
【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: 055-975-2885 従業員数 6人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7967021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 055-975-2885 従業員数 6人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7968721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 4時間

     TEL: 055-984-1707 従業員数 13人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 その他の土木・測量
技術関係資格

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり ２級土木施工管理技士

求人番号: 22050- 7894121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間 １級土木施工管理技士

     TEL: 055-984-1707 従業員数 13人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 車両系建設機械（整
地・運搬・積込用及

就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり 移動式クレーン運転士

求人番号: 22050- 7895021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 055-971-7191 従業員数 7人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 １級建築施工管理技
士

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり ２級建築施工管理技士

求人番号: 22050- 7781021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-971-7191 従業員数 7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： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7784221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-971-7191 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7792221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 054-627-9093 従業員数 27人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水他 二級建築士 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり 宅地建物取引士（旧：宅地建物取引主任者）

求人番号: 22120- 9360721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 055-984-1825 従業員数 5人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 １級土木施工管理技
士

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり ２級土木施工管理技士

求人番号: 22050- 7832521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間 その他の建築技術関係資格

     TEL: 027-362-1231 従業員数 1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: 10020-16778721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 055-972-2288 従業員数 15人

年　　齢: 39歳以下 休　　日： 木日他 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- 7883321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 055-977-1336 従業員数 16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- 7737421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

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

求人番号: 14040-19415621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

日給

267,600円～401,400円

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

とび職　とび職見習
い

工事現場での鳶仕事（大手ゼネコン
等）
＊足場の組立、解体作業


＊初心者歓迎
＊未経験者方は親切丁寧に指導しま

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

静岡県三島市平田１２４－２４

3

土木技術者 （１）土木工事の現場管理
（２）官公庁への提出書類作成
（３）積算（民間、官公庁）
（４）測量

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

日給 土木作業経験者

200,700円～312,200円

静岡県三島市平田１２４－２４

2

土木作業員 沼津、三島を中心とした配管の設置工
事等の土木工事
・配管の設置
・２屯・４屯の運転
・簡単な軽作業等
・未経験者には丁寧に教えますので安
心してください

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

日給 経験者優遇します。
・土木、型枠工事の
出来る方・重機オペ

220,000円～352,000円

静岡県三島市中島１６７－９

4

土木作業員 土木・建築工事の現場作業をして頂き
ます。

※土木作業全般の細かい作業がありま
す。

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

月給 土木技術経験者優遇

230,000円～420,000円

静岡県三島市鶴喰９－１

6

建築作業員・現場作
業

建築事業に関わる施工管理業務をお任
せいたします。
・具体的な業務は、新築、リフォーム
等の業者との打ち合わせ、工程、現場
作業

正社員 変形（1年単位） 株式会社　全建総合工務店
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 現場経験者優遇

310,000円～410,000円

静岡県三島市中島１６７－９

5

現場管理者 建築事業に関わる施工管理業務をお任
せいたします。
・現場の安全管理、現場写真の管理、
整理
・ワード、エクセルでの書類作成等で
すが、徐々にお仕事をお任せ　してい
く考えですので、ご意欲をお持ちであ

正社員 変形（1年単位） 株式会社　全建総合工務店
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 建設営業経験者優遇

260,000円～310,000円

静岡県三島市鶴喰９－１

7

営業社員 ・ルート営業や、工事の受注営業、書
類作成等。


正社員 変形（1年単位） 株式会社　全建総合工務店
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 現場経験者優遇

250,000円～300,000円

静岡県富士市厚原７６－２

9

１解体工事現場施工
管理　２諸官庁他へ
届出書類提出業務補
助

１（解体工事現場施工管理業務）静岡県東部を中心に建物等の解体工事、改修工事、アスベスト除去工事、土木工事等の現場に監督員として業務の遂行状況の管理、指導、連絡等を行います。ＰＣにてエクセル、ワードを操作し書類作成できる方。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２（諸官庁他への届出書類提出業務）解体工事着手前各種書類の補助（建設リサイクル法、石綿事前調査報告、施工計画書、グリーンファイル整備、建物実測等数量出し、数量データ入力　他など）各物件ごと指導員と一緒に作業していきますのご心配なく応募して下さい。ＰＣにてエクセル、ワードを操作し書類作成できる方。正社員 変形（1年単位） オカコー静岡株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 注文住宅営業経験者
であれば尚可
※未経験者の応募可

210,400円～226,400円

静岡県三島市鶴喰９－１

8

注文住宅営業（東
部）

＊地震に強く高気密高断熱の２×４住
宅の営業を募集します。
　展示場や見学会に来場されたお客様
の接客から始まり、土地探し
　資金計画・プラン作成などを担当し
ていただきます。
　勤務場所は住宅展示場です。

正社員 変形（1年単位） 静鉄ホームズ　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時15分～18時00分

月給 ・営業経験

230,000円～340,000円

静岡県三島市長伏２８６番地

10

設備工事営業（三島
市）

暮らしに欠かせないインフラ設備の営
業です。

・電気計装、自社の遠隔監視制御シス
テムなどの設備工事の営業
・ワード、エクセルを使った書類（見
積書、契約書等）作成

正社員 クシダ工業　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)9時00分～18時00分 （１）現場監督経験
者250,000円～310,000円

静岡県三島市加茂川町１５－１

12

鋼構造物・建築金物
等の設計業務（製作
図作成）

建築金物（手摺等）・鉄骨構造物・鋼
製建具等の設計図（原案）をもとに、
工場にて使用する図面（加工図）の作
成をしていただきます。
作図にはＡｕｔｏＣＡＤを使用しま
す。
※経験者を優遇しますが未経験者でも

正社員 変形（1年単位） テック大洋工業　株式会社　静岡事業所
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

日給

212,100円～212,100円

静岡県三島市芝本町１２－６　ＭｉｓｈｉｍａＴｒｕｓｔＢｕｉｌｄｉｎｇ３０５号室

11

食品の営業 営業部に所属し、食品を主とする土産
品のルートセールス業務。
・得意先との商談の実施、自社製品を
主とする土産品の納品、管理。
・主な得意先は、高速道路のＳＡ・Ｐ
Ａ売店、観光地の土産店・ホテル等
・営業地域は、伊豆・箱根地域、静岡

正社員 変形（1年単位） カメヤ食品株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

220,000円～280,000円

静岡県三島市長伏１７８－１

13

機器メンテナンス
（三島市）／未経験
者歓迎

・プール温浴施設、ホテル・旅館、老
人保健施設等の業務用ろ過装置の機器
メンテナンスを行います。
＊メンテナンスエリアは隣県程度
※ノルマはありません。
※先輩と同行して知識を増やして頂き
ます。

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 ＣＡＤ作図経験者

180,000円～250,000円

静岡県三島市西若町５－１１
当社「静岡営業所」

1.面接時にはハローワークが発行する紹介状が必要です。
2.ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。
3.仕事内容欄はスペースの都合ですべて表示できない場合がありますので、詳細については相談窓口でお尋ねください。
・ハローワーク三島　　　　　　〒411-0033　三島市文教町1-3-112三島労働総合庁舎　　 電話　055-980-1300
・ハローワーク伊東　　　　　　〒414-0046　伊東市大原1-5-15　　　　　　　　　　　　電話　0557-37-2605
・熱海市ふるさとハローワーク　〒413-0016　熱海市水口町13-15静岡県熱海総合庁舎2階　電話　0557-82-8655
・伊豆市地域職業相談室　　　　〒410-2407　伊豆市柏久保603-1　                     電話　0558-74-3075
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【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11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: 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: 14040-19381521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-977-4420 従業員数 12人

年　　齢: 18歳～35歳 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7727221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 055-977-4420 従業員数 12人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7728521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 055-977-4420 従業員数 12人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7729421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 055-977-4420 従業員数 12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: 22050- 7730921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 055-977-4420 従業員数 12人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7731121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 055-977-4420 従業員数 12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: 22050- 7732021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 055-977-1711 従業員数 13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 なし

求人番号: 22050- 7790721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 027-285-3511 従業員数 39人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 10010-13316221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 027-285-3511 従業員数 39人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 10010-13318421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 055-977-1139 従業員数 35人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 中型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7806821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・その他月平均 10時間

     TEL: 03-4235-2200 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: 13040-29305522 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 30時間

     TEL: 050-3416-3741 従業員数 16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: 13060-15799721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

月給

220,000円～280,000円14

（訓）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、営業エリアは隣県
まで
※ノルマはありません。
※先輩と同行して知識を増やして頂き

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

静岡県三島市長伏１７０－６

16

製造（契約社員） ・自動車部品や機械部品等の表面だけ
を短時間で加熱し、冷却します。
・製品ごとの作業標準書をもとに高周
波誘導加熱装置により、品物に焼入を
施します。

◎工業界に於ける重要な付加価値の高

正社員以外 交替制あり 株式会社セイコー高周波
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時15分～17時15分

