
【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年7月8日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 0557-81-9720 従業員数 23人

年　　齢: 40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- 4750021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 03-3426-2600 従業員数 17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: 13070-35505121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-3426-2600 従業員数 17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: 13070-35506021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-81-4269 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 4043521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・その他月平均 12時間

     TEL: 0557-68-0488 従業員数 6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： 毎　週 時間外 あり ２級土木施工管理技士

求人番号: 22050- 4020621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-82-8231 従業員数 13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- 4901121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-82-8231 従業員数 13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- 4906521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-82-8231 従業員数 13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- 4907421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-82-8231 従業員数 13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- 4840821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-82-8231 従業員数 13人

年　　齢: 64歳以下 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: 22050- 4806721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-82-8231 従業員数 13人

年　　齢: 64歳以下 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: 22050- 4639821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-82-8231 従業員数 13人

年　　齢: 64歳以下 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: 22050- 4642621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-82-8231 従業員数 13人

年　　齢: 64歳以下 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: 22050- 4620721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

≪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） 

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

静岡県熱海市渚町５－４

2

【急募】浄水場の運
転管理員／熱海★正
社員登用実績有★

○浄水場の運転監視および保守点検業
務
・モニターで機器の運転・停止の確認
・巡回車にて場外施設の点検


※初年度の雇用期間は採用日から令和

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社水機テクノス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給

220,000円～300,000円

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

事務員（土木建設
業）

大舘建設株式会社は、静岡県熱海市で
総合建設業を営んでおります。
建築業としては、ホテルや旅館等の建
設から、
別荘や個人住宅の新築・リフォーム
を、
土木業としては公共工事から民間工事

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

月給 ＊水道工事（水道工
務店勤務）等経験者
優遇

234,100円～292,300円

静岡県熱海市下多賀１１２０－１
宮川浄水場

3

浄水場の運転管理員
（漏水）／熱海★正
社員登用実績有★

○浄水場の運転監視および保守点検業
務
・モニターで機器の運転・停止の確認
（中央監視業務）
・巡回車にて場外施設の点検
・漏水の確認業務
・修繕業務

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社水機テクノス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給 ＊水道経験者および
電気設備点検経験者
優遇

179,400円～260,900円

静岡県熱海市伊豆山９１０－１

5

総合建設業 昭和３４年会社設立以降、地域密着型
の建設企業として公共工事を中心に安
定的に営業しています。
業務内容は広く、主なものは次の通り
です。
また、新分野としてドローン事業部設
立予定です。

正社員 株式会社　東豆
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時30分

月給

200,000円～280,000円

静岡県熱海市下多賀１１２０－１
宮川浄水場

4

重量とび 重い物を運ぶのが主な仕事内容です。例えば、デパートやホテルにある古いタンクや空調機等を室外に撤去したり、新しいタンクを屋上に設置したりします。重い物をエレベーターに乗せるには？長いものは運ぶには？狭い道路でどの位置にクレーン車を置く？等、いかに効率よく仕事を進めるか皆で相談しながら作業します。頭と体を使ってする仕事ですが、一番大切なのはチームワーク！皆仲が良く、楽しい職場です。少し特殊な仕事ですが、初心者でも大歓迎！イチから丁寧に教えます！全くの未経験から始めた先輩も、今では中心となって働いています。資格取得支援制度もあります！ぜひ、チャレンジしてください。現場の都合で、時には夜間作業や日曜出勤もありますが、その分稼げます。基本的には夏季・年末年始・ＧＷなど長期休暇があります！当社で一緒に働きませんか？正社員 変形（1ヶ月単位） 有限会社一組
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時30分

月給

201,000円～575,000円

静岡県熱海市下多賀１１７３－３

6

エンジニア（施工管
理職）【未経験者】
※研修制度有り

■自社教育スキームがあるため未経験の方でも安心して技術習得が可能。■売上が安定しており、依頼多数の状況。また新エネルギー分野の研究実験室を新設し新たな分野でも成長傾向である。■有資格者率が地域トップレベルの職場環境のため安心してスキルアップが可能。弊社にて設備（空調・換気・冷凍冷蔵・給排水衛生等）の施工管理を目指して頂きます。お客様先は宿泊施設（ホテル・旅館・保養所）、工場・店舗、公共施設、大型マンション、市内の金融機関の店舗などとなります。全くの未経験の方は育成プログラムに応じ全分野を経験し希望と適正を見て配属を決定致します。学校にて専門分野を学んで来た方関してはある程度担当業務を決めて研修していきます。職種は設計・施工・施工管理・保守メンテナンスとあり、ご自身に合った分野にてキャリアを築く事が可能です。正社員 変形（1年単位） 株式会社　平和エアテック
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 建設業に関する経験
全般200,000円～500,000円

静岡県熱海市青葉町３－９

8

エンジニア（設計
職）【未経験者】※
研修制度有り

■自社教育スキームがあるため未経験の方でも安心して技術習得が可能。■売上が安定しており、依頼多数の状況。また新エネルギー分野の研究実験室を新設し新たな分野でも成長傾向である。■有資格者率が地域トップレベルの職場環境のため安心してスキルアップが可能。弊社にて設備（空調・換気・冷凍冷蔵・給排水衛生等）の設計職を目指して頂きます。お客様先は宿泊施設（ホテル・旅館・保養所）、工場・店舗、公共施設、大型マンション、市内の金融機関の店舗などとなります。全くの未経験の方は育成プログラムに応じ全分野を経験し希望と適正を見て配属を決定致します。学校にて専門分野を学んで来た方関してはある程度担当業務を決めて研修していきます。職種は設計・施工・施工管理・保守メンテナンスとあり、ご自身に合った分野にてキャリアを築く事が可能です。正社員 変形（1年単位） 株式会社　平和エアテック
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

201,000円～575,000円

静岡県熱海市青葉町３－９

7

エンジニア（施工従
事者）【未経験者】
※研修制度有り

■自社教育スキームがあるため未経験の方でも安心して技術習得が可能。■売上が安定しており、依頼多数の状況。また新エネルギー分野の研究実験室を新設し新たな分野でも成長傾向である。■未経験者に関しては自社教育制度にて全分野を経験し、希望と適正を見て配属を決定。将来的には設計や施工管理まで目指すことが可能。■有資格者率が地域トップレベルの職場環境のため安心してスキルアップが可能。弊社にて設備（空調・換気・冷凍冷蔵・給排水衛生等）に関わる施工を担当頂きます。お客様先は宿泊施設（ホテル・旅館・保養所）、工場・店舗、公共施設、大型マンション、市内の金融機関の店舗などとなります。尚、学校にて専門分野を学んで来た方に関してはある程度担当業務を決めて研修していきます。正社員 変形（1年単位） 株式会社　平和エアテック
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

201,000円～575,000円

静岡県熱海市青葉町３－９

9

エンジニア（保守メ
ンテナンス）【未経
験者】※研修制度有
り

■自社教育スキームがあるため未経験の方でも安心して技術習得が可能。■設計、施工、メンテナンスまで一貫してサービス提供できる技術力があり下請けでなく直接取引が主である。また売上も安定しており、依頼多数の状況であり今後も成長傾向である。■有資格者率が地域トップレベルの職場環境のため安心してスキルアップが可能。弊社にて設備（空調・換気・冷凍冷蔵・給排水衛生等）に関わる機器のトラブル対応、定期メンテナンス等を担当頂きます。お客様先は宿泊施設（ホテル・旅館・保養所）、工場・店舗、公共施設、大型マンション、市内の金融機関の店舗などとなります。未経験の方は育成プログラムに応じ全分野を経験しその後希望や適正を見て業務が決まっていきます。学校にて専門分野を学んで来た方に関してはある程度担当業務を決めて研修していきます。正社員 変形（1年単位） 株式会社　平和エアテック
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

201,000円～575,000円

静岡県熱海市青葉町３－９
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施工管理【空調・給
排水等の設備】※下
請でなく直接取引担
当

■直接取引のお客様を担当■有資格者率が地域トップレベルの職場環境■充実の研修があり希望によって設計職へのスキルチェンジも可能■設計、施工、アフターまで自社完結できるため技術の幅が広がる！当社にて施工管理（空調・給排水・冷凍冷蔵・電気等）を担当頂きます。当社は設備設計・施工管理から保守・メンテナンスまでを一貫して請け負っており、直接取引のお客様が主体となります。その為やらされ仕事ではなくお客様の本質的な課題を理解し、問題解決を提案するコンサルティング要素も仕事の一つとなります。お客様の顔を見ながら仕事をしたい方、提案コンサルティング要素を強化しどこでも通用する技術を身につけたいと考える方には最適な職場です。正社員 株式会社　平和エアテック
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 機械・電気の保守メ
ンテナンス、施工業
務、施工管理、設

302,677円～575,000円

静岡県熱海市青葉町３－９
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●施工従事者【空
調・給排水等】※下
請でなく直接取引担
当

■直接取引のお客様を担当■有資格者
率が地域トップレベルの職場環境■充
実の研修があり希望によって設計職や
施工管理職へのスキルチェンジ可能■
設計、施工、アフターまで自社完結で
きるため技術の幅が広がる！当社にて
設備の施工（空調・給排水・冷凍冷

正社員 株式会社　平和エアテック
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 機械・電気の保守メ
ンテナンス、施工業
務、施工管理、設

302,677円～575,000円

静岡県熱海市青葉町３－９
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保守メンテナンス
【空調・給排水】※
下請でなく直接取引
担当

■直接取引のお客様を担当■有資格者
率が地域トップレベルの職場環境■充
実の研修があり希望によって設計職や
施工管理職へのスキルチェンジ可能■
設計、施工、アフターまで自社完結で
きるため技術の幅が広がる！当社にて
保守メンテナンス（空調・給排水・冷

正社員 株式会社　平和エアテック
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 機械・電気の保守メ
ンテナンス、施工業
務、施工管理、設

