
【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10月7日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 028-635-6011 従業員数 8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 あり

求人番号: 09010-27542221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 028-635-6011 従業員数 8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 あり

求人番号: 09010-27543521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 03-3291-6081 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13010-  330322 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 4時間

     TEL: 03-3833-1175 従業員数 4人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13030-13878821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 03-6418-9186 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 美容師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13070-64887621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 03-5839-2607 従業員数 14人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 食品衛生責任者 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 防火管理者（甲種・乙種）

求人番号: 13120-19251121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 042-461-6444 従業員数 12人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13170-26867921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 044-589-1601 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: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 14040-17236321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 044-589-1601 従業員数 4人

年　　齢: 34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: 14040-17239121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 054-686-4918 従業員数 35人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22010-27080821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 054-686-4918 従業員数 35人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 火水木他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22010-27091421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 054-255-2091 従業員数 15人

年　　齢: 18歳～39歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22010-27437321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 30時間

     TEL: 053-472-0071 従業員数 10人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日 ２級建築施工管理技
士

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 一級建築士

求人番号: 22020-22555021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 １級建築施工管理技士

静岡県三島市南二日町３－２１
【三島支店】

月給 建築施工管理の経験
が活かせます244,500円～290,000円

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

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

13

建築施工管理（三島
支店）

主に、３～５階建ての中規模ＲＣマン
ションの施工管理業務をお願いしま
す。
見積もりから、現場管理、工程管理な
ど、一つの現場を全般的に担当して頂
きます。（年２棟ほど）
完全週休二日制で、残業も少なめ。

正社員 株式会社　クラスト
雇用期間の定めなし (1)8時00分～18時00分

月給 (2)18時00分～9時00分

222,000円～247,500円 (3)20時00分～9時00分

静岡県三島市梅名３１５－１
　三島支店

12

機械警備サービスス
タッフ／三島支社
（地域限定採用）

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

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

月給

201,318円～216,535円

静岡県三島市梅名３１５－１
　三島支店

11

ＬＰガス保安管理業
務／三島市

・当社ＬＰガスの保安管理業務を専門
に行います

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


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

月給

201,318円～230,200円

静岡県三島市西若町５－１１
当社「静岡営業所」

10

ＬＰガス管理スタッ
フ（開栓・検針・集
金）／三島市

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

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

月給

192,000円～222,000円

静岡県三島市西若町５－１１
当社「静岡営業所」

9

一般事務・営業アシ
スタント／三島市

●次の業務を行います。
・見積作成
・電話応対
・パソコンを使用しての文書作成
・その他雑務

＊本社にて見積作成の研修を２～３週

正社員 株式会社　ショウエイ
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

220,000円～280,000円

静岡県三島市芝本町１－１　三島
ＮＫビル
「三島営業所」

8

営業（三島市）／未
経験者歓迎

・温泉施設、プール施設から要望に
合った見積を作成する仕事です
・設備事務所、管材商社へのＰＲ
＊土地勘のある方優遇。営業エリアは
隣県まで
※目標はありますが減給などのノルマ
はありません。

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

月給 ※施工管理の実務
※３５歳未満は経験
不問

277,292円～441,146円

静岡県三島市一番町１６－１
大衆食堂　安べゑ　アスティ三島
サウス店

7

建築施工管理／三島
営業所

■自社物件の建築施工管理

※施工業者の手配及び管理
（予算、施工の精度・検査、工程、安
全）のほか、
　定期点検やアフターフォロー等の実
施。

正社員 株式会社アーネストワン
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

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

230,000円～280,000円 (3)21時00分～6時00分

静岡県三島市中田町９－３０

6

飲食店　正社員／三
島市／大衆食堂　安
べゑ

★かつおだし薫るあっさりした肉豆富
白と八丁味噌と牛すじが癖に　なる肉
豆富黒が名物の業態です。
★店長候補として接客・調理・発注・
現金管理・衛生管理・シフト　管理な
ど行います。
★飲食店で勤務経験ある方大歓迎！！

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

月給

220,000円～270,000円

静岡県三島市長伏３８－１　ルネ
ス・フルセＩ－２０１号室
当社　三島営業所

5

美容師（ＱＢハウス
日清プラザ店）

ヘアカット専門店ＱＢハウスにおける
カット及び接客。

ブランクのある方や技術向上を希望さ
れる方のためにトレーニング制度が充
実。


正社員 変形（1ヶ月単位） キュービーネット株式会社
雇用期間の定めなし

月給 電気関係の実務経験
者
昇降機の保守・点検

200,000円～387,000円

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

4

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

日給 (2)10時10分～19時40

215,264円～261,051円 (3)10時40分～20時10

静岡県三島市萩３２２

3

メガネ販売／日清プ
ラザイトーヨーカ
ドー三島店メガネの
タニ

日清プラザイトーヨーカドー三島店の
「メガネのタニ」にて、
メガネ、サングラス、補聴器等を販売
します。

・お客様のご対応、商品のご提案、加
工、調整、視力測定、アフタ

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

月給

280,000円～300,000円
又は7時00分～20時00

静岡県三島市萩３２２

2

三島営業所（三島
市）施工・工事ス
タッフ

○一般住宅に対する住宅保全全般
・害虫、防虫作業
・ウレタン断熱材吹付作業
・基礎補修工事作業
・環境改善工事作業
・排水管洗浄作業
・上記作業に関わる準備・養生作業

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 三井マネジメント　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～18時00分

月給

280,000円～300,000円
又は8時00分～20時00

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

三島営業所（三島
市）営業部　ＰＲ及
び販促活動スタッフ

当社が業務提携しているホームセン
ターや農協として
一般住宅に対する住宅保全のＰＲ及び
販促活動

＊入社後は先輩社員が丁寧に指導しま
すので、未経験の方でも安心

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 三井マネジメント　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～18時00分

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年10月7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: 055-923-6820 従業員数 30人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22030- 9861821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-923-6820 従業員数 30人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22030- 9863521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-934-5051 従業員数 25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: 22030-10024121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-935-5575 従業員数 31人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22030-10023921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 055-935-5575 従業員数 43人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22030-10029521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 055-987-3511 従業員数 27人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 ホームヘルパー２級 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 あり 介護職員初任者研修修了者

求人番号: 22030- 9984821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 4時間 介護福祉士

     TEL: 055-962-1549 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 火他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22030-10137621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 055-992-0336 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22030- 9896821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 40時間

     TEL: 055-960-8115 従業員数 24人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 交通誘導警備業務検
定２級

就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22030-10118521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 055-977-2047 従業員数 20人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 フォークリフト運転
技能者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり ガス溶接技能者

求人番号: 22050- 7244821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 玉掛技能者

     TEL: 055-987-2277 従業員数 6人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7146721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-977-1836 従業員数 65人

年　　齢: 45歳以下 休　　日： 土日他 溶接技能者 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり アーク溶接技能者（基本級）

求人番号: 22050- 7241121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間 ガス溶接技能者

     TEL: 055-987-9101 従業員数 26人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 保育士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 7200721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県三島市徳倉４－１０－３

月給

170,500円～250,000円
又は7時00分～18時00

静岡県三島市長伏１５５－３３

26

保育士 ・乳幼児の保育全般になります。
・９０名の乳幼児を２０名程度の保育
士で対応しています。
・未経験者の方は指導致します。

上記内容に付帯する業務になります。


正社員 変形（1年単位） 社会福祉法人　栄幸会　北上保育園
雇用期間の定めなし

月給

190,000円～320,000円

静岡県三島市萩１６２

25

溶接作業者 精密板金加工の半自動溶接・ＴＩＧ溶
接業務です。
薄板、中板がメインで、業界としては
電化製品、工作機械、スチール家具、
医療器と多岐に渡り、客先図面に則っ
た作業をして頂きます。
基本的には表面処理鋼板を含む鉄の溶

正社員 工業系の知識があれ
ば尚可

田中産業　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時50分

月給

180,000円～335,000円

静岡県三島市梅名４２８－１

24

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

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

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

月給

230,000円～270,000円

静岡県沼津市本６４４－１

23

構内社員 ・工場内、鉄・非鉄スクラップの溶断
解体作業
・鉄・非鉄スクラップの選別作業
・荷降し補助作業
・天井クレーンの運転業務

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

日給

198,720円～213,840円

静岡県三島市徳倉１１３１番地の
９
　遠藤工業株式会社

22

警備員（交通誘導）
【三島市・清水町・
伊豆の国市】

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

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

時給

199,680円～199,680円

静岡県三島市一番町１０－８
ｆｅｔｅ　三島醸造所

21

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

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

月給 醸造所勤務経験者

207,000円～305,000円

静岡県三島市松本２９１－１
マ・メゾン三島エスプリーブル

20

酒類の製造・販売 クラフトビールと甘味果実酒を製造、管理、販売が主な業務。正社員 株式会社　アイアイダイニングス
雇用期間の定めなし (1)11時00分～20時00

