
【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: 027-310-2552 従業員数 0人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 水他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 10020-10357521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-971-6336 従業員数 8人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 4810321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-978-5903 従業員数 4人

年　　齢: 不問 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: 22050- 4997221 各種保険： 雇用・労災・厚生 月平均 6時間

     TEL: 055-975-6893 従業員数 6人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 4945821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0263-50-8351 従業員数 8人

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

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 第一種電気工事士

求人番号: 20020-12079421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0263-50-8351 従業員数 6人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 20020-12081121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0263-50-8351 従業員数 6人

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

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 20020-12086521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-977-6606 従業員数 26人

年　　齢: 39歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 4926921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 26時間

     TEL: 055-984-1244 従業員数 25人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝 １級管工事施工管理
技士

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり ２級管工事施工管理技士

求人番号: 22050- 4879921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 055-977-2185 従業員数 24人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 土日他 日商簿記３級 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 4902021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-992-0336 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22030- 6477221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 40時間

     TEL: 055-986-7123 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 4955521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 055-977-1727 従業員数 110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- 4947521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

注文住宅営業（静岡
県三島市）

・住宅展示場へご来場されたお客様の
接客対応
（主に、土・日がメインになります）

・平日は、アポイントのあるお客様へ
の資料作成および
　お客様の建設予定地の調査や契約関

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ヤマダホームズ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

月給

200,000円～300,000円

静岡県三島市松本２７
株式会社ヤマダホームズ　三島店
（２０２３年１月　新規オープン
予定）

2

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

月給 経験者歓迎

230,680円～340,040円

静岡県三島市他主に東部地区

4

左官工 ・左官工事（一般住宅及び工場等大規
模工事）

・勤務地は静岡・神奈川県になりま
す。

・会社に出社後、揃って現場に出発し

正社員 有限会社　田村左官工業
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

日給

172,800円～287,280円

静岡県三島市谷田夏梅木７７５

3

住宅建設工事 １．新築木造住宅の外壁施工（サイ
ディング貼り作業）
２・現場にて決まった寸法にボードを
カットしてボルトで締め付ける作業
３．大手ハウスメーカーさんからのお
仕事ばかりで安定した仕事量がありま
す。

正社員 榎本興業
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

日給 電気工事業務の経験

280,800円～280,800円

静岡県三島市竹倉２７２番地９

5

電気工事士（経験
者）

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

※県をまたぐ現場移動は、乗り合わせ

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

日給

198,000円～330,000円

静岡県三島市柳郷地２３－１
静岡支店

7

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

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

時給

241,920円～241,920円

静岡県三島市柳郷地２３－１
「株式会社光信電設　静岡支店」

6

電気工事見習い、手
伝い（アルバイト）
≪急募≫（静岡）

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


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

月給

215,000円～400,000円

静岡県三島市柳郷地２３－１
「株式会社光信電設　静岡支店」

8

現場作業・施工管
理・電気通信工・電
気工

★携帯電話無線基地局工事、高速道路
などでの道路情報設備工事、　光ファ
イバーケーブル工事など、現在の情報
化社会に不可欠な通　信インフラ工事
を日々行っています。
★未経験者でも入社してから資格取
得、現場での経験を積み重ねる　こと

正社員 変形（1年単位） 株式会社　田中通信電設
雇用期間の定めなし (1)7時30分～17時30分

日給 電気工事業務の経験

220,320円～324,000円

静岡県三島市梅名３７１－２

10

総務・経理 〇伝票作成、会計ソフトへの入力
〇請求書作成
〇社員の労務管理、福利厚生等
〇備品、消耗品管理
〇社内文書の作成・管理
〇来客・電話応対業務
等、社内における経理業務・総務業務

正社員 変形（1年単位） 株式会社ハイブリッド
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 施工管理経験

198,000円～218,000円

静岡県三島市多呂１１１－６

9

空調換気、給排水衛
生消火設備の施工管
理

技術部社員は、職人さんが工事を進めるための図面を作ることが、主な仕事です。図面が出来上がると図面の通りに現場が施工されているか、最重要課題の安全管理をしながら、工程と品質の管理も併せて行っていきます。そのことを一般に「施工管理」と言われています。正社員 株式会社　ワールドエンジニアリング
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給

201,600円～201,600円

静岡県三島市松本１５１

11

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

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

月給

165,000円～200,000円

静岡県三島市徳倉５－９－５０

13

農業用機械の組立業
務

ライン作業で農業用機械を組立てする業務です 正社員以外 変形（1年単位） ニューデルタ工業　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時10分～17時05分

月給 製造設備のセット
アップ業務　経験者210,000円～250,000円

静岡県三島市徳倉１１３１番地の
９
　遠藤工業株式会社

12

治具係 製造設備の保全、修理補助の出来る方

（及び機械のオペレーター業務）

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

静岡県三島市梅名７６７番地

時給

160,800円～160,800円

1.面接時にはハローワークが発行する紹介状が必要です。
2.ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。
3.仕事内容欄はスペースの都合ですべて表示できない場合がありますので、詳細については相談窓口でお尋ねください。
・ハローワーク三島　　　　　　〒411-0033　三島市文教町1-3-112三島労働総合庁舎　　 電話　055-980-1300
・ハローワーク伊東　　　　　　〒414-0046　伊東市大原1-5-15　　　　　　　　　　　　電話　0557-37-2605
・熱海市ふるさとハローワーク　〒413-0016　熱海市水口町13-15静岡県熱海総合庁舎2階　電話　0557-82-8655
・伊豆市地域職業相談室　　　　〒410-2407　伊豆市柏久保603-1　                     電話　0558-74-3075
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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7月8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: 055-971-2088 従業員数 8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- 5009921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-984-1501 従業員数 110人

年　　齢: 60歳以上 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 4972421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 30時間

     TEL: 055-981-6250 従業員数 35人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 中型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし フォークリフト運転技能者

求人番号: 22050- 4996821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-981-6250 従業員数 35人

年　　齢: 不問 休　　日： 水日他 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 なし

求人番号: 22050- 5015321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-984-3600 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 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- 4999421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-935-5575 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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22030- 6650821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 055-935-5575 従業員数 43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: 22030- 6654321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 055-987-2277 従業員数 6人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 4898721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 054-686-4918 従業員数 35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: 22010-18605621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 054-686-4918 従業員数 35人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 火水木他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22010-18609721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 03-3291-6081 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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13010-67097721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 055-971-1190 従業員数 6人

年　　齢: 45歳以下 休　　日： 土日他 乙種消防設備士 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 第二種電気工事士

求人番号: 22050- 4958621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 7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: 13120-13146221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

月給 Ｃ．Ｃ＋＋　Ｃ＃
Ｊａｖａ180,000円～450,000円14

プログラマー・オペ
レーター

・客先においての開発・保守管理の作
業に携わっていただきます。
・具体的な作業は要件定義、設計、テ
ストの全工程でスキルに見合ったレベ
ルを担当していただきます。
・経験が浅くてもフォロー体制があり
ます。

正社員 情報系専門学校卒業
以上

株式会社　スギナシステム
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時30分

静岡県三島市大場２８９
三島営業所

16

中型ドライバー 冷凍４トン車パワーゲート付き
食品配送
センター卸し

正社員 英丸通商株式会社
雇用期間の定めなし (1)13時00分～22時00

月給 (2)7時00分～2時30分

156,240円～162,750円 (3)6時00分～18時15分

静岡県三島市中３３６－３

15

隔日勤務タクシー乗
務員（ドライバー）
三島営業所

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

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

時給 大型トラック運転経
験者145,860円～168,300円

静岡県三島市長伏１２７－１

17

トラック運転手（大
型冷凍車）

センターにて台車積込み作業です。
定期運行。
伊勢原～富士（高速移動）
◆◇◆　急　募　◆◇◆

正社員 英丸通商株式会社
雇用期間の定めなし (1)12時00分～18時30

月給 ４トントラックドラ
イバー経験者200,000円～300,000円

静岡県三島市松本６８－１

19

スーパーマーケット
店員（三島青木店）

当社スーパーマーケット「カドイケ三
島青木店」において、青果、精肉、鮮
魚、惣菜、フロア（レジ）のいずれか
の業務を担当していただきます。

・バックヤードでの商品作り
・店での商品の陳列

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

月給 家電機器修理
フォークリフト技能
講習取得者優遇

230,000円～300,000円

静岡県三島市東本町１－２－３

18

修理メンテナンス見
習

業務用厨房機器を扱っている会社で
す。
冷蔵庫、冷凍庫等の修理メンテナンス
見習、また家電修理のできる方優遇い
たします。

正社員 フレックス レマコム株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

161,000円～200,000円

静岡県三島市青木１４３－５
　カドイケ三島青木店

20

スーパーマーケット
店員（三島田町店）

当社スーパーマーケット「カドイケ三
島田町店」において、青果、精肉、鮮
魚、惣菜、フロア（レジ）のいずれか
の業務を担当していただきます。

・バックヤードでの商品作り
・店での商品の陳列

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

月給

161,000円～200,000円

静岡県三島市萩１６２

22

ＬＰガス管理スタッ
フ（開栓・検針・集
金）／三島市

ガス管理のお仕事です。
管理係として、ＬＰガスの管理業務を
専門に行います。
（ガス開栓業務、ガス閉栓業務、検針
業務、集金業務、一次対応業務、ガス
ボンベの搬入・搬出）

正社員 株式会社　ザ・トーカイ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時45分

月給

180,000円～335,000円

静岡県三島市北田町３－５８
　カドイケ三島田町店

21

自動車整備 自動車整備全般作業
（点検・車検・一般・車両引取・納
車・洗車等）

・主に乗用車の点検・車検に伴う整備
修理の依頼のあった車の整備を行い、
不良個所に応じた必要部品の注文・交

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

月給

201,318円～216,535円

静岡県三島市梅名３１５－１
　三島支店

23

ＬＰガス保安管理業
務／三島市

・当社ＬＰガスの保安管理業務を専門
に行います

・ガス開栓・閉栓業務、検針業務、集
金業務、顧客一次対応業務、ガスボン
ベの搬入・搬出


正社員 変形（1年単位） 株式会社　ザ・トーカイ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～19時00分

月給

201,318円～230,200円

静岡県三島市中田町９－３０
日清プラザイトーヨーカドー三島
店内　メガネのタニ（当社店舗）

25

消防整備士 ・建物に設置してある消防設備（自動
火災報知機やスプリンクラー等）の消
防設備が正常に作動するか点検、新設
工事などを行います。

正社員以外 伊豆防災機器株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

日給 (2)10時10分～19時40

208,972円～281,015円 (3)10時40分～20時10

静岡県三島市梅名３１５－１
　三島支店

24

メガネ販売／日清プ
ラザイトーヨーカ
ドー三島店メガネの
タニ

日清プラザイトーヨーカドー三島店の
「メガネのタニ」にて、
メガネ、サングラス、補聴器等を販売
します。
・お客様のご対応、商品のご提案、加
工、調整、視力測定、アフ　　ターケ
ア等、これまでのご経験を活かしてご

正社員以外 交替制あり 株式会社　タニ　オプティクス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時40分～19時10分