302,677円～575,000円

静岡県熱海市青葉町３－９

月給 機械・電気の保守メ
ンテナンス、施工業
務、施工管理、設

302,677円～575,000円

静岡県熱海市青葉町３－９

13

設備設計職【空調・
給排水等】※下請で
なく直接取引担当

■直接取引のお客様を担当■有資格者率が地域トップレベルの職場環境■充実の研修がありスキルアップできる制度有り■設計、施工、アフターまで自社完結できるため技術の幅が広がる！当社にて設備設計（空調・給排水・冷凍冷蔵・電気等）を担当頂きます。当社は設備設計・施工管理から保守・メンテナンスまでを一貫して請け負っており、直接取引のお客様が主体となります。その為やらされ仕事ではなくお客様の本質的な課題を理解し、問題解決を提案するコンサルティング要素も仕事の一つとなります。お客様の顔を見ながら仕事をしたい方、提案コンサルティング要素を強化しどこでも通用する技術を身につけたいと考える方には最適な職場です。正社員 株式会社　平和エアテック
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年7月8日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪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） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0465-62-1463 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: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 14070- 2510521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 26時間

     TEL: 0557-82-8311 従業員数 18人

年　　齢: 64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： 毎　週 時間外 あり ２級電気工事施工管理技士

求人番号: 22050- 4591221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間 １級電気工事施工管理技士

     TEL: 0557-68-1300 従業員数 8人

年　　齢: 45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 あり

求人番号: 22050- 4733121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 0557-81-3620 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 設備管理士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり １級建築施工管理技士

求人番号: 22050- 4320021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間 ２級建築施工管理技士

     TEL: 0557-68-4147 従業員数 34人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 4702221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-38-3500 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22052- 1597421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 054-262-3192 従業員数 27人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 20人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22010-18256821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-36-1111 従業員数 61人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 大型自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1566121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0557-82-6578 従業員数 63人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 4395021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 22時間

     TEL: 0557-82-6578 従業員数 63人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 4366421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 22時間

     TEL: 0557-82-2410 従業員数 52人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 4209821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0557-82-2410 従業員数 52人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 4210421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-81-8285 従業員数 68人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 4212621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

14

溶接　及び　現場取
付　　＊未経験者歓
迎＊

主に金属工事（鉄骨・金物・ステンレ
スなど）の製作及び現場取付を行いま
す。
○ダクト・手摺・階段・架台・下地な
どの製作及び取付
　（設計図を基に、鋼材切断・組立・
溶接・サンダー掛けなどの加　　工作

正社員 変形（1年単位） 有限会社　高橋溶接工業
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 現場代理人又は積算
の経験がある方、優
遇いたします。

280,000円～430,000円

静岡県熱海市泉４１３－３０４
「工場」

15

設計・積算 あらゆる建設物の屋内外電気設備の設計・積算を行います。　　　観光地というエリア特性から、宿泊施設の物件も多く、たくさんの実績を重ねていますので、わからないことがあっても丁寧に指導します。正社員 株式会社　山田電工社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

日給

221,000円～287,300円

静岡県熱海市上多賀５４６番地の１

17

建設配管工 主に建設現場での給排水設備の仕事で
す。
日常生活で重要な水回りのお仕事なの
で、知識が増えるごとにやり甲斐を感
じる事ができます。
仕事の内容を理解し担当現場を把握で
きる様になれば、どんどん管理職へと

正社員 株式会社　ＰＲＣ
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時15分

日給

213,000円～330,000円

静岡県熱海市昭和町１７番６号

16

配管設備工 事務所から社用車にて各建築現場に行
き、
現場の進捗状況に合わせた仕事に従事
する。　
　１）各種配管（給水・給湯・排水・
温泉・消火・ガス等）
　２）冷媒配管・ルームエアコン設置

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

月給 食品表示の業務、品
質管理業務経験者優
遇。食品表示診断士

200,000円～270,000円

静岡県熱海市桃山町１８－３６

18

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

正社員 株式会社　丸藤
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

日給 建設現場での就労経
験があれば尚可180,000円～280,000円

静岡県熱海市田原本町１１－１
　ラスカ熱海店

20

タクシー乗務員／熱
海市

静岡県熱海市のタクシーのお仕事で
す。
熱海市では地元のお客様や観光のお客
様がご乗車されます。お客様を目的地
までお送りするのがお仕事です。
業界でも珍しいフレックスタイム制を
導入しました。

正社員 変形（1ヶ月単位） かえるたくしー株式会社
雇用期間の定めなし

時給 (2)10時30分～19時30

198,720円～198,720円

静岡県熱海市網代４５８－３

19

販売（フルタイム
パート）【ラスカ熱
海店】

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

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

月給

175,000円～175,000円

静岡県熱海市和田町２０－３５
熱海営業所

21

バス運転士【熱海営
業所】

【路線バス・貸切バスの運転士】
主に熱海地区での路線バス業務となり
ます。
地域の方々の暮らしを支え、お客様を
安全に目的地までお送りすることを第
１に、伊豆エリアの交通手段として欠
かせないサービスを提供しています。

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　東海バス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)5時00分～23時00分

月給

157,949円～157,949円
又は8時00分～22時00

静岡県熱海市小嵐町１－４

23

タクシー運転手 【タクシー運転業務】★全車オートマ
車です。

　さらなるサービス向上を目指して
　社員一同頑張っている会社です。

＊未経験者歓迎（２種免許取得支援制

正社員 変形（1ヶ月単位） 有限会社小形タクシー
雇用期間の定めなし (1)8時00分～18時00分

月給 (2)10時00分～20時00

160,000円～160,000円 (3)12時00分～22時00

静岡県熱海市紅葉ガ丘町１８－４
１
　熱海営業所

22

タクシー運転手 【タクシー運転業務】★全車オートマ
車です。

　さらなるサービス向上を目指して
　社員一同頑張っている会社です。

＊未経験者歓迎（２種免許取得支援制

正社員 変形（1ヶ月単位） 有限会社小形タクシー
雇用期間の定めなし (1)8時00分～18時00分

月給 普通免許取得後３年
経過186,000円～189,000円

又は8時00分～7時59分

静岡県熱海市小嵐町１－４

24

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

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

月給 (2)10時00分～20時00

160,000円～160,000円 (3)12時00分～22時00

静岡県熱海市桜木町７－６

26

タクシー乗務員 ＜　タクシー乗務員　＞

タクシーでお客様を目的地まで安全に
お送りするサービス業です。

※車種　クラウン・プリウス・コン
フォート　など・・・

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

月給 普通免許取得後３年
後186,000円～189,000円

又は8時00分～7時59分

静岡県熱海市桜木町７－６

25

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

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

静岡県熱海市昭和町２０－５

月給 (2)9時00分～3時00分

186,000円～189,000円
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪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） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0557-81-8285 従業員数 68人

年　　齢: 35歳～54歳 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 4213921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-81-8285 従業員数 68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- 4215021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0465-62-6397 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 大型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 4725021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-81-5951 従業員数 47人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 3977721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 27時間

     TEL: 0557-81-5951 従業員数 47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: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 3978821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 27時間

     TEL: 0557-81-5951 従業員数 47人

年　　齢: 60歳以上 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 3979221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 27時間

     TEL: 055-929-8300 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 4497421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 0557-81-2172 従業員数 9人

年　　齢: 45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 なし

求人番号: 22050- 4316521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     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: 22010-18062421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 0557-81-0755 従業員数 7人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 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: 22050- 3984721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 16時間

     TEL: 0557-29-6470 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 なし

求人番号: 22050- 4829621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 075-754-7264 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: 26010-14411921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-87-1400 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 生命保険業界共通教
育制度一般課程試験

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり その他の販売類似関係資格

求人番号: 22050- 4012321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・その他月平均 5時間 その他の商品販売関係資格

月給 (2)19時00分～7時00分

186,000円～189,000円 (3)9時00分～3時00分27

タクシー乗務員　就
職氷河期世代限定求
人

＜　タクシー乗務員　＞
５４才以下の二種資格がない方でも応
募可能

タクシーでお客様を目的地まで安全に
お送りするサービス業です。


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

静岡県熱海市昭和町２０－５

29

大型運転手 ・生コンクリート運搬業務（会社から
プラントに行き生コンを積ん　で現場
へ運ぶ）
・運搬範囲は神奈川県（平塚、山
北）、静岡県東部方面

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

月給 エクセルやワード入
力が出来る事161,920円～196,420円

静岡県熱海市昭和町２０－５

28

事務職　総合 旅行社やお客様からの問い合わせの取
次や電話対応
パソコンを使い資料の作成と管理
また配車室での電話対応などの業務一
般
運行管理業務の補助等

正社員 熱海第一交通　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)19時00分～4時07分

156,123円～156,123円

静岡県熱海市泉２７４－３０

30

タクシー乗務員 ※隔日勤務、日勤勤務
　流し営業及びアプリ配信でのお客様
送迎
※ドライブレコーダー、ＥＴＣ装備
※取引先は１部上場会社多数
※スマホアプリ（ＧＯ）導入による配
車急伸中

正社員 変形（1ヶ月単位） キングタクシー株式会社
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時07分

日給 大型運転経験者

250,000円～250,000円

静岡県熱海市西山町３６－１３

32

タクシー乗務員（嘱
託・定時）

※隔日勤務、日勤勤務
　流し営業及びアプリ配信でのお客様
送迎
※ドライブレコーダー、ＥＴＣ装備
※取引先は１部上場会社多数
※スマホアプリ（ＧＯ）導入による配
車急伸中

正社員以外 変形（1ヶ月単位） キングタクシー株式会社
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時07分

月給 (2)19時00分～4時07分

156,123円～156,123円

静岡県熱海市西山町３６－１３

31

タクシー乗務員（有
期契約社員）

※隔日勤務、日勤勤務
　流し営業及びアプリ配信でのお客様
送迎
※ドライブレコーダー、ＥＴＣ装備
※取引先は１部上場会社多数
※スマホアプリ（ＧＯ）導入による配
車急伸中

