
【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9月8日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 049-227-7570 従業員数 15人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 二級自動車整備士 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり 三級自動車整備士

求人番号: 11040-15296321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 049-227-7570 従業員数 15人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 二級自動車整備士 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり 三級自動車整備士

求人番号: 11040-15309921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 03-3798-0621 従業員数 3人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 土日 交通誘導警備業務検
定２級

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-  673822 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 8時間

     TEL: 03-3769-0450 従業員数 18人

年　　齢: 44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: 13040- 1081022 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 30時間

     TEL: 03-6435-6116 従業員数 16人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13040-  777822 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 053-485-2846 従業員数 12人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水他 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22020-19611921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 053-472-0071 従業員数 10人

年　　齢: 44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 なし

求人番号: 22020-20008421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     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 なし

求人番号: 22030- 8957321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0550-88-8200 従業員数 4人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 火他 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: 22031- 3334621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 055-977-2590 従業員数 24人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 6313821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-985-2241 従業員数 41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- 6337021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 055-975-4411 従業員数 14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- 6297121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-986-8288 従業員数 12人

年　　齢: 30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- 6272021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 16時間

静岡県三島市平成台４６番地

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

月給

179,500円～249,500円

静岡県三島市南町１１－２３

13

大型工作機械の組
立、仕上業務

製造組立グループにて、大型工作機械
（ロール研削盤）の組立に関わる業務
を担当して頂きます。
１．測定
２．組立・調整
３．塗装
４．修理・機械診断（客先、あるいは

正社員 神芝エンジニアリング株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

202,800円～271,600円

静岡県三島市字エビノ木４７４５番地

12

ルート営業＆配送
（得意先工場への提
案型アドバイザー）

製造業の取引先様に対し、主に工場の製造ラインで使われる大小様々な部品の導入をご提案する仕事です。お客様とコミュニケーションを図りながら、工場の新設からメンテナンスまで、幅広く製造業のバックヤードを支える仕事です。先輩社員達も、ゼロからのスタートでプロフェッショナルへと成長してきました。初めての分野でも、商品知識は仕事をしながら覚えていっていただければ大丈夫です。正社員 変形（1年単位） 三島工具　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)8時30分～17時30分 福祉経験は問わない
があれば尚良い170,000円～180,000円 (3)9時30分～18時30分

静岡県三島市御園３１－５

11

生活支援員 障害者支援施設みはらしの里での就労
となります
・障害者支援施設利用者の日常生活と
日中活動（音楽・絵画・
　運動・園芸等の療法活動）
・入浴支援（衣類の着脱、風呂場での
洗体、清拭）

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人見晴学園
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～16時00分

月給

182,000円～252,000円

静岡県三島市一番町１２－１　Ｓ
Ｋビル２Ｆ　
　　鮨勝

10

銑鉄鋳物製造業（鋳
物工）

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

※未経験の場合、先輩社員が指導致し
ます。

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

月給 和食等調理経験（５
年以上）250,000円～300,000円

又は9時00分～23時00

静岡県三島市谷田１１１１
大学共同利用機関法人　情報・シ
ステム研究機構

9

寿司職人（店長候
補）（三島市）

当社が運営する店舗（鮨勝）において
カウンターでの調理、接客、その他付
随する業務（食器洗い、店内清掃等）
を行う

将来的に店長として戦力となって頂き
ます。

正社員 交替制あり ウィルグリーン株式会社
雇用期間の定めなし

時給 事務経験

187,860円～194,122円

静岡県三島市南二日町３－２１
【三島支店】

8

国立研究機関での事
務

主業務：国立研究機関での事務のお仕
事です。
公的研究機関の事務部門における人事
労務関連事務。採用、退職、更新等の
任免手続きに関する事務、会議資料の
作成、調査データの入力など。
付随業務：受付、資料作成、書類整

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ヶ月以上）(1)8時30分～17時15分

月給

183,000円～220,500円

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

7

不動産仲介管理業務
（三島支店）

主に当社施工の賃貸マンションの管理
及び仲介業務。

マンションオーナー様と、入居者様と
のパイプ役を担って頂きます
インターネットへの募集広告作成、物
件資料の作成から、

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

月給 営業歴２年以上
業界未経験も歓迎
※研修制度：あり

217,500円～217,500円

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

6

住宅営業（三島市松
本）

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

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

月給 介護施設での事務の
経験ある方158,000円～158,000円

静岡県三島市谷田台崎２３０１－
６４２　株式会社東配工内
株式会社エス・ティー・エイチ
三島事業所

5

≪急募！！≫事務ス
タッフ・正社員／三
島

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

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

月給

177,100円～285,000円

静岡県三島市谷田２３０１－６４
２
株式会社　東配工　三島営業所

4

電柱設置作業員／三
島市

・静岡県東部で東電の電柱を建てる仕
事です。
・研修センターにて１ヶ月の研修の
後、電柱工事の補助をしていただきま
す。※建柱車で穴を掘り、電柱を吊上
げ建てていきます。樹木の伐採工事も
あります。

正社員 株式会社　エス・ティー・エイチ
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

日給 (2)9時00分～18時00分

185,600円～195,950円

静岡県三島市長伏６２－３
『セルフステーション長伏』

3

公道上の交通誘導警
備業務、安全装備品
の定期点検業務／三
島

弊社関連会社の株式会社東配工様施工
の配電線工事現場で交通誘導業務をお
願いします。電気供給というライフラ
インに携わる社会貢献度の高いお仕事
です。
道路を通行される車両や歩行者の方が
安全に安心して通行するために適切な

正社員以外 東京安全サービス株式会社
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

206,000円～436,000円
又は8時00分～20時00

静岡県三島市長伏６２－３
『セルフステーション長伏』

2

自動車整備士（静岡
県三島市）

・来店されたお客様のお車の点検、必
要な整備の提案と
　その整備を主として行います。

・その他付随業務。

正社員 変形（1年単位） コスモ石油販売　株式会社　西関東カンパニー
雇用期間の定めなし

月給

173,400円～338,400円
又は8時00分～20時00

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

サービスステーショ
ン業務（静岡県三島
市）

◇セルフスタンドで、接客および販売
業務を行います。
・会員カードの案内
・安全点検のおすすめ
・一般軽整備
・レジ業務
・パソコン入力（エクセル）

正社員 変形（1年単位） コスモ石油販売　株式会社　西関東カンパニー
雇用期間の定めなし

≪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9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 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- 6277421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 055-975-7278 従業員数 13人

年　　齢: 不問 休　　日： 木他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 6352921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-976-0341 従業員数 29人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 6369621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 055-976-0341 従業員数 29人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 助産師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 6371721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 055-977-8722 従業員数 17人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 6268521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-984-1333 従業員数 11人

年　　齢: 60歳以下 休　　日： 日祝他 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: 22050- 6303021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-984-1333 従業員数 11人

年　　齢: 60歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： なし 時間外 なし

求人番号: 22050- 6354021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-980-5040 従業員数 90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: 22050- 6428221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 055-980-5040 従業員数 90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- 6432921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 055-991-2823 従業員数 2人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 6326621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 055-991-2823 従業員数 2人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 6327921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-991-2823 従業員数 2人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 6328121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-991-2823 従業員数 2人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 6329021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

静岡県三島市一番町３－６　マ・ローネビル２Ｆ

月給 装置設計の実務経験

350,000円～400,000円

静岡県三島市一番町３－６　マ・ローネビル２Ｆ

26

装置の機械設計業務 ローダ装置、測定装置、試験機、自動
化装置の機械設計を担当して頂きま
す。
使用ＣＡＤ：ＭＩＣＲＯ　ＣＡＤＡＭ
（２Ｄ）、ＣＡＴＩＡ　Ｖ５（３Ｄ）

