
【熱海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: 0557-82-4181 従業員数 13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- 5033921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 1時間

     TEL: 0557-82-8231 従業員数 13人

年　　齢: 30歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 4901121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-82-8231 従業員数 13人

年　　齢: 30歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 4906521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-82-8231 従業員数 13人

年　　齢: 30歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 4907421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-82-8231 従業員数 13人

年　　齢: 30歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 4840821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-81-8211 従業員数 17人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5411921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-81-8211 従業員数 17人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5412121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-81-8211 従業員数 17人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5414721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 048-444-8890 従業員数 5人

年　　齢: 64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: 11010-10157921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 27時間

     TEL: 0557-68-4147 従業員数 35人

年　　齢: 40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- 5129421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-81-8285 従業員数 68人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5519921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-81-8285 従業員数 68人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5202921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-81-8285 従業員数 68人

年　　齢: 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- 5203121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県熱海市昭和町２０－５

月給

158,400円～158,400円

静岡県熱海市昭和町２０－５

13

固定給タクシー乗務
員（女性専用求人）

＜　養成タクシー乗務員　＞

タクシーで顧客を目的地まで安全にお
送りするお仕事です
ナビ搭載で地理の不安も有りません
研修も充実教習所機関や取得後の研修
は日当を支給

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 熱海第一交通　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

月給 (2)9時00分～3時00分

186,000円～189,000円

静岡県熱海市昭和町２０－５

12

タクシー乗務員 ＜　タクシー乗務員　＞

タクシーでお客様を目的地まで安全に
お送りするサービス業です。

※車種　クラウン・プリウス・コン
フォート　など・・・

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

月給 (2)9時00分～3時00分

186,000円～189,000円

静岡県熱海市網代４５８－３

11

タクシー乗務員 ＜　タクシー乗務員　＞

タクシーでお客様を目的地まで安全に
お送りするサービス業です。

※車種　クラウン・プリウス・コン
フォート　など・・・

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

月給

200,000円～270,000円

静岡県熱海市昭和町１９－１７
小松ビル１階
（株）アルファー企画　静岡営業
所

10

営業 旅館やホテル、料亭の『味』を素材か
ら支えるオシゴト！
原料や製法にとことんこだわった高品
質な削り節や出汁を、全国各地に販
売・提案していただきます。
・既存顧客のフォロー
・担当エリアにおける新規顧客の開拓

正社員 株式会社　丸藤
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 空調・衛生設備工事
関係経験者315,000円～410,000円

静岡県熱海市上宿町９－１５

9

空調・衛生技術者
（経験者）／静岡営
業所

ビル等、空調・衛生設備の現場管理、
現場代理人

・主な現場は静岡県内及び神奈川県・
都内

・現場により直行、直帰があります

正社員 株式会社　アルファー企画
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

190,000円～350,000円

静岡県熱海市上宿町９－１５

8

配管工 ◇建設現場での機器（ボイラーやポン
プ等）の据付
◇配管工事及び維持修繕
◇パイプの加工や組立て
◇器具（衛生器具等）の取付

※工事現場は会社から車で１時間圏内

正社員 変形（1年単位） 株式会社　三ツ星工業
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時30分

月給 設計・積算経験者又
は現場管理経験者250,000円～450,000円

静岡県熱海市上宿町９－１５

7

建築設備設計・積算 ◇建築設備の設計と積算

　※上記に付帯する業務全般
　※本社勤務

★☆★　急　募　★☆★

正社員 変形（1年単位） 株式会社　三ツ星工業
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時30分

月給

190,000円～450,000円

静岡県熱海市青葉町３－９

6

【急募】建設現場設
備管理者

◇建設現場での設備工事（水回りや空
調関係の配管工事）の監理・　施工図
の作成（ＪＷＣＡＤ）
◇施主、建設事務所、建築他との打合
せ
◇品質管理・作業工程管理


正社員 変形（1年単位） 株式会社　三ツ星工業
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時30分

月給

201,000円～575,000円

静岡県熱海市青葉町３－９

5

エンジニア（保守メ
ンテナンス）【未経
験者】※研修制度有
り

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

月給

201,000円～575,000円

静岡県熱海市青葉町３－９

4

エンジニア（設計
職）【未経験者】※
研修制度有り

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

青木建設　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給

201,000円～575,000円

静岡県熱海市青葉町３－９

3

エンジニア（施工従
事者）【未経験者】
※研修制度有り

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

月給

201,000円～575,000円

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

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

静岡県熱海市田原本町９－１　熱海第一ビル５Ｆ

2

エンジニア（施工管
理職）【未経験者】
※研修制度有り

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

月給

200,000円～300,000円

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

一般事務 総務部門に属し担当係長の指導のもと
事務を担当
先ずは経理事務から始まり仕訳・伝票
入力等パソコン操作により経理事務を
行う。
将来的には人事・労務・安全衛生他の
事務を覚えてもらう。

正社員
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【熱海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

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0557-82-2410 従業員数 37人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 5146321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-82-2410 従業員数 37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- 5147621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30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- 4977021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 30時間

     TEL: 0557-68-2316 従業員数 3人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 木他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5426421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-68-0113 従業員数 13人

年　　齢: 59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: 1人 週休二日： その他 時間外 なし 大型自動車免許

求人番号: 22050- 5194421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0550-89-6633 従業員数 9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- 2813221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 03-3445-1273 従業員数 3人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 日商簿記３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: 13040-83802221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 054-256-5138 従業員数 12人

年　　齢: 25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 なし

求人番号: 22010-19966821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-975-1315 従業員数 15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- 5397421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 054-282-8311 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 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: 22010-21100021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 054-282-8311 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 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: 22010-21101721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-86-1080 従業員数 9人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 祝他 薬剤師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5418421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 4時間

     TEL: 0557-86-1080 従業員数 10人

年　　齢: 40歳以下 休　　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- 5087721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 4時間

静岡県熱海市中央町１７－１５
Ｋ’Ｓメディカルビル１階
ユーアイ薬局

月給

170,000円～190,000円

静岡県熱海市中央町１７－１５
Ｋ’Ｓメディカルビル１階
ユーアイ薬局

26

薬局事務員 受付業務（主に処方箋の受付）、レセプトコンピューターの操作など正社員 有限会社ユーアイ
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時00分

月給 (2)9時00分～18時30分

350,000円～500,000円

静岡県熱海市下多賀４７７番地
南あたみ第一病院

25

薬剤師 調剤業務及び患者への薬剤の説明および投薬 正社員 交替制あり 有限会社ユーアイ
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時00分

