
【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年11月7日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 0557-67-4156 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 準中型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7300421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 0557-67-1899 従業員数 5人

年　　齢: 不問 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 なし

求人番号: 22050- 7276021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-67-7077 従業員数 12人

年　　齢: 69歳以下 休　　日： 他 ２級土木施工管理技
士

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- 7267121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0465-62-1463 従業員数 5人

年　　齢: 35歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 14070- 4469921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 26時間

     TEL: 0557-81-8211 従業員数 17人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7744521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-81-8211 従業員数 17人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7745421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-81-8211 従業員数 17人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7746321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-81-8211 従業員数 17人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7747621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 048-444-8890 従業員数 5人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 11010-15053521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 27時間

     TEL: 0596-43-2059 従業員数 8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- 7973521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-38-3500 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22052- 2656021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-81-2129 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7506921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 055-984-1501 従業員数 40人

年　　齢: 18歳～62歳 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7834321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 30時間

静岡県熱海市相の原町１－２２
熱海営業所

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

静岡県熱海市咲見町７番５７号

13

隔日勤務タクシー乗
務員（ドライバー）
熱海営業所

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

正社員 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

日給 上下水道経験

194,400円～324,000円

静岡県熱海市田原本町１１－１
　ラスカ熱海店

12

上下水道工事 個人宅及び旅館・ホテル・マンション
他の上下水道工事
温泉、給排水、衛生設備工事


　　　　　☆★☆　急　募　☆★☆

正社員以外 株式会社渡辺設備工業
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)10時30分～19時30

216,000円～216,000円

静岡県熱海市田原本町６－３平和通り商店街内

11

販売（フルタイム
パート）【ラスカ熱
海店】

○お菓子の販売・接客
○お菓子ひとつひとつのラベル貼り、
箱折り、
　商品箱詰め、包装、陳列、補充
○商品説明、ご提案
○レジ入力、金銭授受
○簡単なパソコン操作　など

正社員以外 交替制あり 株式会社　石舟庵
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時30分

時給

175,440円～175,440円
又は8時00分～18時00

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

10

接客・販売・簡単な
調理

店頭にてレジを使用しての対面販売。
店舗の清掃や調理器具の準備、洗い
物、後片付け。
お仕事に慣れてきたら簡単な調理（簡
単な揚げ作業）

ご不明な点や詳しいお仕事内容につき

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 空調・衛生設備工事
関係経験者315,000円～410,000円

静岡県熱海市上宿町９－１５

9

空調・衛生技術者
（経験者）／静岡営
業所

ビル等、空調・衛生設備の現場管理、
現場代理人

・主な現場は静岡県内及び神奈川県・
都内

・現場により直行、直帰があります

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

月給

190,000円～350,000円

静岡県熱海市上宿町９－１５

8

【急募】空調設備機
器保守メンテナンス
技術者

＜空調設備機器保守メンテナンス技術
業務＞
◇冷暖房空調取付工事・換気工事
◇設備機器・自動制御の点検整備・保
守メンテナンス
◇機器の点検・整備・調整
◇機器の修理・更新工事

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

月給

190,000円～350,000円

静岡県熱海市上宿町９－１５

7

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

※工事現場は会社から車で１時間圏内

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

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

静岡県熱海市上宿町９－１５

6

【急募】建築設備設
計・積算

◇建築設備の設計と積算

　※上記に付帯する業務全般
　※本社勤務

★☆★　急　募　★☆★

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

月給

190,000円～450,000円

静岡県熱海市泉４１３－３０４
「工場」

5

【急募】建設現場設
備管理者

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


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

日給

221,000円～287,300円

静岡県熱海市下多賀６７７－６

4

溶接　及び　現場取
付　　＊未経験者歓
迎＊

主に金属工事（鉄骨・金物・ステンレ
スなど）の製作及び現場取付を行いま
す。
○ダクト・手摺・階段・架台・下地な
どの製作及び取付
　（設計図を基に、鋼材切断・組立・
溶接・サンダー掛けなどの加　　工作

正社員 変形（1年単位） 有限会社　高橋溶接工業
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

株式会社　関野建設
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 土木作業経験者

237,000円～506,000円
又は8時00分～17時00

静岡県熱海市上多賀１８－１

3

多能工（土木作業
員）

簡単な職人のサポートから始めます。未経験でも大歓迎。建設業に興味があるけれど、ちょっと不安だったあなたにとって、第１歩を踏み出すのにピッタリな仕事です。具体的な仕事　毎朝の道具等の準備、職人に道具を渡す。機械にガソリンを入れる。といった簡単な作業から始めます。その中で職人の作業を見て覚えてください。１年で基礎的なことはできるようになり、早ければ３年で一人前になれます。５人から１０人のチームを組みます。現場はＪＲ東海道新幹線、渋谷駅、品川駅、新宿駅など、日本経済の中心地です。あなたの仕事が世界有数の巨大ターミナル駅を下支えします。現場は直行直帰です。正社員 変形（1年単位） 深澤工業株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

日給

197,600円～395,200円

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

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

静岡県熱海市下多賀４６４－１２

2

建設作業員 建設業全般（主には空調配管、設備配
管、土木等）になります。
重機の運転、足場材の運搬、足場を組
む作業、雑工（軽作業）です。普通自
動車免許所持者はトラックの運転もあ
ります。
※未経験の方歓迎します。

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

日給

172,800円～475,200円

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

建設作業員 基礎工事　外構工事　土木工事 正社員

1/12



【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年11月7日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0557-36-1111 従業員数 61人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 大型自動車第二種免
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- 2636321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30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: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 7388121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-82-2410 従業員数 37人

年　　齢: 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- 7391521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-81-8285 従業員数 68人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7304121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-81-8285 従業員数 68人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7305021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-83-6711 従業員数 12人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 水日他 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- 7628721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0550-89-6633 従業員数 7人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 土日祝他 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： 毎　週 時間外 あり 玉掛技能者

求人番号: 22031- 4002321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0550-89-6633 従業員数 9人

年　　齢: 35歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22031- 4019321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 027-386-3120 従業員数 1人

年　　齢: 44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: 10020-16938221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-95-8080 従業員数 3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: 22110- 3111421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 7時間

     TEL: 054-282-8311 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22010-29615521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 054-282-8311 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22010-29694921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     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- 7353921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

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

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

静岡県熱海市下多賀４７７番地
南あたみ第一病院

26

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

時給

153,600円～153,600円

静岡県熱海市下多賀４７７番地
南あたみ第一病院

25

（請）調理補助　／
熱海市下多賀

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

正社員以外 富士産業　株式会社　静岡事業部
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時30分～19時30

時給

180,600円～206,400円

静岡県熱海市田原本町４－６

24

（請）調理師　／
熱海市下多賀

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

正社員以外 富士産業　株式会社　静岡事業部
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)5時00分～14時00分