月給 (2)15時00分～0時00分 飲食店での勤務経験
ある方（アルバイト
リーダー含む）

230,000円～280,000円 (3)21時00分～6時00分

静岡県三島市南本町７－２３

26

飲食店　正社員／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。
★店長候補として接客・調理・発注・
現金管理・衛生管理・シフト　管理な
ど行います。
★飲食店で勤務経験ある方大歓迎！！

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

日給

204,000円～306,000円

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
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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7月8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 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: 13120-13188221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 055-971-1833 従業員数 10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- 4930521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・その他月平均 15時間

     TEL: 055-986-1075 従業員数 182人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22050- 4948421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 055-986-1075 従業員数 182人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 診療放射線技師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 4950121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 055-975-2435 従業員数 9人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5014421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-975-2435 従業員数 9人

年　　齢: 64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- 5016621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-975-2435 従業員数 9人

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

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 介護福祉士

求人番号: 22050- 5017921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 0545-66-2766 従業員数 0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: 22100- 5978721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 055-983-1200 従業員数 93人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 4814021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-983-1200 従業員数 93人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 言語聴覚士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 4827421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-983-1200 従業員数 93人

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

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 4828321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-985-2241 従業員数 29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- 5010721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 055-972-3221 従業員数 12人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 4935121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

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

28

経理事務 入出金入力、伝票作成、各種経理手続
など経理事務・決算事務及び一般事務


正社員以外 変形（1年単位） 大学卒以上 学校法人　鈴木学園
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時30分

月給 (2)15時00分～0時00分 飲食店での勤務経験
ある方（アルバイト
リーダー含む）

230,000円～280,000円 (3)21時00分～6時00分27

飲食店　正社員／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。
★店長候補として接客・調理・発注・
現金管理・衛生管理・シフト　管理な
ど行います。
★飲食店で勤務経験ある方大歓迎！！

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

月給 (2)8時00分～17時00分

182,000円～335,000円

静岡県三島市一番町１５－２９
学校法人鈴木学園法人本部
または　静岡県静岡市葵区七間町
１５－１　中央調理製菓専門

29

正看護師・准看護師 入院患者様の看護業務
（ベット数１０５床）

夜勤できる方歓迎ですが、夜勤ができ
ない場合も応募可能です

正社員 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団　清風会　芹沢病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 会計業務

220,740円～280,030円

静岡県三島市幸原町２－３－１

31

介護職【デイサービ
ス山風木】

　小規模型のデイサービスにおいて、
高齢者の日常生活の時間・空間づくり
を支援する仕事です。送迎・昼食・入
浴・トイレ等の基本的な介護業務があ
りますが、比較的自立した利用者様も
多いため難易度の高いケースはあまり
ありません。

正社員 変形（1年単位） 株式会社　コミュニティワーク
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時15分

月給 (2)8時30分～12時30分 健診業務３年以上経
験者優遇212,500円～370,000円

静岡県三島市幸原町２－３－１

30

放射線技師 病院外来、人間ドック、来院検診、入
院患者のＸ線撮影業務、
胸部・胃部・一般撮影・ＣＴ・マンモ
グラフィ・骨密度測定等
また、検診車による出張健診業務もあ
り


正社員 変形（1年単位） 医療法人社団　清風会　芹沢病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 介護職としての経験
に限らずサービス業
として接客経験があ

170,000円～185,000円

静岡県三島市加屋町１０番地の１
デイサービス山風木（やまぶき）

32

介護職【ふじしろデ
イサービス】

　小規模型のデイサービスにおいて、
高齢者の日常生活の時間・空間づくり
を支援する仕事です。送迎・昼食・入
浴・トイレ等の基本的な介護業務があ
りますが、比較的に自立した利用者様
も多いため難易度の高いケースはあま
りありません。

正社員 変形（1年単位） 株式会社　コミュニティワーク
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時15分

月給 介護職としての経験
に限らずサービス業
として接客経験があ

170,000円～185,000円

静岡県三島市藤代町１１番地の１０

34

企画営業・広報 当社グループ内において、企画営業・
広報に係る業務を担当していただきま
す。
・関連施設（企業）との連携及び調整
に関する業務
・施設の広報活動をに関する業務。
・施設に関する事務業務

正社員 交替制あり 株式会社　エフ・エム・シー
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 介護支援専門員（ケ
アマネージャー）
普通自動車免許（Ａ

210,000円～230,000円

静岡県三島市藤代町１１番地の１０

33

介護支援専門員（ケ
アマネージャー）

介護支援専門員の業務内容として
併設する「ふじしろデイサービス」と
も協力して、個別ケアにこだわった
様々なケース（居宅介護支援）に関
わっていきます。　　　まずは１５～
２０ケースを目標にしてスタートで
す。

正社員 変形（1年単位） 株式会社　コミュニティワーク
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時15分

月給 (2)9時00分～18時00分 総務または経理経験
者210,000円～309,000円

又は8時00分～18時00

静岡県三島市幸原町２－３－１
医療法人社団清風会　芹沢病院

35

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

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

月給 (2)8時30分～17時30分

202,550円～230,433円

静岡県三島市南二日町５－４１

37

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

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

月給 (2)8時30分～12時30分

263,000円～319,000円

静岡県三島市南二日町５－４１

36

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

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

月給 (2)8時00分～17時00分 福祉経験は問わない
があれば尚良い170,000円～170,000円

静岡県三島市南二日町５－４１

38

生活支援員 障害者支援施設みはらしの丘での就労
となります
・障害者支援施設利用者の日常生活と
日中作業、各種療法
・入浴支援（衣類の着脱、風呂場での
洗体、清拭）
・排泄支援（衣類の着脱、排泄後の清

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人見晴学園
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時30分

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

静岡県三島市南本町２０番３０号

月給

162,328円～190,859円

静岡県三島市字エビノ木４７４５番地

39

ホームヘルパー正職
員（三島市社会福祉
協議会）

１　身体介護に関すること
　食事の介護、排せつの介護、衣類着
脱の介護、身体の清拭・洗髪、通院等
の介護
２　家事援助に関すること
　調理、衣類の洗濯、生活必需品の買
い物、通院等の介助、住宅等の清掃・

正社員 社会福祉法人　三島市社会福祉協議会
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時15分
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年7月8日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 055-975-3527 従業員数 17人

年　　齢: 40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- 4880721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 03-3833-1175 従業員数 4人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13030- 9666121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-991-2823 従業員数 3人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 4872721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-991-2823 従業員数 3人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 4877321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-991-2823 従業員数 3人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 4878621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0545-67-0233 従業員数 30人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22100- 5865821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・その他月平均 30時間

     TEL: 055-991-2823 従業員数 3人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 4860621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 055-991-2823 従業員数 3人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 4861921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 055-991-2823 従業員数 3人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 4862121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 055-991-2823 従業員数 3人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 4863021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0557-85-3000 従業員数 9人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 4989521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-939-5330 従業員数 9人

年　　齢: 35歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5012221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形・その他月平均 19時間

     TEL: 055-939-5330 従業員数 9人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5013521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形・その他月平均 19時間

40

自動車整備、板金・
塗装

・自動車の点検、車検、修理全般
・自動車板金・塗装（事故車修理）
・軽自動車から大型車（マイクロバス
程度）まで
・顧客車両の引取、納車
・販売する自動車の整備、付属品取付
・上の内容に付帯する業務

正社員 変形（1年単位） 株式会社　飯島自動車（スズキアリーナ三島箱根）
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 電気関係の実務経験
者
昇降機の保守・点検

200,000円～387,000円

静岡県三島市川原ヶ谷５４８

41

三島市／保守点検 エレベーター・エスカレーターの保守点検、故障修理対応等正社員 エス・イー・シーエレベーター　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時30分

月給

170,000円～300,000円

静岡県三島市一番町３－６　マ・ローネビル２Ｆ

43

機械設計業務 二輪車・自動車用部品の機械設計業務 正社員 株式会社　イデア　三島営業所
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 ・Ｗｉｎｄｏｗｓア
プリ開発経験
・ＶＣ＋＋、Ｃ＋＋

170,000円～400,000円

静岡県三島市長伏３８－１　ルネ
ス・フルセＩ－２０１号室
当社　三島営業所

42

ソフト開発（ＰＯＳ
アプリ開発）

機能設計・製造・評価業務（結合テス
トまで）

【使用ツール】ＶＣ＋＋、Ｃ＋＋

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

月給

170,000円～400,000円

静岡県三島市一番町３－６　マ・ローネビル２Ｆ

44

家電製品の機械設計
補助業務

家電製品の設計補助業務を担当してい
ただきます。
＊２Ｄ、３ＤＣＡＤによる図面データ
修正作業になります

★社内研修が充実しておりますので未
経験者の方も大活躍できます！！

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

月給 機械設計の実務経験

180,000円～400,000円

静岡県三島市南二日町８－１
横浜ゴム株式会社　三島工場

46

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

★★是非、お気軽にご応募ください★
★

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

時給 (2)22時35分～7時30分 ２交替勤務及び夜勤
専属勤務の経験があ
れば尚可

231,600円～231,600円

静岡県三島市一番町３－６　マ・ローネビル２Ｆ

45

（派）タイヤ部品の
組立・検査

空調が整った環境で

１．薄い板状のゴムシートをドラムに
クルっとセットしペダルをＰＵＳＨ
２．機械が自動で貼り合わせを開始
３．出来上がった製品をチェック


有期雇用派遣労働者 交替制あり ユースフル・テンプ株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時20分～16時30分

月給

170,000円～300,000円

静岡県三島市一番町３－６　マ・ローネビル２Ｆ

47

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

★社内研修が充実しておりますので
未経験の方でも大歓迎！！

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

月給 仕事内容参照

170,000円～400,000円

静岡県三島市一番町３－６　マ・ローネビル２Ｆ

49

自動車用ワイヤー
ハーネス関連部品の
設計業務

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

★社内研修が充実しておりますので未

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

月給

170,000円～400,000円

静岡県三島市一番町３－６　マ・ローネビル２Ｆ

48

ＣＡＤオペレーター
業務

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

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

月給

195,360円～230,000円

静岡県三島市一番町３－６　マ・ローネビル２Ｆ

50

マネージャー候補 清掃のお仕事や、顧客管理・スタッフの育成・スケジュールとシフト作成（お客様のスケジュールとスタッフシフト）、見積もり・実績管理と入力作業・会議の出席正社員 変形（1年単位） 株式会社ジェイ・ユー・エス
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時00分

月給

170,000円～400,000円

静岡県三島市萩３２２番地

52

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

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

月給

250,000円～250,000円

静岡県三島市南ニ日町２０－２２

51

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

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

静岡県三島市萩３２２番地

月給

250,000円～250,000円
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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7月8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: 055-960-8115 従業員数 24人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 交通誘導警備業務検
定２級

就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22030- 6825121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 054-255-2091 従業員数 15人

年　　齢: 18歳～39歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22010-18424821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 30時間

     TEL: 055-977-1821 従業員数 20人

年　　齢: 18歳以上 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- 4823721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 045-473-8751 従業員数 2人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 14150-11261821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 055-975-4441 従業員数 20人

年　　齢: 30歳以下 休　　日： 土日祝他 簿記実務検定３級 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 4856021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形・その他月平均 5時間

     TEL: 052-681-7107 従業員数 32人

年　　齢: 79歳以下 休　　日： 土日他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 23030-14051821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 055-975-3111 従業員数 400人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 4854921 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-949-0151 従業員数 13人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 ８トン限定中型自動
車免許

