
【熱海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: 03-3201-6655 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 水祝他 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: 13010-84599521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-3201-6655 従業員数 12人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 マンション管理士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13010-79782021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 03-3201-6655 従業員数 12人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 １級土木施工管理技
士

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり ２級土木施工管理技士

求人番号: 13010-79783721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 03-3201-6655 従業員数 12人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 管理業務主任者 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり １級土木施工管理技士

求人番号: 13010-79784821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間 ２級土木施工管理技士

     TEL: 03-3201-6655 従業員数 12人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 マンション管理士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 管理業務主任者

求人番号: 13010-79785221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 03-3567-9232 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13010-86158021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 03-6262-1437 従業員数 9人

年　　齢: 44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: 13010-79696821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 03-6262-1437 従業員数 10人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13010-79697221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 050-3665-9236 従業員数 63人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13010-79947621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 03-6857-2529 従業員数 60人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13040-95204321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 03-6857-2529 従業員数 60人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13040-95211421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 03-6857-2529 従業員数 60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: 13040-90608521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 03-6857-2529 従業員数 22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: 13040-90617421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

時給 マンション管理員経
験あれば尚可128,205円～128,205円

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

リゾートマンション
管理員／ゼファー熱
海ビーチタワー

１受付、オーナー対応、業者立会い
２建物、共有施設及び外観点検


正社員以外 株式会社　エンゼル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～15時00分

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

１．静岡県熱海市田原本町９番１
号（自社施設）　または
２．山梨県南都留郡山中湖村山中
２２６（自社施設）

3

別荘地管理フロント
職（施設管理業務）
課長クラス／熱海市

当社管理別荘地のフロント職業務、施
設管理業務
（私道、水道設備、温泉設備、建物な
どの維持管理に必要な巡回、業者手
配）
管理員マネジメント
オーナー対応（日常の困りごと、敷地

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

月給 マンション管理業務
（理事会・総会対応
等）フロント経験１

296,130円～310,410円
又は9時00分～18時00

静岡県熱海市東海岸町１１番２４
号
ゼファー熱海ビーチタワー

2

マンション管理フロ
ント職（リーダーク
ラス）伊豆又は山中
湖

１．マンション管理組合の運営サポー
ト
　　マンション入居者が集まる理事
会、総会のサポートを行います
２．組合会計業務全般のサポート
３．建物維持・保全に関する提案

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

月給 電話やメール等にお
けるビジネスマ
ナー、土木工事・設

375,000円～406,250円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱
海第１ビル２階　
当社　別荘管理課

4

別荘地管理フロント
職（施設管理業務）
部長クラス／熱海市

当社管理別荘地のフロント職業務、施
設管理業務
（私道、水道設備、温泉設備、建物な
どの維持管理に必要な巡回、業者手
配）
管理員マネジメント
オーナー対応（日常の困りごと、敷地

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

月給 電話やメール等にお
けるビジネスマナー
オーナー対応（ク

307,830円～376,250円

静岡県熱海市田原本町９‐１
自社施設
山梨県南都留郡山中湖村２２６
自社施設　　　　　いずれか

6

マンション管理員／
熱海市伊豆山

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


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

月給 マンション管理業務
（理事会・総会対応
等）フロント経験２

321,440円～376,180円
又は9時00分～18時00

静岡県熱海市田原本町９－１　熱
海第１ビル２階
当社　別荘管理課

5

マンション管理フロ
ント職（課長クラ
ス）熱海・山中湖

１．マンション管理組合の運営サポー
ト
　　マンション入居者が集まる理事
会、総会のサポートを行います
２．組合会計業務全般のサポート
３．建物維持・保全に関する提案

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

月給

230,000円～340,000円

静岡県熱海市伊豆山

7

セールスマネー
ジャー（ルート営
業、新規開拓なし）
／熱海市

お施主さんとの工事日程の連絡調整

ベテラン工事スタッフと現場調査と見
積作成

工事報告書の作成　工事写真の整理


正社員 変形（1ヶ月単位） ドリコウェルテクノ　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

175,000円～175,000円

静岡県熱海市渚町２５－２
　当社　熱海営業所
　　　親水公園バス停より徒歩２
分

9

調理スタッフ／静岡
県熱海市　大江戸温
泉物語あたみ

ホテル内レストランにおいて調理業務
全般、演出厨房にてお客様への接客
その他付随する調理関連業務。
・和洋中調理、仕込み
・食材管理（仕入・在庫含む）
・労務管理

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

月給

250,000円～350,000円
又は8時00分～20時00

静岡県熱海市渚町２５－２
（当社）　熱海営業所

8

エンジニアリング
ワーカー／熱海市

★主に熱海市内での温泉井のメンテナ
ンス工事
　・ウインチやユニックの操作による
管材に引揚げ挿入作業
　・水中ポンプの交換作業
　・井戸の浚渫や改修作業
★県外での温泉井のメンテナンス工事

正社員 変形（1年単位） ドリコウェルテクノ　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 ◆経験者優遇
◆調理師免許有資格
者

230,000円～230,000円

静岡県熱海市咲見町８－３
「大江戸温泉物語あたみ」（当社
直営）

10

洋食調理スタッフ／
亀の井ホテル熱海
（契約社員）

マイステイズ・ホテル・マネジメント
運営「亀の井ホテル熱海」洋食調理ス
タッフのお仕事です。

■仕事内容
レストラン、宴会場での洋食調理業務
全般をお願いします。食材の仕込みや

正社員以外 交替制あり 株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)5時30分～20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

又は6時00分～20時00

静岡県熱海市水口町２－１３－７７

12

【正社員】フロント
スタッフ／亀の井ホ
テル熱海（本館）

マイステイズ・ホテル・マネジメント
が運営する「亀の井ホテル熱海（本
館）」におけるフロント・受付スタッ
フのお仕事です。
■仕事内容
チェックイン、チェックアウトをはじ
めとする接客業務、電話応対、予約受

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント
雇用期間の定めなし (1)7時00分～22時00分

月給 百貨店、コンビニ、
カフェ、ファミレ
ス、ス

160,000円～160,000円

静岡県熱海市水口町２－１３－７７

11

レストランホール料
飲サービス／亀の井
ホテル熱海（契約
社）

マイステイズ・ホテル・マネジメント
運営「亀の井ホテル熱海（本館）」レ
ストランホール・料飲サービスのお仕
事です。

■仕事内容
レストランでの接客サービスのお仕事

正社員以外 交替制あり 株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～22時00分

月給 ◆接客・販売経験の
ある方優遇170,000円～170,000円

静岡県熱海市水口町２－１２－３

13

【正社員】フロント
スタッフ／亀の井ホ
テル熱海（別館）

マイステイズ・ホテル・マネジメント
が運営する「亀の井ホテル熱海（別
館）」におけるフロント・受付スタッ
フのお仕事です。
■仕事内容
チェックイン、チェックアウトをはじ
めとする接客業務、電話応対、予約受

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント
雇用期間の定めなし (1)7時00分～22時00分

月給 ◆接客・販売経験の
ある方170,000円～170,000円

静岡県熱海市水口町２－１３－７７

1.面接時にはハローワークが発行する紹介状が必要です。
2.ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。
3.仕事内容欄はスペースの都合ですべて表示できない場合がありますので、詳細については相談窓口でお尋ねください。
・ハローワーク三島　　　　　　〒411-0033　三島市文教町1-3-112三島労働総合庁舎　　 電話　055-980-1300
・ハローワーク伊東　　　　　　〒414-0046　伊東市大原1-5-15　　　　　　　　　　　　電話　0557-37-2605
・熱海市ふるさとハローワーク　〒413-0016　熱海市水口町13-15静岡県熱海総合庁舎2階　電話　0557-82-8655
・伊豆市地域職業相談室　　　　〒410-2407　伊豆市柏久保603-1　                     電話　0558-74-3075
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【熱海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: 03-3505-3042 従業員数 12人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13040-98080221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 03-3375-3470 従業員数 34人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13070-52766921 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： 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: 13080-63272021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 22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: 13080-62806521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間 管理業務主任者