月給 (2)9時00分～18時00分 介護経験者

211,000円～277,000円 (3)11時00分～20時00
又は17時00分～9時00

静岡県三島市北田町３－５８
　カドイケ三島田町店

19

介護職員（マ・メゾ
ン三島エスプリーブ
ル）

住宅型有料老人ホーム「マ・メゾン三
島エスプリーブル」の介護の仕事で
す。
主に以下の仕事に従事していただきま
す。
・食事介助・排泄介助・入浴介助
・病院等への通院、外出の際の介助

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　フイユ
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

166,000円～200,000円

静岡県三島市青木１４３－５
　カドイケ三島青木店

18

スーパーマーケット
店員（三島田町店）

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

・バックヤードでの商品作り
・店での商品の陳列

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

月給

166,000円～200,000円

静岡県三島市西若町５番３７号
株式会社八神製作所

17

スーパーマーケット
店員（三島青木店）

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

・バックヤードでの商品作り
・店での商品の陳列

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

時給 事務業務実務経験

175,920円～175,920円

静岡県三島市松本１３１　東栄電機（株）

16

一般事務 一般事務
発注・受注・入荷・出荷等のデータ処
理
電話・来客対応及びそれに付随する業
務

有期雇用派遣労働者 株式会社　エキスパートパワーシズオカ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時55分～17時15分

月給 電気・電子関係の知
識、ハンダ付け等の
技能経験があれば尚

175,000円～232,000円

静岡県三島市松本１３１
　東栄電機株式会社　構内

15

産業用機械の電子制
御機器の修理並びに
組立　－－急募－－

工作機械、射出・押出成形機の電子制
御ユニットの修理及び組立を担当しま
す。
測定器等を使い、不具合個所を特定し
て部品交換を行い、動作確認します。
また、組立も行います。


正社員 フレックス 株式会社マクシード
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時45分

時給

162,000円～178,000円14

プリント基盤並びに
電子機器の組立－－
急募－－

プリント基盤並びに電子機器の組立作
業を担当していただきます。
・準備：倉庫から部品をピックアップ
・組立：部品のネジ止めなど
・検査：組立終わった製品の動作確認
・梱包：ビニール、段ボール等を使用
※立ち仕事で、細かな作業です。

正社員以外 株式会社マクシード
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時00分～16時45分

2/14
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 055-977-6956 従業員数 11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- 7116421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 055-971-1833 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7169621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・その他月平均 15時間

     TEL: 055-971-6336 従業員数 8人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7119921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-991-1337 従業員数 104人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 フォークリフト運転
技能者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7262521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 055-991-1337 従業員数 0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- 7268021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 055-991-4060 従業員数 100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- 7171721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 055-991-4060 従業員数 100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- 7172821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 055-991-4060 従業員数 100人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝 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- 7173221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 055-991-4060 従業員数 100人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝 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- 7174521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 055-984-1501 従業員数 110人

年　　齢: 60歳以上 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7129021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 30時間

     TEL: 055-988-1105 従業員数 45人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり ホームヘルパー２級

求人番号: 22050- 7212421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 介護職員初任者研修修了者

     TEL: 055-988-1105 従業員数 45人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22050- 7217021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-956-7270 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 歯科技工士 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- 7181221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

静岡県三島市日の出町４－５３

月給

200,000円～400,000円

静岡県三島市徳倉３丁目１－２９

39

歯科技工士 ＣＡＤ／ＣＡＭ等技工
経験や技術レベルに応じて自費技工に
も携わっていただきます。

正社員 株式会社ＳＨＡＰＥＳ　Ｄｅｎｔａｌ　Ｌａｂ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

220,000円～300,000円

静岡県三島市徳倉３丁目１－２９

38

看護職（有料老人
ホーム）

〈看護師業務〉
有料老人ホーム（３０床）における要
介護者の
健康管理（バイタルチェック）、処
置、内服管理、病院への
付き添い等の業務を担当していただき
ます。

正社員 株式会社カームライフ
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

185,000円～280,000円
又は6時00分～19時30

静岡県三島市大場２８９
三島営業所

37

介護職 施設における介護業務全般を行ってい
ただきます。
〈主な業務内容〉
・入浴介助、排せつ介助、食事介助、
書類作成等

正社員 交替制あり 株式会社カームライフ
雇用期間の定めなし

月給 (2)7時00分～2時30分

159,600円～166,250円 (3)6時00分～18時15分

静岡県三島市玉川４６５－１

36

隔日勤務タクシー乗
務員（ドライバー）
三島営業所

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

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

月給 (2)10時00分～15時00 実務経験３年以上
（必須）
ＶＣ＋＋又はＣ、Ｃ

230,000円～378,000円

静岡県三島市玉川４６５－１

35

ＳＥ・プログラマ ≪ＳＥ・プログラマの内容として≫
１．制御系・組込系　システム開発

２．Ｗｉｎｄｏｗｓ　Ｌｉｎｕｘ系
システム開発
　（ＶＣ＋＋、Ｃ＃、ＶＢ、Ｊａｖ
ａ）

正社員 フレックス 株式会社　ドゥシステム
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～15時00 Ｗｉｎｄｏｗｓ操
作、エクセル、ワー
ド操作

190,000円～250,000円

静岡県三島市玉川４６５－１

34

ソフトウェア評価・
開発補助（動作検
証）

・ソフトウェアの評価実施業務
・取引先での設置作業、検証業務あり
・評価設計書をもとに検証作業を行い
ます

＊（例）ＰОＳレジ・業務システム
（Ｗｉｎｄｏｗｓ系）

正社員 フレックス 情報系専門課程（大
学、短大、高専、専
門）

株式会社　ドゥシステム
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

時給 Ｗｉｎｄｏｗｓ操
作、エクセル、ワー
ド操作

176,000円～288,000円

静岡県三島市玉川４６５－１

33

ソフトウェア評価・
開発補助（動作検
証）

・ソフトウェアの評価実施業務
・取引先での設置作業、検証業務あり
・評価設計書をもとに検証作業を行い
ます

＊（例）ＰОＳレジ・業務システム
（Ｗｉｎｄｏｗｓ系）

正社員以外 情報系専門課程（大
学、短大、高専、専
門）

株式会社　ドゥシステム
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～18時00分

時給 Ｗｉｎｄｏｗｓ操
作、エクセル、ワー
ド操作

176,000円～288,000円

静岡県三島市梅名７６７

32

ＳＥ・プログラマ ・制御系、組込系　システム開発
・Ｗｉｎｄｏｗｓ　Ｌｉｎｕｘ系　シ
ステム開発
　言語（ＶＣ＋＋、Ｃ＃、ＶＢ、Ｊａ
ｖａ）
上記に付帯する業務になります


正社員以外 情報系専門課程（大
学、短大、高専、専
門）

株式会社　ドゥシステム
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～18時00分

時給

164,000円～186,960円

静岡県三島市梅名７６７

31

（派）農機製造ス
タッフ

農業にかかせない、農機の製造のお仕
事になります。
・プレス工程
→鉄素材のものを機械に置き、
農機の部品となる製品の製造作業
・組立
→製造された部品を電動ドライバー等

有期雇用派遣労働者 ＴＯＫＥＮネットワーク　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時10分～17時05分

時給 工場内でのフォーク
リフト運転167,280円～186,960円

静岡県三島市谷田夏梅木７７５

30

（派）フォークリフ
ト作業

農業にかかせない、農機の製造をして
いる会社でのお仕事です。

フォークリフトで農作機のエンジンを
運搬し、
製造ラインへ供給する業務となりま
す。

有期雇用派遣労働者 ＴＯＫＥＮネットワーク　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時10分～17時05分

月給

200,000円～300,000円

静岡県三島市一番町１５－３５

29

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

月給 総務・人事事務管理
職の経験がある方310,530円～370,850円

静岡県三島市長伏６０５

28

総務・人事事務（管
理職候補）

静岡県内に５校の専門学校を運営する学校法人鈴木学園法人本部内総務・人事事務正社員以外 変形（1年単位） 学校法人　鈴木学園
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時30分

月給 電気回路の基礎

160,000円～300,000円27

エレキ設計 マイコン基板の設計・評価作業
制御盤設計・配線作業
マイコン基板の設計・評価　及び　制
御盤設計・配線作業を担当していただ
きます。
　・マイコン回路設計
　・制御盤設計

正社員 工業高校卒以上　尚
可

株式会社　ワクトシステムプロダクツ
雇用期間の定めなし (1)8時10分～17時10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10月7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: 055-992-1149 従業員数 3人

年　　齢: 45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 なし

求人番号: 22050- 7168321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-946-6013 従業員数 12人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝 保育士 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 看護師

求人番号: 22050- 7250021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 055-946-6013 従業員数 12人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝 保育士 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 看護師

求人番号: 22050- 7251721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 055-957-0772 従業員数 4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 あり

求人番号: 22050- 7249621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 055-977-1821 従業員数 20人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7229521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 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: 13090-38092421 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: 13090-38168121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 86人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-38363221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-38395821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5839-2607 従業員数 11人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 食品衛生責任者 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 防火管理者（甲種・乙種）

求人番号: 13120-19265421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 055-971-6101 従業員数 41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: 22030- 9825621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-924-8263 従業員数 8人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 フォークリフト運転
技能者

