
【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8月8日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 053-472-0071 従業員数 9人

年　　齢: 45歳以下 休　　日： 月日他 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: 22020-17434921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-975-2885 従業員数 6人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5558521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 055-975-2885 従業員数 6人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5559421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 4時間

     TEL: 055-971-7191 従業員数 7人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 １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 なし ２級建築施工管理技士

求人番号: 22050- 5600721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-971-7191 従業員数 7人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 5601821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-913-1815 従業員数 24人

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

就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5606621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 055-984-1707 従業員数 13人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 その他の土木・測量
技術関係資格

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり ２級土木施工管理技士

求人番号: 22050- 5496921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間 １級土木施工管理技士

     TEL: 055-984-1707 従業員数 13人

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

就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり 移動式クレーン運転士

求人番号: 22050- 5497121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0545-52-5312 従業員数 9人

年　　齢: 50歳以下 休　　日： 土日祝他 二級建築士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ２級建築施工管理技士

求人番号: 22100- 6642021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 054-627-9093 従業員数 27人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水他 二級建築士 就業場所: 

採用人数: 5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: 22120- 6592021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 055-999-1188 従業員数 9人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 １級建築施工管理技
士

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり ２級建築施工管理技士

求人番号: 22050- 5563721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間 一級建築士

     TEL: 055-999-1188 従業員数 9人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 一級建築士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 二級建築士

求人番号: 22050- 5564821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間 １級建築施工管理技士

     TEL: 055-999-1188 従業員数 9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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5565221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

静岡県三島市幸原町１丁目１－１０　銀杏館

月給

270,000円～350,000円

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

静岡県三島市幸原町１丁目１－１０　銀杏館

13

地域密着型住宅リ
フォーム営業

お客様のお住まい（外壁や屋根、水回
りなど）の
リフォームの提案をお願いします。
反響営業やリピート・ご紹介のお客様
も多い環境です。

リフォーム営業は将来性のある仕事で

正社員 株式会社　住工房
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 設計、現場監督など
の業務に従事した経
験があると

280,000円～400,000円

静岡県三島市幸原町１丁目１－１０　銀杏館

12

設計士補助 ＊住宅リフォームの設計／現場監督を
お任せします。
簡単な図面の作成、現場チェック、業
者調整、書類作成等お願い
しています。自分の裁量で出来るやり
がいのある仕事です！


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

月給 施工管理、現場監督
などの業務に従事し
た経験があると

300,000円～500,000円

静岡県富士市厚原７６－２

11

施工管理 ＊住宅リフォームなどの施工管理をお
任せします。
　具体的には工事管理、現場チェッ
ク、業者調整、書類の作成等。

＊若手から６０歳代の方も幅広く活躍
し、チームワーク抜群の会社

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

月給 注文住宅営業経験者
であれば尚可
※未経験者の応募可

210,400円～226,400円

静岡県三島市富田町２－３４

10

注文住宅営業（東
部）

＊地震に強く高気密高断熱の２×４住
宅の営業を募集します。
　展示場や見学会に来場されたお客様
の接客から始まり、土地探し
　資金計画・プラン作成などを担当し
ていただきます。
　勤務場所は住宅展示場です。

正社員 変形（1年単位） 静鉄ホームズ　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時15分～18時00分

月給

195,700円～367,900円

静岡県三島市中島１６７－９

9

住宅の設計・施工管
理／三島支店

当社「三島支店」において、住宅の設
計・施工管理を担当していただきま
す。
・住宅の設計や見積書の作成に関する
こと
・業者の手配や工程管理及び現場管理
に関すること

正社員 川祥建設　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

日給 経験者優遇

220,000円～352,000円

静岡県三島市中島１６７－９

8

土木作業員 土木・建築工事の現場作業をして頂き
ます。
・土木、型枠工事の出来る方優遇
・重機オペ操作の出来る方優遇
・下水道管布設出来る方優遇
※土木作業全般の細かい作業がありま
す。

正社員 変形（1ヶ月単位） 田中土建　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 土木技術経験者優遇

230,000円～420,000円

静岡県三島市佐野４－９

7

土木技術者 （１）土木工事の現場管理
（２）官公庁への提出書類作成
（３）積算（民間、官公庁）
（４）測量

正社員 変形（1ヶ月単位） 田中土建　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

その他

233,000円～372,800円

静岡県三島市鶴喰９－１

6

土木作業員・重機オ
ペレーター

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

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

月給 現場経験者優遇

255,000円～305,000円

静岡県三島市鶴喰９－１

5

建築作業員 建築事業に関わる施工管理業務をお任
せいたします。
・具体的な業務は、新築、リフォーム
等の業者との打ち合わせ、工程、現場
作業

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

月給 現場経験者優遇

315,000円～415,000円

静岡県三島市平田１２４－２４

4

現場管理者 建築事業に関わる施工管理業務をお任
せいたします。
・現場の安全管理、現場写真の管理、
整理
・ワード、エクセルでの書類作成等で
すが、徐々にお仕事をお任せ　してい
く考えですので、ご意欲をお持ちであ

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

日給 土木作業経験者

200,700円～312,200円

静岡県三島市平田１２４－２４

3

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

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

日給

267,600円～401,400円

静岡県三島市南二日町３－２１
【三島支店】

2

とび職　とび職見習
い

工事現場での鳶仕事（大手ゼネコン
等）
＊足場の組立、解体作業


＊初心者歓迎
＊未経験者方は親切丁寧に指導しま

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

月給

232,000円～270,500円

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

企画営業（三島支
店）

資産運用の手段として賃貸マンション
事業をご提案する仕事です。

主に土地活用をお考えのお客様、遊休
地をお持ちのお客様に
賃貸マンションの建設を提案し、受注
活動を行なって頂きます。

正社員 株式会社　クラスト
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） 
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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8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: 055-999-1188 従業員数 9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 なし

求人番号: 22050- 5566521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 027-362-1231 従業員数 1人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 10020-11904321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 055-977-1336 従業員数 18人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5551621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 055-977-4420 従業員数 12人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5464021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 055-977-4420 従業員数 12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: 22050- 5465721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 055-977-4420 従業員数 12人

年　　齢: 18歳～35歳 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- 5467221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 055-977-4420 従業員数 12人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5468521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 055-977-4420 従業員数 12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: 22050- 5469421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 055-986-7123 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 なし

求人番号: 22050- 5403621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 055-986-4703 従業員数 78人

年　　齢: 62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- 5491221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 25時間

     TEL: 055-977-1117 従業員数 29人

年　　齢: 18歳～59歳 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- 5526621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 050-3416-3741 従業員数 16人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 中型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13060-11265421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 055-977-5151 従業員数 81人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝 １級土木施工管理技
士

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり ２級土木施工管理技士

求人番号: 22050- 5479621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 11時間 測量士

静岡県三島市梅名４２７－１

月給 土木建設会社での業
務経験・測量士補256,000円～350,000円

静岡県三島市加茂之洞４７０３－
９４
三島市清掃センター内

26

土木施工管理　技術
者

お客様のご要望に応える土木請負業
務。
オフィスワーク９割、現場１割の業務
を行います。
現場エリアは静岡県東部中心
・３Ｄ測量の同行、サポート
・建設用ソフトを活用したデータ作成

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

月給 (2)15時30分～7時30分 機械の保全修理

166,000円～267,000円

静岡県三島市松本１５２－１

25

三島市／ごみ焼却施
設の運転及び保守管
理

◎家庭ごみ焼却施設の運転・保守管
理。

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

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

月給 機械加工の経験、機
械系、溶接構造物の
設計業務経験

200,000円～280,000円

静岡県三島市徳倉１１３１－９

24

ＣＡＤ・ＣＡＭオペ
レータ

機械ＣＡＤオペレータ
・ＳＯＬＩＤＷＯＲＫＳを使用し２Ｄ
図面から３Ｄモデルを作成
　ＣＡＭソフト（３Ｄ）にてマシニン
グセンタで加工するための
　ＮＣデータを作成する
・２ＤＣＡＤ又は３ＤＣＡＤを用いて