月給 (2)20時00分～5時00分

193,200円～308,260円

静岡県三島市西若町５－１１
当社「静岡営業所」

15

製造 ・自動車部品や機械部品等の表面だけ
を短時間で加熱し、冷却します。
・製品ごとの作業標準書をもとに高周
波誘導加熱装置により、品物に焼入を
施します。

◎工業界に於ける重要な付加価値の高

正社員 交替制あり 株式会社セイコー高周波
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時15分

月給

213,200円～419,150円

静岡県三島市長伏１７０－６

17

生産技術 １．生産性ＵＰの為の生産ラインの企
画・立案
２．生産設備の設計や導入及び改善
３．設備のメンテナンス、修理
４．治具の開発

正社員 株式会社セイコー高周波
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時15分

月給 (2)20時00分～5時00分

193,200円～308,260円

静岡県三島市長伏１７０－６

19

営業 ＜会社の紹介＞
自動車、工作機械、建設機械、その他
あらゆる機械部品の高周波焼入を行
なっています。

＜仕事の内容＞
高周波焼入の受注活動

正社員 株式会社セイコー高周波
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時15分

月給

213,200円～419,150円

静岡県三島市長伏１７０－６

18

生産技術（契約社
員）

１．生産性ＵＰの為の生産ラインの企
画・立案
２．生産設備の設計や導入及び改善
３．設備のメンテナンス、修理
４．治具の開発

正社員以外 株式会社セイコー高周波
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時15分～17時15分

月給

213,200円～419,150円

静岡県三島市長伏１７０－６

20

営業（契約社員） ＜会社の紹介＞
自動車、工作機械、建設機械、その他
あらゆる機械部品の高周波焼入を行
なっています。

＜仕事の内容＞
高周波焼入の受注活動

正社員以外 株式会社セイコー高周波
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時15分～17時15分

月給

213,200円～419,150円

静岡県三島市安久８８

22

検査（三島工場） ＊製品の、外観キズや部品の形式、線
種、線色等を指示通り
　できているかを検査

＊ＯＪＴで丁寧に指導いたします。

正社員 株式会社　グンエイ
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時00分

月給 営業経験者（２年以
上）
（畜産業界経験者で

226,000円～346,000円

静岡県三島市長伏１７０－６

21

営業職 ◎農業関連機械器具、鶏卵や野菜の自
動販売機の販売
（販売先：当社代理店７５％、直売２
５％程度
　長期間お取引をしている先がほとん
どです）


正社員 変形（1年単位） 株式会社アズマ・コーポレーション
雇用期間の定めなし (1)8時45分～17時20分

月給

158,600円～230,000円

静岡県三島市中島２３３‐１
株式会社グンエイ　三島工場

23

製造（三島工場） ＊制御盤の組立、配線、コードを指定
の場所に取付。
細かい作業というよりネジやコードの
取付です。
図面を基に組付けます。

＊ＯＪＴで丁寧に指導いたします。

正社員 株式会社　グンエイ
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時00分

月給 実務経験

158,600円～230,000円

静岡県三島市多呂５２

25

保守メンテナンス職
（三島市）＜正社員
＞

・納入先からのご依頼による厨房設
備、機器の修繕。
・納入先の厨房設備、機器の保守メン
テナンス。
・お客様への機器入替提案。

　納入先：飲食店、ホテル、レストラ

正社員 株式会社　フジマック
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 トラック運送経験、
フォークリフト従事
経験

187,000円～429,000円

静岡県三島市中島２３３‐１
株式会社グンエイ　三島工場

24

トラックドライ
バー・積卸業務

静岡県東部を中心としたエリアに４ト
ントラックで材料や製品の運搬及び受
取渡し業務を含む客先対応をしていた
だきます。
荷の積卸し作業ではフォークリフトを
使用します。


正社員 変形（1年単位） 株式会社　精工製作所
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時50分

月給 (2)15時30分～7時30分 機械の保全修理

166,000円～267,000円

静岡県三島市川原ケ谷２５０番地
１０号
フジミビル３階
株式会社フジマック　沼津営業所

26

三島市／ごみ焼却施
設の運転及び保守管
理

◎家庭ごみ焼却施設の運転・保守管
理。

具体的には「焼却炉の運転操作・立上
げ作業・立下げ作業」
「ごみクレーンの運転」「設備・機器
（電機設備を含む）の

正社員 変形（1ヶ月単位） 荏原環境プラント　株式会社
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 電気やガス・空調分
野でのメンテナンス
経験

204,000円～287,000円

静岡県三島市加茂之洞４７０３－
９４
三島市清掃センター内
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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11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: 055-977-5151 従業員数 81人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝 １級土木施工管理技
士

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり ２級土木施工管理技士

求人番号: 22050- 7848821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 11時間 測量士

     TEL: 055-977-5151 従業員数 108人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝 基本情報技術者 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 応用情報技術者

求人番号: 22050- 7850621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 11時間 第二種電気工事士

     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- 7823221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 30時間

     TEL: 0120-789-635 従業員数 80人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 準中型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 6人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 23170-14516621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-971-2500 従業員数 34人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 火土他 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- 7819621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 054-254-5511 従業員数 3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: 22010-30682321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 054-351-1788 従業員数 6人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22040- 7585821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 054-351-1788 従業員数 6人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22040- 7609521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-975-3619 従業員数 9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- 7712621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 8時間

     TEL: 048-767-3521 従業員数 6人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 日祝他 三級自動車整備士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 二級自動車整備士

求人番号: 11050-24953021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 055-943-5775 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： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7932121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 054-280-0066 従業員数 8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: 22010-30482621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 054-280-0066 従業員数 8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 介護職員実務者研修修了者

求人番号: 22010-30490321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間 介護職員初任者研修修了者

静岡県三島市梅名４２７－１

28

ＰＬＣ（シーケン
ス）制御のソフト
ウェア開発

◆アイティエス本社（静岡県）にて
一般製造業向けのシステム開発経験者
を募集します。
・ＰＬＣ（シーケンス）制御のソフト
ウェア設計製作
・システム立ち上げ支援（現地調整）
・使用言語：ラダー言語（ＳＴ言語／

正社員 株式会社アイティエス
雇用期間の定めなし (1)8時45分～17時30分

月給 土木建設会社での業
務経験・測量士補256,000円～350,000円27

土木施工管理　技術
者

お客様のご要望に応える土木請負業
務。
オフィスワーク９割、現場１割の業務
を行います。
現場エリアは静岡県東部中心
・３Ｄ測量の同行、サポート
・建設用ソフトを活用したデータ作成

正社員 株式会社アイティエス
雇用期間の定めなし (1)8時45分～17時30分

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

静岡県三島市梅名４２７－１

29

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 ＰＬＣ（シーケン
ス）制御設計、ラ
ダープログラム開発

210,000円～300,000円

静岡県三島市松本１４４－１
「佐川急便株式会社　三島営業
所」

31

荷受け業務 野菜・果物入荷チェック、伝票と照ら
し合わせ
簡単なパソコン入力作業
荷分け業務

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 三島青果株式会社
雇用期間の定めなし (1)19時00分～5時30分

月給 (2)7時30分～16時30分

180,000円～220,000円

静岡県三島市大場２８９
三島営業所

30

【週休３日導入】
セールスドライバー
職／三島営業所

●担当エリアの集配・営業（ルート中
心）をお任せします。　

＊入社後約３ヶ月は準社員（契約社
員）となり、独り立ち後に正社員とし
て労働契約を締結します。


正社員以外 変形（1ヶ月単位） 佐川急便株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)7時30分～18時30分

時給 (2)10時00分～19時00

159,600円～167,200円 (3)11時15分～20時15
又は9時00分～20時15

静岡県三島市市山新田１４４－１

32

ファッションアドバ
イザー／メイリー
ルー日清

３０～４０代女性に向けたアパレル、
ファッション雑貨の販売。
店名：「ｍｅｉｒｉｒｅ」

＊私達はお客様にファッションの相談
空間を提供しています。
＊お客様にファッションを通じて「ウ

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

月給

200,000円～230,000円

静岡県三島市南二日町４－１

34

販売／イエローハッ
ト三島南二日町店

〇カー用品の接客販売等のお仕事で
す。
・カー用品の接客、レジ等
・商品担当（部門別）
・商品管理（発注及び品出し）
・お客様への商品説明
・車検等の受付業務

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　静岡イエローハット
雇用期間の定めなし

月給

208,900円～248,100円
又は9時20分～19時30

静岡県三島市中田町９－３０
三島イトーヨーカドー日清プラザ
１Ｆ
メイリールー　日清プラザ店

33

カーメンテナンス作
業及び受付業務／三
島南二日町店

〇カー用品の接客販売、取付、点検等
のお仕事です。
・主にピット作業とお客様へのメンテ
ナンス提案に従事
・ピット業務
　オイル交換、タイヤ交換、オーディ
オ取付、その他作業、

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　静岡イエローハット
雇用期間の定めなし

月給

260,000円～400,000円
又は10時00分～19時00

静岡県三島市南二日町４－１

35

自動車整備士 ・【整備士／検査員】

お客様からお預かりした車の整備等を
お願いします。

車検と修理の割合はほぼ同等。
国産や外国産のあらゆるメーカーの車

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　大和通商　（ダイワオート）
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

208,900円～248,100円
又は9時20分～19時30

静岡県三島市八反畑１００

37

経理・一般事務・そ
の他軽作業員

・経理、一般事務
・ホームページの管理
・インターネットの管理及び販売
・電話対応・接客
・簡単な軽作業（商品の検品、梱包、
発送）


正社員 交替制あり 株式会社Ａ・Ｑ・Ｍ・Ｃｏｍｐａｎｙ
雇用期間の定めなし (1)10時00分～19時00

月給

175,000円～250,000円

静岡県三島市南町２６９－２

36

セールスエンジニア
（営業職）／三島市

セールスエンジニア（営業職）は、ク
ボタ農業機械や関連商品の
販売の為に訪問販売を行っていただき
ます。


・長く勤務していただける方を希望い

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　関東甲信クボタ
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