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5004221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0558-76-3356 従業員数 11人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 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 車両系建設機械（整地・運搬・積込用及び掘削用）運転技能者

求人番号: 22050- 4834521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0558-76-3356 従業員数 11人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 １級土木施工管理技
士

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 4836321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 0558-76-3356 従業員数 11人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 車両系建設機械（整
地・運搬・積込用及

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 4839121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 3時間

     TEL: 090-5451-9485 従業員数 1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- 4813121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 080-5165-1522 従業員数 0人

年　　齢: 45歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： なし 時間外 なし

求人番号: 22050- 4812921 各種保険： その他 月平均 

日給

198,720円～213,840円53

警備員（交通誘導）
【三島市・清水町・
伊豆の国市】

＊工事やイベントなどに伴なう交通誘
導やご案内をお願いします。時には待
機することが仕事になることもありま
す。
＊原則、各現場への直行直帰（静岡県
東部地域）。
＊入社時研修がありますので、未経験

正社員 変形（1年単位） 日本綜合警備株式会社　沼津営業センター
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

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

55

保安の職業 ・交通誘導警備
・道路工事誘導

正社員以外 株式会社　ＰＡＶＩＮＧ　ＡＳＳＩＳＴ
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)18時00分～9時00分

222,000円～247,500円 (3)20時00分～9時00分

静岡県沼津市本６４４－１

54

機械警備サービスス
タッフ／三島支社
（地域限定採用）

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

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

月給

221,000円～305,500円
又は7時00分～20時00

静岡県三島市梅名５２２番地の１

56

水まわりのサービス
スタッフ／沼津営業
所

・テレビＣＭでおなじみ「くらしあん
しんクラシアン♪」
　お客様先の台所、浴室、トイレなど
の水まわりのトラブル
　を解決する仕事です
・お困りのお客様に、とても感謝され
る仕事です

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　クラシアン
雇用期間の定めなし

日給

197,600円～208,000円

静岡県三島市一番町２－２９

58

調理師責任者（東海
旅客鉄道株式会社総
合研修センター）

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

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

月給

168,900円～195,500円

静岡県三島市柳郷地１０－４
株式会社クラシアン　沼津営業所

57

事務（経営支援課、
まちづくり課、総務
課）

経営支援、まちづくり支援、会員サー
ビス、総務部門等の様々な業務があり
ます。いずれかの部署に配属となり、
その後、人事異動により配置換えもあ
ります。具体的な内容は、相談業務に
係ること。経理事務。会館貸出し事
務。会議所事業全般や運営に関するこ

正社員 三島商工会議所
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

150,483円～150,483円

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

59

事務員（住宅政策
課）

フルタイム会計年度任用職員（地方公
務員法第２２条の２第１項第２号）

三島住まい推進室での事務補助。住宅
政策業務や市営住宅管理業務に係る窓
口・電話対応、現場案内やパソコン入
力業務などの作業。

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

260,000円～270,000円

静岡県伊豆の国市韮山山木１２０－７

61

大型ダンプドライ
バー

大型ダンプの運転をお願いします。ダンプの運搬の仕事がないときは、現場の手伝いをお願いします。正社員 変形（1ヶ月単位） 矢田工業株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

280,487円～379,573円

静岡県三島市北田町４－４７（住宅政策課）

60

土木工事における現
場作業員

重機及び車両の運転を伴う工事現場で
の作業
・会社に集合して社有車で現場に移動
します。
・中型ダンプトラックの運転
・宅地の造成作業
・土木作業

正社員以外 変形（1年単位） 成和建設株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 現場監督経験

400,000円～415,000円

静岡県伊豆の国市宗光寺１９９

62

現場監督 現場監督業務をしていただきます。
土木工事現場の施工・管理業務などを
していただきます。

正社員 変形（1ヶ月単位） 矢田工業株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 大型ダンプの運転を
経験している方240,000円～250,000円

静岡県伊豆の国市宗光寺１９９

64

建設作業員 ＜大手建設現場の作業員募集＞
・とび工事
・足場仮設作業

※未経験の方でも丁寧に指導いたしま
す。
※各種資格支援制度あり

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

月給 大型重機オペレー
ターの経験豊富な方255,000円～280,000円

静岡県伊豆の国市宗光寺１９９

63

重機オペレーター 工事現場で大型重機で
積み込み、掘削をお願いします。
オペレーターの仕事がないときは、
現場の手伝いお願いします。

正社員 矢田工業株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

日給

220,500円～367,500円

静岡県伊豆の国市　南江間　２００２－３８

65

建築塗装 主に戸建て住宅、アパート、店舗等の
塗装工事作業です。
機械を使用しての吹付や内部のパテ処
理もあります。
※メインエリア　静岡県東部、伊豆エ
リアです。

正社員 長澤塗装
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 建設現場での経験が
望ましい184,800円～391,000円

静岡県伊豆の国市韮山山木８３４
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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7月8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: 055-984-1501 従業員数 57人

年　　齢: 60歳以上 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 4979821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 30時間

     TEL: 055-948-5211 従業員数 28人

年　　齢: 69歳以下 休　　日： 土日他 大型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり フォークリフト運転技能者

求人番号: 22050- 5001021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 30時間

     TEL: 055-924-8263 従業員数 8人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 フォークリフト運転
技能者

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり 中型自動車免許

求人番号: 22030- 6674721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間 大型自動車免許

     TEL: 055-947-0515 従業員数 3人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 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- 4824821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 24時間

     TEL: 055-993-1835 従業員数 3人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 中型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22030- 6480921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0558-76-7789 従業員数 15人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝他 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 ２級土木施工管理技士

求人番号: 22050- 4970221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間 その他の土木・測量技術関係資格

     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: 13120-13142121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 055-940-0011 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: 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- 4924321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-940-3457 従業員数 7人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 三級自動車整備士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 4900921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-946-6038 従業員数 2人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22030- 6791321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-954-1211 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22030- 6840121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-916-7281 従業員数 29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: 22030- 6574321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-988-0411 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 4851421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

静岡県伊豆の国市中條字新古川２
４１－１
長岡営業所

67

一般貨物運送業 一般貨物の中距離運送をお願いしま
す。
運ぶもの・・自動車関連、ホームセン
ターの一般雑貨、大手飲料会社の飲料
水等
配送先・・関東一円、名古屋、四日市
他

正社員 長岡運輸　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～18時00分

月給 (2)7時00分～2時30分

156,240円～162,750円 (3)6時00分～18時15分66

隔日勤務タクシー乗
務員（ドライバー）
長岡営業所

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

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

月給

250,000円～365,000円
又は5時00分～17時00

静岡県伊豆の国市長岡３９９－２

68

ドライバー（大仁営
業所）

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　東名倉庫
雇用期間の定めなし

日給

170,100円～219,250円

静岡県伊豆の国市長岡９０９－３

70

タイヤ販売スタッフ
（大仁店）

当社「大仁店」において、以下の業務
を担当して頂きます。

・販売業務：接客対応、タイヤ及びタ
イヤ関連用品の販売
・整備業務：軽自動車から大型トラッ
クまでのタイヤ交換、

正社員 変形（1年単位） 有限会社　三枝タイヤ商会　裾野店
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時30分

日給 大型自動車運転の経
験。231,000円～277,200円

静岡県伊豆の国市吉田３７９
大仁営業所

69

大型自動車運転手 主として、静岡県東部地区において、大型ダンプカーによる、砕石、土砂、合材運搬等。正社員 変形（1年単位） 有限会社　土田建材
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

年俸制 土木設計業務経験
土木施工管理業務経
験

208,334円～416,667円

静岡県伊豆の国市御門１９－５
有限会社　三枝タイヤ商会　大仁
店

71

土木設計 ・土木設計業務
・道路、河川設計業務
・宅地造成設計業務
・許認可申請業務
・積算業務

正社員 短大卒（土木科）以
上

ＲＢコンサルタント　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時30分

月給

226,000円～256,000円

静岡県伊豆の国市南條７２４－１
０
大武丸　伊豆長岡店

73

介護職員 有料老人ホームの介護職員の募集で
す。ホーム定員４２名。
（仕事内容）
・入居者の身体介護（食事・入浴・
他）
・入居者の生活支援（掃除・洗濯）
・記録作成

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　大静
リッツケアガーデン韮山雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 (2)15時00分～0時00分 飲食店での勤務経験
ある方（アルバイト
リーダー含む）

230,000円～280,000円 (3)21時00分～6時00分

静岡県伊豆の国市三福１１１－１

72

飲食店　正社員／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。
★店長候補として接客・調理・発注・
現金管理・衛生管理・シフト　管理な
ど行います。
★飲食店で勤務経験ある方大歓迎！！

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

180,000円～300,000円

静岡県伊豆の国市原木７４４－１

74

自動車修理工 ・自動車の修理・点検
・車検整備
・来客応対
・納車、車の引き取り
・車の磨き、コーティング、その他清
掃業務等


正社員 株式会社リバティーオート
雇用期間の定めなし (1)10時00分～18時30

月給 (2)8時30分～17時30分

180,000円～230,000円 (3)9時00分～18時00分

静岡県伊豆の国市大仁５７０
　株式会社ドゥシステム　東芝
テック内

76

創薬のための合成や
分析業務

主業務：大手医薬品メーカーでの有機
合成実験のお仕事です。
開発中医薬品の原薬・製剤における有
機合成実験業務を行います。
ＮＭＲ、ＨＰＬＣ、ＧＣ等の分析機器
を用いた分析も担当します。
付随業務：実験準備・片付け、分析装

有期雇用派遣労働者 ＷＤＢ株式会社　沼津支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時30分～17時15分

時給

176,000円～200,000円

静岡県伊豆の国市内中４４

75

事務（システム評
価）

当社派遣先「株式会社ドゥシステム」
において、下記業務を担当していただ
きます。

＊パソコンを使用しての製品評価・
データ入力
＊Ｅｘｃｅｌシートに記載された事項

無期雇用派遣労働者 株式会社　アステッド
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 (2)10時30分～15時15

170,500円～325,000円 (3)7時30分～22時00分

静岡県伊豆の国市三福６３２－１
旭化成ファーマ株式会社

77

ソフトウェア検査・
パソコン　オペレー
ター

検査事業部において、下記業務を担当
していただきます。
＊ソフトウェア試験仕様書や操作手順
書に基づいた、
　コンピュータ機器のオペレーショ
ン。
＊ワードやエクセルを使用して、オペ

正社員以外 フレックス 株式会社システムズキューアイ　沼津事業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～17時45分

時給 合成や分析（ＨＰＬ
Ｃ、ＧＣ）経験（学
生時代可）

258,308円～273,963円

静岡県伊豆の国市長岡１１２９　　　　　　　　　　　　　　　　順天堂大学医学部付属静岡病院

時給 (2)12時30分～21時00

178,200円～178,200円

静岡県伊豆の国市大仁５７０

78

（請）設備管理業務 《設備管理業務の内容として》

１、電気・空調・給排水・消防設備の
点検、保守、工事の立会　　　　ボイ
ラー空調機器等の数値の記録及び機器
類の点検業務
２、設備・建物の備品類等の応急処理

正社員以外 交替制あり 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)8時30分～17時00分
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年7月8日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 0558-83-1675 従業員数 33人

