

静岡県三島市本町３－２９　本町タワービル４階

43

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

月給

175,512円～175,512円

静岡県三島市立各保育園

42

保育士（本町子育て
支援センター）

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）
短時間保育、親子の交流の促進、育児
相談、育児講習会、ふれあい行事の実
施、情報提供など

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

月給

175,512円～187,460円
又は7時15分～19時00

静岡県三島市文教町１丁目４－１
９
【東海旅客鉄道株式会社研修セン
ター】

41

保育士（保育園） 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）
公立保育園における子どもの保育等。
クラス担任になることもあります。
※１クラス園児５～２５人。１クラス
保育士約２名の体制。　　　土曜勤務
あり。

正社員以外 交替制あり 三島市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

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

200,000円～230,000円 (3)13時00分～22時0040

調理師（東海旅客鉄
道株式会社総合研修
センター）

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


正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社ＬＥＯＣ　東海支社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時30分
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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6月6日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 055-948-1525 従業員数 48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 なし

求人番号: 22050- 4005621 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- 4009721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 054-261-6557 従業員数 21人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水 二級自動車整備士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22010-14547921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 14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: 13090-20921321 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: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-20995521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-21026221 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: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-20286521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-20318121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 86人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-20615621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-20667021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 86人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-20753921 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: 13120-10463721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0564-21-9171 従業員数 9人

年　　齢: 45歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 23050- 7267721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

静岡県伊豆の国市吉田字九十分１
５３－１
ＫＦＣアピタ大仁店

月給 (2)12時00分～21時00

185,000円～300,000円
又は10時00分～21時00

静岡県伊豆の国市南條７２４－１
０　
大武丸　伊豆長岡店

65

店長候補（ＫＦＣア
ピタ大仁店）

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

・現場（店舗）でのオペレーション
（作業）習得研修だけでなく、　店長

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

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

静岡県伊豆の国市吉田１１７８
（大仁ホテル）

64

店舗責任者（経験
者）／伊豆の国市／
大武丸

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

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

月給 施設管理実務経験３
年以上が目安277,440円～277,440円

又は8時00分～21時00

静岡県伊豆の国市長岡１０３５－
１
伊豆長岡金城館

63

【静岡限定正社員】
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 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）

62

【地域限定正社員】
ホテル支配人候補
（伊豆長岡金城館）

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 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

61

【地域限定正社員】
ホテル支配人候補
（大仁ホテル）

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 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）

60

【静岡限定正社員】
ホテル調理長候補／
伊豆長岡金城館

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

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

月給 調理実務経験３年以
上が目安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

59

【静岡限定正社員】
ホテル調理長候補／
大仁ホテル

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

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

月給 調理実務経験３年以
上が目安352,880円～352,880円

静岡県伊豆の国市吉田１１７８
（大仁ホテル）

58

【静岡限定正社員】
ホテル調理長候補／
伊豆長岡金城館

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

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

月給 調理実務経験３年以
上が目安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

57

【静岡限定正社員】
ホテル調理長候補／
大仁ホテル

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

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

月給 施設管理実務経験３
年以上が目安277,440円～277,440円

又は8時00分～21時00

静岡県伊豆の国市白山堂５４８
大仁店

56

【静岡限定正社員】
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

176,000円～211,000円

静岡県伊豆の国市長岡２６０－１

55

自動車整備士／伊豆
の国市

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

月給 接客販売経験

170,000円～250,000円

静岡県伊豆の国市長岡２６０－１

54

碧テラス店舗スタッ
フ

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

月給

170,000円～250,000円53

ロープウェイスタッ
フ

ロープウェイの運転、整備、乗客係のお仕事です。正社員 交替制あり 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
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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6月6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: 055-941-7963 従業員数 2人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 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: 22030- 5348321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-944-2111 従業員数 38人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 3983021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0558-76-5100 従業員数 56人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝 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- 4038621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0558-77-1182 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 4045321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 7時間

     TEL: 0558-77-1182 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 歯科衛生士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 4046621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-36-9069 従業員数 27人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 ホームヘルパー２級 就業場所: 

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

求人番号: 22052- 1283621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 3時間

     TEL: 055-948-5577 従業員数 15人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 3966921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-948-5577 従業員数 36人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 3969721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-948-5577 従業員数 26人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 3970521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-944-2331 従業員数 11人

年　　齢: 45歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 4031021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-988-0411 従業員数 18人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 3939421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-989-2345 従業員数 6人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22030- 5318721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 30時間

     TEL: 0558-83-0614 従業員数 6人

年　　齢: 不問 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- 4019221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