正社員以外 変形（1ヶ月単位） キングタクシー株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)7時00分～16時07分

時給 接客販売の経験、女
性に応対する業務の
経験など

190,080円～345,600円

静岡県熱海市西山町３６－１３

33

宝石店内販売員 １５年以上続く個人経営の店舗での接
客販売です。
顧客様をメインに販売業務の他、販売
補助、店内雑務、お客様の送迎なども
行って頂きます。

正社員 株式会社　ファイブスター「ラピス」
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 (2)19時00分～4時07分

156,123円～156,123円

静岡県熱海市銀座町１０－１１

35

ガソリンスタンドス
タッフ／熱海市

・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

月給

200,000円～240,000円

静岡県沼津市共栄町２１－１０　　　　　　　　　　　　　　　　ラピス

34

和食店ホールスタッ
フ

フロアサービス
ドリンク提供
レジ電話対応
売上管理等

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　釜鶴
雇用期間の定めなし (1)10時00分～21時00

月給 ガソリンスタンド経
験225,000円～260,000円

静岡県熱海市東海岸町１４－２
サガミシ－ド（株）サンビーチ熱
海ＳＳ

36

ガソリンスタンドス
タッフ

ガソリンスタンドでの下記接客サービ
スを担当していただきます。

・ガソリン給油、窓拭き、清掃等
・点検サービス（オイル交換、タイヤ
の空気圧確認等）　
・関連商品の販売　等

正社員 有限会社　栗本油店
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時30分

月給

186,000円～214,500円
又は7時00分～21時00

静岡県熱海市昭和町１３－１９　３階

38

販売員（せんべい・
熱海店）

観光地・熱海にあるおせんべい、おか
きの専門店です。
お土産用から食べ歩き用まで多種多様
のおせんべいやおかきを用意していま
す。昔ながらの製法にこだわったせん
べいは多くのお客様に好評をいただい
ています。

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　寺子屋　東日本
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

187,680円～326,400円
又は8時30分～19時00

静岡県熱海市和田浜南町５－１

37

軽作業 ★海外、国内販売の発送手続き、梱
包、開梱
＞＞インターネットサイトで買い物が
できるぐらいの
基本的なＰＣ操作ができればＯＫ
バーコードのシール貼りもお願い致し
ます

正社員以外 交替制あり 株式会社ＢｕｙＪａｐａｎ熱海支社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 生命保険、損害保
険、少額短期保険募
集人資格（いずれも

170,000円～300,000円
又は9時30分～17時30

静岡県熱海市田原本町５－６
『熱海せんべい店』

39

生命保険、損害保
険、少額保険の提案
やＩＴ商材の御提案
など

◆生命保険、損害保険、少額短期保険
の保険商品をお客様へご提案するお仕
事です。保険の募集やご契約、ご相
談、ご契約後の保全、最新の情報の提
供など、お仕の内容は多岐にわたりま
す。お客様は個人、個人事業主、法人
経営者から法人にお勤めの従業員など

正社員以外 株式会社　出口ライフウイング
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

220,600円～220,600円

静岡県熱海市下多賀１１７３
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年7月8日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪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） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0557-81-5588 従業員数 4人

年　　齢: 45歳以下 休　　日： 水他 ２級建築施工管理技
士

就業場所: 

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

求人番号: 22050- 4183621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 025-785-5575 従業員数 6人

年　　齢: 35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: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 15120- 2570921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 025-785-5575 従業員数 6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: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 15120- 2571121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 0557-81-5111 従業員数 14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： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 4506021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0557-81-5111 従業員数 26人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 4507721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0557-81-7661 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 水他 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- 4232021 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-83-3100 従業員数 10人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 4711521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 03-5206-5121 従業員数 20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: 13080-47790221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0465-62-6111 従業員数 13人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 4848021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 26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: 13090-24781021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-24791821 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: 13090-24905421 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: 13090-24910821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

静岡県熱海市中央町２番２号

41

営業（熱海店） 物件の問い合わせ・ご案内・契約
不動産売買賃貸契約書作成
物件の写真撮影・確認・簡単な設備点
検
チラシなどの広告作成
物件の間取り、資料などの作成
マンションオーナーイベント企画　他

正社員 株式会社　エンゼル不動産
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

175,000円～250,000円
又は9時30分～19時00

40

営業若しくは営業サ
ポート

首都圏にお住いの方々に地域（熱海・湯河原等の観光地）の魅力をインターネトなどを通じて発信し、別荘や住宅などを販売（仲介）します。不動産という高額な商材を扱うのでやりがいや達成感は営業職の中でも群を抜くものがあります。また不動産に付随するリフォームや建築などのアドバイスを含めお客様の別荘・住宅での生活をトータルにサポートする仕事です。正社員 交替制あり ワンストップ株式会社
雇用期間の定めなし

月給 不動産業界経験あれ
ば尚可
２～３年程の不動産

296,370円～352,720円

静岡県熱海市田原本町９－１　第
一ビル２Ｆ
株式会社エンゼル不動産　熱海店

42

営業（熱海店）経験
者

物件の問い合わせ・ご案内・契約
不動産売買賃貸契約書作成
物件の写真撮影・確認・簡単な設備点
検
チラシなどの広告作成
物件の間取り、資料などの作成
マンションオーナーイベント企画　他

正社員 株式会社　エンゼル不動産
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

247,550円～276,690円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱海駅前第一ビル５階

44

調理師 中高齢者専用マンション食堂の厨房にて１日３食（朝・昼・夜　各３０～１００食程度）の調理（和・洋・中）をしていただきます。正社員 変形（1ヶ月単位） 中銀インテグレーション株式会社　熱海支店
雇用期間の定めなし (1)6時30分～18時30分

月給 ケアマネージャーの
経験232,000円～261,000円

静岡県熱海市田原本町９－１　第
一ビル２Ｆ
株式会社エンゼル不動産「熱海
店」

43

ケアマネージャー 居宅介護事業

具体的には
利用者宅に訪問して面談をします。
利用者様の状態に合わせてプランを作
成します。
利用するサービス事業所との連携を図

正社員 変形（1ヶ月単位） 中銀インテグレーション株式会社　熱海支店
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)9時00分～17時00分

167,400円～167,400円

静岡県熱海市内

45

マンション管理員 清掃・点検・受付・温泉管理 正社員 伊豆山コーポラス管理組合法人
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時00分

月給

200,000円～250,000円

静岡県熱海市水口町５番１３号

47

リゾートセミナーホ
テル・調理人／熱海
市

＊＊／幅広い年代の社員が活躍してい
る元気な職場です！＼＊＊
東証グロース上場！！貸し会議室業界
Ｎｏ．１の会社が母体です

当社の運営するリゾートセミナーホテ
ル『ＩＳＨＩＮＯＹＡ熱海

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ティーケーピー
雇用期間の定めなし

月給

170,000円～250,000円

静岡県熱海市海光町７番６７号

46

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

正社員 株式会社ライト
雇用期間の定めなし (1)13時00分～22時00

月給

209,500円～220,000円

静岡県熱海市熱海１７３９－３５
パサニアホテル棟２７階
『ＩＳＨＩＮＯＹＡ熱海』（当社
運営）

48

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

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

月給 和食部門の調理に関
する業務経験をお持
ちの方

260,000円～350,000円
又は6時30分～22時00

静岡県熱海市昭和町１０－３３
熱海金城館

50

【正社員】ホテル調
理スタッフ／熱海
ニューフジヤホテル

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


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

月給 調理実務経験３年以
上が目安278,650円～333,400円

静岡県熱海市泉２３１

49

【正社員】ホテル調
理スタッフ／熱海金
城館

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


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

月給 調理実務経験３年以
上が目安278,650円～333,400円

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

51

【正社員】ホテル調
理スタッフ／ウオミ
サキホテル

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


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

月給 調理実務経験３年以
上が目安278,650円～333,400円

静岡県熱海市田原本町４－１６
伊東園ホテル熱海館

月給 調理実務経験３年以
上が目安278,650円～333,400円

静岡県熱海市和田浜南町７番地２
号
ウオミサキホテル

52

【正社員】ホテル調
理スタッフ／伊東園
ホテル熱海館

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


正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし (1)6時00分～21時00分
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年7月8日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪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） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     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: 13090-24913421 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: 13090-24931921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-24953521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-24964621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-25007921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-25011521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-25012421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-25022621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0557-67-1515 従業員数 18人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水他 調理師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 4764321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-68-3151 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: 22050- 4593421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-81-6185 従業員数 35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- 4569421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 0557-81-6185 従業員数 35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- 4571121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0557-67-2643 従業員数 36人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 4504921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

53

【正社員】ホテル調
理スタッフ／アタミ
シーズンホテル

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


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

月給 調理実務経験３年以
上が目安278,650円～333,400円

静岡県熱海市咲見町６－１
アタミシーズンホテル

54

【正社員】ホテル調
理スタッフ／ホテル
大野屋

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


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

月給 調理実務経験３年以
上が目安278,650円～333,400円

静岡県熱海市昭和町１０－３３
熱海金城館

56

契約社員／ホテル
サービススタッフ
（ニューフジヤホテ
ル）

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

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

月給

223,900円～223,900円
又は6時00分～22時00

静岡県熱海市和田浜南町３－９
ホテル大野屋

55

地域限定契約社員／
ホテルサービスス
タッフ（熱海金城
館）

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

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

月給

223,900円～223,900円
又は6時00分～22時00

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

57

契約社員／ホテル
サービススタッフ
（ウオミサキホテ
ル）

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

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

月給

223,900円～223,900円
又は6時00分～22時00

静岡県熱海市田原本町４－１６
伊東園ホテル熱海館

59

地域限定契約社員／
サービススタッフ／
アタミシーズンホテ
ル

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

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

月給

223,900円～223,900円
又は6時00分～22時00

静岡県熱海市和田浜南町７番地２
号
ウオミサキホテル

58

地域限定契約社員／
サービススタッフ
（伊東園ホテル熱海
館）

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

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

月給

223,900円～223,900円
又は6時00分～22時00

静岡県熱海市咲見町６－１
アタミシーズンホテル

60

地域限定契約社員／
ホテルサービスス
タッフ（ホテル大野
屋）

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

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

月給

223,900円～223,900円
又は6時00分～22時00

静岡県熱海市網代６２７－５０６

62

フロント兼予約係 チェックイン・チェックアウト
インターネットによる宿泊プランの販
売・管理
電話、インターネットによる予約受付
などお客様対応
稀にその他部署のヘルプあり（３０分
程度）