年　　齢: 39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- 4916321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0558-72-1781 従業員数 20人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 フォークリフト運転
技能者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり ５トン限定準中型自動車免許

求人番号: 22050- 4881821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 26時間

     TEL: 0558-72-1781 従業員数 20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- 4882221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 26時間

     TEL: 0558-72-6575 従業員数 36人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 簿記実務検定２級 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 4817221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0558-72-6575 従業員数 12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- 4819421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 0558-72-6575 従業員数 12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- 4820921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 0558-72-1716 従業員数 10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： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 4942121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0558-72-1716 従業員数 10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： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 4943021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 06-4800-0808 従業員数 4人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 27020-42584921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-984-1501 従業員数 57人

年　　齢: 60歳以上 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 4978721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 30時間

     TEL: 055-935-5575 従業員数 25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: 22030- 6651221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0558-72-2007 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- 5020221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 6時間

     TEL: 0558-72-2007 従業員数 35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- 5022421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 6時間

79

実験動物の飼育管理 実験用動物（主にウサギ、モルモッ
ト、等）の、飼育管理一般（給餌、給
水、トレー交換、洗浄、繁殖等）。
病原菌の侵入を防ぐ設備のある動物舎
で、担当動物の交配から生産管理作業
を行う。

正社員 日本エス　エル　シー　株式会社　　　中伊豆支所
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

210,000円～260,000円

静岡県伊豆市筏場８０５－５

80

営業アシスタント コンクリート製品及び、建設資材の販
売業務のサポートをしていただきま
す。取引先は法人のみです。

【主な業務】
・１～２ｔの車でのコンクリート製品
の配達

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

月給

163,200円～227,240円
又は8時30分～17時30

静岡県伊豆市熊坂７６５－１

82

商店一般業務 ・販売管理（入力・請求書・入金管
理）
・電話・メール・来客対応
・社内での総務・労務管理
・その他社内業務全般

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)8時00分～16時30分

月給 法人営業経験あれば
尚可。210,000円～300,000円

静岡県伊豆市熊坂７６５－１

81

法人営業 コンクリート二次製品及び、土木建設
資材の営業販売業務をしていただきま
す。
販売先は、建設業者、建材商社等の法
人のみです。
営業範囲は主に静岡県東部、中部で
す。

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

月給 営業経験者優遇

240,000円～300,000円

静岡県伊豆市瓜生野字中原３２

83

建設資材等の営業 ・建設会社等の要求（セメント等）に
応え商品を提案し販売する。
・営業は社用車で静岡県内（東部が中
心）の建設会社等を訪問します。

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

月給 総務・労務実務経験

160,000円～170,000円

静岡県伊豆市熊坂４７２－１

85

納品準備・在庫管理
仮組・機械作業等

製品在庫管理、品質管理
製品の梱包・納品準備　
プレス等機械加工作業


正社員 変形（1年単位） 有限会社中豆製作所
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時45分

月給 営業経験者優遇

220,000円～300,000円

静岡県伊豆市熊坂４７２－１

84

ＣＳＲ事業の営業 ・地域の課題解決に向けた対策等の営
業
　・水質環境の課題解決　水質浄化材
「セラクリーン」の提案販売
　・作業環境の課題解決　パワード
ウェア「アトウン」の提案販売
　・アスリートの為のリカバリーゼ

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

月給 プレス機、その他機
械による加工作業等183,500円～247,500円

静岡県伊豆市熊坂３９

86

プレス作業 　　　　　＜＜プレス作業の業務内容
として＞＞

＊プレス機械を使用して金属材料から
自動車部品等を加工して
　いただく仕事です。
＊プレス加工の工程の段取り及び加工

正社員 変形（1年単位） 有限会社中豆製作所
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時45分

月給 在庫管理・フォーク
リフト等の経験
機械加工作業

177,500円～227,500円

兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町５丁
目５－９
フューチャービル３階３０２号室
神戸準備室

88

隔日勤務タクシー乗
務員（ドライバー）
修善寺営業所

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

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

月給 ・Ｃ、Ｃ＋＋での設
計経験
・上流工程の経験

350,000円～550,000円

静岡県伊豆市熊坂３９

87

【神戸】組込制御系
開発　ＰＬ・ＰＭ

★組込制御系エンジニアのリーダーを
求めています★

【プロジェクト例】
■情報機器関連の組込み開発
■自動車ＥＣＵ開発、カーナビゲー
ションの組込み開発

正社員 株式会社　アクターリアリティー
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

161,000円～200,000円

静岡県伊豆市柏久保６３１－２１
修善寺営業所

89

スーパーマーケット
店員（中伊豆店）

当社スーパーマーケット「カドイケ中
伊豆店」において、
青果、精肉、鮮魚、総菜、フロア（レ
ジ）のいずれかの業務を担当していた
だきます。

・バックヤードでの商品作り

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

月給 (2)7時00分～2時30分

156,240円～162,750円 (3)6時00分～18時15分

静岡県伊豆市修善寺９７０

91

調理人 伝統的日本旅館で会席料理の調理人を
募集します。
２０人から１００人くらいまでの料理
を朝と夕方と、１日２回作ります。
食材の切りつけ、煮物、焼物、揚物等
の調理、盛り付け、食器だし、食材管
理までが仕事です。改装済みのクリー

正社員 変形（1年単位） 有限会社　新井旅館
雇用期間の定めなし (1)6時30分～10時30分

月給 業務経験があれば給
与等に反映175,412円～236,493円

又は11時00分～20時00

静岡県伊豆市城５４－１
　カドイケ中伊豆店

90

フロント・予約係 ・ＰＣを用いた予約管理
・チェックイン／チェックアウト
・施設案内
・売店業務
・精算、会計
※制服（洋装）またはスーツを着用し
ての業務

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

静岡県伊豆市修善寺９７０

月給 (2)15時30分～20時30 接客業務の経験があ
れば給与等に反映189,821円～272,515円

又は6時30分～20時30
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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7月8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: 03-5830-1025 従業員数 39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 なし

求人番号: 22050- 4892421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-5830-1025 従業員数 39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: 22050- 4894621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0558-98-1011 従業員数 32人

年　　齢: 69歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 4815721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0558-98-1011 従業員数 32人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 4816821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0558-98-1050 従業員数 52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- 4825221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 03-5295-7793 従業員数 70人

年　　齢: 18歳～61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: 13010-67855321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 03-3505-3042 従業員数 7人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13040-73763621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 03-3505-3042 従業員数 7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 あり

求人番号: 13040-73824521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 0424-89-8914 従業員数 12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: 13200- 9921821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0558-72-3322 従業員数 83人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5005521 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生・その他月平均 1時間

     TEL: 0558-72-8111 従業員数 18人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22050- 4957321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 2時間

     TEL: 050-3665-9236 従業員数 45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: 13010-68147521 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 34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: 13010-68150121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

月給

160,000円～220,000円92

部屋食料理運搬 ★部屋食料理を厨房からパンドリーま
で運搬する
★料理下げ（お皿等をパンドリーから
厨房まで運ぶ）
★洗い場の手伝い
★その他の庭掃除手伝い
★料理運搬以外の仕事は相談

正社員以外 交替制あり 坂聖・玉樟園株式会社
雇用期間の定めなし (1)6時00分～20時00分

静岡県伊豆市土肥２８４－２

94

清掃係 客室清掃
公衆スペース清掃
洗い場清掃

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

月給 優れた調理技術や料
理に対してこだわり
の強い方、腕よりも

230,000円～280,000円

静岡県伊豆市土肥２８４－２

93

旅館の和食調理師 ご夕食は懐石料理、ご朝食は和定食をお客様にご提供しています。能力に応じて切る、煮る、焼く、蒸す等の調理や味付けをお任せします。こだわりの器への盛り付け、および調理補助の方への盛り付け指導をお任せします。正社員以外 坂聖・玉樟園株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～20時00分

月給

185,000円～210,000円

静岡県伊豆市土肥２８４９－３

95

調理（見習い） 調理見習い業務
食材の運搬や食材の洗い、刻みなどの
下加工、
調理（補助）、盛り付け、食器洗浄、
食器などの管理

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

月給

185,000円～210,000円

静岡県伊豆市土肥２８９－２

97

新規）湯めぐりの宿
修善寺温泉　桂川／
フロントスタッフ

当社直営ホテル旅館　フロント運営業
務全般

・接客対応（チェックイン、チェック
アウト、
　インフォメーション、精算など）
・予約受付業務

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　共立メンテナンス
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

180,000円～230,000円

静岡県伊豆市土肥２８４９－３

96

接客（旅館業） ＊お客様の接待
＊お料理の運搬、配膳、片付け作業
＊その他不随作業

★入居可能住宅あり★

★　急　募　★

正社員 変形（1年単位） 株式会社　土肥館
雇用期間の定めなし (1)6時30分～21時00分

月給 調理の実務経験が２
～３年以上250,000円～250,000円

又は5時00分～23時00

静岡県伊豆市修善寺８６０
湯めぐりの宿　修善寺温泉　桂川
（当社直営）

98

調理スタッフ／リブ
マックスリゾート天
城湯ヶ島（経験者）

リゾートホテル「リブマックスリゾー
ト天城湯ヶ島」での調理のお仕事で
す。補助業務として洗い場を含む厨房
業務全般を担当して頂きます。
専門（和・洋・中）は問いません。
これまでの経験を活かしたい方、美味
しい料理を提供したい！そんな気持ち

正社員 変形（1年単位） 株式会社　リブマックス　フーズ
雇用期間の定めなし

月給 (2)13時00分～22時00 ホテル・旅館等での
接客業務経験176,000円～236,800円 (3)9時00分～22時00分

静岡県伊豆市湯ケ島
「リブマックスリゾート天城湯ヶ
島」内レストラン

100

調理補助／伊豆市熊
坂

盛付・提供・食器の洗浄
食器洗浄機への投入出業務など

〈食数〉朝１００食、昼１１０食、夕
１００食

正社員以外 シダックスフードサービス　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)5時30分～14時30分

月給

202,000円～202,000円
又は5時00分～23時00

静岡県伊豆市湯ケ島
「リブマックスリゾート天城湯ヶ
島」内レストラン

99

調理スタッフ（リブ
マックスリゾート天
城湯ヶ島）

リゾートホテル「リブマックスリゾー
ト天城湯ヶ島」内にあるレストランで
のお仕事です。
スキル・ご経験に応じて、簡単な調
理、調理補助をお任せ致します。
※資格・経験は不問ですので、未経験
の方、大歓迎です。

正社員 交替制あり 株式会社　リブマックス　フーズ
雇用期間の定めなし

月給 学校事務や総務事務
経験者157,827円～230,000円

静岡県伊豆市熊坂１２５５－７０
６
ニチイホーム修善寺　シダックス
店

101

高等学校事務／臨時
的任用職員

高等学校事務室関係業務を担当してい
ただきます。
・電話応対、来客対応
・各種証明書発行
・収入関係事務補助
・就学支援金事務
・学校徴収金関係事務

正社員以外 静岡県立伊豆総合高等学校
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時15分～16時45分

