
【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12月6日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 055-971-9360 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 8834421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・その他月平均 2時間

     TEL: 055-977-1170 従業員数 40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- 8836621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 055-977-1170 従業員数 40人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 １級建築施工管理技
士

就業場所: 

採用人数: 4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- 8838121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 053-485-2846 従業員数 12人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水他 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22020-26865721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 055-972-1567 従業員数 23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- 8577521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-971-4097 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 8631221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 055-988-8810 従業員数 20人

年　　齢: 35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- 8665521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 055-960-8485 従業員数 5人

年　　齢: 不問 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 なし

求人番号: 22050- 8686121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-3724-7201 従業員数 5人

年　　齢: 35歳以下 休　　日： 土日祝他 第二種電気工事士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり その他の電気工事関係資格

求人番号: 13070-79531521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 15時間

     TEL: 055-975-0543 従業員数 11人

年　　齢: 35歳以下 休　　日： 日祝他 床上操作式クレーン
運転技能者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 玉掛技能者

求人番号: 22050- 8771321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 055-977-1443 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 大型自動車免許 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- 8591821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 22時間

     TEL: 055-977-3001 従業員数 75人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 8818421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 15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- 8842421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 26時間

日給 やる気があれば、未
経験者でも歓迎
経験者は、優遇しま

237,600円～324,000円

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

建設現場での土木工
事一般

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

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

≪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） 

静岡県三島市大場２４１

3

建築施工管理 ■仕事に関して
当社では木造・Ｓ造・ＲＣ造といった
様々な構造の建築を取り扱っておりま
す。
まずは自分の得意とする建物の施工管
理から今までの経験を活かして頂き、
先輩指導のもと、様々な建物の施工管

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

月給 土木作業経験者・歓
迎
機械や重機のオペ

220,000円～300,000円

静岡県三島市谷田夏梅木６５７－２５

2

土木作業スタッフ
（オペレーター）

※※未経験者歓迎※※

●老朽化したコンクリート（橋梁・建
物など）を高圧洗浄機の様な装置
（ウォータージェット）を使って除去
するなどする修繕工事の仕事。
●その他にコンクリートのひび割れに

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

月給 営業歴２年以上
業界未経験も歓迎
※研修制度：あり

217,500円～217,500円

静岡県三島市大場２４１

4

住宅営業（三島市松
本）

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

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

月給 建築施工管理の経験

250,000円～500,000円

静岡県三島市中２５０－５

6

土工 土木作業員 正社員 変形（1年単位） 有限会社　世和土木
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 土木・建築作業員

170,000円～180,000円

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

5

型枠工事及び土木作
業見習い

・建築現場での型枠作業見習い　　　　　　　　　　　　　　　　・土木作業見習い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・未経験者応募可正社員 変形（1年単位） 住起産業株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

185,500円～254,000円

静岡県三島市大場１０８６－４２９

7

事務員 ★☆★　未経験歓迎、急　募　★☆★

総務経理のお仕事です。
・電話やメール、来客対応
・オフィスの環境整備
・備品、施設管理
・社内行事の企画・運営

正社員 高卒以上 南富士株式会社　本社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 過去に建設業関連業
務に従事していたこ
と。

300,000円～337,500円

静岡県三島市沢地１５１－７

9

営業スタッフ／東海
支店

◎静岡県、山梨県内の自治体への水道
事業向け監視制御システム及び計装機
器のルート営業を行います。
（出張先の距離により宿泊が必要な場
合は費用負担あり）
■営業→提案→見積→受注→客先打ち
合わせと、大変やり甲斐のある仕事で

正社員 シンク・エンジニアリング株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給

230,000円～360,000円

静岡県三島市萩６５－１

8

シーリング・防水工 新築住宅・アパート・マンション等の
外壁目地等に対して、シーリング剤の
注入をしたり、屋根・水周りの防水工
事（防水シートをはり、塗料等を塗る
作業）をするお仕事になります。
現場は静岡県東部が中心です。


正社員 株式会社　マルシン工業
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

200,000円～200,000円
又は6時00分～15時00

静岡県三島市中央町３－２７
東海支店

10

食品の製造 飲料水製造、殺菌作業、あま酒、塩こうじの仕込み作業等正社員 変形（1年単位） 株式会社　伊豆フェルメンテ
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

年俸制

250,000円～275,000円

静岡県三島市安久９８


12

技能職 システムバス、システムバスに使用する洗場の製造正社員以外 変形（1年単位） タカラスタンダード　株式会社　三島工場
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時00分～16時50分

月給

251,800円～290,300円

静岡県三島市八反畑１３４－６

11

生コンミキサー車運
転員

・生コンクリートミキサー車による運
搬・荷降ろし（三島市内が中心）
・その他（工務、補助など）

正社員以外 変形（1年単位） 三島生コン株式会社
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

190,000円～250,000円

静岡県三島市長伏１６３‐３

13

製造管理 ＜＜製造管理の業務内容として＞＞

・鋼構造物（鉄骨・金物）等の工場生
産管理

・積算、資材購入、納期管理


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

180,000円～180,000円

静岡県三島市長伏１７８－１

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12月6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: 055-977-1336 従業員数 16人

年　　齢: 45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 なし

求人番号: 22050- 8854121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     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- 8594421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 26時間

     TEL: 055-977-2805 従業員数 8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- 8694121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 4時間

     TEL: 055-977-1711 従業員数 13人

年　　齢: 35歳以下 休　　日： 日祝他 フォークリフト運転
技能者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 8660121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 055-988-8411 従業員数 80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- 8615221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 055-977-5060 従業員数 8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 なし

求人番号: 22050- 8846121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-977-5060 従業員数 8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 なし

求人番号: 22050- 8847021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     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- 8809221 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 8人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝他 技術士（情報工学部
門）

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- 8781621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 11時間

     TEL: 055-977-5151 従業員数 108人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝他 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- 8806021 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: 055-975-4762 従業員数 17人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 日祝 大型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり フォークリフト運転技能者

求人番号: 22050- 8855021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 40時間

     TEL: 055-973-2262 従業員数 5人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 大型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 8698221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 26時間

     TEL: 054-367-0178 従業員数 6人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 フォークリフト運転
技能者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22040- 8128621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

静岡県三島市長伏１７８－１

15

製造管理 ＜＜製造管理の業務内容として＞＞

・鋼構造物（鉄骨・金物）等の工場生
産管理

・積算、資材購入、納期管理


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

時給

169,600円～169,600円14

一般事務 　　　　＜＜一般事務の業務内容とし
て＞＞

・パソコン（専用ソフト）を使用し、
　伝票（納品書、請求書等）入力
・電話対応
・来客対応

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

月給 溶接、曲げ加工

200,000円～280,000円

静岡県三島市長伏１７８－１

16

精密板金工・曲げ加
工・溶接工

普段馴染みのない板金職人ですが、
当社では、産業機械及びさまざまな金
属製品（ＳＵＳ、鉄、アルミ）の板
金、製缶業務を取扱い、１枚の鋼板の
切断から加工、穴あけ、溶接までの業
務を行っています。
大量生産品の扱いが少ない為、常に新

正社員 変形（1年単位） 有限会社　横須賀工業
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

190,000円～250,000円

静岡県三島市安久８８

18

サービス・メンテナ
ンス

当社の振動試験装置及び、恒温槽を保有する東海・近畿地区の顧客（自動車関連メーカー、重工メーカー等）を主として出張し、修理・点検・校正作業を行います。正社員 エミック株式会社　三島事業所
雇用期間の定めなし (1)8時25分～17時10分

月給

200,000円～240,000円

静岡県三島市御園新田　２８－２

17

製品出荷及び製品関
連業務職

当社工場内における、畜産機械器具の
製造・出荷等にかかる諸作業を行って
いただきます。
・製品出荷作業
・製品・資材の在庫管理
・製品加工・組立（弱電気業務・電気
溶接等を含む）

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

160,000円～268,500円

静岡県三島市平成台１１番地

バス停　沢地から徒歩２０分

19

医療用・食品用・工
業用　高圧ガスの製
造（充てん）

医療用・食品用・工業用　高圧ガス
（酸素、窒素、アルゴン、炭酸ガス）
を高圧ガス容器に充てん。

　　★★　職場見学大歓迎です！★★

正社員 株式会社　東三河総合ガスセンター　三島工場
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 サービス・メンテナ
ンスの経験
冷凍機（フロン取扱