199,500円～207,000円 (3)18時00分～8時00分

静岡県三島市松本２４８－１

38

デイサービス生活相
談員／三島市

地域密着型デイサービス（定員１０
名）です。

・相談業務（家族やケアマネジャーと
の相談）
・事務業務（サービス計画表作成な
ど）

正社員 変形（1ヶ月単位） サガミシード　株式会社　本部
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給

150,000円～180,000円
又は10時00分～19時00

静岡県三島市若松町４３９２－３
サガミシード株式会社
介護事業部　樹楽団らんの家　三
島若松

月給 (2)9時00分～18時00分

194,500円～202,000円

静岡県三島市若松町４３９２－３
サガミシード株式会社
介護事業部　樹楽団らんの家　三
島若松

39

介護職員／三島市 地域密着型デイサービス（定員１０
名）です。

・介護業務（食事、入浴等の介助、見
守り、歩行訓練、レクリエーションな
ど）
・送迎（軽・普通車使用。市内）

正社員 変形（1ヶ月単位） サガミシード　株式会社　本部
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11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: 054-202-5730 従業員数 6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: 22010-30423421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-977-0144 従業員数 23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- 7802921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 055-977-0144 従業員数 23人

年　　齢: 45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: 22050- 7803121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 042-461-6444 従業員数 12人

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

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: 13170-30642521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 055-981-7677 従業員数 5人

年　　齢: 65歳以下 休　　日： 土日 宅地建物取引士
（旧：宅地建物取引

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- 7713921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-981-7677 従業員数 5人

年　　齢: 65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: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 7716721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-981-7677 従業員数 5人

年　　齢: 65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: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 7717821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-971-9153 従業員数 11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- 7875321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 055-971-2247 従業員数 8人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7865521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 055-999-2050 従業員数 7人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝 社会保険労務士 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- 7874421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 055-971-1700 従業員数 7人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7880221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-983-6770 従業員数 21人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7773021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-971-3071 従業員数 10人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 一級建築士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 二級建築士

求人番号: 22050- 7882421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

40

コンタクトレンズ及
び付属品の販売（総
合職）／駿東郡清水
町

■仕事内容
・コンタクトレンズ販売の受付、お会
計、相談
・お客様のニーズをお伺いして、最適
で快適なコンタクトレンズのご提案
・店舗レイアウトの変更。季節に応じ
ての空間演出

正社員 変形（1ヶ月単位） 専門または短大卒以
上

株式会社　中央コンタクト
雇用期間の定めなし (1)9時30分～18時30分

月給

164,000円～170,000円

静岡県駿東郡清水町玉川６１－２
サントムーン柿田川シネマ棟１Ｆ
＜サントムーン柿田川店＞※他、
全国の店舗のいずれか。

41

一般事務 当社、塗料、塗装設備、機械工具の販
売を行っています。

主な仕事は、電話対応、品物の伝票作
成、社内文書管理、郵便物の発送、収
受


正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　三和塗料
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時15分

月給 (2)11時00分～20時00 コンタクト・眼鏡業
界経験者　優遇190,000円～260,000円

静岡県三島市松本１４６－３

43

分譲住宅の企画営業
／三島営業所

当社戸建分譲住宅（クレイドルガーデ
ン）の事業・企画営業

＊戸建分譲地の企画
＊戸建用地の仕入れ
＊土地の区割り及び建物のプランニン
グ

正社員 株式会社アーネストワン
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

229,000円～289,000円

静岡県三島市松本１４６番地の３

42

ルート営業 当社、塗料、塗装設備、機械工具の販
売営業を行っていただきます。

県内の得意先への商品を運搬していた
だく業務です。

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　三和塗料
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時15分

月給 未経験者歓迎しま
す。
経理経験者歓迎致し

210,000円～250,000円

静岡県三島市芝本町１－１　三島
ＮＫビル
「三島営業所」

44

管理マンション経理
事務

管理しているマンションの家賃の確認
や支出を報告する為の経理事務になり
ます。

又、更新書類の発送など、初めての方
でも丁寧に教えさせて頂きますので安
心して下さい。

正社員 株式会社　ルーム・アシスト
雇用期間の定めなし (1)9時30分～18時30分

月給 業界問わず営業経験
１年以上
ハウスメーカー、不

220,000円～350,000円

静岡県三島市文教町２ー１ー３５

46

管理事務員 管理しているマンションの報告書作
成・退去清算書作成・見積書作成・請
求書作成などの事務作業（エクセル・
ワード使用して入力作業）

正社員 株式会社　ルーム・アシスト
雇用期間の定めなし (1)9時30分～18時30分

月給 未経験者歓迎しま
す。
宅建取引士歓迎致し

200,000円～250,000円

静岡県三島市文教町２ー１ー３５

45

事務員 管理しているマンションの管理報告書
作成及び空き部屋の部屋の確認、清掃
（掃除機、モップ等を使用することも
あります）
退去等の立会・清算業務他一般事務
（エクセル・ワード使用して入力作
業）

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ルーム・アシスト
雇用期間の定めなし (1)9時30分～18時30分

月給 ＰＣ操作

250,000円～300,000円

静岡県三島市文教町２ー１ー３５

47

税理士補助 ＜税理士補助業務は下記の通りです＞
・月次巡回監査業務（顧問先へ毎月訪
問）
・申告書作成業務・経営計画策定業務
・ＩＴシステム支援業務
・企業防衛業務・経営助言業務
・会計記帳指導業務

正社員 アインス税理士法人
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 未経験者歓迎しま
す。
宅建取引士歓迎致し

200,000円～250,000円

静岡県三島市寿町５－２

49

社会保険労務士 社会保険労務士事務所の事務
・労働保険、社会保険の手続き業務
・顧問先対応（労務トラブル・法改正
対応等のアドバイス）
・給与計算
・助成金申請
・主に静岡県東部の顧問先を担当して

正社員 社会保険労務士法人　静岡労務
雇用期間の定めなし (1)8時45分～17時30分

月給

185,000円～270,000円

静岡県三島市西本町１１番５号　ＴＯＫＥＮビル２Ｆ

48

事務職員 ・パソコンにより社会保険、厚生年
金、雇用保険、労働保険等の提　出書
類を作成し届出をする。
・顧問先の給料計算をし完成品を届け
る。
・訪問又は電話等により顧問先労務管
理に関する要望を把握して迅　速・的

正社員 社会保険労務士法人　渡邊労務管理事務所
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

年俸制 長く当社に勤めて頂
ける方を希望してい
ます。

208,350円～375,100円

静岡県三島市幸原町１丁目１２－３１

50

設計、開発関連　社
員

・当社製品（液晶モニタなど）の商品
開発等

まずは設計、開発のサポート（補助作
業）からお願いします。
図面、試作、評価の補助などが主な作
業です。

正社員 電気、電子科、情報
処理科などの経験者
は優先採用します。

株式会社　ガウディ　三島事業所
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 社会保険労務士事務
所での実務経験２年
以上

205,000円～255,000円

静岡県三島市寿町３－３９　田代ビル２Ａ

52

建築技術者 ＜＜建築技術者の業務内容として＞＞

※建築設計（意匠）・監理補助
※定期調査業務
※現場監理業務
※新築、改修設計業務
※作図ソフトはＪＷＷ　ＣＡＤを使用

正社員 株式会社　植野建築設計事務所
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 事務経験

175,000円～250,000円

静岡県三島市寿町１－２５　第一ビルディング４Ｆ

51

総務事務 ＜総務事務＞社労士事務所の総務・庶
務の仕事です

・電話応対
・郵便受付、発送業務（郵便局への外
出もあり）
・パソコンを使用しての書類・資料作

正社員以外 あおば社会保険労務士法人
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～18時00分

静岡県三島市青木９３－２

月給 設計の経験が無くて
も、施工図や現場監
督の経験の有る方も

190,000円～260,000円
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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11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: 055-991-0109 従業員数 49人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： なし 時間外 あり

求人番号: 22050- 7944221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 052-222-7377 従業員数 21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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 23020-68269021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 052-222-7377 従業員数 17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: 23020-68543221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 052-222-7377 従業員数 17人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 栄養士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 23020-68549121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 084-920-0041 従業員数 44人

年　　齢: 18歳～35歳 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: 34050-23781421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 16時間

     TEL: 084-920-0041 従業員数 44人

年　　齢: 18歳～35歳 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: 34050-23866021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 16時間

     TEL: 03-5839-2607 従業員数 13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: 13120-21542321 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: 13120-21546021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5225-1410 従業員数 13人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13080-86134921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5225-1410 従業員数 7人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13080-86763121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 055-971-5507 従業員数 330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- 7957921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0545-52-0265 従業員数 6人

年　　齢: 59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： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22100- 9415321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 055-957-8100 従業員数 6人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水日祝 医療事務資格 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7840521 各種保険： 雇用・労災・厚生・その他 月平均 5時間

月給 (2)13時00分～22時00

176,000円～260,000円 (3)11時00分～20時0053

ホテル直営レストラ
ン　調理スタッフ

ホテル直営レストランで調理の仕事をしていただきます。宿泊客の朝食（和・洋ブッフェ）、夕食（ディナーコース、アラカルト）、近隣にお住まいの方や、観光客への昼食（ランチコース、アラカルト）など、多彩なお料理にチャレンジしていただけます。若いスタッフも多く、働きやすい職場を目指しています。正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　富士山三島東急ホテル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)5時00分～14時00分