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり 中型自動車免許

求人番号: 22030- 9819121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間 大型自動車免許

     TEL: 055-954-1501 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 メディカルクラーク
（医療事務技能審

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 医療事務資格

求人番号: 22030- 9953321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

静岡県伊豆の国市田京２７０－１
（財）田方保健医療対策協会
　伊豆保健医療センター

月給 (2)8時30分～13時00分 医療事務経験

152,000円～162,200円

静岡県伊豆の国市吉田３７９
大仁営業所

52

医療事務（伊豆保健
医療センター）

当社受託先事業所「公益財団法人　伊
豆保健医療センター」
において下記の医療事務を担当してい
ただます。
・患者様の受付
・保険証の確認
・電話対応

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社ニチイ学館　沼津支店
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給

250,000円～365,000円
又は5時00分～17時00

静岡県伊豆の国市田中山１３６９
（臼井国際産業内）
　当社　大仁工場

51

ドライバー（大仁営
業所）

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　東名倉庫
雇用期間の定めなし

日給

158,304円～163,200円

静岡県伊豆の国市南條７２４－１
０
大武丸　伊豆長岡店

50

自動車部品製造（大
仁工場）

当社「大仁工場」において、自動車部
品の製造に係る業務を担当していただ
きます。
・自動車用の様々な配管に使用される
部品のパイプの曲げ作業に関
　することや、ろう付け作業に係る業
務を主として行います。

正社員 株式会社　藤巻製作所
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時45分

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

230,000円～280,000円 (3)21時00分～6時00分

静岡県伊豆の国市長岡１０３５－
１
伊豆長岡金城館

49

飲食店　正社員／伊
豆の国市／大武丸

★時間と鮮度にこだわって仕入れた旬
の魚を、刺身をはじめ素材を　活かし
た料理で提供する業態です。
★店長候補として接客・調理・発注・
現金管理・衛生管理・シフト　管理な
ど行います。
★飲食店で勤務経験ある方大歓迎！！

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

月給

236,060円～236,060円
又は6時00分～22時00

静岡県伊豆の国市吉田１１７８
（大仁ホテル）

48

地域限定契約社員／
ホテルサービスス
タッフ／伊豆長岡金
城館

フロント、レストラン、予約、客室清
掃等、業務全般をお願いします。
具体的には、
フロント・予約：チェックイン、
チェックアウトの手続き、予約対応、
その他お客様対応等
レストラン：料理の補充、下膳、お客

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給

236,060円～236,060円
又は6時00分～22時00

静岡県伊豆の国市長岡１０３５－
１
伊豆長岡金城館

47

地域限定契約社員／
ホテルサービスス
タッフ（大仁ホテ
ル）

フロント、レストラン、予約、客室清
掃等、業務全般をお願いします。
具体的には、
フロント・予約：チェックイン、
チェックアウトの手続き、予約対応、
その他お客様対応等
レストラン：料理の補充、下膳、お客

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給 調理実務経験３年以
上が目安278,650円～333,400円

静岡県伊豆の国市吉田１１７８
（大仁ホテル）

46

【正社員】ホテル調
理スタッフ／伊豆長
岡金城館

当社が運営するホテルの朝夕バイキン
グ料理の調理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


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278,650円～333,400円

静岡県三島市梅名５２２番地の１

45

【正社員】ホテル調
理スタッフ／大仁ホ
テル

当社が運営するホテルの朝夕バイキン
グ料理の調理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


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

日給

197,600円～208,000円

静岡県三島市中島２２０－１

44

保安の職業 ・交通誘導警備
・道路工事誘導

正社員以外 株式会社　ＰＡＶＩＮＧ　ＡＳＳＩＳＴ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

月給 (2)10時00分～18時00 児童発達支援管理責
任者としての経験250,000円～250,000円

静岡県三島市加屋町１０－４

43

児童発達支援管理責
任者

個別支援計画の作成
支援員の指導
子供への支援

正社員 合同会社ネクストプログレス
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

月給 (2)9時00分～18時00分

175,347円～185,824円

静岡県三島市加屋町１０－４

42

保育士 ・一般的保育業務 正社員 交替制あり 株式会社　すいみー保育園
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 (2)9時00分～18時00分

175,347円～185,824円

静岡県三島市佐野７６２番地

41

保育士 ・一般的保育業務 正社員 交替制あり 株式会社　すいみー保育園
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給

235,000円～235,000円40

養豚　飼育員 養豚業に係る全般。
豚への給餌・小屋掃除＆洗浄・豚の移
動・薬の投与。
豚の交配作業など

正社員 有限会社箱根ｓｗｉｎｅ
雇用期間の定めなし (1)7時50分～17時30分
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年10月7日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 055-971-6101 従業員数 16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: 22030- 9827121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 055-948-0722 従業員数 34人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり その他の福祉・介護関係資格

求人番号: 22050- 7233121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 0558-76-3356 従業員数 9人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 大型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 車両系建設機械（整地・運搬・積込用及び掘削用）運転技能者

求人番号: 22050- 7187121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0558-76-3356 従業員数 9人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 １級土木施工管理技
士

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 7188021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 0558-76-3356 従業員数 9人

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

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7189721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 3時間

     TEL: 055-947-0012 従業員数 24人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 日商簿記２級 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： なし 時間外 あり ＭＯＳ　Ｅｘｃｅｌエキスパート

求人番号: 22050- 7230321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 ＭＯＳ　Ｗｏｒｄエキスパート

     TEL: 0558-75-5545 従業員数 21人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 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 大型自動車免許

求人番号: 22050- 7242021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間 フォークリフト運転技能者

     TEL: 055-940-3457 従業員数 7人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 三級自動車整備士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7222621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-984-1501 従業員数 57人

年　　齢: 60歳以上 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7136121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 30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- 7125321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 055-988-0411 従業員数 18人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7263421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 03-6281-9910 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: 13010-99990221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 03-6747-3600 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-38226221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

静岡県伊豆市土肥６３８（旧土肥
小学校）
当社事務所

月給

187,000円～187,000円

静岡県伊豆市田代字石田２３４
伊豆市汚泥再生処理センター

65

【伊豆市】中古ＰＣ
の販売・ＩＴ交流拠
点の接客

・中古パソコンの販売・回収（ヒアリ
ング・商材手配）
・書類管理・作成（在庫管理など）
・お客様対応（無料のパソコン・スマ
ホに関する相談対応）
・お客さま先訪問（プリンター設定・
ネット環境設定）

正社員 リングロー　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

170,000円～290,000円

静岡県伊豆の国市長岡１１２９

64

【急募】環境プラン
トの維持管理／静岡
県伊豆市

一般廃棄物処理施設
・機器の保守、点検業務
・運転作業、監視業務　等


正社員 変形（1ヶ月単位） クボタ環境エンジニアリング株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時15分

時給 (2)9時00分～8時59分

207,360円～207,360円 (3)12時00分～9時00分

静岡県伊豆の国市中條２３４

63

（請）病院警備業務 施設内の巡回警備

施設内の出入りチェック業務

電話受付・電話交換業務

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社メンテックカンザイ　三島支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)17時00分～9時00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

160,600円～238,600円 (3)11時00分～19時30
又は17時00分～9時30

静岡県伊豆の国市中條字新古川２
４１－１
長岡営業所

62

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 (2)7時00分～2時30分

159,600円～166,250円 (3)6時00分～18時15分

静岡県伊豆の国市内中４４

61

隔日勤務タクシー乗
務員（ドライバー）
長岡営業所

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

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

月給

180,000円～300,000円

静岡県伊豆の国市田京２３０番１号

60

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


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

月給 トラック運転歴、移
動式クレーン経験260,000円～380,000円

静岡県伊豆の国市長岡２４０－１

59

ドライバー クレーン車による機械及び建築資材の
運転業務

正社員 （有）サンフジ
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 給与計算・社会保険
手続き
事務の実務経験５年

356,140円～356,140円

静岡県伊豆の国市宗光寺１９９

58

総務・経理・人事課
長

国内外の水族館、ペットショップへ鑑
賞目的魚類の卸売り会社です。
総務・経理・人事課長を募集します。

主な業務
仕入、売上管理、会計、給与、社会保
険事務、採用、労務管理、財務管理等

正社員 変形（1ヶ月単位） 伊豆中央水産（株）
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時30分

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

静岡県伊豆の国市宗光寺１９９

57

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

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

月給 現場監督経験

400,000円～415,000円

静岡県伊豆の国市宗光寺１９９

56

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

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

月給 大型ダンプの運転を
経験している方240,000円～250,000円

静岡県伊豆の国市長岡１１５７－１

55

大型ダンプドライ
バー

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

月給 (2)11時30分～20時30 福祉施設の経験者
（未経験者も歓迎し
ます）

167,400円～179,700円 (3)16時45分～8時45分
又は7時30分～18時00

静岡県伊豆の国市田中山１３６９
（臼井国際産業内）
　当社　大仁工場

54

介護職員 養護老人ホーム入所者６０名（内３０名が特定施設入居者生活介護）の生活支援及び介護業務正社員 変形（1ヶ月単位） 養護老人ホーム　長岡寮湯の家
雇用期間の定めなし (1)6時30分～15時30分