静岡県伊豆市柳瀬２９３－１

日給 経験者優遇

228,800円～332,800円

静岡県伊豆の国市三福６３２－１
旭化成ファーマ株式会社

78

建設業 ・公共及び民間土木工事を受注し行っ
ています。
・土木工事の重機オペレ－タ－全般に
なります。
（バックボウ等）
・土木作業の手元

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

月給

179,000円～186,000円

静岡県伊豆の国市長岡１１２９

77

企業の受付・出入管
理【旭化成ファーマ
（株）】

当社請負先において、下記の警備業務
を担当して頂きます。

＜防災センターでの常駐警備業務＞
・監視業務
・受付業務
・電話応対

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

時給

208,000円～208,000円

静岡県伊豆の国市奈古谷２２１６－１

76

（請）救急車運転業
務

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

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

月給

210,000円～240,000円

静岡県伊豆の国市中條２３４－２

75

現場職員 ・ゴミ収集、草刈作業、道路清掃、側
溝清掃、その他伊豆エメラル
　ドタウン別荘地内の環境整備全般の
作業が中心となり、屋外での
　作業が中心となります。
・作業は基本２人一組で行います。
　作業方法については一緒に組む職員

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

月給 (2)8時30分～17時30分

161,000円～201,000円 (3)10時00分～19時00

静岡県伊豆の国市長岡９９９－１

74

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

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

月給 (2)8時30分～17時30分

161,000円～201,000円 (3)10時00分～19時00

静岡県伊豆の国市田京９２９－５

73

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

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

月給 (2)7時00分～15時30分

147,300円～172,300円 (3)11時00分～19時30

静岡県伊豆の国市天野６－３
『グループホーム　クラシオン伊
豆の国』

72

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 有限会社　夢無限
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時30分

時給 (2)9時00分～18時00分

181,440円～219,456円 (3)11時00分～20時00

静岡県伊豆の国市御門５２の２番地

71

施設介護職員（グ
ループホーム）【伊
豆の国】

○グループホームに入居されている高
齢者の介護、及び関連業務を行いま
す。

１ユニット９名までの入居者が、家庭
的な雰囲気の中で生活しています。
今までの暮らし方や生活環境に配慮し

正社員以外 変形（1年単位） 有限会社　伊豆介護センター
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時30分～16時30分

月給

210,000円～240,000円

静岡県伊豆の国市御門５２の２番地

70

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

＊上記内容に付帯する業務になりま
す。

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

月給 (2)8時00分～18時00分

160,000円～180,000円

静岡県伊豆の国市田京１６５－１

69

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

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

月給 看護師免許

265,000円～265,000円

静岡県伊豆の国市奈古谷２２２５

68

看護師及び准看護師 手術室勤務

機械出し
器具準備
手術立ち合い等

正社員 医療法人社団浩仁会　矢田眼科医院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時00分

月給 (2)7時00分～16時00分 調理の経験

200,000円～270,000円

静岡県伊豆の国市寺家１００
ビーンズ・アイ韮山店

67

調理師 ゴルフ場レストラン部門の料理を提供
して頂きます。
和洋中の料理を提供しています。

正社員 交替制あり 富士箱根カントリークラブ（株式会社　ワシントンリゾート　静岡支店）
雇用期間の定めなし (1)6時00分～15時00分

月給 美容師としての経験
１年以上180,000円～230,000円66

美容師・スタイリス
ト（ビーンズ・アイ
韮山店）

当社運営する美容室ビーンズ・アイ韮
山店において、美容師の業務全般を担
当して頂きます。
・受付・案内・会計等の接客業務
・カット・カラー・パーマ業務
・店内管理業務
・その他営業に付随する業務

正社員 株式会社　ビンズ・アイ
雇用期間の定めなし (1)9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6月6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: 0558-76-0365 従業員数 8人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 4055921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0558-72-6575 従業員数 36人

年　　齢: 59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: 22050- 4080921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 06-6227-8086 従業員数 4人

年　　齢: 18歳～40歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 27010-28970121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 06-6227-8086 従業員数 4人

年　　齢: 18歳～40歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 27010-28991521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 054-282-8311 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 栄養士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 管理栄養士

求人番号: 22010-14852121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 054-282-8311 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22010-14860121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 8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: 13090-20915921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-21022121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-20313521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-20664621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0558-79-0006 従業員数 8人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 中型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： なし 時間外 なし

求人番号: 22050- 3998621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 0558-83-3333 従業員数 383人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 保健師 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- 3945221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 054-255-2091 従業員数 10人

年　　齢: 18歳～39歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22010-15046521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 30時間

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

月給 (2)18時00分～9時00分

222,000円～247,500円 (3)20時00分～9時00分

静岡県伊豆市上白岩１０００

91

機械警備サービスス
タッフ／伊豆営業所
（地域限定採用）

セコムグループの様々なサービスの最
前線で高度な安全・安心をお
届けする社会貢献度の高い仕事です。
社有車でご契約先に急行し、適切な対
処を行います。
【具体的な対処業務】
・緊急対処・巡回・ＡＴＭ障害対処・

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

月給 (2)8時30分～12時30分 保健師としての病院
勤務経験213,300円～213,300円

静岡県伊豆市大野１８２６

90

保健師 健康管理センター内での検診業務
出張検診あり

正社員 変形（1ヶ月単位） 保健師免許取得者 ＪＡ静岡厚生連リハビリテーション中伊豆温泉病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給 (2)14時20分～22時30 営業経験