静岡県三島市谷田藤久保２２７６
三島総合病院
内　当社事業所

55

調理師（請）／三島
市

病院・福祉施設内での食事サービス提
供業務。
現地厨房にて、食事の調理、盛りつ
け、食材の下処理等をお任せします。
朝昼夕と食事の提供時間が決まってい
るため、規則正しく働けます。


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

177,090円～265,000円
又は5時00分～20時00

静岡県三島市一番町１７番１号

54

栄養士（請）／三島
市

医療での食事サービス提供業務。
現地厨房にて、メニュー作成・食札や
栄養管理などの栄養事務や、社員指
導・勤務シフトの作成などの労務管理
をお任せします。
・業界でのシェア率Ｎｏ．１の給食業
界最大手企業です。

正社員 交替制あり 日清医療食品　株式会社　名古屋支店
雇用期間の定めなし

月給 (2)6時30分～15時30分 経験者歓迎

174,120円～207,600円 (3)9時00分～18時00分

静岡県三島市谷田字藤久保２２７
６
三島総合病院・老人保健施設
内　当社事業所

56

栄養士（請）／三島
市

病院での食事サービス提供業務
現地厨房にて、献立、発注、検品、配
膳チェック、簡単なパソコン操作をお
任せします。

わからないことや確認したいことはお
気軽にお尋ねください。

正社員以外 交替制あり 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 (2)8時30分～18時00分

174,120円～207,600円

静岡県三島市玉川２５１－１　焼
肉きんぐ　三島店

　

58

三島店／ゆず庵店舗
スタッフ（調理・接
客等）

店舗スタッフ・店長として店舗運営を
経験後、能力や適性によってエリアマ
ネージャー、人事や総務などの管理部
門など様々な職種に選任されます。

＊当初は店舗での調理・接客等を行っ
ていただきます。

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ｇｌｏｂ
雇用期間の定めなし (1)12時00分～21時00

月給 (2)16時00分～1時00分

184,100円～250,000円
又は9時30分～1時00分

静岡県三島市谷田２２７６
三島総合病院　老人保健施設
内　当社事業所

57

三島店／焼肉きんぐ
店舗スタッフ（調
理・接客等）

店舗スタッフ・店長として店舗運営を
経験後、能力や適性によってエリアマ
ネージャー、人事や総務などの管理部
門など様々な職種に選任されます。

＊当初は店舗での調理・接客等を行っ
ていただきます。

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ｇｌｏｂ
雇用期間の定めなし (1)12時00分～21時00

月給 (2)15時00分～0時00分 飲食店で勤務経験あ
る方大歓迎210,000円～230,000円 (3)21時00分～6時00分

静岡県三島市玉川２７５－１　ゆ
ず庵　三島店

　

59

飲食店　店舗スタッ
フ／三島市／はなの
舞

★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。
★ホール内での業務及びキッチン内の
業務を担当していただきます
・お客様のご案内、注文取り、レジ業
務

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 (2)16時00分～1時00分

184,100円～250,000円
又は9時30分～1時00分

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

61

カラオケ店社員／三
島松本店

カラオケ店
（店長・エリアリーダー候補）
１．接客
２．店舗管理
３．予算・売上管理
４．アルバイトスタッフ管理
５．その他店舗管理

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　シン・コーポレーション
雇用期間の定めなし (1)19時30分～4時00分

月給 (2)14時00分～23時00 飲食店で勤務経験あ
る方大歓迎210,000円～230,000円 (3)17時00分～2時00分

静岡県三島市一番町１３－１３
三島富士ビル１Ｆ
はなの舞　三島南口店

60

飲食店　店舗スタッ
フ／三島市／大衆食
堂　安べゑ

★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。
★ホール内での業務及びキッチン内の
業務を担当していただきます
・お客様のご案内、注文取り、レジ業
務

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)10時00分～19時00

月給 (2)20時30分～5時00分

223,100円～332,430円 (3)12時00分～20時00

静岡県三島市松本２９４－３２
当社　三島松本店

62

カラオケ店社員／三
島広小路店

カラオケ店
（店長・エリアリーダー候補）
１．接客
２．店舗管理
３．予算・売上管理
４．アルバイトスタッフ管理
５．その他店舗管理

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　シン・コーポレーション
雇用期間の定めなし (1)19時30分～4時00分

月給 (2)20時30分～5時00分 経験者優遇

223,100円～332,430円 (3)12時00分～20時00

静岡県三島市緑町１－３

64

保育士 ２０２１年３月オープン「三島ひなた
保育園」です。

当医療法人「三島ひなた保育園」にお
いて、保育にかかわる業務を担当して
いただきます。
　・０歳児～２歳児（定員１３名）の

正社員 交替制あり 医療法人社団　こどもクリニック中山医院
（ひなた保育園）雇用期間の定めなし

月給

170,575円～201,700円

静岡県三島市広小路町９－１４－
３Ｆ
当社　三島広小路店

63

三島中央病院　病棟
クラーク

・入院・退院患者さん・ご家族の受
付、ご案内、事務処理、
　
　書類管理、ファイリング

・電話応対


正社員 変形（1ヶ月単位） 社会医療法人　志仁会
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)8時30分～12時30分 医療事務経験者（電
子カルテ経験者）220,000円～240,000円

静岡県三島市芝本町１２－５　芝
本町鈴木ビル
「三島ひなた保育園」

65

医療事務およびドク
ターズクラーク

内科・循環器内科における医療事務お
よびドクターズクラーク

○受付業務、電話応対
○会計業務
○レセプト請求業務
○電子カルテの入力等のクラーク業務

正社員 変形（1ヶ月単位） 高橋内科ハートクリニック
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時30分

月給

209,000円～210,000円
又は7時30分～18時30

静岡県三島市徳倉三丁目１４－３３
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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11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: 055-982-0418 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 木日祝他 歯科衛生士 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- 7765121 各種保険： 雇用・労災・健康 月平均 1時間

     TEL: 055-988-9087 従業員数 8人

年　　齢: 62歳以下 休　　日： 木日祝 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- 7768821 各種保険： 雇用・労災・厚生・その他 月平均 3時間

     TEL: 055-988-9087 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 歯科医師 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- 7769221 各種保険： 雇用・労災・厚生・その他 月平均 8時間

     TEL: 055-988-9087 従業員数 8人

年　　齢: 62歳以下 休　　日： 木日祝 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- 7770621 各種保険： 雇用・労災・厚生・その他 月平均 6時間

     TEL: 055-975-1940 従業員数 30人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7906321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 055-977-6200 従業員数 55人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22050- 7919721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 055-999-0123 従業員数 16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: 22030-11076121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 055-999-0123 従業員数 16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: 22030-11115121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 054-266-3216 従業員数 16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: 22010-29895921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 055-929-9233 従業員数 16人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22030-10820121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 055-929-9233 従業員数 13人

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

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

求人番号: 22030-10831821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 055-975-7788 従業員数 3人

年　　齢: 不問 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： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 7771921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-972-3221 従業員数 19人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 社会福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7795321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 12時間

静岡県三島市大場５７５－１

67

歯科衛生士（出勤時
間短縮型正社員）

予防のための歯科衛生士業務及びその
他、診療に関わる業務
働きやすい時間短縮型の求人です。
通常出勤型は、別途募集しています。

正社員 医療法人社団アクアビアンカ　ないとう歯科医院
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

月給 (2)13時45分～18時30

240,000円～320,000円66

歯科衛生士 歯科一般業務
１診療アシスタント
２歯石除去・ＴＢＩ・予防・口腔内の
指導等
３受付・電話対応業務

正社員 すぎやま歯科クリニック
雇用期間の定めなし (1)8時40分～12時40分

月給

500,000円～800,000円

静岡県三島市徳倉８７６－２６

68

歯科医師 歯科診療その他、診療に関わる業務 正社員 医療法人社団アクアビアンカ　ないとう歯科医院
雇用期間の定めなし (1)9時30分～19時00分

月給

230,000円～250,000円

静岡県三島市徳倉８７６－２６

70

保育士 入所児童の生活支援・学習支援・自立
支援等

児童養護施設で生活している子供達の
お世話をしていただきます。子供達と
一緒に遊び、学び、生活をしながら養
育・支援をするお仕事です。

正社員 交替制あり 社会福祉法人　静岡恵明学園
雇用期間の定めなし

月給 (2)13時00分～21時00

290,000円～350,000円 (3)9時00分～17時00分

静岡県三島市徳倉８７６－２６

69

歯科衛生士　遅番勤
務あり型

予防のための歯科衛生士業務及びその他、診療に関わる業務をお願い致します正社員 医療法人社団アクアビアンカ　ないとう歯科医院
雇用期間の定めなし (1)9時30分～19時00分

月給 看護師の実務経験

175,000円～316,000円

静岡県三島市笹原新田８１－１

71

看護師、准看護師
（御寿園）

介護老人福祉施設８６名、短期入所生活介護事業１０名の利用者に対し、日常の看護及び保健衛生に関する業務正社員 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　大乗会　特別養護老人ホーム　御寿園
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 保育士としての経験

193,300円～246,300円
又は6時00分～21時00

静岡県三島市加茂川町３－３２
グループホームかもがわ

73

介護職員（グループ
ホームひかり）

認知症対応型のグループホームで、１
フロア（ユニット）９名の認知症のご
入居者を介護するお仕事です。
家庭的な雰囲気の中で、ご入居者が出
来ないことを一緒に行うことで日常生
活を支援します。
研修制度も充実しているので、未経験