日給

158,304円～163,200円53

自動車部品製造（大
仁工場）

当社「株式会社豊翔大仁工場」におい
て、自動車部品の製造に係る業務を担
当していただきます
・自動車用の様々な配管に使用される
部品（パイプ）の曲げ作業に関する事
や、ロウ付け作業に係る業務を主とし
て行います。

正社員 株式会社豊翔
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時45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 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: 13090-38161821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-38393021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 055-935-5575 従業員数 25人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22030-10020421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0558-72-1716 従業員数 10人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7138721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0558-72-1716 従業員数 10人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7140421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0558-72-1111 従業員数 115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: 22050- 7196021 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0558-75-2525 従業員数 25人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7161121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0558-75-2525 従業員数 25人

年　　齢: 18歳以上 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- 7162021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0558-75-2525 従業員数 25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- 7163721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 055-984-1501 従業員数 57人

年　　齢: 60歳以上 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7135921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 30時間

     TEL: 0558-85-0230 従業員数 22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: 22050- 7132421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 22時間

     TEL: 0558-85-0230 従業員数 22人

年　　齢: 59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- 7137021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 22時間

     TEL: 055-983-5101 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7190521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

静岡県伊豆市下船原４７

時給

171,360円～171,360円

静岡県伊豆市月ケ瀬４９９－１

78

（派）製造業 ・ナット（ネジ）部品の検査
・軽作業で座り業務ですので初心者で
も可能です

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

月給

220,000円～300,000円
又は6時30分～21時30

静岡県伊豆市月ケ瀬４９９－１

77

サービススタッフ 敷居の高くないハイエンド旅館「月ヶ瀬温泉雲風々」でのチェックイン・チェックアウト対応、レストランサービス、簡単な事務処理（パソコン使用）、レストランやフロントのパブリック部分の清掃。正社員 交替制あり 株式会社　Ｒｅｓｏｒｔ＆Ｓｐａ雲風々
雇用期間の定めなし

月給

220,000円～330,000円
又は6時30分～21時30

静岡県伊豆市柏久保６３１－２１
修善寺営業所

76

調理スタッフ 月ヶ瀬温泉雲風々での和洋折衷の創作
会席料理の調理。
食品の管理。
調理場の清掃、管理。

正社員 交替制あり 株式会社　Ｒｅｓｏｒｔ＆Ｓｐａ雲風々
雇用期間の定めなし

月給 (2)7時00分～2時30分

159,600円～166,250円 (3)6時00分～18時15分

静岡県伊豆市八幡１２３番地

75

隔日勤務タクシー乗
務員（ドライバー）
修善寺営業所

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

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

月給 (2)13時00分～22時00 福祉施設での業務経
験188,000円～256,600円 (3)11時00分～20時00

又は21時45分～7時15

静岡県伊豆市八幡１２３番地

74

介護職員 特別養護老人ホームにおける介護業務
清掃は別会社に委託しておりますの
で、介護職員はトイレや廊下の掃除を
致しません。
特別養護老人ホーム、ショートステ
イ、グループホームが在り、配置部署
は出来るだけ応募者の希望に添いま

正社員 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人あやめ会　特別養護老人ホーム中伊豆
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 (2)13時00分～22時00 福祉施設での業務経
験177,000円～252,600円 (3)21時45分～7時15分

又は11時00分～20時00

静岡県伊豆市八幡１２３番地

73

介護職員 特別養護老人ホームにおける介護業務
清掃は別会社に委託しておりますの
で、介護職員はトイレや廊下の掃除を
致しません。

正社員 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人あやめ会　特別養護老人ホーム中伊豆
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 (2)8時45分～17時45分

164,600円～238,000円

静岡県伊豆市小立野３８番地の２

72

介護職員（デイサー
ビス）

デイサービスの介護業務
・食事、入浴、レクリエーション等の
介助
・適性の有る方は相談員業務を検討

正社員 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人あやめ会　特別養護老人ホーム中伊豆
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

150,600円～150,600円

静岡県伊豆市熊坂３９

71

一般事務 ・市税、料金の口座振替、収納整理、過誤納還付処理に関する事務正社員以外 伊豆市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時30分～17時15分

月給 在庫管理・フォーク
リフト等の経験
機械加工作業

177,500円～227,500円

静岡県伊豆市熊坂３９

70

納品準備・在庫管理
仮組・機械作業等

製品在庫管理、品質管理
製品の梱包・納品準備　
プレス等機械加工作業


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

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

静岡県伊豆市城５４－１
　カドイケ中伊豆店

69

プレス作業 　　　　　＜＜プレス作業の業務内容
として＞＞

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

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

月給

166,000円～200,000円

静岡県伊豆市八木沢３８６４番地
伊東園ホテル土肥

68

スーパーマーケット
店員（中伊豆店）

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

・バックヤードでの商品作り

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

月給

236,060円～236,060円
又は6時00分～22時00

静岡県伊豆市八木沢３８６４番地
伊東園ホテル土肥

67

地域限定契約社員／
サービススタッフ
（伊東園ホテル土
肥）

フロント、レストラン、予約、客室清
掃等、業務全般をお願いします。
具体的には、
フロント・予約：チェックイン、
チェックアウトの手続き、予約対応、
その他お客様対応等
レストラン：料理の補充、下膳、お客

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給 調理実務経験３年以
上が目安278,650円～333,400円66

【正社員】ホテル調
理スタッフ／伊東園
ホテル土肥

当社が運営するホテルの朝夕バイキン
グ料理の調理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


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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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: 055-962-7701 従業員数 9人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22030- 9878721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 15時間

     TEL: 055-954-1501 従業員数 30人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 メディカルクラーク
（医療事務技能審

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 医療事務資格

求人番号: 22030-10127421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 055-941-7008 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030-10177321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-941-7008 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 保育士 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり 社会福祉士

求人番号: 22030-10179921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-955-7776 従業員数 29人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030-10031621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 29人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 介護職員実務者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 なし ホームヘルパー１級

求人番号: 22030-10034021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 29人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 なし ホームヘルパー２級

求人番号: 22030-10037221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 29人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030-10041121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 29人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030-10044821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 29人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 介護職員実務者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 なし ホームヘルパー１級

求人番号: 22030-10046521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 29人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 なし ホームヘルパー２級

求人番号: 22030-10050021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 29人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030-10054521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-978-4188 従業員数 20人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 その他の土木・舗
装・線路工事関係資

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり その他の定置・建設機械の運転関係資格

求人番号: 22050- 7165221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

静岡県田方郡函南町平井　１５－３９

月給 土木施工管理の経験
者290,000円～520,000円

静岡県田方郡函南町間宮７３４－
３
ル・グランガーデン函南　他

91

土木施工管理 【元請工事＆公共工事中心】
　土木、舗装、下水道工事の施工管理
業務をしていただきます。
　［打ち合わせ、工程・予算・安全の
管理、各種書類作成等］
　


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

月給 (2)10時00分～19時00

160,000円～160,000円 (3)17時00分～9時00分

静岡県田方郡函南町間宮７３４－
３
ル・グランガーデン函南　他

90

介護職員（田方郡函
南町・伊豆市修善
寺）

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

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

月給 (2)10時00分～19時00

165,000円～165,000円 (3)17時00分～9時00分

静岡県田方郡函南町間宮７３４－
３
ル・グランガーデン函南　他

89

介護職員（田方郡函
南町・伊豆市修善
寺）

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

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

月給 (2)10時00分～19時00

170,000円～170,000円 (3)17時00分～9時00分

静岡県田方郡函南町間宮７３４－
３
ル・グランガーデン函南　他

88

介護職員（田方郡函
南町・伊豆市修善
寺）

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

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

月給 (2)10時00分～19時00

175,000円～175,000円 (3)17時00分～9時00分

静岡県田方郡函南町間宮７３４－
３
ル・グランガーデン函南　他

87

介護職員（田方郡函
南町・伊豆市修善
寺）

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

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

月給 (2)10時00分～19時00

169,500円～169,500円 (3)17時00分～9時00分

静岡県田方郡函南町間宮７３４－
３
ル・グランガーデン函南　他

86

介護職員（田方郡函
南町・伊豆市修善
寺）

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

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

月給 (2)10時00分～19時00

174,500円～174,500円 (3)17時00分～9時00分

静岡県田方郡函南町間宮７３４－
３
ル・グランガーデン函南　他

85

介護職員（田方郡函
南町・伊豆市修善
寺）

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

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

月給 (2)10時00分～19時00

179,500円～179,500円 (3)17時00分～9時00分

静岡県田方郡函南町間宮７３４－
３
ル・グランガーデン函南　他

84

介護職員（田方郡函
南町・伊豆市修善
寺）

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

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

月給 (2)10時00分～19時00

184,500円～184,500円 (3)17時00分～9時00分

静岡県駿東郡長泉町下土狩１２９
１－１
はぐくむ長泉下土狩駅前教室

83

介護職員（田方郡函
南町・伊豆市修善
寺）

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

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

月給 (2)9時30分～18時30分 障害児施設での実務
経験３年以上170,000円～200,000円 (3)10時00分～19時00

静岡県田方郡函南町柏谷１０６０
－２
就労継続支援Ｂ型むすび函南柏谷

82

指導員・支援員（は
ぐくむ長泉下土狩駅
前教室）

放課後等デイサービスにおける療育支
援業務

＊発達障害等の子どもへの療育支援業
務
＊発達障害等の子どもへの学習支援業
務

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　静翔運輸
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～18時00分