217,000円～257,000円 (3)8時30分～17時00分

静岡県伊豆市八木沢３８６４番地
伊東園ホテル土肥

89

宿泊施設　副支配人 宿泊施設「サイテル」フロント業務（チェックイン～チェックアウト、案内、予約受付、設備運転管理等）及び営業担当正社員以外 変形（1ヶ月単位） 一般財団法人　日本サイクルスポーツセンター
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時30分～16時30分

月給 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

88

【地域限定正社員】
ホテル支配人候補
（伊東園ホテル土
肥）

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 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

87

【静岡限定正社員】
ホテル調理長候補／
伊東園ホテル土肥

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

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

月給 調理実務経験３年以
上が目安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

86

【静岡限定正社員】
ホテル調理長候補／
伊東園ホテル土肥

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

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

月給 施設管理実務経験３
年以上が目安277,440円～277,440円

又は8時00分～21時00

静岡県伊豆市上白岩１０００
リハビリテーション中伊豆温泉病
院

85

【静岡限定正社員】
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

時給

172,000円～189,200円

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

84

（請）洗浄業務　／
伊豆市上白岩

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

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

時給

176,000円～176,000円

静岡県伊豆市吉奈９８　東府や
Ｒｅｓｏｒｔ＆ｓｐａ－Ｉｚｕ内
　ｍａｈｏｒａ　ｓｐａ

83

（請）栄養士事務
／　伊豆市冷川

栄養士事務業務
伝票処理、配膳チェック、調理補助な
ど


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

月給

180,000円～300,000円

静岡県伊豆市吉奈９８　東府や
Ｒｅｓｏｒｔ＆ｓｐａ－Ｉｚｕ内
　ｍａｈｏｒａ　ｓｐａ

82

リラクゼーションサ
ロンセラピストエス
テティシャン／伊豆

東府や　Ｒｅｓｏｒｔ＆ｓｐａ－Ｉｚ
ｕのリラクゼーションサロン　スパサ
ロンでのセラピスト業務

　・アロマオイルを使用した施術あり
　・フェイシャル、ボディ等の施術あ
り

正社員 株式会社ザ・デイ・スパ
雇用期間の定めなし (1)14時00分～23時00

月給

190,000円～350,000円

静岡県伊豆市瓜生野字中原３２

81

リラクゼーションサ
ロンセラピストエス
テティシャン／伊豆

東府や　Ｒｅｓｏｒｔ＆ｓｐａ－Ｉｚ
ｕのリラクゼーションサロン　スパサ
ロンでのセラピスト業務

　・アロマオイルを使用した施術あり
　・フェイシャル、ボディ等の施術あ
り

正社員 株式会社ザ・デイ・スパ
雇用期間の定めなし (1)14時00分～23時00

月給

240,000円～250,000円

静岡県伊豆市牧之郷１６０

80

生コン・建材配達 ・生コンミキサー車で配達
・建材・資材配達
・配達地区は静岡県東部（伊豆市、三
島市、伊豆の国市、他）

正社員 変形（1年単位） 株式会社　古藤田商店
雇用期間の定めなし (1)7時30分～16時00分

日給

220,000円～330,000円79

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

正社員 杉山興業　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分
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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6月6日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 055-974-0553 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 １級土木施工管理技
士

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号:


各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-927-2645 従業員数 7人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22030- 5253121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 055-978-3383 従業員数 84人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 3991021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 30時間

     TEL: 055-978-3383 従業員数 48人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 フォークリフト運転
技能者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 3992721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 30時間

     TEL: 055-978-3383 従業員数 48人

年　　齢: 18歳～39歳 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 3993821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 30時間

     TEL: 055-974-4381 従業員数 2人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 二級建築士 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- 4081121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0564-21-9171 従業員数 26人

年　　齢: 18歳～45歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 23050- 7161721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0564-21-9171 従業員数 14人

年　　齢: 18歳～45歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 23050- 7342321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0557-36-8881 従業員数 9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- 1346321 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 9人

年　　齢: 59歳以下 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： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1347621 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 9人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝 ２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

求人番号: 22052- 1348921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-51-3208 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 6人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 1325721 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-45-1199 従業員数 7人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22052- 1279721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県伊東市吉田７５４－１

月給

180,000円～190,000円

静岡県伊東市富戸１０７７

104

一般事務 仕事内容：事務作業全般

・店舗の受付、電話応対
接客、ご要望をヒアリング、担当ス
タッフへ橋渡し
見積書や請求書の作成をサポートし、
営業担当をサポート

正社員 弘木屋産業　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給

150,645円～264,000円

静岡県伊東市玖須美元和田７１５－３７７

103

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

※見習い希望の方も歓迎します。

正社員 伊藤造園土木
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 公共工事の現場監理
経験あれば尚可215,000円～350,000円