★実務経験者の方、優遇させて頂きま

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

月給 Ｐｈｏｔｏｓｈｏｐ
の実務経験180,000円～400,000円

静岡県三島市一番町３－６　マ・ローネビル２Ｆ

25

画像加工業務 Ｐｈｏｔｏｓｈｏｐを使用した画像加
工作業を担当して頂きます

★実務経験者の方、優遇させて頂きま
す。
　
◎是非ご応募お待ちしております！

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

月給 【必須】
組込制御設計の実務
経験

350,000円～400,000円

静岡県三島市一番町３－６　マ・ローネビル２Ｆ

24

組み込み制御開発業
務

半導体製造装置の組み込み制御設計を
担当して頂きます
言語：Ｃ、Ｃ＋＋
★実務経験者の方、優遇させて頂きま
す。
　
◎是非ご応募お待ちしております！

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

月給

170,000円～400,000円

静岡県三島市徳倉１１４８－２

23

自動車部品の機械設
計開発業務

・自動車部品の設計開発～評価実験業
務
・既存３Ｄデータの修正、モデリング
・試作手配
・試験評価（温度、強度）

＊上記内容に付帯する業務となります

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

月給 (2)8時00分～17時00分 高齢者介護業務に携
わった経験があれば
尚可です。

175,690円～292,370円 (3)10時00分～19時00

静岡県三島市徳倉１１４８－２

22

介護職 特別養護老人ホーム（ショートステ
イ）におけるご利用者様の介護業務全
般を担当していただきます。
・食事介助
・入浴介助
・排泄介助
・生活介助、介護等

正社員 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人栄幸会　特別養護老人ホーム北上の郷
雇用期間の定めなし (1)6時30分～15時30分

月給 (2)8時30分～17時30分 高齢者介護業務に携
わった経験があれば
尚可です。

171,690円～288,370円 (3)10時30分～19時30

静岡県三島市長伏２２４－７

21

介護職 グループホーム（定員９名）における
ご利用者様の介護業務全般を担当して
いただきます。
・食事介助
・入浴介助
・排泄介助
・生活介助、介護等

正社員 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人栄幸会　特別養護老人ホーム北上の郷
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～12時30分

165,000円～190,000円

静岡県三島市長伏２２４－７

20

眼科検査員 院内での患者様の誘導と対応。

眼科における検査機器の操作。
（検査機器は難しい操作ではありませ
ん）

視力検査や各種眼科検査。

正社員 吉村眼科内科医院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時00分

月給 (2)8時30分～12時30分 看護師の経験。
眼科勤務経験がない
方も働いています。

230,000円～320,000円

静岡県三島市長伏４４－５

19

看護師 眼科をメインとした看護対応、診療補
助
（内科は月曜・水曜の週２回のみ）

採血・点滴・注射・医療機器洗浄

眼科手術に関わる業務など

正社員 吉村眼科内科医院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時00分

月給

254,000円～500,000円

静岡県三島市寿町２－２６

18

設計 ＣＡＤ図面作成
積算
３Ｄパース作成等
現場の段取り、管理等

正社員 株式会社　プライムホーム
雇用期間の定めなし (1)8時00分～18時00分

月給 (2)16時30分～9時00分 助産師経験

281,000円～328,000円

静岡県三島市寿町２－２６

17

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

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

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

226,000円～257,000円

静岡県三島市中田町１－４３

16

看護師 産婦人科医療の看護業務

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

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

月給 経理・会計に係る知
識215,000円～255,000円

静岡県三島市梅名４２７－１

15

経理事務員として、
会計処理、経理処
理、出納等を行いま
す。

産休・育休の取得者に代わり美術館の
会計、経理事務、出納処理を行いま
す。

正社員以外 経理、会計に関わる
学科を専攻されてい
れば、望ましいがそ

公益財団法人　佐野美術館
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～17時30分

月給 ◆必須：ものづくり
に興味のある方！
◆優遇：電気関連資

232,000円～405,000円14

（請）制御盤設計・
製作・現地設置・
フィールドサービス

メーカー製分析装置を動かすための
盤・装置の設計・製作・検査を
行います。上司や先輩社員の指導のも
と、業務を行い、覚えて
いただきます。

◆主な業務：

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

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9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: 055-991-2823 従業員数 2人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 6330221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-991-2823 従業員数 2人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 6331521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-991-2823 従業員数 2人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 6332421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-991-2823 従業員数 2人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 6333321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-991-2823 従業員数 2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 なし

求人番号: 22050- 6334621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-977-7575 従業員数 11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- 6261621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 1時間

     TEL: 055-984-3600 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 6400721 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: 不問 休　　日： 他 臨床検査技師 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- 6304721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 055-971-9360 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 6353121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・その他月平均 2時間

     TEL: 050-3145-1236 従業員数 9人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 その他の会計事務関
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: 22050- 6298021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-983-1501 従業員数 30人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 火日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 6284521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-977-2051 従業員数 32人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日 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- 6299721 各種保険： 雇用・労災・健康 月平均 

     TEL: 090-9909-2040 従業員数 15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 なし

求人番号: 22050- 6296921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県三島市文教町１丁目９‐１
０
三島北口ビル２Ｆ　Ｂ室

月給 (2)9時00分～18時00分

210,000円～250,000円

静岡県三島市梅名４３３－２

39

子ども英会話イベン
トサポートスタッフ

子ども英会話教室「ペッピーキッズク
ラブ」が商業施設など
で開催する「無料体験レッスン」のＰ
Ｒ、イベントの企画・
運営をお願いします。
・商業施設での教室ＰＲ活動
・無料体験レッスンのサポート業務

正社員以外 変形（1ヶ月単位） アイトップス株式会社　三島支社
雇用期間の定めなし (1)11時00分～20時00

月給

163,200円～165,000円

静岡県三島市安久４３－２

38

一般事務 電話対応、伝票整理、データ入力、売上伝票作成等正社員以外 株式会社　平喜　三島支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

時給

198,061円～198,061円

静岡県三島市谷田５７０－１

37

（請）ハム製造工場
内での機械洗浄／三
島市安久

・機械分解洗浄、その後の組立
・部屋内床清掃
・洗浄後の検査及び不具合部のアル
コール拭き
・人員の勤怠管理
・作業報告書の作成
・月１回品質会議

正社員 株式会社サン　三島営業所
雇用期間の定めなし (1)18時00分～3時00分

月給 マーケティングデー
タ解析・財務諸表分
析に詳しい方で将来

750,000円～1,050,000円

静岡県三島市谷田夏梅木６５７－２５

36

経営管理および企画
戦略等

クリニックにおける経営管理および企
画戦略等業務全般を担当
当初は、事務長のサポートしていただ
き将来のＣＦＯ（チーフファイナン
シャルオフィサー）またはＣＩＯ
（チーフインテリジェンスオフィ
サー）としてのご活躍をお願いしま

正社員 文系・理系問いませ
ん。マーケティング
データ解析・財務諸

桜ヶ丘こどもクリニック
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

日給 やる気があれば、未
経験者でも歓迎
経験者は、優遇しま

237,600円～324,000円

静岡県三島市谷田字藤久保２２７６

35

建設現場での土木工
事一般

建設現場での土木工事一般の業務をし
ていただきます。
　重機作業による掘削埋戻し
　型枠、鉄筋の組立
　２次製品の据付工事など、いろいろ
な仕事をしますが、誰でも最初は、わ
からないことですので、その都度、懇

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

月給 臨床検査技師

217,536円～217,536円

静岡県三島市松本６８－１

34

臨床検査技師 病院における臨床検査技師業務
・生化学検査、血液検査、免疫検査、
病理検査、細胞診検査等検体検査
・超音波検査、心電図、聴力検査、肺
機能検査等生理検査
・健診（施設内・巡回）検査
・その他付帯業務

正社員以外 独立行政法人地域医療機能推進機構　三島総合病院
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時15分

月給 フォークリフト講習
完了資格200,000円～280,000円

静岡県三島市長伏１３９－１

33

倉庫作業、入出荷作
業

業務用厨房機器等の入庫、出荷作業
搬入、搬出作業

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

月給

175,000円～236,000円

静岡県三島市一番町３－６　マ・ローネビル２Ｆ

32

総務事務 ＊勤怠管理（システム使用）
＊営業所へ封筒・カタログなどの物品
発送
＊車両管理
＊新卒・中途採用
＊各種保険手続き
＊議事録作成

正社員 アオイ工販株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 翻訳業務の経験（年
数問わず）170,000円～240,000円

静岡県三島市一番町３－６　マ・ローネビル２Ｆ

31

翻訳業務 情報セキュリティの翻訳業務を担当し
て頂きます！
・英語→日本語、日本語→英語の翻訳
・各種資料作成など
☆あなたのスキルや経験、推奨資格取
得でお給料に反映！