月給 就労継続支援Ｂ型で
の勤務経験175,000円～245,000円

静岡県田方郡函南町平井７５０
ＮＴＴ東日本伊豆病院

81

サービス管理責任者
（むすび函南柏谷）

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

・個別支援計画の作成
・面談、相談対応
・各事業所との連携

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　静翔運輸
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～18時00分

月給 医療機関での医療事
務経験151,050円～161,180円

静岡県田方郡函南町肥田４２３
函南工場

80

医療事務（ＮＴＴ東
日本伊豆病院）

当社業務請負先「ＮＴＴ東日本伊豆病
院」にて
下記の業務を行っていただきます。

中央受付業務
　初診・再診受付
　保険証等の確認

正社員 株式会社ニチイ学館　沼津支店
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給

190,000円～270,000円79

鋳造作業者 木型、樹脂型で造型された鋳型に各種
溶解材料を注湯することにより、多分
野の産業用品の製造を行っています。
鋳物ができるまでの工程の中で、鋳物
砂を使い、主型・中子造形（砂をつめ
る作業）をして、溶解・注湯・型ばら
し・鋳仕上げをする作業内容です。

正社員 変形（1年単位） 東金属産業　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時10分～16時45分

7/14
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 055-979-5612 従業員数 10人

年　　齢: 69歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7204421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 055-979-8777 従業員数 5人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7264321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 055-979-2315 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 木日祝 歯科衛生士 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- 7158521 各種保険： 雇用・労災・健康 月平均 

     TEL: 055-979-1180 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 水日祝 歯科衛生士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7154021 各種保険： 雇用・労災・健康 月平均 10時間

     TEL: 055-970-2002 従業員数 2人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 福祉用具専門相談員 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 介護福祉士

求人番号: 22050- 7178921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・その他月平均 10時間 社会福祉士

     TEL: 055-957-0559 従業員数 9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: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7258921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・その他月平均 

     TEL: 047-712-7740 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 なし

求人番号: 12020-10018621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-3833-1175 従業員数 1人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13030-13879221 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 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: 13090-38058821 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: 13090-38063021 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: 13090-38136021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-38342921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-38344021 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

236,060円～236,060円
又は6時00分～22時00

静岡県伊東市松川町１－１２
（伊東園ホテル）

104

契約社員／ホテル
サービススタッフ
（伊東園ホテル別
館）

フロント、レストラン、予約、客室清
掃等、業務全般をお願いします。
具体的には、
フロント・予約：チェックイン、
チェックアウトの手続き、予約対応、
その他お客様対応等
レストラン：料理の補充、下膳、お客

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給

236,060円～236,060円
又は6時00分～22時00

静岡県伊東市寿町１番１号
伊東園ホテル松川館

103

地域限定契約社員／
ホテルサービスス
タッフ（伊東園ホテ
ル）

フロント、レストラン、予約、客室清
掃等、業務全般をお願いします。
具体的には、
フロント・予約：チェックイン、
チェックアウトの手続き、予約対応、
その他お客様対応等
レストラン：料理の補充、下膳、お客

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給 調理実務経験３年以
上が目安278,650円～333,400円

静岡県伊東市寿町２－４
伊東園ホテル別館

102

【正社員】ホテル調
理スタッフ／伊東園
ホテル松川館

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


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278,650円～333,400円

静岡県伊東市松川町１－１２
（伊東園ホテル）

101

【正社員】ホテル調
理スタッフ／伊東園
ホテル別館

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


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278,650円～333,400円

静岡県伊東市竹の内１－３－１３
金子マンション４０２
当社　伊東営業所

100

【正社員】ホテル調
理スタッフ／伊東園
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


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 電気関係の実務経験
者
昇降機の保守・点検

200,000円～387,000円

静岡県伊東市八幡野１０８６－６６

99

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

月給 (2)14時00分～23時00

160,000円～250,000円

静岡県田方郡函南町柏谷１３１９の５

98

宿泊施設のフロント
業務及び清掃

宿泊施設のフロント業務全て
接客対応・電話応対・パソコン作業
イレギュラー対応・清掃業務・企画立
案

【未経験の方、大歓迎】

正社員 交替制あり ＷＥＨＯＭＥ合同会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 介護請求経験者

159,000円～184,000円

静岡県田方郡函南町間宮６１７－１

97

事務職 介護保険請求、電話応対、来訪者接客、少額小口管理等正社員 総合介護事業所　渚
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 福祉用具レンタル、
販売の専門相談員と
しての営業全般。

183,000円～265,000円

静岡県田方郡函南町上沢２５－２

96

福祉用具レンタル、
販売、住宅改修の営
業（ケアサポート
優）

介護保険を利用して福祉用具を利用す
る際に、ご利用者様やご家族の要望に
応じて用具の選定や使い方などの相談
や納入、用具の販売・点検・調整。住
宅改修の相談見積もり等の業務を行
う。
その他施設、病院、介護保険の事業所

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

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

静岡県田方郡函南町上沢７４－２

95

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

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

月給 経験者

210,000円～210,000円

静岡県田方郡函南町平井３６４

94

歯科衛生士 歯科衛生士業務 正社員 渡辺歯科クリニック
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

200,000円～220,000円

静岡県田方郡函南町日守４８０－３

93

調査員・ＣＡＤ作図 ＡｕｔｏＣＡＤ作業
調査資料まとめ
申請書類作成
官公庁（主に市役所、法務局）に調査

※作業エリアは静岡県東部、神奈川県
全域、山梨県全域、場合によっては他

正社員 有限会社ジオテック
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

185,000円～250,000円92

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

経験が無くても直ぐに覚える事ができ

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

8/14



【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10月7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: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-38381421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5839-2607 従業員数 6人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 食品衛生責任者 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 防火管理者（甲種・乙種）

求人番号: 13120-19264521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0557-54-1550 従業員数 30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: 22052- 2468321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-51-0888 従業員数 38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- 2500721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0557-51-0888 従業員数 38人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 2457221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0557-51-0888 従業員数 16人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 2458521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0557-51-0888 従業員数 39人

年　　齢: 59歳以下 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: 22052- 2459421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0557-51-0888 従業員数 39人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 2460921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0557-51-0888 従業員数 21人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22052- 2464821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0557-51-0888 従業員数 4人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 2465221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0557-51-0888 従業員数 6人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 2466521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0557-51-0888 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 ホームヘルパー２級 就業場所: 

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

求人番号: 22052- 2467421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0557-53-3838 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 2441321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県伊東市池８９３－７６

月給 (2)16時30分～21時00

180,000円～190,000円

静岡県伊東市富戸１２１９－５

【こもれびホームヘルプ】

117

保養所でのレストラ
ン接客・配膳兼料理
補助【伊豆高原】

○レストランでの接客・配膳兼料理補
助のお仕事です。

・夕朝食の配膳業務等
・飲み物、特別料理等の注文受付提供
業務
・片付け、簡易清掃業務等

正社員以外 交替制あり 株式会社　伊豆急コミュニティー
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～10時30分

月給

165,500円～215,500円

静岡県伊東市富戸１２２３－１

【こもれびホームヘルプ】

116

【契約】障がい者
ホームヘルパー（こ
もれびホームヘル
プ）

／
障がいをお持ちの方のご自宅等に伺
い、在宅生活を支援します。
＼
具体的には・・・
・お食事、入浴、排せつ、着替えの介
護等

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　城ヶ崎いこいの里
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時30分

月給 ヘルパーの業務経験

190,500円～240,500円

静岡県伊東市玖須美元和田７２７
－２１４
【グループホームさくら荘】

115

【正規職】障がい者
ホームヘルパー（こ
もれびホームヘル
プ）

／
障がいをお持ちの方のご自宅等に伺
い、在宅生活を支援します。
＼
具体的には・・・
・お食事、入浴、排せつ、着替えの介
護等

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 (2)15時30分～20時30

165,500円～215,500円
又は6時00分～20時30

静岡県伊東市富戸１２２３－１　【こもれび】

114

＼障がい者支援ス
タッフ（グループ
ホームさくら荘）／

＼障がいを持つ方の地域の中の「ふつ
うの暮らし」を支える仕事／

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


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

月給

235,500円～296,500円

静岡県伊東市荻７７２－１
　『特別養護老人ホーム　奥野
苑』

113

看護師【障がい者通
所施設こもれび】

＼障がい者施設が初めてでも問題あり
ません／
・病院勤務や介護施設勤務を経て転職
された方が活躍中です。
・育児が落ち着いた方など働きやすい
環境だと思います。
・土日休み　平時の残業は、ほぼあり