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

月給 フォークリフト

203,720円～314,000円

静岡県三島市徳倉５－９－５０

23

建設機械、工作機械
の部品、製品検査、
品質管理

・建設機械等の部品、製品の検査

・品質管理

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

月給 旋盤操作経験者優遇

190,000円～230,000円

静岡県三島市長伏１７０－６

22

加工係 ６軸自動盤等で部品加工を行っていた
だきます。
加工作業に伴う寸法チェックと機械調
整などを行っていただきます。
機械操作と機械調整は、丁寧に指導い
たします。

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

月給

213,200円～419,150円

静岡県三島市長伏１７０－６

21

生産技術（契約社
員）

１．生産性ＵＰの為の生産ラインの企
画・立案
２．生産設備の設計や導入及び改善
３．設備のメンテナンス、修理
４．治具の開発

正社員以外 株式会社セイコー高周波
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時15分～17時15分

月給

213,200円～419,150円

静岡県三島市長伏１７０－６

20

生産技術 １．生産性ＵＰの為の生産ラインの企
画・立案
２．生産設備の設計や導入及び改善
３．設備のメンテナンス、修理
４．治具の開発

正社員 株式会社セイコー高周波
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時15分

月給 (2)20時00分～5時00分

193,200円～308,260円

静岡県三島市長伏１７０－６

19

製造 ・自動車部品や機械部品等の表面だけ
を短時間で加熱し、冷却します。
・製品ごとの作業標準書をもとに高周
波誘導加熱装置により、品物に焼入を
施します。

◎工業界に於ける重要な付加価値の高

正社員 交替制あり 株式会社セイコー高周波
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時15分

月給

213,200円～419,150円

静岡県三島市長伏１７０－６

18

営業（契約社員） ＜会社の紹介＞
自動車、工作機械、建設機械、その他
あらゆる機械部品の高周波焼入を行
なっています。

＜仕事の内容＞
高周波焼入の受注活動

正社員以外 株式会社セイコー高周波
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時15分～17時15分

月給

213,200円～419,150円

静岡県三島市長伏１７８－１

17

営業 ＜会社の紹介＞
自動車、工作機械、建設機械、その他
あらゆる機械部品の高周波焼入を行
なっています。

＜仕事の内容＞
高周波焼入の受注活動

正社員 株式会社セイコー高周波
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時15分

月給 ＣＡＤ作図経験者

180,000円～250,000円

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

16

鋼構造物・建築金物
等の設計業務（製作
図作成）

建築金物（手摺等）・鉄骨構造物・鋼
製建具等の設計図（原案）をもとに、
工場にて使用する図面（加工図）の作
成をしていただきます。
作図にはＡｕｔｏＣＡＤを使用しま
す。
※経験者を優遇しますが未経験者でも

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

月給 ・営業経験

230,000円～340,000円

静岡県三島市幸原町１丁目１－１０　銀杏館

15

設備工事営業（三島
市）

暮らしに欠かせないインフラ設備の営
業です。

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

正社員 クシダ工業　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 経費精算や決算など
経理業務全般、
書類作成、接客対応

220,000円～280,000円14

経理事務 新規事業立ち上げに伴う増員募集！転
勤なし！

＜仕事内容＞
・工事中のお客様へのフォロー
・集金／振込
・会計ソフトへの入力／経理書類作成

正社員 株式会社　住工房
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

2/12



【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年8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: 055-977-5151 従業員数 108人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝 基本情報技術者 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 応用情報技術者

求人番号: 22050- 5393721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 11時間 第二種電気工事士

     TEL: 055-977-5151 従業員数 81人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝 １級土木施工管理技
士

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり ２級土木施工管理技士

求人番号: 22050- 5425521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 11時間 測量士

     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- 5602221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 30時間

     TEL: 055-988-6870 従業員数 11人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 移動式クレーン運転
士

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22030- 7526321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 0120-789-635 従業員数 80人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 ５トン限定準中型自
動車免許

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 23170- 9916021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-977-1577 従業員数 20人

年　　齢: 45歳以下 休　　日： 日祝他 フォークリフト運転
技能者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 5420121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 053-421-9898 従業員数 73人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22020-17430521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 053-421-9898 従業員数 96人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22020-17463521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 054-351-1788 従業員数 6人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22040- 5396321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 054-351-1788 従業員数 6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: 22040- 5421521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 054-280-0066 従業員数 8人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22010-20918821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 054-280-0066 従業員数 8人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 介護職員実務者研修修了者

求人番号: 22010-20920621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間 介護職員初任者研修修了者

     TEL: 055-977-0144 従業員数 23人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5481721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

静岡県三島市松本１４６番地の３

月給

162,000円～170,000円

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

39

一般事務 当社、塗料、塗装設備、機械工具の販
売を行っています。

主な仕事は、電話対応、品物の伝票作
成、社内文書管理、郵便物の発送、収
受


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

月給 (2)9時00分～18時00分

194,500円～202,000円

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

38

介護職員／三島市 地域密着型デイサービス（定員１０
名）です。

・介護業務（食事、入浴等の介助、見
守り、歩行訓練、レクリエーションな
ど）
・送迎（軽・普通車使用。市内）

正社員 変形（1ヶ月単位） サガミシード　株式会社　本部
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)9時00分～18時00分

199,500円～207,000円 (3)18時00分～8時00分

静岡県三島市南二日町４－１

37

デイサービス生活相
談員／三島市

地域密着型デイサービス（定員１０
名）です。

・相談業務（家族やケアマネジャーと
の相談）
・事務業務（サービス計画表作成な
ど）

正社員 変形（1ヶ月単位） サガミシード　株式会社　本部
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

208,900円～248,100円
又は9時20分～19時30

静岡県三島市南二日町４－１

36

販売／イエローハッ
ト三島南二日町店

〇カー用品の接客販売等のお仕事で
す。
・カー用品の接客、レジ等
・商品担当（部門別）
・商品管理（発注及び品出し）
・お客様への商品説明
・車検等の受付業務

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　静岡イエローハット
雇用期間の定めなし

月給

208,900円～248,100円
又は9時20分～19時30

静岡県三島市安久１５２－１
【三島南店】

35

カーメンテナンス作
業及び受付業務／三
島南二日町店

〇カー用品の接客販売、取付、点検等
のお仕事です。
・主にピット作業とお客様へのメンテ
ナンス提案に従事
・ピット業務
　オイル交換、タイヤ交換、オーディ
オ取付、その他作業、

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　静岡イエローハット
雇用期間の定めなし

月給

180,000円～250,000円
又は7時00分～20時00

静岡県三島市安久１５２－１
【エブリィビッグデー三島店】

34

フロアー担当（三島
南店）

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

正社員 株式会社　ビッグ富士
雇用期間の定めなし

月給

190,000円～330,000円
又は7時00分～20時00

静岡県三島市安久４８６－１

33

生鮮担当（エブリィ
ビッグデー三島店）

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

部門は希望・適性を考慮して決定

正社員 株式会社　ビッグ富士
雇用期間の定めなし

月給

170,000円～250,000円

静岡県三島市松本１４４－１
　佐川急便（株）三島営業所

32

倉庫作業及び管理業
務

倉庫作業及び管理業務
建設資材（建築金物・土木資材等）の
搬入搬出作業をしていただきます。
重量物が多々あるため、フォークリフ
トを使用します。
来社されたお客様への、資材をお渡し
したりの接客もあります。

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

月給 (2)7時30分～16時30分

180,000円～220,000円

静岡県三島市八反畑１４４－１
三島事業所

31

【週休３日導入】
セールスドライバー
職（三島営業所）

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

☆勤務体系は（１）週休３日（月１３

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

月給

250,000円～400,000円

静岡県三島市大場２８９
三島営業所

30

移動式クレーンオペ
レーター

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

正社員 変形（1年単位） セキトランスシステム　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)7時00分～2時30分