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

月給 (2)8時10分～16時45分

180,000円～250,000円

静岡県三島市一番町３－６　マ・ローネビル２Ｆ

30

機械設計業務／研修
生

研修を実施後、製品や設備の設計など
の業務をお任せします！

☆あなたのスキルや経験に合わせてさ
らなるスキルアップを目指せ
る環境を用意しております！☆
☆推奨資格を取得すればお給料に反

正社員以外 株式会社　イデア　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

190,000円～400,000円

静岡県三島市一番町３－６　マ・ローネビル２Ｆ

29

半導体業界向け分析
装置開発に伴うソフ
ト評価業務

設計者が作りこんだプログラムを基に
テスト項目を洗い出し、シュミュレー
タ上・実機での動作テストを担当して
頂きます。
マニュアルの作成作業なども有。

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

月給 装置の機械設計の実
務経験190,000円～400,000円

静岡県三島市一番町３－６　マ・ローネビル２Ｆ

28

機械設計業務 半導体製造装置の機械設計業務

★装置開発の実務経験者の方、優遇さ
せて頂きます。

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

月給 機械設計、試験評価
どちらかの実務経験190,000円～400,000円27

開発設計業務 ＥＶモータ開発に伴う機械設計、各種
検証業務を対応して頂きます。

★機械設計、試験評価の実務経験ある
方、是非ご応募下さい！

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

3/12



【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9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: 055-991-7530 従業員数 6人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 6427821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・その他月平均 16時間

     TEL: 048-599-2010 従業員数 4人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 看護師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 11020- 9557621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 86人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-33953121 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: 13090-34043021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 86人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-34194521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-34229821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 055-947-0583 従業員数 12人

年　　齢: 45歳以下 休　　日： 他 フォークリフト運転
技能者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 6394921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 22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- 6438521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-948-1525 従業員数 48人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 6439421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-948-1525 従業員数 48人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 6364821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-948-1525 従業員数 48人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 6365221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-947-0511 従業員数 80人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 6320721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0558-76-8133 従業員数 34人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝 ホームヘルパー２級 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 介護福祉士

求人番号: 22050- 6318621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

静岡県伊豆の国市中島２７０－１

時給

163,200円～195,840円

静岡県伊豆の国市長岡７４１－１

52

介護職員 施設（デイサービス）内において、高齢者の日常生活のお手伝い（移動・食事・入浴介助等）、体操・レクリエーション活動等の指導をして頂くお仕事です。正社員 交替制あり 有限会社　ケアサポート大川
雇用期間の定めなし (1)8時30分～16時30分

月給 (2)8時45分～17時15分 経理・労務・医療事
務経験者、資格者優
遇

169,000円～184,000円 (3)9時00分～17時30分
又は11時45分～17時15

静岡県伊豆の国市長岡２６０－１

51

事務員 経理事務（給与計算等経理業務全般）
労務事務（タイムカード管理等労務事
務全般）
診療報酬算定（医療保険又は介護保
険）レセプＰＣ作業含む
関係書類の作成（ワード及びエクセル
使用）

正社員 医療法人社団　慈広会　記念病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給

170,000円～300,000円

静岡県伊豆の国市長岡２６０－１

50

レストランホールス
タッフ

リニューアルした山麓のレストランのホールスタッフです。オープン時間の１１時までは会場の準備、１１時からは接客（お客様の案内やドリンク販売）テーブルの片づけ、営業終了の１５時以降は清掃作業になります。正社員 変形（1年単位） 大日　株式会社　伊豆パノラマパーク
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 調理経験あれば尚可

170,000円～300,000円
又は8時30分～18時00

静岡県伊豆の国市長岡２６０－１

49

キッチンスタッフ リニューアルした山麓のレストラン「伊豆パラディーゾ」の厨房内でイタリアンの調理のお仕事です。正社員 変形（1年単位） 大日　株式会社　伊豆パノラマパーク
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

170,000円～250,000円

静岡県伊豆の国市長岡２６０－１

48

ロープウェイスタッ
フ

ロープウェイの運転、整備、乗客係のお仕事です。正社員 交替制あり 大日　株式会社　伊豆パノラマパーク
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 営業経験

170,000円～300,000円

静岡県伊豆の国市北江間１５２３

47

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

月給

180,000円～350,000円

静岡県伊豆の国市長岡１０３５－
１
伊豆長岡金城館

46

金属表面研磨加工 【大型トラックのフロントバンパー、
その周辺パーツの研磨作業】

研磨専用の機器を使用して、品物全体
の表面研磨加工を行って頂きます。

最初は、簡単な基本的となる技術を学

正社員 変形（1年単位） 有限会社　西塔研磨工業所
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 業界問わず、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）

45

【地域限定正社員】
ホテル支配人候補
（伊豆長岡金城館）

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 業界問わず、何らか
のマネジメントの経
験

352,880円～352,880円
又は9時00分～21時00

静岡県伊豆の国市長岡１０３５－
１
伊豆長岡金城館

44

【地域限定正社員】
ホテル支配人候補
（大仁ホテル）

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 調理実務経験３年以
上が目安352,880円～352,880円

静岡県伊豆の国市吉田１１７８
（大仁ホテル）

43

【静岡限定正社員】
ホテル調理長候補／
伊豆長岡金城館

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

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

月給 調理実務経験３年以
上が目安352,880円～352,880円

静岡県伊豆の国市田京６８９－８
「訪問看護ステーションあやめ伊
豆の国」

42

【静岡限定正社員】
ホテル調理長候補／
大仁ホテル

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

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

月給 看護師

294,000円～294,000円

静岡県三島市八反畑１０３番地９

41

訪問看護／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 液化石油ガス設備士
高圧ガス販売主任者
（第２種）

201,000円～261,341円40

管理スタッフ（お客
様対応・保安・施工
管理）

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

正社員 変形（1年単位） 株式会社　ガスパル　三島販売所
雇用期間の定めなし (1)8時45分～17時45分
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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9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: 055-948-1601 従業員数 36人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： なし 時間外 あり

求人番号: 22050- 6397721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 29時間

     TEL: 055-948-1601 従業員数 36人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 6341321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 29時間

     TEL: 055-948-1601 従業員数 36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- 6342621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 29時間

     TEL: 055-949-1466 従業員数 103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: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 6417021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-940-0015 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 あり

求人番号: 22050- 6321821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0558-76-9953 従業員数 310人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 土日他 床上操作式クレーン
運転技能者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 玉掛技能者

求人番号: 22050- 6398821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間 フォークリフト運転技能者

     TEL: 0558-76-9953 従業員数 257人

年　　齢: 35歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 6302121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 055-949-7276 従業員数 1人

年　　齢: 45歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 6312721 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-948-1313 従業員数 17人

年　　齢: 35歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 6408121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0558-79-0210 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 水木他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 6335921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-986-0789 従業員数 10人

年　　齢: 69歳以下 休　　日： 日他 その他の福祉・介護
関係資格

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 6325321 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： 土日祝他 保育士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 6381221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0545-51-8195 従業員数 6人

年　　齢: 64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: 22100- 7700821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

静岡県伊豆の国市三福２０８－６

月給

185,000円～260,000円

静岡県伊豆の国市寺家１８２－７

65

配達兼営業／大仁営
業所

夕食材料の宅配スタッフ

自分の担当エリアのご家庭へ夕食材料
を玄関前までお届け！
スマイリー号（軽トラ）で１日６０件
ほどの配達量！
最初は先輩と一緒に担当エリアを回る

正社員 株式会社　ヨシケイ東部
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

200,000円～215,000円

静岡県伊豆の国市寺家１８２－７

64

保育士 放課後等デイサービスの保育士の募集
です。
・小～中学生対象
・利用者の保育・療育
・レクリエーション
・介助
・送迎

正社員 放課後等デイサービス　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)9時00分～18時00分

月給

175,000円～175,000円

静岡県伊豆の国市長者原１４４５－４８１

63

児童指導員 放課後等デイサービスの児童指導員の
募集です。
児童指導員資格お持ちの方、またはな
い方でもオーケーです。
・利用者の療育
・レクリエーション
・介助

正社員 放課後等デイサービス　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)9時00分～18時00分

月給

162,400円～218,400円

静岡県伊豆の国市古奈２８番地

62

キャンプ場施設保守
作業

キャンプ場内の草刈り、植木の選定作
業。
キャンプ用品の片付け、保守作業。
バーベーキュー用品の片付け、保守作
業。
社有車でキャンプ場を巡回。

正社員以外 株式会社テム・リアルター　モビリティーパーク事業部
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時30分

月給 (2)11時00分～20時00

200,000円～250,000円
又は7時00分～22時00

静岡県伊豆の国市四日町１６６－４

61

旅館スタッフ ・チェックイン、チェックアウト業務
・電話予約やインターネットからの予
約の処理対応
・電話やお客様からの問い合わせの対
応
・レストランでの給仕、接客
・施設の管理や保守