222,020円～279,150円

静岡県三島市安久９６

21

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

160,000円～268,500円

静岡県三島市安久９６

20

高圧ガス容器の検査 高圧ガス容器の検査業務及び高圧ガス
（酸素、窒素、アルゴン、炭酸ガス）
の充てん業務。

　　　★★　職場見学大歓迎です！★
★

正社員 株式会社　東三河総合ガスセンター　三島工場
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 フィールドサービス
経験者優遇
電気回路知識ある方

210,000円～405,000円

静岡県三島市梅名４２７－１

22

（請）フィールドエ
ンジニア

全国のお客様の現場（主に製紙工場）
に赴き、大手機器メーカーの装置（工
場向けの完成品の不良を検知する装
置）のメンテナンスとして、調整や機
器の修理に携わっていただきます。出
張の期間は短くて日帰り、長くて２週
間、遠方の出張時ももちろん経費全額

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30分～17時15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

静岡県三島市梅名４２７－１

24

大型トラック運転手 大型トラックにて沼津市から新潟県へ
の定期便です。
行きは貸切運行、帰りは雑貨便の３日
運行になります。
定期便なので、仕事内容も安定してい
ますし立ち寄り先も決まっていますの
で覚えやすいです。

正社員 有限会社　砂山運送店
雇用期間の定めなし (1)18時00分～3時00分

月給 ＳＥ・プログラマー
（ソフトウェア／
ネットワーク）の経

210,000円～405,000円

静岡県三島市松本６６

23

アプリケーションソ
フト開発

◆アイティエス本社（静岡）にて
アプリケーションソフト開発経験者を
募集します。
・アプリケーションソフトウェア設計
製作
・システム立ち上げ支援（現地調整）
・使用言語：Ｃ、Ｃ＋＋、Ｃ＃、Ｖｉ

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 経験者の方は優遇

245,300円～251,300円

静岡県三島市三好町２１９－１０

25

ドライバー ≪主な業務内容として≫
建設機械（ユンボ等）、鉄板などの運
搬をしていただきます。　　配送範囲
は県内と関東方面です。

大型トラック（１０ｔ～１２ｔ）・小
型移動式クレーン（４ｔ～１０ｔユ

正社員 変形（1年単位） 有限会社　丸協運輸
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 運送業に携わったこ
とがある方
路線経験者

271,000円～285,600円

静岡県三島市松本１７０－１

月給 フォークリフトの経
験200,000円～220,000円

静岡県三島市谷田台崎２３０１－１５２３

26

倉庫管理　フォーク
リフトオペレーター
／三島営業所

■当社三島営業所にて保管貨物の入出
庫業務を行って頂きます。

　・カウンターフォークリフトを使用
し、荷主様指定の貨物を倉　
　　庫内よりピッキング、出庫しま
す。入庫時にはトラックより

正社員 変形（1年単位） 第一倉庫　株式会社
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12月6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: 049-227-7570 従業員数 15人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 二級自動車整備士 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり 三級自動車整備士

求人番号: 11040-20364321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 049-227-7570 従業員数 15人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 二級自動車整備士 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり 三級自動車整備士

求人番号: 11040-20375121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 03-5489-8511 従業員数 8人

年　　齢: 34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: 13070-78131321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 055-975-4411 従業員数 14人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 8787221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-975-4411 従業員数 14人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 8788521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-975-4411 従業員数 14人

年　　齢: 35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 なし

求人番号: 22050- 8789421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 054-255-3331 従業員数 13人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22010-32824121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     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: 13170-35381621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 29時間

     TEL: 055-976-3000 従業員数 7人

年　　齢: 18歳～61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- 8611121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-976-3000 従業員数 22人

年　　齢: 18歳～61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- 8619621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-976-3000 従業員数 7人

年　　齢: 18歳～61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- 8620021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-973-8829 従業員数 3人

年　　齢: 64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: 22050- 8802321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-973-8829 従業員数 3人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 水他 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: 22050- 8803621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

27

サービスステーショ
ン業務（静岡県三島
市）

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

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

月給

206,000円～436,000円
又は8時00分～20時00

静岡県三島市長伏６２－３
『セルフステーション長伏』

28

自動車整備士（静岡
県三島市）

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

・その他付随業務。

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

月給

173,400円～338,400円
又は8時00分～20時00

静岡県三島市寿町７－４

30

配送スタッフ 先輩社員の指示のもと、取引先様が発
注したパイプや継手等の配送作業を
行っていただきます。
配送地域は三島市、駿東郡、御殿場
市、伊豆市、伊豆の国市、沼津市で
す。
重量物の配送も伴いますので、体を動

正社員 変形（1年単位） 三島工具　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)8時40分～17時30分

190,000円～300,000円

静岡県三島市長伏６２－３
『セルフステーション長伏』

29

営業職／三島支店 研究開発や品質管理などに使われる各
種分析機器・試験計測機器・理化学機
器等を販売する専門商社です。
お客様は民間企業、大学、官公庁、独
立行政法人、財団など多岐にわたりま
す。
既存のお客様を中心としたルートセー

正社員 竹田理化工業株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時30分

月給

258,300円～298,100円

静岡県三島市南町１１－２３

31

ルート営業＆配送
（得意先工場への提
案型アドバイザー）

製造業の取引先様に対し、主に工場の製造ラインで使われる大小様々な部品の導入をご提案する仕事です。お客様とコミュニケーションを図りながら、工場の新設からメンテナンスまで、幅広く製造業のバックヤードを支える仕事です。先輩社員達も、ゼロからのスタートでプロフェッショナルへと成長してきました。初めての分野でも、商品知識は仕事をしながら覚えていっていただければ大丈夫です。正社員 変形（1年単位） 三島工具　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)8時00分～12時00分

210,900円～229,900円

静岡県三島市南町１１－２３

33

営業総合職／三島市 ○育成プログラムに基づいた研修を通
じて、生命保険の営業や人材のマネジ
メントなど、営業所長に必要な知識、
スキルを学び、営業所長登用を目指し
ていただきます。
また、営業部長・営業次長へのキャリ
アアップも可能です。

正社員 富国生命保険　相互会社　静岡支社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

月給

170,000円～170,000円

静岡県三島市南町１１－２３

32

事務員 ≪事務員の業務内容≫
・受注、見積もり、発注等営業のサ
ポート
・伝票入力や品出し
・専用ソフトを使用したデータ入力
・上記内容に付帯する業務
・配達や集金など簡単な外回り

正社員以外 三島工具　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 業界問わず営業経験
１年以上
ハウスメーカー、不

200,000円～300,000円

静岡県三島市寿町２－１３
　富国生命保険相互会社　三島営
業所

34

【地域限定社員】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

220,000円～400,000円

静岡県三島市塚原新田２９７－１

36

店長候補 ・フロアは、朝のお掃除から始まっ
て、開店前のセッティング、お客様が
いらしたらご案内をして、ご注文、お
料理を出したら、レジでお見送りしま
す。

・キッチンでは、食材の仕込みから始

正社員 交替制あり 株式会社　にしはらグループ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 (2)12時00分～21時00

250,000円～390,000円 (3)15時00分～23時00
又は12時00分～23時00

静岡県三島市芝本町１－１　三島
ＮＫビル
「三島営業所」

35

店長候補 ・フロアは、朝のお掃除から始まっ
て、開店前のセッティング、お客様が
いらしたらご案内をして、ご注文、お
料理を出したら、レジでお見送りしま
す。

・キッチンでは、食材の仕込みから始

正社員 交替制あり 株式会社　にしはらグループ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 (2)12時00分～21時00

250,000円～390,000円 (3)15時00分～23時00
又は12時00分～23時00

静岡県三島市徳倉８９９－３

37

店長候補 ・フロアは、朝のお掃除から始まっ
て、開店前のセッティング、お客様が
いらしたらご案内をして、ご注文、お
料理を出したら、レジでお見送りしま
す。

・キッチンでは、食材の仕込みから始

正社員 交替制あり 株式会社　にしはらグループ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 (2)12時00分～21時00