時給

180,600円～206,400円

静岡県熱海市下多賀４７７番地
南あたみ第一病院

24

（請）調理師　／
熱海市下多賀

入所者様への食事の調理補助です。
・調理及び盛付
・食器及び使用した器具の洗浄・消毒
・調理室の洗浄など

正社員以外 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00分～14時00分

時給

153,600円～153,600円

静岡県熱海市田原本町３－６

23

（請）調理補助　／
熱海市下多賀

入所者様への食事の調理補助業務で
す。
調理補助及び盛付
食器及び使用した器具の洗浄・消毒
調理室の洗浄など

正社員以外 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)10時30分～19時30

月給 (2)8時30分～17時30分

200,000円～200,000円

静岡県熱海市田原本町３－１
ファミリーマート熱海平和通り店

22

寿司店ホール業務 寿司店ホール業務全般、簡単な盛り付
けなどをお願いします。
又、店舗の最新情報などＳＮＳを利用
して、リアルタイムに発信・宣伝して
ください。

・オーダー取り

正社員 交替制あり 株式会社　北海物産
雇用期間の定めなし (1)11時00分～20時00

月給

170,000円～190,000円
又は7時00分～22時00

静岡県熱海市春日町１０－９
三徳部品株式会社　熱海営業所

21

コンビニスタッフ
（店舗管理）　／
熱海平和通り店

コンビニスタッフの業務（店舗管理）
を担当していただきます。
・商品の発注、在庫管理
・従業員の労務管理
・レジ接客
・商品補充
・清掃など

正社員 株式会社　エクスト　ファミリーマート
雇用期間の定めなし

月給 経理事務経験

220,000円～230,000円

静岡県熱海市伊豆山大黒崎２６８－３３　熱海営業所

20

経理事務／熱海市 ＊販売回収の入金入力処理および請求
書出力業務
＊日報および月次、売掛金・仕入集計
表の作成
＊銀行対応
＊伝票・文書の管理、保管
＊清掃、電話・来客応対　など

正社員 変形（1年単位） 三徳部品　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時30分

月給

212,650円～236,250円

静岡県熱海市下多賀４４７－１

19

配送（熱海営業所） 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 トラックでの配送経
験
フォークリフト運転

190,000円～220,000円

静岡県熱海市下多賀５４１－１８

18

配送スタッフ（定期
ルート）

既存のお客様への定期ルート配送業務
です。
具体的には、静岡方面あるいは神奈川
方面のお客様に１日１０件位の配送を
お任せします。
４トン（総重量８トン）車での配送に
なります。

正社員 変形（1ヶ月単位） 有限会社　土屋米穀店
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

158,000円～180,000円

静岡県熱海市相の原町１－２２
熱海営業所

17

ハーバー業務全般 〈ハーバー業務全般（船舶、全般は下
記のとおりです）〉
・洗艇
・マリーナ場内、外の清掃
・事務仕事
・接客
・整備

正社員 変形（1年単位） 熱海マリーナ株式会社
雇用期間の定めなし (1)9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

静岡県熱海市桜木町７－６

16

隔日勤務タクシー乗
務員（ドライバー）
熱海営業所

○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 普通免許取得後３年
経過186,000円～189,000円

又は8時00分～7時59分

静岡県熱海市桜木町７－６

15

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

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

月給 普通免許取得後３年
後186,000円～189,000円

又は8時00分～7時59分

14

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

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

2/10
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0557-45-8198 従業員数 4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: 22052- 1784321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0557-45-8198 従業員数 4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: 22052- 1750321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0557-29-6470 従業員数 20人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

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

     TEL: 055-972-9488 従業員数 3人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5486321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0558-23-4511 従業員数 9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: 22110- 2358721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-86-1193 従業員数 4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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5518621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 6人

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

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり マンション管理士

求人番号: 13080-54204021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 管理業務主任者

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 6人

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

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり マンション管理士

求人番号: 13080-54205721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 管理業務主任者

     TEL: 03-3505-3020 従業員数 12人

年　　齢: 18歳以上 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: 13040-78260621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 03-3505-3020 従業員数 13人

年　　齢: 18歳以上 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: 13040-78263021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-81-5111 従業員数 420人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5225421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 3時間

     TEL: 0557-81-5111 従業員数 22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- 5135221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 03-5206-5121 従業員数 20人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13080-58874921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

静岡県熱海市桃山町１１－４４
レクトーレ熱海桃山（当社運営）

月給 ホテルや接客経験者
歓迎です。200,000円～250,000円

又は6時00分～21時00

静岡県熱海市

39

リゾートセミナーホ
テル・フロント／熱
海市桃山町

当社の運営するリゾートセミナーホテ
ル「レクトーレ熱海桃山」の
フロントスタッフの募集です！
ブランクがある方、ホテルや旅館での
業務経験者歓迎です！
■主な業務
・チェックイン・チェックアウト業務

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ティーケーピー
雇用期間の定めなし

月給

184,000円～184,000円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱海駅前第一ビル７Ｆ

38

マンション内レスト
ランサービススタッ
フ

中・高齢者専用マンション内のレストランにて１日３食の配膳・下膳および食器の片付け等の業務をしていただきます。正社員以外 変形（1ヶ月単位） 中銀インテグレーション株式会社　熱海支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時30分～18時30分

月給

172,000円～183,000円

静岡県熱海市渚町２２－１０

37

マンション内受付事
務（未経験可）

中銀ライフケアはシニア専用分譲マン
ション。
当社はその管理を行っています。
毎日の仕事は、ご入居者や来客への対
応、入退館・館内スケジュールの管理
を行います。
その他、バックオフィス業務、イベン

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 中銀インテグレーション株式会社　熱海支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

月給

210,000円～210,000円
又は0時00分～23時59

静岡県熱海市渚町１４－１２

36

リゾートホテル運営
スタッフ（熱海Ｏｃ
ｅａｎ）

「リブマックスリゾート熱海Ｏｃｅａ
ｎ」のフロントの簡単な対応　と接客
のお仕事です。
・チェックイン、チェックアウト業務
・電話やメールなどの予約受付業務
・施設のご案内やお問い合わせ対応


正社員 変形（1年単位） 株式会社　リブ・マックス
雇用期間の定めなし

月給

210,000円～210,000円
又は0時00分～23時59

静岡県熱海市田原本町１１－１
ラスカ熱海３階
当社：ラスカ熱海店

35

リゾートホテル運営
スタッフ（熱海シー
フロント）

「リブマックスリゾート熱海シーフロ
ント」のフロントの簡単な対　応と接
客のお仕事です。
・チェックイン、チェックアウト業務
・電話やメールなどの予約受付業務
・施設のご案内やお問い合わせ対応


正社員 変形（1年単位） 株式会社　リブ・マックス
雇用期間の定めなし

月給 接客経験、営業経験
ある方265,000円～400,000円

静岡県熱海市田原本町１１－１
ラスカ熱海３階
当社：ラスカ熱海店

34

【急募】リゾート物
件の売買仲介／ラス
カ熱海店（熱海市）

熱海エリアで圧倒的なシェア率を誇る
ロイヤルリゾート。
売買仲介営業として、ご来店されたお
客様への接客応対、住まいの
ご紹介・説明などをお任せいたしま
す。
＜具体的な仕事＞