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 22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: 13080-62807421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間 管理業務主任者

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 22人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 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: 13080-62811721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間 管理業務主任者

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 19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: 6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: 13080-62813221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間 管理業務主任者

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 22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: 13080-62816321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間 管理業務主任者

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 16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: 13080-62817621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10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: 13080-62819121 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： 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: 13080-63232221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間 管理業務主任者

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 21人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 インテリアコーディ
ネーター

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり 一級建築士

求人番号: 13080-63297121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 二級建築士

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 21人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 インテリアコーディ
ネーター

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり 一級建築士

求人番号: 13080-63298021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 二級建築士

静岡県熱海市渚町２２－８

15

客室係 お客さまのお出迎えやお見送り
料理運びやご案内など接客全般を担当






正社員以外 交替制あり 株式会社　東京ベイホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給 調理の実務経験が２
～３年以上300,000円～300,000円

又は6時00分～22時00

14

調理スタッフ／熱海
ｏｃｅａｎ（料理長
補佐）

リゾートホテル「リブマックスリゾー
ト熱海熱海ｏｃｅａｎ」での料理長補
佐のお仕事です。補助業務として洗い
場を含む厨房業務全般を担当して頂き
ます。
専門（和・洋・中）は問いません。
これまでの経験を活かしたい方、美味

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 接客経験

215,000円～300,000円

静岡県熱海市小嵐町１－１６
「料亭旅館　熱海　小嵐亭」

16

営業事務／ラスカ熱
海店

熱海で圧倒的なシェア率を誇るロイヤ
ルリゾート！！
中古マンションや戸建・別荘など様々
な規模のリゾート不動産の売買を行う
部門の
営業事務をお任せします。
＜具体的には＞

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

170,000円～268,000円
又は7時00分～21時00

静岡県熱海市田原本町９－１　熱
海第一ビル９階
当社：熱海駅前店

18

不動産賃貸仲介営業
／熱海駅前店

＜未経験の方大歓迎＞飛び込み営業は
ありません
熱海で圧倒的なシェア率を誇るロイヤ
ルリゾート。
賃貸仲介営業として、「貸したい」方
と「借りたい」方を繋げる仕事をお任
せいたします。

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
ある方歓迎285,000円～450,000円

静岡県熱海市田原本町１１－１
ラスカ熱海３階
ロイヤルリゾート株式会社　ラス
カ熱海店

17

不動産売買仲介営業
／熱海駅前店

＜未経験の方大歓迎＞飛び込み営業は
ありません
熱海で圧倒的なシェア率を誇るロイヤ
ルリゾート。
私たちは、リゾート物件を「売りた
い」「貸したい」方と「買いたい」
「借りたい」方を繋げる仕事をしてい

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 接客経験と営業経験
がある方。265,000円～400,000円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱
海第一ビル９階
当社：熱海駅前店

19

リゾート物件の賃貸
仲介営業／熱海駅前
店

＜８割が未経験者＞リゾート地でテレ
ワークをしたいというお客様が急増
中！熱海で圧倒的なシェア率を誇るロ
イヤルリゾート。
私たちは、リゾート物件を「貸した
い」方と「借りたい」方を繋げる仕事
をしています。

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
ある方歓迎265,000円～400,000円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱
海第一ビル９階
当社：熱海駅前店

21

リゾート物件の売買
仲介営業／熱海駅前
店

＜８割が未経験者＞リゾート地でテレ
ワークをしたいというお客様が急増
中！
熱海で圧倒的なシェア率を誇るロイヤ
ルリゾート。
私たちは、リゾート物件を「売りた
い」方と「買いたい」方を繋げる仕事

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

265,000円～400,000円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱
海第一ビル９階
当社：熱海駅前店

20

不動産賃貸管理／熱
海駅前店

■管理戸数７５００戸以上。
■賃貸に関する全般的な業務
１　募集業務
　　賃貸仲介会社と連携し空室を埋め
る業務
２　契約：審査業務
　　入居者の申込受付、審査、契約書

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

215,000円～300,000円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱
海第一ビル９階
当社：熱海駅前店

22

営業事務／熱海駅前
店

熱海で圧倒的なシェア率を誇るロイヤ
ルリゾート！！
中古マンションや戸建・別荘など様々
な規模のリゾート不動産の売買を行う
部門の
営業事務をお任せします。
＜具体的には＞

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
ある方歓迎285,000円～450,000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

24

【急募】不動産賃貸
仲介営業／ラスカ熱
海店

＜反響営業が中心で飛び込みは行いま
せん＞
業界未経験の方も歓迎

リゾート不動産の賃貸仲介営業の仕事
をお任せいたします。


正社員 変形（1年単位） ロイヤルハウジング販売株式会社
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285,000円～450,000円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱
海第１ビル９階
ロイヤルリゾート株式会社　熱海
駅前店

23

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

300,000円～500,000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

25

インテリアコーディ
ネーター／熱海駅前
店

中古マンションや一戸建て、別荘など
のリフォームを手がけています。
【１、案件依頼を受ける】
【２、現場視察、リフォームプラン・
見積もり作成】
【３、内装デザイン・レイアウトを設
計、ご提案】

正社員 変形（1年単位） ロイヤルインテリア　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

265,000円～400,000円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱
海第一ビル９階
当社：熱海駅前店

月給 住宅・建築関連の業
務でのご経験をお持
ちの方

300,000円～500,000円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱
海第一ビル９階
当社：熱海駅前店

26

リフォームコーディ
ネーター／熱海駅前
店

別荘を中心に、リゾートマンションや
中古マンション、一戸建てなど、幅広
いリフォーム案件にて、お客様のイ
メージを汲み取り、
設計・デザイン・施工現場との橋渡し
を通して、理想のリフォーム物件の実
現のサポートをお願いします。

正社員 変形（1年単位） ロイヤルインテリア　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分
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【熱海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: 0120-25-1811 従業員数 19人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 インテリアコーディ
ネーター

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり 一級建築士

求人番号: 13080-63303021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 二級建築士

     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: 13090-33908421 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: 13090-33920721 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: 13090-33982521 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: 13090-33994921 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: 13090-34003721 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: 13090-34038821 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: 13090-34170321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-34176821 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: 13090-34211821 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: 13090-34215321 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: 13090-34216621 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: 13090-34227021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

27

建築士／熱海駅前店 ・戸建て、別荘など設計図面の作成
・施工現場を管理ほか
※リゾート物件全般の取り扱い

正社員 変形（1年単位） ロイヤルインテリア　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 調理実務経験３年以
上が目安352,880円～352,880円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱
海第一ビル９階
当社：熱海駅前店

28

【静岡限定正社員】
ホテル調理長候補／
熱海金城館

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

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

月給

300,000円～500,000円

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

30

【静岡限定正社員】
ホテル調理長候補／
ウオミサキホテル

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

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

月給 調理実務経験３年以
上が目安352,880円～352,880円

静岡県熱海市昭和町１０－３３
熱海金城館

29

静岡限定正社員／ホ
テル調理長候補／熱
海ニューフジヤホテ
ル

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

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

月給 調理実務経験３年以
上が目安352,880円～352,880円

静岡県熱海市和田浜南町７番地２
号
ウオミサキホテル

31

【静岡限定正社員】
ホテル調理長候補／
伊東園ホテル熱海館

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

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

月給 調理実務経験３年以
上が目安352,880円～352,880円

静岡県熱海市咲見町６－１
アタミシーズンホテル

33

【静岡限定正社員】
ホテル調理長候補／
ホテル大野屋

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

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

月給 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

32

【静岡限定正社員】
ホテル調理長候補／
アタミシーズンホテ
ル

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

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

月給 業界問わず、何らか
のマネジメントの経
験

352,880円～352,880円
又は9時00分～21時00

静岡県熱海市和田浜南町３－９
ホテル大野屋

34

【地域限定正社員】
ホテル支配人候補
（熱海金城館）

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 調理実務経験３年以
上が目安352,880円～352,880円