250,000円～390,000円 (3)15時00分～23時00
又は12時00分～23時00

静岡県三島市玉川２５３－３

39

調理全般 調理業務全般及び接客を担当して頂き
ます。
・盛り付け、配膳、洗い場、清掃もし
て頂きます。

※独立希望の方　¨やりがい¨　を求
めている方の応募をお待ちしておりま

正社員 変形（1年単位） 住吉　三島　本店
雇用期間の定めなし (1)10時15分～20時45

月給 接客の経験等あれば
尚可217,400円～300,000円

静岡県三島市一番町１７－６０

38

ホールスタッフ 接客を主として担当して頂きます。
・盛り付け、配膳、洗い場、清掃もし
て頂きます。

感染対策として券売機を導入しまし
た。

正社員 変形（1年単位） 住吉　三島　本店
雇用期間の定めなし (1)10時15分～20時45

静岡県三島市玉川２５３－３

月給 調理他接客の経験等

222,000円～415,000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12月6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: 03-5839-2607 従業員数 16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: 13120-23571721 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 14人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 食品衛生責任者 就業場所: 

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

求人番号: 13120-23576321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0564-21-9171 従業員数 20人

年　　齢: 18歳～45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: 23050-15495221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 055-988-0600 従業員数 28人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり その他のサービス関係資格

求人番号: 22050- 8626321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-988-0600 従業員数 28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 その他のサービス関係資格

求人番号: 22050- 8628921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-988-0600 従業員数 28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 その他のサービス関係資格

求人番号: 22050- 8629121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-971-5507 従業員数 150人

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

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 8815821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-973-0882 従業員数 163人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 8710821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 055-973-0882 従業員数 163人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 臨床検査技師 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- 8711221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 055-973-0882 従業員数 163人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 看護師 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- 8774121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 055-976-0341 従業員数 29人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 8830721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 055-976-0341 従業員数 29人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 助産師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 8832221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 050-3145-1236 従業員数 9人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 その他の会計事務関
係資格

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 8839021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

月給 (2)15時00分～0時00分 飲食店での店長や管
理職経験者300,000円～420,000円 (3)21時00分～6時00分40

店舗責任者（経験
者）／三島市／はな
の舞

★鮮魚や野菜など厳選された旬の食材
で調理した四季折々の味を楽しめる業
態です。
★店舗責任者としてお客様に喜んで頂
くために、調理や接客、数値　管理、
人財育成などお任せします。一緒に働
く従業員達が活き活　きと楽しく働け

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

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

42

店長候補（ＫＦＣ三
島北店）

・接客、調理、スタッフの採用・教育
や管理等、
　店舗全体の運営管理を行う「店長」
を目指していただきます。

・現場（店舗）でのオペレーション
（作業）習得研修だけでなく、

正社員 変形（1ヶ月単位） タニザワフーズ株式会社
雇用期間の定めなし (1)10時00分～19時00

月給 (2)14時00分～23時00 飲食店での店長や管
理職経験者300,000円～420,000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

41

店舗責任者（経験
者）／三島市／大衆
食堂　安べゑ

★かつおだし薫るあっさりした肉豆富
白と八丁味噌と牛すじが癖に　なる肉
豆富黒が名物の業態です。
★店舗責任者としてお客様に喜んで頂
くために、調理や接客、数値　管理、
人財育成などお任せします。一緒に働
く従業員達が活き活　きと楽しく働け

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)14時00分～22時00 ＰＣ操作（発注・棚
卸など）、ＷＥＢ検
索、文字入力などが

180,000円～350,000円
又は10時00分～22時00

静岡県三島市萩２６８－２
ＫＦＣ　三島北店

43

レストラン　キッチ
ン業務

温浴施設内のレストランにて、
〇調理全般作業
　・調理人（調理・盛り付け、仕込み
など）調理全般の作業
　・レストラン管理業務
　　　（発注・在庫管理、メニュー考
案、原価率管理など）

正社員 交替制あり 湯郷　三島温泉
雇用期間の定めなし (1)10時00分～19時00

月給 (2)13時00分～22時00

185,000円～300,000円
又は10時00分～22時00

静岡県三島市徳倉１１９５番地　ゆうだい温泉

45

レストラン　店長
（主任）

温浴施設内のレストランにて、
〇レストラン業務　全般
　・ホール、キッチン業務
　・店舗売上、経費管理　（ＰＣ入
力）
　・発注、在庫管理　など

正社員 交替制あり 湯郷　三島温泉
雇用期間の定めなし (1)10時00分～19時00

月給 (2)12時00分～21時00 ＰＣ操作、ＷＥＢ検
索、文字入力などが
できる方

180,000円～350,000円
又は8時00分～0時00分

静岡県三島市徳倉１１９５番地　ゆうだい温泉

44

温浴施設　マネー
ジャー

温浴施設内のフロントをはじめ、館内
のマネージメントを行います。
・フロント業務
・接客サービス
・従業員シフト管理
・営業管理　など

正社員 交替制あり 湯郷　三島温泉
雇用期間の定めなし (1)10時00分～19時00

月給

220,000円～280,000円

静岡県三島市徳倉１１９５番地　ゆうだい温泉

46

介護支援専門員　居
宅介護支援センター
ラ・サンテふよう

居宅介護支援事業所におけるケアマネジャー業務正社員 交替制あり 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)13時00分～22時00 ＰＣ操作、ＷＥＢ検
索、文字入力などが
できる方

180,000円～350,000円
又は10時00分～22時00

静岡県三島市八反畑１２０－７

48

検査技師 ＜検査技師業務の業務として＞
　入院・外来・健診の検査業務を担当
していただきます。
・生理検査（エコー、心電図、眼底）
・臨床検査（血液検査、尿検査）
・電子カルテ操作
　上記内容に付帯する業務

正社員 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団　静岡健生会
雇用期間の定めなし (1)8時30分～16時45分

月給 (2)8時30分～16時45分

164,450円～325,850円 (3)13時00分～21時00

静岡県三島市佐野１２０５－３
介護老人保健ラ・サンテふよう

47

看護助手（病棟） 〈看護助手の業務として〉
　入院患者様の看護補助業務を担当し
ていただきます。
・看護の補助業務（おむつ交換等）
・環境整備（シーツ交換等）
・食事準備（配膳・下膳等）
　上記内容に付帯する業務

正社員 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団　静岡健生会
雇用期間の定めなし (1)6時45分～15時00分

月給 (2)16時30分～0時45分

203,600円～382,250円 (3)0時30分～8時45分

静岡県三島市八反畑１２０－７

49

看護師 〈看護師の業務として〉
　・病棟看護業務
　・診察補助、注射、点滴、カンファ
レンス
　・急性期、慢性期看護
　・入院から在宅までの患者ケア
　・電子カルテ入力

正社員 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団　静岡健生会
雇用期間の定めなし (1)8時30分～16時45分

月給 (2)8時30分～12時45分

188,450円～375,450円 (3)12時30分～20時30

静岡県三島市寿町２－２６

51

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

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

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

286,000円～417,000円

静岡県三島市八反畑１２０－７
三島共立病院

50

看護師 産婦人科医療の看護業務

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

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

月給 マーケティングデー
タ解析・財務諸表分
析に詳しい方で将来

750,000円～1,050,000円

静岡県三島市寿町２－２６

52

経営管理および企画
戦略等

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

正社員 文系・理系問いませ
ん。マーケティング
データ解析・財務諸

ウィンザークリニックリゾート
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 助産師経験

281,000円～328,000円

静岡県三島市谷田５７０－１
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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: 050-3145-1236 従業員数 9人

年　　齢: 35歳以下 休　　日： 日祝他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 准看護師

求人番号: 22050- 8670721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-981-3200 従業員数 8人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 木日祝他 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- 8687021 各種保険： 雇用・労災・その他 月平均 

     TEL: 055-981-3200 従業員数 8人

年　　齢: 59歳以下 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 なし

求人番号: 22050- 8688721 各種保険： 雇用・労災・その他 月平均 

     TEL: 03-6435-6116 従業員数 16人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13040-42387322 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-955-7776 従業員数 15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: 22030-12101621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 22人

年　　齢: 59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 なし

求人番号: 22030-12102921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-975-3766 従業員数 30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 ホームヘルパー２級

求人番号: 22050- 8581021 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 8人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 8633421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-975-7788 従業員数 16人

年　　齢: 18歳以上 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

求人番号: 22050- 8641421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-977-6200 従業員数 55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 介護職員初任者研修修了者

求人番号: 22050- 8783121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間 介護支援専門員（ケアマネージャー）