月給

185,000円～251,000円

静岡県熱海市田原本町３－４
アルカヤ靴店熱海

23

みやげ・海産物販売
【熱海】

自社工場製造の海産物、みやげ物の販
売。

商品の試食のお勧めやご案内、レジ対
応（バーコード式）、包装、陳列など
行っていただきます。


正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　徳造丸
雇用期間の定めなし (1)9時30分～18時00分

月給 (2)11時00分～19時00

200,000円～250,000円
又は10時00分～19時00

静岡県熱海市伊豆山大黒崎２６８－３３　熱海営業所

22

店頭販売員（熱海）
歩合制※賃金保証あ
り

・国産スニーカー等の接客販売
お客様のご要望を伺い、最適なご提案
をしていただきます。
状況により、集客を上げるため、店頭
での積極的なお声がけなども必要にな
ります。
・レジ打ち業務、簡単なＰＣ作業

正社員 株式会社アルカヤ
雇用期間の定めなし (1)10時00分～18時00

月給

212,650円～236,250円

静岡県熱海市伊豆山字大黒崎２６
８－３３
　熱海営業所

21

配送職（熱海営業
所）

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

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

月給

203,500円～256,000円

静岡県熱海市昭和町９－１０

20

営業職（熱海営業
所）

固定得意先へのルートセールス
キッチン、トイレ、洗面所、浴室等水
廻りの住宅設備機器類及び上下水道用
資材を水道工事店、工務店、リフォー
ム店へ販売しています。
※１ｔ～１．５ｔトラックを使用

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

月給

196,000円～330,000円

静岡県熱海市昭和町２０－５

19

食料・飲料等卸売業 ※固定客への業務用食品、冷凍食品、
油脂、調味料等の配送。
※パソコンの入力に伴う、納品伝票の
作成。


正社員 ワタナベ食品　株式会社
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 (2)9時00分～3時00分

186,000円～189,000円

静岡県熱海市昭和町２０－５

18

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

167,200円～167,200円

静岡県熱海市桜木町７－６

17

固定給タクシー乗務
員（女性専用求人）

＜　養成タクシー乗務員　＞

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

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

月給

186,000円～189,000円
又は0時00分～23時59

静岡県熱海市桜木町７－６

16

タクシ―ドライバー
就職氷河期世代求人

＜タクシー乗務員＞

お迎えに行ったり、駅や待機場所か
ら、目的地までお送りするお仕事で
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～19時00分

月給 普通免許取得後１年
後186,000円～189,000円

又は8時00分～7時59分

静岡県熱海市紅葉ガ丘町１８－４
１
　熱海営業所

15

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

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

月給

175,000円～175,000円14

バス運転士【熱海営
業所】

【路線バス・貸切バスの運転士】
主に熱海地区での路線バス業務となり
ます。
地域の方々の暮らしを支え、お客様を
安全に目的地までお送りすることを第
１に、伊豆エリアの交通手段として欠
かせないサービスを提供しています。

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　東海バス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)5時00分～23時00分
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年11月7日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0557-86-1080 従業員数 9人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 祝他 薬剤師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7748921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 4時間

     TEL: 0557-86-1080 従業員数 10人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7367521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 4時間

     TEL: 0557-45-8198 従業員数 3人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22052- 2585821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0557-45-8198 従業員数 4人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22052- 2587521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3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- 3217921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 6人

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

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり マンション管理士

求人番号: 13080-83055621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 管理業務主任者

     TEL: 03-3505-3020 従業員数 12人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13040-21000122 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 03-3505-3020 従業員数 13人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13040-21004922 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： 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: 14010-50348721 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: 0557-81-5111 従業員数 22人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7851921 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: 64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- 7856221 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 420人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7858421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 3時間

     TEL: 0466-28-3192 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 火他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 14080-14887621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県熱海市海光町１－６
『ライオンズマンション熱海マリ
ンビュー』

月給 (2)8時30分～12時00分

192,160円～192,160円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱海駅前第一ビル７Ｆ

39

マンション管理員
（通勤／熱海市）

＊温泉管理業務（温泉管理・温泉清
掃）、共用部清掃
＊点検立合・受付・事務管理・居住者
対応
　（温泉管理８割・居住者対応２割）
＊８階・６７居室・エレベーター有り
＊毎週火曜日定休、第１・第３水曜日

正社員以外 変形（1年単位） 株式会社　大京アステージ　湘南支店
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

172,000円～183,000円

静岡県熱海市咲見町６－５

38

マンション内受付事
務（未経験可）

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

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

月給 管理職経験者
介護施設での実務経
験あれば尚可

300,000円～350,000円

静岡県熱海市

37

中銀ケアホテル　副
施設長

介護付き有料老人ホーム『中銀ケアホ
テル』
お客様の快適な暮らしをサポートする
ことをメインに、施設全般の管理、お
よび従業員をマネジメントする【副施
設長】を募集します。


正社員 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15分～17時15分

月給

184,000円～184,000円

静岡県熱海市田原本町１１―１　ラスカ熱海３階

36

マンション内レスト
ランサービススタッ
フ

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

月給

265,000円～400,000円

静岡県熱海市渚町２２－１０

35

不動産売買仲介営業
／ラスカ熱海店

リゾート地でテレワークがしたいとい
うお客様からのお問合せが
急増
熱海エリアでの圧倒的なシェア率を誇
るロイヤルリゾート。
売買仲介営業として、ご来店されたお
客様への接客応対、住まいのご紹介・

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

210,000円～210,000円
又は0時00分～23時59

静岡県熱海市渚町１４－１２

34

リゾートホテル運営
スタッフ（熱海Ｏｃ
ｅａｎ）

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


正社員 変形（1年単位） 株式会社　リブ・マックス
雇用期間の定めなし

月給

210,000円～210,000円
又は0時00分～23時59

静岡県熱海市田原本町１１－１
ラスカ熱海３階
当社：ラスカ熱海店

33

リゾートホテル運営
スタッフ（熱海シー
フロント）

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


正社員 変形（1年単位） 株式会社　リブ・マックス
雇用期間の定めなし

月給 接客経験、営業経験
ある方265,000円～400,000円

静岡県熱海市田原本町６－７　角
屋ビル２Ｆ
伊豆太陽ホーム熱海店

32

【急募】リゾート物
件の売買仲介／ラス
カ熱海店（熱海市）

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

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

月給

280,000円～350,000円

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

31

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

時給

180,600円～206,400円
又は9時00分～20時00

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

30

眼鏡販売員：フルタ
イムパート【熱海
店】

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

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

月給 眼鏡店職歴

180,600円～300,000円
又は9時00分～20時00

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

29

眼鏡販売員：正社員
【熱海店】

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

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

月給

170,000円～190,000円

静岡県熱海市中央町１７－１５
Ｋ’Ｓメディカルビル１階
ユーアイ薬局

28

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

月給 (2)9時00分～18時30分

350,000円～500,000円27

薬剤師 調剤業務及び患者への薬剤の説明および投薬 正社員 交替制あり 有限会社ユーアイ
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時00分
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年11月7日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0557-81-5111 従業員数 30人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7469021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 3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: 13090-41970021 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: 13090-41987121 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: 13090-42124721 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: 13090-42133821 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: 13090-42135521 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: 13090-42160421 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: 13090-42246821 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: 13090-42253721 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: 13090-42301521 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: 13090-42306121 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: 13090-42311321 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: 13090-42337421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