正社員 変形（1年単位） ロイヤルリゾート株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 接客経験、営業経験
ある方300,000円～400,000円

静岡県熱海市田原本町８－９

33

不動産売買仲介営業
／ラスカ熱海店（熱
海市）

熱海で圧倒的なシェア率を誇るロイヤ
ルリゾート。リゾート物件の売買と賃
貸を扱う住まいの総合カンパニー！
売買仲介営業として、ご来店されたお
客様への接客応対、住まいのご紹介・
説明などをお任せいたします。
＜具体的な仕事＞

正社員 変形（1年単位） ロイヤルリゾート株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 販売・金融系等の個
人営業経験、顧客折
衝経験があれば尚可

230,000円～350,000円

静岡県熱海市田原本町６－７　角
屋ビル２Ｆ
伊豆太陽ホーム熱海店

32

不動産仲介営業 ○売買営業（反響営業）
　・物件を探しているお客様へ物件紹
介、現地案内、契約業務
　・売却希望者への対応、チラシ作
成、Ｗｅｂサイトへの入力
　・ＤＭ作成、ポスティング等
　・物件の現地確認・写真撮影等

正社員 アタミリゾートナビ株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時30分～18時30分

時給

160,000円～179,200円

静岡県熱海市渚町８－２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アクサ生命保険株式会社　静岡支社　三島営業所　熱海分室

31

一般事務【熱海市】 ○来客の応対や電話電話応対
　パソコンの入力作業　　など
　
　




正社員以外 伊豆太陽ホーム株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

180,000円～240,000円

静岡県熱海市昭和町１３－１９　３階

30

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

時給

187,680円～326,400円
又は8時30分～19時00

静岡県熱海市中央町１－９　中央
ビル１階１０１
（最寄りバス停：伊豆箱根バス・
清水町バス停より徒歩３分、

29

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

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

月給

179,760円～300,000円
又は9時00分～20時00

静岡県熱海市中央町１－９　中央
ビル１階１０１

28

眼鏡販売員：正社員
【熱海店】◆急募◆

お客様の受付、商品提案、眼鏡・コン
タクト・補聴器販売が主な仕事となり
ます。
○ＰＣ操作
（顧客情報入力・発注作業　※専用ソ
フトウェアに入力）
○お客様から注文を受けた眼鏡のお渡

正社員 交替制あり 株式会社　Ｄｏ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　眼鏡市場
雇用期間の定めなし

時給

179,760円～205,440円
又は9時00分～20時00

27

眼鏡販売員：フルタ
イムパート【熱海
店】

お客様の受付、商品提案、眼鏡・コン
タクトレンズ・補聴器等の販
売が主な仕事です。
○ＰＣ操作
（顧客情報入力・発注作業　※専用ソ
フトウェアに入力）
○お客様から注文を受けた眼鏡のお渡

正社員以外 交替制あり 株式会社　Ｄｏ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　眼鏡市場
雇用期間の定めなし
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【熱海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

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-29599321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-29603321 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: 13090-29629421 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: 13090-29632021 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: 13090-29633721 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: 13090-29647621 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: 13090-29702921 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: 13090-29706821 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: 13090-29707221 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: 13090-29747721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 077-524-2321 従業員数 80人

年　　齢: 30歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 25010- 8020121 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 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: 13090-29285321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-29290221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

月給 調理実務経験３年以
上が目安352,880円～352,880円

静岡県熱海市昭和町１０－３３
（熱海金城館）

52

全国転勤／料理長
（調理長）候補／熱
海ニューフジヤホテ
ル

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

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

月給 調理実務経験３年以
上が目安352,880円～352,880円

静岡県熱海市伊豆山７１７－１８

51

全国転勤／料理長
（調理長）候補／熱
海金城館

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

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

月給 (2)12時30分～21時00

165,900円～197,000円

静岡県熱海市和田浜南町３－９
ホテル大野屋

50

ホテルフロント係 ・フロントにてチェックイン、チェッ
クアウト対応
・売上管理、手配書作成
・予約業務、電話対応　等




正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社アヤハレークサイドホテル
雇用期間の定めなし (1)7時30分～16時30分

月給 調理実務経験３年以
上が目安352,880円～352,880円

静岡県熱海市咲見町６－１
（アタミシーズンホテル）

49

全国転勤／料理長
（調理長）候補／ホ
テル大野屋

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

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

月給 調理実務経験３年以
上が目安352,880円～352,880円

静岡県熱海市田原本町４－１６
伊東園ホテル熱海館

48

全国転勤／料理長
（調理長）候補／ア
タミシーズンホテル

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

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

月給 調理実務経験３年以
上が目安352,880円～352,880円

静岡県熱海市和田浜南町７－２
（ウオミサキホテル）

47

全国転勤／料理長
（調理長）候補／伊
東園ホテル熱海館

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

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

月給 調理実務経験３年以
上が目安352,880円～352,880円

静岡県熱海市和田浜南町３－９
ホテル大野屋

46

全国転勤／料理長
（調理長）候補／ウ
オミサキホテル

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

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

静岡県熱海市咲見町６－１
アタミシーズンホテル

45

【全国転勤】ホテル
支配人候補（ホテル
大野屋）

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 業界問わず、何らか
のマネジメントの経
験

352,880円～352,880円
又は9時00分～21時00

静岡県熱海市田原本町４－１６
伊東園ホテル熱海館

44

【全国転勤】ホテル
支配人候補（アタミ
シーズンホテル）

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 業界問わず、何らか
のマネジメントの経
験

352,880円～352,880円
又は9時00分～21時00

静岡県熱海市和田浜南町７－２
ウオミサキホテル

43

【全国転勤】ホテル
支配人候補（伊東園
ホテル熱海館）

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 業界問わず、何らか
のマネジメントの経
験

352,880円～352,880円
又は9時00分～21時00

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

42

【全国転勤】ホテル
支配人候補（ウオミ
サキホテル）

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 業界問わず、何らか
のマネジメントの経
験

352,880円～352,880円
又は9時00分～21時00

静岡県熱海市昭和町１０－３３
（熱海金城館）

41

【全国転勤】ホテル
支配人候補（熱海
ニューフジヤホテ
ル）

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 業界問わず、何らか
のマネジメントの経
験

352,880円～352,880円
又は9時00分～21時00

40

【全国転勤】ホテル
支配人候補（熱海金
城館）

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし
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【熱海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

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-29316321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-29321221 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: 13090-29348421 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: 13090-29350121 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: 13090-29352721 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: 13090-29362221 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 79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: 13090-29398521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-29401221 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 52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: 13090-29431021 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 142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: 13090-29434221 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 46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: 13090-29435521 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 95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: 13090-29446621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0557-80-4050 従業員数 64人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5422721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