     TEL: 055-973-4717 従業員数 5人

年　　齢: 66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: 22050- 8794821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-973-4717 従業員数 5人

年　　齢: 66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 ホームヘルパー２級

求人番号: 22050- 8795221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 介護職員初任者研修修了者

     TEL: 055-973-4717 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: 22050- 8796521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県三島市谷田５７０－１

54

歯科助手・受付 診療補助のお仕事です。下記業務を担
当していただきます。
・医師の診療手伝い　
・機械器具類の滅菌、洗浄作業
・受付業務
・パソコンによる簡単な文章作成
（ワード・エクセル）

正社員 細川歯科医院
雇用期間の定めなし (1)9時00分～19時00分

月給 (2)9時00分～18時00分

235,000円～315,000円53

看護師 ２０２２年１０月新設オープン　小児科、整形外科クリニックにおける看護師業務スタッフ募集正社員 交替制あり ウィンザークリニックリゾート
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時00分

月給

220,000円～220,000円

静岡県三島市東町１３－２６

55

歯科衛生士 スケーリング・診療補助・口腔内衛生指導 正社員 細川歯科医院
雇用期間の定めなし (1)9時00分～19時00分

月給

170,000円～200,000円

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

57

施設長候補（ル・グ
ランガーデン三島）

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

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

月給 介護施設での事務の
経験ある方163,000円～163,000円

静岡県三島市東町１３－２６

56

≪急募！！≫事務ス
タッフ・正社員／三
島

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

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

月給

260,000円～260,000円
又は7時00分～19時00

静岡県三島市徳倉３－１－５３　ル・グランガーデン三島

58

正看護師（ル・グラ
ンガーデン三島）

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ル・グラン
雇用期間の定めなし

月給 サービス提供責任者
としての業務経験
（介護事業所管理経

300,000円～300,000円

静岡県三島市玉沢９０番地

60

介護職員 ・グループホーム内における介護業務
等全般
・食事介助
・入浴介助
・排泄介助
・レクリエーション　他


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)7時00分～16時00分

月給 (2)10時00分～19時00

157,504円～194,954円 (3)16時00分～10時00

静岡県三島市徳倉３－１－５３
　住宅型有料老人ホーム「ル・グ
ランガーデン三島」

59

介護職員 日常生活介助・身体介助の実施　要支
援１から要介護３程度
　入浴介助
　食事介助
　排泄介助
　レクリエーション企画実施
　着替え等の補助

正社員 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　伊豆社会福祉事業会　玉沢昭寿園
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

218,800円～328,800円 (3)10時15分～19時15

静岡県三島市南二日町６５０番地１

61

介護職員（介護福祉
士）

・グループホーム内における介護業務
等全般
・食事介助
・入浴介助
・排泄介助
・レクリエーション　他


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)7時00分～16時00分

月給 (2)8時30分～17時30分

193,800円～268,800円 (3)10時15分～19時15

静岡県三島市御園５８０

63

福祉相談員 障がいがある人の生活・就労・家族な
ど困っていることの相談を受けて、市
町や関係機関と連携をとり、解決を
図っていく仕事です。
訪問や会議などあり。

正社員 変形（1年単位） 特定非営利活動法人　けるん
雇用期間の定めなし

月給 (2)9時30分～18時30分 特別養護老人ホーム
での介護の実務経験
３年以上

166,000円～261,600円

静岡県三島市南二日町６５０番地１

62

介護職（御寿園） 介護老人福祉施設８６名、短期入所生活介護事業１０名の介護（食事、入浴、排泄の介助他）をスタッフ４０名で行います。未経験者は、指導します。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)7時00分～16時00分

月給 介護実務経験３年以
上優遇195,000円～220,000円

又は8時00分～20時00

静岡県三島市川原ケ谷８５－３

64

介護職員（訪問看護
等移動支援）

障がいがある方の入浴介助、夕食準
備、部屋の掃除など
または買い物支援や移動支援等

正社員 変形（1年単位） 特定非営利活動法人　けるん
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 相談業務を経験して
いること（相談業務
３年以上の経験者優

190,000円～220,000円
又は8時00分～19時00

静岡県三島市川原ケ谷８５－３

月給 相談業務を経験して
いること（相談業務
３年以上の経験者優

190,000円～220,000円
又は8時00分～19時00

静岡県三島市川原ケ谷８５－３

65

福祉相談員 障がいがある人の生活・就労・家族な
ど困っていることの相談を受けて、市
町や関係機関と連携をとり、解決を
図っていく仕事です。
訪問や会議などあり。

正社員以外 変形（1年単位） 特定非営利活動法人　けるん
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
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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12月6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 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22030-12215621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 052-856-6491 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 第二種電気工事士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり 第三種電気主任技術者

求人番号: 23020-75796621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間 ２級ボイラー技士

     TEL: 054-204-0240 従業員数 10人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22010-33167321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 055-971-6006 従業員数 20人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 交通誘導警備業務検
定２級

就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： なし 時間外 なし

求人番号: 22050- 8580121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-949-0038 従業員数 15人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 ２級土木施工管理技
士

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり １級土木施工管理技士

求人番号: 22050- 8791121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0558-79-0144 従業員数 15人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 １級土木施工管理技
士

就業場所: 

採用人数: 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- 8691321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 055-947-5955 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: 22050- 8692621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-949-3800 従業員数 5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- 8693921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-948-1780 従業員数 6人

年　　齢: 35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- 8599021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 055-949-2883 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: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 8748621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-947-0583 従業員数 12人

年　　齢: 45歳以下 休　　日： 他 フォークリフト運転
技能者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 8849821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 22時間

     TEL: 055-977-5151 従業員数 9人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 8776721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 11時間

     TEL: 055-977-5151 従業員数 9人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝 第二種電気工事士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 第一種電気工事士

求人番号: 22050- 8779521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 11時間

66

国立研究機関での事
務

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

有期雇用派遣労働者 ＷＤＢ株式会社　沼津支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時30分～17時15分

月給 ビル、設備管理の経
験及び、設備関連の
有資格者

162,900円～181,700円

静岡県三島市谷田１１１１
大学共同利用機関法人　情報・シ
ステム研究機構

67

ビルメンテナンス職
（請）／三島市

・設備管理　
日常巡回外観目視点検、障害対応及び
報告書作成
外注作業立会い、見積書作成及び作業
材料の発注

※設備管理業務経験のある方、大歓迎

正社員以外 変形（1ヶ月単位） ジェイアール東海総合ビルメンテナンス　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30分

時給 事務経験

187,860円～194,122円

静岡県三島市文教町２－３１－４
５　日本大学国際関係学部本校舎
及び
静岡県三島市文教町１－２７８６

69

（請）交通誘導員
（静岡東部地区）

静岡県東部地区（御殿場、裾野、三
島、富士など）の交通誘導のお仕事で
す。

・日勤の仕事です。
・道路工事、建設現場における車両誘
導

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 鈴与セキュリティサービス株式会社　　三島支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

日給 (2)7時00分～20時00分

212,000円～258,000円 (3)20時00分～7時00分

静岡県三島市文教町１丁目４番１
９号
ジェイアール東海総合研修セン
ター内　当社静岡営業所

68

（請）警備員／三島
市

契約先施設における常駐警備業務で
す。人や車両の出入管理や施設内外を
巡回し、事故や盗難などの防止にあた
ることが主な業務となります。
※人の生命、身体、財産を守るやりが
いのある仕事です。
※未経験者の方でも研修があるので安

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　静岡総合警備保障
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～6時59分

月給

250,000円～450,000円

静岡県三島市大社町６－２１

70

土木建築現場の現場
監督

＜＜業務内容＞＞

＊公共工事の仕事を請け負っていま
す。

・土木建築現場の監督（作業の指導
等）

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　尾崎組
雇用期間の定めなし (1)7時30分～17時00分

時給 (2)8時30分～17時30分

172,000円～197,800円
又は8時00分～19時00

静岡県伊豆の国市浮橋４４０－２

72

営業及び現場管理 〇見積書の作成
〇工事計画の作成
〇解体工事の受注及び新規開拓
〇データまとめ
※パソコン操作あり

入社後先輩社員と同行し業務の流れを

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社ダイケン
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 土木工事現場経験・
土木施工管理技士220,000円～350,000円