156,240円～162,750円 (3)6時00分～18時15分

静岡県三島市梅名４２７－１

29

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 土木建設会社での業
務経験・測量士補256,000円～350,000円

静岡県三島市梅名４２７－１

28

土木施工管理　技術
者

お客様のご要望に応える土木請負業
務。
オフィスワーク９割、現場１割の業務
を行います。
現場エリアは静岡県東部中心
・３Ｄ測量の同行、サポート
・建設用ソフトを活用したデータ作成

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

月給 ＰＬＣ（シーケン
ス）制御設計、ラ
ダープログラム開発

210,000円～300,000円27

ＰＬＣ（シーケン
ス）制御のソフト
ウェア開発

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

正社員 株式会社アイティエス
雇用期間の定めなし (1)8時45分～17時30分
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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8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: 055-977-0144 従業員数 23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- 5482821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 055-972-9488 従業員数 10人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5483221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 042-461-6444 従業員数 12人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13170-20379321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 042-461-6444 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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13170-20446021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 042-461-6444 従業員数 12人

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

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13170-19946321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 055-920-0400 従業員数 3人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水 宅地建物取引士
（旧：宅地建物取引

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030- 7671321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-971-2247 従業員数 8人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5546721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 055-983-6770 従業員数 21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- 5500621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-971-3071 従業員数 9人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 一級建築士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 二級建築士

求人番号: 22050- 5502121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 03-5295-7793 従業員数 26人

年　　齢: 61歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13010-75761021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 052-222-7377 従業員数 17人

年　　齢: 不問 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: 23020-48843021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 052-222-7377 従業員数 17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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 23020-48847521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 084-920-0041 従業員数 44人

年　　齢: 18歳～62歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 34050-16881621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 16時間

静岡県三島市玉川２７５－１　ゆ
ず庵　三島店

　

月給 (2)16時00分～1時00分

184,100円～250,000円
又は9時30分～1時00分

静岡県三島市谷田字藤久保２２７
６
三島総合病院・老人保健施設
内　当社事業所

52

三島店／ゆず庵店舗
スタッフ（調理・接
客等）

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

＊当初は店舗での調理・接客等を行っ
ていただきます。

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

月給 (2)8時30分～18時00分

174,120円～207,600円

静岡県三島市谷田２２７６
三島総合病院　老人保健施設
内　当社事業所

51

調理師（請）／三島
市

病院・福祉施設内での食事サービス提
供業務。
現地厨房にて、食事の調理、盛りつ
け、食材の下処理等をお任せします。
朝昼夕と食事の提供時間が決まってい
るため、規則正しく働けます。


正社員以外 日清医療食品　株式会社　名古屋支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)5時00分～14時00分

月給 (2)6時30分～15時30分 経験者歓迎

174,120円～207,600円 (3)9時00分～18時00分

静岡県三島市大宮町３－１８－３
３
ドーミーイン三島（当社施設）

50

栄養士（請）／三島
市

病院での食事サービス提供業務
現地厨房にて、献立、発注、検品、配
膳チェック、簡単なパソコン操作をお
任せします。

わからないことや確認したいことはお
気軽にお尋ねください。

正社員以外 交替制あり 日清医療食品　株式会社　名古屋支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)5時00分～14時00分

月給 (2)6時00分～15時00分 サービス業経験者・
業界経験者歓迎
調理経験者優遇

176,000円～236,800円 (3)7時00分～16時00分

静岡県三島市青木９３－２

49

ドーミーイン三島／
レストラン係／転勤
有り

当社直営ビジネスホテルレストラン運
営業務全般

・接客対応（ホールサービス）
・配膳
・調理・発注
・その他関連業務

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)5時00分～14時00分

月給 設計の経験が無くて
も、施工図や現場監
督の経験の有る方も

190,000円～260,000円

静岡県三島市寿町３－３９　田代ビル２Ａ

48

建築技術者 ＜＜建築技術者の業務内容として＞＞

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

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

月給 事務経験
会社の総務事務の経
験者歓迎

175,000円～250,000円

静岡県三島市寿町５－２

47

事務（総務） ＜総務事務＞

・電話応対
・郵便受付、発送業務（郵便局への外
出あり）
・パソコンを使用しての書類・資料作
成、ワード文書編集

正社員以外 あおば社会保険労務士法人
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～18時00分

月給

185,000円～270,000円

静岡県三島市谷田２５８ー４
ナベビル２Ｆ　　（株）東部不動
産開発　三島店

46

事務職員 ・パソコンにより社会保険、厚生年
金、雇用保険、労働保険等の提　出書
類を作成し届出をする。
・顧問先の給料計算をし完成品を届け
る。
・訪問又は電話等により顧問先労務管
理に関する要望を把握して迅　速・的

正社員 社会保険労務士法人　渡邊労務管理事務所
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給 不動産業、建設業・
建築業、その他営業
経験者

240,000円～355,000円

静岡県三島市芝本町１－１　三島
ＮＫビル
「三島営業所」

45

不動産売買営業 当社において下記の業務を担当してい
ただきます。

・不動産売買における仲介、販売、仕
入れの営業活動
・インターネットへの物件登録
・お問い合わせ対応

正社員 変形（1年単位） 株式会社　東部不動産開発
雇用期間の定めなし (1)9時30分～18時30分

月給 業界問わず営業経験
１年以上
ハウスメーカー、不

220,000円～350,000円

静岡県三島市芝本町１－１　三島
ＮＫビル
「三島営業所」

44

分譲住宅の企画営業
／三島営業所

当社戸建分譲住宅（クレイドルガーデ
ン）の事業・企画営業

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

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

月給 建築に関する何らか
の経験220,000円～300,000円

静岡県三島市芝本町１－１　三島
ＮＫビル
「三島営業所」

43

アフターメンテナン
ス／三島営業所

当社新築物件の引渡し後の顧客対応

　・修理依頼の対応
　・メンテナンス（軽微な内容であれ
ばご自身で対応します。）
　・修理見積り作成業務
　・修理する際の業者、メーカー手配

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

月給 建築に関する何かし
らの実務経験220,000円～300,000円

静岡県三島市一番町２－２９　三島商工会議所会館３Ｆ

42

木造戸建住宅の検査
／三島営業所

自社戸建住宅の基礎配筋から竣工に至
るまでの各工程の検査。
（当社物件は木造在来工法です）


※随時又は定期のアフターフォロー、
メンテナンス業務も行います

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

月給

180,000円～240,000円

静岡県三島市松本１４６－３

41

商工会議所共済・福
祉制度スタッフ

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

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

月給

229,000円～289,000円40

ルート営業 当社、塗料、塗装設備、機械工具の販
売営業を行っていただきます。

県内の得意先への商品を運搬していた
だく業務です。

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　三和塗料
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時15分
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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8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: 084-920-0041 従業員数 44人

年　　齢: 18歳～62歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 34050-16951321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 16時間

     TEL: 0422-36-6788 従業員数 10人

年　　齢: 18歳～44歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13170-20617521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 25時間

     TEL: 055-986-8222 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 月他 美容師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5521821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 0時間

     TEL: 03-5225-1410 従業員数 13人

年　　齢: 18歳～64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: 13080-59071921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5225-1410 従業員数 7人

年　　齢: 18歳～64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: 13080-59476321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 055-975-2236 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 美容師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5561121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-971-5507 従業員数 330人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 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- 5541321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-975-3031 従業員数 344人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 他 作業療法士 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- 5522221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 055-988-9087 従業員数 8人

年　　齢: 62歳以下 休　　日： 木日祝 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- 5445921 各種保険： 雇用・労災・厚生・その他 月平均 2時間

     TEL: 055-982-0418 従業員数 6人

年　　齢: 38歳以下 休　　日： 木日祝他 歯科衛生士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5461621 各種保険： 雇用・労災・健康 月平均 1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- 5538721 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 介護福祉士 就業場所: 

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

求人番号: 22050- 5540421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 ホームヘルパー２級

     TEL: 055-999-0123 従業員数 16人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22030- 7692021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