静岡県熱海市伊豆山７１７－１８

月給 (2)12時00分～21時00

180,000円～210,000円

静岡県熱海市和田浜南町３－９
ホテル大野屋

65

フロント ◆宿泊者のチェックイン・チェックア
ウト業務
◆電話等の受付業務　等

正社員以外 交替制あり ハートピア熱海（株式会社アヤハレークサイドホテル）
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

223,900円～266,490円
又は6時00分～21時00

静岡県熱海市咲見町６－１
アタミシーズンホテル

64

地域限定契約社員／
調理・補助／未経験
者歓迎／ホテル大野
屋

当社が運営するホテルの朝夕バイキン
グ料理の調理・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

223,900円～266,490円
又は6時00分～21時00

静岡県熱海市田原本町４－１６
伊東園ホテル熱海館

63

契約社員／調理・補
助／未経験者歓迎／
アタミシーズンホテ
ル

当社が運営するホテルの朝夕バイキン
グ料理の調理・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

223,900円～266,490円
又は6時00分～21時00

静岡県熱海市和田浜南町７番地２
号
ウオミサキホテル

62

契約社員／調理・補
助／未経験者歓迎／
伊東園ホテル熱海館

当社が運営するホテルの朝夕バイキン
グ料理の調理・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

223,900円～266,490円
又は6時00分～21時00

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

61

契約社員／調理・補
助／未経験者歓迎／
ウオミサキホテル

当社が運営するホテルの朝夕バイキン
グ料理の調理・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

223,900円～266,490円
又は6時00分～21時00

静岡県熱海市昭和町１０－３３
熱海金城館

60

契約社員／調理・補
助／未経験者可／熱
海ニューフジヤホテ
ル

当社が運営するホテルの朝夕バイキン
グ料理の調理・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

223,900円～266,490円
又は6時00分～21時00

静岡県熱海市和田浜南町３－９
ホテル大野屋

59

地域限定契約社員／
調理・補助／未経験
者歓迎／熱海金城館

当社が運営するホテルの朝夕バイキン
グ料理の調理・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

静岡県熱海市咲見町６－１
アタミシーズンホテル

58

全国転勤／ホテル施
設管理長候補／ホテ
ル大野屋

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 施設管理実務経験３
年以上が目安301,760円～301,760円

又は9時00分～21時00

静岡県熱海市田原本町４－１６
伊東園ホテル熱海館

57

全国転勤／ホテル施
設管理長候補／アタ
ミシーズンホテル

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 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

静岡県熱海市和田浜南町７－２
ウオミサキホテル

56

全国転勤／ホテル施
設管理長候補／伊東
園ホテル熱海館

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 施設管理実務経験３
年以上が目安301,760円～301,760円

又は9時00分～21時00

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

55

全国転勤／ホテル施
設管理長候補／ウオ
ミサキホテル

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 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

静岡県熱海市昭和町１０－３３
熱海金城館

54

全国転勤／ホテル施
設管理長候補／熱海
ニューフジヤホテル

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 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

53

全国転勤／ホテル施
設管理長候補／熱海
金城館

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0557-81-2121 従業員数 25人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5429921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 13時間

     TEL: 0557-28-3679 従業員数 113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: 22050- 5306321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-67-2643 従業員数 36人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5293921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 0557-81-3651 従業員数 29人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 5244921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-81-3651 従業員数 29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: 22050- 5245121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 23時間

     TEL: 0557-81-5181 従業員数 54人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 5172121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 0557-81-5181 従業員数 54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 なし

求人番号: 22050- 5173021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 0557-68-3151 従業員数 50人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5187321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0538-43-9000 従業員数 15人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 調理師 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: 22090- 5804521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0538-43-9000 従業員数 15人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 5805421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-67-2643 従業員数 36人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5059621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-81-0345 従業員数 38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- 5026121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0557-81-0345 従業員数 38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- 5027021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

静岡県熱海市東海岸町９番１１号

月給 (2)6時30分～16時30分

250,000円～250,000円 (3)9時00分～16時30分

静岡県熱海市東海岸町９番１１号

78

客室係 お客様のお出迎えからご出発のお見送
りまでの接客業務を担当していただき
ます。

・到着時のお茶の接待
・夕食時の料理出し、サービス業務
・布団の上げ下ろし

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　桜家旅館
雇用期間の定めなし (1)6時30分～21時30分

月給 (2)9時00分～16時30分

250,000円～250,000円

静岡県熱海市網代６２７－３６３

77

内務係 　私たちの使命は、「チームさくらや
でお客様の笑顔を創造すること」。一
人で輝くスタッフよりも、チームで輝
くスタッフを求めています！あなたも
チームさくらやの一員になってみませ
んか！？
　当館の内務係はお料理の「指揮者」

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　桜家旅館
雇用期間の定めなし (1)6時00分～21時00分

月給 乗馬クラブでの勤務
経験250,000円～600,000円

静岡県熱海市西熱海町１丁目５－
１６
　絶景掛け流しの宿　熱海月右衛
門

76

乗馬クラブ管理者 温泉旅館「竹林庵みずの」内にある乗
馬クラブの責任者を募集します。
・主に宿泊者を対象とした乗馬指導
・馬の飼育及び管理
・乗馬クラブの受付業務　等

また、馬場に隣接した農園の管理も合

正社員 変形（1ヶ月単位） 有限会社みずの観光
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 接客業務経験者優遇

183,600円～183,600円
又は7時00分～22時00

静岡県熱海市西熱海町１丁目５－
１６
　絶景掛け流しの宿　熱海月右衛
門

75

接客スタッフ／熱海
月右衛門（熱海市）

温泉旅館を運営していく正社員のお仕事です。一流のサービスを身に着け、おもてなしのプロとして活躍できるチャンス！基本業務としてはチェックインやチェックアウト、お食事提供、お客様への心のこもったサービスを行っていただきます。無料の賄い、年数回の昇給、各種手当支給、研修宿泊等の福利厚生も充実！＜具体的な業務内容＞・お客様のお出迎えやお見送り・フロント業務、金銭管理・予約管理、事前準備・夕食、朝食の提供・清掃・お客様やスタッフの送迎など。正社員 交替制あり 株式会社　マックスジャパン
雇用期間の定めなし

月給 調理経験者優遇

183,600円～183,600円
又は7時00分～22時00

静岡県熱海市下多賀　６６０

74

キッチンスタッフ／
熱海月右衛門（熱海
市）

温泉旅館で、料理人としてお客様の食事を作る正社員のお仕事です。夕朝食の事前仕込み業務や、食事営業中の料理提供などが主な業務となります。「洗い物だけやらされる」「失敗すると鍋をひっくり返される」ような環境ではありませんので、料理に興味がある方から経験者の方まで幅広くご応募いただけます。先輩社員は分かりやすく教える・技術を積み上げるをモットーとし業務を教えていきます。当館で提供する料理は和洋折衷の創作料理です。料理の流行りも取り入れていますので、新しい味付けや食材の組み合わせに出会えます。＜具体的な業務内容＞・調理、仕込み・食事営業・衛生管理・献立の作成・厨房清掃業務など。正社員 交替制あり 株式会社　マックスジャパン
雇用期間の定めなし