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

36

【地域限定正社員】
ホテル支配人候補
（ウオミサキホテ
ル）

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 業界問わず、何らか
のマネジメントの経
験

352,880円～352,880円
又は9時00分～21時00

静岡県熱海市昭和町１０－３３
熱海金城館

35

【地域限定正社員】
支配人候補（熱海
ニューフジヤホテ
ル）

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 業界問わず、何らか
のマネジメントの経
験

352,880円～352,880円
又は9時00分～21時00

静岡県熱海市和田浜南町７番地２
号
ウオミサキホテル

37

【地域限定正社員】
ホテル支配人候補
（伊東園ホテル熱海
館）

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 業界問わず、何らか
のマネジメントの経
験

352,880円～352,880円
又は9時00分～21時00

静岡県熱海市咲見町６－１
アタミシーズンホテル

39

【地域限定正社員】
ホテル支配人候補
（ホテル大野屋）

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 業界問わず、何らか
のマネジメントの経
験

352,880円～352,880円
又は9時00分～21時00

静岡県熱海市田原本町４－１６
伊東園ホテル熱海館

38

【地域限定正社員】
支配人候補（アタミ
シーズンホテル）

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

静岡県熱海市和田浜南町３－９
ホテル大野屋

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
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【熱海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 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: 13090-33040921 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: 13090-33057621 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: 13090-33267921 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: 13090-33281321 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: 13090-33290321 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: 13090-33335521 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: 13090-33606821 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: 13090-33610921 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: 13090-33647721 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: 13090-33652121 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: 13090-33654721 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: 13090-33673521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 19人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 インテリアコーディ
ネーター

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり ２級建築施工管理技士

求人番号: 14010-39476021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間 二級建築士

月給 調理実務経験３年以
上が目安272,570円～272,570円40

【静岡限定正社員】
ホテル調理スタッフ
／熱海金城館

当社が運営するホテルの朝夕バイキン
グ料理の調理全般をお願いします。具
体的には、
・和食や洋食等のバイキング料理の調
理業務
・その他盛付等厨房業務全般
地域限定の場合は月給２７．２万円以

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

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

42

【静岡限定正社員】
ホテル調理スタッフ
／ウオミサキホテル

当社が運営するホテルの朝夕バイキン
グ料理の調理全般をお願いします。具
体的には、
・和食や洋食等のバイキング料理の調
理業務
・その他盛付等厨房業務全般
地域限定の場合は月給２７．２万円以

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272,570円～272,570円

静岡県熱海市昭和町１０－３３
熱海金城館

41

静岡限定正社員／調
理スタッフ／熱海
ニューフジヤホテル

当社が運営するホテルの朝夕バイキン
グ料理の調理全般をお願いします。具
体的には、
・和食や洋食等のバイキング料理の調
理業務
・その他盛付等厨房業務全般
地域限定の場合は月給２７．２万円以

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272,570円～272,570円

静岡県熱海市和田浜南町７番地２
号
ウオミサキホテル

43

【静岡限定正社員】
ホテル調理スタッフ
／伊東園ホテル熱海
館

当社が運営するホテルの朝夕バイキン
グ料理の調理全般をお願いします。具
体的には、
・和食や洋食等のバイキング料理の調
理業務
・その他盛付等厨房業務全般
地域限定の場合は月給２７．２万円以

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272,570円～272,570円

静岡県熱海市咲見町６－１
アタミシーズンホテル

45

【静岡限定正社員】
ホテル調理スタッフ
／ホテル大野屋

当社が運営するホテルの朝夕バイキン
グ料理の調理全般をお願いします。具
体的には、
・和食や洋食等のバイキング料理の調
理業務
・その他盛付等厨房業務全般
地域限定の場合は月給２７．２万円以

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272,570円～272,570円

静岡県熱海市田原本町４－１６
伊東園ホテル熱海館

44

【静岡限定正社員】
調理スタッフ／アタ
ミシーズンホテル

当社が運営するホテルの朝夕バイキン
グ料理の調理全般をお願いします。具
体的には、
・和食や洋食等のバイキング料理の調
理業務
・その他盛付等厨房業務全般
地域限定の場合は月給２７．２万円以

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

月給 施設管理実務経験３
年以上が目安277,440円～277,440円

又は8時00分～21時00

静岡県熱海市和田浜南町３－９
ホテル大野屋

46

【静岡限定正社員】
ホテル施設管理長候
補／熱海金城館

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 調理実務経験３年以
上が目安272,570円～272,570円

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

48

【静岡限定正社員】
ホテル施設管理長候
補／ウオミサキホテ
ル

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 施設管理実務経験３
年以上が目安277,440円～277,440円

又は8時00分～21時00

静岡県熱海市昭和町１０－３３
熱海金城館

47

【静岡限定正社員】
施設管理長候補／熱
海ニューフジヤホテ
ル

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 施設管理実務経験３
年以上が目安277,440円～277,440円

又は8時00分～21時00

静岡県熱海市和田浜南町７番地２
号
ウオミサキホテル

49

【静岡限定正社員】
施設管理長候補／伊
東園ホテル熱海館

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 施設管理実務経験３
年以上が目安277,440円～277,440円

又は8時00分～21時00

静岡県熱海市咲見町６－１
アタミシーズンホテル

51

【静岡限定正社員】
施設管理長候補／ホ
テル大野屋

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 施設管理実務経験３
年以上が目安277,440円～277,440円

又は8時00分～21時00

静岡県熱海市田原本町４－１６
伊東園ホテル熱海館

50

【静岡限定正社員】
施設管理長候補／ア
タミシーズンホテル

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給

300,000円～500,000円

静岡県熱海市和田浜南町３－９
ホテル大野屋

52

インテリアコーディ
ネーター／熱海駅前
店

★別荘のリフォームが中心です

別荘のリフォームを手掛けることが多
いのが、熱海店の特徴です。
リゾートマンションから戸建のものま
で、幅広く携わっています。


正社員 変形（1年単位） 神奈川ロイヤル　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 施設管理実務経験３
年以上が目安277,440円～277,440円

又は8時00分～21時00

静岡県熱海市田原本町９－１　熱
海第一ビル９階
当社　熱海駅前店
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【熱海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: 0120-25-1811 従業員数 19人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 インテリアコーディ
ネーター

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり ２級建築施工管理技士

求人番号: 14010-39482121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間 二級建築士

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 23人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 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: 14010-39484721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間 管理業務主任者

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 23人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 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: 14010-39493821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間 管理業務主任者

     TEL: 045-520-1300 従業員数 11人

年　　齢: 65歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 14010-38273521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0466-27-9786 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 14080-12358521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0466-27-9786 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 14080-12365221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0466-27-9786 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 14080-12366521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 054-281-7890 従業員数 2人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 日祝他 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: 22010-22423421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 054-281-7890 従業員数 2人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 日祝他 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: 22010-22457321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 054-281-7890 従業員数 2人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 日祝他 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: 22010-22487821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 054-281-7890 従業員数 2人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 日祝他 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: 22010-22488221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 054-353-6868 従業員数 9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 栄養士

求人番号: 22040- 5667321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 054-335-4854 従業員数 25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: 22040- 5587321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