静岡県三島市徳倉３－１－５１
グループホームひかり

月給 (2)8時30分～17時00分

162,000円～273,000円 (3)10時30分～19時00

静岡県三島市南二日町５－４１

65

介護職員（グループ
ホームひかり）

１フロア（ユニット）９名のご入居者
を介護するお仕事です。
食事作り・入浴介助・排泄介助（パッ
ト交換など）・体操のサポート等、ご
入居者が出来ないところを支援しま
す。
グループホームの生活支援は、ご入居

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　日本ケアクオリティ
雇用期間の定めなし (1)7時00分～15時30分

月給 介護職員としての経
験202,000円～260,000円

静岡県三島市南二日町５－４１

64

介護職員（デイサー
ビス）

当法人運営の特別養護老人ホーム南二
日町において、デイサービス利用者様
に係る下記業務を担当していただきま
す。
・食事の介助業務
・入浴時の介助業務
・排泄時の介助業務

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00分～17時00分 経験者優遇

224,000円～275,000円 (3)9時00分～18時00分

静岡県三島市大場５７５－１

63

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

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

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

月給 (2)14時15分～19時00

230,000円～320,000円

静岡県三島市徳倉８７６－２６

62

歯科衛生士 歯科一般業務
１医師の診療アシスタント
２歯石除去・ＴＢＩ・予防・口腔内の
指導等
３受付・電話対応業務
上記内容の付帯業務になります。

正社員 変形（1ヶ月単位） すぎやま歯科クリニック
雇用期間の定めなし (1)8時40分～12時45分

月給 (2)9時00分～17時00分

210,000円～260,000円

静岡県三島市谷田字藤久保２２７６

61

歯科助手　受付 受付業務及び歯科診療アシスタント
その他診療に関わる業務

正社員 交替制あり 医療法人社団アクアビアンカ　ないとう歯科医院
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

182,722円～278,512円

静岡県三島市緑町１－３

60

作業療法士 病院（入院・外来）
・入院患者に対する作業療法業務
　（急性期病棟入院患者、地域包括ケ
ア病棟）
・外来患者に対する作業療法業務
附属介護老人保健施設（入所・通所）
・介護予防支援に関する業務　等

正社員 独立行政法人地域医療機能推進機構　三島総合病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時15分

月給 病院内における診療
放射線技師業務204,200円～299,300円

又は8時30分～17時30

静岡県三島市寿町３番４２号

59

三島中央病院　診療
放射線技師

三島中央病院内における診療放射線技
師業務
入院、外来患者さんのＸ線撮影、
マンモグラフィーの撮影　等

正社員 変形（1ヶ月単位） 社会医療法人　志仁会
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 美容学校の実習教員
の経験者200,000円～260,000円

静岡県三島市広小路町９－１４－
３Ｆ
当社　三島広小路店

58

美容学校実習教員 （美容学校実習教員業務は下記のとお
りです）
・美容科の教員として実習授業を担当
・授業で使用するプリント等の書類作
成、授業以外の書類作成（Ｐ　Ｃ使
用）
・校務分掌による業務実施

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 学校法人　静岡県東部理容美容学園
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時20分～17時10分

月給 (2)20時30分～5時00分

223,100円～332,430円 (3)12時00分～20時00

静岡県三島市松本２９４－３２
当社　三島松本店

57

カラオケ店社員／三
島広小路店

カラオケ店
（店長・エリアリーダー候補）
１．接客
２．店舗管理
３．予算・売上管理
４．アルバイトスタッフ管理
５．その他店舗管理

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　シン・コーポレーション
雇用期間の定めなし (1)19時30分～4時00分

月給 (2)20時30分～5時00分 経験者優遇

223,100円～332,430円 (3)12時00分～20時00

静岡県三島市萩２６７－１

56

カラオケ店社員／三
島松本店

カラオケ店
（店長・エリアリーダー候補）
１．接客
２．店舗管理
３．予算・売上管理
４．アルバイトスタッフ管理
５．その他店舗管理

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　シン・コーポレーション
雇用期間の定めなし (1)19時30分～4時00分

月給 美容師の経験

170,000円～350,000円
又は12時00分～18時00

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

55

美容業 美容業　美容技術及び接客接遇の補助業務 正社員 変形（1ヶ月単位） ＨＵＭ‘Ｓ　ＨＡＩＲ（ハムズ　ヘア）
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～1時00分

210,000円～278,000円 (3)10時00分～23時00

静岡県三島市玉川２５１－１　焼
肉きんぐ　三島店

　

54

正社員店舗スタッフ
（Ｎ白木屋　ＪＲ三
島南口駅前店）

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　モンテローザフーズ
雇用期間の定めなし (1)15時00分～0時00分

月給 (2)16時00分～1時00分

184,100円～250,000円
又は9時30分～1時00分

53

三島店／焼肉きんぐ
店舗スタッフ（調
理・接客等）

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

＊当初は店舗での調理・接客等を行っ
ていただきます。

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

5/12



【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年8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: 054-266-3216 従業員数 16人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22010-20649621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 055-929-9233 従業員数 13人

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

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

求人番号: 22030- 7571821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 055-975-7788 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 介護支援専門員（ケ
アマネージャー）

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 5401421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-977-6200 従業員数 55人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22050- 5416221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 055-971-5199 従業員数 9人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5513821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-972-3221 従業員数 8人

年　　齢: 不問 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 なし

求人番号: 22050- 5523521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 054-253-0195 従業員数 1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: 22010-20521821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 25時間

     TEL: 055-984-4500 従業員数 10人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5402321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0467-73-8920 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 14080-10815721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0467-73-8920 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 14080-10816821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 055-976-3530 従業員数 0人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5489121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 054-254-5838 従業員数 31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: 22010-20367021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 055-976-3530 従業員数 0人

年　　齢: 18歳～64歳 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: 22050- 5475221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

静岡県三島市北田町７－８
＊就業場所に関する特記事項参照

日給

172,800円～216,000円

静岡県三島市寿町２－１２
警乗三島待機所

78

交通誘導警備員 ・道路工事における車両の誘導
・建設工事における車両の誘導
・イベントにおける車両及び歩行者の
誘導



正社員 ナイトフロント協会有限会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)7時20分～19時45分

180,100円～180,100円 (3)8時20分～20時45分

静岡県三島市北田町７－８
＊就業場所に関する特記事項参照

77

（請）新幹線警乗警
備員／三島市

○テロ防止犯罪抑止等のため東海道新
幹線のぞみ、ひかり、こだま号に乗車
し、車内で巡回・点検業務を実施しま
す。

○公共性の高い仕事ですのでやりがい
を実感できると思います。

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　全日警　静岡支社
雇用期間の定めなし (1)7時05分～18時45分

日給 (2)21時00分～7時30分

198,720円～198,720円

静岡県三島市平成台４０－１

76

（請）警備業務機動
員

宿泊施設において夜間の巡回
宿泊客の対応
館内浴場の清掃、施錠等



正社員 ナイトフロント協会有限会社
雇用期間の定めなし (1)20時00分～8時00分

日給

164,160円～164,160円

静岡県三島市平成台４０－１

75

＜急募＞惣菜の簡単
な盛り付・選別

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

日給

164,160円～164,160円

静岡県三島市梅名４０７－７

74

《急募》容器の簡単
な洗浄

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

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

月給 板金経験

193,000円～326,000円

静岡県三島市塚原新田２２０　コーポ青雲２０１

73

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


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

月給

180,000円～210,000円

静岡県三島市沢地２４６－１１
就労継続支援Ｂ型事業所「さわじ
作業所」

72

森林調査技術者 森林調査技術者として、地方公共団体
が発注する以下の業務に従事して頂き
ます。

○森林内での測量、現況調査
○調査結果等書類の作成
○森林関係のアンケート調査

正社員 静岡県森林組合連合会
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

その他

148,672円～156,550円
又は7時30分～16時15

静岡県三島市本町１２－４　小林ビル２階

71

さわじ作業所臨時就
労支援員（三島市社
会福祉協議会）

　就労継続支援Ｂ型事業所の通所者
（知的・身体障がい者）に対する就労
支援業務
・授産製品の生産指導
・物品の販売支援
・通所者の送迎業務
・アルミ缶、古紙等のリサイクル物品