月給 (2)8時30分～17時30分 急募のため、旅館・
ホテルでの総務経理
経験者もしくは経理

200,000円～250,000円 (3)9時00分～18時00分

静岡県熱海市田原本町２－１９

73

急募　総務経理 総務課にて経理をはじめ、労務・人
事・在庫管理などに携わっていただき
ます。
全ての部署に関係しますので、臨機応
変の対応が必要です。

正社員 変形（1ヶ月単位） 伊豆網代温泉　松風苑（サンユー建設　株式会社）
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

201,700円～241,700円

静岡県熱海市田原本町２－１９

72

客室係 下記の業務を担当していただきます。
お客様のお迎えからご出発までの接客
業務
お客様への料理出し
お茶の入れ替え　他

二部式着物着用（男性は作務衣が用意

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社東海聚楽　熱海聚楽ホテル
雇用期間の定めなし (1)6時30分～21時00分

月給

213,800円～233,800円
又は20時00分～7時00

静岡県熱海市春日町１－２

71

ナイトフロント 下記の業務を担当していただきます。
夜間のフロント業務全般をお願いしま
す。
チェックイン・チェックアウトの対応
業務、電話対応、お客様への対応など
です。
旅館内の見廻りなどの業務をお願いし

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社東海聚楽　熱海聚楽ホテル
雇用期間の定めなし (1)19時00分～8時00分

月給 調理経験（１年以
上）調理師免許（な
ければ見習い後に調

280,000円～310,000円
又は6時30分～19時30

静岡県熱海市春日町１－２

70

調理師 ・和風温泉旅館で会席料理の調理
・調理場の環境整備、調理器具の管理
・調理経験の少ない方は調理補助から
スタートできます。
・食器洗浄は専用のスタッフがおりま
す。

正社員 変形（1年単位） 熱海温泉　湯宿一番地（志ほみや観光株式会社）
雇用期間の定めなし

月給

230,000円～240,000円

静岡県熱海市網代６２７－３６３

69

食器洗浄スタッフ ・食器の洗浄
・食器の管理
・簡単な盛り付け

和風温泉旅館での調理部でのお仕事で
す。
お料理の簡単な盛り付け、食器の洗浄

正社員 変形（1ヶ月単位） 熱海温泉　湯宿一番地（志ほみや観光株式会社）
雇用期間の定めなし (1)6時30分～21時00分

月給 (2)11時00分～19時30

176,000円～217,600円 (3)13時00分～21時30

静岡県熱海市水口町２－１３－１

68

総合職 温泉旅館「竹林庵みずの」（客室数１４）において、適性や障がいの程度により次の業務を行っていただきます。・フロント（宿泊客の管理や送迎）・接客（１日１～２部屋の宿泊客の対応）・調理（朝夕３０～５０食を５～６人で調理）・内務（客室の清掃やメンテナンス）・馬場（旅館内乗馬クラブにかかる業務）正社員 変形（1ヶ月単位） 有限会社みずの観光
雇用期間の定めなし (1)7時00分～15時30分

月給 (2)13時00分～22時00

184,200円～250,000円 (3)9時00分～18時00分
又は11時00分～20時00

静岡県熱海市中央町１４－９

67

ホテル接客係 フロントやレストラン・調理、客室清
掃などお客様の動きに合わせて業務の
内容を変えるマルチタスクという働き
方をしています。お客様との接点が多
いだけでなく、多くの業務を知ってい
るからこそ提案の幅が広がり、お客様
のより良い滞在の演出に繋げていま

正社員 交替制あり 星野リゾート　リゾナーレ熱海　（株式会社　星野リゾートマネジメント）
雇用期間の定めなし (1)5時00分～14時00分

月給 (2)15時00分～19時30 マナー講習

230,000円～250,000円66

旅館スタッフ【接
客・客室係】正社員

客室係：接客業務
１，料理の出し下げ
２，客室の準備
３，その他接客業務
雇用条件：初心者経験者ともに歓迎
（国籍も問いません）
就業時間：６：３０～１９：３０

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

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0465-62-6111 従業員数 13人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

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

     TEL: 052-222-7377 従業員数 9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: 23020-48825621 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 7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: 23020-48829721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 03-6833-5064 従業員数 11人

年　　齢: 18歳以上 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: 13040-84270421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-6833-5064 従業員数 11人

年　　齢: 18歳以上 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: 13040-82991421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0557-81-6407 従業員数 13人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 火他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 5061721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-3505-3042 従業員数 5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: 13040-73697521 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 6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: 13040-73700221 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 5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: 13040-73714121 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 6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: 13040-73715021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 0557-55-9510 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 木他 調理師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5343821 各種保険： 雇用・労災 月平均 10時間

     TEL: 0120-911-045 従業員数 13人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

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

     TEL: 0120-911-045 従業員数 13人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

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

静岡県熱海市咲見町４－６
熱海温泉ホテル「夢いろは」

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

280,000円～350,250円 (3)12時00分～21時00

静岡県熱海市咲見町４－６
熱海温泉ホテル「夢いろは」

91

支配人・支配人候補
／熱海温泉　夢いろ
は／静岡県熱海市

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

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

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

236,300円～280,000円 (3)12時00分～21時00

静岡県熱海市田原本町９番１号　熱海第一ビル株式会社２階　２０８号、２０９号

90

フロントスタッフ／
熱海温泉　夢いろは
／静岡県熱海市

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

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

月給 経験者歓迎します
が、調理が好きであ
れば可

200,000円～350,000円

静岡県熱海市渚町２２－８
「リブマックスリゾート熱海オー
シャン」内レストラン

89

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

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

正社員 すし処和楽
雇用期間の定めなし (1)10時00分～21時00

月給 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

静岡県熱海市渚町１４－１２
「リブマックスリゾート熱海シー
フロント」内レストラン

88

調理スタッフ／リブ
マックスリゾート熱
海オーシャン／経験
者

リゾートホテル「リブマックスリゾー
ト熱海オーシャン」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

静岡県熱海市渚町２２－８
「リブマックスリゾート熱海オー
シャン」内レストラン

87

調理スタッフ／リブ
マックスリゾート熱
海シーフロント経験
者

リゾートホテル「リブマックスリゾー
ト熱海シーフロント」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

静岡県熱海市渚町１４－１２
「リブマックスリゾート熱海シー
フロント」内レストラン

86

調理スタッフ（リブ
マックスリゾート熱
海オーシャン）

リゾートホテル「リブマックスリゾー
ト熱海オーシャン」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

202,000円～202,000円
又は5時00分～23時00

静岡県熱海市田原本町２－６

85

調理スタッフ（リブ
マックスリゾート熱
海シーフロント）

リゾートホテル「リブマックスリゾー
ト熱海シーフロント」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 (2)16時30分～21時30 和食経験者