静岡県熱海市田原本町９－１　熱
海第一ビル９階
当社　熱海駅前店

54

不動産売買仲介営業
／熱海駅前店

リゾート物件の売買仲介営業の仕事を
お任せいたします。

【具体的な仕事内容】
広告戦略にも力を入れ、直接のご来
店、チラシ、インターネットを
通したお問合せが多く、１００％反響

正社員 変形（1年単位） 神奈川ロイヤル　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

300,000円～500,000円53

リフォームプラン
ナー／熱海駅前店

リゾートマンションや中古マンショ
ン、一戸建てなど、幅広いリフォーム
案件にて、お客様のイメージを汲み取
り、設計・デザイン・施工現場との橋
渡しを通して、理想のリフォーム物件
の実現のサポートをお願いします。


正社員 変形（1年単位） 神奈川ロイヤル　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

265,000円～400,000円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱
海第一ビル９階
当社　熱海駅前店

55

不動産賃貸仲介営業
／熱海駅前店

★反響営業が中心！飛び込み営業は行
いません★
リゾート物件の賃貸仲介営業の仕事を
お任せいたします。

■賃貸仲介のお仕事は？
マンション・戸建てを「貸したい」お

正社員 変形（1年単位） 神奈川ロイヤル　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

285,000円～450,000円

静岡県熱海市清水町１８－３
熱海ひかり（当法人施設）

57

リゾートホテルでの
洗い場（静岡県初
島）

ホテル内洗い場での食器洗浄及び食器仕分。状況に応じて、レストランでの接客業務あり。有期雇用派遣労働者 変形（1ヶ月単位） 有限会社　グッドフェローズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)6時00分～22時00分

月給 実務経験が５年（下
記免状未取得者は１
０年）以上あり、

280,000円～280,000円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱
海第一ビル９階
当社　熱海駅前店

56

児童発達支援管理責
任者【熱海ひかり】

・法人の運営する通所施設で知的障害
児の放課後等デイサービス（　児童福
祉法による）を提供しております。
・放課後や土曜日、学校休業日におい
て子供たちが安全に楽しく
　過ごせるよう遊びを通して支援しま
す。

正社員 特定非営利活動法人　障害福祉支援もえぎ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

時給

206,400円～223,600円

静岡県熱海市初島８００

熱海港より船で２０分

58

リゾートホテルでの
レストラン（静岡県
初島）

ホテル内レストランでの配膳・下膳やオーダー受け、お客様対応など有期雇用派遣労働者 交替制あり 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

206,400円～206,400円

静岡県熱海市初島８００
熱海港より船で２０分

60

警備職員「急募」
（熱海市）

当社は県内全域で公共事業における警
備業務を中心に業務を展開し
ております。
工事現場や駐車場、イベント会場や各
種施設において、車両や通行
人の警備を行い、地域の皆様に安全を
提供する仕事です。

正社員以外 変形（1ヶ月単位） エスピトーム株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

時給

206,400円～206,400円

静岡県熱海市初島８００
熱海港より船で２０分

59

リゾートホテルでの
客室清掃（静岡県初
島）

客室での清掃、ベッドメイキングなど 有期雇用派遣労働者 交替制あり 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～18時00分

日給 (2)22時00分～7時00分

194,400円～226,800円

静岡県熱海市上多賀８９－１
エスピトーム東伊豆営業所

61

警備職員「急募」
（東伊豆町）

当社は県内全域で公共事業における警
備業務を中心に業務を展開し
ております。
工事現場や駐車場、イベント会場や各
種施設において、車両や通行
人の警備を行い、地域の皆様に安全を
提供する仕事です。

正社員以外 変形（1ヶ月単位） エスピトーム株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

日給 (2)22時00分～7時00分

194,400円～226,800円

静岡県熱海市上多賀８９－１
エスピトーム東伊豆営業所

63

警備職員「急募」
（南伊豆町）

当社は県内全域で公共事業における警
備業務を中心に業務を展開し
ております。
工事現場や駐車場、イベント会場や各
種施設において、車両や通行
人の警備を行い、地域の皆様に安全を
提供する仕事です。

正社員以外 変形（1ヶ月単位） エスピトーム株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

日給 (2)22時00分～7時00分

194,400円～226,800円

静岡県熱海市上多賀８９－１
エスピトーム東伊豆営業所

62

警備職員「急募」
（河津町）

当社は県内全域で公共事業における警
備業務を中心に業務を展開し
ております。
工事現場や駐車場、イベント会場や各
種施設において、車両や通行
人の警備を行い、地域の皆様に安全を
提供する仕事です。

正社員以外 変形（1ヶ月単位） エスピトーム株式会社
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 厨房での調理業務経
験180,000円～220,000円

又は5時00分～19時00

静岡県熱海市上多賀８９－１
エスピトーム東伊豆営業所

64

海光園／特別養護老
人ホームでの調理業
務

（請負業務）
・特別養護老人ホームでの調理
　仕込、調理、盛付、洗浄、配膳

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ウェルビーフードシステム
雇用期間の定めなし

日給 (2)22時00分～7時00分

194,400円～226,800円

静岡県熱海市相の原町３－１
中銀ライフケア梅園台１６号館

月給 (2)10時00分～19時00 ・ホールスタッフ

190,000円～250,000円

静岡県熱海市上多賀１０１６－１
０
特別養護老人ホーム　海光園　厨
房内

65

ホールスタッフ／熱
海市相の原町

（請負業務）
○高齢者用マンション内食堂のホール
スタッフ
・お客様がオーダーされたお食事をお
席まで運ぶお仕事
・その他管理業務


正社員以外 交替制あり 一富士フードサービス株式会社　　静岡営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～15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: 0557-82-3000 従業員数 334人

年　　齢: 35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- 6130621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 0557-80-0981 従業員数 11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: 22050- 5925821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-67-2643 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: 22050- 6144221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0557-67-2643 従業員数 36人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 6103221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0557-81-3986 従業員数 26人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 6207721 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- 6360921 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: 35歳～54歳 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 6361121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-67-1971 従業員数 57人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 その他の福祉・介護
関係資格

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 6158121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0557-67-1971 従業員数 57人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 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- 6159021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 3時間

     TEL: 0557-67-1971 従業員数 57人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日他 あん摩マッサージ指
圧師

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 柔道整復師

求人番号: 22050- 6160221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間 作業療法士

     TEL: 0557-67-1971 従業員数 57人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日他 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 栄養士

求人番号: 22050- 6100021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 0557-67-1971 従業員数 57人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日他 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 栄養士

求人番号: 22050- 6101721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 0557-36-9069 従業員数 20人

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

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

求人番号: 22052- 2151921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間 介護福祉士

66

事務（経理） ・会計業務
・出納業務
・文書作成
・書類整理
・給与計算業務
・来客対応
・電話対応

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 (2)8時00分～16時00分

170,000円～380,000円 (3)9時00分～17時00分

静岡県熱海市昭和町２０－２０

67

配達員 ・熱海市内の市役所、会社、病院、個
人宅へ弁当、野菜等を配達
・軽自動車を使用します
・未経験者には慣れるまで先輩社員が
同行します
・配達先ルートは決まっているので安
心して働けます

正社員 株式会社　キヨミ
雇用期間の定めなし (1)7時00分～15時00分

月給

174,300円～200,000円

静岡県熱海市網代６２７－３６３

69

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

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

月給 (2)9時30分～18時30分 基本的なＰＣスキル
ホテル・旅館でのフ
ロント経験あれば尚

184,650円～227,900円

静岡県熱海市伊豆山５７９－１

68

フロント 温泉旅館「竹林庵みずの」における
・予約対応（電話、インターネット）
・電話対応
・お客様のお迎え、お見送り（車の運
転あり）
・ナイトフロント業務


正社員 交替制あり 有限会社みずの観光
雇用期間の定めなし (1)7時30分～16時30分

月給

200,000円～350,000円

静岡県熱海市網代６２７－３６３

70

総合事務 ※顧客との打ち合わせ
※写真撮影
※報告書の作成
※進捗状況の管理　など
◆◇◆　　　急　　募　　　◆◇◆

正社員 変形（1年単位） 株式会社　モリボー
雇用期間の定めなし (1)7時45分～17時15分

月給 (2)13時30分～20時00 調理の経験

173,000円～272,250円 (3)8時00分～16時00分

静岡県熱海市昭和町２０－５

72

タクシー乗務員　就
職氷河期世代限定求
人

＜　タクシー乗務員　＞
５４才以下の二種資格がない方でも応
募可能

タクシーでお客様を目的地まで安全に
お送りするサービス業です。


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

月給 (2)9時00分～3時00分

186,000円～189,000円

静岡県熱海市紅葉ガ丘町９－２５

71

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 特別養護老人ホー
ム、老人保健施設、
有料老人ホーム等の