正社員以外 交替制あり 社会福祉法人　三島市社会福祉協議会
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 福祉サービス経験
（障がい者支援）190,000円～220,000円

静岡県三島市御園５８０

70

職業指導員 １　利用者が行う生産活動（作業）の
指導（主に製造関係を担当）
２　体験活動や余暇活動の企画・運営
３　利用者やご家族との面談
４　作業日報、記録等、文書の作成と
管理
５　関係機関、企業との連絡調整　な

正社員 特定非営利活動法人　リベラインダストリア
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 看護師の実務経験

175,000円～316,000円

静岡県三島市中田町５５１

69

看護師、准看護師
（御寿園）

介護老人福祉施設８６名、短期入所生活介護事業１０名の利用者に対し、日常の看護及び保健衛生に関する業務正社員 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　大乗会　特別養護老人ホーム　御寿園
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 介護支援専門員

230,000円～285,000円

静岡県三島市徳倉１－９－３
シフティーン三島

68

介護支援専門員（ケ
アマネジャー）

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

※実務経験がない方でも歓迎します。

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

月給 (2)10時00分～19時00

230,000円～230,000円 (3)17時00分～9時00分

静岡県三島市栄町１０－１４　遠
藤ビル１Ｆ
アサヒサンクリーン株式会社　三
島事業所

67

介護職員（シフ
ティーン三島）

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

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

月給

250,000円～250,000円66

訪問入浴看護職員／
三島事業所（三島
市）

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

正社員 アサヒサンクリーン　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分
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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8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: 052-681-7107 従業員数 29人

年　　齢: 79歳以下 休　　日： 土日他 栄養士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 管理栄養士

求人番号: 23030-15933521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 052-681-7107 従業員数 29人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 栄養士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 管理栄養士

求人番号: 23030-15934421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 000-0000-0000 従業員数 3人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5470921 各種保険： 雇用・労災 月平均 5時間

     TEL: 0558-76-2283 従業員数 234人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5413021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 055-933-3750 従業員数 7人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22030- 7658121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 055-948-1525 従業員数 48人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 5493421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-948-1525 従業員数 48人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 5494321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-984-1501 従業員数 40人

年　　齢: 18歳～62歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5597721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 30時間

     TEL: 055-947-2200 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 二級ガソリン自動車
整備士

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- 5392021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 054-282-8311 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22010-20849321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 054-282-8311 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22010-20850121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-29611321 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: 13090-29648921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

静岡県伊豆の国市長岡１０３５－
１
伊豆長岡金城館

月給 業界問わず、何らか
のマネジメントの経
験

352,880円～352,880円
又は9時00分～21時00

静岡県伊豆の国市吉田１１７８
（大仁ホテル）

91

【全国転勤】ホテル
支配人候補（伊豆長
岡金城館）

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 業界問わず、何らか
のマネジメントの経
験

352,880円～352,880円
又は9時00分～21時00

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

90

【全国転勤】ホテル
支配人候補（大仁ホ
テル）

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

時給 (2)10時30分～19時30

165,120円～165,120円

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

89

（請）調理補助／伊
豆の国市

入所者様への食事提供における調理補
助業務
盛付：調理師が調理した物を食器に盛
り付ける。
　　　入所様に合った食事形態にフー
ドプロセッサーなどを使い加工
する。

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 富士産業　株式会社　静岡事業部
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～15時00分

時給 (2)10時30分～19時30

172,000円～189,200円

静岡県伊豆の国市南江間１５０７－１

88

（請）調理師／伊豆
の国市

仕込み：カット野菜の袋つめ
　　　　野菜のカット
調理
盛付：調理したものを盛り付ける
　　　入所様に合った食事形態にフー
ドプロセッサーなどを使い加工
する

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 富士産業　株式会社　静岡事業部
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)5時30分～14時30分

月給 自動車整備工場での
就労経験があれば優
遇

225,000円～260,000円

静岡県伊豆の国市中條字新古川２
４１－１
長岡営業所

87

自動車修理作業及び
補助作業

＊自動車整備工場において、普通自動
車・大型自動車の修理　作業（ボ
ディーやエンジン関係等）及びその補
助作業。

＊車検作業。


正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　萩原自動車商会
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)7時00分～2時30分

156,240円～162,750円 (3)6時00分～18時15分

静岡県伊豆の国市長岡２６０－１

86

隔日勤務タクシー乗
務員（ドライバー）
長岡営業所

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

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

月給 販売店舗経験者

170,000円～350,000円

静岡県伊豆の国市長岡２６０－１

85

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

月給 電気、機械技術

170,000円～350,000円

静岡県伊豆の国市中島２４４
　ＴＯＳＥＩ内工場

84

ロープウェイマネジ
メントスタッフ

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

時給

141,512円～148,960円

静岡県伊豆の国市中島２４４

83

真空包装機の組立て
作業

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

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

月給 機械設計や製図の知
識があり、業務経験
１０年以上

185,000円～335,000円

静岡県伊豆の国市寺家４２１－２

82

機械設計エンジニア 業務用真空包装機・洗濯機等の開発・
設計

・３ＤＣＡＤ及び２ＤＣＡＤを使用し
た機械開発・設計
・開発や設計に伴う評価試験
・ＣＡＤ全般管理、ＣＡＤサーバー管

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

月給

160,000円～163,000円

静岡県三島市文教町１丁目４番１
９号
「ＪＲ東海総合研究センター」

81

ミニトマトの栽培管
理及びパック詰め

※業務拡大のため、スタッフを追加募
集いたします。

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


正社員 稔園
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時30分

月給 (2)11時00分～20時00 栄養士の実務経験ま
たは調理経験200,000円～230,000円 (3)13時00分～22時00

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

80

栄養士【東海旅客鉄
道株式会社総合研修
センター】

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

正社員以外 株式会社ＬＥＯＣ　東海支社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時00分～19時00

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

260,000円～270,000円79

栄養士責任者（東海
旅客鉄道株式会社総
合研修センター）

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社ＬＥＯＣ　東海支社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分
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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8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: 03-5979-5911 従業員数 86人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-29680121 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: 13090-29748821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 055-948-1212 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 なし

求人番号: 22050- 5527921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 86人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-29332321 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: 13090-29363521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 86人

年　　齢: 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: 13090-29410521 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: 13090-29447921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5225-1410 従業員数 9人

年　　齢: 18歳～64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: 13080-59234721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0558-76-3228 従業員数 195人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 臨床検査技師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5436621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0558-76-3228 従業員数 195人

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

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5437921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 0558-76-3228 従業員数 195人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22050- 5442421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 0558-76-3228 従業員数 195人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5450421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0558-76-3228 従業員数 195人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5451321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 1時間

静岡県伊豆の国市田京２７０－１

月給 (2)16時30分～1時00分

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

静岡県伊豆の国市田京２７０－１

104

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

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

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

246,681円～269,856円

静岡県伊豆の国市田京２７０－１

103

看護師（訪問）【急
募】

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

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

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

224,034円～251,681円 (3)0時30分～9時00分

静岡県伊豆の国市田京２７０－１

102

准・看護師（病棟）
【急募】

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

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

月給 (2)8時30分～12時30分

204,335円～222,463円

静岡県伊豆の国市田京２７０－１

101

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

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

月給 (2)8時30分～12時30分

192,722円～217,751円

静岡県伊豆の国市古奈２１３－３
当社　伊豆長岡店

100

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

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

月給 (2)20時30分～5時00分 経験者優遇

223,100円～332,430円 (3)12時00分～20時00

静岡県伊豆の国市長岡１０３５－
１
伊豆長岡金城館

99

カラオケ店社員／伊
豆長岡店

カラオケ店
（店長・エリアリーダー候補）
１．接客
２．店舗管理
３．予算・売上管理
４．アルバイトスタッフ管理
５．その他店舗管理

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　シン・コーポレーション
雇用期間の定めなし (1)19時30分～4時00分