210,000円～240,000円

静岡県熱海市下多賀５７２－２

84

調理師 調理師業務をしていただきます。
和食の調理になります。

※店の席数は１００席程度です。
　通常５０席程度は稼働しています。
※土・日・祝日、繁忙期は忙しくなり
ます。

正社員 変形（1ヶ月単位） 有限会社　囲炉茶屋
雇用期間の定めなし (1)9時00分～14時00分

月給

190,000円～210,000円
又は22時00分～9時00

静岡県熱海市下多賀５７２－２

83

接客・調理／１３５
号熱海店

深夜契約社員として、２２時～９時の
時間帯で、
（１）接客（２）調理（３）清掃
（４）金銭管理（５）棚卸
（６）店舗スタッフの教育（７）アル
バイトの面接
などを行って頂くお仕事です。

正社員以外 株式会社　すき家
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給

190,000円～210,000円
又は22時00分～9時00

静岡県熱海市泉１７－１
熱海ちとせ病院
内　当社事業所

82

接客・調理／１３５
号熱海店

深夜契約社員として、２２時～９時の
時間帯で、
（１）接客（２）調理（３）清掃
（４）金銭管理（５）棚卸
（６）店舗スタッフの教育（７）アル
バイトの面接
などを行って頂くお仕事です。

正社員以外 株式会社　すき家
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)10時30分～19時30

172,800円～207,360円

静岡県熱海市泉６１－１
介護老人保健施設　葵の園・熱海
内　当社事業所

81

調理員（請）／熱海
市

福祉施設における食事サービス提供業
務。
現地厨房にて、お食事の盛付、配下
膳、食器洗浄などをお任せします。ま
た簡単な調理をお任せする場合もあり
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

時給

172,800円～207,360円

静岡県熱海市泉２３１

80

調理員（請）／熱海
市

福祉施設における食事サービス提供業
務。
現地厨房にて、お食事の盛付、配下
膳、食器洗浄などをお任せします。ま
た簡単な調理をお任せする場合もあり
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

209,500円～220,000円79

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

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

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0557-82-2777 従業員数 3人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 木他 美容師 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 管理美容師

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

     TEL: 0557-81-6206 従業員数 22人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 4850521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0557-48-7404 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: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5510121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 4時間

     TEL: 0557-48-7404 従業員数 182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- 5512721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-82-3000 従業員数 361人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 4899821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0557-81-9171 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

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

     TEL: 03-6453-0063 従業員数 11人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 保育士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

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

     TEL: 0557-67-1971 従業員数 57人

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

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5524421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 054-266-3216 従業員数 5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: 22010-20646521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 0557-88-0002 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 介護職員実務者研修修了者

求人番号: 22050- 5313421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 ホームヘルパー１級

     TEL: 0557-88-0002 従業員数 10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 なし

求人番号: 22050- 5314321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-88-0002 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日 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- 5317121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-88-0002 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし ホームヘルパー２級

求人番号: 22050- 5284621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 介護福祉士

静岡県熱海市伊豆山１１７３番地１７５

月給 (2)10時00分～19時00 介護福祉士資格・
サービス提供責任者
経験者の方、優遇致

200,000円～230,000円 (3)11時00分～20時00

静岡県熱海市伊豆山１１７３番地の１７５

104

訪問介護員 身体介護（排泄介助、入浴介助、食事
介助）
生活援助（掃除、洗濯等）
施設内での介護が中心となります。

正社員 変形（1ヶ月単位） ＧＳＳ株式会社（介護事業所ひまわり）
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 (2)9時00分～18時00分 主任介護支援専門員

340,000円～340,000円

静岡県熱海市伊豆山１１７３番地１７５

103

主任介護支援専門員 要介護認定の申請代行
ケアプランの作成
介護保険サービス提供事業者との連絡
調整
サービス計画に基づいたサービス実施
状況の把握と評価
介護に関する援助知識等

正社員 ＢＳＣ株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

170,000円～200,000円

静岡県熱海市伊豆山１１７３番地１７５

102

通所介護員 通所介護事業所業務として
食事介助、トイレ介助、入浴介助、レ
クリエーション等のお仕事をしていた
だきます。

正社員 ＧＳＳ株式会社（介護事業所ひまわり）
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

293,000円～357,000円
又は7時00分～22時00

静岡県熱海市清水町２－４
アサヒサンクリーン株式会社　伊
豆事業所

101

サービス提供責任者
（訪問介護事業所）

訪問介護事業所にてサービス提供責任
者業務。
介護計画書の作成
訪問介護スケジュールの作成、管理
ケアマネージャーや家族、関係機関と
の連絡、調整
サービス担当者会議への出席

正社員 交替制あり ＧＳＳ株式会社（介護事業所ひまわり）
雇用期間の定めなし

月給

250,000円～250,000円

静岡県熱海市上多賀１０１６－１０

100

訪問入浴看護職員／
伊豆事業所（熱海
市）

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

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

月給 特別養護老人ホー
ム、老人保健施設、
有料ロウジンホー

240,000円～280,000円

静岡県熱海市小嵐町１１－５８
熱海所記念病院ひよこ保育室

99

介護支援専門員（施
設）

急募
特別養護老人ホーム入居者のケアプラ
ン作成
入居相談・面接・入居中の相談応対
上記内容に付帯する業務もあります

正社員 社会福祉法人海光会　介護老人福祉施設海光園
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)12時00分～17時30

190,000円～205,000円 (3)8時00分～17時30分

静岡県熱海市東海岸町１３－１　国際医療福祉大学熱海病院内

98

保育スタッフ／熱海
市

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

しっかりフォローしますので、ブラン

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

時給

164,640円～164,640円
又は7時00分～18時00

静岡県熱海市昭和町２０－２０

97

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

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

月給

179,300円～200,000円

静岡県熱海市熱海字上ノ山１８４３－１

96

医療事務（外来ク
ラーク）

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


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

月給 医療事務経験（レセ
プト作成等）179,300円～201,100円

又は17時00分～8時30

静岡県熱海市熱海字上ノ山１８４３－１

95

医療事務 病院（１１２床）での医事業務

【主な業務内容】
入院・外来の受付
電話応対
レセプト対応


正社員 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団伊豆七海会　熱海　海の見える病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給 (2)16時30分～9時00分 看護師

234,500円～265,200円

静岡県熱海市熱海１９９３番地

94

看護師 〈看護師業務〉
入院患者様の療養上のお世話及びその
他の看護、外来透析の業務

正社員 変形（1ヶ月単位） 高卒以上 医療法人社団伊豆七海会　熱海　海の見える病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