正社員 変形（1ヶ月単位） 伊豆網代温泉　松風苑（サンユー建設　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)10時00分～19時00 調理

203,601円～386,000円

静岡県熱海市和田浜南町３－９
ホテル大野屋

61

調理 お食事処及び宿泊の朝・夕食の調理 正社員 変形（1年単位） 有限会社　伊豆磯舟観光
雇用期間の定めなし (1)6時00分～15時00分

月給 (2)15時00分～20時00 食、日本料理に興味
がある。
調理師学校を卒業、

190,000円～240,000円

静岡県熱海市下多賀　６６０

63

調理師補助 会席料理を提供している旅館の調理部
でのお仕事です。

●使用した調理器具の洗浄や板場の清
掃
●水揚げされた鮮魚を捌く
●仕込みの手伝い、盛り付けなど

正社員 交替制あり 株式会社　新かど旅館
雇用期間の定めなし (1)6時30分～11時30分

月給 (2)9時00分～18時00分 経験者優遇

200,000円～300,000円 (3)12時00分～21時00

静岡県熱海市小嵐町１４－８

65

調理師 和食を中心とした調理全般　
お客様の喜ぶ料理を作っていただける
方を希望します。
朝夕平均３０～５０食を分担して作っ
ております。

正社員 交替制あり 有限会社みずの観光
雇用期間の定めなし (1)6時00分～14時00分

月給

180,000円～230,000円

静岡県熱海市小嵐町１４－８

64

フロントスタッフ ●接客：お客様のお出迎え。客室まで
のご案内。
●車移動：お客様のお車のフロント⇔
駐車場の移動。
●事務／予約受付
　ネット予約の取り込み業務。電話予
約の対応。

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　新かど旅館
雇用期間の定めなし (1)8時00分～20時00分

静岡県熱海市網代６２７－３６３

月給 (2)13時30分～20時00 調理の経験

173,000円～272,250円 (3)8時00分～16時00分
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪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） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0557-67-2643 従業員数 36人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 4505121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0557-55-7520 従業員数 97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- 4550421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 0557-55-7520 従業員数 113人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 4553921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0557-55-7520 従業員数 97人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 4556721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0557-55-7520 従業員数 113人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 4558221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 0557-55-7520 従業員数 113人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 4559521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 0557-55-7520 従業員数 97人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 4560321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-55-7520 従業員数 113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- 4562921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 0557-55-7520 従業員数 113人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 4479521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 0557-55-7520 従業員数 97人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 4480321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0557-81-2121 従業員数 25人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 4486821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 13時間

     TEL: 03-3201-6655 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13010-59847321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-82-5460 従業員数 325人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 大型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 4317421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 3時間

時給 (2)7時00分～21時30分

176,000円～193,600円 (3)13時00分～21時3066

接客業務（客室係） ・温泉旅館「竹林庵みずの」における
接客業務を行って頂きます。
・お客様のチェックイン案内、部屋掃
除、ベットメイキング、お部　屋への
お食事配膳などを行います。
・１人２部屋程度のお客様を担当しま
す。　　　　　　　

正社員 変形（1ヶ月単位） 有限会社みずの観光
雇用期間の定めなし (1)7時00分～15時30分

静岡県熱海市伊豆山２６９

68

マネージャー候補
ふふ熱海

サービス企画や人材の育成、また収益
管理などのマネジメント業務全般、現
場の最前線でバトラー業務をお任せい
たします。
※バトラー：チェックインからチェッ
クアウトまでお客様の滞在をトータル
にサポートする接客業務

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社ＫＰＧ　ＨＯＴＥＬ＆ＲＥＳＯＲＴ
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 ホテル・旅館、飲
食、販売、営業など
人と接する職種経験

200,034円～350,002円 (3)13時00分～22時00

静岡県熱海市網代６２７－３６３

67

接客サービス　ＡＴ
ＡＭＩせかいえ

お客様に寄り添ったサービスを提供す
る接客スタッフ『バトラー』としてご
活躍いただきます。バトラーは、様々
なシーンでお客様に接するため、たく
さんの感動と喜びをプロデュースする
機会があります。お客様から「ありが
とう」「またあなたに会いにきます」

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社ＫＰＧ　ＨＯＴＥＬ＆ＲＥＳＯＲＴ
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 旅館、シティホテル
またはリゾートホテ
ルでのマネージャー

300,087円～400,016円 (3)13時00分～22時00

静岡県熱海市水口町１１番４８号

69

マネージャー候補
ＡＴＡＭＩせかいえ

サービス企画や人材の育成、また収益
管理などのマネジメント業務全般、現
場の最前線でバトラー業務をお任せい
たします。
※バトラー：チェックインからチェッ
クアウトまでお客様の滞在をトータル
にサポートする接客業務

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社ＫＰＧ　ＨＯＴＥＬ＆ＲＥＳＯＲＴ
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 旅館、シティホテル
またはリゾートホテ
ルでのマネージャー

300,087円～400,016円 (3)13時00分～22時00

静岡県熱海市水口町１１番４８号

71

調理／寿司（ふふ熱
海）

地産地消にこだわり、地元でとれた新鮮な食材を使用。仕込み、握り、接客など。すべて一から手作りで調理をし、お客様へ提供しています。プライベート感のあるカウンターや個室のお席、地元の穫りたての海鮮で腕をふるってください。正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社ＫＰＧ　ＨＯＴＥＬ＆ＲＥＳＯＲＴ
雇用期間の定めなし (1)7時00分～21時30分

月給 (2)10時00分～19時00 接客業経験者

275,081円～400,016円 (3)13時00分～22時00

静岡県熱海市伊豆山２６９

70

接客サービス　リー
ダー候補　ふふ熱海

接客の要として、リーダー候補として
ご活躍いただく人財を募集します。私
どもの接客サービスは、お出迎えから
お見送りまでの接客に関する全ての業
務を行います。
■サービススタッフの教育・育成、数
値管理、ＶＩＰ対応など

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社ＫＰＧ　ＨＯＴＥＬ＆ＲＥＳＯＲＴ
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 宿泊、販売、営業な
ど接客業務経験200,043円～350,108円

静岡県熱海市水口町１１番４８号

72

ナイトフロント（Ａ
ＴＡＭＩせかいえ）

夜間の接客、管理業務をお願いいたし
ます。
ナイトスタッフの具体的な業務は、売
上集計、翌日のチェックイン・アウト
準備、フロント業務、館内巡回やお客
様対応等です。

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社ＫＰＧ　ＨＯＴＥＬ＆ＲＥＳＯＲＴ
雇用期間の定めなし (1)21時00分～8時00分

月給 鮨経験者
カウンターの為、接
客が好きな方歓迎

200,034円～400,016円

静岡県熱海市桃山町１８ー４２

74

接客サービス（ふふ
熱海）

一組一組のお客様とご丁寧に向き合う
『バトラー業務』をご担当いただきま
す。
バトラーは、お出迎えからお見送りま
での接客に関する全ての業務を行いま
す。
■コンシェルジュ（チェックイン・

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社ＫＰＧ　ＨＯＴＥＬ＆ＲＥＳＯＲＴ
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 事務経験者

200,034円～300,087円

静岡県熱海市伊豆山２６９

73

労務・総務を中心と
した事務スタッフ

ふふ熱海、ＡＴＡＭＩせかいえ、ＡＴ
ＡＭＩ海峯楼の３つのホテルをバック
オフィスで支える一般事務（総務・経
理・労務）のお仕事です。
また、従業員の心の機微を感じとり、
働きやすい環境をつくるサポートをし
ていただきます。

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社ＫＰＧ　ＨＯＴＥＬ＆ＲＥＳＯＲＴ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 (2)10時00分～19時00 旅館、シティホテル
またはリゾートホテ
ルでのマネージャー

300,087円～400,016円 (3)13時00分～22時00

静岡県熱海市水口町１１番４８号

75

マネージャー候補
ＡＴＡＭＩせかいえ

サービス企画や人材の育成、また収益
管理などのマネジメント業務全般、現
場の最前線でバトラー業務をお任せい
たします。
※バトラー：チェックインからチェッ
クアウトまでお客様の滞在をトータル
にサポートする接客業務

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社ＫＰＧ　ＨＯＴＥＬ＆ＲＥＳＯＲＴ
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 ホテル・旅館業界経
験者200,034円～350,002円 (3)13時00分～22時00

静岡県熱海市中央町１４－９

77

リゾートマンション
設備管理／熱海市

マンション内の共用施設の簡単な設備
管理業務（　点検等　）、
浴槽の簡単な清掃業務、
館内巡回、
駐車場管理、
館内庭園管理、
業者対応、

正社員以外 株式会社　エンゼル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

時給 (2)15時00分～19時30 マナー講習

172,800円～207,360円

静岡県熱海市伊豆山２６９

76

旅館スタッフ【フロ
ント・清掃業務】
パート社員

（仕事内容）
主に旅館の裏方でお掃除の仕事を中心
に、裏方作業が主になります。
当社はお客様からの料理評価が高い旅
館です。
持っている技術をさらに磨き上げるこ
とができます。