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　日本ケアクオリティ
雇用期間の定めなし (1)7時00分～15時30分

月給 (2)8時30分～17時00分

162,000円～273,000円 (3)10時30分～19時00

静岡県三島市御園５８０

72

介護職員（グループ
ホームかもがわ）

認知症対応型のグループホームで、１
フロア（ユニット）９名の認知症のご
入居者を介護するお仕事です。
家庭的な雰囲気の中で、ご入居者が出
来ないことを一緒に行うことで日常生
活を支援します。
研修制度も充実しているので、未経験

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　日本ケアクオリティ
雇用期間の定めなし (1)7時00分～15時30分

月給

250,000円～250,000円

静岡県三島市徳倉３－１－５１
グループホームひかり

74

訪問入浴看護職員／
三島事業所（三島
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)8時30分～17時00分

162,000円～273,000円 (3)10時30分～19時00

静岡県三島市徳倉１－９－３

76

介護職員（シフ
ティーン三島）

施設利用者への施設内での訪問介護
サービス全般
・入浴・排泄・食事介助・移動・掃除
などの援助
・レクリエーション活動やその他付随
する業務
・夜勤は月に１～５回程度ですが夜勤

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社フェニックス
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 看護師業務の経験

345,000円～345,000円
又は21時00分～7時00

静岡県三島市栄町１０－１４　遠
藤ビル１Ｆ
アサヒサンクリーン株式会社　三
島事業所

75

訪問看護管理者　正
看護師

訪問看護事業所管理者
住宅型老人ホーム利用者様の健康管理
往診時の医師への報告・対応
塗布薬・胃ろうなどの処置
受診時付き添い　等

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社フェニックス
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 介護支援専門員

230,000円～285,000円

静岡県三島市徳倉１－９－３
シフティーン三島

77

介護支援専門員（ケ
アマネジャー）

・居宅介護支援事業所におけるケアプ
ラン作成、相談業務等全般
・訪問は三島市内の訪問が中心
・生活プラン、支援プラン作成
・施設公用車での訪問

※実務経験がない方でも歓迎します。

正社員 変形（1年単位） 有限会社ハーベストライフ
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時15分

月給 (2)10時00分～19時00

234,000円～234,000円 (3)17時00分～9時00分

静岡県三島市南本町２０番３０号

月給

162,328円～190,859円

静岡県三島市中田町５５１

78

正職員（三島市社会
福祉協議会）

主に三島市社会福祉協議会の行う相談
業務及び各種講座の実施等

・認知症高齢者、知的障がい者、精神
障がい者等のうち、判断能力が不十分
な方が地域において自立した生活が送
れるよう、福祉サービスの利用援助等

正社員 社会福祉法人　三島市社会福祉協議会
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時15分
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年11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: 055-984-4500 従業員数 10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- 7719521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-977-0080 従業員数 25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- 7801621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-975-9112 従業員数 20人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水祝他 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- 7852121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0467-73-8920 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 14080-15407221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0467-73-8920 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 14080-15409421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 054-281-7890 従業員数 10人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22010-30158521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-975-3111 従業員数 100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: 22050- 7950721 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 055-975-3111 従業員数 400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- 7952221 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 000-0000-0000 従業員数 3人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日 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- 7839721 各種保険： 雇用・労災 月平均 5時間

     TEL: 0558-76-3356 従業員数 9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： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7927721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 0558-72-8885 従業員数 20人

年　　齢: 40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: 22050- 7822821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 080-5165-1522 従業員数 0人

年　　齢: 45歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： なし 時間外 なし

求人番号: 22050- 7864221 各種保険： その他 月平均 

     TEL: 0467-51-6171 従業員数 4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: 14080-15481521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

79

鈑金及び塗装 自動車の鈑金及び塗装業務をおこなっ
ていただきます。
・自動車ボディーのキズの直し作業
・フレームの修正作業
・自動車の塗装作業
・自動車修理作業等


正社員 有限会社　ＧＩＰ　Ｂｏｄｙ　Ｗｏｒｋｓ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 ３年以上の経験者

164,500円～340,500円

静岡県三島市梅名４０７－７

80

自動車鈑金 自動車ボディーの修理塗装
洗車
納車引取り等

正社員 協同組合　カーメイク三島
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 板金経験

193,000円～326,000円

静岡県三島市青木１４６－９

82

＜急募＞惣菜の簡単
な盛り付・選別

工場内にて、スーパー向け惣菜の盛り付やカゴに入れていく簡単なお仕事です。未経験者でも安心して出来る長期安定したお仕事です無期雇用派遣労働者 株式会社　ＩＨＳ
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 経験３年以上

250,000円～350,000円

静岡県三島市松本１５－１

81

自動車板金工 国産車から輸入車までオールメーカー
を取り扱っており、毎日楽しく仕事が
できます。
具体的には、鈑金工（自動車のへこみ
直し等）をお任せします。　経験が浅
くても安心、基本的な仕事の進め方か
ら整備に関する知識、ノウハウなど先

正社員 変形（1年単位） 高卒以上 株式会社　木下自動車工業
雇用期間の定めなし (1)8時55分～18時00分

日給

164,160円～164,160円

静岡県三島市平成台４０－１

83

《急募》容器の簡単
な洗浄

惣菜を製造する工場内にて、簡単な洗
浄のお仕事です。
＊容器を機械に入れて、自動で洗浄さ
れた容器を取り出す。
＊容器を乾燥させて決められた位置に
保管する等
＊機械の簡単な洗浄（部品の洗浄や

無期雇用派遣労働者 株式会社　ＩＨＳ
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

日給

164,160円～164,160円

静岡県沼津市岡宮１３５４－６
エスピトーム沼津支社

85

事務員（環境政策
課）

フルタイム会計年度任用職員（地方公
務員法第２２条の２第１項第２号）
補助金申請に係る受付業務（窓口・電
話対応）
審査事務補助（申請書類の確認・パソ
コンへのデータ入力）など

正社員以外 三島市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時30分～17時15分

日給 (2)22時00分～7時00分

194,400円～226,800円

静岡県三島市平成台４０－１

84

警備職員「急募」
（三島市）

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

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

月給 基本的なパソコン操
作（エクセル、ワー
ド）

153,985円～153,985円

静岡県三島市中央町５－５

86

事務員（保険年金
課）

フルタイム会計年度任用職員（地方公
務員法第２２条の２第１項第２号）
産休代替。
後期高齢者医療保険の資格・給付に係
る事務、後期高齢者医療保険の窓口受
付業務、パソコン等入力事務。

正社員以外 三島市役所
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 基本的なパソコン操
作（エクセル、ワー
ド）

153,985円～153,985円

静岡県伊豆の国市寺家４２１－２

88

土木見習い 工事現場で様々な手伝いお願いします。　　　　　　　　　　　　鹿島建設・静岡県・伊豆の国市等の公共事業下請けを中心に行っています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工事現場で現場監督手元作業の補助作業を行ってもらいます。　　将来的には現場監督になって頂けるよう指導致します。　　　　　未経験者の方も応募可能です。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

163,312円～163,312円

静岡県三島市北田町４－４７

87

ミニトマトの栽培管
理及びパック詰め

※業務拡大のため、スタッフを追加募
集いたします。

伊豆の国市内にあるビニールハウス内
で、ミニトマトの栽培管理作業とパッ
ク詰めをしていただきます。


正社員 稔園
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時30分

日給

223,000円～296,000円

静岡県伊豆の国市宗光寺１９９

89

土木作業員 土砂の掘削、埋戻し、締固め、コンク
リートの練り・流し込み等の
土木作業をしていただきます。
静岡県東部地区の現場です。
測量の手伝い・作業の手元から建設機
械による作業をお願いします。
（建設機械操作は免許所持者のみ）

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社グリーン土木
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

220,000円～220,000円

静岡県伊豆の国市韮山山木８３４

91

ＴＯＴＯ商品のメン
テナンス・販売・施
工

ＴＯＴＯのメンテナンス代行店にて、
ＴＯＴＯ製品の訪問修理・販売を行い
ます。
【主な訪問範囲】県内
【社用車】軽ワンボックス
　※基本的に会社に出勤後、現場に向
かいます。

正社員 変形（1年単位） ホクリョウ住設株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時00分

日給

220,500円～367,500円

静岡県伊豆の国市四日町１００

90

建築塗装 主に戸建て住宅、アパート、店舗等の
塗装工事作業です。
機械を使用しての吹付や内部のパテ処
理もあります。
※メインエリア　静岡県東部、伊豆エ
リアです。

正社員 長澤塗装
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

静岡県伊豆の国市田京６５５－４
『当社　伊豆の国市営業所』

月給

252,420円～413,520円
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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11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: 0558-76-2283 従業員数 234人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7964621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 055-931-6179 従業員数 1人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22030-11252021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-933-3750 従業員数 7人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝他 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: 22030-10836621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 055-973-0157 従業員数 17人

年　　齢: 18歳～59歳 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: 22030-11158721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 35時間

     TEL: 055-948-1525 従業員数 48人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 7764921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-947-2200 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 二級ガソリン自動車
整備士

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 7738321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-984-1501 従業員数 40人

年　　齢: 18歳～62歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7836921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 30時間

     TEL: 054-282-8311 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： その他 時間外 なし

求人番号: 22010-29590821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 054-282-8311 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22010-29592521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 054-282-8311 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22010-29617321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 054-282-8311 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22010-29623521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     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: 13090-42665721 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: 13090-42693421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