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00分～17時00分

月給 (2)7時00分～16時00分

162,600円～215,500円 (3)10時00分～19時00

静岡県伊東市荻７７２－１
　『特別養護老人ホーム　奥野
苑』

112

介護士【特別養護老
人ホーム奥野苑】
★未経験者歓迎★

特別養護老人ホームにおける、ご利用
者様の日常生活全般の介護及び介助を
行います。
○食事・入浴・排泄等の介助
○ご利用者様の記録作成
○施設行事等の企画運営


正社員以外 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　城ヶ崎いこいの里
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時30分

月給 (2)7時00分～16時00分 介護士として実務経
験のある方170,500円～260,500円 (3)10時00分～19時00

静岡県伊東市富戸１２１９－９
　『いこいの園デイサービスセン
ター』

111

介護福祉士：正社員
【特別養護老人ホー
ム奥野苑】

特別養護老人ホームにおける、ご利用
者様の日常生活全般の介護及び介助を
行います。
○食事・入浴・排泄等の介助
○ご利用者様の記録作成
○施設行事等の企画運営


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 (2)8時45分～17時45分

165,500円～215,500円

静岡県伊東市富戸１２１９－５
　『城ヶ崎いこいの園』

110

介護士　【いこいの
園デイサービスセン
ター】　未経験者歓
迎

高齢者デイサービスセンター（定員２
５名）における、ご利用者様
の介護及び介助を行います。

　〇食事・入浴・排泄等の介助
　〇トイレ誘導、レクリエーション活
動等の支援

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　城ヶ崎いこいの里
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時30分～16時30分

月給 (2)7時00分～16時00分 ・介護士として３年
以上の実務経験があ
る方

170,500円～260,500円 (3)9時30分～18時30分

静岡県伊東市富戸１２１９－５
『特別養護老人ホーム城ヶ崎いこ
いの園』

109

介護福祉士：正社員
【城ヶ崎いこいの
園】

特別養護老人ホームにおける、ご利用
者様の日常生活全般の介護及び介助を
行います。
○食事・入浴・排泄等の介助
○ご利用者様の記録作成
○施設行事等の企画運営


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)9時00分～18時00分

月給 (2)8時45分～17時45分 介護施設や病院等で
集団調理の経験があ
れば尚可

180,500円～230,500円 (3)9時45分～18時45分

静岡県伊東市八幡野１０４１

108

調理員　【特別養護
老人ホーム城ヶ崎い
こいの園】

＼特別養護老人ホームにおける調理業
務全般／

ホーム直営厨房で入居者様の食事の準
備、調理をするお仕事です。
栄養士が立てた献立をもとに調理して
いただきます。

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　城ヶ崎いこいの里
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～16時00分

月給 (2)12時00分～21時00

239,100円～304,100円

静岡県伊東市湯川１－８－６　２
Ｆ
さかなや道場　伊東駅前店

107

旅館・接客業務 旅館業務全般のお仕事です。（客室清
掃業務を除く）
○チェックイン、チェックアウト

○食事フロアーのサービス及び清掃



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

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

230,000円～280,000円 (3)21時00分～6時00分

静岡県伊東市寿町１番１号
伊東園ホテル松川館

106

飲食店　正社員／伊
東市／さかなや道場

★時間と鮮度にこだわって仕入れた旬
の魚を、刺身をはじめ素材を　活かし
た料理で提供する業態です。
★店長候補として接客・調理・発注・
現金管理・衛生管理・シフト　管理な
ど行います。
★飲食店で勤務経験ある方大歓迎！！

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

月給

236,060円～236,060円
又は6時00分～22時00

105

地域限定契約社員／
サービススタッフ
（伊東園ホテル松川
館）

フロント、レストラン、予約、客室清
掃等、業務全般をお願いします。
具体的には、
フロント・予約：チェックイン、
チェックアウトの手続き、予約対応、
その他お客様対応等
レストラン：料理の補充、下膳、お客

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

9/14



【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10月7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: 0557-53-3838 従業員数 21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- 2442621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-52-0221 従業員数 50人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 2472821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-52-0221 従業員数 50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: 22052- 2455721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 36時間

     TEL: 0557-36-9069 従業員数 15人

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

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22052- 2478921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0557-37-2276 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝 歯科技工士 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: 22052- 2451621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-37-2626 従業員数 436人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 2511521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 15時間

     TEL: 0557-37-2626 従業員数 436人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 助産師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 2519821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 25時間

     TEL: 0557-37-2626 従業員数 436人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 日祝他 薬剤師 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 2521321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 0557-37-2626 従業員数 436人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 作業療法士 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 2523921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0557-37-2626 従業員数 436人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 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- 2526721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0557-37-2626 従業員数 436人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 ドクターズクラーク
（医師事務作業補助

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 2528221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0557-51-1115 従業員数 94人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 2502221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-51-1115 従業員数 87人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 2503521 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 ※植物育成に関する
学科を卒業、又は造
園関係の経験、知識

190,000円～210,000円

静岡県伊東市富戸１３１７－１３
　伊豆シャボテン動物公園

130

植物育成管理【伊豆
シャボテン動物公
園】

伊豆シャボテン動物公園での植物育成
管理業務です。
次の各業務を行います。

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

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

月給 (2)8時35分～16時20分 動物関係でなくても
何らかのパフォーマ
ンス等の経験がある

190,000円～210,000円

静岡県伊東市岡１９６－１

129

アニマルショース
タッフ（伊豆シャボ
テン動物公園）

伊豆シャボテン動物公園での動物パ
フォーマンス・アニマルショー担当ス
タッフの募集です。

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

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

日給 (2)8時30分～12時30分

154,560円～176,400円

静岡県伊東市岡１９６－１

128

医師事務（ドクター
ズクラーク）

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

※制服貸与

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 公益社団法人　地域医療振興協会　　伊東市民病院
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時00分

日給 (2)8時30分～12時30分

154,560円～176,400円

静岡県伊東市岡１９６－１

127

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

○各種データの入力
○物品の管理及び手配

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 公益社団法人　地域医療振興協会　　伊東市民病院
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時00分

月給 (2)8時30分～12時30分

194,200円～253,900円 (3)13時00分～17時00

静岡県伊東市岡１９６－１

126

作業療法士　★急募
★

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

★業務未経験、ブランクのある方の応

正社員 変形（1ヶ月単位） 公益社団法人　地域医療振興協会　　伊東市民病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給 (2)8時30分～12時30分

237,800円～287,200円

静岡県伊東市岡１９６－１

125

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 公益社団法人　地域医療振興協会　　伊東市民病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給 (2)16時30分～1時00分

212,100円～264,500円 (3)0時30分～9時00分

静岡県伊東市岡１９６－１

124

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 公益社団法人　地域医療振興協会　　伊東市民病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給 (2)16時30分～1時00分

212,100円～264,500円 (3)0時30分～9時00分

静岡県伊東市中央町８－１０

123

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 公益社団法人　地域医療振興協会　　伊東市民病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給

196,000円～276,000円

本社（静岡県伊東市音無町５－
６）
または、伊豆介護センター　熱海
（熱海市緑ガ丘９－７）

122

歯科技工士 ●本社工場における歯科技工士業務全
般
（Ｃｒ．Ｂｒ．義歯．デジタルＣＡＤ
／ＣＡＭ）
得意先顧客（歯科医院）の指示書に
従って、義歯・補綴物の製作・加工を
行います。

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　アートデンタルラボラトリー
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給 (2)8時30分～17時30分

270,000円～330,000円 (3)9時00分～18時00分

茄子のはな（伊東市池６３５－１
３５）
月のうさぎ（伊東市富戸１２９９
－３）の何れか

121

介護支援専門員（ケ
アマネジャー）【伊
東・熱海】

◎ケアマネジメント業務全般
居宅介護支援利用者様に対する介護
サービス計画の策定、および
相談業務を行います。
要介護認定の申請代行、訪問調査も行
います。
　

正社員 交替制あり 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

月給 予約システム操作、
接客の経験があれば
尚可、ブランクが

206,200円～208,600円
又は8時00分～19時30

『絶景の癒しの湯宿　茄子のは
な』
『絶景の離れの宿　月のうさぎ』

120

フロント・予約受付 フロント係として予約受付、電話応
対、会計、予約システム操作、
事務処理をメインに行います。
運転免許をお持ちの方には、お客様の
送迎、また客室、設備の
不具合発生時の対応もお願いすること
があります。

正社員 変形（1ヶ月単位） 有限会社　茄子のはな『絶景の癒しの湯宿　茄子のはな』『絶景の離れの宿　月のうさぎ』『絶景の癒しの湯宿　箱根　星のあかり』
雇用期間の定めなし (1)9時00分～19時00分