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

静岡県熱海市咲見町６－１
アタミシーズンホテル

52

【全国転勤】ホテル
支配人候補（ホテル
大野屋）

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 業界問わず、何らか
のマネジメントの経
験

352,880円～352,880円
又は9時00分～21時00

静岡県熱海市田原本町４－１６
伊東園ホテル熱海館

51

【全国転勤】ホテル
支配人候補（アタミ
シーズンホテル）

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 業界問わず、何らか
のマネジメントの経
験

352,880円～352,880円
又は9時00分～21時00

静岡県熱海市和田浜南町７－２
ウオミサキホテル

50

【全国転勤】ホテル
支配人候補（伊東園
ホテル熱海館）

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 業界問わず、何らか
のマネジメントの経
験

352,880円～352,880円
又は9時00分～21時00

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

49

【全国転勤】ホテル
支配人候補（ウオミ
サキホテル）

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 業界問わず、何らか
のマネジメントの経
験

352,880円～352,880円
又は9時00分～21時00

静岡県熱海市昭和町１０－３３
（熱海金城館）

48

【全国転勤】ホテル
支配人候補（熱海
ニューフジヤホテ
ル）

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 業界問わず、何らか
のマネジメントの経
験

352,880円～352,880円
又は9時00分～21時00

静岡県熱海市和田浜南町３－９
ホテル大野屋

47

【全国転勤】ホテル
支配人候補（熱海金
城館）

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

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）

46

全国転勤／料理長
（調理長）候補／ホ
テル大野屋

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

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

月給 調理実務経験３年以
上が目安352,880円～352,880円

静岡県熱海市田原本町４－１６
伊東園ホテル熱海館

45

全国転勤／料理長
（調理長）候補／ア
タミシーズンホテル

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

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

月給 調理実務経験３年以
上が目安352,880円～352,880円

静岡県熱海市和田浜南町７－２
（ウオミサキホテル）

44

全国転勤／料理長
（調理長）候補／伊
東園ホテル熱海館

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

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

月給 調理実務経験３年以
上が目安352,880円～352,880円

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

43

全国転勤／料理長
（調理長）候補／ウ
オミサキホテル

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

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

月給 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）

42

全国転勤／料理長
（調理長）候補／熱
海ニューフジヤホテ
ル

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

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

月給 調理実務経験３年以
上が目安352,880円～352,880円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱海駅前第一ビル７Ｆ

41

全国転勤／料理長
（調理長）候補／熱
海金城館

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

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

時給 営業事務経験者優遇

1,000円～1,000円40

営業事務スタッフ 営業事務全般 正社員以外 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30分～17時30分
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年11月7日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0557-55-7520 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- 7722921 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- 7725721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-81-8526 従業員数 80人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7859321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 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: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-41800521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-6857-2529 従業員数 60人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13040-25201522 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-6857-2529 従業員数 22人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13040-25207422 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     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: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13040-24872122 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: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13040-24873422 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: 64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: 13040-25008522 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: 64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: 13040-25029222 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     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- 7616621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     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- 7617921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0557-81-5181 従業員数 54人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 7597621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

静岡県熱海市田原本町２－１９

月給

223,800円～233,800円
又は20時00分～7時00

静岡県熱海市網代６２７－３６３

65

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

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

月給 (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

静岡県熱海市渚町２６－１１

64

フロント 温泉旅館「竹林庵みずの」に於ける
・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

194,000円～226,000円

静岡県熱海市水口町２－１３－７７

63

客室係 ・お客様へのお部屋か宴会場に朝食と
夕食を提供（担当階ま
　での料理は内務係が運ぶので廊下か
宴会場までを担当し並べ
　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、

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30分～20時30分

月給 ◆ホテル料飲サービ
ス部門経験　◆接
客・販売経験のある

250,000円～350,000円

静岡県熱海市水口町２－１２－３

62

レストランアシスタ
ントマネージ／亀の
井ホテル熱海（別
館）

●仕事内容
ホテル内レストランでの接客サービス
のお仕事です。通常のサービス業務に
加え、スタッフのシフト管理・教育、
売上・コスト管理等もお願いします。
お客様の旅の目的でもある「食」。美
味しさは無論、かけがえのない時間を

正社員 交替制あり 株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント
雇用期間の定めなし (1)6時00分～22時00分

月給 ◆ホテル料飲サービ
ス部門経験　◆接
客・販売経験のある

250,000円～350,000円
又は6時00分～22時00

静岡県熱海市水口町２－１３－７７

61

レストランアシスタ
ントマネージ／亀の
井ホテル熱海（本
館）

●仕事内容
ホテル内レストランでの接客サービス
のお仕事です。通常のサービス業務に
加え、スタッフのシフト管理・教育、
売上・コスト管理等もお願いします。
お客様の旅の目的でもある「食」。美
味しさは無論、かけがえのない時間を

正社員 交替制あり 株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント
雇用期間の定めなし

月給 ◆ホテル料飲サービ
ス部門経験　◆店
長・マネージャー経

350,000円～450,000円
又は6時00分～22時00

静岡県熱海市水口町２－１２－３

60

レストランマネー
ジャー（責任者）／
亀の井ホテル熱海－
別館

●仕事内容
【レストランマネージャー（責任者）
候補】募集！通常の接客サービス業務
に加え、スタッフのシフト管理・教
育、売上・コスト管理等々レストラン
運営業務全般をお任せします。ご経験
者はもちろん、責任者としてキャリア

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

月給 ◆ホテル料飲サービ
ス部門経験　◆店
長・マネージャー経

350,000円～450,000円
又は6時00分～22時00

静岡県熱海市水口町２－１３－７７

59

レストランマネー
ジャー（責任者）／
亀の井ホテル熱海－
本館

●仕事内容
【レストランマネージャー（責任者）
候補】募集！通常の接客サービス業務
に加え、スタッフのシフト管理・教
育、売上・コスト管理等々レストラン
運営業務全般をお任せします。ご経験
者はもちろん、責任者としてキャリア

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

月給 接客経験者優遇／未
経験歓迎200,000円～300,000円

静岡県熱海市水口町２－１２－３

58

レストランサービス
スタッフ／亀の井ホ
テル熱海（別館）

●仕事内容
ホテル内レストランでの接客サービス
のお仕事です。お席へのご案内、メ
ニュー説明、オーダーテイク、料理や
飲み物のご提供ほか、予約対応や
キャッシャー業務、セッティング、片
付けなど料飲サービス業務全般をお願

正社員 交替制あり 株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント
雇用期間の定めなし (1)6時00分～22時00分