静岡県伊豆の国市長崎１６７－３

71

土木作業員・現場監
督員

静岡県及び伊豆の国市の工事並びに県東部ゼネコンの工事を中心に、道路・河川・治山等に関わる土木工事を行っています。正社員 変形（1年単位） 株式会社　共進土建
雇用期間の定めなし (1)7時30分～17時00分

日給

180,000円～337,500円

静岡県伊豆の国市天野１８６番地１

73

サッシ、ガラス工事 ・建設現場においてサッシの組立・取
付・運搬やガラス等の建材の運搬をし
ていただきます。
・運搬には２ｔトラックを使用しま
す。
・建設現場は静岡県東部が中心です。

正社員 変形（1年単位） 有限会社飯田サッシセンター
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

230,000円～330,000円

静岡県伊豆の国市古奈５９４－８

75

水道配管工 ・住宅の給水工事、排水工事をしてい
ただきます。
・給湯工事、下水道工事の配管もお願
いします。
※工事現場は静岡県東部が中心です。
・トラックの運転もあります。
・図面等の作成もあります。

正社員 有限会社　横山設備
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

180,000円～350,000円

静岡県伊豆の国市寺家４８２－１

74

電気工 ＜電気工＞
＊電灯・電力設備屋内外の電気工事
＊電話・ＴＶ配線工事
＊エアコン取付工事
＊現場には社有車で行きます

※工事の現場は静岡県東部が中心

正社員 大沢電気株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

180,000円～350,000円

静岡県伊豆の国市四日町８７３－９

76

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

研磨専用の機器を使用して、品物全体
の表面研磨加工を行って頂きます。

最初は、簡単な基本的となる技術を学

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

月給 経験者の方尚可

210,000円～260,000円

静岡県伊豆の国市原木５１１　Ａ
ＢＢ株式会社様構内

78

（請）機械整備 ■仕事内容
メーカー製の計測装置に使用されてい
る機器の点検、修理が主な
お仕事です。上司や先輩社員の指導の
もと、業務を覚えて、作業
を実施していただきます。


正社員 株式会社アイティエス
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 ◆必須：基本的な工
具取り扱い経験（ド
ライバー、レンチ

232,000円～405,000円

静岡県伊豆の国市北江間１５２３

77

（請）フィールド
サービス国内

メーカー製分析機器の整備・修理を行
います。

◆主な業務：
入社して半年～１年程度は製品理解・
業務理解のために、
静岡県伊豆の国市にて機器整備・修理

正社員 株式会社アイティエス
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

静岡県伊豆の国市原木５１１　Ａ
ＢＢ株式会社様構内

月給 ◆必須：機械計測に
興味のある方
◆優遇：電気の基本

232,000円～405,000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12月6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: 055-922-5517 従業員数 19人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 ５トン限定準中型自
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 ８トン限定中型自動車免許

求人番号: 22030-11941221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間 フォークリフト運転技能者

     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: 13090-46103721 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: 13090-46156421 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: 13090-46158621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 86人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-46309921 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: 13090-46326121 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: 13090-46364521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 86人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-46554721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-46651821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 055-976-3000 従業員数 20人

年　　齢: 18歳～61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- 8606821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 03-5839-2607 従業員数 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: 13120-23584321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0564-21-9171 従業員数 9人

年　　齢: 45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: 23050-15476721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0558-76-3228 従業員数 195人

年　　齢: 35歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 8798321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

月給 仕事内容欄の経験

200,000円～300,000円79

ルート営業配送職
（伊豆営業所設備営
業部）

上下水道用配管資材・住宅設備機器・
土木資材全般を取扱う
販売商社です。
当社『伊豆営業所設備営業部営業課』
において、主に配管資材や住宅設備機
器を取扱う得意先設備会社・工事店様
の現場及び事務所へのルート営業販売

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

静岡県伊豆の国市吉田１１７８
（大仁ホテル）

81

【静岡限定正社員】
ホテル調理スタッフ
／伊豆長岡金城館

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

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

月給 調理実務経験３年以
上が目安272,570円～272,570円

静岡県伊豆の国市守木７９５－３
ヌマカン株式会社　伊豆営業所

80

【静岡限定正社員】
ホテル調理スタッフ
／大仁ホテル

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

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

月給 調理実務経験３年以
上が目安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

82

【静岡限定正社員】
ホテル調理長候補／
大仁ホテル

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

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

月給 調理実務経験３年以
上が目安272,570円～272,570円

静岡県伊豆の国市吉田１１７８
（大仁ホテル）

84

【静岡限定正社員】
ホテル調理長候補／
伊豆長岡金城館

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

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

月給 施設管理実務経験３
年以上が目安277,440円～277,440円

又は8時00分～21時00

静岡県伊豆の国市吉田１１７８
（大仁ホテル）

83

【静岡限定正社員】
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 施設管理実務経験３
年以上が目安277,440円～277,440円

又は8時00分～21時00

静岡県伊豆の国市長岡１０３５－
１
伊豆長岡金城館

85

【静岡限定正社員】
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 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）

87

【地域限定正社員】
ホテル支配人候補
（伊豆長岡金城館）

【何かしらのマネジメント経験があれ
ば、ホテル未経験可】　半年でのキャ
リアアップが可能！初任給３５．２万
円以上、支配人昇格後３８．０万円以
上。
充実した研修制度がありますので、安
心してご応募下さい。

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 業界問わず、何らか
のマネジメントの経
験

352,880円～352,880円
又は9時00分～21時00

静岡県伊豆の国市長岡１０３５－
１
伊豆長岡金城館

86

【地域限定正社員】
ホテル支配人候補
（大仁ホテル）

【何かしらのマネジメント経験があれ
ば、ホテル未経験可】　半年でのキャ
リアアップが可能！初任給３５．２万
円以上、支配人昇格後３８．０万円以
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 (2)12時00分～21時00

250,000円～390,000円 (3)15時00分～23時00
又は12時00分～23時00

静岡県伊豆の国市長岡１０３５－
１
伊豆長岡金城館

88

店長候補 ・フロアは、朝のお掃除から始まっ
て、開店前のセッティング、お客様が
いらしたらご案内をして、ご注文、お
料理を出したら、レジでお見送りしま
す。

・キッチンでは、食材の仕込みから始

正社員 交替制あり 株式会社　にしはらグループ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 業界問わず、何らか
のマネジメントの経
験

352,880円～352,880円
又は9時00分～21時00

静岡県伊豆の国市南條７２４－１
０　
大武丸　伊豆長岡店

90

店長候補（ＫＦＣア
ピタ大仁店）

・接客、調理、スタッフの採用・教育
や管理等、
　店舗全体の運営管理を行う「店長」
を目指していただきます。

・現場（店舗）でのオペレーション
（作業）習得研修だけでなく、　店長

正社員 変形（1ヶ月単位） タニザワフーズ株式会社
雇用期間の定めなし (1)10時00分～19時00

月給 (2)15時00分～0時00分 飲食店での店長や管
理職経験者300,000円～420,000円 (3)16時00分～1時00分

静岡県伊豆の国市長岡２５０－８

89

店舗責任者（経験
者）／伊豆の国市／
大武丸

★時間と鮮度にこだわって仕入れた旬
の魚を、刺身をはじめ素材を　活かし
た料理で提供する業態です。
★店舗責任者としてお客様に喜んで頂
くために、調理や接客、数値　管理、
人財育成などお任せします。一緒に働
く従業員達が活き活　きと楽しく働け

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)8時30分～12時30分

194,361円～222,789円

静岡県伊豆の国市吉田字九十分１
５３－１
ＫＦＣアピタ大仁店

91

事務職（一般） 《事務職業務内容》
・病院、健診、総務の事務全般
・病院窓口応対、診療報酬請求事務
・健康診断、経理、庶務事務
・当直業務（保安業務含む）

上記内容に付帯する業務も有ります。

正社員 変形（1ヶ月単位） 短大卒または専門卒 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)12時00分～21時00

185,000円～300,000円
又は10時00分～21時00

静岡県伊豆の国市田京２７０－１
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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12月6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: 048-599-2010 従業員数 4人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 看護師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 准看護師

求人番号: 11020-13152221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 055-949-2188 従業員数 27人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 保育士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

求人番号: 22050- 8826421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 055-970-1127 従業員数 110人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 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 なし 社会福祉士