静岡県伊東市玖須美元和田７１５－３７７

102

２級土木施工管理技
士　現場監督

土木工事（公共・民間）の現場管理を
していただきます。
　　　　　　　　　　
主に現場管理、見積等の書類作成、発
注者や業者との打合せ

ＣＡＤ・ソフト（デキスパート）・

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)7時45分～17時15分

月給 公共工事の現場監理
経験あれば尚可235,000円～450,000円

静岡県伊東市玖須美元和田７１５－３７７

101

１級土木施工管理技
士　現場監督

土木工事（公共・民間）の現場管理を
していただきます。
　　　　　　　　　　
主に現場管理、見積等の書類作成、発
注者や業者との打合せ

ＣＡＤ・ソフト（デキスパート）・

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)7時45分～17時15分

月給 土木施工管理技士の
資格取得を目指す方
現場作業経験や、公

205,000円～290,000円

静岡県田方郡函南町扇田１４２－
１
吉野家　１３６号線函南店

100

土木現場監理　現場
監督（現場監督見習
い可）

土木工事（公共・民間）の現場管理
（見習い可）。
　　　　　　　　　　
主に現場管理、見積等の書類作成、発
注者や業者との打合せ

ＣＡＤ・ソフト（デキスパート）・

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)7時45分～17時15分

月給 (2)15時00分～0時00分

185,000円～300,000円
又は7時00分～0時00分

静岡県田方郡函南町間宮字西前道
越４４６－１
ＫＦＣ函南店

99

店長候補（吉野家１
３６号線函南店）

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

・現場（店舗）でのオペレーション
（作業）習得研修だけでなく、

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

月給 (2)13時00分～22時00

185,000円～300,000円
又は10時00分～22時00

静岡県田方郡函南町丹那１３１６
－４６８
南箱根ダイヤランド３３－４０１

98

店長候補（ＫＦＣ函
南店）

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

・現場（店舗）でのオペレーション
（作業）習得研修だけでなく、

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

月給 建築経験

225,000円～380,000円

静岡県田方郡函南町丹那１２９６－１

97

建築設計・建築現場
監理者

建築工事の施工監理及び設計監理
施主との打ち合わせ　見積
各種建築申請業務

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　モア
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

200,000円～300,000円 (3)22時00分～7時00分

静岡県田方郡函南町丹那１２９６－１

96

二輪・四輪用アルミ
鋳造部品の加工・組
立作業者、技術者

■加工・組立技能者
　・加工・組立機械の操作
　・加工・組立機械の保守・整備

■加工・組立技術者
　・加工・組立機械のプログラミン
グ・段取り

正社員 交替制あり 株式会社　協和アルテック
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 フォークリフト運搬
作業200,000円～300,000円

静岡県田方郡函南町塚本１３－１１

95

構内物流作業 ■構内物流業務全般
　・生産計画に基づいた製品の入出庫
管理（製品運搬作業）
　・現場とのミーティング
　・簡単なＰＣ操作（Ｅｘｃｅｌ）

正社員 株式会社　協和アルテック
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)17時00分～2時00分

200,000円～300,000円 (3)22時00分～7時00分

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

94

二輪・四輪用アルミ
鋳造部品生産作業

アルミ鋳造機のオペレーター

・全自動アルミ鋳造機の操作
・アルミ鋳造機の保守・整備
・製品の外観検査（目視）


正社員 交替制あり 株式会社　協和アルテック
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

215,000円～265,000円

静岡県田方郡函南町畑３５７

93

昇降機据付工事現場
作業員

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

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

月給

250,000円～450,000円92

現場監督 一般現場監督業務
書類作成

正社員 有限会社大塚土木
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年6月6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: 0557-53-5557 従業員数 141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- 1265421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-44-6600 従業員数 13人

年　　齢: 35歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22052- 1307021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 0557-44-6600 従業員数 14人

年　　齢: 35歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1308721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 054-261-6557 従業員数 15人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水 二級自動車整備士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22010-14546621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 14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: 13090-20891421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-20976021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-21010521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-21109921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 128人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 第二種電気工事士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 危険物取扱者（乙種）

求人番号: 22052- 1328521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 0557-44-2111 従業員数 31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- 1335221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-53-3838 従業員数 34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- 1342821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-20262621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-20268221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

静岡県伊東市寿町２－４
伊東園ホテル別館

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）

117

【静岡限定正社員】
ホテル調理長候補／
伊東園ホテル別館

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

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

月給 調理実務経験３年以
上が目安352,880円～352,880円

静岡県伊東市赤沢１８９－９【ルネッサ赤沢】

116

【静岡限定正社員】
ホテル調理長候補／
伊東園ホテル

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

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

月給

180,000円～240,000円

静岡県伊東市湯川２９５
　伊東温泉　久遠

115

フロントスタッフ
【ルネッサ赤沢】◆
急募

リゾートコテージ型宿泊施設ルネッサ
赤沢でのフロント業務です。
○フロント業務
チェックイン・チェックアウトの接客
対応、日報入力等
○予約受付業務
○宿泊業に付随する業務等

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊豆急コミュニティー
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～21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