月給 調理経験

270,000円～350,000円
又は7時00分～21時00

静岡県伊東市八幡野１２８３－３６

119

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

実際の調理に関する作業
（仕込み～調理～盛り付け、等）
○夕食（創作料理）

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

月給 (2)16時00分～20時30

180,000円～190,000円118

保養所でのレストラ
ン接客・配膳【伊豆
高原】

○レストランでの接客・配膳のお仕事
です。

・夕朝食の配膳業務等
・飲み物、特別料理等の注文受付提供
業務
・片付け、簡易清掃業務等

正社員以外 交替制あり 株式会社　伊豆急コミュニティー
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～10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10月7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 87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: 22052- 2532921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0557-53-5311 従業員数 12人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 2508121 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 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- 2510221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-48-1443 従業員数 102人

年　　齢: 61歳以下 休　　日： 土日他 介護支援専門員（ケ
アマネージャー）

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22052- 2484321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-48-1443 従業員数 42人

年　　齢: 61歳以下 休　　日： 土日他 言語聴覚士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22052- 2485621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0557-48-1443 従業員数 42人

年　　齢: 61歳以下 休　　日： 他 ホームヘルパー２級 就業場所: 

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

求人番号: 22052- 2486921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-48-1443 従業員数 16人

年　　齢: 61歳以下 休　　日： 土日他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22052- 2487121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0557-48-1443 従業員数 16人

年　　齢: 61歳以下 休　　日： 土日他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22052- 2488021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0557-48-1443 従業員数 16人

年　　齢: 61歳以下 休　　日： 土日他 准看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22052- 2489721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0557-48-1443 従業員数 18人

年　　齢: 18歳～61歳 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 7人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22052- 2490521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0557-48-1443 従業員数 18人

年　　齢: 18歳～61歳 休　　日： 他 准看護師 就業場所: 

採用人数: 7人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22052- 2491421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0557-48-1443 従業員数 65人

年　　齢: 18歳～61歳 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

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

求人番号: 22052- 2492321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間 ホームヘルパー２級

     TEL: 0557-48-1443 従業員数 42人

年　　齢: 61歳以下 休　　日： 土日他 理学療法士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 作業療法士

求人番号: 22052- 2493621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

静岡県伊東市渚町５－３８
【看護小規模多機能型居宅介護施
設】

月給

250,000円～370,000円

静岡県伊東市渚町５－３８

143

理学療療法士　作業
療法士（訪問看護、
施設内）

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

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

月給 (2)7時00分～16時00分

213,000円～418,000円 (3)10時30分～19時30

静岡県伊東市川奈１２５７－２０
【住宅型有料老人ホーム　ナース
の森】

142

介護職　【看護小規
模多機能施設】

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

○他に訪問介護業務を行っていただく

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

月給 (2)10時00分～19時00

250,000円～370,000円 (3)16時00分～9時00分

静岡県伊東市川奈１２５７－２０
【住宅型有料老人ホーム　ナース
の森】

141

准看護師　【住宅型
有料老人ホーム
ナースの森】

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

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

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

月給 (2)10時00分～19時00

280,000円～400,000円 (3)16時00分～9時00分

静岡県伊東市渚町５－３８
【看護小規模多機能型居宅介護施
設】

140

正看護師　【住宅型
有料老人ホーム
ナースの森】

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

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

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

月給

250,000円～370,000円

静岡県伊東市渚町５－３８
【看護小規模多機能型居宅介護施
設】

139

看護小規模多機能型
施設の看護業務（准
看護師）

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

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

月給

280,000円～400,000円

静岡県伊東市渚町５－３８
【看護小規模多機能型居宅介護施
設】

138

看護小規模多機能型
施設の看護業務（正
看護師）

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

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

月給

280,000円～400,000円

静岡県伊東市渚町　５－３８

137

訪問看護（正看護
師）

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

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

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

月給

231,000円～386,000円

静岡県伊東市渚町５－３８
【看護小規模多機能型居宅介護施
設】

136

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


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

月給

250,000円～370,000円

静岡県伊東市宇佐美１９３６‐２

135

言語聴覚士（訪問看
護、施設内によるリ
ハビリ業務）

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

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

月給

255,000円～355,000円

静岡県伊東市八幡野１６６６－４

134

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

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

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

月給 店長、マネジャー、
課長等のマネジメン
ト経験がある方

225,907円～304,106円
又は9時15分～19時00

静岡県伊東市八幡野１６６６－４

133

【店舗マネージャ】
観光体験施設・レス
トラン／伊豆高原

◇陶芸体験・アート体験・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。
◇マネジメント経験を伊豆で活かした
い方を募集します。

＊予約、販売、運営、労務管理、教育

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

182,463円～234,596円

静岡県伊東市富戸１３１７－１３
　伊豆シャボテン動物公園

132

レストランスタッフ
／観光施設／伊豆高
原

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

＊レストランのホール接客、洗い場、

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

月給 (2)8時35分～16時20分

190,000円～210,000円131

植物育成管理【伊豆
シャボテン動物公
園】

伊豆シャボテン動物公園での植物育成
管理業務です。
次の各業務を行います。

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

正社員 変形（1年単位） 株式会社　伊豆シャボテン公園
雇用期間の定めなし (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10月7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: 0557-51-0752 従業員数 3人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 2546521 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-38-2500 従業員数 6人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22052- 2470021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 110人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 2530321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 240人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 2531621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 110人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 2533121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 110人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 2534021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 128人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 日商簿記２級 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 簿記実務検定２級

求人番号: 22052- 2535721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 128人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 2536821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 128人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 第三種電気主任技術
者

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 2537221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 128人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 建築物環境衛生管理
技術者

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 2538521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 128人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 2539421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 128人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 2541121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 0557-37-6554 従業員数 41人

年　　齢: 21歳～62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： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 2440421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

静岡県伊東市南町１－３－２

その他

210,000円～210,000円

静岡県伊東市湯川５７２－１２
ホテルサンハトヤ

156

タクシー乗務員 タクシーでお客様を目的地まで安全に
お送りする運転業務
＊地域・個人宅への送迎業務（主に伊
東市内）
＊日報の作成
＊その他付随業務　等　


正社員 変形（1ヶ月単位） 共立自動車　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～3時00分

月給

184,400円～210,000円

静岡県伊東市湯川５７２－１２
「ホテルサンハトヤ」

155

和食調理（見習い
可）【ホテルサンハ
トヤ】

調理長の指示のもと和食調理全般の仕
事です。

○仕込み・調理・清掃　等

※食材の運搬に軽トラックの運転業務
（ＭＴ車）もあります

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

月給

184,400円～194,400円

静岡県伊東市湯川５７２－１２
　サンハトヤ

154

浴場係【ホテルサン
ハトヤ】

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

正社員 変形（1年単位） 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めなし (1)8時00分～19時00分

月給 (2)17時00分～8時00分

300,000円～300,000円

静岡県伊東市湯川５７２－１２
　ホテルサンハトヤ

153

電気部管理職【課
長】（ホテルサンハ
トヤ）

電気・ガス・ボイラー等の保守、管理
や設備のメンテナンスの仕事です。
○電気メーターの記録・管理・保守点
検
○ホテル内の水質検査
○温泉・ボイラーの温度管理
○保守点検の記録

正社員 変形（1年単位） 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)17時00分～8時00分

330,000円～330,000円

静岡県伊東市湯川５７２－１２
『ホテルサンハトヤ』内　予約セ
ンター

152

電気部管理職【課
長・電気主任技術
者】（ホテルサンハ
トヤ）

電気・ガス・ボイラー等の保守、管理
や設備のメンテナンスの仕事です。
○電気メーターの記録・管理・保守点
検
○ホテル内の水質検査
○温泉・ボイラーの温度管理
○保守点検の記録

正社員 変形（1年単位） 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)9時00分～19時00分

240,000円～240,000円

静岡県伊東市湯川５７２－１２
　サンハトヤ

151

予約センター業務
【係長】（ホテルサ
ンハトヤ）

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

正社員 変形（1年単位） 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めなし (1)8時00分～18時00分

月給 経理等の経験

260,000円～280,000円

『ハトヤホテル』（伊東市岡１３９１）

150

経理管理職【課長】
（ホテルサンハト
ヤ）

○宿泊料金の精算
○入出金の管理
○銀行入金
○給与振込
○決算処理
○税金申告
○その他、社有車を使用しての外出用

正社員 変形（1年単位） 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めなし (1)7時30分～18時00分

月給 (2)15時00分～21時00

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

『ハトヤホテル』　（静岡県伊東市岡１３９１）

149

部屋係【ハトヤホテ
ル】

○お客様のお出迎え、ご案内

○夕食・朝食等の接客対応
　（概ね、お食事処における対応とな
ります）

○お部屋の準備、等

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

月給 (2)16時00分～21時00

194,400円～204,400円

『ハトヤホテル』（伊東市岡１３９１）

148

売店【ハトヤホテ
ル】

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

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

月給 (2)13時30分～22時30

194,400円～240,000円

静岡県伊東市岡１３９１
【ハトヤホテル】

147

設備管理（施設課未
経験者可）【ハトヤ
ホテル】

電気・ガス・ボイラー等の保守、管理
や設備のメンテナンスの仕事です。
○電気メーターの記録・管理・保守点
検
○ホテル内の水質検査
○温泉・ボイラーの温度管理
○保守点検の記録

正社員 変形（1年単位） 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 (2)12時00分～22時00 総務等の経験