時給 レストラン業務経
験。
無くても十分対応で

180,000円～180,000円

静岡県熱海市中央町３－１　カマダビルＢ１Ｆ

93

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

月給 (2)9時00分～17時00分

162,000円～350,000円
又は9時00分～18時00

92

美容師及び美容師見
習い

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

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

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0557-88-0002 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

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

求人番号: 22050- 5286121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-88-0002 従業員数 10人

年　　齢: 不問 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 介護職員実務者研修修了者

求人番号: 22050- 5287021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 ホームヘルパー１級

     TEL: 0557-88-0002 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 准看護師

求人番号: 22050- 5288721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-88-0002 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 准看護師

求人番号: 22050- 5291321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-88-0002 従業員数 2人

年　　齢: 不問 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 あり

求人番号: 22050- 5209421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-88-0002 従業員数 2人

年　　齢: 不問 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 あり

求人番号: 22050- 5210921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-80-5600 従業員数 140人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり 介護職員実務者研修修了者

求人番号: 22050- 5214821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 介護福祉士

     TEL: 0557-80-5600 従業員数 140人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5216521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 03-5796-0630 従業員数 12人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 1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: 13040-79567321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-5796-0630 従業員数 12人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 介護職員実務者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし 介護福祉士

求人番号: 13040-79657921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0465-46-6531 従業員数 9人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 あん摩マッサージ指
圧師

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 なし はり師

求人番号: 22050- 5143221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 きゅう師

     TEL: 03-5908-2032 従業員数 19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: 13080-54230821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-67-1971 従業員数 57人

年　　齢: 45歳以下 休　　日： 土日他 日商簿記２級 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 介護保険事務管理士

求人番号: 22050- 5058321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

静岡県熱海市上多賀１０１６－１０

月給 (2)8時30分～17時30分

232,000円～282,000円 (3)9時00分～18時00分

静岡県熱海市泉４１３－１２６
当社施設　ベストライフ熱海

117

事務職 基幹管理業務を担当し間接的に介護現
場を支え付加価値を可視化していく仕
事です。
作業や手続きに終わらず定量化、事例
化して発信する意欲ある方を募集しま
す。
【経理】

正社員 大卒、院卒の方、優
遇します。

社会福祉法人海光会　介護老人福祉施設海光園
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

266,000円～320,000円

静岡県熱海市泉２６９－３２

116

看護師／日勤のみ／
熱海・湯河原駅

介護付き有料老人ホームの看護師さん
のお仕事です。
ご入居者様の日々の健康管理業務、そ
してなにかあった際の提携の
医療機関への上申がメインです。
・配薬管理
・提携医療機関への上申、訪問診療時

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ベストライフ中部
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

静岡県熱海市桜町２番１５号
「ミモザヘルパーステーション熱
海」訪問介護
※ミモザ熱海湯庵併設
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あん摩マッサージ指
圧師

お身体が不自由なご高齢者様や寝たき
りの患者様のご自宅や
当社が運営する施設に伺いマッサー
ジ、リハビリ等を症状に合わせて行っ
ていただきます。

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

月給 (2)8時30分～17時30分 介護経験、訪問介護
経験、サ責経験
※サ責経験者歓迎

252,100円～270,160円 (3)11時00分～20時00

静岡県熱海市桜町２番１５号
「ミモザヘルパーステーション熱
海」訪問介護
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【ミモザヘルパース
テーション熱海】
サービス提供責任者

「サービス付き高齢者向け住宅のご入
居者」「ご自宅で生活を送る
地域のご利用者」に対して介護サービ
スを提供いたします。
ヘルパーとしての訪問介護の実務に加
え、以下業務を担当します。


正社員 変形（1ヶ月単位） ミモザ株式会社
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 (2)8時30分～17時30分 介護経験、訪問介護
経験219,440円～242,660円 (3)11時00分～20時00

静岡県熱海市伊豆山７１７－１

113

【ミモザヘルパース
テーション熱海】訪
問介護／常勤ヘル
パー

「サービス付き高齢者向け住宅のご入
居者」「ご自宅で生活を送る
地域のご利用者」に対して介護サービ
スを提供いたします。
サービス内容は、大きく分けて以下の
２つ


正社員 変形（1ヶ月単位） ミモザ株式会社
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

年俸制 (2)8時30分～17時30分 厨房経験

230,000円～250,000円
又は10時30分～19時30

静岡県熱海市伊豆山７１７－１
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調理員 複合型介護福祉施設（特別養護老人
ホーム１００床、短期入所２０床、養
護老人ホーム５０床、ケアハウス３０
床、デイサービス定員４０名）での調
理業務。



正社員 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人湖成会　熱海伊豆海の郷
雇用期間の定めなし (1)5時30分～14時30分

年俸制 (2)7時00分～16時00分 介護施設での実務経
験あれば尚可
（未経験の方の応募

172,000円～235,000円 (3)11時00分～20時00

静岡県熱海市伊豆山１１７３番地の１７５
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介護職員 複合型介護福祉施設（特別養護老人
ホーム、養護老人ホーム、ケアハウ
ス、デイサービス）での介護業務全
般。
お客様が安心して生活できるように、
身の回りの世話や相談援助等の介護
サービスを提供する仕事です。

正社員 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人湖成会　熱海伊豆海の郷
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)9時00分～18時00分 介護支援専門業務

250,000円～300,000円 (3)10時00分～19時00

静岡県熱海市伊豆山１１７３番地の１７５

110

介護支援専門員 要介護認定の申請代行
ケアプランの作成
介護保険サービス提供事業者との連絡
調整
サービス計画に基づいたサービス実施
状況の把握と評価
介護に関する援助知識　　　　等

正社員 ＢＳＣ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～16時00分 介護支援専門業務

300,000円～320,000円

静岡県熱海市伊豆山１１７３番地１７５

109

介護支援専門員 要介護認定の申請代行
ケアプランの作成
介護保険サービス提供事業者との連絡
調整
サービス計画に基づいたサービス実施
状況の把握と評価
介護に関する援助知識　　　　等

正社員 ＢＳＣ株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 看護師業務経験あり
が望ましい280,000円～300,000円

又は8時00分～19時00

静岡県熱海市伊豆山１１７３番地１７５
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看護師 サービス付き高齢者向け住宅入居者の
健康管理、日常生活のサポート
バイタルチェック、病院受診付添　な
ど

正社員 交替制あり ＧＳＳ株式会社（介護事業所ひまわり）
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 看護師業務経験あり
が望ましい250,000円～270,000円

又は8時00分～19時00

静岡県熱海市伊豆山１１７３番地１７５

107

看護師・准看護師
（通所介護事業所）

サービス付き高齢者向け住宅入居者の
健康管理、日常生活のサポート
バイタルチェック、病院受診付添　な
ど

正社員 交替制あり ＧＳＳ株式会社（介護事業所ひまわり）
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