静岡県伊東市湯川５７２－１２

114

サービススタッフ
【伊東温泉　久遠】

■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 (2)17時00分～8時00分 設備経験のある方

240,000円～240,000円

静岡県伊東市松川町１－１２
（伊東園ホテル）

113

設備管理（施設課：
経験者）【ホテルサ
ンハトヤ】

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

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

月給 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番１号
伊東園ホテル松川館

112

【静岡限定正社員】
ホテル調理長候補／
伊東園ホテル

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

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

月給 調理実務経験３年以
上が目安352,880円～352,880円

静岡県伊東市寿町２－４
伊東園ホテル別館

111

【静岡限定正社員】
ホテル調理長候補／
伊東園ホテル松川館

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

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

月給 調理実務経験３年以
上が目安352,880円～352,880円

静岡県伊東市寿町１番１号
伊東園ホテル松川館

110

【静岡限定正社員】
ホテル調理長候補／
伊東園ホテル別館

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

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

月給 施設管理実務経験３
年以上が目安277,440円～277,440円

又は8時00分～21時00

静岡県伊東市川奈字殿山道上１２
５
伊東店

109

静岡限定正社員／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

176,000円～211,000円

静岡県伊東市荻５７８－２１６

108

自動車整備士／伊東
市

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

月給

190,000円～236,720円

静岡県伊東市荻５７８－２１６　
（株）野村商店　伊東営業所

107

経理事務・総務事務
【本社】

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

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

月給

190,000円～236,720円

静岡県伊東市赤沢字浮山１６３－１

106

タイル施工 建物の外壁や床面、水回りなどにタイ
ルを施工する業務です。

新規工事や改修（剥がして張り直す補
修）工事

※社有車使用（ＭＴ）

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

時給

172,500円～207,000円
又は8時30分～21時30

105

ボウリング場スタッ
フ【フルタイムアル
バイト】

伊豆赤沢温泉郷ボウリング場での受付
及び館内業務

◆ＤＨＣが運営する伊豆赤沢温泉郷内
（赤沢スパ・プールハウス・フィット
ネスクラブ）での受付業務やお客様対
応をお願いする時もあります。

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）

9/12



【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年6月6日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-20299121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-20563821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-20566421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-20651821 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: 13090-20737921 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: 13090-20739021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 110人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 日商簿記２級 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 簿記実務検定２級

求人番号: 22052- 1314121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 110人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 第三種電気主任技術
者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1315021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 128人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1316721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 128人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1317821 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: 18歳～59歳 休　　日： 他 建築物環境衛生管理
技術者

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1318221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 0557-53-3838 従業員数 34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： なし 時間外 あり

求人番号: 22052- 1324021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 0557-51-3338 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 木他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1269121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 25時間

静岡県伊東市富戸１００７－２７

月給

210,000円～310,000円
又は10時00分～21時00

静岡県伊東市赤沢１９０－５

130

日本料理調理人 『伊豆高原　緑の中のお食事処　和む
ら』における調理全般の仕事です。

料理長の指示のもと、とんかつなどの
揚げ物や鮮魚の調理（刺身・煮魚）、
副菜の調理などを行います。


正社員 変形（1ヶ月単位） ＫＡＺＵレストランシステム　株式会社
雇用期間の定めなし

月給 (2)15時30分～20時00 調理従事者

230,000円～250,000円

静岡県伊東市岡１３９１
ハトヤホテル

129

調理係【ルネッサ赤
沢】◆急募

リゾートコテージ施設内レストランで
の厨房業務全般
（調理・衛生管理等）
朝食・夕食の食事を調理長の指示のも
と、仕込み・調理・盛り付け・一部片
付け作業をします。


正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊豆急コミュニティー
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～9時30分

月給 (2)13時30分～22時30

300,000円～300,000円 (3)8時00分～17時00分

静岡県伊東市湯川５７２－１２
ホテルサンハトヤ

128

電気部管理職【課
長】（ハトヤホテ
ル）

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

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

月給 (2)12時00分～22時00 総務等の経験

260,000円～280,000円
又は8時00分～22時00

静岡県伊東市湯川５７２－１２

127

総務管理職【課長】
（ホテルサンハト
ヤ）

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

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

月給 (2)17時00分～8時00分

194,400円～240,000円

静岡県伊東市岡１３９１
ハトヤホテル

126

設備管理（施設課未
経験者可）【サンハ
トヤ】

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

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

月給 (2)13時30分～22時30

330,000円～330,000円 (3)8時00分～17時00分

静岡県伊東市岡１３９１
ハトヤホテル

125

電気部管理職【課
長・電気主任技術
者】（ハトヤホテ
ル）

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

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

月給 経理等の経験

260,000円～280,000円

静岡県伊東市寿町２－４
伊東園ホテル別館

124

経理管理職【課長】
（ハトヤホテル）

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

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

月給 施設管理実務経験３
年以上が目安277,440円～277,440円

又は8時00分～21時00

静岡県伊東市松川町１－１２
（伊東園ホテル）

123

【静岡限定正社員】
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277,440円～277,440円

又は8時00分～21時00

静岡県伊東市寿町１番１号
伊東園ホテル松川館

122

【静岡限定正社員】
ホテル施設管理長候
補／伊東園ホテル

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 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２－４