月給 年齢学歴不問／接客
経験者優遇／未経験
歓迎

200,000円～300,000円

静岡県熱海市昭和町１０－３３
（熱海金城館）

57

レストランサービス
スタッフ／亀の井ホ
テル熱海（本館）

●仕事内容
ホテル内レストランでの接客サービス
のお仕事です。お席へのご案内、メ
ニュー説明、オーダーテイク、料理や
飲み物のご提供ほか、予約対応や
キャッシャー業務、セッティング、片
付けなど料飲サービス業務全般をお願

正社員 交替制あり 株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント
雇用期間の定めなし (1)6時00分～22時00分

月給

272,570円～272,570円

静岡県熱海市林ガ丘町７－１

56

【正社員】ホテル
サービススタッフ／
熱海金城館

お客様に楽しんでいただけるようなホ
テル運営をお任せいたします。フロン
ト業務、レストラン業務、予約業務、
客室清掃業務等、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、

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～22時00分

月給

184,200円～184,200円

静岡県熱海市桃山町

55

フロントスタッフ 予約業務を全般にカウンター越しでの
お客様対応　等

・電話対応（予約、案内）
・チェックイン、チェックアウト対応
・会計（精算）業務
・館内における諸案内板等の作成

正社員 変形（1ヶ月単位） 関西観光開発　株式会社　大観荘
雇用期間の定めなし (1)7時30分～19時30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、

200,055円～300,087円

静岡県熱海市水口町７番１号

54

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。

200,055円～350,002円53

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ま
す。　　　　　　　　　　　主にはＷ
ＥＢ対応、各施設への伝達、ＰＣ入力

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
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年11月7日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0557-81-3561 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- 7651121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     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- 7560421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     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- 7564121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-81-0345 従業員数 38人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7488221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 28時間

     TEL: 0557-81-0345 従業員数 38人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7489521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 28時間

     TEL: 0557-55-7520 従業員数 113人

年　　齢: 18歳～59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- 7453821 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 マンション管理士

求人番号: 13010- 3512522 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-83-2841 従業員数 40人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7400921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-83-2841 従業員数 40人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7401121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-83-2841 従業員数 40人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7402021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 0557-83-2841 従業員数 40人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7404821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 0557-67-2643 従業員数 36人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7271421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-55-7008 従業員数 10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- 7220421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

静岡県熱海市上多賀１０２７－７９

月給 (2)13時00分～22時00 調理の実務経験

250,000円～300,000円

静岡県熱海市網代６２７－３６３

78

料理人 調理業務全般に従事していただきま
す。

料理全般の仕込み・下処理、調理・盛
り付け、片付けといった基本の調理業
務から、レシピ考案や季節限定メ
ニューの考案まで。　　これまで調理

正社員 変形（1ヶ月単位） イヴレスホスピタリティ合同会社　ＵＭＩＴＯ　ＶＯＹＡＧＥ　ＡＴＡＭＩ
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 大工・建築の経験
（木工）190,000円～400,000円

静岡県熱海市和田町６－１７

77

営繕 温泉旅館「竹林庵みずの」
【客室数１４】の営繕部門を担当して
いただきます。
　
主に、建物の修繕や模様替え、大工仕
事に関連する業務です。
その他の業務として、庭の手入れ、物

正社員 変形（1ヶ月単位） 有限会社みずの観光
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

198,466円～275,721円

静岡県熱海市和田町６－１７

76

接客係 ＜接客係業務＞
下記業務を担当していただきます。
・お客様のお出迎え、お見送りをして
いただきます。　　　　　　・食事処
での料理配膳をしていただきます。
・部屋準備（アメニティ等）、片付け
をしていただきます。　　　・その他

正社員 変形（1ヶ月単位） あたみ石亭
雇用期間の定めなし (1)7時30分～21時00分

月給

185,549円～219,870円

静岡県熱海市和田町６－１７

75

内務 ＜内務業務＞
下記業務を担当していただきます。
・料理運搬（厨房からメインダイニン
グへの運搬）　　　　　　　・布団の
上げ下げ
・風呂清掃業務等
・未経験者可

正社員 変形（1ヶ月単位） あたみ石亭
雇用期間の定めなし (1)7時00分～21時00分

月給 調理人経験の有る方
尚可187,738円～329,450円

静岡県熱海市和田町６－１７

74

調理 ＜調理業務＞
下記業務を担当していただきます。
・京風懐石料理の調理、仕込み
（焼き物、揚げ物、お造り等の調理、
仕込み）　　　　　　　　　・夕、朝
食の調理
・１回につき約４０食程度を調理

正社員 変形（1ヶ月単位） あたみ石亭
雇用期間の定めなし (1)7時00分～21時00分

月給

207,010円～278,926円

静岡県熱海市田原本町９－１
自社施設
東京都千代田区有楽町２丁目１０
－１

73

フロント ＜フロント業務＞
下記業務を担当していただきます。
・予約受付、部屋の手配
・チェックイン、チェックアウト業務
・お客様の出迎え
・お客様のお車の移動
・電話応対

正社員 変形（1ヶ月単位） あたみ石亭
雇用期間の定めなし (1)8時00分～19時00分

月給 マンション管理業務
（理事会・総会対応
等）経験２年以上

375,000円～406,250円
又は9時00分～18時00

静岡県熱海市水口町１１番４８号

72

マンション管理フロ
ント職（部長クラ
ス）熱海・東京・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．建物の維持・保全に関する提案
４．部下の育成及びマネジメント

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 宿泊、販売、営業な
ど接客業務経験200,026円～350,108円

静岡県熱海市東海岸町９番１１号

71

ナイトフロント（ふ
ふ熱海）

夜間の接客、管理業務をお願いいたし
ます。
ナイトスタッフの具体的な業務は、売
上集計、翌日のアウト準備、フロント
業務、館内巡回やお客様対応、清掃等
です。

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)21時00分～9時00分

月給 (2)6時30分～16時30分

250,000円～250,000円 (3)9時00分～16時30分

静岡県熱海市東海岸町９番１１号

70

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

・到着時のお茶の接待
・夕食時の料理出し、サービス業務
・布団の上げ下ろし

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

月給 (2)9時00分～16時30分

250,000円～250,000円

静岡県熱海市渚町２６－１１

69

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

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

月給

193,000円～226,000円

静岡県熱海市渚町２６－１１

68

客室係 ・お客様への、お部屋か宴会場に朝
食、夕食を提供（担当階ま
　での料理は内務係が運ぶので廊下か
宴会場までを担当し並べ
　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、

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15分～20時30分

月給

183,000円～200,000円

静岡県熱海市渚町２６－１１

67

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00分

月給

189,000円～236,000円66

フロント・フロント
会計係（売店・喫茶
の手伝などあり）

・旅館フロントでのお客様への当館の
ご宿泊に関する説明など
　接客対応
・予約や問い合わせの電話対応、受付
等
・フロント会計、精算業務
・旅行会社の会議出席など