求人番号: 22050- 8810621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 介護支援専門員（ケアマネージャー）

     TEL: 0557-36-9069 従業員数 27人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 ホームヘルパー２級 就業場所: 

採用人数: 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: 22052- 3116221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 3時間

     TEL: 055-940-0015 従業員数 10人

年　　齢: 69歳以下 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 8639721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 055-948-0722 従業員数 35人

年　　齢: 30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- 8786821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1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- 8634321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-986-0789 従業員数 10人

年　　齢: 69歳以下 休　　日： 日他 その他の福祉・介護
関係資格

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 8637121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-949-1165 従業員数 115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 准看護師

求人番号: 22050- 8657521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0558-76-1486 従業員数 13人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 自動車検査員 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- 8856721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-924-5381 従業員数 2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: 22030-12180221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-983-5101 従業員数 10人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 8602921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-989-2345 従業員数 4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: 22030-12206321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 30時間

静岡県伊豆の国市田京６８９－８
「訪問看護ステーションあやめ伊
豆の国」
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保育士 ０～５歳児の保育
担任の補助業務

正社員 交替制あり 社会福祉法人ちとせ会　韮山保育園
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

月給 看護師

255,000円～294,000円92

訪問看護／看護職／
正社員／伊豆の国

精神特化型訪問看護

・訪問看護ステーションにおける訪問
看護、リハビリテーション
　業務全般です。
・ご利用者様の自宅において、バイタ
ル管理、健康チェック、

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ファーストナース　訪問看護事業部
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 介護支援専門員

221,000円～261,000円

静岡県伊豆の国市韮山山木６６４－６
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介護支援専門員 居宅介護支援事業所にて勤務していただきます。正社員 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　函要会
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

193,756円～441,796円
又は7時00分～19時00

静岡県伊豆の国市天野６－３
『グループホーム　クラシオン伊
豆の国』
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サービス提供責任者 住宅型有料老人ホームに併設する訪問
介護事業所での業務。

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

正社員 交替制あり 株式会社　大静　
ヘルパーステーションひなたぼっこ韮山雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給 (2)9時00分～18時00分

181,440円～219,456円 (3)11時00分～20時00

静岡県伊豆の国市韮山山木字八反田３９１－１
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施設介護職員（グ
ループホーム：伊豆
の国）

○グループホームに入居されている高
齢者の介護、及び関連業務を行いま
す。

１ユニット９名までの入居者が、家庭
的な雰囲気の中で生活しています。
今までの暮らし方や生活環境に配慮し

正社員以外 変形（1年単位） 有限会社　伊豆介護センター
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時30分～16時30分

月給

167,400円～179,700円
又は8時00分～17時30

静岡県伊豆の国市原木７４４－１
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事務員 養護老人ホーム（特定施設含む）の会計処理、入居者・利用者の支払代行業務及び請求業務並びに法人本部事務としての役員会運営、規程改廃、職員の勤怠管理業務等の総合事務正社員 変形（1ヶ月単位） 養護老人ホーム　長岡寮湯の家
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 高齢者介護施設での
勤務経験あれば尚
可。

223,000円～250,000円

静岡県伊豆の国市中條２５２
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児童指導員 放課後等デイサービスの児童指導員の
募集です。
児童指導員資格お持ちの方、またはな
い方でもオーケーです。
・利用者の療育
・レクリエーション
・介助

正社員 放課後等デイサービス　ミライカ韮山（一般社団法人ミライカ）
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 (2)11時00分～20時00

180,000円～200,000円

静岡県伊豆の国市長岡１１５７－１
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世話人 軽度精神・知的障害者グループホーム
の世話人の募集です。　
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)15時30分～9時30分

224,290円～308,240円

静岡県伊豆の国市寺家１８２－７
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看護師・准看護師 ・施設に入所している重症心身障害児
＜者＞に対する看護業務です。
・健康管理（体温チェック、チューブ
交換等）
・日常生活上の医療ケア
　＜注入、吸引、吸入＞
・夜勤あり。月０～９回程度。

正社員 変形（1ヶ月単位） （社福）恩賜財団　静岡県済生会　伊豆医療福祉センター
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時00分

月給

175,000円～175,000円

静岡県伊豆の国市御門５１－１
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営業職（採用コー
ディネーター）－長
岡

ＳＡＮＫＯ長岡メディカルセンターで
の、
採用コーディネーターのお仕事です。
（自社募集）
（１）派遣社員の採用活動／お客様に
提案する人材採用として、
求人情報の掲載、お仕事説明会での面

正社員 変形（1年単位） 株式会社三幸コーポレーション
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)8時55分～18時00分 自動車検査員業務
自動車整備の経験232,000円～390,000円

静岡県伊豆の国市寺家２０２
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自動車検査員 ・若手から年配者まで様々な年齢のス
タッフがおります。
・仕事はチームワークを重視してお
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大
丈夫です。
・国産全メーカーの乗用車からトラッ

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

時給 (2)17時00分～2時00分

171,360円～171,360円

静岡県伊豆の国市長岡１１０２－２７　ＳＡＮＫＯビル
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（派）製造業 ・自動車パイプ部品に係る簡単な組
立・検査の作業です。
・ライン作業ではありませんのでコツ
コツと作業できる方に
　向いているお仕事です。
・重労働ではありません。


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

月給

240,000円～320,000円

静岡県伊豆の国市三福６３２－１
旭化成ファーマ株式会社

月給

193,500円～197,000円

静岡県伊豆の国市墹之上１５０－
１
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企業の受付・出入管
理【旭化成ファーマ
（株）】

当社請負先において、下記の警備業務
を担当して頂きます。

＜防災センターでの常駐警備業務＞
・監視業務
・受付業務
・電話応対

正社員 変形（1ヶ月単位） セントラル警備保障株式会社　三島支社
雇用期間の定めなし (1)8時15分～8時14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12月6日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 0558-72-6575 従業員数 36人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 大型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 8825521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0558-87-1626 従業員数 26人

年　　齢: 18歳～35歳 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 8589921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0823-74-3009 従業員数 5人

年　　齢: 64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: 34030- 8594221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0558-98-1011 従業員数 32人

年　　齢: 18歳～69歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 8857821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-46148421 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: 13090-46316621 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: 13090-46358321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-46645521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0424-89-8914 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13200-18669921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0424-89-8914 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13200-18671821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0558-72-3210 従業員数 171人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 準中型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 8763321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 0558-72-3210 従業員数 171人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 準中型自動車免許 就業場所: 

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

求人番号: 22050- 8764621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 0558-83-3200 従業員数 46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- 8605721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間
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生コン・建材配達 ・生コンミキサー車で配達
・建材・資材配達
・配達地区は静岡県東部（伊豆市、三
島市、伊豆の国市、他）

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

月給 (2)20時25分～5時30分

183,000円～275,000円

静岡県伊豆市瓜生野字中原３２
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ダイカストマシン
オペレーター

ダイカストマシンの取扱いを覚え、マグネシウムの材料を使って、部品を製造して頂きます。ダイカストマシンは、自動制御で、ロボットと連動させて製造を行います。マシンより取り出された部品を検品して、良品を次工程に送るまでが一連の作業になります。正社員 交替制あり 株式会社ＳＴＧ　静岡工場
雇用期間の定めなし (1)8時25分～17時30分

月給

240,000円～250,000円

静岡県伊豆市柏久保６２７－３－
２Ｆ
株式会社キムラ　伊豆営業所
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ナイトフロント 宿直
夜警
予約受付（簡単なパソコン操作）

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)21時00分～8時30分

月給 工事管理経験者優遇

200,000円～400,000円

静岡県伊豆市上船原１４００－１

107

現場管理及びプラン
ト設計

主に地方自治体の焼却プラント及びリ
サイクルプラントの
工事管理及び設計を担当していただき
ます。
・工事現場の施工管理（工程管理、安
全管理）
・書類作成（ワード、エクセル使用）

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

月給 調理実務経験３年以
上が目安272,570円～272,570円

静岡県伊豆市土肥２８４９－３
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【静岡限定正社員】
ホテル調理スタッフ
／伊東園ホテル土肥

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

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

月給

175,000円～200,000円

静岡県伊豆市八木沢３８６４番地
伊東園ホテル土肥
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【静岡限定正社員】
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 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
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【静岡限定正社員】
ホテル調理長候補／
伊東園ホテル土肥