正社員 交替制あり 株式会社　クラブ・マナティー
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

日給

196,800円～442,800円

静岡県伊豆の国市三福８０－２

60

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

正社員 長澤工業
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給

207,000円～385,000円

静岡県伊豆の国市三福８０－２

59

法人営業（ソリュー
ション営業）

■ＥＭＳ案件（電子機器）の提案型
（ソリューション）営業をお任せしま
す。最初は先輩社員と一緒に営業活動
を行い、徐々に独り立ちしていただき
ます。

【営業スタイル】既存顧客へのルート

正社員 フレックス 株式会社キョウデンプレシジョン
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時05分

月給 (2)16時30分～1時05分 射出成型、金型の取
替、交替勤務などの
ご経験

162,000円～300,000円 (3)0時30分～9時05分

静岡県伊豆の国市原木７４４－１

58

樹脂成型部品の製造 射出成型による成型部品の製造業務全
般。

まずは成形機のオペレーター業務、検
査業務など簡単な仕事から担当してい
ただき、ゆくゆくはクレーンを使用し
た金型の取替、製造現場の管理などを

正社員 交替制あり 株式会社キョウデンプレシジョン
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時05分

月給 高齢者介護施設での
勤務経験あれば尚
可。

223,000円～250,000円

静岡県伊豆の国市中條２３４

57

サービス提供責任者 住宅型有料老人ホームに併設する訪問
介護事業所での業務。

【仕事内容】
・訪問介護計画書の作成
・訪問介護
・ご利用者様／担当ヘルパーとの連絡

正社員 交替制あり 株式会社　大静　
ヘルパーステーションひなたぼっこ韮山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～15時30分 介護経験者並び介護
職員初任者研修以上
有資格者優遇

152,600円～201,200円 (3)11時00分～19時30
又は17時00分～9時30

静岡県伊豆の国市古奈４３番地の２

56

看護助手 療養病棟内での入院患者様の介護業務
に携わって頂きます。
・食事介助　・入浴介助　・排泄介助
等
上記介助のほか、付帯する日常生活に
関する介護業務


正社員 変形（1ヶ月単位） 医療法人　麗峰会　伊豆韮山温泉病院
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時30分

月給

190,000円～255,000円
又は6時30分～21時30

静岡県伊豆の国市古奈４３番地の２

55

内務スタッフ 〈内務業務〉
・お食事処でのお食事の準備、片付け
・布団の上げ下げ
・各お食事処の管理
・館内の清掃
・その他


正社員 変形（1ヶ月単位） 香湯楼井川　ＫＯＵＹＵＲＯＵＩＫＡＷＡ
雇用期間の定めなし

月給

191,000円～250,000円

静岡県伊豆の国市古奈４３番地の２

54

ナイトフロント 〈夜間フロント業務〉
・館内警備（戸締り／見回り）
・貸切湯浴み処の準備、清掃
・事務処理（伝票等パソコン入力）
・電話対応
・清掃
・その他

正社員 変形（1ヶ月単位） 香湯楼井川　ＫＯＵＹＵＲＯＵＩＫＡＷＡ
雇用期間の定めなし (1)19時30分～8時30分

月給

190,000円～255,000円53

温泉スタッフ 〈温泉業務〉
・大浴場、脱衣所、湯上り処の清掃、
管理
・貸切湯浴み処３か所とリラクシング
サロンの清掃、管理
・その他


正社員 変形（1ヶ月単位） 香湯楼井川　ＫＯＵＹＵＲＯＵＩＫＡＷＡ
雇用期間の定めなし (1)10時00分～21時00
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年9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 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: 13090-34032321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-34225921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0424-89-8914 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： その他 時間外 あり

求人番号: 13200-12853521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0424-89-8914 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 あり

求人番号: 13200-12854421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 054-255-2091 従業員数 10人

年　　齢: 18歳～39歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22010-24271221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 30時間

     TEL: 054-255-2091 従業員数 3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: 22010-24151521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0558-72-3133 従業員数 83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- 6270921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 0558-98-1011 従業員数 32人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 6373221 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- 6374521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0558-72-3210 従業員数 176人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 準中型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 6350321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 0558-72-3210 従業員数 176人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 準中型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり ５トン限定準中型自動車免許

求人番号: 22050- 6351621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 0558-72-3610 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 6288921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0558-72-6575 従業員数 36人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 大型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 6340421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

静岡県伊豆市瓜生野字中原３２

月給

240,000円～250,000円

静岡県伊豆市熊坂８７０－１

78

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

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

月給

160,632円～165,600円

静岡県伊豆市瓜生野１２３

77

出荷仕分け及び検査 アルミダイカスト、亜鉛ダイカスト製
品を主力とした各種自動車部品、ギア
ドモーター部品、建築材部品等の検
査、バリ取り、出荷仕分け作業


正社員 変形（1年単位） 株式会社　日南製作所
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時05分

月給 (2)7時00分～16時00分

208,300円～250,000円 (3)8時00分～17時00分

静岡県伊豆市瓜生野１２３

76

集配業務（本社） 旅館やホテルで使うシーツやユカタ、
タオルなどのリネン品を回収し、ク
リーニングされたリネン品をトラック
で届ける集配作業。
１、配送用トラック（２～４ｔ）で旅
館やホテルに出向き、使用済みのシー
ツやユカタ、タオル、ユニフォーム等

正社員 変形（1年単位） 株式会社モガワ
雇用期間の定めなし (1)6時00分～15時00分

月給 (2)8時00分～17時00分 営業業務、特に新規
顧客開拓、売掛金管
理、顧客在庫管理に

218,300円～260,000円 (3)9時00分～18時00分

静岡県伊豆市土肥２８４９－３

75

開発営業 旅館やホテルで使うシーツやユカタ、
タオルなどのリネンサービスにおける
新規顧客開拓などの業務を担う営業開
発。
１．新商材開拓
２．ビジネス拡大のための諸施策に実
行。

正社員 変形（1年単位） 株式会社モガワ
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

74

清掃係 客室清掃
公衆スペース清掃
洗い場清掃

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

月給

185,000円～210,000円

静岡県伊豆市牧之郷５５２－２
静岡県伊豆市大野３１３
静岡県伊豆市八幡８３２－１

73

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

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

月給

158,840円～167,200円

静岡県伊豆市土肥字南伝馬６６５
－２７　
セコム株式会社　伊豆営業所　土
肥待機所

72

ダイカスト部品検査
工

アルミダイカスト製品（自動車部品、産業機械部品など）の検査、仕上げ、梱包作業正社員 株式会社　飯田工業
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

206,000円～206,000円

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

71

機械警備スタッフ
（契約社員）／土肥
地区（急募）

ご契約先のセンサーが異常をキャッチ
した時やお客様要請があった
時などに、会社所有の車両を使用して
現地に駆けつけ、適切な対応
を行います。安全・安心をお届けする
社会貢献度の高い仕事です。
●具体的な対処業務

正社員以外 変形（1ヶ月単位） セコム　株式会社　静岡本部
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～8時59分

月給 (2)18時00分～9時00分

222,000円～247,500円 (3)20時00分～9時00分

静岡県伊豆市松ケ瀬７５
中島病院　シダックス店

70

機械警備スタッフ／
伊豆営業所（地域限
定採用）　経験不問

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

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

時給

157,320円～162,288円

静岡県伊豆市松ケ瀬７５
中島病院　シダックス店

69

調理補助／伊豆市
松ヶ瀬

盛付・提供・食器の洗浄
食器洗浄機への投入出業務など

〈食数〉朝４０食、昼５５食、夕４０
食

正社員以外 シダックスフードサービス　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)5時30分～15時00分

時給 給食での業務

215,280円～215,280円

静岡県伊豆市八木沢３８６４番地
伊東園ホテル土肥

68

調理師／伊豆市松ヶ
瀬

食材の仕込み・調理・盛付
食事提供・洗浄など

〈食数〉朝４０食、昼５５食、夕４０
食

正社員以外 シダックスフードサービス　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)5時30分～15時00分

月給 業界問わず、何らか
のマネジメントの経
験

352,880円～352,880円
又は9時00分～21時00

静岡県伊豆市八木沢３８６４番地
伊東園ホテル土肥

67

【地域限定正社員】
ホテル支配人候補
（伊東園ホテル土
肥）

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 調理実務経験３年以
上が目安352,880円～352,880円66