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

月給 (2)10時00分～18時30

250,000円～250,000円 (3)12時00分～20時30

静岡県熱海市上多賀８６３－１

78

バス運転手・駐車場
係

複合型リゾート施設『ＡＴＡＭＩ　Ｂ
ＡＹ　ＲＥＳＯＲＴ　ＫＯＲＡＫＵＥ
Ｎ』における送迎バス運転及び駐車場
管理スタッフ（下記）

・弊社施設⇔熱海駅間の送迎バス運転
業務（片道約１５分）

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　東京ドーム　リゾ－トオペレ－ションズ（ＡＴＡＭＩ　ＢＡＹ　ＲＥＳＯＲＴ　ＫＯＲＡＫＵＥＮ）
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 パソコン操作が出来
る方、ワード、エク
セル　　　　　

190,667円～190,667円

静岡県熱海市和田浜南町１０－１
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年7月8日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪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） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0557-81-3561 従業員数 40人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 4312021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-81-3561 従業員数 40人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 4313721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-81-2121 従業員数 25人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 4207021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 13時間

     TEL: 0557-81-3595 従業員数 43人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 4172521 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: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-20888021 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: 13090-20895121 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: 13090-20898821 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: 13090-20918721 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: 13090-20270321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-20272921 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: 13090-20297621 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: 13090-20302721 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: 13090-20303821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

静岡県熱海市渚町２６－１１

80

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

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

月給

193,000円～226,000円79

客室係 ・お客様への、お部屋か宴会場に朝
食、夕食を提供（担当階ま
　での料理は内務係が運ぶので廊下か
宴会場までを担当し並べ
　る）
・お部屋の清掃は、ビルメンテの外注
の方が９割ほど行うが、

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

月給 (2)15時00分～19時30 マナー講習

194,700円～237,900円

静岡県熱海市渚町２６－１１

81

旅館スタッフ【フロ
ント・接客】正社員

客室係：接客業務
１，日本庭園美化　館内美化　宴席の
設営等
２，布団の上げ下げ
３，その他接客業務　パントリーまで
の配膳等
雇用条件：初心者経験者ともに歓迎国

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

月給

200,000円～289,000円

静岡県熱海市東海岸町１－２

83

【静岡限定正社員】
ホテル施設管理長候
補／ウオミサキホテ
ル

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給

230,000円～230,000円

静岡県熱海市中央町１４－９

82

ホテル調理部　調理
スタッフ

熱海温泉ホテル貫一　調理部にて調理
職を担当してもらいます
経験者優遇致します
※調理師免許、高度な技術は必要あり
ません
調理経験１年から３年など短い期間の
経験でも可能です

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社貫一ホテル
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)7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

静岡県熱海市和田浜南町７番地２
号
ウオミサキホテル

84

【静岡限定正社員】
施設管理長候補／伊
東園ホテル熱海館

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 施設管理実務経験３
年以上が目安277,440円～277,440円

又は8時00分～21時00

静岡県熱海市咲見町６－１
アタミシーズンホテル

86

【静岡限定正社員】
施設管理長候補／ホ
テル大野屋

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 施設管理実務経験３
年以上が目安277,440円～277,440円

又は8時00分～21時00

静岡県熱海市田原本町４－１６
伊東園ホテル熱海館

85

【静岡限定正社員】
施設管理長候補／ア
タミシーズンホテル

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 調理実務経験３年以
上が目安352,880円～352,880円

静岡県熱海市和田浜南町３－９
ホテル大野屋

87

【静岡限定正社員】
ホテル調理長候補／
熱海金城館

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 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

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

89

【静岡限定正社員】
ホテル調理長候補／
ウオミサキホテル

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

静岡県熱海市昭和町１０－３３
熱海金城館

88

静岡限定正社員／ホ
テル調理長候補／熱
海ニューフジヤホテ
ル

当社が運営するホテルの調理部門の責
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

静岡県熱海市和田浜南町７番地２
号
ウオミサキホテル

90

【静岡限定正社員】
ホテル調理長候補／
伊東園ホテル熱海館

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

静岡県熱海市咲見町６－１
アタミシーズンホテル

月給 調理実務経験３年以
上が目安352,880円～352,880円

静岡県熱海市田原本町４－１６
伊東園ホテル熱海館

91

【静岡限定正社員】
ホテル調理長候補／
アタミシーズンホテ
ル

当社が運営するホテルの調理部門の責
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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【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年7月8日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪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） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     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: 13090-20316621 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: 13090-20567321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-20579021 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: 13090-20642721 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: 13090-20652221 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: 13090-20654421 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: 13090-20665921 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: 13090-20742421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-20745921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0557-86-1045 従業員数 37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- 3980621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 090-2917-4378 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 水他 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- 4150921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-85-2000 従業員数 70人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 4242821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-81-3321 従業員数 11人

年　　齢: 69歳以下 休　　日： 水木 調理師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 4666521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 22時間

92

【静岡限定正社員】
ホテル調理長候補／
ホテル大野屋

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 業界問わず、何らか
のマネジメントの経
験

352,880円～352,880円
又は9時00分～21時00

静岡県熱海市和田浜南町３－９
ホテル大野屋

93

【地域限定正社員】
ホテル支配人候補
（熱海金城館）

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 調理実務経験３年以
上が目安352,880円～352,880円

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

95

【地域限定正社員】
ホテル支配人候補
（ウオミサキホテ
ル）

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 業界問わず、何らか
のマネジメントの経
験

352,880円～352,880円
又は9時00分～21時00

静岡県熱海市昭和町１０－３３
熱海金城館

94

【地域限定正社員】
支配人候補（熱海
ニューフジヤホテ
ル）

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 業界問わず、何らか
のマネジメントの経
験

352,880円～352,880円
又は9時00分～21時00

静岡県熱海市和田浜南町７番地２
号
ウオミサキホテル

96

【地域限定正社員】
ホテル支配人候補
（伊東園ホテル熱海
館）

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 業界問わず、何らか
のマネジメントの経
験

352,880円～352,880円
又は9時00分～21時00

静岡県熱海市咲見町６－１
アタミシーズンホテル

98

【地域限定正社員】
ホテル支配人候補
（ホテル大野屋）

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 業界問わず、何らか
のマネジメントの経
験

352,880円～352,880円
又は9時00分～21時00

静岡県熱海市田原本町４－１６
伊東園ホテル熱海館

97

【地域限定正社員】
支配人候補（アタミ
シーズンホテル）

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 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

静岡県熱海市和田浜南町３－９
ホテル大野屋

99

【静岡限定正社員】
ホテル施設管理長候
補／熱海金城館

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 業界問わず、何らか
のマネジメントの経
験

352,880円～352,880円
又は9時00分～21時00

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

101

フロント フロントでのチェックイン・チェック
アウトをはじめとする接客や予約確認
等の電話対応、その他バックヤードで
の事務作業等を行います。１勤務２５
時間と２．５日間の休日を組み合わ
せ、月８回の勤務で月給を稼ぐことが
できます。

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社東横イン熱海駅前
雇用期間の定めなし (1)10時30分～11時30

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

静岡県熱海市昭和町１０－３３
熱海金城館

100

【静岡限定正社員】
施設管理長候補／熱
海ニューフジヤホテ
ル

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 簡易宿泊フロント全
般200,000円～300,000円

又は15時00分～21時00

静岡県熱海市春日町１２－４

102

ホテルの客室・フロ
ントスタッフ

・簡易宿泊フロント全般（チェックイ
ン、チェックアウト、電話応
　対、メール対応）
・布団敷き、布団上げ作業
・その他、ホテル内の清掃等
＊未経験者の方は指導します

正社員 交替制あり ゲストハウス惠（東方技研株式会社）
雇用期間の定めなし (1)8時30分～14時00分

月給

226,000円～226,000円

静岡県熱海市春日町７－３９

104

調理係 ＜調理係業務は下記の通りです＞
・店舗内厨房に於いて顧客に提供する
食事の調理を担当
・盛り付け、煮物、焼き物、慣れてき
たら、そばの茹で上げを担当

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

月給 配膳又はホール経験
等180,000円～210,000円

又は11時30分～21時00

静岡県熱海市春日町１－２５

103

接客係（料飲サービ
ス）

朝夕食、宴会等での配膳等接客サービ
ス
・お客様の席へのご案内
・料理の配膳やドリンクの提供サービ
ス
・テーブルの片付けやセッティング
・お客様のご依頼された接客に関する

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 国家公務員共済組合連合会熱海共済会館ＫＫＲ　ＨＯＴＥＬ　ＡＴＡＭＩ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～21時00分

静岡県熱海市田原本町７－５

月給

200,000円～220,000円
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年7月8日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪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） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0557-86-2038 従業員数 30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- 4595621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 03-6456-4103 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 火水 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13040-68373721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0557-55-9510 従業員数 1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: 22050- 4723921 各種保険： 雇用・労災 月平均 10時間

     TEL: 0120-911-045 従業員数 13人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 14100- 7160221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 27時間

     TEL: 0120-911-045 従業員数 13人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 14100- 7164621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 27時間

     TEL: 0557-52-3180 従業員数 25人

年　　齢: 不問 休　　日： 水日他 調理師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 14090- 7994021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-82-2777 従業員数 3人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 木他 美容師 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 管理美容師

求人番号: 22050- 4845621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-82-2777 従業員数 4人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 木他 美容師 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 管理美容師

求人番号: 22050- 4732921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-6418-9186 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　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: 13070-36471121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 022-791-1220 従業員数 3人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 04010-35775721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 03-6911-3777 従業員数 2人

年　　齢: 不問 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: 13080-47666921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0558-22-2700 従業員数 80人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22110- 2071421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 03-3837-3733 従業員数 4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: 13030- 8239121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