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)7時30分～20時00分

6/12



【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年11月7日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0557-86-2666 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- 7798121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-86-5400 従業員数 15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- 7809421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 8時間

     TEL: 052-222-7377 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 23020-68572121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 052-222-7377 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 23020-68577521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 03-6833-5064 従業員数 11人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13040-23256222 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-3505-3042 従業員数 5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: 13040-21076422 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 03-3505-3042 従業員数 6人

年　　齢: 18歳～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: 13040-21078822 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 03-3505-3042 従業員数 5人

年　　齢: 18歳～59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: 13040-21139122 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 03-3505-3042 従業員数 6人

年　　齢: 18歳～59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: 13040-21140822 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 03-6833-5064 従業員数 11人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13040-19802622 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0120-911-045 従業員数 13人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 14100-10778721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 27時間

     TEL: 0120-911-045 従業員数 13人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 14100-10781321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 27時間

     TEL: 0557-52-3180 従業員数 25人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 14090-14111721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

静岡県熱海市銀座町８－８
おさかな食堂

月給 魚を捌くことできる
方。
飲食店、鮮魚店での

250,069円～350,096円
又は8時00分～21時00

静岡県熱海市咲見町４－６
熱海温泉ホテル「夢いろは」

91

料理長候補 海鮮丼ぶりを中心とした飲食店にて、
・魚の捌き
・仕込み
・オーダー調理
・食材管理
・衛生管理
・スタッフ教育

正社員以外 株式会社　夢タカラ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

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

280,000円～350,250円 (3)12時00分～21時00

静岡県熱海市咲見町４－６
熱海温泉ホテル「夢いろは」

90

支配人・支配人候補
／熱海温泉　夢いろ
は／静岡県熱海市

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

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

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

236,300円～280,000円 (3)12時00分～21時00

静岡県熱海市下多賀５７２－２

89

フロントスタッフ／
熱海温泉　夢いろは
／静岡県熱海市

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

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

月給

190,000円～210,000円
又は22時00分～9時00

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

88

接客・調理／１３５
号熱海店

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

正社員以外 株式会社　すき家
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給

202,000円～202,000円
又は5時00分～23時00

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

87

調理スタッフ（リブ
マックスリゾート熱
海オーシャン）

リゾートホテル「リブマックスリゾー
ト熱海オーシャン」内にあるレストラ
ンでのお仕事です。
スキル・ご経験に応じて、簡単な調
理、調理補助をお任せ致します。
※資格・経験は不問ですので、未経験
の方、大歓迎です。

正社員 交替制あり 株式会社　リブマックス　フーズ
雇用期間の定めなし

月給

202,000円～202,000円
又は5時00分～23時00

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

86

調理スタッフ（リブ
マックスリゾート熱
海シーフロント）

リゾートホテル「リブマックスリゾー
ト熱海シーフロント」内にあるレスト
ランでのお仕事です。
スキル・ご経験に応じて、簡単な調
理、調理補助をお任せ致します。
※資格・経験は不問ですので、未経験
の方、大歓迎です。

正社員 交替制あり 株式会社　リブマックス　フーズ
雇用期間の定めなし

月給 調理の実務経験が２
～３年以上250,000円～250,000円

又は5時00分～23時00

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

85

調理スタッフ／リブ
マックスリゾート熱
海オーシャン／経験
者

リゾートホテル「リブマックスリゾー
ト熱海オーシャン」での調理のお仕事
です。補助業務として洗い場を含む厨
房業務全般を担当して頂きます。
専門（和・洋・中）は問いません。
これまでの経験を活かしたい方、美味
しい料理を提供したい！そんな気持ち

正社員 変形（1年単位） 株式会社　リブマックス　フーズ
雇用期間の定めなし

月給 調理の実務経験が２
～３年以上250,000円～250,000円

又は5時00分～23時00

静岡県熱海市下多賀５７２－２

84

調理スタッフ／リブ
マックスリゾート熱
海シーフロント経験
者

リゾートホテル「リブマックスリゾー
ト熱海シーフロント」での調理のお仕
事です。補助業務として洗い場を含む
厨房業務全般を担当して頂きます。
専門（和・洋・中）は問いません。
これまでの経験を活かしたい方、美味
しい料理を提供したい！そんな気持ち

正社員 変形（1年単位） 株式会社　リブマックス　フーズ
雇用期間の定めなし

月給

190,000円～210,000円
又は22時00分～9時00

静岡県熱海市泉６１－１
介護老人保健施設　葵の園・熱海
内　当社事業所

83

接客・調理／１３５
号熱海店

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

正社員以外 株式会社　すき家
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

172,800円～207,360円

静岡県熱海市泉１７－１
熱海ちとせ病院
内　当社事業所

82

調理員（請）／熱海
市

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


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

時給 (2)10時30分～19時30

172,800円～207,360円

静岡県熱海市上宿町１４－１０

81

調理員（請）／熱海
市

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


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

月給 宿泊施設勤務経験

200,000円～230,000円
又は8時00分～18時00

静岡県熱海市中央町３－１１

80

保養所における業務
全般

保養所における業務全般
フロント・食堂・清掃

正社員以外 交替制あり エームサービスジャパン株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給 接客、調理、配膳

180,000円～210,000円79

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
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年11月7日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0557-37-3415 従業員数 50人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 木他 中型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 2553221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-37-3415 従業員数 50人

年　　齢: 不問 休　　日： 木他 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- 2554521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 0570-018-218 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: 14150-17152021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 022-791-1220 従業員数 3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: 04010-63369421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-68-3291 従業員数 49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: 22050- 7621521 各種保険： 公災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-85-1010 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7442121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-82-3185 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7443021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-82-3000 従業員数 361人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7303921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 14時間

     TEL: 0557-82-3000 従業員数 361人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 薬剤師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7273621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-82-3000 従業員数 361人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 7人 週休二日： その他 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22050- 7274921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 8時間

     TEL: 0557-82-3000 従業員数 361人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 日祝他 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- 7277721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 055-947-0511 従業員数 80人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 准看護師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7198821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0465-63-5881 従業員数 150人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7201821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

静岡県熱海市泉１７番地の１

月給 (2)17時00分～9時00分

291,500円～335,800円

静岡県伊豆の国市長岡７４１－１

104

看護師 看護業務全般を担当していただきます。 正社員 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団ちとせ会　熱海ちとせ病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)16時30分～9時00分

220,000円～240,000円

静岡県熱海市昭和町２０－２０

103

准看護師 入院患者様・外来患者様の看護業務 正社員 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団　慈広会　記念病院
雇用期間の定めなし (1)8時45分～17時15分

月給 (2)16時30分～9時00分 看護補助業務

180,800円～192,100円

静岡県熱海市昭和町２０－２０

102

ケアサポーター（看
護補助）

看護師が行う医療行為以外の業務サ
ポートをする仕事です。
例えば、身体が不自由な患者さんに食
事や入浴など身の回りのお世話をしま
す。
患者さんにとって病院の中で一番身近
な存在であるケアサポーターは、感謝