【静岡限定正社員】
ホテル調理長候補／
伊東園ホテル土肥

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし (1)6時00分～21時00分
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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9月8日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 0558-72-8111 従業員数 20人

年　　齢: 不問 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: 22050- 6266821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 2時間

     TEL: 0558-75-8660 従業員数 70人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 管理栄養士 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: 22050- 6355721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 055-978-4100 従業員数 11人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 介護福祉士 就業場所: 

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

求人番号: 22050- 6310121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 055-979-8102 従業員数 23人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 養護教諭免許（専
修・１種・２種）

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 6440921 各種保険： 公災・厚生・その他 月平均 

     TEL: 055-974-4381 従業員数 2人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 二級建築士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 6435721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-978-5368 従業員数 15人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 6265721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-979-7220 従業員数 3人

年　　齢: 45歳以下 休　　日： 日他 中型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 6426721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-978-0833 従業員数 15人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 6367421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 055-957-0305 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 月他 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- 6300621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 055-979-5006 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 火他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 6278321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-5386-3411 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 火水祝他 防火管理者（甲種・
乙種）

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13080-69556521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-6312-2921 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13090-34180921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20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: 13090-33904721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

静岡県伊東市寿町２－４
伊東園ホテル別館

月給 調理実務経験３年以
上が目安352,880円～352,880円

静岡県伊東市八幡野１２８２－１
２９
ジニアーステクノ株式会社
東海サービスセンター

91

【静岡限定正社員】
ホテル調理長候補／
伊東園ホテル別館

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

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

月給 機械・電気・科学経
験者　
未経験でも歓迎

200,000円～360,000円

静岡県伊東市吉田
※詳細は窓口へお問い合わせくだ
さい

90

設備メンテナンス 官公庁・大手工場班（１名）

各々、社用車で訪問、現地に設置され
ている設備のメンテナンス　作業を、
２－３名体制で作業。
初めは作業の補助から丁寧に教えてい
きます。

正社員 理系歓迎 ジニアーステクノ　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

月給

150,000円～150,000円

静岡県田方郡函南町塚本２１３

89

マンション管理員／
静岡県伊東市

・マンション内巡回
・マンション内清掃
・マンション現場事務
・フロント業務（来客対応、電話対応
など）
・草刈り作業適宜

正社員以外 ハイネス管理　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～17時00分

月給

170,000円～250,000円

静岡県田方郡函南町仁田７６２－４

88

美容師 美容師

充実した福利厚生　週休２日　中途ス
タッフ積極採用中

美容師正社員大募集

正社員 株式会社Ｇａｊａ
雇用期間の定めなし (1)8時45分～18時15分

月給

160,000円～250,000円
又は9時00分～17時00

静岡県田方郡函南町平井４３番１２

87

美容師またはアシス
タント

スタイリストとアシスタント共に、お
客様の接客、施術などが主です。

オープン前は、スタッフ全員で清掃か
ら始まり
オープン準備をしていきます。


正社員 交替制あり 株式会社　ＢＩＲＣＨ
雇用期間の定めなし (1)10時00分～18時00

日給

216,000円～324,000円

静岡県田方郡函南町畑毛２２９－１１

86

鉄筋工 ・鉄筋の加工・組立を行っていただき
ます
・車の免許があれば静岡・神奈川県内
の運搬業務等が時々あります
・木造住宅からビル・マンションまで
の鉄筋作業を行います

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

月給

250,000円～280,000円

静岡県田方郡函南町柏谷１３１９－５

85

配管工 新築住宅での水道設備工事全般をして
いただきます。
資材等を現場に持ち込み配管工事を行
います。
ユンボ等の重機を使い、配管設置に伴
う土木。
本人に希望がある場合、図面等も指導

正社員 合同会社矢田住設
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 病院や介護施設での
勤務経験あれば尚可180,000円～230,000円

静岡県田方郡函南町丹那１３１６
－４６８
南箱根ダイヤランド３３－４０１

84

往診事務兼助手 患者様の自宅等へ医師と同行し診療の
補助をするお仕事です。
・往診時の車の運転や、診療中に必要
な検査や書類等の準備
※往診後はクリニック内で事務処理や
医材の確認等もあります。
資格習得制度あります。

正社員 北伊豆往診クリニック
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 建築経験

225,000円～380,000円

静岡県田方郡函南町平井７１７－１３　　　　　　　　　　　　　（就業場所は函南町内の小学校となります。）

83

建築設計・建築現場
監理者

建築工事の施工監理及び設計監理
施主との打ち合わせ　見積
各種建築申請業務

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

月給

209,544円～455,074円

静岡県田方郡函南町平井７１７－２

82

臨時的任用職員（養
護教諭）

函南町内の小学校における養護教諭としての業務正社員以外 函南町役場
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時00分～16時30分

月給 障害者介護に携わっ
た経験があれば優遇
します。

171,000円～205,000円

静岡県伊豆市湯ケ島９３９番４１

81

介護職員 通所サービス（生活介護）での食事、排泄、入浴等の介護やレクリエーション活動支援、送迎車添乗業務があります。　　　　　　　記録はタブレット端末で行うため、その操作に慣れていただくことになります。また、パソコンを扱うこともあるため、基礎的な入力する能力が求められます。正社員以外 社会福祉法人　共済福祉会
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時25分～17時25分

月給 管理栄養士としての
経験があれば尚可201,240円～235,800円

静岡県伊豆市月ケ瀬４０８－１

80

管理栄養士（施設）
／伊豆市

特別養護老人ホーム天城の杜の管理栄
養士業務の募集です。
ユニット型と従来型多床室の混合型特
養です。

・利用者の栄養マネジメント　
　（栄養ケア計画等栄養管理）

正社員 社会福祉法人　愛誠会　天城の杜
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

165,000円～195,000円79

デイサービス介護職
員

デイサービス利用者のレクレーションや入浴、食事等の介護正社員以外 社会福祉法人春風会　伊豆中央ケアセンター
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-33987121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-34162621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-34168221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-34213521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0424-89-8914 従業員数 11人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13200-12855321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0424-89-8914 従業員数 11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： その他 時間外 あり

求人番号: 13200-12856621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0466-27-9786 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 14080-12527421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 054-255-2091 従業員数 14人

年　　齢: 18歳～39歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22010-24266321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 30時間

     TEL: 055-966-7636 従業員数 4人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 その他の保安関係資
格

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 高圧ガス販売主任者（第２種）

求人番号: 22030- 8828321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0557-51-0888 従業員数 76人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 2239321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0557-38-8841 従業員数 36人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 2187021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-38-8841 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 小型船舶操縦士 就業場所: 

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

求人番号: 22052- 2188721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間 危険物取扱者（乙種）

     TEL: 0557-51-1115 従業員数 94人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 他 獣医師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 2235821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

静岡県伊東市富戸１３１７－１３
　伊豆シャボテン動物公園

月給 (2)8時35分～16時20分

260,000円～260,000円

静岡県伊東市湯川５７１－１９
ポートセンター棟２階

104

動物管理業務【獣医
師】（伊豆シャボテ
ン動物公園）

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

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

月給

159,100円～250,400円
又は8時00分～19時00

静岡県伊東市湯川５７１－１９
シーサイドスパ棟

103

マリーナ営業スタッ
フ　サブ責任者候補
（契約社員候補）

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


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

月給

159,100円～201,800円
又は5時00分～23時50

静岡県伊東市荻５７８－３【碧の園・クローバー・ひだまり】

102

総合職（シーサイド
スパ営業グループ契
約社員候補）

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

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

月給 (2)10時00分～20時00 ・福祉施設におい
て、ご利用者への介
護、支援等の直接処

165,500円～255,500円 (3)7時00分～16時00分

静岡県伊東市吉田７１４－１
伊東営業所

101

障がい者支援スタッ
フ（伊東市・碧の
園）【正社員】

障がいを持つ方がお過ごしになる入所
施設で、ご利用者様の食事や
入浴、排泄など日常生活のサポート
や、軽作業、リサイクル作業、
リハビリなど日中活動のサポートを行
います。


正社員 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　城ヶ崎いこいの里
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