時給

157,320円～173,880円

静岡県伊豆市大野３０４

103

ナイトフロント／大
江戸温泉物語土肥マ
リン（静岡県伊豆
市）

【仕事内容】

・館内の巡回や施錠
・夜間のお客様対応
・大浴場清掃（簡易）
・チェックアウト準備（ＰＣ入力作
業）

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)20時00分～8時00分

月給 (2)8時30分～17時30分 福祉施設での看護経
験213,000円～255,000円

静岡県伊豆市牧之郷８９２

102

看護職員 デイサービス利用者の健康管理
利用者のバイタル測定や服薬の確認他

正社員 社会福祉法人春風会　伊豆中央ケアセンター
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 飲食経験

200,000円～300,000円

静岡県伊豆市土肥２７９１－４
「大江戸温泉物語　土肥マリンホ
テル」（当社直営）

104

レストランスタッフ
／土肥マリンホテル
／静岡県伊豆市

【仕事内容】
ホテル内レストラン会場のホールス
タッフ求人

・料理提供
・お席のご案内
・お客様対応

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)6時00分～22時00分

月給

180,000円～250,000円

静岡県伊豆市土肥２７９１－４
「大江戸温泉物語　土肥マリンホ
テル」（当社直営）
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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7月8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: 0558-72-1111 従業員数 23人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 幼稚園教諭免許（専
修・１種・２種）

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 保育士

求人番号: 22050- 4830021 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-970-3885 従業員数 12人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 その他の定置・建設
機械の運転関係資格

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 4914521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 055-970-3885 従業員数 12人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 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 ２級建築施工管理技士

求人番号: 22050- 4915421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 055-979-5612 従業員数 10人

年　　齢: 69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- 4960721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 055-977-1139 従業員数 5人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 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： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 4896121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・その他月平均 10時間

     TEL: 055-960-8001 従業員数 4人

年　　齢: 35歳以下 休　　日： 月他 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- 4891521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-941-7008 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: 22030- 6708521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-5543-2611 従業員数 2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: 13010-66857121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 12時間

     TEL: 055-975-3980 従業員数 4人

年　　齢: 69歳以下 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 なし 理容師

求人番号: 22050- 4843421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 管理美容師

     TEL: 055-979-1180 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 水日祝 歯科衛生士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 4937721 各種保険： 雇用・労災・健康 月平均 10時間

     TEL: 055-978-7780 従業員数 30人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 保育士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 4859221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 055-955-7776 従業員数 29人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030- 6725421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 29人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 介護職員実務者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 なし ホームヘルパー１級

求人番号: 22030- 6731221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

伊豆市内のこども園
土肥・修善寺東・熊坂

106

現場技術者（重機オ
ペレーター）

解体工事の現場技術業務をしていただ
きます。
・所在地事業所に集合し現場に行きま
す。
・元請施工を中心に、エンジニアリン
グ会社及び大手ゼネコンより直接請負
う立場で施工しております。

正社員 変形（1年単位） トライテック株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

163,100円～163,100円
又は7時00分～18時30

105

保育教諭 ＜保育教諭＞
・園児保育業務　他
　伊豆市内のこども園に勤務していた
だきます。

正社員以外 伊豆市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給

201,000円～450,000円

静岡県田方郡函南町桑原３３５

107

施工監理者（現場責
任者）

解体工事の施工管理業務をしていただ
きます。
・各種届出書類、施工計画書作成及び
現場監理。
・所在地事業所に集合し現場に行きま
す。
・元請施工を中心に、エンジニアリン

正社員 変形（1年単位） トライテック株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 経験者歓迎

201,000円～450,000円

静岡県田方郡函南町日守４８０－３

109

金属製品の加工・旋
盤加工

チャックという回転する台に加工物
（ワーク）をとりつけ、バイトと呼ば
れる工具を当てて工作物を削って作り
だす機械を旋盤といいます。

弊社は金属加工分野で特許を有する技
術力のある会社です。その技術力を買

正社員 変形（1年単位） 株式会社　精工製作所
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時50分

月給 精密平面研磨の経験

185,000円～250,000円

静岡県田方郡函南町桑原３３５

108

研磨工 自動車部品（金属）、産業ロボット用
部品の精密研磨
汎用旋盤、フライス盤等各種機械を使
用しての研磨
・・・　急　募　・・・

正社員 変形（1ヶ月単位） 有限会社　チトク精機
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給

180,000円～250,000円
又は9時45分～21時00

静岡県田方郡函南町肥田１００９－６

110

パソコンスクールイ
ンストラクター

■Ｍ－ｎｅｔパソコンスクール大場校
のインストラクータ求人です。
パソコンの指導・お客さま対応など、
スクール運営に関わる様々な業務をお
願いします。【指導経験不問！】主な
指導内容は、ワード、エクセル等な
ど。

正社員 ランアンドケントス株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時45分～18時45分

月給

185,000円～438,000円

静岡県田方郡函南町柏谷１０６０
－２
就労継続支援Ｂ型むすび函南柏谷

112

カー用品販売・メン
テナンスサービスス
タッフ／田方郡

カー用品接客販売及び商品の取付交換
（タイヤ交換・オイル交換・電装品取
付）

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社ジェー・シー・エー
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時30分～19時00分

月給 就労継続支援Ｂ型で
の勤務経験175,000円～245,000円

静岡県田方郡函南町間宮８８２－５ウェルズ２１アライ

111

サービス管理責任者
（むすび函南柏谷）

就労継続支援Ｂ型むすび函南柏谷にて
サービス管理責任者の業務を行ってい
ただきます。

・個別支援計画の作成
・面談、相談対応
・各事業所との連携

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　静翔運輸
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 美容業一般の経験

180,000円～310,000円

静岡県田方郡函南町間宮７６８
エスポット函南店カーピット（当
社作業所）

113

理美容師 美容業全般

　カット・パーマ・カラー
　洗髪
　他　　美容一般業務になります

　オープン前に店内清掃もあります

正社員 変形（1ヶ月単位） 有限会社サイトシステム
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

日給 カー用品の販売、
ディーラー、ガソリ
ンスタンド勤務経験

183,600円～194,400円

静岡県田方郡函南町上沢２５－２

115

保育士 ＜保育士業務は下記の通りです。＞・１２０人定員の保育園です。自然豊かな環境のもと、外遊びでのびのびと過ごしています。日々子どもたちとともに笑顔で過ごしています。　　一緒に成長を見守っていきましょう。正社員 交替制あり 社会福祉法人栄和会　仁田マーガレット保育園
雇用期間の定めなし

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

静岡県田方郡函南町大土肥９１―１

114

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

正社員以外 歯科衛生士科 いで歯科医院
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～18時30分

月給 (2)10時00分～19時00

184,500円～184,500円 (3)17時00分～9時00分

静岡県田方郡函南町仁田４８０－１

116

介護職員（田方郡函
南町・伊豆市修善
寺）

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

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

月給

189,840円～202,720円
又は6時40分～19時30

静岡県田方郡函南町間宮７３４－
３
ル・グランガーデン函南　他

月給 (2)10時00分～19時00

179,500円～179,500円 (3)17時00分～9時00分

静岡県田方郡函南町間宮７３４－
３
ル・グランガーデン函南　他

117

介護職員（田方郡函
南町・伊豆市修善
寺）

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ル・グラン
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年7月8日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 29人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 なし ホームヘルパー２級

求人番号: 22030- 6736921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 29人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030- 6738021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 29人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030- 6741421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 29人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 介護職員実務者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 なし ホームヘルパー１級

求人番号: 22030- 6744921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 29人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 なし ホームヘルパー２級

求人番号: 22030- 6746021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 29人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030- 6748821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0558-72-7770 従業員数 12人

年　　齢: 61歳以下 休　　日： 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 介護福祉士

求人番号: 22050- 4922521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-978-9288 従業員数 6人

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

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5011821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-978-5312 従業員数 6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- 4941921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-954-1211 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22030- 6842721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-45-1109 従業員数 32人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22052- 1685421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-38-5611 従業員数 3人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 日他 準中型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1652621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0557-38-5611 従業員数 3人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 日他 １級土木施工管理技
士

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり ２級土木施工管理技士

求人番号: 22052- 1653921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間 準中型自動車免許
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介護職員（田方郡函
南町・伊豆市修善
寺）

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

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

月給 (2)10時00分～19時00

169,500円～169,500円 (3)17時00分～9時00分

静岡県田方郡函南町間宮７３４－
３
ル・グランガーデン函南　他
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介護職員（田方郡函
南町・伊豆市修善
寺）

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

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

月給 (2)10時00分～19時00

174,500円～174,500円 (3)17時00分～9時00分

静岡県田方郡函南町間宮７３４－
３
ル・グランガーデン函南　他
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介護職員（田方郡函
南町・伊豆市修善
寺）

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

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

月給 (2)10時00分～19時00

175,000円～175,000円 (3)17時00分～9時00分

静岡県田方郡函南町間宮７３４－
３
ル・グランガーデン函南　他
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介護職員（田方郡函
南町・伊豆市修善
寺）

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

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

月給 (2)10時00分～19時00

165,000円～165,000円 (3)17時00分～9時00分

静岡県田方郡函南町間宮７３４－
３
ル・グランガーデン函南　他
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介護職員（田方郡函
南町・伊豆市修善
寺）

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

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

月給 (2)10時00分～19時00

170,000円～170,000円 (3)17時00分～9時00分

静岡県田方郡函南町間宮７３４－
３
ル・グランガーデン函南　他
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デイサービスの生活
相談員兼介護職

★高齢者の方の「より快適で自立した
生活」をサポートする、フィットネス
クラブのような明るい半日型デイサー
ビス「レッツ倶楽部かんなみ」の生活
相談員兼介護職

・フロア業務全般と調整及び最適化

正社員 交替制あり 株式会社アンド・ワークス　ＬＥＴＳ倶楽部かんなみ
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)10時00分～19時00

160,000円～160,000円 (3)17時00分～9時00分

静岡県田方郡函南町間宮７３４－
３
ル・グランガーデン函南　他
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介護職員（田方郡函
南町・伊豆市修善
寺）

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

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

月給 福祉関係の業務経験

207,200円～245,600円

静岡県田方郡函南町大土肥９１－１

125

介護支援専門員 地域包括支援センターでの勤務で、
高齢者の相談援助業務や予防プランの
作成
地域の多職種連携の体制づくり
介護支援専門員への助言、指導、事例
検討会の開催　など

正社員 社会福祉法人　函南町社会福祉協議会
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 生活相談員業務

178,000円～235,000円

静岡県田方郡函南町塚本２５０－６

127

動物用ワクチン開発
のためのバイオ実験

主業務：動物用ワクチン開発のための
バイオ実験のお仕事です。
動物用ワクチンの外観、ｐＨ、真空
度、定量試験、水質試験などの品質試
験、培地調製、細胞培養、抗体検査、
採血や投与など。
付随業務：実験準備・片付け、機器点

有期雇用派遣労働者 理系学部 ＷＤＢ株式会社　沼津支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時20分～17時10分

月給

180,000円～450,000円

静岡県田方郡函南町平井７１７番地の２８

126

自動車整備 自動車全般の修理、車検整備、鈑金塗
装などの作業をして頂きます。
特に鈑金・塗装経験者大歓迎です。
鈑金だけしか出来ない、塗装しか出来
ない方もご相談に乗ります。