220,000円～270,000円

静岡県熱海市昭和町２０－５

73

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

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

月給 (2)19時00分～7時00分

186,000円～189,000円 (3)9時00分～3時00分

静岡県熱海市上多賀１０１６－１０

75

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

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

月給 (2)8時30分～17時30分 初任者研修受講済
み、未経験可191,000円～285,000円 (3)9時00分～18時00分

静岡県熱海市上多賀１０１６－１０

74

訪問介護職（ホーム
ヘルパー）

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

月給 高齢者向け栄養管理

202,000円～236,500円

静岡県熱海市上多賀１０１６－１０

76

管理栄養士 ・入居者（主に特養）の栄養マネジメ
ント
・看取り介護
・地産地消の推進（お食事の楽しみ）
・給食委託会社との協働

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 いずれか１つ
理学療法士、作業療
法士、言語聴覚士、

230,000円～280,000円

静岡県熱海市上多賀１０１６－１０

78

施設介護職員（グ
ループホーム：熱
海）【正社員】

○グループホームに入居されている高
齢者の介護、及び関連業務を行いま
す。
　　　　　　　　　　　　　　　　　
１ユニット９名までの入居者が、家庭
的な雰囲気の中で生活しています。
今までの暮らし方や生活環境に配慮し

正社員 変形（1年単位） 有限会社　伊豆介護センター
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 栄養士

172,000円～218,000円

静岡県熱海市上多賀１０１６－１０

77

栄養士 ・入居者（主に特養）の栄養マネジメ
ント
・看取り介護
・地産地消の推進（お食事の楽しみ）
・給食委託会社との協働

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

静岡県熱海市下多賀８０４－２
【グループホームクラシオン熱
海】

月給 (2)9時00分～18時00分

192,000円～237,000円 (3)10時00分～19時00
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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: 0557-36-9069 従業員数 30人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 ホームヘルパー２級 就業場所: 

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

求人番号: 22052- 2161021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間 介護福祉士

     TEL: 0557-36-9069 従業員数 22人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22052- 2162721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 0557-36-9069 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22052- 2164221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 2時間

     TEL: 0557-38-3113 従業員数 4人

年　　齢: 35歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22052- 2120021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-82-5460 従業員数 325人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 6人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 6078121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 3時間

     TEL: 0557-82-5460 従業員数 325人

年　　齢: 18歳以上 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- 6079021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 3時間

     TEL: 0557-81-3384 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: 22050- 6316421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-81-3384 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 6317321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-81-3384 従業員数 10人

年　　齢: 18歳以上 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- 6346721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 26時間

     TEL: 0557-81-3384 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 6347821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-81-9171 従業員数 700人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5849321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 0557-81-9171 従業員数 700人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5850121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 0557-82-6578 従業員数 63人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 6220121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 22時間

月給 (2)8時15分～17時15分

192,000円～237,000円 (3)8時30分～17時30分79

介護職員（デイサー
ビス：熱海）【正社
員】

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

正社員 変形（1年単位） 有限会社　伊豆介護センター
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

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

81

介護職員（デイサー
ビス）【熱海】

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

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

時給 (2)8時15分～17時15分

181,440円～219,456円 (3)8時30分～17時30分

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

80

介護職員（デイサー
ビス）【下多賀】

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

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

月給

174,500円～220,000円

静岡県熱海市緑ガ丘町９番７号　【フルーズ　熱海】

82

調剤事務【下多賀
店】

○日常の仕事は専用システムへの入力
○月次のレセプト、資料の作成
○薬剤師の指示に基づいた調剤補助業
務（薬品棚から処方箋に記載のある医
薬品を必要量取り揃えること）
○その他、発注業務、在庫管理、会計
業務、現金管理等の事務業務全般

正社員 株式会社　うさぎ薬局
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

時給 (2)8時15分～17時15分

181,440円～219,456円 (3)8時30分～17時30分

静岡県熱海市和田浜南町１０－１

84

オーシャンスパ『Ｆ
ｕｕａ』の運営ス
タッフ

オーシャンスパ『Ｆｕｕａ』の運営ス
タッフ
◎熱海ベイリゾート後楽園内、日帰り
温浴施設の求人
仕事内容は多岐にわたります。

・入退館されるお客様の受付・精算業

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　東京ドーム　リゾ－トオペレ－ションズ（ＡＴＡＭＩ　ＢＡＹ　ＲＥＳＯＲＴ　ＫＯＲＡＫＵＥＮ）
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～17時30分

その他 (2)9時00分～17時30分

170,030円～200,000円 (3)12時00分～20時30
又は15時30分～0時00

静岡県熱海市下多賀４８１－１５

83

リゾートホテル運営
を含む、複合型リ
ゾート施設の運営

複合型リゾート施設『ＡＴＡＭＩ　Ｂ
ＡＹ　ＲＥＳＯＲＴＫＯＲＡＫＵＥ
Ｎ』における運営スタッフ

１　レストランスタッフ
２　ベルスタッフ　　　
３　清掃スタッフ

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　東京ドーム　リゾ－トオペレ－ションズ（ＡＴＡＭＩ　ＢＡＹ　ＲＥＳＯＲＴ　ＫＯＲＡＫＵＥＮ）
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～14時30分

月給 危険物取扱者、ボイ
ラー技師、電気工事
士資格お持ちの方歓

218,000円～218,000円

静岡県熱海市和田浜南町１０－１

85

設備管理 水道光熱のメーターの検針業務
日常の不良カ所の修理または業者手配
改修案件の見積取得
館内全般の点検（電気、空調、設備）
資格を所有していなくても、施設・設
備関係の業務経験が
３年以上ある方を歓迎しています。

正社員以外 変形（1年単位） サンミ倶楽部株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～18時00分

月給 (2)13時00分～21時30

200,000円～200,000円 (3)14時00分～23時00
又は10時00分～18時00

静岡県熱海市昭和町１７－３１

87

ナイトフロントス
タッフ

ナイトフロントとして夜間にチェック
イン・チェックアウト
されるお客さまの対応、チェックアウ
ト準備
ＰＣデータ入力作業、館内巡回などを
お願いします。
途中、５時間の休憩をとれます。日中

正社員以外 変形（1年単位） サンミ倶楽部株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)20時00分～9時00分

月給 (2)17時00分～21時00

245,000円～245,000円

静岡県熱海市和田浜南町５－８

86

食事処スタッフ 主な業務はホールでのサービスや会場
の準備・片付けなど。愉しさ溢れる
サービスでお越しになったお
客様が誰かに紹介したいと思える店舗
を目指しています。

地元の食材を調理人が目の前で調理す

正社員以外 変形（1年単位） サンミ倶楽部株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～11時00分

月給 危険物取扱者、ボイ
ラー技師、電気工事
士資格お持ちの方歓

235,000円～235,000円

静岡県熱海市和田浜南町５－８

88

フロントスタッフ ホテルのフロントスタッフ
内線電話対応、タクシーの手配など
予約書類の整理・発行など事務業務
未経験から始めたスタッフが多く、
基礎から学べる
明るい対応でお客様をお迎えし、気持
ち