月給 機械設計や製図の知
識があり、業務経験
１０年以上

185,000円～335,000円92

機械設計エンジニア 業務用真空包装機・洗濯機等の開発・
設計

・３ＤＣＡＤ及び２ＤＣＡＤを使用し
た機械開発・設計
・開発や設計に伴う評価試験
・ＣＡＤ全般管理、ＣＡＤサーバー管

正社員 フレックス 株式会社　ＴＯＳＥＩ
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

静岡県伊豆の国市富士見８４８－
１Ｆ
　　（有）原製作所　第三工場

94

真空包装機の組立て
作業

当社、請負先の（株）ＴＯＳＥＩ内事
業所（伊豆の国市）において以下の業
務を行って頂きます。
包装機の組立て作業及び前加工の部品
の組立て作業を行っていただきます。
流れ作業ではなく、自分のペースにて
行うことが可能な業務になります。

正社員以外 有限会社　大木梱包
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給 仕事内容を参照くだ
さい。200,000円～350,000円

静岡県伊豆の国市中島２４４

93

機械設計 機械設計、組立て製造
また設計・組立に付随する業務
・産業用生産設備の機械設計
・生産設備の治具設計
機械設計の新規採用により、上記のい
ずれかの実務経験（３年以上）のある
方を募集します。

正社員 有限会社　原製作所
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

日給 (2)20時00分～4時45分 ＊責任者経験があれ
ば尚可189,960円～192,420円

静岡県伊豆の国市中島２４４
　ＴＯＳＥＩ内工場

95

製造責任者（シフ
ト）

・作業者の人員管理
・生産、品質管理
・不具合報告
・報告資料の作成
・作業環境の設備等

※入社後シフト責任者候補として一つ

正社員 交替制あり 精管工業　有限会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時45分

時給

141,512円～148,960円

静岡県伊豆の国市長岡２６０－１

97

自動車修理作業及び
補助作業

＊自動車整備工場において、普通自動
車・大型自動車の修理　作業（ボ
ディーやエンジン関係等）及びその補
助作業。

＊車検作業。


正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　萩原自動車商会
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 販売店舗経験者

170,000円～350,000円

静岡県伊豆の国市北江間１８５５
－１５
伊豆江間工場

96

ショップ店長（候
補）

ショップの店舗運営全般。商品開発も行います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆◇◆　急　募　◆◇◆正社員 変形（1年単位） 大日　株式会社　伊豆パノラマパーク
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)7時00分～2時30分

159,600円～166,250円 (3)6時00分～18時15分

静岡県伊豆の国市南江間１５０７－１

98

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 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 自動車整備工場での
就労経験があれば優
遇

225,000円～260,000円

静岡県伊豆の国市長岡９９９－１
介護付き有料老人ホーム　夢無限
いずながおか

100

（請）調理補助／伊
豆の国市

入所者様への食事提供における調理補
助業務
盛付：調理師が調理した物を食器に盛
り付ける。
　　　入所様に合った食事形態にフー
ドプロセッサーなどを使い
　　　加工する。

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 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)6時00分～15時00分

時給 (2)10時30分～19時30

172,000円～189,200円

静岡県伊豆の国市中條字新古川２
４１－１
長岡営業所

99

（請）調理師／伊豆
の国市

仕込み：カット野菜の袋つめ
　　　　野菜のカット
調理
盛付：調理したものを盛り付ける
　　　入所様に合った食事形態にフー
ドプロセッサーなどを使い
　　　加工する

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 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30分～14時30分

時給 (2)10時00分～19時30

180,600円～206,400円

静岡県伊豆の国市長岡９９９－１
介護付き有料老人ホーム　夢無限
いずながおか

101

（請）調理スタッフ
／伊豆の国市

仕込み：冷凍野菜の袋つめ
調理
盛付：調理したものを盛り付ける
　　　入所様に合った食事形態にフー
ドプロセッサーなどを使い
　　　加工する
差込：盛付した食事を入所様各自のト

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 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30分～15時00分

時給 (2)10時30分～19時30

165,120円～165,120円

静岡県伊豆の国市田京１２５８－
４４
介護老人保健施設　安寧の郷

103

地域限定契約社員／
調理・補助／未経験
歓迎／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・調理補助全般をお願い
します。具体的には、
・和食や洋食等のバイキング料理の調
理業務
・その他盛付等補助業務
ご自宅から通勤可能で、通勤交通費支

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

時給

163,400円～163,400円

静岡県伊豆の国市中条２３４－２
介護付き有料老人ホーム　夢無限
にらやま

102

（請）調理補助／伊
豆の国市

入所者様への食事提供にいける調理補
助業務です。
調理の補助・盛付・配膳
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 変形（1ヶ月単位） 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)11時00分～20時00

月給

236,060円～266,490円
又は6時00分～21時00

静岡県伊豆の国市吉田１１７８
（大仁ホテル）

104

地域限定契約社員／
調理・補助／未経験
歓迎／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・調理補助全般をお願い
します。具体的には、
・和食や洋食等のバイキング料理の調
理業務
・その他盛付等補助業務
ご自宅から通勤可能で、通勤交通費支

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

月給

236,060円～266,490円
又は6時00分～21時00

静岡県伊豆の国市長岡１０３５－
１
伊豆長岡金城館
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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11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 86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: 13090-42746721 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: 13090-42804421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 86人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 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: 13090-42039221 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: 13090-42161321 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: 13090-42263221 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: 13090-42342821 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 9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: 13120-21565521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5225-1410 従業員数 9人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13080-86232721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 055-947-0511 従業員数 79人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 管理栄養士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7934721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0558-76-3228 従業員数 195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- 7866421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 0558-76-3228 従業員数 195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- 7867321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 0558-76-3228 従業員数 195人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7868621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0558-76-3228 従業員数 195人

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

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7869921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

静岡県伊豆の国市吉田１１７８
（大仁ホテル）

106

全国転勤／ホテル施
設管理長候補／伊豆
長岡金城館

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 施設管理実務経験３
年以上が目安301,760円～301,760円

又は9時00分～21時00

105

全国転勤／ホテル施
設管理長候補／大仁
ホテル

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 調理実務経験３年以
上が目安352,880円～352,880円

静岡県伊豆の国市長岡１０３５－
１
伊豆長岡金城館

107

全国転勤／料理長
（調理長）候補／大
仁ホテル

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

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

月給 施設管理実務経験３
年以上が目安301,760円～301,760円

又は9時00分～21時00

静岡県伊豆の国市長岡１０３５－
１
伊豆長岡金城館

109

【全国転勤】ホテル
支配人候補（大仁ホ
テル）

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 調理実務経験３年以
上が目安352,880円～352,880円

静岡県伊豆の国市吉田１１７８
（大仁ホテル）

108

全国転勤／料理長
（調理長）候補／伊
豆長岡金城館

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

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

月給 業界問わず、何らか
のマネジメントの経
験

352,880円～352,880円
又は9時00分～21時00

静岡県伊豆の国市吉田１１７８
（大仁ホテル）

110

【全国転勤】ホテル
支配人候補（伊豆長
岡金城館）

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 業界問わず、何らか
のマネジメントの経
験

352,880円～352,880円
又は9時00分～21時00

静岡県伊豆の国市南條７２４－１
０　
大武丸　伊豆長岡店

112

カラオケ店社員／伊
豆長岡店

カラオケ店
（店長・エリアリーダー候補）
１．接客
２．店舗管理
３．予算・売上管理
４．アルバイトスタッフ管理
５．その他店舗管理

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　シン・コーポレーション
雇用期間の定めなし (1)19時30分～4時00分

月給 (2)15時00分～0時00分 飲食店で勤務経験あ
る方大歓迎210,000円～230,000円 (3)16時00分～1時00分

静岡県伊豆の国市長岡１０３５－
１
伊豆長岡金城館

111

飲食店　店舗スタッ
フ／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。
★ホール内での業務及びキッチン内の
業務を担当していただきます
・お客様のご案内、注文取り、レジ業
務

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

210,000円～270,000円

静岡県伊豆の国市古奈２１３－３
当社　伊豆長岡店

113

管理栄養士 管理栄養士業務をしていただきます
・患者様の栄養指導等必要な指導教育
全般
・入院患者様の食事の調理全般
・食材等の発注・在庫管理
・食数計算や栄養価計算
・書類の作成と保管等の管理

正社員 交替制あり 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)20時30分～5時00分 経験者優遇

223,100円～332,430円 (3)12時00分～20時00

静岡県伊豆の国市田京２７０－１

115

准看護師（病棟）
【急募】

外科、内科、整形外科、泌尿器科の患
者様が入院する混合病棟です
。急性期疾患が主で、治療後・術後の
リハビリや環境調整を要する
方、がん等で緩和ケアを必要とする方
等に看護を提供しています。
４０代～９０代と年齢層は様々です

正社員 変形（1ヶ月単位） 公益財団法人　伊豆保健医療センター
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 病棟での看護経験が
あれば尚働きやすい
でしょう。基本的な

251,681円～258,582円 (3)0時30分～9時00分

静岡県伊豆の国市長岡７４１－１

114

看護師（病棟）【急
募】

外科、内科、整形外科、泌尿器科の患
者様が入院する混合病棟です
。急性期疾患が主で、治療後・術後の
リハビリや環境調整を要する
方、がん等で緩和ケアを必要とする方
等に看護を提供しています。
４０代～９０代と年齢層は様々です