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　桜井自動車
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

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

166,000円～279,000円

静岡県田方郡函南町平井字五本松
１６９４－２７
ゾエティス・ジャパン株式会社

128

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

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

時給 生化学実験（学生時
代可）245,157円～245,157円

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

130

土木技術者（１級又
は２級施工管理技
士）

伊東市発注の道路・下水道・修繕工事
等の土木工事をする仕事です

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

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

日給

276,000円～322,000円

静岡県伊東市川奈１２９９

129

土木作業員 伊東市発注の道路・下水道・修繕工事
等の土木工事をする仕事です

＊現場での土木作業
＊４ｔトラックの運転　等

※現場は主に伊東市内

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

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

日給

322,000円～414,000円
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 055-931-0910 従業員数 10人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 第二種電気工事士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 危険物取扱者（乙種）

求人番号: 22030- 6701621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-35-9249 従業員数 4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: 22052- 1674821 各種保険： 雇用・労災 月平均 10時間

     TEL: 0557-53-5311 従業員数 12人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1690821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-55-1555 従業員数 20人

年　　齢: 21歳～64歳 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1700621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0557-52-3789 従業員数 3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: 22052- 1712721 各種保険： 雇用・労災 月平均 10時間

     TEL: 055-967-2133 従業員数 10人

年　　齢: 35歳以下 休　　日： 月他 二級自動車整備士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22030- 6755821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 15時間

     TEL: 055-967-2133 従業員数 12人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 月他 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- 6705721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 15時間

     TEL: 0557-37-2932 従業員数 46人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 土日祝他 ８トン限定中型自動
車免許

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり 大型自動車免許

求人番号: 22052- 1710121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-38-2500 従業員数 6人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22052- 1696921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-53-3838 従業員数 47人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日 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: 22052- 1707521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-52-0221 従業員数 50人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1695621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 110人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1634421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 240人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 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- 1635321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

月給 (2)13時00分～9時00分 電気・給排水・空調
等点検修理180,000円～280,000円 (3)17時00分～9時00分131

施設管理技術者 温浴施設・宿泊施設（エステ・ボーリ
ング場・プール等あり）等、建築物な
どの管理業務
＊電気・温浴施設・空調給排水設備の
点検・修理
＊各種機器（ボイラー・チラー・エア
コン・瀘過機等）の運転管理業務

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社太平エンジニアリング　沼津支店
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

静岡県伊東市広野１丁目６－１３

133

レストランスタッフ
／観光施設／伊豆高
原

◇レストラン・みやげ店・そば打ち体
験・にぎり寿司体験・陶芸体験・アー
ト体験がある体験レジャー施設です。
◇伊豆高原の観光レストランでの飲食
業です。

＊レストランのホール接客、洗い場、

正社員 変形（1ヶ月単位） 有限会社　ハッピー
雇用期間の定めなし (1)9時15分～17時45分

日給

184,000円～414,000円

静岡県伊東市赤沢字浮山１６７－
１１
　ＤＨＣ赤沢の郷

132

シーリング　防水作
業員

大手ハウスメーカーなどの一般住宅や
マンションの新築・リフォームでシー
リング（コーキング）工事・各種防水
工事を行う仕事です

※会社に集合し、社有車で各現場へ向
かいます。

正社員 シーリング．防水　Ｓｏａｒ
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時30分

その他

154,305円～154,305円

静岡県伊東市八幡野１６６６－４

134

タクシー乗務員 伊豆随一の観光タクシー会社として、
タクシー６５台を配置して営業してお
ります。お客様に安全で親切、丁寧な
ご案内を心がけております。

※勤務時間：（１）早番（２）中番
（３）当直

正社員 変形（1ヶ月単位） 伊豆急東海タクシー　株式会社
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時45分

月給

182,463円～234,596円

静岡県伊東市岡１５

136

自動車整備士（サー
ビスエンジニア）ス
タッフ－伊東店

自動車販売会社（三菱ディーラー）に
おける自動車整備士のお仕事です。三
菱のディーラーですので、三菱車（普
通車・軽自動車）が大部分を占めま
す。三菱が得意とする先進のＥＶやＰ
ＨＥＶ車両についても学び、技術を習
得し、整備や修理をして頂きます。

正社員 変形（1年単位） 沼津三菱自動車販売　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時30分～18時00分

時給

132,480円～184,000円
又は9時00分～18時00

静岡県伊東市八幡野１２０８‐９５

135

養蜂（みつばちの管
理、ハチミツの生
産）

私ども”みつばちのーと”は、国産ハ
チミツを生産から販売まで一貫して
行っております。
［主な仕事内容］
・みつばちのお世話
・ハチミツの採蜜作業
・みつばちの巣箱の引越（巣箱１つ２

正社員以外 みつばちのーと
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

月給

180,000円～210,000円

静岡県伊東市吉田５７６－３　伊東店

137

営業（自動車販売）
－伊東

自動車ディーラーにおける新車ならび
に中古車を販売する営業職のお仕事で
す。
自動車ディーラーの営業と聞くと、車
の販売ノルマに追われるようなイメー
ジがありますが、当社の営業はどちら
かと言えば、日々お客様の車に関する

正社員 変形（1年単位） 沼津三菱自動車販売　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時30分～18時00分

月給

167,000円～205,000円

静岡県伊東市鎌田７７２－１、伊
東市宇佐美１８０３－３、
伊東市八幡野１２８３－１２１

139

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

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

月給

180,000円～250,000円

静岡県伊東市吉田５７６－３

138

エルピーガスに関わ
る業務【伊東地区営
業所】

エルピーガスに係わる業務です。
・サービス営業業務
・ガスボンベ交換、ガステーブル交換
等
・ガスメーターの検針
・集金業務
・ガス機器の販売、設置、修理等

正社員 株式会社　マルヰエナジー
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55分 パソコン操作（エク
セル・ワードなど）180,000円～180,000円 (3)10時00分～18時55

静岡県伊東市湯川３－１１－２　サンタイビル４Ｆ

140

［本社勤務］業務全
般（営業事務等）

本社勤務：保養所受託に関する業務全
般

・保養所受注に関するオーナー先への
営業
（受託内容の確認、等）
・保養所運営に関する業務全般

正社員以外 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30分～17時25分

月給

215,000円～367,000円

『絶景の癒しの湯宿　茄子のは
な』
『絶景の離れの宿　月のうさぎ』

142

総務管理職【課長】
（ハトヤホテル）

○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 調理経験

270,000円～350,000円
又は7時00分～21時00

静岡県伊東市八幡野１１５１

141

調理師【副料理長】 料理長の指示のもと、「茄子のはな」
の食事に関する業務全般を担当しま
す。

実際の調理に関する作業
（仕込み～調理～盛り付け、等）
○夕食（創作料理）

正社員 変形（1年単位） 有限会社　茄子のはな『絶景の癒しの湯宿　茄子のはな』『絶景の離れの宿　月のうさぎ』『絶景の癒しの湯宿　箱根　星のあかり』
雇用期間の定めなし

月給 (2)13時30分～22時30

194,400円～240,000円

静岡県伊東市岡１３９１
　ハトヤホテル

143

設備管理（施設課未
経験者可）【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

『ハトヤホテル』（伊東市岡１３９１）
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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7月8日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 110人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1636621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 110人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1637921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 128人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 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- 1638121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 128人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1639021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 128人

年　　齢: 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: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1640221 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: 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- 1641521 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- 1642421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 110人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日 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- 1643321 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 調理師 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 1644621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 03-5295-7793 従業員数 66人

年　　齢: 18歳～61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: 13010-68601721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 28時間

     TEL: 03-5295-7793 従業員数 35人

年　　齢: 18歳～61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: 13010-67797821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 03-5295-7793 従業員数 66人

年　　齢: 18歳～61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: 13010-67814321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 0557-54-1433 従業員数 36人

年　　齢: 62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: 22052- 1704721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 1時間

『ハトヤホテル』　（静岡県伊東市岡１３９１）

145

部屋係【ハトヤホテ
ル】

○お客様のお出迎え、ご案内

○夕食・朝食等の接客対応
　（概ね、お食事処における対応とな
ります）

○お部屋の準備、等

正社員 変形（1年単位） 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めなし (1)7時00分～10時50分

月給 (2)16時00分～21時00

194,400円～204,400円144

売店【ハトヤホテ
ル】

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

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

月給 経理等の経験

260,000円～280,000円

『ハトヤホテル』（伊東市岡１３９１）

146

経理管理職【課長】
（ホテルサンハト
ヤ）

○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 (2)15時00分～21時00

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

静岡県伊東市湯川５７２－１２
『ホテルサンハトヤ』内　予約セ
ンター

148

電気部管理職【課
長・電気主任技術
者】（ホテルサンハ
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)9時00分～19時00分

240,000円～240,000円

静岡県伊東市湯川５７２－１２
　サンハトヤ

147

予約センター業務
【係長】（ホテルサ
ンハトヤ）

『ホテルサンハトヤ』内の予約セン
ターにおける業務です。
○予約の問い合わせ等の電話応対
○台帳管理
○パソコン入力（専用の予約管理ソフ
トを使用）
○予約センター内の勤務シフト管理

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

300,000円～300,000円

静岡県伊東市湯川５７２－１２
　ホテルサンハトヤ

149

電気部管理職【課
長】（ホテルサンハ
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)17時00分～8時00分

330,000円～330,000円

静岡県伊東市湯川５７２－１２
「ホテルサンハトヤ」

151

事務（経理、庶務補
助）【ハトヤホテ
ル】

○伝票集計・整理
○現金レジの締め
○請求書の支払い等、現金出納業務
○給与計算
○労務関係に関する業務（入退社時間
の管理・パートアルバイトの　管理・
労働保険や社会保険の事務手続き、

正社員 変形（1年単位） 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

184,400円～194,400円

静岡県伊東市湯川５７２－１２
　サンハトヤ

150

浴場係【ホテルサン
ハトヤ】

「ホテルサンハトヤ」の大浴場・露天
風呂・古代ビーチの保守・管理に関す
る仕事です。
○お湯の温度管理、水質の管理
○ボイラー等設備の機械操作、管理
○プール・浴場の受付業務
○ロッカーの管理

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～19時00分

月給

184,400円～210,000円

静岡県伊東市岡１３９１
ハトヤホテル

152

和食調理（見習い
可）【ホテルサンハ
トヤ】

調理長の指示のもと和食調理全般の仕
事です。

○仕込み・調理・清掃　等

※食材の運搬に軽トラックの運転業務
（ＭＴ車）もあります

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

月給 経理又は庶務の業務
経験３年以上。
又は同等程度の能

194,400円～194,400円

静岡県伊東市八幡野１３２６－５
杜の湯　きらの里（当社直営）

154

新規）淘心庵　米屋
／フロントスタッフ

当社直営リゾートホテル　フロント運
営業務全般

・接客対応（チェックイン、チェック
アウト、
　インフォメーション、精算など）
・予約受付業務

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　共立メンテナンス
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 (2)7時00分～22時00分 飲食店での接客経験
ホテル・旅館等での
接客業務経験

176,000円～236,800円 (3)6時00分～23時00分

静岡県伊東市湯川５７２－１２
ホテルサンハトヤ

153

杜の湯　きらの里／
レストランスタッフ

当社直営ホテル旅館　レストラン運営
業務全般

・接客対応（アテンド、ホールサービ
ス）
・配膳／下膳
・洗い場

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　共立メンテナンス
雇用期間の定めなし (1)6時00分～21時00分