正社員以外 変形（1年単位） サンミ倶楽部株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～18時00分

月給 危険物取扱者、ボイ
ラー技師、電気工事
士資格お持ちの方歓

235,000円～235,000円

静岡県熱海市東海岸町１３－１

90

医療事務（事務職
員・事務クラーク）

受付、算定、レセプト（電子カル
テ）、外来・病棟での
クラーク業務など。

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

月給 (2)7時00分～16時00分 看護助手業務経験

180,920円～242,700円 (3)10時00分～19時00

静岡県熱海市和田浜南町５－８

89

看護助手（病棟勤
務）

看護助手業務（病棟）
・シーツ交換、ベッドメーキング
・環境整備
・患者の移送
・メッセンジャー業務
・入浴介助、食事介助
・おむつ交換　等

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

月給 (2)10時00分～20時00

160,000円～160,000円 (3)12時00分～22時00

静岡県熱海市東海岸町１３－１

91

タクシー運転手 【タクシー運転業務】★全車オートマ
車です。

　さらなるサービス向上を目指して
　社員一同頑張っている会社です。

＊未経験者歓迎（２種免許取得支援制

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

月給 医療事務業務経験

185,150円～185,150円

静岡県熱海市小嵐町１－４
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【熱海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: 0557-80-5600 従業員数 140人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22050- 5798721 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: 59歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5800921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-81-5615 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 水他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 6379121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・その他月平均 

     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- 6301921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-68-3151 従業員数 50人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5811721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 26時間

     TEL: 0557-68-3151 従業員数 50人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5813221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-86-1045 従業員数 37人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 6210621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0557-83-2496 従業員数 15人

年　　齢: 不問 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- 5841921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-84-0001 従業員数 28人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5999121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 0557-81-6082 従業員数 6人

年　　齢: 59歳以下 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 あり 介護福祉士

求人番号: 22050- 5782221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 8時間 ホームヘルパー２級

     TEL: 055-941-5222 従業員数 21人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 6095021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-86-1080 従業員数 9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- 6309321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 4時間

     TEL: 0557-29-6400 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 6338721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

静岡県熱海市伊豆山７１７－１

93

調理師 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
理業務を行っていただきます。

調理、食材の切込み、盛り付け、食器

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

300,000円～365,000円92

看護職 ・複合型介護施設での看護業務
（特別養護老人ホーム１００床、短期
入所生活介護２０床、養護老人ホーム
５０床、ケアハウス３０床、デイサー
ビス４０名定員）
・主に服薬管理、体調管理、ドクター
の巡回時の補助等

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)17時00分～21時00

230,000円～260,000円

静岡県熱海市伊豆山７１７－１

94

ウエイター・ウエイ
トレス

接客サービスとして下記の業務をお願
いします。
・オーダー取り
・料理の配膳及び準備作業
・後片付け、清掃
・その他付帯業務

正社員 熱海製氷冷蔵　合資会社　（ステーキハウスはまだ）
雇用期間の定めなし (1)10時00分～14時00

年俸制 (2)8時30分～17時30分 厨房経験

230,000円～250,000円 (3)10時30分～19時30

静岡県熱海市下多賀　６６０

96

調理係 　　　　　　　＜＜調理係の内容とし
て＞＞
・ご宿泊のお客様が心地良く、ご利用
いただけるお食事（和　食）の提供を
お願いします。
・夕食・朝食の調理及び盛り付けをし
ていただきます。

正社員 変形（1年単位） 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)6時30分～18時30分

月給 (2)9時00分～18時00分 経験者優遇

200,000円～300,000円 (3)12時00分～21時00

静岡県熱海市中央町１４－７

95

急募　フロント兼予
約係

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 伊豆網代温泉　松風苑（サンユー建設　株式会社）
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給

180,000円～260,000円

静岡県熱海市下多賀　６６０

97

内務 ご宿泊のお客様が心地よく過ごせるよ
う裏方で働くお仕事です。
・調理場からの料理運搬
・宴会場のレイアウト・セッティング
・布団上げ、布団敷き
・簡単な清掃　など
慣れて来たらシフト管理もお願いしま

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～21時00分

月給 経験者優遇

250,000円～310,000円

静岡県熱海市春日町１２－４

99

鳶・土工・多能工 ＜＜鳶・土工・多能工の業務内容とし
て＞＞
※建築・土木現場での鳶工、土工、鍛
冶工、雑工などのお仕事です。
※足場工事、鉄骨工事、鍛冶工事、雑
工事、一般土木工事、外構工事、橋梁
工事、その他工場内でのプラント工事

正社員 有限会社　関組
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

226,000円～226,000円

静岡県熱海市下多賀　６６０

98

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

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

月給 (2)12時00分～20時30

180,000円～300,000円 (3)13時30分～22時00

静岡県熱海市清水町６－２７－１０５

100

リゾートホテルのフ
ロント業務

お客様との会話が大好きな方を募集し
ます。
おもてなし、ホスピタリティを一緒に
追求しましょう。

業務内容
１、チェックイン・チェックアウト業

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　アルカサバ
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時30分

月給

200,000円～345,000円

静岡県熱海市紅葉ガ丘町１８－６１　２０２

102

ベーカリーカフェ
ホールスタッフ（ラ
スカ熱海）

【ベーカリーカフェホールスタッフの
業務内容】

＊パンの陳列、販売
＊レジ業務、パンの袋詰め等
　　　　　　　　　　　　　
＊ドリンクの作成提供

正社員 変形（1年単位） Ｒ＆Ｍリゾート株式会社
雇用期間の定めなし

月給 (2)7時00分～16時00分 経験者優遇

185,000円～220,000円 (3)9時00分～18時00分

静岡県熱海市咲見町６－４１

101

あたみ１ばん　福祉
タクシー運転士

○福祉タクシー運転業務
※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。
※上記の他、会社の定める仕事に従事
していただきます。

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)8時00分～17時00分

月給

170,000円～190,000円

静岡県熱海市田原本町１１－１
ラスカ熱海２階

103

調剤助手 調剤室でのピッキング（棚からの薬剤取り出し）および薬剤師の補佐全般正社員 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 販売接客経験あれば
尚可200,000円～350,000円

又は8時00分～21時00

静岡県熱海市春日町１２－６

月給 (2)9時30分～18時00分 陶芸の専門学校、ま
たは美大陶芸コース
卒業された方

180,000円～240,000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

104

陶芸体験インストラ
クター

・熱海クラフト工房内での陶芸体験教室のインストラクター業務・陶芸体験でお客様が制作された作品の管理・陶芸体験準備、片付け等・その他クラフト体験インストラクター（サンドブラスト、ハーバリウム等）正社員以外 変形（1年単位） 熱海クラフト工房
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～17時30分
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【熱海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: 0557-29-6400 従業員数 6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- 6339821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0557-80-4183 従業員数 26人

年　　齢: 18歳～35歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 6273721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-80-4183 従業員数 26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: 22050- 6274821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-86-2666 従業員数 2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： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5905621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-81-3561 従業員数 40人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5744321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     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- 5893121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0557-81-3321 従業員数 11人

年　　齢: 69歳以下 休　　日： 水木 調理師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 6179521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 22時間

     TEL: 0557-81-5951 従業員数 47人

年　　齢: 60歳以上 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 6192021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 27時間

     TEL: 0557-81-5951 従業員数 47人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 6193721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 27時間

     TEL: 0557-81-5951 従業員数 47人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 6194821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 27時間

     TEL: 0557-82-8311 従業員数 18人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 第二種電気工事士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり ２級電気工事施工管理技士

求人番号: 22050- 6229921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間 １級電気工事施工管理技士

     TEL: 0557-82-8231 従業員数 13人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 6163321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-82-8231 従業員数 13人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 6164621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