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

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

月給 業界問わず、何らか
のマネジメントの経
験

352,880円～352,880円
又は9時00分～21時00

静岡県伊豆市八木沢３８６４番地
伊東園ホテル土肥
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【地域限定正社員】
ホテル支配人候補
（伊東園ホテル土
肥）

【何かしらのマネジメント経験があれ
ば、ホテル未経験可】　半年でのキャ
リアアップが可能！初任給３５．２万
円以上、支配人昇格後３８．０万円以
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 施設管理実務経験３
年以上が目安277,440円～277,440円

又は8時00分～21時00

静岡県伊豆市松ケ瀬７５
中島病院　シダックス店
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調理師／伊豆市松ヶ
瀬

食材の仕込み・調理・盛付
食事提供・洗浄など

〈食数〉朝４０食、昼５５食、夕４０
食

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

時給

157,320円～162,288円

静岡県伊豆市八木沢３８６４番地
伊東園ホテル土肥
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調理補助／伊豆市
松ヶ瀬

盛付・提供・食器の洗浄
食器洗浄機への投入出業務など

〈食数〉朝４０食、昼５５食、夕４０
食

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

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

223,624円～260,000円
又は9時00分～18時00

静岡県伊豆市松ケ瀬７５
中島病院　シダックス店
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開発営業 旅館やホテルで使うシーツやユカタ、
タオルなどのリネンサービスにおける
新規顧客開拓などの業務を担う営業開
発。
１．新商材開拓
２．ビジネス拡大のための諸施策に実
行。

正社員 変形（1年単位） 株式会社モガワ
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

時給 給食での業務

215,280円～215,280円

静岡県伊豆市瓜生野１２３

117

キャディ お客様の出迎え・キャディ業務、コースの案内、クラブの受け渡し・ゴルフバックの積み下ろし、乗用カートの運転・清掃・練習場のボール拾い、セルフ客のクラブの清掃正社員 変形（1年単位） 株式会社　神奈中スポーツデザイン　中伊豆グリーンクラブ
雇用期間の定めなし (1)7時00分～15時20分

月給 (2)7時00分～16時00分

213,624円～250,000円 (3)8時00分～17時00分

静岡県伊豆市瓜生野１２３

116

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

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

静岡県伊豆市冷川１５２１－１０８

月給 (2)7時30分～15時50分

170,000円～242,000円 (3)8時00分～16時20分
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年12月6日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 0120-216-757 従業員数 66人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 ホームヘルパー１級 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 介護職員実務者研修修了者

求人番号: 13010-23172722 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間 介護福祉士

     TEL: 0120-216-757 従業員数 50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: 13010-23241422 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 0120-216-757 従業員数 50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

求人番号: 13010-22198522 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 0120-216-757 従業員数 50人

年　　齢: 60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

求人番号: 13010-22255322 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 0558-75-8660 従業員数 70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: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 8822721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0558-75-8660 従業員数 70人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 管理栄養士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 8823821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 054-255-2091 従業員数 10人

年　　齢: 18歳～39歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22010-32798821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 30時間

     TEL: 055-987-5541 従業員数 20人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 8678121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 055-927-2645 従業員数 7人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22030-12273921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 055-974-1662 従業員数 7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- 8593521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 055-978-3383 従業員数 93人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 8689821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 30時間

     TEL: 055-978-3383 従業員数 48人

年　　齢: 18歳～39歳 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 8690421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 30時間

     TEL: 055-978-1300 従業員数 50人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 8770421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

月給 (2)9時00分～18時00分 介護実務経験（常
勤）４年以上240,500円～260,500円 (3)16時30分～9時30分118

ニチイホーム修善寺
／介護職（サブチー
フ）

日常の介護業務を遂行しながら、介護
サブチーフとして新入社員教育やチー
ムケアの管理を担っていただきます。

・有料老人ホームにおける介護業務全
般
・介護サブチーフ業務

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ニチイケアパレス
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

静岡県伊豆市熊坂１２５５－７０
６
ニチイホーム修善寺（当社施設）

120

ニチイホーム修善寺
／介護職

有料老人ホームにおける介護業務全般
（食事介助、口腔ケア、水分補給、排
泄介助、入浴介助、
　居室整備、リネン交換、買物同行、
外出付添い、
　レクリエーション実施、介護記録作
成など）

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ニチイケアパレス
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 介護実務経験６年以
上（うち、指導・統
括経験３年以上）

290,000円～290,000円 (3)16時30分～9時30分

静岡県伊豆市熊坂１２５５－７０
６
ニチイホーム修善寺（当社施設）

119

ニチイホーム修善寺
／介護職（チーフ）

日常の介護業務を遂行しながら、介護
チーフとして
「チームケア」のサービス管理を担っ
ていただきます。

・有料老人ホームにおける介護業務全
般

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ニチイケアパレス
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

218,000円～218,000円 (3)16時30分～9時30分

静岡県伊豆市熊坂１２５５－７０
６
ニチイホーム修善寺（当社施設）

121

ニチイホーム修善寺
／介護職

有料老人ホームにおける介護業務全般
（食事介助、口腔ケア、水分補給、排
泄介助、入浴介助、
　居室整備、リネン交換、買物同行、
外出付添い、
　レクリエーション実施、介護記録作
成など）

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ニチイケアパレス
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

218,000円～223,000円 (3)16時30分～9時30分

静岡県伊豆市湯ケ島９３９番４１

123

管理栄養士（施設）
／伊豆市

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

・利用者の栄養マネジメント　
　（栄養ケア計画等栄養管理）

正社員 社会福祉法人　愛誠会　天城の杜
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 ケアマネージャーと
しての経験があれば
尚可

244,280円～255,800円

静岡県伊豆市熊坂１２５５－７０
６
ニチイホーム修善寺（当社施設）

122

介護支援専門員（居
宅）／伊豆市

居宅介護支援事業所天城の杜に係るス
タッフの募集です。

＜介護支援専門員として下記業務を
行っていただきます＞

・ケアプランの作成

正社員 社会福祉法人　愛誠会　天城の杜
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)18時00分～9時00分

224,000円～249,500円 (3)20時00分～9時00分

静岡県伊豆市湯ケ島９３９番４１

124

機械警備スタッフ／
伊豆営業所（地域限
定採用）　経験不問

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

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

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

静岡県田方郡函南町塚本８８７－
１
道の駅「函南ゲートウェイ」
ほか静岡県東部の各施設・事業所

126

昇降機据付工事現場
作業員

昇降機（エレベーター）の据付、撤
去、保守改修工事を行っています。作
業エリアは静岡以東、以北の東日本エ
リアになります。北は北海道までで関
東以北や通勤できない地区は、出張作
業になります。
１つの現場での作業期間はおおむね２

正社員 変形（1年単位） 有限会社　東静エレベーターサービス
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時30分

月給 主体的に事業・業務
を進めてきた経験／
現状に満足せず改善

235,000円～355,000円

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

125

まちづくり事業　変
革・推進メンバー

施設運営事業では、施設やサービスを
企画運営することで、人、
企業、行政と連携し、まちに賑わいを
生み出し、まちを活性化
しています。本求人では、既存事業拡
大や売上ＵＰ、新規事業
企画等を担う人材を募集します。

正社員 加和太建設　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

200,000円～220,000円

静岡県田方郡函南町間宮８９１－
３　弊社三島倉庫
（※現場出張時の集合場所）

127

肥料、栽培土壌の製
造補助

●ＳＤＧｓの目標達成の一助となる仕
事です。

飲料メーカーから排出される茶殻を発
酵させ培養土壌を作る独自の
技術で、長年函南の地で事業を続けて
いる当社。

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

月給

215,000円～265,000円

静岡県田方郡函南町塚本１３－１１

129

二輪・四輪用アルミ
鋳造部品の加工・組
立作業者、技術者

■加工・組立技能者
　・加工・組立機械の操作
　・加工・組立機械の保守・整備

■加工・組立技術者
　・加工・組立機械のプログラミン
グ・段取り

正社員 交替制あり 株式会社　協和アルテック
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)17時00分～2時00分