200,000円～230,000円

静岡県伊東市宝町２－８　　ジブ
ラルタ生命ビル３階
　セコム株式会社　伊東支社

100

ＬＰガスのルート営
業（伊東営業所）

ＬＰガスのルート営業
・ガス機器・リフォーム・電気のご提
案・販売
・担当エリアのご家庭の検針・集金
・ガス器具の取付・修理
・設備・器具の保安点検

正社員 変形（1年単位） 日本ガス興業　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時15分

月給 (2)18時00分～9時00分

222,000円～247,500円 (3)20時00分～9時00分

静岡県伊東市富戸９２５－４８

99

機械警備スタッフ／
伊東支社（地域限定
採用）　経験不問

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

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

時給

232,200円～240,800円

静岡県伊東市荻７７２－１
特養奥野苑　シダックス店

98

温泉旅館での仲居業
務（静岡県伊東）

旅館内客室・宴会場での配膳、下膳
お客様の荷物運びやご案内等

有期雇用派遣労働者 変形（1ヶ月単位） 有限会社　グッドフェローズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)6時00分～22時00分

時給 給食での業務

182,160円～190,440円

静岡県伊東市荻７７２－１
特養奥野苑　シダックス店

97

栄養士／伊東市荻 献立作成・調理補助・衛生指導
食材発注管理など

＜食数＞朝６０・昼１２０・夕７０食

正社員以外 シダックスフードサービス　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時30分～19時00分

時給 給食での業務

173,880円～173,880円

静岡県伊東市寿町１番１号
伊東園ホテル松川館

96

調理師／伊東市荻 食材の仕込み・調理・盛付
食事提供・洗浄など

〈食数〉朝６０・昼１２０・夕７０食

正社員以外 シダックスフードサービス　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)5時15分～15時00分

月給 業界問わず、何らか
のマネジメントの経
験

352,880円～352,880円
又は9時00分～21時00

静岡県伊東市寿町２－４

95

【地域限定正社員】
ホテル支配人候補
（伊東園ホテル松川
館）

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 業界問わず、何らか
のマネジメントの経
験

352,880円～352,880円
又は9時00分～21時00

静岡県伊東市松川町１－１２
（伊東園ホテル）

94

【地域限定正社員】
ホテル支配人候補
（伊東園ホテル別
館）

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 業界問わず、何らか
のマネジメントの経
験

352,880円～352,880円
又は9時00分～21時00

静岡県伊東市寿町１番１号
伊東園ホテル松川館

93

【地域限定正社員】
ホテル支配人候補
（伊東園ホテル）

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 調理実務経験３年以
上が目安352,880円～352,880円92

【静岡限定正社員】
ホテル調理長候補／
伊東園ホテル松川館

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし (1)6時00分～21時00分
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年9月8日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 0557-51-1115 従業員数 94人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 2236221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-53-5311 従業員数 12人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 2242721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-53-5311 従業員数 12人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 2244221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-53-5311 従業員数 12人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 2245521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-48-1443 従業員数 0人

年　　齢: 61歳以下 休　　日： 日他 ホームヘルパー２級 就業場所: 

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

求人番号: 22052- 2205421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間 介護福祉士

     TEL: 0557-48-1443 従業員数 0人

年　　齢: 61歳以下 休　　日： 日他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 社会福祉士

求人番号: 22052- 2207621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間 介護福祉士

     TEL: 0557-48-1443 従業員数 0人

年　　齢: 61歳以下 休　　日： 日他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22052- 2208921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0557-48-1443 従業員数 0人

年　　齢: 61歳以下 休　　日： 日他 理学療法士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 作業療法士

求人番号: 22052- 2209121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間 看護師

     TEL: 0557-44-2222 従業員数 10人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ホームヘルパー２級

求人番号: 22052- 2181521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 介護福祉士

     TEL: 0557-52-6514 従業員数 20人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 ホームヘルパー２級 就業場所: 

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

求人番号: 22052- 2198221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 0557-55-7000 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22052- 2216921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-55-9140 従業員数 1人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 2203221 各種保険： 雇用・労災 月平均 10時間

     TEL: 0557-37-0011 従業員数 65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: 22052- 2241021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

静岡県伊東市竹の内１－３－６

月給 接客業の経験者

180,000円～200,000円

静岡県伊東市八幡野１３４４－２７

117

売店販売員 施設内にある売店での販売
棚卸・仕入管理
来館客の誘導・案内
店舗の清掃・装飾
その他、館内での接客業務補助など

正社員 変形（1年単位） 株式会社　暖香園
雇用期間の定めなし (1)8時00分～21時00分

日給

168,000円～210,000円

静岡県伊東市富戸１３１７‐５８４　【本社】

116

庭木の剪定、刈込、
草刈、伐採及び特殊
伐採　◆急募◆

・森林の木や枝の伐採
・特殊伐採
（重機を使用せず高所での作業：
チェーンソー等使用）
・草刈り
・草や伐採品の廃棄処分
・庭木の剪定、刈込み・伐採

正社員 Ｏｕｔｄｏｏｒ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　２０８
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給 (2)9時00分～17時30分 経理経験者、総務
（労務関係）経験者
優遇。

143,640円～162,000円

静岡県伊東市玖須美元和田７１６－６０

115

経理・総務事務員 各部署現金・クレジット支払いの会計
事務や、売上集計作業、営業にかかわ
る事務作業全般。
営業所内お掃除、等。

暇な時は他部署のお手伝いをしてもら
うこともあります。

正社員以外 株式会社　伊豆ドリームビレッジ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～17時00分

月給 (2)8時00分～17時00分

178,000円～290,000円 (3)9時00分～18時00分

静岡県伊東市岡１３０７－５

114

有料老人ホームの介
護職員【日勤】

有料老人ホームの介護サービス業務で
す。（全３４床）
入居者の生活における身の回りのお手
伝いが主な仕事です。食事の配膳・介
助、トイレ介助、入浴介助、買い物や
病院の付添いなど。


正社員 交替制あり 住宅型有料老人ホーム愛晃苑殿山
雇用期間の定めなし (1)6時30分～15時30分

月給 介護の実務経験

178,800円～242,000円

静岡県伊東市川奈　川奈口付近

113

介護職　◆急募◆ 〇デイサービスに通われる利用者の送
迎
　食事・入浴・排泄等の支援

〇利用者に対する機能訓練の補助

※ワゴンタイプの車を使用します。

正社員 株式会社　ライフケア伊豆
『ライフケア　大山の里』雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

250,000円～370,000円

静岡県伊東市川奈　川奈口付近

112

機能訓練指導員【新
規デイサービス　川
奈】

●令和４年１１月伊東市川奈に新規
オープンするデイサービスの機能訓練
指導員の募集です。

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

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

月給

250,000円～360,000円

静岡県伊東市川奈　川奈口バス停付近

111

看護師（正、准看護
師）【新規デイサー
ビス　川奈】

●令和４年１１月に新規オープン予定
のデイサービスでの看護業務全般及び
介護業務を行います。


◎報告書の作成などもあります。（パ
ソコン使用）

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

月給 介護職

233,000円～378,000円

静岡県伊東市川奈　川奈口バス停付近

110

デイサービス管理者
【新規デイサービス
川奈】

令和４年１１月にオープンするデイ
サービスでの業務になります。

新規開業するデイサービスの管理者の
募集です。　

ご利用者様データ等の管理

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

月給

193,000円～303,000円

静岡県伊東市八幡野１６６６－４

109

介護職員　【新規デ
イサービス　川奈】

●令和４年１１月にオープン予定のデ
イサービスでの業務になります。

送迎　デイサービス内での介護、入浴
介助、等

※送迎車（軽自動車～普通ワゴンタイ

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

月給

182,463円～234,596円

静岡県伊東市八幡野１６６６－４

108

アート体験インスト
ラクター／観光施設
／伊豆高原

◇アート体験・陶芸体験・そば打ち体
験・にぎり寿司体験・レストラン・み
やげ店がある体験レジャー施設です。
◇伊豆高原でアート体験を通しての接
客業です。

＊キャンドル・オルゴール・ガラス

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

月給 店長、マネジャー、
課長等の管理経験が
る方

208,530円～278,040円
又は9時15分～19時00

静岡県伊東市八幡野１６６６－４

107

【店長候補】アート
体験インストラク
ター／伊豆高原

◇アート体験・陶芸体験・そば打ち体
験・にぎり寿司体験・レストラン・み
やげ店がある体験レジャー施設です。
◇リーダー、管理職経験を伊豆で活か
したい方を募集します。