105

陶芸体験インストラ
クター【未経験者
枠】

・熱海クラフト工房内での陶芸体験教
室のインストラクター業務
・陶芸体験でお客様が制作された作品
の管理
・陶芸体験準備、片付け等
・その他クラフト体験インストラク
ター（サンドブラスト、ハーバリウム

正社員以外 変形（1年単位） 熱海クラフト工房
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～17時30分

月給

200,000円～250,000円

静岡県熱海市春日町１２－６

106

業務係 ・電話対応を含む一般事務
・売上集計業務
・道路巡回業務
・道路清掃等維持管理業務
・事故・災害発生時の対応業務
・早出・夜間当番業務
・道路閉鎖業務

正社員 交替制あり 熱海ビーチライン
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)9時30分～18時00分

160,000円～240,000円

静岡県熱海市泉元門川分字郷清水２０７番地

108

キッチン・ホール・
ウエイター業

今年、ＯＰＥＮの新しいカフェレストランです。基本的には、少人数制で仕事を回すため、配置・担当分けせず全員が同じ仕事ができる環境を作ります。仕事としては、軽食・飲物の作成、配膳、下膳、接客です。正社員 交替制あり 株式会社　ＫＣ２
雇用期間の定めなし (1)9時30分～17時30分

日給

201,600円～201,600円

静岡県熱海市泉元門川分字郷清水２０７番地

107

管理係 ・電話対応を含む一般事務
・売上集計業務
・簡単な経理業務
・書類作成業務
・事故・災害発生時の対応業務
・道路閉鎖業務
・回数券販売業務

正社員以外 交替制あり 熱海ビーチライン
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

182,000円～200,000円

静岡県熱海市中央町３－１１

109

内務係 ・担当階の料理の器、備品の準備
・調理場から担当客室階か宴会場へ料
理を運び、会食終了後、洗い
　場へ器を下げる。
・お部屋の清掃は、ビルメンテの外注
の方が９割ほど行うが、連泊　の部
屋、パブリックスペースの１割ほどの

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　熱海玉の湯ホテル
雇用期間の定めなし (1)6時00分～21時30分

月給 接客、調理、配膳

180,000円～210,000円

静岡県熱海市桜木町７－６

111

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

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

月給 普通免許取得後１年
経過186,000円～189,000円

又は8時00分～7時59分

静岡県熱海市渚町２６－１１

110

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

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

月給 (2)19時00分～4時07分

156,123円～156,123円

静岡県熱海市田原本町７－５

112

タクシー乗務員（嘱
託・定時）

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

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

月給

200,000円～220,000円

静岡県熱海市西山町３６－１３

114

タクシー乗務員（有
期契約社員）

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

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

月給 (2)19時00分～4時07分

156,123円～156,123円

静岡県熱海市西山町３６－１３

113

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

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

月給 現場代理人又は積算
の経験がある方、優
遇いたします。

280,000円～430,000円

静岡県熱海市西山町３６－１３

115

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

月給 (2)19時00分～4時07分

156,123円～156,123円

静岡県熱海市青葉町３－９

117

保守メンテナンス
【空調・給排水】※
下請でなく直接取引
担当

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

正社員 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 機械・電気の保守メ
ンテナンス、施工業
務、施工管理、設

302,677円～575,000円

静岡県熱海市昭和町１７番６号

116

設備設計職【空調・
給排水等】※下請で
なく直接取引担当

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

静岡県熱海市青葉町３－９

月給 機械・電気の保守メ
ンテナンス、施工業
務、施工管理、設

302,677円～575,000円
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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: 0557-82-8231 従業員数 13人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 6166121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-81-5111 従業員数 420人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 危険物取扱者（乙
種）

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- 6276521 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 14人

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

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 6254121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0557-81-5111 従業員数 26人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 6255021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0557-81-5111 従業員数 63人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 6256721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0557-83-3180 従業員数 23人

年　　齢: 18歳～69歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 6240221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-68-0488 従業員数 6人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 １級土木施工管理技
士

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり ２級土木施工管理技士

求人番号: 22050- 6294321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-81-2322 従業員数 60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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5768421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 0557-81-2322 従業員数 80人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 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: 22050- 5769321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 1時間

     TEL: 0557-67-3003 従業員数 131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- 6010921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0557-67-3003 従業員数 131人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 小型船舶操縦士 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり その他の通信関係資格

求人番号: 22050- 5987421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-67-3003 従業員数 131人

年　　齢: 不問 休　　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： なし 時間外 あり 小型船舶操縦士

求人番号: 22050- 5988321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-81-6206 従業員数 22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- 5865321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

月給 機械・電気の保守メ
ンテナンス、施工業
務、施工管理、設

302,677円～575,000円118

施工管理【空調・給
排水等の設備】※下
請でなく直接取引担
当

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

静岡県熱海市田原本町９－１　熱海駅前第一ビル７Ｆ

120

ケアマネージャー 居宅介護事業

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

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

月給 (2)17時00分～8時00分

174,000円～188,000円

静岡県熱海市青葉町３－９

119

設備管理スタッフ 中高齢者専用マンションの設備管理全
般をお任せします！

点検業務（破損箇所、電球の点検、不
審物のチェックなど）
緊急時の対応等

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

200,000円～250,000円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱海駅前第一ビル５階

121

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

月給 ケアマネージャーの
経験232,000円～261,000円

静岡県熱海市咲見町６－５

123

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

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

月給 (2)7時10分～16時10分 介護職員初任者研修
修了者　又は　ヘル
パー２級以上　

215,100円～281,000円 (3)10時00分～19時00
又は12時00分～21時00

静岡県熱海市内

122

介護職員 中銀ケアホテル（介護付有料老人ホー
ム）にて、
入居者様の介護（起床・就寝・食事・
入浴など）・記録や看護の補佐をお願
いします。
※夜勤時は、看護師も常勤で安心で
す。（診療所併設）

正社員 変形（1ヶ月単位） 中銀インテグレーション株式会社　熱海支店
雇用期間の定めなし (1)6時00分～15時00分

月給 建設業・測量に関す
る経験全般
ドローン空撮

200,000円～500,000円

静岡県熱海市銀座町１４－１１

124

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

正社員 株式会社　東豆
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時30分

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

170,000円～212,000円

静岡県熱海市西熱海町１丁目２４－１

126

総務・営業課　係長
級

介護付有料老人ホーム（２４５室）の
運営にかかる以下の業務に携わってい
ただきます。
・サービス運営管理に関する業務
・施設の設備維持管理及び防災・災害
対策に関する業務
・業務委託管理業者の管理監督に関す

正社員 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　黎明会　熱海ゆとりあの郷
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時30分

月給 ケアプラン作成経験
ある方235,239円～266,804円

静岡県熱海市下多賀１１７３－３

125

ケアマネージャー
（介護支援専門員）

有料老人ホームご入居者のケアプラン作成、新規介護保険代行申請、介護保険相談業務など。正社員 交替制あり 社会福祉法人　黎明会　熱海ゆとりあの郷
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時30分

時給

160,000円～208,000円
又は9時00分～18時00

静岡県熱海市西熱海町１丁目２４－１

127

人事・総務 ・従業員の入退社手続き
・人材採用の応募管理
・社会保険の手続き
・データ入力
・ファイリング
・備品管理
・その他

正社員以外 変形（1年単位） リゾートトラスト株式会社　グランドエクシブ初島クラブ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～16時30分

月給 日商簿記３級以上の
資格を取得の方。255,030円～292,587円

静岡県熱海市初島８００

129

購買業務 ・ホテル全般の納品・資材運搬業務
・納品資材の検品
・船上作業（港での荷物積み下ろし）
・事務作業全般

正社員以外 変形（1年単位） リゾートトラスト株式会社　グランドエクシブ初島クラブ
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給 小型船舶１級（特
定）
海上特殊無線２級