月給

236,060円～266,490円
又は6時00分～21時00

静岡県伊豆の国市吉田１１７８
（大仁ホテル）

98

地域限定契約社員／
調理・補助／未経験
歓迎／伊豆長岡金城
館

当社が運営するホテルの朝夕バイキン
グ料理の調理・調理補助全般をお願い
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
・その他盛付等補助業務
ご自宅から通勤可能で、通勤交通費支

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

236,060円～266,490円
又は6時00分～21時00

静岡県伊豆の国市長岡１０３５－
１
伊豆長岡金城館

97

地域限定契約社員／
調理・補助／未経験
歓迎／大仁ホテル

当社が運営するホテルの朝夕バイキン
グ料理の調理・調理補助全般をお願い
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
・その他盛付等補助業務
ご自宅から通勤可能で、通勤交通費支

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 施設管理実務経験３
年以上が目安301,760円～301,760円

又は9時00分～21時00

静岡県伊豆の国市吉田１１７８
（大仁ホテル）

96

全国転勤／ホテル施
設管理長候補／伊豆
長岡金城館

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 施設管理実務経験３
年以上が目安301,760円～301,760円

又は9時00分～21時00

静岡県伊豆の国市長岡９８９－１０

95

全国転勤／ホテル施
設管理長候補／大仁
ホテル

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

日給 (2)16時00分～21時00

156,780円～163,800円

静岡県伊豆の国市長岡１０３５－
１
伊豆長岡金城館

94

洗い場（調理補助） ・下膳された食器類の残飯整理
・機械による食器洗浄
・食器類を食器棚への戻し
・ご飯炊き
・簡単な調理補助
（朝食及び夕食を担当していただきま
す）

正社員 変形（1ヶ月単位） 有限会社　吉春
雇用期間の定めなし (1)7時00分～10時00分

月給 調理実務経験３年以
上が目安352,880円～352,880円

静岡県伊豆の国市吉田１１７８
（大仁ホテル）

93

全国転勤／料理長
（調理長）候補／伊
豆長岡金城館

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

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

月給 調理実務経験３年以
上が目安352,880円～352,880円92

全国転勤／料理長
（調理長）候補／大
仁ホテル

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

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

8/12



【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年8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: 0558-76-3228 従業員数 195人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5452621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 2時間

     TEL: 0558-76-3228 従業員数 195人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 薬剤師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5455021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 0558-77-1374 従業員数 13人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 准看護師

求人番号: 22050- 5536121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 048-599-2010 従業員数 3人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 准看護師 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: 11020- 8063521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 055-948-0294 従業員数 39人

年　　齢: 18歳～44歳 休　　日： 他 保育士 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

求人番号: 22050- 5498021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間 小学校教諭免許（専修・１種・２種）

     TEL: 055-949-2188 従業員数 27人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 保育士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

求人番号: 22050- 5407721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 03-6435-6116 従業員数 23人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 精神保健福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 社会福祉士

求人番号: 13040-85416821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 介護福祉士

     TEL: 055-928-9469 従業員数 4人

年　　齢: 64歳以下 休　　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 なし ５トン限定準中型自動車免許

求人番号: 22050- 5576321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-986-0789 従業員数 10人

年　　齢: 69歳以下 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5477421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-986-0789 従業員数 10人

年　　齢: 18歳～69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- 5478321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-954-1211 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22030- 7811021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-954-1211 従業員数 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- 7826621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0558-83-0199 従業員数 17人

年　　齢: 59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 ８トン限定中型自動車免許

求人番号: 22050- 5549521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

静岡県伊豆市徳永３６１番地の１

日給

277,200円～346,500円

静岡県伊豆の国市田京１５１－６
株式会社　東洋検査センター

117

土木作業員 土砂の掘削、根切り、埋戻し等、現場
における土木作業全般が主な仕事とな
ります。
また、現場監督の補助作業（測量の手
元）及び、４ｔトラックの運転等も
行って頂きます。

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

時給 分析経験（学生時
代、ブランク可）209,777円～225,432円

静岡県伊豆の国市三福６３２－１
旭化成ファーマ株式会社

116

環境水などの成分検
査

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

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

時給 動物実験経験（学生
時代可）273,963円～273,963円

静岡県伊豆の国市中條２５２

115

新薬開発における動
物実験サポートや細
胞実験

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

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

月給 (2)8時30分～17時30分 障害者または高齢者
福祉施設での実務ま
たは管理経験。

250,000円～280,000円 (3)11時00分～20時00

静岡県伊豆の国市中條２５２

114

管理者 軽度・精神知的障害者向グループホー
ムの管理業務
・入居者の生活管理（金銭／通院他）
業務
・職員の管理業務（シフト作成／研修
／業務指導）
・事務（請求管理その他）

正社員 交替制あり グループホーム　ミライカ韮山（一般社団法人ミライカ）
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

180,000円～200,000円

静岡県伊豆の国市南條７６１番地の２高野マンション２０２号室

113

生活支援員 軽度精神・知的障害者グループホーム
の生活支援員の募集です。　
主な業務内容としては、入居者が安心
して暮らせるための食事・清掃その他
生活一般の支援（主に声掛け、見守
り）を行います。


正社員 変形（1ヶ月単位） グループホーム　ミライカ韮山（一般社団法人ミライカ）
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給 福祉の経験

170,240円～215,040円
又は7時00分～18時00

静岡県伊豆の国市長岡１０１１－
６
「ふるさとホーム伊豆の国」「ケ
アステーションあさひ伊豆の国」

112

荷物の運送（運搬）
作業　及び　障害者
支援業務

・プラスチック製品等の荷物の運送
（運搬）作業　　　　　　　　　２ト
ントラック（マニュアル車）の運転
製品をパレットへの手積み作業があり
ます。
・その他の補助業務として・・・
障がい者の作業にかかる支援全般

正社員以外 交替制あり 合同会社　ふじ・さくら　ｗｏｒｋｓ
雇用期間の定めなし

月給 現場経験

240,000円～240,000円

静岡県伊豆の国市韮山山木６６４－６

111

≪急募！！≫生活相
談員・正社員／伊豆
の国

○サービス付き高齢者向け住宅及びデ
イサービス。
○生活相談員として、ご利用者の日々
の生活相談業務。
○各記録、書類作成
○身体介護（排泄・入浴・食事等）
○ご家族やケアマネージャーとの対応

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ヴァティー
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

190,844円～441,796円
又は7時00分～19時00

静岡県伊豆の国市長岡３９５番地

110

保育士 ０～５歳児の保育
担任の補助業務

正社員 交替制あり 社会福祉法人ちとせ会　韮山保育園
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

月給 (2)5時45分～14時00分

181,216円～197,904円 (3)22時00分～5時45分

静岡県伊豆の国市田京６８９－８
田京貸事務所　西側１・２階
「訪問看護ステーションあやめ伊
豆の国」

109

保育士・指導員 児童養護施設における児童（５１名）
に対して、指導及び援助等をしていた
だきます。
・生活支援
・学習支援
・食事支度、等　養育に係る業務


正社員 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人共生会伊豆長岡学園
雇用期間の定めなし (1)13時15分～22時00

月給

255,000円～255,000円

静岡県伊豆の国市吉田１４６番地の１

108

訪問看護／准看護師
／正社員／伊豆の国

精神特化型訪問看護

・訪問看護ステーションにおける訪問
看護、リハビリテーション
　業務全般です。
・ご利用者様の自宅において、バイタ
ル管理、健康チェック、

正社員 交替制あり 株式会社　ファーストナース　訪問看護事業部
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 (2)8時00分～12時30分