正社員 変形（1ヶ月単位） 公益財団法人　伊豆保健医療センター
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～12時30分 看護師として３年以
上の経験があればど
なたでもできます。

246,681円～269,856円

静岡県伊豆の国市田京２７０－１

116

看護師（訪問）【急
募】

疾病を抱え在宅で療養中の方々へ看護
の提供を致します。年齢を問
わず、難病・慢性疾患・癌末期などあ
らゆる疾患を持ち在宅での生
活を希望された方に訪問します。バイ
タルチェック、点滴・褥瘡・
カテーテル管理、保清・生活指導・介

正社員 変形（1ヶ月単位） 公益財団法人　伊豆保健医療センター
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 病棟での看護経験が
あれば尚働きやすい
でしょう。基本的な

224,034円～250,093円 (3)0時30分～9時00分

静岡県伊豆の国市田京２７０－１

月給 (2)8時30分～12時30分

204,335円～222,463円

静岡県伊豆の国市田京２７０－１

117

介護支援専門員 介護支援専門員　業務
１．要介護高齢者のケアプランの作
成、関連業務
　　※　２４時間緊急時対応体制あり
（当番制）
２．在宅介護における相談援助業務
３．地域包括ケアシステム構築への取

正社員 変形（1ヶ月単位） 公益財団法人　伊豆保健医療センター
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

9/12



【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年11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: 0558-76-3228 従業員数 195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- 7870721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 1時間

     TEL: 0558-76-3228 従業員数 195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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7873521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 3時間

     TEL: 055-948-0555 従業員数 125人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 言語聴覚士 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- 7782721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 055-948-0555 従業員数 16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 なし 介護職員初任者研修修了者

求人番号: 22050- 7785521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 0558-76-3228 従業員数 195人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 薬剤師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7857521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 0558-76-3228 従業員数 195人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 理学療法士 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- 7863821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 1時間

     TEL: 055-948-5577 従業員数 15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: 22050- 7900021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 03-6435-6116 従業員数 23人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 精神保健福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 社会福祉士

求人番号: 13040-27421722 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 介護福祉士

     TEL: 055-948-5577 従業員数 26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: 22050- 7843621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-948-5577 従業員数 36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: 22050- 7844921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-986-0789 従業員数 10人

年　　齢: 69歳以下 休　　日： 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

求人番号: 22050- 7812021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-986-0789 従業員数 10人

年　　齢: 18歳～69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- 7813721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0558-76-1486 従業員数 13人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 二級自動車整備士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり 三級自動車整備士

求人番号: 22050- 7945521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

118

看護助手 患者の身の回りの世話・看護師の補助
・身体の清潔の介助、排泄の介助な
ど、日常生活に関わる業務
・環境整備、リネン交換など、生活環
境に関わる業務
・医療材料の補充、整理、片付けな
ど、診療に関わる業務

正社員 変形（1ヶ月単位） 公益財団法人　伊豆保健医療センター
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給

192,722円～217,751円
又は5時00分～13時30

静岡県伊豆の国市田京２７０－１

119

栄養士 調理及び調理に係る業務
・仕込み
・盛り付け
・検品
・洗浄
（少しづつ慣れるよう配慮します）
・発注や献立作成

正社員 変形（1ヶ月単位） 公益財団法人　伊豆保健医療センター
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

177,173円～191,284円 (3)0時30分～9時00分
又は7時00分～15時30

静岡県伊豆の国市長岡９４６

121

介護職員（小規模多
機能ホーム湯と里）

グループホームを併設している小規模
多機能ホームです。
伊豆の国市内の方を対象に通い・泊ま
り・訪問の
介護サービスを登録利用者様のケアプ
ランに応じ
提供します。

正社員 変形（1ヶ月単位） 長岡リハビリテーション病院　（医療法人社団　一就会）
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時15分

月給 (2)8時30分～12時30分

225,000円～315,000円

静岡県伊豆の国市田京２７０－１

120

言語聴覚士 入院・外来患者様へのリハビリ業務を
担当していただきます。

医療療養病床：５４床　脳血管疾患リ
ハビリテーション料
摂食・嚥下問題への対応、個別訓練等

正社員 変形（1ヶ月単位） 長岡リハビリテーション病院　（医療法人社団　一就会）
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)8時30分～12時30分

239,905円～263,286円

静岡県伊豆の国市長岡９５３－１

122

薬剤師 ＜薬剤師の主な業務内容として＞
入院調剤、注射薬調剤を中心とした薬
剤業務一般
　
◆◇◆　急　募　◆◇◆

正社員 変形（1ヶ月単位） 公益財団法人　伊豆保健医療センター
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給 (2)7時00分～16時00分

162,523円～206,537円 (3)10時00分～19時00

静岡県伊豆の国市田京２７０－１

124

介護職（おおひと） グループホームで入所者の生活介護全
般を担当していただきます。
（入所者１８名）
・食事介助
・入浴介助
・排泄介助
・身体介助

正社員 変形（1ヶ月単位） 有限会社　夢無限
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時30分

月給 (2)8時30分～12時30分

192,722円～217,751円

静岡県伊豆の国市田京２７０－１

123

理学療法士（訪問） ・主に・在宅療養している利用者様に
対して生活に則した指導及び
　理学療法
・高齢者等の身体機能回復訓練及び術
後のリハビリ業務

正社員 変形（1ヶ月単位） 公益財団法人　伊豆保健医療センター
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給 現場経験

240,000円～240,000円

静岡県伊豆の国市田京９２９－５

125

≪急募！！≫生活相
談員・正社員／伊豆
の国

○サービス付き高齢者向け住宅及びデ
イサービス。
○生活相談員として、ご利用者の日々
の生活相談業務。
○各記録、書類作成
○身体介護（排泄・入浴・食事等）
○ご家族やケアマネージャーとの対応

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

月給 (2)7時00分～15時30分

152,100円～176,100円 (3)11時00分～19時30

静岡県伊豆の国市中條２３４－２

127

介護職（伊豆長岡） 介護付き有料老人ホームの入居者の生
活介護全般
　・食事介助
　・入浴介助
　・排泄介助
　・その他生活に関する介助
※入居者定員は７８名です。

正社員 変形（1ヶ月単位） 有限会社　夢無限
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 (2)8時30分～17時30分

161,000円～201,000円 (3)10時00分～19時00

静岡県伊豆の国市長岡１０１１－
６
「ふるさとホーム伊豆の国」「ケ
アステーションあさひ伊豆の国」

126

介護職（にらやま） 介護付き有料老人ホームの入居者の生
活介護全般
　・食事介助
　・入浴介助
　・排泄介助
　・その他生活に関する介助
※入居者定員は４８名です。

正社員 変形（1ヶ月単位） 有限会社　夢無限
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 (2)11時00分～20時00

180,000円～200,000円

静岡県伊豆の国市長岡９９９－１

128

生活支援員 軽度精神・知的障害者グループホーム
の生活支援員の募集です。　
主な業務内容としては、入居者が安心
して暮らせるための生活一般の支援
（主に声掛け、見守り）を行います。

・入居者の生活管理（金銭／通院）業

正社員 変形（1ヶ月単位） グループホーム　ミライカ韮山（一般社団法人ミライカ）
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)8時30分～17時30分

161,000円～201,000円 (3)10時00分～19時00

静岡県伊豆の国市中條２５２

130

自動車整備士及びマ
ネージャー候補

・若手から年配者まで様々な年齢のス
タッフがおります。
・チームワークを大切にしており、み
んなで助け合いながら仕事をしており
ます。ブランクがあっても平気です。
・国産全メーカーの乗用車からトラッ
ク・バスまでの車検整備。

正社員 変形（1年単位） 車検のコバック大仁店（有限会社　太洋自動車）
雇用期間の定めなし (1)8時10分～17時15分

月給 (2)8時30分～17時30分 福祉施設での業務経
験250,000円～280,000円 (3)11時00分～20時00

静岡県伊豆の国市中條２５２

129

管理者 軽度・精神知的障害者向グループホー
ムの管理業務
・入居者の生活管理（金銭／通院他）
業務
・職員の管理業務（シフト作成／業務
指導）
・事務（請求管理）

正社員 交替制あり グループホーム　ミライカ韮山（一般社団法人ミライカ）
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

静岡県伊豆の国市御門５１－１

月給 (2)8時55分～18時00分 自動車整備の経験

210,000円～385,000円
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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11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: 055-954-1211 従業員数 5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: 22030-11253721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-954-1211 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22030-11275621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-954-1211 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22030-11285121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-954-1211 従業員数 8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: 22030-11292121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-949-7121 従業員数 96人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 ビルクリーニング技
能士

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- 7905421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 054-281-7890 従業員数 10人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22010-30162021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0545-67-1270 従業員数 13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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22100- 9336421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0558-72-8885 従業員数 7人

年　　齢: 64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- 7827621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 27時間

     TEL: 0558-72-8885 従業員数 20人

年　　齢: 64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- 7828921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0558-72-8885 従業員数 20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- 7829121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0558-62-1712 従業員数 5人

年　　齢: 45歳以下 休　　日： 日他 準中型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり ５トン限定準中型自動車免許

求人番号: 22110- 3236721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0558-87-1510 従業員数 3人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7767721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 055-984-1501 従業員数 50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- 7830821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 30時間