260,000円～280,000円
又は8時00分～22時00

静岡県伊東市湯川３－１１－２　サンタイビル４Ｆ

146

総務管理職【課長】
（ハトヤホテル）

○従業員の労務管理
　入社時間・退社時間等の管理
　パート・アルバイトの管理
　労働保険・社会保険などの事務手続
き
　健康診断に関する手続き
○会社行事等の管理

正社員 変形（1年単位） 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めなし (1)8時00分～18時00分

月給

215,000円～367,000円

静岡県伊東市八幡野１７５９－４２１

145

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

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

日給

230,000円～322,000円144

防水・建設塗装 防水工事・建築塗装工事全般
（足場の設置作業はありません）

※会社に集合し乗り合わせて各現場に
向かいます。
（現場は東伊豆～伊東市内が主となり
ます）

正社員 大久保防水塗装
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年10月7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: 0557-45-1221 従業員数 53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- 2475421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-45-1221 従業員数 53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 なし

求人番号: 22052- 2476321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-45-1221 従業員数 53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 なし

求人番号: 22052- 2479121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-45-1221 従業員数 53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- 2481221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-45-1221 従業員数 53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- 2482521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-45-1221 従業員数 53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 なし

求人番号: 22052- 2540921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-45-1221 従業員数 53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 なし

求人番号: 22052- 2452921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-45-1221 従業員数 53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- 2456821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-37-3415 従業員数 120人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 木他 準中型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり 中型自動車免許

求人番号: 22052- 2545221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-37-9327 従業員数 29人

年　　齢: 不問 休　　日： 火水他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22052- 2544821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 8時間

     TEL: 0557-54-9988 従業員数 150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: 22052- 2445021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 4時間

     TEL: 0557-54-9988 従業員数 150人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 栄養士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 2446721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-85-5661 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： なし 時間外 なし

求人番号: 22050- 7207921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県伊東市富戸８９０番地の１

月給

190,000円～190,000円

静岡県伊東市八幡野１０２７

169

（請）リゾートマン
ション管理人

リゾートマンションの管理人業務にな
ります。

・大浴場・屋外プール等共用部分清掃
・受付業務
・巡回
・設備の目視点検、照明の点検・交換

正社員以外 日本ハウズイング株式会社　熱海営業所
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

月給 (2)10時00分～19時00

195,365円～200,440円 (3)8時00分～17時00分

静岡県伊東市八幡野１０２７

168

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

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

月給 (2)7時00分～16時00分 介護職経験者

220,650円～230,900円 (3)10時00分～19時00

静岡県伊東市玖須美元和田７２９－３６

167

介護福祉士【生活
サービス課】

高齢者コミュニティ（有料老人ホー
ム）において、入居者の皆様の日常生
活をサポートします。
〇生活援助（居室の清掃などの家事援
助
　　　　　　入浴・食事・着替え・排
せつ・服薬等の介助）

正社員 交替制あり 一般財団法人　日本老人福祉財団　伊豆高原〈ゆうゆうの里〉
雇用期間の定めなし (1)8時45分～17時45分

月給 (2)9時00分～18時00分

180,000円～180,000円

静岡県伊東市玖須美元和田７３０－４８

166

一般事務【育休代
替】

○パソコン入力作業（日報の入力、請
求書作成、等）
○宅配便受付（窓口に届けられた荷物
の受付）
○電話受付
○荷物の荷造り（段ボール類への荷造
り）

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 白岩運輸株式会社
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

241,400円～279,400円

静岡県伊東市吉田１００６番地

165

ルート配送 ○お得意様（旅館・ホテル）にシー
ツ・浴衣等のリネン品の集配を行う仕
事です。

○集配の範囲は伊豆半島全域ですが、
決められたルートがあります。


正社員 株式会社　伊豆リネンサプライ
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

180,000円～400,000円
又は6時00分～21時00

静岡県伊東市吉田１００６番地

164

ホテル内レストラン
接客業務

当社（サザンクロスリゾートホテル・
ゴルフ場）のレストランの接客業務・
レストランの接客のご案内・注文、配
膳、片付け、清掃等

朝食：ビュッフェ形式
昼食：定食などのランチメニュー

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　サザンクロス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給

180,000円～400,000円
又は6時00分～21時00

静岡県伊東市吉田１００６番地

163

レストラン調理 レストランでの調理業務

ホテルレストランでの調理の業務で
す。

朝食：ビュッフェ形式
昼食：定食などのランチメニュー

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　サザンクロス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給

161,346円～400,000円

静岡県伊東市吉田１００６番地

162

ナイトフロント業務 当社サザンクロスリゾート（ホテル、
ゴルフ場）における業務

●ナイトフロント業務　
夜間のチェックイン、チェックアウト
受付
宿泊のお客様の対応

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　サザンクロス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)21時00分～8時00分

月給 (2)7時00分～15時00分

170,000円～400,000円 (3)8時00分～16時00分

静岡県伊東市吉田１００６番地

161

ゴルフ場内スタート
接客業務　【正社
員】

「サザンクロスカントリークラブ」の
ゴルフスタート課の接客業務全般
○プレーヤーのご案内
○スタート時間、プレーの流れの管理
○カートの管理
○ゴルフバックの受け渡し　等

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　サザンクロス
雇用期間の定めなし (1)6時00分～14時00分

月給

180,000円～400,000円
又は6時00分～21時00

静岡県伊東市吉田１００６番地

160

ホテル内レストラン
接客業務　【正社
員】

当社（サザンクロスリゾートホテル・
ゴルフ場）のレストランの接客業務・
レストランの接客のご案内・注文、配
膳、片付け、清掃等

朝食：ビュッフェ形式
昼食：定食などのランチメニュー

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　サザンクロス
雇用期間の定めなし (1)6時00分～14時00分

月給

180,000円～400,000円
又は6時00分～21時00

静岡県伊東市吉田１００６番地

159

レストラン調理
【正社員】

レストランでの調理業務

ホテルレストランでの調理の業務で
す。

朝食：ビュッフェ形式
昼食：定食などのランチメニュー

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　サザンクロス
雇用期間の定めなし

月給 (2)8時00分～16時00分

180,000円～400,000円 (3)13時00分～21時00
又は7時00分～0時00分

静岡県伊東市吉田１００６番地

158

フロント接客業務
【正社員】

当社サザンクロスリゾート（ホテル、
ゴルフ場）における業務

●フロント接客業務　
・チェックイン、チェックアウト業務
（受付・精算）　
・お客様の館内案内

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　サザンクロス
雇用期間の定めなし (1)7時00分～15時00分

月給 電話応対と簡単なＰ
Ｃ入力作業180,000円～400,000円

又は9時00分～17時00

157

一般事務　【正社
員】

一般事務（データ入力、資料作成、
メール・電話対応）、等

※パソコンを使用します。

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　サザンクロス
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時00分
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年10月7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: 0557-32-1563 従業員数 34人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22052- 2543721 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-53-5557 従業員数 141人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 2483421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0562-93-0151 従業員数 15人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 23030-20783421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0562-93-0151 従業員数 15人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 23030-20795121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0562-93-0151 従業員数 15人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 23030-20846521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

静岡県伊東市富戸１１０５－２５
「グループホーム伊東」

月給 (2)10時00分～19時00

170,000円～200,000円 (3)17時00分～10時00

静岡県伊東市富戸１１０５－２５
「グループホーム伊東」

174

介護職（グループ
ホーム伊東）

＜介護業務＞

　利用者様の介護等

　・食事、入浴、トイレ介助等
　・レクリエーション等


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

月給 (2)10時00分～19時00

175,000円～230,000円 (3)17時00分～10時00

静岡県伊東市富戸１１０５－２５
「グループホーム伊東」

173

介護職リーダー（グ
ループホーム伊東）

・職員における教育、指導
・施設内における仕組み作り

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

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

月給 (2)10時00分～19時00 実務経験者優遇

230,000円～360,000円 (3)17時00分～10時00

○赤沢温泉ホテル（伊東市赤沢浮
山１６３－１）
○赤沢迎賓館　　（伊東市八幡野
１７５４－１１４－３）

172

管理者候補（グルー
プホーム伊東）

〈　事務所の運営及び労務管理事務等
〉

　・利用者様及びご家族との調整相談
業務等

　・スタッフのフォロー等

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

月給 (2)13時30分～22時00

180,000円～300,000円
又は6時00分～22時00

静岡県伊東市大原二丁目１番１号

171

【正社員】ホテル
フロント・レストラ
ンスタッフ

『赤沢温泉ホテル』または『赤沢迎賓
館』における
フロント及びレストラン業務全般をお
願い致します。
★フロントサービス全般
★レストランサービス全般


正社員 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なし (1)8時00分～16時30分

月給

145,148円～145,148円
又は9時00分～17時00
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事務（課内庶務業
務）【会計年度任用
職員】

高齢者福祉課職員の給与や休暇等の処
理をする事務仕事です。
パソコンで簡単なエクセルとワードを
使用する作業があります。

電話対応等もあります。


正社員以外 伊東市役所　高齢者福祉課
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～16時30分
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