月給 (2)17時00分～21時00

200,000円～230,000円105

旅館・和食レストラ
ン飲食接客業従業員

ホテルの宿泊客の飲食の接客業務です。（朝食・昼食・夕食の飲食接客）１．朝食（バイキング・和定食）の準備・接客・片付け２．夕食（懐石スタイル）・バイキング（繁忙期）の準備・接客・片付け３．昼食・パーティー等の準備・接客・片付け正社員 変形（1ヶ月単位） 有限会社割烹でん助
雇用期間の定めなし (1)6時30分～10時30分

静岡県熱海市咲見町７－３４
「龍華庭　ふくろう」

107

寿司職人（見習い） カウンターの仕事
　魚の仕込み、一品料理、デザート、
盛り付け等の補助

＊未経験者の方も基礎から指導します
＊イアリアン、フレンチ他業界経験者
歓迎

正社員 すし処和楽
雇用期間の定めなし (1)10時00分～21時00

月給 飲食業やサービス業
の経験者300,000円～450,000円

又は10時00分～21時00

静岡県熱海市和田浜南町５－８　ホテルサンミ倶楽部内

106

創作和食店店長／熱
海市

お客様への接客対応、調理補助、レジ打ち、清掃、軽易な書類作成など。正社員 株式会社　アークカンパニー
雇用期間の定めなし

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

236,300円～280,000円 (3)12時00分～21時00

静岡県熱海市田原本町９番１号　熱海第一ビル株式会社２階　２０８号、２０９号

108

フロントスタッフ／
熱海温泉　夢いろは
／静岡県熱海市

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

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

月給 経験者歓迎します
が、調理が好きであ
れば可

200,000円～350,000円

静岡県熱海市咲見町４－６
熱海温泉ホテル「夢いろは」

110

料理長候補 海鮮丼ぶりを中心とした飲食店にて、
・魚の捌き
・仕込み
・オーダー調理
・食材管理
・衛生管理
・スタッフ教育

正社員以外 株式会社　夢タカラ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

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

280,000円～350,250円 (3)12時00分～21時00

静岡県熱海市咲見町４－６
熱海温泉ホテル「夢いろは」

109

支配人・支配人候補
／熱海温泉　夢いろ
は／静岡県熱海市

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

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

月給 (2)9時00分～17時00分

162,000円～350,000円
又は9時00分～18時00

静岡県熱海市銀座町８－８
おさかな食堂

111

美容師及び美容師見
習い

美容室に来店されたお客様の髪のカッ
ト、セット、カラーリング、パーマな
ど、髪の毛のお手入れ全般の美容術を
行います。
メイク、ネイル、着付けなどで、それ
ぞれ専門技術が必要なサービスも提供
しているのでトータルビューティーを

正社員 変形（1年単位） 有限会社カマダ
雇用期間の定めなし (1)10時00分～18時00

月給 魚を捌くことできる
方。
飲食店、鮮魚店での

232,280円～316,740円
又は7時00分～20時00

静岡県熱海市中央町１８－８　布袋屋ビル２Ｆ

113

美容師（ＱＢハウス
マックスバリュ熱海
店）

ヘアカット専門店ＱＢハウスにおける
カット及び接客。

ブランクのある方や技術向上を希望さ
れる方のためにトレーニング制度が充
実。


正社員 変形（1ヶ月単位） キュービーネット株式会社
雇用期間の定めなし

月給 (2)9時00分～17時00分

162,000円～350,000円
又は9時00分～18時00

静岡県熱海市中央町３－１　カマダビルＢ１Ｆ

112

美容師及び美容師見
習い

お客さまの髪の毛のカット・カラー・
セット・シャンプー・ブロー・パーマ
などの施術をし、美しく整える。

トータルビューティーサロンの為、ハ
ンドマッサージやネイル、エステ、ま
つげエクステ、ヘッドスパも用意して

正社員 変形（1年単位） 有限会社カマダ
雇用期間の定めなし (1)10時00分～18時00

月給 エステティシャン、
アロマセラピストな
どの実務経験

190,000円～266,500円

静岡県熱海市中央町１９－３９
マックスバリュ熱海店１階

114

エステティシャン・
セラピスト

温泉地にあるリゾートホテルや高級旅
館内のサロンでエステ施術・
リラクゼーション施術を行い、お客さ
まの「美」と「健康」のお手
伝いをしていただく仕事です。

＊主な業務内容＊

正社員 変形（1年単位） ＥＧＡＯ　株式会社
雇用期間の定めなし (1)15時00分～0時00分

月給

220,000円～270,000円

静岡県熱海市熱海１８０２－１
熱海市営火葬場

116

ホール・カウンター
スタッフ【月８日休
み正社員】

○パチンコ店ホールでの接客対応全般
を行って頂きます
　店内設備や遊び方のご案内や出玉の
持ち運び等、お客様が
　快適にプレイを楽しんで頂くための
サポートをします。
　カウンター担当は、出玉の清算や景

正社員 交替制あり 株式会社　アシベ商事
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時30分

月給

200,000円～250,000円

静岡県熱海市東海岸町３－１９
ホテルミクラス

115

斎場業務／熱海市／
契約社員

・炉前業務及び火葬炉運転業務
・日常清掃業務及び敷地内外の環境美
化


＊未経験の方でもしっかりと丁寧に研
修しますので安心です。

正社員以外 株式会社　元創
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 動物業界の経験があ
る方
動物取扱責任者にな

180,000円～180,000円
又は7時00分～22時00

下田・河津・稲取・伊豆高原・熱海

117

熱海市／飼育スタッ
フ

当社施設にて下記のお仕事をおこなっ
ていただきます。

＊成犬や子犬のお世話（主に清掃作業
他：給餌、シャンプー等）
＊簡単な事務作業（パソコンなど）


正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　山下商会
雇用期間の定めなし

月給 (2)16時15分～23時45

224,000円～224,000円

静岡県熱海市伊豆山１０８４－６
６
エンゼルフォレスト伊豆山別荘地
内（当社施設）
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪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） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0557-81-6206 従業員数 22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- 4850521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0557-82-3185 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 4340521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-82-3185 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 4341421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-82-3000 従業員数 361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- 4899821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0557-81-9171 従業員数 700人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 保育士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 4735721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0557-81-9171 従業員数 700人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 薬剤師 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 4746521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 15時間

     TEL: 0557-81-9171 従業員数 700人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 社会福祉士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 4748321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0557-82-3000 従業員数 361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- 4410821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 14時間

     TEL: 0557-82-3000 従業員数 361人

年　　齢: 30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- 4318321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0557-81-9171 従業員数 700人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 4029321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 15時間

     TEL: 0557-68-0050 従業員数 13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- 4423621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 0557-81-9171 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 4923421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-81-9171 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 4740921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

静岡県熱海市熱海１９９３番地

119

学校業務全般（教
務・就職）

学生の夢を叶えるために卒業までサ
ポートする仕事です。
未経験の方でも基礎からしっかり教え
ます。

キャリアや適性を見て、主務を決定致
します

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

時給 レストラン業務経
験。
無くても十分対応で

180,000円～180,000円118

レストラン業務 レストランホールにてオーダーを伺ったり、食事、ドリンク、ソフトクリームなどの提供をしていただきます。またレジ打ちや日計締めなどの業務も行っていただきます。初めての方でも十分行える業務となっております。慣れるまで丁寧に指導してまいります。朝からの流れは出勤後、朝の掃除をしレジの準備、などしていただきお客様を迎える準備を整えます。その後接客業務をしていただき１６時に食事のオーダーストップ、１６時３０分にドリンク、ソフトクリームの販売も終了いたします。その後レジ締めなど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　アブロード
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～17時00分

月給 経理・総務の業務経
験者優遇190,000円～230,000円

静岡県熱海市中央町１３－４

120

経理事務（経理・総
務）

専門学校の経理・総務の仕事です。

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

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

月給

190,000円～230,000円

静岡県熱海市昭和町２０－２０

122

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

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

月給

179,300円～200,000円

静岡県熱海市中央町１３－４

121

医療事務（外来ク
ラーク）

医師から直接指示を受け、診察の準備
等の外来診療のサポートをしていただ
きます。
患者さまの案内、カルテ管理、予約対
応、電話対応、データ入力など


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

月給 薬剤師業務経験

262,010円～378,280円

静岡県熱海市東海岸町１３－１

123

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

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

月給 (2)8時00分～17時00分

183,150円～286,650円 (3)8時30分～17時30分

静岡県熱海市東海岸町１３－１

125

院内ＳＥ（未経験
可）

病院内のコンピュータ管理部署の担当者を募集致します。コンピュータ知識と医療の知識の両方を必要とします。未経験可です。医療情報技師の資格があればなお可です。しかしながら採用で重視しているポイントは人間性です。配慮・思慮・計画性・向上心・熱意。全て揃っている人はなかなかいません。足りないところ、得意なところ、努力しているところ、提出書類と面接でアピールをお願いします。正社員 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団伊豆七海会　熱海所記念病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給

190,760円～270,650円

静岡県熱海市東海岸町１３－１

124

医療ソーシャルワー
カー

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

正社員以外 短大及び専門学校卒
以上

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

月給

179,300円～200,000円

静岡県熱海市昭和町２０－２０

126

事務　総務課 ・電話対応
・ＰＣ入力業務（文書作成・統計入力
等）
・郵便
・物品業務
・給与計算業務
・勤怠確認業務

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

月給 必須：エクセル・
ワード・パワーポイ
ント

179,300円～200,000円

静岡県熱海市東海岸町１３－１

128

介護職員 デイサービスの介護業務一般
（送迎　入浴　排泄　食事　リハビリ
レクレーション）

正社員 医療法人社団紀真会　服部医院
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)16時30分～9時00分 看護師業務経験