＊店舗の店長業務　　＊新メニュー開

正社員 変形（1ヶ月単位） 有限会社　ハッピー
雇用期間の定めなし

月給 店長、マネジャー、
課長等の管理経験が
る方

208,530円～278,040円
又は9時15分～19時00

静岡県伊東市富戸１３１７－１３
　伊豆シャボテン動物公園

106

【店長候補】そば打
ち体験インストラク
ター／伊豆高原

◇そば打ち体験・にぎり寿司体験・陶
芸体験・アート体験・レストラン・み
やげ店がある体験レジャー施設です。
◇リーダー、管理職経験を伊豆で活か
したい方を募集します。

＊店舗の店長業務　　＊新メニュー開

正社員 変形（1ヶ月単位） 有限会社　ハッピー
雇用期間の定めなし

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

190,000円～200,000円105

動物飼育・イベント
管理（伊豆シャボテ
ン動物公園）

伊豆シャボテン動物公園での動物飼育
業務です。

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

正社員以外 変形（1年単位） 株式会社　伊豆シャボテン公園
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時35分～17時20分
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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9月8日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 0557-37-0011 従業員数 65人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 2180221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 0557-45-1199 従業員数 5人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 ２級建築施工管理技
士

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり １級建築施工管理技士

求人番号: 22052- 2240121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間 二級建築士

     TEL: 0557-37-2014 従業員数 192人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 2219721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-37-2014 従業員数 192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: 22052- 2220521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 6時間

     TEL: 0557-37-2014 従業員数 192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: 22052- 2221421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-37-2014 従業員数 192人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 2222321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-37-2014 従業員数 192人

年　　齢: 59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: 22052- 2223621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-37-2014 従業員数 192人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 2224921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-37-2014 従業員数 192人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 2225121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-37-2014 従業員数 192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: 22052- 2226021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-37-2014 従業員数 192人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 2231921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-36-8881 従業員数 9人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 2247321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-36-8881 従業員数 9人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝 １級土木施工管理技
士

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 2248621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

静岡県伊東市玖須美元和田７１５－３７７

月給 公共工事の現場監理
経験あれば尚可235,000円～450,000円

静岡県伊東市玖須美元和田７１５－３７７

130

１級土木施工管理技
士　現場監督

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

ＣＡＤ・ソフト（デキスパート）・

正社員 変形（1年単位） 塩地総合開発　株式会社
雇用期間の定めなし (1)7時45分～17時15分

月給 土木施工管理技士の
資格取得を目指す方
現場作業経験や、公

205,000円～290,000円

●伊東市内の玖須美店、鎌田店、八幡野店、桜田店、荻店のいずれかで配属先が決まります。

129

土木現場監理　現場
監督（現場監督見習
い可）

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

ＣＡＤ・ソフト（デキスパート）・

正社員 変形（1年単位） 塩地総合開発　株式会社
雇用期間の定めなし (1)7時45分～17時15分

時給 スーパーマーケット
や小売店での精肉・
加工経験

157,767円～216,000円
又は8時00分～18時00

●伊東市内の玖須美店、鎌田店、八幡野店、桜田店、荻店のいずれかで配属先が決まります。

128

精肉担当スタッフ スーパーマーケットの精肉部門におけ
るカット、加工、陳列

精肉部門において、肉のカット、パッ
ク詰め、陳列等の業務を担当していた
だきます。


正社員以外 交替制あり ナガヤ株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給 スーパーマーケット
等におけるマネジメ
ント業務実務経験

205,500円～332,000円
又は8時00分～21時00

●伊東市内の玖須美店、鎌田店、八幡野店、桜田店、荻店のいずれかで配属先が決まります。

127

店長・バイヤー（幹
部）候補【正社員】

スーパーマーケットの幹部候補

店長・副店長、商品バイヤー等の幹部
候補として従事していただきます。当
社の仕組みや商品の流れ、顧客の動向
などを学んでいただき将来の幹部を目
指していただきます。

正社員 交替制あり ナガヤ株式会社
雇用期間の定めなし

月給 スーパーマーケット
における青果業務実
務経験

205,500円～332,000円
又は7時00分～19時00

●伊東市内の玖須美店、鎌田店、八幡野店、桜田店、荻店のいずれかで配属先が決まります。

126

青果担当者【正社
員】

スーパーマーケットの青果部門におけ
る、加工、陳列

青果部門において、青果物のカット、
パック詰め、陳列、売場管理や発注等
を行っていただきます。
経験を重ねていただき、部門責任者

正社員 交替制あり ナガヤ株式会社
雇用期間の定めなし

月給 スーパーマーケット
や小売店における精
肉・加工業務

205,500円～332,000円
又は7時00分～19時00

●伊東市内の玖須美店、鎌田店、八幡野店、桜田店、荻店のいずれかで配属先が決まります。

125

精肉担当者【正社
員】

スーパーマーケットの精肉部門におけ
る加工、陳列

精肉部門において、肉のカット、パッ
ク詰め、陳列、商品および売場の管理
等を行っていただきます。
経験を重ねていただき、発注や在庫管

正社員 交替制あり ナガヤ株式会社
雇用期間の定めなし

月給 スーパーマーケット
や小売店等における
鮮魚の調理経験。

205,500円～332,000円
又は7時00分～19時00

●玖須美店、鎌田店、八幡野店、宇佐美桜田店、荻店の中で配属先が決まります。

124

鮮魚担当者【正社
員】

スーパーマーケットの鮮魚部門におけ
る、調理、加工、陳列

鮮魚部門において、魚の調理、パック
詰め、陳列等の業務を担当していただ
きます。
経験を重ねていただき、発注業務や在

正社員 交替制あり ナガヤ株式会社
雇用期間の定めなし

時給 スーパーマーケット
や小売店での青果物
の販売経験

157,767円～216,000円
又は8時00分～18時00

●玖須美店、鎌田店、八幡野店、宇佐美桜田店、荻店の中で配属先が決まります。

123

青果担当スタッフ スーパーマーケットの青果部門におけ
る加工、陳列

青果部門において、青果物のカット、
パック詰め、陳列等を行っていただき
ます。


正社員以外 交替制あり ナガヤ株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 スーパーマーケット
や小売店での鮮魚の
調理経験

157,767円～216,000円
又は8時00分～18時00

●玖須美店、鎌田店、八幡野店、宇佐美桜田店、荻店の中で配属先が決まります。

122

鮮魚担当スタッフ スーパーマーケットの鮮魚部門におけ
る、調理、加工、陳列

鮮魚部門において、魚等の調理、パッ
ク詰め、陳列等の業務を担当していた
だきます。


正社員以外 交替制あり ナガヤ株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 スーパーマーケット
や小売店での惣菜製
造経験

157,767円～216,000円
又は8時00分～20時00

ナガヤ各店舗
（玖須美店・鎌田店・桜田店・荻
店・八幡野店）

121

デリカ（惣菜）製造 スーパーマーケットの店舗での惣菜製
造、陳列

惣菜製造、陳列業務を担当していただ
き、商品製造、売場管理等を行ってい
ただきます。


正社員以外 交替制あり ナガヤ株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

その他

157,767円～157,767円
又は9時00分～21時15

静岡県伊東市玖須美元和田７２０
―１４３
「Ｐａｎａｓｏｎｉｃ　リフォー
ム　Ｃｌｕｂ　弘木屋産業（株）

120

レジスタッフ スーパーマーケットでのレジ・接客業
務です。
・ＰＯＳレジを使用しての会計業務
・商品の包装、のし付け
・レジ精算（売上金の集計）業務
・品出し、売場手直し
・清掃、等

正社員以外 交替制あり ナガヤ株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給 住宅建築業務に従事
した経験270,000円～430,000円

静岡県伊東市竹の内１－３－６

119

建築現場　施工管理 仕事内容

・伊東市を中心にリフォーム事業の現
場施工管理を担当

・現場調査、ヒアリング・プラン提
案、見積もり作成・契約・現場施工管

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

月給 ●調理師としての就
業経験のある方に限
ります。

180,000円～250,000円118

調理師 調理長の指示により、ホテルでの夕
食・朝食の支度、片付けを行います。
夕食　和食中心メニュー
朝食　バイキング形式
　　※新型コロナウィルスの影響で提
供方法など多少の変更あり。


正社員以外 変形（1年単位） 株式会社　暖香園
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～19時30分
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 0557-36-8881 従業員数 9人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝 ２級土木施工管理技
士