270,000円～300,000円

静岡県伊豆の国市田京２７０－１

107

整形外科クリニック
における看護師業務

整形外科クリニックおける看護師業務
・医師の診療介助
・採血等処置室対応
その他付随する業務

正社員 変形（1年単位） 医療法人社団ＴＨＴ　あさいクリニック
雇用期間の定めなし (1)8時00分～18時00分

月給 (2)8時30分～12時30分

239,905円～263,286円

静岡県伊豆の国市田京２７０－１

106

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

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

時給 (2)8時30分～12時30分

156,000円～156,000円105

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

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 公益財団法人　伊豆保健医療センター
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分
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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8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: 0558-83-0199 従業員数 17人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 １級土木施工管理技
士

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり ２級土木施工管理技士

求人番号: 22050- 5550321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0558-62-1712 従業員数 5人

年　　齢: 45歳以下 休　　日： 日他 準中型自動車免許 就業場所: 

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

求人番号: 22110- 2360421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0558-87-1626 従業員数 26人

年　　齢: 18歳～35歳 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- 5430721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0558-72-0785 従業員数 7人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 日祝他 二級ガソリン自動車
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- 5531521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 055-984-1501 従業員数 50人

年　　齢: 18歳～62歳 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5585621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 30時間

     TEL: 0558-72-5335 従業員数 11人

年　　齢: 35歳以下 休　　日： 日祝他 福祉用具専門相談員 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- 5444621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 26時間

     TEL: 0558-43-2888 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 月他 獣医師 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: 22110- 2390021 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: 13090-29645421 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: 13090-29745121 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: 13090-29360721 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: 13090-29443521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0558-98-1011 従業員数 32人

年　　齢: 18歳～69歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5427321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0558-98-1011 従業員数 32人

年　　齢: 69歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5432221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

静岡県伊豆市土肥２８４９－３

月給

190,000円～250,000円

静岡県伊豆市土肥２８４９－３

130

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

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

月給

175,000円～200,000円

静岡県伊豆市八木沢３８６４番地
伊東園ホテル土肥

129

ナイトフロント 宿直
夜警
予約受付（簡単なパソコン操作）

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

月給

236,060円～266,490円
又は6時00分～21時00

静岡県伊豆市八木沢３８６４番地
伊東園ホテル土肥

128

地域限定契約社員／
調理・補助／未経験
可／伊東園ホテル土
肥

当社が運営するホテルの朝夕バイキン
グ料理の調理・調理補助全般をお願い
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
・その他盛付等補助業務
ご自宅から通勤可能で、通勤交通費支

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 施設管理実務経験３
年以上が目安301,760円～301,760円

又は9時00分～21時00

静岡県伊豆市八木沢３８６４番地
伊東園ホテル土肥

127

全国転勤／ホテル施
設管理長候補／伊東
園ホテル土肥

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 調理実務経験３年以
上が目安352,880円～352,880円

静岡県伊豆市八木沢３８６４
（伊東園ホテル土肥）

126

全国転勤／料理長
（調理長）候補／伊
東園ホテル土肥

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

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

月給 業界問わず、何らか
のマネジメントの経
験

352,880円～352,880円
又は9時00分～21時00

静岡県伊豆市小立野８６

125

【全国転勤】ホテル
支配人候補（伊東園
ホテル土肥）

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 (2)8時30分～17時00分 獣医業務３年以上

300,000円～450,000円

静岡県伊豆市熊坂３００－２

124

獣医師【伊豆市：さ
くらどうぶつのクリ
ニック】

○小動物診療業務の診察・手術をして
いただきます。
　松崎町の「さくら動物病院」にも不
定期で週２～３日程度
　勤務していただきます。
【就業時間】
　基本火～土曜日８時３０分～１９時

正社員 株式会社　ＣＨＡＫＲＡ
雇用期間の定めなし (1)8時30分～19時00分

月給

196,364円～245,455円

静岡県伊豆市柏久保６３１－２１

123

福祉用具専門相談員 ご利用様の状況を把握して、必要な介
護用品・福祉用具をレンタル・販売す
るお仕事です。
ご利用様のニーズを読み取り、日常生
活をお支えすることが事業の目的にな
ります。
軽ワゴン車を運転し、ご利用様等へ訪

正社員 変形（1年単位） アポロメーカー　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 (2)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５４

122

隔日勤務タクシー乗
務員（ドライバー）
修善寺営業所

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

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

月給

200,000円～350,000円

静岡県伊豆市上船原１４００－１

121

自動車電装品整備 主に自動車の電装品の修理や販売、取
付などをしてもらいます。　
自動車電装品整備（エアコン、オルタ
ネーター、スターターなど車の電気系
統の修理）
電装品販売、取付（ナビ、ドライブレ
コーダー、ＥＴＣ、ライトなど）

正社員 変形（1年単位） 有限会社　竹村電機工業所
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)20時25分～5時30分

183,000円～275,000円

静岡県伊豆市牧之郷１８３－２　修善寺営業所

120

ダイカストマシン
オペレーター

ダイカストマシンの取扱いを覚え、マグネシウムの材料を使って、部品を製造して頂きます。ダイカストマシンは、自動制御で、ロボットと連動させて製造を行います。マシンより取り出された部品を検品して、良品を次工程に送るまでが一連の作業になります。正社員 交替制あり 株式会社ＳＴＧ　静岡工場
雇用期間の定めなし (1)8時25分～17時30分

月給

275,000円～300,000円

静岡県伊豆市徳永３６１番地の１

119

ダンプの運転手およ
び重機運転手

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

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

月給 土木工事現場の経験
者優遇します。276,000円～345,000円118

施工管理技士 道路工事や河川工事等の土木工事現場
において、施工管理業務を行って頂き
ます。
※主に現場の測量、施工管理全般（工
程管理、品質管理、安全管理、出来形
管理等、管理及び工事関係書類の作
成）

正社員 変形（1年単位） 株式会社　佐々木組
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年8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: 0558-98-1011 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- 5433521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0558-98-1011 従業員数 32人

年　　齢: 69歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5434421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0558-98-1011 従業員数 32人

年　　齢: 69歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5435321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0558-75-8660 従業員数 70人

年　　齢: 18歳～64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- 5569621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0558-75-8660 従業員数 70人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5571721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 055-955-7776 従業員数 4人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030- 7726421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 17人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 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- 7499021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 26人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030- 7500321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 17人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 准看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030- 7503121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0466-27-9786 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 14080-10927121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 03-5220-8550 従業員数 10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: 13010-77066721 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 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13010-77069521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-975-0779 従業員数 50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： 毎　週 時間外 あり

求人番号:


各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

＊新宿営業所：清水町新宿
＊長泉営業所：長泉町納米里
＊沼津営業所：沼津市御幸町
＊裾野営業所：裾野市伊豆島田

月給 (2)8時30分～1時50分

160,000円～160,000円 (3)15時00分～8時20分

静岡県伊豆市小立野１００
伊豆赤十字病院　内

143

タクシー乗務員 ○タクシー運転業務

・隔日勤務、日勤務
　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

正社員 変形（1ヶ月単位） 三島合同タクシー株式会社
雇用期間の定めなし (1)7時00分～0時20分

月給 (2)9時00分～18時00分 調理業務経験

240,000円～300,000円

静岡県伊豆市小立野１００
伊豆赤十字病院　内

142

［契約］調理師／病
院／伊豆市小立野

・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)5時30分～14時30分

月給 (2)9時00分～18時00分 調理業務経験

230,000円～250,000円

静岡県伊豆市土肥３４９－２

141

栄養士（地域正社
員）／病院／伊豆市
小立野

・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

時給

240,800円～258,000円

静岡県伊豆市修善寺２４－３　ル・グランガーデン修善寺

140

リゾートホテルでの
マルチスタッフ（静
岡県土肥）

ホテル内フロントでのチェックイン・チェックアウトとお客様対応、ホテル内レストランでの配膳下膳、オーダー受けや客室清掃業務の兼任。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