正社員 変形（1年単位） 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)16時30分～9時00分 看護業務

186,800円～266,400円

静岡県熱海市昭和町２０－２０

101

看護師及び准看護師 病棟看護業務
・血圧、体温、脈拍の測定（バイタル
サインチェック）
・巡回（ラウンド）
・注射、点滴、採血
・患者の移送
・入院患者の体位交換

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30分～12時30分

241,500円～266,800円

静岡県熱海市昭和町２０－２０

100

薬剤師 薬剤管理業務
服薬指導
調剤業務

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

月給 必要なＰＣスキル：
エクセル・ワード・
パワーポイント・Ｈ

179,300円～200,000円

静岡県熱海市中央町１３－４

99

院内ＳＥアシスタン
ト（未経験可）

病院内のコンピュータ管理部署の担当者を募集致します。　　　　コンピュータ知識と医療の知識の両方を必要とします。　　　　　未経験可です。医療情報技師の資格があればなお可です。　　　　しかしながら採用で重視しているポイントは人間性です。　　　　配慮・思慮・計画性・向上心・熱意。　　　　　　　　　　　　　全て揃っている人はなかなかいません。　　　　　　　　　　　　足りないところ、得意なところ、努力しているところ、提出書類と面接でアピールをお願いします。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

190,000円～230,000円

静岡県熱海市春日町２－９　第二ビル４階

98

学校業務全般（教
務・就職）

学生の夢を叶えるために卒業までサ
ポートする仕事です。
未経験の方でも基礎からしっかり教え
ます。

キャリアや適性を見て、主務を決定致
します

正社員以外 学校法人　高村育英会
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 ・Ｅｘｃｅｌ・Ｗｏ
ｒｄなどのパソコン
スキル

190,000円～230,000円

静岡県熱海市下多賀１４８４－２２

97

専門学校の事務全般 学生の夢を叶えるために学生を応援
し、サポートする仕事です。
学校の事務全般業務です。

＜教務＞授業運営・講師に関する事
＜学生募集＞入学相談・募集活動に関
する事

正社員以外 学校法人　高村育英会
国際ペットビジネス専門学校熱海校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 事務職経験者希望

157,827円～304,200円

静岡県熱海市東海岸町３－１９
ホテルミクラス

96

高等学校事務 高等学校事務　庶務・会計

主に教職員の給与や旅費の計算　※年
末調整含む
人事・服務・福利厚生に関する事務

データ入力、調査統計、書類確認、帳

正社員以外 静岡県立　熱海高等学校
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時15分～16時45分

月給 エステティシャン、
アロマセラピストな
どの実務経験

190,000円～266,500円

静岡熱海店／静岡県熱海市清水町
２０－６
清水町商店街内

95

エステティシャン・
セラピスト

温泉地にあるリゾートホテルや高級旅
館内のサロンでエステ施術・
リラクゼーション施術を行い、お客さ
まの「美」と「健康」のお手
伝いをしていただく仕事です。

＊主な業務内容＊

正社員 変形（1年単位） ＥＧＡＯ　株式会社
雇用期間の定めなし (1)15時00分～0時00分

月給 カット経験

200,000円～350,000円
又は9時00分～17時00

静岡県熱海市下多賀７８６
【熱海工場】

94

美容師・スタイリス
ト／静岡熱海店

・カット・カラー・パーマの施術
＊ブランクのある方も歓迎。
　自分のペースで安心してスタイリス
トになれます。
＊１０代から７０代まで幅広い年齢の
社員が活躍しています
＊就業時間は前後することがありま

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社ハクブン
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

163,312円～164,350円

静岡県熱海市下多賀７８６
【熱海工場】

93

クリーニング・リネ
ンサプライ業【熱海
工場】

旅館・ホテルなど各事業所へ提供する
シーツ・タオル・浴衣等（洗濯済みの
品物）を、機械へ投入する簡単な作業
です。
その後、仕上がった品物ををたたみ、
各事業所ごとに仕分けます。


正社員以外 変形（1ヶ月単位） 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

241,400円～279,400円92

ルート配送【熱海工
場】

○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
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0465-63-5881 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: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7202221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0557-82-3000 従業員数 361人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7231621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0557-82-3000 従業員数 361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- 7232921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-83-1183 従業員数 7人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7704621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 0557-81-6480 従業員数 3人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 木日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7308221 各種保険： 雇用・労災・健康 月平均 10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- 7757121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-6453-0063 従業員数 11人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 保育士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13040-14112522 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 054-266-3216 従業員数 5人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22010-29890221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 0557-67-1971 従業員数 57人

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

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7718221 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： 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- 7735221 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- 7736521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 0465-60-2211 従業員数 83人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 理学療法士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 作業療法士

求人番号: 22050- 7755621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0550-84-4709 従業員数 35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： 毎　週 時間外 なし 介護職員初任者研修修了者

求人番号: 22031- 3898421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県熱海市上多賀９６７－２４

　（株）スルガケアサービス熱海
事業所

月給

190,000円～210,000円

静岡県熱海市泉６１番地の１

117

訪問介護サービス提
供責任者（熱海事業
所）

＊高齢者の自宅における訪問介護業務
及びサービス提供責任者業務
・在宅介護
・利用者宅での食事援助等の家事援助
・身体介護
・日常の生活サポート
・訪問介護員の業務管理

正社員 株式会社スルガケアサービス
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

270,200円～289,400円

静岡県熱海市上多賀１０１６－１０

116

理学療法士・作業療
法士

介護老人保健施設利用者への理学療法
士業務又は作業療法士業務を
行っていただきます。
利用者に応じたリハビリ等をしていた
だきます。

利用者１００名（一般棟６０床・認知

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

月給 栄養士

172,000円～218,000円

静岡県熱海市上多賀１０１６－１０

115

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 栄養管理

202,000円～236,500円

静岡県熱海市上多賀１０１６－１０

114

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 特別養護老人ホー
ム、老人保健施設、
有料ロウジンホー

240,000円～280,000円

静岡県熱海市清水町２－４
アサヒサンクリーン株式会社　伊
豆事業所

113

介護支援専門員（施
設）

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

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

月給

250,000円～250,000円

静岡県熱海市小嵐町１１－５８
熱海所記念病院ひよこ保育室

112

訪問入浴看護職員／
伊豆事業所（熱海
市）

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

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

月給 (2)12時00分～17時30

190,000円～205,000円 (3)8時00分～17時30分

静岡県熱海市東海岸町１３－１　国際医療福祉大学熱海病院内

111

保育スタッフ／熱海
市　ひよこ保育室

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

しっかりフォローしますので、ブラン

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

時給

159,600円～164,640円

静岡県熱海市桃山町１８－１３

110

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

160,000円～180,000円

静岡県熱海市中央町１９－２７　對木ビル３Ｆ

109

歯科助手 来院する患者の応対や診療器具の準備
診療の補助、院内および診療器具の清
掃管理
訪問診療（熱海市からの依頼で月１回
３時間程度の検診）

正社員 立山歯科医院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時00分

月給

165,000円～185,000円

静岡県熱海市昭和町２０－２０

108

歯科助手 歯科助手業務をしていただきます。
・歯科治療の介助
・歯材の補充をしていただきます。
・器具、院内の清掃、準備をお願いし
ます。

正社員 ツイキ歯科医院
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時30分

月給

179,300円～200,000円

静岡県熱海市昭和町２０－２０

107

事務　地域医療連携
課

地域医療連携課　業務
・紹介患者の窓口業務（紹介状持参患
者の窓口対応）
・渉外業務（紹介状発行病院への各種
案内等）
・統計業務（パソコンによるデータ入
力等）