月給 (2)13時00分～22時00 ホテル・旅館等での
接客業務経験176,000円～236,800円 (3)9時00分～22時00分

静岡県伊東市鎌田２８０
淘心庵　米屋（当社直営）

155

新規）ウェルネスの
森　伊東／フロント
スタッフ

当社直営リゾートホテル　フロント運
営業務全般

・接客対応（チェックイン、チェック
アウト、
　インフォメーション、精算など）
・予約受付業務

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　共立メンテナンス
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 (2)13時00分～22時00 ホテル・旅館等での
接客業務経験176,000円～236,800円 (3)9時00分～22時00分

静岡県伊東市富戸１３１７－８９
埼玉県　伊豆潮風館

月給 和食調理の経験者

320,000円～320,000円
又は6時30分～19時00

静岡県伊東市岡１３４８－３
ウェルネスの森　伊東（当社直
営）

156

保養所内における調
理業務【伊豆潮風
館】

保養所における調理の仕事です。●副
料理長候補

○料理長の指示のもと調理業務全般を
行います。
　主に和食（朝食・夕食）
　仕込み～調理～盛り付け～片付け、

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　馬渕商事　伊豆支店
雇用期間の定めなし

12/16



【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7月8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: 0557-54-1433 従業員数 36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- 1705821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 9時間

     TEL: 03-3505-3042 従業員数 4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 あり

求人番号: 13040-73702421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 03-3505-3042 従業員数 4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 あり

求人番号: 13040-73708721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 03-3505-3042 従業員数 4人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13040-73718221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 03-3505-3042 従業員数 8人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13040-73758021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 03-3505-3042 従業員数 11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： その他 時間外 あり

求人番号: 13040-73960221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     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: 13120-13189521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0120-911-045 従業員数 8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- 7158121 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 8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- 7165921 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 7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: 14100- 7177821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 27時間

     TEL: 0557-37-2451 従業員数 12人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1694321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10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: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1645921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-51-1115 従業員数 87人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1646121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

157

保養所の内務係【伊
豆潮風館】

保養所内務業務
○料理の配膳、片付け
○チェックアウト後の部屋の清掃
○飲料管理
○フロント等のフォローなど
＊パソコン操作有り（専用ソフトの入
力程度）

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　馬渕商事　伊豆支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給

202,000円～202,000円
又は5時00分～23時00

静岡県伊東市富戸１３１７－８９
埼玉県　伊豆潮風館

158

調理スタッフ（リブ
マックスリゾート伊
東川奈）

リゾートホテル「リブマックスリゾー
ト伊東川奈」内にあるレストランでの
お仕事です。
スキル・ご経験に応じて、簡単な調
理、調理補助をお任せ致します。
※資格・経験は不問ですので、未経験
の方、大歓迎です。

正社員 交替制あり 株式会社　リブマックス　フーズ
雇用期間の定めなし

月給

210,000円～230,000円
又は7時00分～21時00

静岡県伊東市八幡野１７３６－５
「リブマックスリゾート城ヶ崎海
岸」内レストラン

160

調理スタッフ／リブ
マックスリゾート伊
東川奈／経験者

リゾートホテル「リブマックスリゾー
ト伊東川奈」での調理のお仕事です。
補助業務として洗い場を含む厨房業務
全般を担当して頂きます。
専門（和・洋・中）は問いません。
これまでの経験を活かしたい方、美味
しい料理を提供したい！そんな気持ち

正社員 変形（1年単位） 株式会社　リブマックス　フーズ
雇用期間の定めなし

月給

202,000円～202,000円
又は5時00分～23時00

静岡県伊東市富戸１３０１
「リブマックスリゾート伊東川
奈」内レストラン

159

調理スタッフ（リブ
マックスリゾート
城ヶ崎海岸）

リゾートホテル「リブマックスリゾー
ト城ヶ崎海岸」内にあるレストランで
のお仕事です。
スキル・ご経験に応じて、簡単な調
理、調理補助をお任せ致します。
※資格・経験は不問ですので、未経験
の方、大歓迎です。

正社員 交替制あり 株式会社　リブマックス　フーズ
雇用期間の定めなし

月給 調理の実務経験が２
～３年以上250,000円～250,000円

又は5時00分～23時00

静岡県伊東市富戸１３０１
「リブマックスリゾート伊東川
奈」内レストラン

161

調理スタッフ／リブ
マックスリゾート
城ヶ崎海岸（経験
者）

リゾートホテル「リブマックスリゾー
ト城ヶ崎海岸」での調理のお仕事で
す。補助業務として洗い場を含む厨房
業務全般を担当して頂きます。
専門（和・洋・中）は問いません。
これまでの経験を活かしたい方、美味
しい料理を提供したい！そんな気持ち

正社員 変形（1年単位） 株式会社　リブマックス　フーズ
雇用期間の定めなし

月給 調理の実務経験が２
～３年以上250,000円～250,000円

又は5時00分～23時00

静岡県伊東市富戸三野原１３０１
「リブマックスリゾート伊東川
奈」内レストラン

163

飲食店　正社員／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。
★店長候補として接客・調理・発注・
現金管理・衛生管理・シフト　管理な
ど行います。
★飲食店で勤務経験ある方大歓迎！！

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 調理の実務経験が２
～３年以上300,000円～300,000円

又は5時00分～23時00

静岡県伊東市八幡野
「リブマックスリゾート城ヶ崎海
岸」内レストラン

162

調理スタッフ／リブ
マックスリゾート伊
東川奈（料理長補
佐）

リゾートホテル「リブマックスリゾー
ト伊東川奈」での料理長補佐のお仕事
です。補助業務として洗い場を含む厨
房業務全般を担当して頂きます。
専門（和・洋・中）は問いません。
これまでの経験を活かしたい方、美味
しい料理を提供したい！そんな気持ち

正社員 変形（1年単位） 株式会社　リブマックス　フーズ
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

静岡県伊東市湯川１－８－６　２
Ｆ
さかなや道場　伊東駅前店

164

フロントスタッフ／
セブンシーズホテル
伊東／静岡県伊東市

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

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

月給 (2)15時00分～0時00分 飲食店での勤務経験
ある方（アルバイト
リーダー含む）

230,000円～280,000円 (3)21時00分～6時00分

静岡県伊東市湯川２－３－１０
「ＳＥＶＥＮ　ＳＥＡＳ　ＨＯＴ
ＥＬ　ＩＴＯ」

166

店舗マネージャー／
飲食店勤務経験者／
静岡県伊東市

「月あかり　伊東駅前店」での接客業
務及び調理業務、アルバイトスタッフ
への教育や指示、既存店強化の為の売
上管理、販促企画をお任せいたしま
す。

飲食店勤務経験者の方には「店長候

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)9時00分～18時00分

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

280,000円～350,250円 (3)12時00分～21時00

静岡県伊東市湯川２－３－１０
「ＳＥＶＥＮ　ＳＥＡＳ　ＨＯＴ
ＥＬ　ＩＴＯ」

165

支配人・支配人候補
／セブンシーズホテ
ル伊東／静岡県伊東
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

170,000円～190,000円

静岡県伊東市湯川１－８－１１
　月あかり　伊東駅前店

167

葬祭スタッフ【正社
員】

ご葬儀に付随するすべての業務
主な仕事として
・各式場の担当・管理（給仕・接客な
ど）
・全施設の清掃（風呂掃除含む）・片
付け


正社員 変形（1ヶ月単位） 有限会社　総合葬祭さとみ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

月給 (2)14時00分～23時00 飲食店での勤務経験
（専門店・チェーン
店問わず）

320,000円～380,000円 (3)17時00分～2時00分

静岡県伊東市富戸１３１７－１３
　伊豆シャボテン動物公園

169

植物育成管理【伊豆
シャボテン動物公
園】

伊豆シャボテン動物公園での植物育成
管理業務です。
次の各業務を行います。

・展示温室でのサボテン、多肉植物の
管理
・サボテン、多肉植物の植え替え作業

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 動物関係でなくても
何らかのパフォーマ
ンス等の経験がある

180,000円～200,000円

静岡県伊東市広野１丁目７番７号

168

アニマルショース
タッフ（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パ
フォーマンス・アニマルショー担当ス
タッフの募集です。

○動物のトレーニング、体調管理
○動物のえさの準備
○動物舎の中の清掃（デッキブラシを

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

静岡県伊東市富戸１３１７－１３
　伊豆シャボテン動物公園

月給 (2)8時35分～16時20分 ※植物育成に関する
学科を卒業、又は造
園関係の経験、知識

180,000円～200,000円
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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7月8日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 0557-37-2626 従業員数 436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: 22052- 1706221 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: 不問 休　　日： 日祝他 ドクターズクラーク
（医師事務作業補助

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- 1675221 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: 18歳～59歳 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1676521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 15時間

     TEL: 0557-37-2626 従業員数 436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: 22052- 1677421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 25時間

     TEL: 0557-37-2626 従業員数 436人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 日祝他 薬剤師 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1678321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 0557-37-2626 従業員数 436人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 作業療法士 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1679621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0557-47-5566 従業員数 7人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1680021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-48-1443 従業員数 102人

年　　齢: 61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: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22052- 1656721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-48-1443 従業員数 42人

年　　齢: 61歳以下 休　　日： 土日他 言語聴覚士 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: 22052- 1657821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0557-48-1443 従業員数 42人

年　　齢: 61歳以下 休　　日： 他 ホームヘルパー２級 就業場所: 

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

求人番号: 22052- 1658221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-48-1443 従業員数 16人

年　　齢: 61歳以下 休　　日： 土日他 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: 22052- 1659521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0557-48-1443 従業員数 16人

年　　齢: 61歳以下 休　　日： 土日他 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: 22052- 1660321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0557-48-1443 従業員数 16人

年　　齢: 61歳以下 休　　日： 土日他 准看護師 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: 22052- 1661621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

日給 (2)8時30分～12時30分

154,560円～176,400円170

病院クラーク 看護師業務の補助作業を行うお仕事で
す。
（病棟・外来のナースステーション等
における業務）

○各種データの入力
○物品の管理及び手配

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)8時30分～17時00分

静岡県伊東市岡１９６－１

172

看護師【正】 看護師業務（病棟・外来）全般のお仕
事です。
　○医師の診察・治療の補助
　○患者様への処置や指導
　○バイタルチェック
　○ナースコールの対応
　その他付随する業務　

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)8時30分～12時30分

154,560円～176,400円

静岡県伊東市岡１９６－１

171

医師事務（ドクター
ズクラーク）

ドクターズクラーク業務全般
　○パソコン代行入力
　○診断書の下書き
　○医師の事務作業全般の補助、等

※制服貸与

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)8時30分～17時00分

月給 (2)16時30分～1時00分

212,100円～264,500円 (3)0時30分～9時00分

静岡県伊東市岡１９６－１

173

助産師 当院（産婦人科）における下記業務を
行っていただきます。
　○分娩介助業務
　○病棟業務
　○助産外来での患者様への指導
　○母乳保育の推進指導　など
　　　　　　　　　　　　　　　

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)16時30分～1時00分

212,100円～264,500円 (3)0時30分～9時00分

静岡県伊東市岡１９６－１

175

作業療法士　★急募
★

◎作業療法士業務
病気や事故などにより、身体に障害を
持った患者様や身体機能が低下した患
者様に対して社会復帰のためのリハビ
リテーションを行います。

★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

月給 (2)8時30分～12時30分

237,800円～287,200円

静岡県伊東市岡１９６－１

174

薬剤師 院内薬剤師業務全般
　○医師の処方箋に基づき医薬品の調
合を行う。
　○医薬品の規定量を計量して混合す
るなどの調剤業務を行い、
　　容器に入れる。
　○患者さんへの服薬指導　など