160,000円～240,000円
又は8時00分～17時00

静岡県熱海市初島８００

128

マリーナスタッフ ・契約艇保守整備作業
・社有艇保守整備作業
・事務作業全般
・マリーナ業務全般

正社員以外 交替制あり リゾートトラスト株式会社　グランドエクシブ初島クラブ
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

185,000円～247,000円

静岡県熱海市初島８００

130

業務全般（接客・販
売・営業等）

・熱海城並びにトリックアート迷宮館
またはレストランにおける接　客や売
店における販売、営業業務をしていた
だきます。

・観光サービス業ですので、基本的に
土日、祝祭日、正月、ゴール　デン

正社員 変形（1年単位） 株式会社　アブロード
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

時給 操船経験、小型移動
式クレーン免許、玉
掛け資格

160,000円～208,000円

静岡県熱海市熱海１９９３番地
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【熱海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: 0557-55-7520 従業員数 23人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5931021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 0557-55-7520 従業員数 5人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5883921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-86-0260 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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5790221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-80-2305 従業員数 126人

年　　齢: 35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- 5835121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-80-2305 従業員数 126人

年　　齢: 18歳～35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- 5836021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20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 なし

求人番号: 22050- 5869021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 090-2917-4378 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 水他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 6386921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-38-5058 従業員数 4人

年　　齢: 44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: 22052- 2090721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-38-5058 従業員数 4人

年　　齢: 44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: 22052- 2091821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     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- 6767221 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 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- 6768521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0558-23-4511 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 宅地建物取引士
（旧：宅地建物取引

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22110- 2486021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-22-0308 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22110- 2572121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県熱海市水口町７番１号

132

ＥＣサイト運営ス
タッフ

商品注文受発送、顧客情報管理、商品
代金受領管理を中心に担当いただきま
す。
具体的には…
商品購入依頼受付（電話／ＦＡＸ／イ
ンターネット）
商品発送（宅急便利用、梱包作業含

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

月給 (2)13時00分～21時00 パソコンが使える
方。電話対応ができ
る方。

200,034円～350,002円131

宿泊予約担当 「ふふ熱海」を始めとする弊社宿泊施
設の予約センター内で、
お客様からの宿泊予約電話対応・ＷＥ
Ｂメール対応・ＰＣ入力を中心に
その他付随する業務をお願いいたしＷ
ＥＢ対応、各施設への伝達、ＰＣ入力
＊サブ業務：ファイリング等付随する

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

月給 (2)10時00分～19時00 サービス経験者優遇

200,000円～300,000円 (3)12時45分～21時45

静岡県熱海市桃山町

133

サービススタッフ お客様をお出迎えするための準備・接
客サービス
フロント業務や配膳業務などサービス
全般

正社員 交替制あり ＷＡ亭　風こみち
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 ＰＣ作業に慣れてい
る方、ＥＣサイト販
売に興味がある方、

200,034円～300,087円

静岡県熱海市伊豆山８２４－５

135

ホテルフロントス
タッフ（正社員・地
域コース）

〇チェックイン・チェックアウトなどの接客、電話対応、イベント宿泊プランの企画、運営、会報誌の作成等。正社員 変形（1年単位） 東急リゾーツ＆ステイ株式会社
ハーヴェストクラブ熱海伊豆山雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給

180,000円～260,000円
又は6時00分～22時00

静岡県熱海市梅園町２８－１８

134

ホテルレストランス
タッフ（正社員・地
域コース）

〇レストラン業務　朝食・夕食・ランチ営業時の接客、イベント企　画、運営、備品・消耗品の管理。正社員 変形（1年単位） 東急リゾーツ＆ステイ株式会社
ハーヴェストクラブ熱海伊豆山雇用期間の定めなし (1)6時00分～15時00分

時給

159,600円～164,640円

静岡県熱海市伊豆山８２４－５

136

受付案内 院内駐車場にて自動車で来院された方
の車両を誘導します。

未経験者の方は指導いたします。

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

月給

180,000円～260,000円
又は13時00分～22時00

静岡県熱海市春日町１－２５

138

調理・接客【熱海
店】＊幹部候補生＊

しらすを中心とした海鮮丼店での業務
です。
【簡単な調理】
○自社加工されている商品の盛り付け
（包丁を使用する調理作業はほぼあり
ません）
【フロアーサービス】

正社員 交替制あり 株式会社　Ｈｉ　Ｂｒｉｄｇｅ（ハイ　ブ
リッジ）
『どろめ』

雇用期間の定めなし (1)10時00分～19時00

月給 簡易宿泊フロント全
般200,000円～350,000円

又は15時00分～21時00

静岡県熱海市東海岸町１３－１　国際医療福祉大学熱海病院内

137

ホテルの客室・フロ
ントスタッフ

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

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

月給 (2)9時00分～18時00分

180,000円～230,000円 (3)8時00分～17時00分

静岡県熱海市田原本町３－１７
【どろめ　熱海店】

139

調理・接客【熱海
店】

しらすを中心とした海鮮丼店での業務
です。
【簡単な調理】
○自社加工されている商品の盛り付け
（包丁を使用する調理作業はほぼあり
ません）
【フロアーサービス】

正社員 交替制あり 株式会社　Ｈｉ　Ｂｒｉｄｇｅ（ハイ　ブ
リッジ）
『どろめ』

雇用期間の定めなし (1)10時00分～19時00

月給 (2)9時00分～18時00分

250,000円～300,000円 (3)8時00分～17時00分

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

141

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

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 接客業務経験者優遇

183,600円～183,600円
又は7時00分～22時00

静岡県熱海市田原本町３－１７
【どろめ　熱海店】

140

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、

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

280,000円～350,000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

142

不動産営業【熱海
店】

◎不動産営業業務全般
・不動産物件の調査・不動産取引業
務・契約の取り交わし等
　ネットを利用しての不動産仲介業務
が主な仕事です。
　（宅地・建物の売買・交換又は
　　　　　　　　　　賃借の代理・仲

正社員 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 調理経験者優遇

183,600円～183,600円
又は7時00分～22時00

静岡県熱海市和田浜南町３－９　ホテル大野屋

時給

157,767円～157,767円

静岡県熱海市田原本町６－７　角
屋ビル２Ｆ
伊豆太陽ホーム熱海店

143

ホテル客室清掃・レ
ストラン洗い場【ホ
テル大野屋】

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

正社員 株式会社　ホームテック静岡
雇用期間の定めなし (1)7時00分～20時30分
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【熱海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: 052-587-2961 従業員数 6人

年　　齢: 20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 なし

求人番号: 23020-55208721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0596-43-2059 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： その他 時間外 あり

求人番号: 24020- 5914021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 075-256-8700 従業員数 15人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 26010-19420721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

144

客室整備・清掃全般
（請）／熱海市

新規オープンのホテルでの勤務
客室清掃・ベッドメイキング等の清掃
全般

＊経験者優遇



正社員 変形（1ヶ月単位） エム・トラスト　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給

175,440円～175,440円
又は8時00分～19時00

静岡県熱海市東海岸町６－４５
熱海パールスターホテル

145

接客・販売・簡単な
調理（熱海市）

店頭にてレジを使い商品の販売、接
客。
フライヤーにて商品を揚げて頂きま
す。
店舗の清掃や道具の片付けや洗い物

※何かご不明な点や詳しいお仕事の内

正社員以外 株式会社まる天
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～18時00分

月給

200,000円～230,000円

静岡県熱海市水口町１－２３
『あたみ翔裕館　あたみグループ
ホーム』

月給 (2)9時00分～18時00分 ※介護業務の経験３
年以上
医療に関する知識や

220,000円～240,000円 (3)11時00分～20時00

静岡県熱海市田原本町１１番１号　ラスカ熱海内

146

介護職（あたみ翔裕
館　あたみグループ
ホーム）

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


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