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

179,300円～200,000円

静岡県熱海市泉１７番地の１

106

医療事務（外来ク
ラーク）

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


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

月給 (2)17時00分～9時00分

222,900円～222,900円 (3)7時00分～16時00分105

介護助手 介護助手全般の業務を担当していただきます。 正社員 交替制あり 医療法人社団ちとせ会　熱海ちとせ病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

9/12



【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年11月7日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0550-84-4709 従業員数 35人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

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

求人番号: 22031- 3899321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0550-84-4709 従業員数 35人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

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

求人番号: 22031- 3900221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 0465-60-2211 従業員数 84人

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

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 7708721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0465-60-2211 従業員数 84人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 7709821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0465-60-2211 従業員数 84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： なし 時間外 なし

求人番号: 22050- 7710421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-5908-2032 従業員数 19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: 13080-84119321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 03-5908-2032 従業員数 19人

年　　齢: 18歳～64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 介護職員実務者研修修了者

求人番号: 13080-84120121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 ホームヘルパー２級

     TEL: 0557-80-5600 従業員数 140人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

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

求人番号: 22050- 7479821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 介護福祉士

     TEL: 03-5796-0630 従業員数 12人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし ホームヘルパー２級

求人番号: 13040-17968722 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-5796-0630 従業員数 12人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 介護職員実務者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし 介護福祉士

求人番号: 13040-18277422 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 048-651-6700 従業員数 19人

年　　齢: 18歳～59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- 7234021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 048-651-6700 従業員数 19人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7238521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3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: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 介護福祉士

求人番号: 22050- 7772121 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

静岡県熱海市紅葉ガ丘町１８－６１　２０２

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

静岡県熱海市水口町２丁目３番４２

130

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 あたみ１ばん
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30分 介護実務経半年以上

183,000円～203,000円 (3)16時00分～10時00

静岡県熱海市水口町２丁目３番４２

129

介護福祉士（熱海
市）　認知症高齢者
グループホーム

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

正社員 変形（1ヶ月単位） メディカル・ケア・サービス株式会社
　愛の家グループホーム熱海水口雇用期間の定めなし (1)7時15分～16時15分

月給 (2)9時30分～18時30分

171,000円～183,000円 (3)16時00分～10時00

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

128

介護スタッフ（熱海
市）　認知症高齢者
グループホーム

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

正社員 変形（1ヶ月単位） メディカル・ケア・サービス株式会社
　愛の家グループホーム熱海水口雇用期間の定めなし (1)7時15分～16時15分

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

252,100円～270,160円 (3)11時00分～20時00

静岡県熱海市桜町２番１５号
「ミモザヘルパーステーション熱
海」訪問介護

127

【ミモザヘルパース
テーション熱海】
サービス提供責任者

訪問介護業務、計画書の作成業務、
ご利用者様やヘルパーさんの管理業務
を行ないます。

＜主な業務内容＞
・訪問介護業務（身体介護、生活援
助）

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

月給 (2)8時30分～17時30分

219,440円～242,660円 (3)11時00分～20時00

静岡県熱海市伊豆山７１７－１

126

【ミモザヘルパース
テーション熱海】訪
問介護員／正社員

ご利用者様のお宅を訪問し介護サービ
スを提供します。
ニーズに合わせて身体介護・生活支援
を行い、
ご利用者様と１：１の寄り添ったケア
ができます。


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

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

172,000円～235,000円 (3)11時00分～20時00

静岡県熱海市泉４１３－１２６
当社施設　ベストライフ熱海

125

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

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

月給 (2)9時00分～18時00分

172,500円～215,000円 (3)10時00分～19時00

静岡県熱海市泉４１３－１２６
当社施設　ベストライフ熱海

124

介護職／未経験ＯＫ
／湯河原駅

介護付き有料老人ホームの介護職ス
タッフのお仕事です。
■介護サービスの提供
食事の介助や入浴の介助、排泄介助や
移動のお手伝い等。
自分でできない部分のみ、介護サービ
スとしてお手伝いしていきま

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ベストライフ中部
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 (2)9時00分～18時00分

202,500円～260,000円 (3)10時00分～19時00

静岡県熱海市泉６１番地の１
ＪＲ湯河原駅下車バス１０分

123

介護職／介護福祉士
／湯河原駅

介護付き有料老人ホームの介護職ス
タッフのお仕事です。
■介護サービスの提供
食事の介助や入浴の介助、排泄介助や
移動のお手伝い等。
自分でできない部分のみ、介護サービ
スとしてお手伝いしていきま

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ベストライフ中部
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 (2)17時00分～9時00分

187,200円～215,700円 (3)11時00分～20時00

静岡県熱海市泉６１番地の１


122

介護福祉士 ＊介護老人保健施設利用者の介護業務
　・食事介助
　・入浴介助
　・排泄介助
　・その他

＊利用者１００名（一般棟６０床・認

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

月給 (2)17時00分～9時00分

170,000円～199,300円 (3)11時00分～20時00

静岡県熱海市泉５９番地の１１

居宅介護支援事業　熱海・あおい
ホームケアサービス

121

介護職員 ＊介護老人保健施設利用者の介護業務
　・食事介助
　・入浴介助
　・排泄介助
　・その他

＊利用者１００名（一般棟６０床・認

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

月給

222,600円～247,900円

静岡県熱海市上多賀９６７－２４

　（株）スルガケアサービス熱海
事業所

120

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

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

月給 (2)9時00分～18時00分

160,000円～200,000円
又は10時00分～19時00

静岡県熱海市上多賀９６７－２４

　（株）スルガケアサービス熱海
事業所

119

介護職員（グループ
ホーム・熱海事業
所）

・グループホーム施設における介護業
務
　（入浴介助、トイレ介助、食事介
助、レクリエーション、その　　他）

＊一人の仕事ではないので、ご経験が
なくても心配いりません。　

正社員 交替制あり 株式会社スルガケアサービス
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給

170,000円～200,000円118

ホームヘルパー（熱
海事業所）

＊高齢者の自宅における訪問介護業務
・在宅介護
・利用者宅での食事援助等の家事援助
・身体介護
・日常の生活サポート

正社員 株式会社スルガケアサービス
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年11月7日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0557-81-6082 従業員数 6人