時給 分析経験（学生時
代、ブランク可）209,777円～225,432円131

環境水などの成分検
査

主業務：環境水などの成分検査のお仕
事です。
試験前処理、ＨＰＬＣやイオンクロマ
トグラフィー等を使い、水質の分析、
水銀試験、重金属試験、試験結果の
データ入力などを行います。
付随業務：分析や試験の準備、片付け

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

静岡県伊豆の国市三福６３２－１
旭化成ファーマ株式会社

133

新薬開発のためのバ
イオ実験

主業務：新薬開発のためのバイオ実験
のお仕事です。
新薬開発における実験動物の手術・投
与・解剖や細胞実験の補助、イメージ
画像や組織標本の作製とデータ解析業
務など。
付随業務：実験準備、片付け、清掃や

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

時給 動物実験経験（学生
時代可）273,963円～273,963円

静岡県伊豆の国市田京１５１－６
株式会社　東洋検査センター

132

新薬開発における動
物実験サポートや細
胞実験

主業務：新薬開発における実験動物の
手術解剖や細胞実験のお仕事です。新
薬開発における実験動物の手術・投
与・解剖や細胞実験の補助、イメージ
画像や組織標本の作製とデータ解析業
務など。
付随業務：ミーティング、片付け、清

有期雇用派遣労働者 理系学部 ＷＤＢ株式会社　沼津支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～17時45分

時給

219,170円～266,135円

静岡県伊豆の国市三福６３２－１
旭化成ファーマ株式会社

134

飲用水などの水質測
定

主業務：飲用水などの水質測定のお仕
事です。
静岡県の水道や温泉水等の水質分析を
受託している会社における、水の分析
業務を担当します。
付随業務：分析準備、片付け、清掃、
データ入力など。

有期雇用派遣労働者 理系大卒以上（栄養
系学科でも可）

ＷＤＢ株式会社　沼津支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時00分～16時45分

時給 動物実験経験

281,790円～281,790円

静岡県伊豆の国市四日町２６９－７

136

警備職員「急募」
（伊豆の国市）

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

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

月給 人事労務管理
清掃業務全般185,000円～222,000円

静岡県伊豆の国市田京１５１－６
株式会社　東洋検査センター

135

ビル・建物清掃管理 清掃現場の管理巡回、作業教育
清掃スタッフの労務管理、日常マネー
ジメント
事業所（スーパーマーケット、銀行、
工場等）のフロア清掃、トイレ清掃、
草刈り等の日常清掃の欠員発生時の業
務代行。

正社員 株式会社　東静ビル管理
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)8時30分～17時30分 福祉施設での調理経
験あれば尚可181,000円～345,000円 (3)10時30分～20時00

静岡県沼津市岡宮１３５４－６
エスピトーム沼津支社

137

（請）調理師 福祉施設等に於ける調理に係る一切の業務をしていただきます。正社員 交替制あり 株式会社　クリエイティブ
雇用期間の定めなし (1)5時00分～14時30分

日給 (2)22時00分～7時00分

194,400円～226,800円

静岡県伊豆市大平２４１－１

139

造園工 ・造園工事、庭園工事、エクステリア
工事
・樹木の剪定、除草作業及び片付け作
業

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社グリーン土木
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 土木工事現場の経験
がある方278,000円～410,000円

静岡県伊豆の国市北江間４５－１
特別養護老人ホーム【いちごの
里】

138

土木施工管理 ＜土木施工管理業務＞

・現場施工管理（作業の指導・監督、
工程管理等）
・工事現場の測量、写真撮影及びデー
タ整理等
・パソコン（エクセルや専用ソフト）

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社グリーン土木
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

日給

223,000円～274,000円

静岡県伊豆の国市四日町１００

140

造園工見習い ・造園工事、庭園工事、エクステリア
工事の手元作業
・除草作業及び片付け作業

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社グリーン土木
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

日給 造園工としての経験
が必要267,000円～318,000円

静岡県伊豆市牧之郷１８３－２　修善寺営業所

142

プレス工 精密プレス加工オペレーター 正社員 変形（1年単位） 株式会社ユーワ　伊豆工場
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

275,000円～300,000円

静岡県伊豆の国市四日町１００

141

ダンプの運転手およ
び重機運転手

○ダンプの運転業務及び重機運転業務
　県東部および伊豆地区を中心に電線
や電話線の地中埋設工事や
　一般の土木作業を行っていただきま
す。また機材や工事で出た
　土砂や石等を運ぶダンプ（多種類あ
り）の運転もして

正社員 変形（1年単位） 株式会社　西田
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～2時30分

159,600円～166,250円 (3)6時00分～18時15分

静岡県伊豆市上船原７６７－２

143

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 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 プレス加工経験者優
遇200,000円～350,000円

静岡県伊豆市柏久保６３１－２１
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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: 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： その他 時間外 なし

求人番号: 22010-29620721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0558-85-0115 従業員数 39人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 7921421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0558-85-0115 従業員数 39人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 7922321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0558-85-0115 従業員数 39人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 7923621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0558-85-0115 従業員数 39人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 7925121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0558-98-1011 従業員数 32人

年　　齢: 69歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7938421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0558-98-1011 従業員数 32人

年　　齢: 69歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7939321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0558-98-1011 従業員数 32人

年　　齢: 69歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7940121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0558-98-1011 従業員数 32人

年　　齢: 69歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7941021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0558-98-1011 従業員数 32人

年　　齢: 69歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7942721 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: 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: 13090-42689121 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: 13090-42797721 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: 13090-42156121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

静岡県伊豆市冷川１５２３－１０
８
中伊豆リハビリテーションセン
ター

145

フロント ・フロントにて主任として働いていた
だきます。
・フロントでの接客とダイニングのお
手伝い。　　　　　　　　　・その他
フロント業務

正社員 変形（1ヶ月単位） 有限会社　嵯峨沢館
雇用期間の定めなし (1)7時00分～19時00分

時給

215,000円～215,000円144

（請）調理補助　／
伊豆市冷川

病院での食事提供における調理の補助
を担当していただきます。
・盛付：調理師および栄養士が調理し
たものを食器に盛り付ける
・配膳：食事がのった配膳車を３階、
４階のフロアまで持っていく
・下膳：食べ終わった食器を配膳車で

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)7時45分～16時45分

月給 接客経験、料理提供
経験
サービス業経験あり

187,200円～198,900円

静岡県伊豆市門野原４００－１

146

接客係 お部屋でのお茶だしと館内の説明
個室ダイニングでの食事の提供
清掃

正社員 変形（1ヶ月単位） 有限会社　嵯峨沢館
雇用期間の定めなし (1)7時30分～20時30分

月給 (2)10時00分～22時00 ホテル旅館等でのフ
ロント経験者に限
る。

250,000円～300,000円
又は8時00分～20時00

静岡県伊豆市門野原４００－１

148

お部屋ご案内係 チェックイン時のお部屋へのご案内、
チェックアウト時のお客様のお見送り
お掃除のお手伝いなど、フロントで業
務のお手伝いを
お願い致します。

正社員 変形（1ヶ月単位） 有限会社　嵯峨沢館
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)9時00分～18時00分

163,800円～187,200円

静岡県伊豆市門野原４００－１

147

宿泊予約 宿泊部門の業務全般（オペレーション
業務）、電話応対などお客様からのご
予約等のお仕事です。
初めての方でもパソコンが出来る方な
ら大丈夫です。
先輩が丁寧に教えますのでご安心くだ
さい。

正社員 変形（1ヶ月単位） 有限会社　嵯峨沢館
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

191,000円～250,000円

静岡県伊豆市門野原４００－１

149

フロント係 パソコン操作（予約、手配、集計など
の基本操作）
お客様応対、電話応対、手配提供
普通運転（自動車運転免許ある場合）
従業員、お客様の送迎、お客様の車の
移動

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

月給

163,800円～163,800円
又は8時30分～17時30

静岡県伊豆市土肥２８４９－３

151

ルーム係 客室、宴会場、食事処での料理の給
仕、提供サービス

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

月給

191,000円～250,000円

静岡県伊豆市土肥２８４９－３

150

レストランホールス
タッフ

レストランでの接客業務全般
・お客様のご案内
・食事の提供
・ドリンクサービス

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

月給

191,000円～210,000円

静岡県伊豆市土肥２８４９－３

152

内務係 料理の仕分け運搬業務（板場から接客
係へ料理を引き渡す業務）
客室での布団の上げ下げ
館内共用部の清掃
食器洗浄

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

月給

191,000円～250,000円

静岡県伊豆市土肥２８４９－３

154

地域限定契約社員／
調理・補助／未経験
可／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・調理補助全般をお願い
します。具体的には、
・和食や洋食等のバイキング料理の調
理業務
・その他盛付等補助業務
ご自宅から通勤可能で、通勤交通費支

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

月給

191,000円～210,000円

静岡県伊豆市土肥２８４９－３

153

清掃係 客室清掃
公衆スペース清掃
洗い場清掃

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

月給 施設管理実務経験３
年以上が目安301,760円～301,760円

又は9時00分～21時00

静岡県伊豆市八木沢３８６４番地
伊東園ホテル土肥

155

全国転勤／ホテル施
設管理長候補／伊東
園ホテル土肥

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給

236,060円～266,490円
又は6時00分～21時00

静岡県伊豆市八木沢３８６４番地
伊東園ホテル土肥

月給 調理実務経験３年以
上が目安352,880円～352,880円

静岡県伊豆市八木沢３８６４番地
伊東園ホテル土肥

156

全国転勤／料理長
（調理長）候補／伊
東園ホテル土肥

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

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