255,210円～353,450円

静岡県熱海市昭和町２０－２０

127

看護師 病棟、手術室、透析室での看護師業務
託児所利用者のみマイカー通勤可能

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

時給

154,560円～154,560円
又は7時00分～18時00

静岡県熱海市網代　４６２－８

129

寮管理人 ・職員寮入退寮管理
・共用部分の清掃等
・実習生等の宿泊管理、備品補充、清
掃等

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

月給 介護福祉士

195,000円～270,000円

静岡県熱海市東海岸町１３－１　国際医療福祉大学熱海病院内

月給 (2)6時00分～15時00分

180,000円～300,000円 (3)8時30分～17時30分

静岡県熱海市東海岸町１３－１　国際医療福祉大学熱海病院内

130

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

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　医療福祉運営機構（熱海病院事業場）
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)5時00分～14時00分
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年7月8日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪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） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0557-81-9171 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 4741121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-81-9171 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: 22050- 4498321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0557-81-9171 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 4058721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-81-9171 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 4059821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-81-9171 従業員数 1人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 4060421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 03-6453-0063 従業員数 11人

年　　齢: 18歳～59歳 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 なし

求人番号: 13040-71593621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-68-3437 従業員数 23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: 22050- 4771421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 075-256-8700 従業員数 15人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり 介護職員実務者研修修了者

求人番号: 26010-16652021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 介護福祉士

     TEL: 054-266-3216 従業員数 5人

年　　齢: 35歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22010-18152621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 048-651-6700 従業員数 19人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 4769721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 048-651-6700 従業員数 19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- 4774921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0465-46-6531 従業員数 9人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 4782121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0465-46-6531 従業員数 9人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 4783021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

131

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

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

時給 レストラン勤務経験
あれば尚可。154,560円～159,600円

静岡県熱海市東海岸町１３－１　国際医療福祉大学熱海病院内

132

ホール接客係 ・院内レストランのホール内で注文を
受け、配膳、片付け、会計、
　食器洗浄等の業務を行います。

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

時給

154,560円～159,600円

静岡県熱海市東海岸町１３－１　国際医療福祉大学熱海病院内

134

営繕スタッフ ・院内の営繕、設備機器管理

・故障、トラブル、緊急時の一次対応
・院内巡回監視

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

時給

154,560円～154,560円
又は7時00分～18時00

静岡県熱海市東海岸町１３－１国際医療福祉大学熱海病院内

133

寮管理人 ・職員寮入退寮管理
・共用部分の清掃等
・実習生等の宿泊管理、備品補充、清
掃等

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

月給 (2)16時00分～9時00分 電気主任技術者（三
級）、ボイラー技士
（二級）、冷凍機作

153,810円～153,810円 (3)17時30分～8時30分

静岡県熱海市東海岸町１３－１　国際医療福祉大学熱海病院内

135

防災センター要員
（営繕・施設管理）

・院内の営繕、設備機器管理
・防災センター内における院内監視作
業
・防火、防災対応業務
・故障、トラブル、緊急時の一次対応
・院内巡回監視

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

時給

159,600円～159,600円

静岡県熱海市小嵐町１１－５８
熱海所記念病院ひよこ保育室

137

保育士 ・０歳～就学前の乳幼児の保育　
（集団生活の中で、健康や安全等の基
本的な生活習慣を確立するこ　と、積
極的で情緒豊かな社会性を養うことに
重点をおいた保育方針で保育を行って
います。）


正社員 変形（1年単位） 社会福祉法人景徳会　多賀保育園
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)12時00分～17時30

190,000円～205,000円 (3)8時00分～17時30分

静岡県熱海市東海岸町１３－１　国際医療福祉大学熱海病院内

136

保育スタッフ／熱海
市

定員２３名の院内保育室で、保育業務
全般をお願いします。
毎日楽しい先生たちに囲まれて、子ど
も達みんな、イキイキとした笑顔で過
ごしています。

しっかりフォローしますので、ブラン

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　アミー
雇用期間の定めなし (1)8時00分～14時00分

月給 (2)9時00分～18時00分 介護や医療に関する
知識や経験があれば
尚可

200,000円～230,000円 (3)11時00分～20時00

静岡県熱海市上多賀９３４－１６

138

介護職（あたみ翔裕
館　あたみグループ
ホーム）

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


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

月給 (2)6時50分～15時50分

207,600円～223,600円 (3)9時35分～18時35分

静岡県熱海市清水町２－４
アサヒサンクリーン株式会社　伊
豆事業所

140

介護スタッフ（熱海
市）　認知症高齢者
グループホーム

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

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

月給

215,000円～225,000円

静岡県熱海市水口町１－２３
『あたみ翔裕館　あたみグループ
ホーム』

139

訪問入浴介護職員／
伊豆事業所（熱海
市）

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

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

月給 (2)9時30分～18時30分 介護実務経半年以上

183,000円～203,000円 (3)16時00分～10時00

静岡県熱海市水口町２丁目３番４２

141

介護福祉士（熱海
市）　認知症高齢者
グループホーム

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

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

月給 (2)9時30分～18時30分

171,000円～183,000円 (3)16時00分～10時00

静岡県熱海市泉２６９－３２

143

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

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

月給 (2)8時00分～17時00分

210,000円～210,000円

静岡県熱海市水口町２丁目３番４２

142

デイサービスの介護
スタッフ

デイサービスにて、高齢者の方の介助
をお任せします。

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

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

静岡県熱海市泉２６９－３２

月給 (2)8時00分～17時00分 介護業務の現場経験

240,000円～240,000円 (3)16時00分～9時00分
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年7月8日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪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） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0557-83-2800 従業員数 7人

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

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 4796421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0557-83-2800 従業員数 7人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

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

求人番号: 22050- 4798621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0557-83-2800 従業員数 7人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり その他の福祉・介護関係資格

求人番号: 22050- 4800421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0557-83-2800 従業員数 7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: 22050- 4801321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0557-83-2800 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 4802621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-67-1971 従業員数 57人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 4304021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 3時間

     TEL: 0557-67-1971 従業員数 57人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 その他の福祉・介護
関係資格

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 4305721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0557-67-1971 従業員数 57人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日他 あん摩マッサージ指
圧師

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 柔道整復師

求人番号: 22050- 4308521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間 作業療法士

     TEL: 0465-60-2211 従業員数 84人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 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- 4102721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0465-60-2211 従業員数 84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： なし 時間外 なし

求人番号: 22050- 4132621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-81-2322 従業員数 80人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし 介護福祉士

求人番号: 22050- 4135021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 0557-86-5200 従業員数 23人

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

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 4144021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-67-5550 従業員数 32人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 祝他 介護福祉士 就業場所: 

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

求人番号: 22050- 3976021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 その他の福祉・介護関係資格

月給

161,000円～340,000円144

ケアマネージャー 介護保険サービスを利用する際に必要なケアプランの作成。正社員 株式会社　ゆらっくす
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

静岡県熱海市青葉町３番１１号

146

訪問介護 食事、入浴、排泄、などの介助及び
掃除、洗濯、着替え等の自立支援

正社員 株式会社　ゆらっくす
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

158,000円～270,000円

静岡県熱海市青葉町３番１１号

145

デイサービススタッ
フ

利用者さん送迎・清潔ケア・食事の補
助・入浴介助及び
レクリエーションの参加など

正社員 株式会社　ゆらっくす
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

260,000円～480,000円

静岡県熱海市青葉町３番１１号

147

看護師 療養生活の支援、主治医や関係機関と
の連携、症状の観察、
医療処置、日常ケア、看取り、介護相
談や指導。
オンコール訪問（呼び出し時のみ）あ
り。

正社員 株式会社　ゆらっくす
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

166,000円～270,000円

静岡県熱海市青葉町３番１１号

149

訪問介護職（ホーム
ヘルパー）

在宅で介護が必要な高齢者の方々の生活支援です。　　　　　　　ケアプランにのっとった身体介護、生活介護を行います。正社員 交替制あり 社会福祉法人海光会　介護老人福祉施設海光園
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

150,000円～250,000円

静岡県熱海市青葉町３番１１号

148

訪問入浴スタッフ 療養生活、入浴の支援、清潔ケア、医
療処置を看護師が行う際の介助をして
いただきます。
入浴の準備・セット・片づけ等
基本的に３人で訪問します。訪問範囲
は熱海市周辺です。訪問ではバンを運
転します。

正社員以外 株式会社　ゆらっくす
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 特別養護老人ホー
ム、老人保健施設、
有料老人ホーム等の

220,000円～270,000円

静岡県熱海市上多賀１０１６－１０

150

生活相談員 ※海光園での生活支援相談業務
※利用相談
※利用の面接や利用中の様々な相談業
務
　上記内容に付帯する業務もあります
※介護支援専門員取得者は優遇

正社員 社会福祉法人海光会　介護老人福祉施設海光園
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 初任者研修受講済
み、未経験可191,000円～285,000円 (3)9時00分～18時00分

静岡県熱海市上多賀１０１６－１０

152

介護職員 ＊介護老人保健施設利用者の介護業務
　・食事介助
　・入浴介助
　・排泄介助
　・その他

＊利用者１００名（一般棟６０床・認

正社員 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団ちとせ会　介護老人保健施設　葵の園・熱海
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 いずれか１つ
理学療法士、作業療
法士、言語聴覚士、

230,000円～280,000円

静岡県熱海市上多賀１０１６－１０

151

機能訓練指導員 介護が必要な方の日常生活動作機能改
善のための計画作成・施術
介護支援専門員・看護師・生活相談
員・介護職員などと協働し、利用者の
意欲向上、必要な機能改善・減退防止
するための訓練を行う。
天井リフトによる免荷歩行やトライリ

正社員 社会福祉法人海光会　介護老人福祉施設海光園
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～9時00分

187,200円～215,700円 (3)11時00分～20時00

静岡県熱海市泉６１番地の１
ＪＲ湯河原駅下車バス１０分

153

介護福祉士 ＊介護老人保健施設利用者の介護業務
　・食事介助
　・入浴介助
　・排泄介助
　・その他

＊利用者１００名（一般棟６０床・認

正社員 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団ちとせ会　介護老人保健施設　葵の園・熱海
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～9時00分