年　　齢: 69歳以下 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7475921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-83-2463 従業員数 0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: 7人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 介護福祉士

求人番号: 22050- 7435121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 042-571-5858 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 三級自動車整備士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 13150-20130421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0466-27-9786 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 14080-14761521 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: 14080-14762421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 050-3665-9236 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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13010- 5426722 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 050-3665-9236 従業員数 40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: 13010- 5429522 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 050-3665-9236 従業員数 40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: 13010- 5432122 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 050-3665-9236 従業員数 40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: 13010- 1579922 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5244-5311 従業員数 30人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13010- 9068522 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5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- 8184422 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 03-5386-3411 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 水日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13080-78881221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-84-2405 従業員数 44人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7423421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

静岡県熱海市桃山町
神奈川県足柄下郡箱根町強羅

月給 (2)9時00分～18時00分

186,500円～186,500円 (3)18時00分～9時00分

静岡県熱海市福道町
※詳細は窓口へお問い合わせくだ
さい

143

（請）警備業 ※警備員として、施設警備業務、巡回
警備業務など。
※交通誘導警備業務。
※イベントなどの雑踏警備業務を担当
していただきます。
　上記内容に付帯する業務もありま
す。

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

月給

180,000円～180,000円

静岡県熱海市伊豆山

142

マンション管理員／
単身または夫婦等住
込／熱海

リゾートマンション
・マンション内巡回
・マンション内清掃
・マンション内ごみ出し
・来客対応や電話対応など
・現場事務その他


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

月給

187,000円～187,000円

静岡県熱海市熱海笹尻１８０４－
８
熱海市「エコプラント姫の沢」内
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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 (2)15時45分～8時15分

180,000円～250,000円

静岡県熱海市伊豆山１９０－１
大江戸温泉物語　ホテル水葉亭
（当社施設）

140

プラント施設の運転
管理／熱海市

清掃工場焼却施設の運転維持管理業務
（運転、保守、監視）

電気設備の管理、クレーンの運転など
の業務もあります。

＊ＯＪＴがあるので、未経験でも安心

正社員 変形（1ヶ月単位） テスコ　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時10分～16時55分

月給 調理経験３年以上
※業種や業界は問い
ません。

189,000円～270,000円

静岡県熱海市伊豆山１９０－１
大江戸温泉物語　ホテル水葉亭
（当社施設）
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ホテルの調理スタッ
フ／静岡県熱海市／
経験者（３年～）

【仕事内容】ホテル水葉亭／大江戸温
泉物語／経験者（３年～）

・バイキング料理の仕込み
・盛込み
・ライブキッチンでの料理提供
・食材管理や発注業務など

正社員 交替制あり 大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツ株式会社
雇用期間の定めなし (1)6時00分～21時00分

月給 調理経験３年以上
※業種や業界は問い
ません。

189,000円～270,000円

静岡県熱海市伊豆山１９０－１
大江戸温泉物語　ホテル水葉亭
（当社施設）
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ホテルのレストラン
スタッフ／静岡県熱
海市／経験者３年～

【仕事内容】ホテル水葉亭／大江戸温
泉物語／経験者３年～

・バイキング料理の補充や管理
・盛り付け
・アルコール飲料のご提供
・会場内接客対応

正社員 交替制あり 大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツ株式会社
雇用期間の定めなし (1)6時00分～21時00分

月給 調理経験１０年以上
※業種や業界は問い
ません。

230,000円～330,000円

静岡県熱海市伊豆山１９０－１
大江戸温泉物語　ホテル水葉亭
（当社施設）
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ホテルの調理スタッ
フ／静岡県熱海市／
経験者１０年～

【仕事内容】ホテル水葉亭／大江戸温
泉物語／経験者１０年～

・バイキング料理の仕込み
・盛込み
・ライブキッチンでの料理提供
・食材管理や発注業務など

正社員 交替制あり 大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツ株式会社
雇用期間の定めなし (1)6時00分～21時00分

月給

168,000円～250,000円

静岡県熱海市水口町２丁目１２－３

136

ホテルの調理スタッ
フ／静岡県熱海市／
未経験歓迎

【仕事内容】ホテル水葉亭／大江戸温
泉物語／未経験歓迎

・バイキング料理の仕込み
・盛込み
・ライブキッチンでの料理提供
・食材管理など

正社員 交替制あり 大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツ株式会社
雇用期間の定めなし (1)6時00分～21時00分

時給

223,600円～223,600円

静岡県熱海市水口町２丁目１２－３
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リゾートホテルでの
レストラン（静岡県
熱海市）

ホテル内のレストランでの配膳・下膳やオーダー受け、お客様対応などを担当していただきます。有期雇用派遣労働者 変形（1ヶ月単位） 有限会社　グッドフェローズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)6時00分～22時00分

時給

223,600円～223,600円

静岡県熱海市熱海１９９３－３４
２
ガラージュ・ルミエール熱海工場

134

リゾートホテルでの
フロントスタッフ
（静岡県熱海市）

チェックイン・チェックアウト、電話応対、お客様対応、ＰＣ入力、他雑務など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 自動車整備の経験

182,660円～214,827円

静岡県熱海市青葉町１８８８－５９４

133

自動車整備士（熱海
工場）

・車両整備にかかる業務全般
　主に乗用車の整備等を行っていただ
きます。

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ガラージュ・ルミエール
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

195,000円～235,000円
又は7時00分～19時00

静岡県熱海市紅葉ガ丘町１８－６１　２０２

132

グループホームの介
護職員

熱海エリアに４事業所を展開している
中島介護サービスセンターより
新たに、熱海市青葉町にグループホー
ムを開設します！

入居者様が自立して生活を行えるよ
う、お食事や排泄、入浴介助など

正社員 変形（1ヶ月単位） 有限会社　中島介護サービスセンター
雇用期間の定めなし

月給 (2)7時00分～17時00分 経験者優遇

170,000円～170,000円 (3)8時00分～18時00分
又は9時00分～19時00

131

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

正社員 交替制あり あたみ１ばん
雇用期間の定めなし (1)6時00分～16時00分
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年11月7日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0557-80-3164 従業員数 7人

年　　齢: 25歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： なし 時間外 あり

求人番号: 22050- 7427121 各種保険： 雇用・労災・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0557-80-5231 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 水木 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- 7681421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県熱海市伊豆山８３７

日給

163,160円～188,000円

静岡県熱海市伊豆山７０８の１

145

法務・一般事務・雑
務

真言宗醍醐派参拝寺院のご祈祷の補助
受付
電話連絡等
お札作成
参拝者の名簿管理
郵便物の発送等
館内の清掃

正社員 宗教法人　大明王院　　　　　　　　　
熱海身代り不動尊雇用期間の定めなし (1)8時30分～16時30分

月給

162,000円～180,000円
又は8時30分～16時30

144

巫女（みこ） 神札、お守り、縁起物の授与（販売）他、御祈願受付、境内建物清掃など。正社員 伊豆山神社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時00分
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