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)8時30分～12時30分

168,000円～183,000円

静岡県伊東市岡１９６－１

176

医療事務 当院において医療事務に係る業務を担
当していただきます。
○窓口での受付対応
○電話応対
○診療記録の管理、書類の作成
○レセプト作成
○院内の清掃、清潔管理

正社員 交替制あり 医療法人社団　やすらぎ会　山本医院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時20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

静岡県伊東市宇佐美１９３６‐２

178

言語聴覚士（訪問看
護、施設内によるリ
ハビリ業務）

●令和２年３月に新規オープンしまし
た「看護小規模多機能施設型居宅介護
施設　ナースの森」での言語聴覚士業
務全般を行います。
●その他、訪問での業務もあります。
ご利用者様の家庭に訪問し、お医者様
からの指示書に従い業務を行います。

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

255,000円～355,000円

静岡県伊東市宇佐美１９８１－１２

177

ケアマネージャー 【業務内容】
ケアプランの作成、各介護サービス運
営者との連絡調整等になります。

※訪問等での外出用務もあります。
　自家用車を使用していただきます。
（手当支給）

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

231,000円～386,000円

静岡県伊東市渚町５－３８
【看護小規模多機能型居宅介護施
設】

179

訪問ヘルパー ●平成３０年１２月にオープンした訪
問看護ステーション内にある訪問介護
事業所「ヘルパーステーション　ナー
スの森」での業務です。
　
○生活介助、身体介助、等


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～370,000円

静岡県伊東市渚町５－３８
【看護小規模多機能型居宅介護施
設】

181

看護小規模多機能型
施設の看護業務（正
看護師）

●２０２０年３月新規オープンしまし
た「看護小規模多機能施設型居宅介護
施設　ナースの森」での看護業務全般
を行います。
ほか、訪問での業務もあります。（社
有車または自家用車を使用。自家用車
の場合は自家用車手当を支給）

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

280,000円～400,000円

静岡県伊東市渚町　５－３８

180

訪問看護（正看護
師）

●訪問看護業務（社有車または自家用
車を使用。自家用車の場合は自家用車
手当を支給）

○お医者様からの指示書に従い業務を
行います。
おむつ交換、入浴、体をきれいにす

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～370,000円

静岡県伊東市渚町５－３８
【看護小規模多機能型居宅介護施
設】

182

看護小規模多機能型
施設の看護業務（准
看護師）

●２０２０年３月新規オープンしまし
た「看護小規模多機能施設型居宅介護
施設　ナースの森」での看護業務全般
を行います。
ほか、訪問での業務もあります。（社
有車または自家用車を使用。自家用車
の場合は自家用車手当を支給）

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

280,000円～400,000円

静岡県伊東市渚町５－３８
【看護小規模多機能型居宅介護施
設】
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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 18人

年　　齢: 18歳～61歳 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 7人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22052- 1662921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0557-48-1443 従業員数 18人

年　　齢: 18歳～61歳 休　　日： 他 准看護師 就業場所: 

採用人数: 7人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22052- 1663121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0557-48-1443 従業員数 65人

年　　齢: 18歳～61歳 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

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

求人番号: 22052- 1664021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間 ホームヘルパー２級

     TEL: 0557-48-1443 従業員数 42人

年　　齢: 61歳以下 休　　日： 土日他 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- 1665721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0465-62-7080 従業員数 8人

年　　齢: 64歳以下 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- 2963321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-54-9988 従業員数 150人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 栄養士 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- 1650421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-45-5566 従業員数 85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: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1673721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-51-0888 従業員数 4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- 1683221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0562-93-0151 従業員数 15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: 23030-13995821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0562-93-0151 従業員数 15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: 23030-13996221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0562-93-0151 従業員数 15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: 23030-13997521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-55-3155 従業員数 1人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 日祝他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1699721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-3833-1175 従業員数 1人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13030- 9667021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

静岡県伊東市川奈１２５７－２０
【住宅型有料老人ホーム　ナース
の森】

184

准看護師　【住宅型
有料老人ホーム
ナースの森】

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

お医者様からの指示書に従い業務を行
います。
病気の看護、褥瘡などの処置、健康管

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

月給 (2)10時00分～19時00

280,000円～400,000円 (3)16時00分～9時00分183

正看護師　【住宅型
有料老人ホーム
ナースの森】

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

お医者様からの指示書に従い業務を行
います。
病気の看護、褥瘡などの処置、健康管

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

月給 (2)7時00分～16時00分

213,000円～418,000円 (3)10時30分～19時30

静岡県伊東市川奈１２５７－２０
【住宅型有料老人ホーム　ナース
の森】

185

介護職　【看護小規
模多機能施設】

●令和２年３月にオープンしました
「看護小規模多機能型居宅介護施設
ナースの森」での業務です。
　
○生活介助、身体介助　等

○他に訪問介護業務を行っていただく

正社員 交替制あり 株式会社　訪問看護ステーション・ナースの森
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)10時00分～19時00

250,000円～370,000円 (3)16時00分～9時00分

静岡県伊東市渚町５－３８
【看護小規模多機能型居宅介護施
設】

187

介護職員（伊東市勤
務）

デイサービスにて介護全般をしていた
だきます。
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

250,000円～370,000円

静岡県伊東市渚町５－３８

186

理学療療法士　作業
療法士（訪問看護、
施設内）

●令和２年３月に新規オープンしまし
た「看護小規模多機能施設型居宅介護
施設　ナースの森」での理学療法士
作業療法士業務全般を行います。
●その他、訪問看護での業務もありま
す。ご利用者様の家庭に訪問し、お医
者様からの指示書に従い業務を行いま

正社員 株式会社　訪問看護ステーション・ナースの森
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)10時00分～19時00

195,365円～200,440円 (3)8時00分～17時00分

静岡県伊東市吉田９９２－２７
「Ｈａｖ」

188

栄養士 ○有料老人ホームの食堂で提供する献
立作成
（朝食・昼食・夕食）
○施設内診療所・ケアセンターにおけ
る治療食・嚥下食の
　調理・提供
○入居者様の食事や栄養に関する指

正社員 交替制あり 一般財団法人　日本老人福祉財団　伊豆高原〈ゆうゆうの里〉
雇用期間の定めなし (1)5時30分～14時30分

月給 (2)8時00分～17時00分

200,000円～200,000円 (3)9時00分～18時00分

静岡県伊東市吉田８２１－１９

190

＼障がい者支援ス
タッフ（グループ
ホームさくら荘）／

＼障がいを持つ方の地域の中の「ふつ
うの暮らし」を支える仕事／

★障がいを持つ方が、地域で生活する
グループホームにおいて、
　日常生活全般の支援を行います。


正社員以外 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　城ヶ崎いこいの里
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～9時00分

月給 (2)7時00分～16時00分 ※社会福祉施設相談
業務の経験者優遇203,000円～322,400円 (3)12時00分～21時00

又は8時30分～17時30

静岡県伊東市八幡野１０２７

189

生活相談員（特別養
護老人ホーム／
ショートステイ）

生活相談員業務全般を担当していただ
きます。
※特別養護老人ホームやショートステ
イにおける相談業務
○ご利用希望に対するアセスメント・
契約・ご利用案内
○入所の日程調整、対応

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

月給 (2)10時00分～19時00 実務経験者優遇

230,000円～360,000円 (3)17時00分～10時00

静岡県伊東市玖須美元和田７２７
－２１４
【グループホームさくら荘】

191

管理者候補（グルー
プホーム伊東）

〈　事務所の運営及び労務管理事務等
〉

　・利用者様及びご家族との調整相談
業務等

　・スタッフのフォロー等

正社員 変形（1ヶ月単位） ヘルスケアサポート　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)15時30分～20時30

165,500円～205,500円
又は6時00分～20時30

静岡県伊東市富戸１１０５－２５
「グループホーム伊東」

193

介護職リーダー（グ
ループホーム伊東）

・職員における教育、指導
・施設内における仕組み作り

＜介護業務＞
　・利用者様の介護等
　・食事、入浴、トイレ介助等
　・レクリエーション等

正社員 変形（1ヶ月単位） ヘルスケアサポート　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)10時00分～19時00

170,000円～200,000円 (3)17時00分～10時00

静岡県伊東市富戸１１０５－２５
「グループホーム伊東」

192

介護職（グループ
ホーム伊東）

＜介護業務＞

　利用者様の介護等

　・食事、入浴、トイレ介助等
　・レクリエーション等


正社員以外 変形（1ヶ月単位） ヘルスケアサポート　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

195,000円～260,000円

静岡県伊東市富戸１１０５－２５
「グループホーム伊東」

194

福祉用具営業、貸
与、販売、等

居宅介護支援事業所への営業、福祉用
具のレンタル、販売に関する業務全般
○介護施設や個人のお宅を訪問し、対
象に応じた福祉用具の案内や　説明、
レンタル・販売等の相談
○バリアフリーなど住宅改修等の相談
　手すりの取付、業者への工事依頼、

正社員 株式会社　花みずき
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

175,000円～230,000円 (3)17時00分～10時00

静岡県伊東市竹の内１－３－１３
金子マンション４０２
当社　伊東営業所

月給 電気関係の実務経験
者
昇降機の保守・点検

200,000円～387,000円

静岡県伊東市八幡野１１２６－４３－１０１

195

伊東市／保守点検 エレベーター・エスカレーターの保守点検、故障修理対応等正社員 エス・イー・シーエレベーター　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時30分
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年7月8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: 0557-47-0719 従業員数 98人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1714221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 03-5220-8550 従業員数 23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: 13010-66089421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 03-5220-8550 従業員数 23人

年　　齢: 79歳以下 休　　日： 他 栄養士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13010-66129921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

196

交通誘導 工事現場や施設・店舗の駐車場におい
て交通誘導及び歩行者の誘導を行いま
す。
現場に応じて１名～数名で行います。
（無線機を使用する場合もありま
す。）


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

月給 (2)11時00分～20時00 調理業務経験

230,000円～280,000円

静岡県伊東市宇佐美１１３８番地の１

197

［契約］調理師／病
院／伊東市岡

・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～14時00分

日給

176,000円～220,000円

静岡県伊東市岡１９６－１
伊東市民病院　内

月給 (2)11時00分～20時00 調理業務経験

230,000円～280,000円

静岡県伊東市岡１９６－１
伊東市民病院　内

198

栄養士（地域正社
員）／病院／伊東市
岡

・献立作成
・発注業務
・調理
・栄養管理
・ＰＣ操作　等



正社員 交替制あり 株式会社ＬＥＯＣ
雇用期間の定めなし (1)6時00分～15時00分

16/16