121

【地域限定正社員】
ホテル支配人候補
（伊東園ホテル松川
館）

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 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）

120

【地域限定正社員】
ホテル支配人候補
（伊東園ホテル別
館）

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 業界問わず、何らか
のマネジメントの経
験

352,880円～352,880円
又は9時00分～21時00

静岡県伊東市寿町１番１号
伊東園ホテル松川館

119

【地域限定正社員】
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118

【静岡限定正社員】
ホテル調理長候補／
伊東園ホテル松川館

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし (1)6時00分～21時00分
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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6月6日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 03-5839-2607 従業員数 6人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 食品衛生責任者 就業場所: 

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

求人番号: 13120-10461121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 054-270-3601 従業員数 60人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 準中型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ８トン限定中型自動車免許

求人番号: 22010-14920521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-53-0017 従業員数 3人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 美容師 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- 1276921 各種保険： 雇用・労災 月平均 22時間

     TEL: 0557-53-0017 従業員数 3人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 美容師 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- 1277121 各種保険： 雇用・労災 月平均 22時間

     TEL: 0557-51-1115 従業員数 94人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 他 獣医師 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- 1312621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 0557-51-1115 従業員数 94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 あり

求人番号: 22052- 1313921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-38-8841 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 小型船舶操縦士 就業場所: 

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

求人番号: 22052- 1350821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間 危険物取扱者（乙種）

     TEL: 0557-38-8841 従業員数 36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- 1351221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-37-2626 従業員数 436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- 1300221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-37-2626 従業員数 436人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 言語聴覚士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1301521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0557-37-2626 従業員数 436人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 保育士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1302421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 0557-37-2626 従業員数 436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： その他 時間外 あり 精神保健福祉士

求人番号: 22052- 1303321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0557-44-5252 従業員数 19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: 22052- 1327221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

静岡県伊東市玖須美元和田７１６－９２３

月給 (2)8時30分～12時30分 医療事務の経験あれ
ば尚可152,150円～190,400円

静岡県伊東市岡１９６－１

143

受付事務 整形外科クリニックにおける業務で
す。
○受付事務
　接客対応、会計
　レセプト業務
　パソコン操作
　その他雑務全般（書類整理、清掃、

正社員 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団　順志会　なかた整形外科ＣＬＩＮＩＣ
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時30分

月給 (2)8時30分～12時30分

195,400円～248,900円

静岡県伊東市岡１９６－１

142

社会福祉士／精神保
健福祉士

社会福祉士／精神保健福祉士業務全般
（両方の資格が必要）

認知症に関する専門医療相談
認知症等の医療・福祉相談全般
センター受診中の患者台帳の管理
認知症患者のトリアージ、予約調整

正社員 変形（1ヶ月単位） 公益社団法人　地域医療振興協会　　伊東市民病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給 (2)7時00分～15時30分

154,000円～212,500円 (3)10時30分～19時00

静岡県伊東市岡１９６－１

141

保育士 院内保育所にて０歳児から５歳児まで
の保育業務に従事していただきます。
○子どもたちの年齢に合わせた幼児教
育
○食事やおやつ時の補助
○園児を遊ばせる・昼寝をさせる　な
ど

正社員 交替制あり 公益社団法人　地域医療振興協会　　伊東市民病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給 (2)8時30分～12時30分

194,200円～253,900円 (3)13時00分～17時00

静岡県伊東市岡１９６－１

140

言語聴覚士 言語聴覚士業務
　言語や聴覚に障害をもつ人たちに対
し、検査と訓練を行い、
　機能回復、障害緩和の手助けをしま
す。

★業務未経験、ブランクのある方の応

正社員 変形（1ヶ月単位） 公益社団法人　地域医療振興協会　　伊東市民病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

日給 (2)10時00分～18時30

159,560円～181,400円 (3)7時00分～11時00分

静岡県伊東市湯川５７１－１９
シーサイドスパ棟

139

看護助手 病棟内看護師業務の補助のお仕事で
す。
○配膳や食事の簡単な補助・ゴミ捨
て・整理整頓など

※未経験の方にも丁寧に指導します。


正社員以外 変形（1ヶ月単位） 公益社団法人　地域医療振興協会　　伊東市民病院
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～15時30分