240,000円～240,000円
又は7時00分～19時00

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

139

准看護師（ル・グラ
ンガーデン修善寺）

ル・グラングループは、静岡県東部に
て高齢者福祉事業を展開しています。

日々の生活において身の回りのお手伝
いを通じ、家族のような安心できる時
間をお届けしています。可能な限り住
み慣れた地域で、自分らしい暮らしを

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ル・グラン
雇用期間の定めなし

月給

260,000円～260,000円
又は7時00分～19時00

静岡県伊豆市修善寺２４－３　ル・グランガーデン修善寺

138

正看護師（ル・グラ
ンガーデン修善寺）

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ル・グラン
雇用期間の定めなし

月給 介護事業所管理経験
者優遇300,000円～300,000円

静岡県伊豆市修善寺２４－３
通所介護事業所「ル・グランハー
ト修善寺」

137

施設長候補（ル・グ
ランガーデン修善
寺）

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

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

月給 通所介護事業所勤務
経験者214,500円～214,500円

静岡県伊豆市湯ケ島９３９番４１

136

管理者（ル・グラン
ハート修善寺）

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

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

月給 (2)8時30分～17時30分

208,580円～238,060円 (3)10時00分～19時00

静岡県伊豆市湯ケ島９３７番

135

介護職員（特養）／
伊豆市

＜＜介護職員（特養）の内容として＞
＞

特別養護老人ホームに係るスタッフの
募集です。
利用者様の生活に関する援助全般を
行っていただきます。

正社員 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　愛誠会　天城の杜
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 (2)8時30分～17時30分

208,580円～238,060円 (3)10時00分～19時00

静岡県伊豆市土肥２８４９－３

134

介護職員（ケアハウ
ス）／伊豆市

＜＜介護職員（ケアハウス）の内容と
して＞＞

ケアハウスに係るスタッフの募集で
す。
利用者様の生活に関する援助全般を
行っていただきます。

正社員 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　愛誠会　天城の杜
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給

185,000円～210,000円

静岡県伊豆市土肥２８４９－３

133

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

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

月給

190,000円～250,000円

静岡県伊豆市土肥２８４９－３

132

ルーム係 客室、宴会場、食事処での料理の給
仕、提供サービス

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

月給

190,000円～250,000円131

レストランホールス
タッフ

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　土肥グランドホテル明治館
雇用期間の定めなし (1)6時30分～21時00分
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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8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: 055-993-5039 従業員数 30人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22030- 7553021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 45時間

     TEL: 055-955-7776 従業員数 236人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 准看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030- 7496621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0550-89-6633 従業員数 10人

年　　齢: 35歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22031- 2812821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-978-2940 従業員数 3人

年　　齢: 30歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5543921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 053-421-9898 従業員数 73人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22020-17449321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 053-421-9898 従業員数 73人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22020-17475921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 054-280-0066 従業員数 10人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 危険物取扱者（乙
種）

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22010-20883921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 054-280-0066 従業員数 6人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 危険物取扱者（乙
種）

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22010-20885021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 03-3379-1246 従業員数 17人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13080-60225821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 052-222-7377 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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 23020-49070721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-978-4100 従業員数 53人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22050- 5488921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 4時間

     TEL: 055-940-2411 従業員数 30人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5505821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 055-940-2411 従業員数 50人

年　　齢: 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- 5506221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 4時間

静岡県田方郡函南町間宮７６０－１

時給 (2)8時30分～17時30分

163,400円～173,720円 (3)10時00分～19時00

静岡県函南町間宮６１７－３

156

介護職員【小規模多
機能ホーム】

【ル・ソレイユ函南事業所の求人で
す】

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

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

時給 (2)8時30分～17時30分

163,400円～173,720円 (3)10時00分～19時00

静岡県田方郡函南町平井７１７－２

155

介護職員【ル・ソレ
イユ間宮】

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

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

月給 (2)8時30分～17時30分 看護に関する知識や
技術193,000円～216,000円

静岡県田方郡函南町平井１６９４
伊豆函南病院
内　当社事業所

154

看護師、准看護師 重度障害者の生活施設です。主に身体
障害者を対象としています。（定員５
０名）利用者の健康管理、処置、服薬
管理や病院受診が主な業務となりま
す。

正社員 交替制あり 社会福祉法人　共済福祉会
雇用期間の定めなし (1)7時30分～16時30分

時給

190,080円～224,640円
又は4時30分～19時30

静岡県田方郡函南町大竹２０－１
５
みどりヶ丘ホーム

153

調理師（請）／田方
郡函南町

病院での食事サービス提供業務。
現地厨房にて食事の調理・切菜・配
膳・食器の洗浄などをお任せします。
・業界でのシェア率Ｎｏ．１の給食業
界最大手企業です。
・あいち女性輝きカンパニー認証企
業、育児休業取得率９０％以上

正社員以外 交替制あり 日清医療食品　株式会社　名古屋支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給 調理経験（病院、介
護施設、大量調理経
験者は優遇しま

210,000円～300,000円
又は5時00分～20時00

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

152

調理スタッフ／田方
郡函南町（みどりが
丘ホーム）

高齢者施設での調理業務全般をお任せ
します。
（仕込み、献立表に沿った調理、盛り
付け、配下膳、食器洗浄、清掃等）
同業界からの転職者も多い環境です。

正社員以外 交替制あり 株式会社　グリ－ンヘルスケアサ－ビス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給

186,000円～214,500円
又は0時00分～23時59

静岡県田方郡函南町肥田５０－１
サガミシ－ド（株）函南ＳＳ

151

ガソリンスタンドス
タッフ／函南町塚本

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

＊危険物、整備士資格取得制度あり
＊未経験者歓迎（簡単な業務から親切

正社員 変形（1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

186,000円～214,500円
又は7時00分～22時00

静岡県田方郡函南町間宮５１１－
１
【エブリィビッグデー函南店】

150

ガソリンスタンドス
タッフ／函南町肥田

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

＊危険物、整備士　資格取得制度あり
＊未経験者歓迎（簡単な業務から親切

正社員 変形（1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

190,000円～330,000円
又は7時00分～20時00

静岡県田方郡函南町間宮５１１－
１
【函南店】

149

生鮮担当（エブリィ
ビッグデー函南店）

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

部門は希望・適性を考慮して決定

正社員 株式会社　ビッグ富士
雇用期間の定めなし

月給

180,000円～250,000円
又は7時00分～20時00

静岡県田方郡函南町間宮５７８

148

フロアー担当（エブ
リィビッグデー函南
店）

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

正社員 株式会社　ビッグ富士
雇用期間の定めなし

月給

200,000円～250,000円

静岡県田方郡函南町間宮７３６－１　函南営業所

147

タイヤ販売・修理 店舗にてタイヤ、ホイール等の販売作
業をして頂きます。
タイヤ交換・修理　ローテーション等
　（軽自動車から大型車　特殊タイヤ
タイヤなら何でも）
取引先への出張取引納品（自動車整備
工場等）

正社員 有限会社　マミヤホイール（タイヤガーデン函南）
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

212,650円～236,250円

静岡県沼津市大岡１０４３－２８

146

配送（函南営業所） 固定得意先へのルート配送
システムキッチン、システムバス、ト
イレ等の水廻りの住宅設備機器及び上
下水道用資材を水道工事店、工務店、
リフォーム店へ販売しています。
社有車１ｔ～１．５ｔトラックを使用

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

月給

240,000円～240,000円
又は7時00分～19時00

静岡県東部地区各店舗（沼津・三島・御殿場・駿東郡・富士・富士宮）

145

准看護師（ル・グラ
ンガーデン三島）

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ル・グラン
雇用期間の定めなし

月給

246,000円～420,000円
又は8時00分～22時00

144

板前・板前見習い
（静岡県東部）

・当社直営魚がし鮨グループ各店舗に
おいて、鮨を中心とした
　魚介類等の調理全般を行います。
・初心者には魚のさばき方から丁寧に
指導いたします。
・経験者は技術レベルを考慮したうえ
で、配置ポジションを決定し　ます。

正社員 変形（1ヶ月単位） 沓間水産株式会社　沼津魚がし鮨グループ
雇用期間の定めなし
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