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 2249921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-37-3945 従業員数 34人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 木他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 2202821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 0557-53-5557 従業員数 124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: 22052- 2184621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-53-5557 従業員数 124人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 2185921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-53-5557 従業員数 124人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 2186121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0557-53-5557 従業員数 141人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 2191321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-53-5557 従業員数 141人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 2192621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-53-5557 従業員数 121人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 2193921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-53-5557 従業員数 121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: 22052- 2194121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-53-5557 従業員数 124人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 2195021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-32-5010 従業員数 22人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 2232121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0557-38-9020 従業員数 20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： 毎　週 時間外 あり 介護職員実務者研修修了者

求人番号: 22052- 2213421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0545-67-1083 従業員数 34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 あり

求人番号: 22100- 7571021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

静岡県伊東市岡１２９３－３

月給 介護職の実務経験
あれば尚可
＊年数やサービス形

195,000円～260,750円

静岡県伊東市松原湯端町３‐１０（有料老人ホーム　はな道　内）

143

介護職（デイサービ
スセンターわかば）

デイサービスセンターでの介護業務全
般をお任せ致します。

・送迎業務（ご自宅へのお迎え⇔お送
り）
・健康チェック、お茶出し、体操、入
浴介助等

正社員 変形（1ヶ月単位） 医療法人財団　百葉の会
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 実務者研修修了者ま
たは介護福祉士
※実務者研修を会社

195,000円～255,000円
又は6時15分～19時00

静岡県伊東市南町１－４－１２

142

サービス提供責任者
【ふくだるま伊東】

介護計画書作成　
職員指導　
利用者、関係各所との連携
訪問支援
※訪問には社有車（普通乗用車ＡＴ
車）を使用します。
（自家用車を使用できる方には、ガソ

正社員 交替制あり 株式会社　リゾートテラス
　『はな道』『ふくだるま伊東』『伊東中
央居宅介護支援事業所』

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 ※介護未経験、異業
種からのチャレンジ
も歓迎します。

171,000円～183,000円 (3)9時30分～18時30分

○赤沢温泉ホテル（伊東市赤沢浮山１６３－１）

141

介護職員（未経験者
可）高齢者グループ
ホーム

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

正社員 変形（1ヶ月単位） メディカル・ケア・サービス　株式会社
『愛の家グループホーム伊東南町』雇用期間の定めなし (1)7時15分～16時15分

時給 (2)13時30分～22時00 フロント業務経験

172,500円～207,000円

静岡県伊東市赤沢１６３－１
　赤沢温泉郷内

140

フロントスタッフ
【フルタイムアルバ
イト】

『赤沢温泉ホテル』におけるフロント
業務全般

・チェックイン・チェックアウトの接
客対応
・精算業務
・パソコン操作

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ディーエイチシー
赤沢温泉郷雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～17時30分

時給

165,000円～207,000円

静岡県伊東市赤沢１６３－１
　赤沢温泉郷内

139

調理補助【フルタイ
ムアルバイト】

赤沢温泉郷内のレストランにて、調理
補助業務をお願いします。
盛り付け・野菜等のカットなど調理人
のサポート業務です。

※長期勤務できる方を歓迎します。

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ディーエイチシー
赤沢温泉郷雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)12時00分～20時30

月給 (2)12時00分～20時30 調理の実務経験

175,000円～265,000円
又は5時30分～21時30

静岡県伊東市赤沢字浮山１６３－１

138

調理【契約社員】 ■和食厨房（ホテル・迎賓館・温泉
館）
■洋食厨房（ビストロ赤沢伊豆高原）
赤沢温泉郷内には、伊豆近海の新鮮な
魚介類や山の幸など旬の食材を使った
お料理を堪能できる施設を多数ご用意
しております。

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ディーエイチシー
赤沢温泉郷雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～14時30分

時給 (2)14時00分～22時30

172,500円～207,000円
又は5時30分～22時00

静岡県伊東市赤沢字浮山１６３－１

137

ホテルレストラン
【フルタイムアルバ
イト】

『海が見渡せる最高のロケーション、
赤沢温泉ホテルレストランサービスの
お仕事です。』
・テーブルセッティング
・席へのご案内
・料理や飲み物の提供
・ビュッフェ会場の食材補充

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ディーエイチシー
赤沢温泉郷雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～16時30分

時給

172,500円～207,000円
又は8時30分～21時30

静岡県伊東市八幡野１７５４－１
１４－４
赤沢スパ

136

ボウリング場スタッ
フ【フルタイムアル
バイト】

伊豆赤沢温泉郷ボウリング場での受付
及び館内業務

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

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ディーエイチシー
赤沢温泉郷雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)10時00分～19時00

172,500円～207,000円 (3)12時00分～19時00
又は8時30分～19時00

○赤沢温泉ホテル（伊東市赤沢浮山１６３－１）

135

監視スタッフ（スパ
屋内プール）【フル
タイムアルバイト】

『スパ　屋内プール監視のお仕事で
す』

・主にプール監視員
・プールＯＰＥＮ業務・プールＣＬＯ
ＳＥ業務
・清掃全般

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ディーエイチシー
赤沢温泉郷雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時00分

時給 (2)9時00分～17時30分 宿泊施設に限らず受
付・入館業務経験
者、事務業務の経験

172,500円～207,000円 (3)10時30分～19時00

静岡県伊東市赤沢１６３－１
　赤沢温泉郷　内

134

予約・事務スタッフ
【フルタイムアルバ
イト】

『赤沢温泉ホテル』における予約・事
務業務全般

・電話応対　『外線や内線』
・フロント補助『主に売店業務』
・パソコン操作『主に予約の入力や
メール配信』

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ディーエイチシー
赤沢温泉郷雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時00分

時給 事務職の経験あれば
尚可172,500円～207,000円

又は8時00分～18時00

静岡県伊東市芝町１３－２７

133

購買業務（事務）
［フルタイムアルバ
イト］

購買業務

仕入れ補助
伝票入力
在庫管理
請求書管理
配達業務

正社員以外 交替制あり 株式会社　ディーエイチシー
赤沢温泉郷雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給

231,000円～286,000円

静岡県伊東市玖須美元和田７１５－３７７

132

工場内作業　◆急募
◆

工場内作業全般の仕事です。
○洗濯物を洗いから脱水まで行う機械
に投入・排出する作業
○洗濯物を乾燥機に投入・排出する作
業
○乾燥まで終了した洗濯物をプレス機
にかける作業

正社員 変形（1ヶ月単位） 有限会社　北島クリーニング
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 公共工事の現場監理
経験あれば尚可215,000円～350,000円131

２級土木施工管理技
士　現場監督

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

ＣＡＤ・ソフト（デキスパート）・

正社員 変形（1年単位） 塩地総合開発　株式会社
雇用期間の定めなし (1)7時45分～17時15分
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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9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: 0545-67-1083 従業員数 31人

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

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22100- 7573821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0558-27-2277 従業員数 16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: 22110- 2726021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 06-6767-0250 従業員数 6人

年　　齢: 39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: 27010-46520821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 30時間

静岡県伊東市湯川１－３－３
上條ビル４階Ａ号室
伊東営業所

月給

203,300円～240,300円

静岡県伊東市八幡野１１０５－３　ケアセンターうばめがし伊東

146

【未経験者歓迎】地
域密着型営業職（静
岡県伊東市）

※個人ごとに営業所近隣のエリアを担
当し、自分の担当するエリア
内のお客様（飲食店や酒販店、生花店
など）に対して快適な厨房づ
くりのための機器やお店作りを提案す
る営業です。お客様のご要望
やお困りごとをお伺いして最適なご提

正社員 変形（1年単位） 大和冷機工業　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時45分～17時45分

月給 (2)8時30分～17時30分

171,000円～190,000円

静岡県伊東市岡１２９３－３

145

事務員（会計・経
理）【伊東市】

○経理事務全般（仕訳・伝票の起票・
記帳・現金の出納管理）
・電話応対、来客応対等

＊社会福祉法人の会計と経理の仕事に
なりますが、未経験の方にも　親切・
丁寧に教えますので、ご安心くださ

正社員 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　春栄会（ケアセンターうばめがし）
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 ・居宅ケアマネー
ジャーとしての勤務
経験

231,500円～272,750円144

居宅ケアマネー
ジャー（わかば居宅
介護支援事業所）

「わかば居宅介護支援事業所」にて、
ケアマネージャー業務全般を行ってい
ただきます。

・ご家族や入居者様との連絡、調整。
・ケアプラン（介護計画書）の作成、
サービス提供支援

正社員 変形（1ヶ月単位） 医療法人財団　百葉の会
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分
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