月給

159,100円～170,300円
又は5時00分～23時50

静岡県伊東市湯川５７１－１９
ポートセンター棟２階

138

総合職（シーサイド
スパ営業グループ契
約社員候補）

〇フロント接客
〇レストラン調理
〇清掃業務
〇事務所業務
〇イベント企画
〇機械室操作

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

月給 パソコン操作

159,100円～250,400円
又は8時00分～19時00

静岡県伊東市富戸１３１７－１３
　伊豆シャボテン動物公園

137

マリーナ営業スタッ
フ　サブ責任者候補
（契約社員候補）

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


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

月給 (2)8時35分～16時20分 動物に関する学科を
卒業、又は動物関係
施設等で飼育業務経

180,000円～200,000円

静岡県伊東市富戸１３１７－１３
　伊豆シャボテン動物公園

136

動物飼育・イベント
管理（伊豆シャボテ
ン動物公園）

伊豆シャボテン動物公園での動物飼育
業務です。

・動物者の清掃（水とデッキブラシを
使用）
・動物者の外の掃除（ちりとりとほう
きを使用）

正社員以外 変形（1年単位） 株式会社　伊豆シャボテン公園
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時35分～17時20分

月給 (2)8時35分～16時20分

260,000円～260,000円

静岡県伊東市八幡野１１８９－７
４　３階
【カットＭ’ｓ（エムズ）】

135

動物管理業務【獣医
師】（伊豆シャボテ
ン動物公園）

伊豆シャボテン動物公園での動物管理
業務です。
園内の動物病院での勤務となります。
○動物の健康管理
○動物の病気やけがの治療
○動物の死因の究明
○動物の飼育に関する業務

正社員 変形（1年単位） 大卒（獣医学） 株式会社　伊豆シャボテン公園
雇用期間の定めなし (1)8時35分～17時20分

月給

200,000円～230,000円
又は9時00分～19時00

静岡県伊東市松原湯端町２－１２
－１０６【Ｍｓ’伊東駅前店】
　　　伊東市八幡野１１８９－７
４　３階【美容室Ｍｓ’】

134

１０００円カットス
タッフ【カット　Ｍ
ｓ’】

●１０００円カットでの業務全般を行
います

ヘアーカット・シャンプーのみの対応
となります。

その他付随する業務として、来客者の

正社員 交替制あり 美容室　Ｍｓ’（エムズ）
雇用期間の定めなし

月給

200,000円～230,000円
又は9時00分～19時00

静岡県伊東市玖須美元和田７２９
－１
伊東市学校給食センター

133

美容師【美容室Ｍ
ｓ’／Ｍｓ’伊東駅
前店】

●ヘアーカット、カラー、シャンプー
など美容師業務全般を行います。

その他付随する業務として、来客者の
受付・接客対応、電話応対、レジ業
務、清掃等の雑務も行います。


正社員 交替制あり 美容室　Ｍｓ’（エムズ）
雇用期間の定めなし

日給

144,500円～170,000円

静岡県伊東市湯川１－８－６　２
Ｆ
漁港直送　さかなや道場　伊東駅
前店

132

（請）配送スタッフ
／伊東市玖須美元和
田

・３ｔトラックにて、学校へ給食を運
んで頂きます。
・食器洗浄、清掃作業があります。
・積載３ｔのパワーゲート付きオート
マ車両です。
・荷物は台車付きコンテナの積み下ろ
しです。

正社員以外 株式会社　東洋食品　東海事業部　静岡支店
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)15時00分～0時00分 飲食店での店長や管
理職経験者300,000円～420,000円 (3)17時00分～2時00分131

店舗責任者（経験
者）／伊東市／さか
なや道場

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

正社員 交替制あり チムニー　株式会社
雇用期間の定めなし (1)10時00分～19時00
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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6月6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: 0557-48-1443 従業員数 0人

年　　齢: 61歳以下 休　　日： 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- 1270821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間 介護福祉士

     TEL: 0557-48-1443 従業員数 0人

年　　齢: 61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 社会福祉士

求人番号: 22052- 1271221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間 介護福祉士

     TEL: 0557-48-1443 従業員数 0人

年　　齢: 61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: 22052- 1272521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0557-48-1443 従業員数 0人

年　　齢: 61歳以下 休　　日： 日他 理学療法士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 作業療法士

求人番号: 22052- 1273421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間 看護師

     TEL: 0557-44-5830 従業員数 16人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1332021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-44-5830 従業員数 16人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1333721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-51-0888 従業員数 37人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1338321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0557-32-0808 従業員数 10人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 看護師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22052- 1344521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-29-6260 従業員数 2人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22052- 1349121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 0465-62-7080 従業員数 3人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

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

求人番号: 14070- 2412821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-36-9069 従業員数 20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： 毎　週 時間外 あり 介護職員初任者研修修了者

求人番号: 22052- 1280521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間 介護福祉士

     TEL: 0557-36-9069 従業員数 20人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 ホームヘルパー２級 就業場所: 

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

求人番号: 22052- 1281421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 3時間

     TEL: 0557-36-9069 従業員数 18人

年　　齢: 18歳～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： 毎　週 時間外 あり 介護職員初任者研修修了者