170,000円～199,300円 (3)11時00分～20時00

静岡県熱海市西熱海町１丁目２４－１

155

介護支援専門員 利用者の介護プラン作成等。
パソコンは専用ソフトを使用。
（専用ソフトの使用方法は指導いたし
ます。
利用者宅へは社用車使用。
初心者大歓迎。丁寧・親切に指導いた
します。

正社員 株式会社伊豆ケアサービス
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～17時30分 経験があれば尚可

185,698円～266,804円 (3)11時30分～20時00

静岡県熱海市泉６１番地の１
ＪＲ湯河原駅下車バス１０分

154

介護職 介護職として、下記業務を担当してい
ただきます。
・生活支援
（食事介助、入浴介助、排泄介助な
ど）
・レクリエーション活動
・健康管理

正社員 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　黎明会　熱海ゆとりあの郷
雇用期間の定めなし (1)7時00分～15時30分

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

又は8時30分～17時30

静岡県熱海市清水町１６番１７号

156

生活支援スタッフ
（ヘルパー）

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

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

月給

230,000円～280,000円

静岡県熱海市下多賀８４２番４
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪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） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     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- 1282321 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 30人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 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- 1291921 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 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 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: 22052- 1292121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 2時間

     TEL: 0557-36-9069 従業員数 22人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22052- 1293021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 045-520-1300 従業員数 11人

年　　齢: 65歳以下 休　　日： 日祝他 理学療法士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 作業療法士

求人番号: 14010-30106221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 言語聴覚士

     TEL: 045-520-1300 従業員数 11人

年　　齢: 65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: 14010-30108421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0466-27-9786 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 14080- 7896421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 03-3556-3351 従業員数 100人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 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: 13010-54151621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 050-3665-9236 従業員数 52人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 調理師 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: 13010-63511321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 03-3567-9232 従業員数 4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: 13010-63831821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 055-947-1844 従業員数 11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- 4605821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 8時間

     TEL: 0465-23-4114 従業員数 11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: 14070- 2513621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-22-0308 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　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: 22110- 1674321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県熱海市下多賀８０４－２
【グループホームクラシオン熱
海】

158

介護職員（デイサー
ビス：熱海）【正社
員】

○デイサービスに通われる高齢者等の
介護、及び関連業務を行います。
○目的に合わせ、充実した時間が過ご
せるよう支援します。
○ご自宅からの送迎、レクリエーショ
ン、趣味活動、入浴、トイレ、移動、
昼食、おやつ時など、安全かつ快適に

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)8時00分～17時00分

月給 (2)9時00分～18時00分

192,000円～237,000円 (3)10時00分～19時00157

施設介護職員（グ
ループホーム：熱
海）【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

時給 (2)8時15分～17時15分

181,440円～219,456円 (3)8時30分～17時30分

静岡県熱海市【フルーズ熱海（緑
ガ丘）】
【クラシオンカフェ熱海（下多
賀）】

159

介護職員（デイサー
ビス）【熱海】

○デイサービスに通われる高齢者等の
介護、及び関連業務を行います。
○目的に合わせ、充実した時間が過ご
せるよう支援します。
○ご自宅からの送迎、レクリエーショ
ン、趣味活動、入浴、トイレ、移動、
昼食、おやつ時など、安全かつ快適に

正社員以外 交替制あり 有限会社　伊豆介護センター
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

月給 (2)8時15分～17時15分

192,000円～237,000円 (3)8時30分～17時30分

静岡県熱海市下多賀８０４－１
『クラシオンカフェ熱海』及び
『クラシオンデポルテ熱海』

161

専門的支援スタッフ
【熱海ひかり】

・障がいをお持ちの児童の成長を支援
するお仕事です

・放課後各学校に児童をお迎えに行き
事業所にてお子様達と一緒に　楽しみ
ながら療育活動をしていただきます。
・活動終了後は各家庭に児童を送迎し

正社員 交替制あり 特定非営利活動法人　障害福祉支援もえぎ
雇用期間の定めなし

時給 (2)8時15分～17時15分

181,440円～219,456円 (3)8時30分～17時30分

静岡県熱海市緑ガ丘町９番７号　【フルーズ　熱海】

160

介護職員（デイサー
ビス）【下多賀】

○デイサービスに通われる高齢者等の
介護、及び関連業務を
　行います。
○目的に合わせ、充実した時間が過ご
せるよう支援します。
○ご自宅からの送迎、レクリエーショ
ン、趣味活動、入浴、

正社員以外 交替制あり 有限会社　伊豆介護センター
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

月給

250,000円～250,000円
又は9時00分～19時00

静岡県熱海市清水町１８－３

162

放課後デイサービス
スタッフ（四大心理
卒）熱海ひかり

・障がいをお持ちの児童の成長を支援
するお仕事です
・放課後各学校に児童をお迎えに行き
事業所にてお子様達と一緒に
　楽しみながら療育活動をしていただ
きます。
・活動終了後は各家庭に児童を送迎し

正社員 交替制あり 心理学部専攻卒 特定非営利活動法人　障害福祉支援もえぎ
雇用期間の定めなし

月給

250,000円～250,000円
又は9時00分～19時00

静岡県熱海市小嵐町２－３

164

ホテル新築工事にお
ける設備施工管理業
務／熱海市

大手サブコンのホテル新築工事（空
調・衛生設備）における
・安全、工程、品質の管理
・Ｔ－ｆａｓによる作図業務
・Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄを使用した書
類の作成　など


正社員以外 株式会社　ワールドコーポレーション
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 ホテルでの調理もし
くは調理補助経験223,600円～223,600円

静岡県熱海市清水町１８－３

163

リゾートホテルでの
調理補助（静岡県熱
海市）

ホテル内厨房での食材カットや盛付等の調理補助、食器洗浄、それに付随する雑務等有期雇用派遣労働者 変形（1ヶ月単位） 有限会社　グッドフェローズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)6時00分～22時00分

月給 バイキングレストラ
ン等の調理経験３年
以上

220,000円～300,000円

静岡県熱海市伊豆山
熱海工事事務所（当社）

165

調理スタッフ／大江
戸温泉物語あたみ／
静岡県熱海市

【仕事内容】

・和洋中の調理
・仕込み
・ライブキッチンコーナーで調理、接
客
・食材管理（仕入・在庫含む）

正社員 交替制あり 大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツ株式会社
雇用期間の定めなし (1)5時00分～21時30分

月給 建設現場における設
備施工管理経験（５
年以上）

420,000円～550,000円

静岡県熱海市伊豆山

167

（請）リゾートマン
ション　日常清掃ス
タッフ

３０階タワーマンションでの日常清掃
業務をお任せいたします。

・共用部（エントランス・通路・階段
等）
・浴室、脱衣所
・外周　　　　等々

正社員以外 太陽技研株式会社　静岡営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～16時00分

月給

175,000円～175,000円

静岡県熱海市咲見町８－３
「大江戸温泉物語あたみ」（当社
直営）

166

マンション管理員／
熱海市伊豆山

・受付業務
・点検業務
・立会業務
・報告連絡業務
・管理補助業務
・検針業務


正社員以外 変形（1ヶ月単位） 大成有楽不動産株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～17時00分

時給 (2)8時30分～17時30分

173,250円～173,250円

静岡県熱海市春日町９－１
ザ・クレストタワー熱海

168

商業施設警備／ラス
カ熱海

○ラスカ熱海の警備　・受付業務（出
入管理）・巡回及び監視業務
○交通誘導　・駐車場管理　・利用者
対応
○緊急事態対応等

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　東海ビルメンテナス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～8時29分

時給

126,294円～126,294円

静岡県熱海市和田浜南町３－９　ホテル大野屋

時給

157,767円～157,767円

静岡県熱海市田原本町１１－１
「ラスカ熱海」

169

ホテル客室清掃・レ
ストラン洗い場【ホ
テル大野屋】

○ホテルの客室の掃除機がけ等の清掃
業務を行います。
　また、客室内の備品のセット等もし
ます。
　これらの業務を何人かで役割を決め
て行います。
○レストランの洗い場の業務もありま

正社員 株式会社　ホームテック静岡
雇用期間の定めなし (1)7時00分～20時30分
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪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） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 055-971-6006 従業員数 2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- 4396721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-83-3180 従業員数 23人

年　　齢: 18歳～69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- 4033821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-5220-8550 従業員数 10人

年　　齢: 18歳以上 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: 13010-66087221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

170

（請）駐車場巡回・
機器メンテナンス

原付バイクを使用しての熱海市市営駐
車場１１箇所の定期巡回警備（午前・
午後に１回見回り）
駐車場内での発報対応・電話対応・機
器メンテナンス等

正社員以外 変形（1年単位） 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)9時00分～18時00分

月給 (2)8時00分～17時00分 施設警備でのホテル
を中心として仕事を
していますので、ホ

170,000円～212,000円

静岡県熱海市東海岸町１５－２
（熱海市営　各駐車場）

171

施設警備員 施設警備の専門で、特にホテルの夜間
警備を行っています。
（巡回や受付など）
車での移動があります。（自動車免許
は必須となります。）

正社員 変形（1ヶ月単位） 関東警備保障　株式会社
雇用期間の定めなし (1)20時00分～8時00分

月給

152,000円～152,000円

静岡県熱海市熱海字上ノ山１８４
３－１
熱海　海の見える病院　内

月給 (2)11時00分～20時00 調理業務経験

230,000円～280,000円

静岡県熱海市銀座町１４－１１

172

［契約］調理師／病
院／熱海市熱海字上
ノ山

・調理
・仕込み
・盛付け
・洗浄
・簡単なＰＣ操作　等



正社員以外 交替制あり 株式会社ＬＥＯＣ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)4時30分～13時30分
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