190,000円～254,000円
又は7時00分～22時00

静岡県熱海市伊豆山１１７３番地１７５

106

サービス提供責任者
（訪問介護事業所）

訪問介護事業所にてサービス提供責任
者業務。
介護計画書の作成
訪問介護スケジュールの作成、管理
ケアマネージャーや家族、関係機関と
の連絡、調整
サービス担当者会議への出席

正社員 交替制あり ＧＳＳ株式会社（介護事業所ひまわり）
雇用期間の定めなし

月給

203,000円～300,000円
又は7時00分～20時00

105

訪問介護員　通所介
護生活相談員　通所
介護員

訪問介護員　訪問介護業務　身体介
護、生活援助等

通所介護員　デイサービスにて入浴、
排泄、食事介助、レクレーション等

生活相談員　デイサービスにて生活相

正社員 交替制あり ＧＳＳ株式会社（介護事業所ひまわり）
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

9/10



【熱海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

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0465-60-2211 従業員数 84人

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

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 4998521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-81-6082 従業員数 1人

年　　齢: 69歳以下 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 4982621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 8時間

     TEL: 042-571-5858 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 三級自動車整備士 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: 13150-13559421 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 40人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13010-68111721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0297-82-3000 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 その他のサービス関
係資格

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 08100- 5619721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 054-251-1161 従業員数 43人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22010-20532421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-983-1501 従業員数 4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： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 5395221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 045-505-5791 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 木 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： なし 時間外 あり

求人番号: 14040-12517721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 055-983-1501 従業員数 17人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5160521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-84-2405 従業員数 47人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5295021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     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: 0120-732-532 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: 13040-85697621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 03-5220-8550 従業員数 10人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13010-66087221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

静岡県熱海市熱海字上ノ山１８４
３－１
熱海　海の見える病院　内

月給 (2)11時00分～20時00 調理業務経験

230,000円～280,000円

静岡県熱海市中央町１－１　水道
温泉課内
第一環境株式会社　熱海事務所

130

［契約］調理師／病
院／熱海市熱海字上
ノ山

・調理
・仕込み
・盛付け
・洗浄
・簡単なＰＣ操作　等



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

月給

210,500円～210,500円

静岡県伊東市宇佐美１１３８番地の１

129

水道料金サービス業
務スタッフ／熱海市

水道事業体（水道局・水道部等）が
行っている業務を代わりに行います。
水道事業に関わる業務（水道メーター
検針・料金収納・引っ越しに伴う開閉
栓・ＰＣ入力業務など）

◎公共の上下水道事業体から委託され

正社員以外 第一環境株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時20分

日給

176,000円～220,000円

静岡県熱海市桃山町２６－２（ＭＯＡ美術館）※その他下記参照

128

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)9時00分～18時00分

181,000円～181,000円 (3)18時00分～9時00分

静岡県熱海市春日町１７－１４

127

（請）警備業 　　　　　＜＜警備員の内容として＞
＞

＊警備員として、施設警備業務、巡回
警備業務。
＊交通誘導警備業務
＊イベント等の雑踏警備等を担当して

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 明成警備保障株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～8時59分

時給 ホテル清掃又は、責
任者、副責任者経験224,640円～224,640円

静岡県熱海市上多賀９６６－２３
熱海ターガスマンション

126

（請）ホテル客室清
掃　責任者／熱海市
春日町

＜責任者の業務は下記の通りです＞
・清掃指示書作成
・ホテル等の連絡業務
・客室等の清掃後のチェック作業
・パソコン操作作業

正社員 交替制あり 株式会社サン　三島営業所
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)17時30分～22時00

430,000円～430,000円

静岡県熱海市東海岸町３－１９
ホテルミクラス　大月ホテル和風
館

125

マンション夫婦等住
込管理員／静岡県熱
海市

マンションの住込み管理員
・居住者／外来者の応対
・館内敷地内巡回／清掃
・各種点検／照明管球交換
・工事／点検等立会
・事務処理　等


正社員以外 コムエステートサービス　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～17時30分

時給 設備管理業務経験者
優遇168,840円～192,960円

静岡県熱海市和田浜南町４－３９

マリンスパ熱海

124

（請）設備保守管理
業務／熱海市東海岸
町

ホテル内の設備保守管理業務
　・建物内電気設備等の点検・記入
　・電球等の交換
　・温泉水の管理（湯抜き、湯張り含
む）
　・水道量水器、電気メーターの記入
　・空調機、フィルターの清掃

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社サン　三島営業所
雇用期間の定めなし (1)9時00分～8時59分

日給 (2)10時30分～19時30

206,150円～260,400円

静岡県熱海市水口町２丁目－１２
―３

123

施設管理スタッフ
（責任者候補）／熱
海市

受付事務、設備などの管理、企画立案、予算管理などを行っていただきます。正社員 交替制あり 静岡ビル保善　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時30分～18時30分

月給 ビルメンテナンス、
ホテル清掃の管理者
経験者優遇

200,000円～200,000円

静岡県熱海市伊豆山１９０－１
大江戸温泉物語　ホテル水葉亭
（当社施設）

122

客室清掃及び共用部
分の清掃　管理幹部
候補／熱海市

正社員　下記作業のマネジメント業務
・ホテルの客室清掃
・共用部分（階段、廊下、ロビー、ト
イレ等）の清掃
・大浴場（男女）清掃

「就業場所についてはハローワーク窓

正社員 有限会社　アオバビルメンテナンスサービス
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 調理業務に従事した
ことのある方189,000円～250,000円

静岡県熱海市熱海１９９３－３４
２
　ガラージュ・ルミエール熱海工
場

121

調理スタッフ／大江
戸温泉物語　ホテル
水葉亭／静岡県熱海
市

【仕事内容】

・和洋中のジャンルを問わない調理、
仕込み
・食材管理（仕入・在庫含む）など



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 自動車整備の経験

178,065円～214,827円

静岡県熱海市紅葉ガ丘町１８－６１　２０２

120

自動車整備士（熱海
工場）

車両整備にかかる業務全般
　主に乗用車の整備等を行っていただ
きます。

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ガラージュ・ルミエール
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～17時00分 経験者優遇

165,000円～200,000円 (3)8時00分～18時00分
又は9時00分～19時00

静岡県熱海市泉５９番地の１１

居宅介護支援事業　熱海・あおい
ホームケアサービス

119

あたみ１ばん　タク
シー運転士

○あたみ１ばん　タクシー運転業務
※活動範囲は静岡県東部地区が主にな
りますが、県外に行っていた　だくこ
ともあります。
日産セレナＥパワー・トヨタシエンタ
（車いす乗降スロープ全車）
※車いすはすべて後方から乗車しま

正社員 交替制あり 株式会社　しらはた
雇用期間の定めなし (1)6時00分～16時00分

月給

222,600円～247,900円118

介護支援専門員 ＊利用者からの居宅サービス計画作成
依頼等に対する相談対応
＊課題分析の実施
＊居宅サービス計画の作成等

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