求人番号: 22052- 1284921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間 介護福祉士

静岡県伊東市末広町６‐１
【グループホームクラシオン】

156

介護職員（クラシオ
ン富士見）【正社
員】

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

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

正社員 変形（1年単位） 有限会社　伊豆介護センター
雇用期間の定めなし (1)6時30分～15時30分

時給 (2)7時00分～16時00分

181,440円～219,456円 (3)11時00分～20時00

静岡県伊東市末広町６‐１
【グループホームクラシオン】

155

施設介護職員（グ
ループホーム）【伊
東】

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

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

静岡県伊東市玖須美元和田７２２－６７７【クラシオン富士見】

月給 (2)8時15分～17時15分

192,000円～237,000円 (3)11時00分～20時00

月給 (2)9時00分～18時00分

192,000円～237,000円 (3)11時00分～20時00

静岡県伊東市八幡野１２６２－１
５
「Ｌａｋａ」

154

施設介護職員（グ
ループホーム：伊
東）【正社員】

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

正社員 変形（1年単位） 有限会社　伊豆介護センター
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 (2)8時00分～17時00分

210,000円～210,000円 (3)9時00分～18時00分

静岡県伊東市岡２１６－２４
　　うさぎ薬局福祉用具センター

153

介護職員（Ｌａｋ
ａ）

デイサービスにて介護全般をしていた
だきます。夜勤を含みます。
高齢者の身の回りのお世話、身体介
護、家事全般等のお仕事です。
○入浴介助、排泄介助、食事介助、着
替えの介助、清掃等
○その他付随する業務

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　リッチフィールド
雇用期間の定めなし (1)7時30分～16時30分

月給

191,000円～280,000円

静岡県伊東市広野４－４－２１　カメダハウスＧ号

152

福祉用具専門相談
員・住環境コーディ
ネーター

介護保険を利用する方へ福祉用具のレ
ンタルと、販売の営業及び相談業務や
介護用具（ベッド・車いす・ポータブ
ルトイレ等）の設置・点検・改修に関
する業務等を行います。
（３０ｋｇ程度の運搬があります。）


正社員 株式会社　うさぎ薬局　【介護部門】
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

255,540円～267,700円

静岡県伊東市富戸１２１９－５
『特別養護老人ホーム城ヶ崎いこ
いの園』

151

訪問入浴看護師 訪問入浴介護のお仕事です。

在宅で介護が必要な方への入浴介護に
おける利用者様のバイタルチェック・
入浴介助を行います。

介護職員二名と共に、一日平均六名前

正社員 変形（1年単位） 株式会社　ティー・シー・エス　伊東営業所
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)8時45分～17時45分

160,000円～210,000円 (3)9時45分～18時45分

静岡県伊東市吉田５０１‐１

150

調理員　【特別養護
老人ホーム城ヶ崎い
こいの園】

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

・調理、仕込み、盛り付け、配膳、下

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

月給 (2)10時00分～19時00

180,000円～255,000円

静岡県伊東市吉田５０１‐１

149

介護職員【日勤】 家庭的な雰囲気の中、入居者様の日常
生活のお世話（食事、排泄、入浴、外
出の支援）や入居者様が快適に過ごし
て頂けるよう支援していきます。
◇１ユニット（９名様）に対し、約７
名体制で１日４～５名でケアを行いま
す。

正社員 変形（1ヶ月単位） ＮＰＯ法人　高齢者をささえる会
『グループホーム　伊豆の家』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

240,200円～322,700円 (3)16時00分～10時30

静岡県伊東市川奈　川奈口付近
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介護職員 家庭的な雰囲気の中、入居者様の日常
生活のお世話（食事、排泄、
入浴、外出の支援）や入居者様が快適
に過ごして頂けるよう支援
していきます。
◇１ユニット（９名様）に対し、約７
名体制で１日４～５名でケアを行いま

正社員 変形（1ヶ月単位） ＮＰＯ法人　高齢者をささえる会
『グループホーム　伊豆の家』雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

250,000円～370,000円

静岡県伊東市川奈　川奈口付近

147

機能訓練指導員【新
規デイサービス　川
奈】

●令和４年１０月伊東市川奈に新規
オープンするデイサービスの機能訓練
指導員の募集です。

ご利用者様がより良い日常生活を送る
ことができるように生活機能訓練やリ
ハビリ等を行います。

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

250,000円～360,000円

静岡県伊東市川奈　川奈口バス停付近

146

看護師（正、准看護
師）【新規デイサー
ビス　川奈】

●令和４年１０月に新規オープン予定
のデイサービスでの看護業務全般及び
介護業務を行います。


◎報告書の作成などもあります。（パ
ソコン使用）

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 介護職

233,000円～378,000円

静岡県伊東市川奈　川奈口バス停付近
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デイサービス管理者
【新規デイサービス
川奈】

令和４年１０月にオープンするデイ
サービスでの業務になります。

新規開業するデイサービスの管理者の
募集です。　

ご利用者様データ等の管理

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

193,000円～303,000円144

介護職員　【新規デ
イサービス　川奈】

●令和４年１０月にオープン予定のデ
イサービスでの業務になります。

送迎　デイサービス内での介護、入浴
介助、等

※送迎車（軽自動車～普通ワゴンタイ

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
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