200,000円～300,000円 (3)22時00分～7時00分

静岡県田方郡函南町畑１９１－５

128

二輪・四輪用アルミ
鋳造部品生産作業

アルミ鋳造機のオペレーター

・全自動アルミ鋳造機の操作
・アルミ鋳造機の保守・整備
・製品の外観検査（目視）


正社員 交替制あり 株式会社　協和アルテック
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

250,000円～280,000円

静岡県田方郡函南町丹那１２９６－１

130

お弁当の炊飯、盛
付、配送業

「業務内容として」

・駿豆給食センターにて、調理補助と
してお弁当の炊飯・盛付けやコンテナ
へのセット　及び　配送業務を担当し
て頂きます。

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　駿豆給食センター
雇用期間の定めなし (1)3時45分～15時00分

月給 (2)17時00分～2時00分

200,000円～300,000円 (3)22時00分～7時00分

静岡県田方郡函南町新田８６－１
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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12月6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: 0564-21-9171 従業員数 14人

年　　齢: 18歳～45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: 23050-15470421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0564-21-9171 従業員数 26人

年　　齢: 18歳～45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: 23050-15546121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 055-957-0305 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 月他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 8630821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 30時間

     TEL: 055-978-2320 従業員数 417人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 臨床検査技師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 8585521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 055-978-5368 従業員数 15人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 8863121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-978-0577 従業員数 67人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 准看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 看護師

求人番号: 22050- 8813021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 1時間

     TEL: 055-955-7776 従業員数 27人

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

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030-12093521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 26人

年　　齢: 59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 なし

求人番号: 22030-12098121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 26人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 准看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030-12099021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-53-0153 従業員数 7人

年　　齢: 18歳～40歳 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: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 3069821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 12時間

     TEL: 0557-36-8881 従業員数 9人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 3065921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-36-8881 従業員数 9人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝 １級土木施工管理技
士

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 3066121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-36-8881 従業員数 9人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝 ２級土木施工管理技
士

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 3067021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

静岡県田方郡函南町扇田１４２－
１
吉野家　１３６号線函南店

132

店長候補（ＫＦＣ函
南店）

・接客、調理、スタッフの採用・教育
や管理等、
　店舗全体の運営管理を行う「店長」
を目指していただきます。

・現場（店舗）でのオペレーション
（作業）習得研修だけでなく、

正社員 変形（1ヶ月単位） タニザワフーズ株式会社
雇用期間の定めなし (1)10時00分～19時00

月給 (2)15時00分～0時00分

185,000円～300,000円
又は7時00分～0時00分

131

店長候補（吉野家１
３６号線函南店）

・接客、調理、スタッフの採用・教育
や管理等、
　店舗全体の運営管理を行う「店長」
を目指していただきます。

・現場（店舗）でのオペレーション
（作業）習得研修だけでなく、

正社員 変形（1ヶ月単位） タニザワフーズ株式会社
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～18時00分 美容師免許

170,000円～250,000円

静岡県田方郡函南町間宮字西前道
越４４６－１
ＫＦＣ函南店

133

美容師またはアシス
タント

スタイリストとアシスタント共に、お
客様の接客、施術などが主です。

オープン前は、スタッフ全員で清掃か
ら始まり
オープン準備をしていきます。


正社員 交替制あり 株式会社　ＢＩＲＣＨ
雇用期間の定めなし (1)10時00分～20時00

月給 (2)13時00分～22時00

185,000円～300,000円
又は10時00分～22時00

静岡県田方郡函南町平井７５０
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往診事務兼助手 患者様の自宅等へ医師と同行し診療の
補助をするお仕事です。
・往診時の車の運転や、診療中に必要
な検査や書類等の準備
※往診後はクリニック内で事務処理や
医材の確認等もあります。
資格習得制度あります。

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

月給 歓迎スキル：健診検
査業務に携わった方201,600円～221,100円

静岡県田方郡函南町仁田７６２－４

134

臨床検査技師 当院では、ＮＴＴ社員を中心とした年
間１４，０００人の人間ドックを実施
しているＮＴＴ東日本が経営する病院
です。
主な業務は、人間ドックの検査業務と
ドック受検者対応、健診システムの保
守業務、健診業務における企画等の業

正社員以外 ＮＴＴ東日本伊豆病院＜東日本電信電話株式会社＞
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 医療機関又は福祉施
設での看護師として
の実務経験（経験年

195,267円～271,485円

静岡県田方郡函南町柏谷１３１９－５

136

看護師 特別養護老人ホームにおいて要介護状
態にあるご利用者様を医療的に支える
仕事です。
具体的には、バイタルチェック、服薬
管理、吸引処置、受診時の付添い等を
行っていただきます。
特別養護老人ホームでの医療行為は限

正社員 社会福祉法人日本民生福祉協会　特別養護老人ホーム　みどりが丘ホーム
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

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

静岡県田方郡函南町間宮７３４－３　ル・グランガーデン函南
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正看護師（ル・グラ
ンガーデン函南）

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ル・グラン
雇用期間の定めなし

月給

250,000円～250,000円

静岡県田方郡函南町大竹２０－１５

137

計画作成担当者
（ル・グランガーデ
ン函南）

ル・グラングループは、静岡県東部に
て高齢者福祉事業を展開しています。
介護付有料老人ホームル・グランガー
デン函南において利用者様のケアプラ
ンを作成し、ケアマネージメントを
行っていただきます。
＜主な業務内容＞

正社員 変形（1年単位） 株式会社　ル・グラン
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

240,000円～240,000円
又は7時00分～19時00

静岡県田方郡函南町間宮７３４－
３
　介護付有料老人ホーム「ル・グ
ランガーデン函南」

139

准看護師（ル・グラ
ンガーデン函南）

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ル・グラン
雇用期間の定めなし

月給

260,000円～260,000円
又は7時00分～19時00

静岡県伊東市池８４４－１

141

土木現場監理　現場
監督（現場監督見習
い可）

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

ＣＡＤ・ソフト（デキスパート）・

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

月給

250,000円～350,000円

静岡県田方郡函南町間宮７３４－
３
　介護付有料老人ホーム「ル・グ
ランガーデン函南」

140

重機オペレーター 重機で製品の積込や原石の小割、場内
運搬等

重機（タイヤショベル・バック
フォー）の運転

重機及び砕石プラントのメンテナンス

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

月給 公共工事の現場監理
経験あれば尚可235,000円～450,000円

静岡県伊東市玖須美元和田７１５－３７７

142

１級土木施工管理技
士　現場監督

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

ＣＡＤ・ソフト（デキスパート）・

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

月給 土木施工管理技士の
資格取得を目指す方
現場作業経験や、公

205,000円～290,000円

静岡県伊東市玖須美元和田７１５－３７７

月給 公共工事の現場監理
経験あれば尚可215,000円～350,000円

静岡県伊東市玖須美元和田７１５－３７７

143

２級土木施工管理技
士　現場監督

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

ＣＡＤ・ソフト（デキスパート）・

正社員 変形（1年単位） 塩地総合開発　株式会社
雇用期間の定めなし (1)7時45分～17時15分
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年12月6日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 0557-48-1288 従業員数 2人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 日他 準中型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 3057921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-45-1199 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： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 3076721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-45-1199 従業員数 7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: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22052- 3077821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-35-9365 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 3130721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-53-5311 従業員数 12人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 3145921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-53-5311 従業員数 12人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 3146121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-53-5311 従業員数 12人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 3147021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-51-0803 従業員数 8人

年　　齢: 64歳以下 休　　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 ８トン限定中型自動車免許

求人番号: 22052- 3036221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-36-8817 従業員数 1人

年　　齢: 44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 あり

求人番号: 22052- 3125521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-37-7051 従業員数 11人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 土日 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22052- 3131821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0557-37-7051 従業員数 11人

年　　齢: 40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- 3132221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0557-37-7051 従業員数 13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: 22052- 3133521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0557-36-0077 従業員数 7人

年　　齢: 39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: 22052- 3090921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

144

造園 造園業務全般
お庭の植木の剪定と樹木の伐採が主と
なります。
○植木の剪定、ゴミの片付け
○樹木の伐採
○お庭の掃除、除草
○エクステリア（据え付け等の工事）

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

月給

200,000円～220,000円

静岡県伊東市宇佐美１５７４－７

145

一般事務 仕事内容：接客・事務作業全般

・店舗の受付、電話応対
　接客、ご要望をヒアリング、担当ス
タッフへ橋渡し
　見積書や請求書の作成の作成補助
・社内環境整備（簡単な掃除など）

正社員 弘木屋産業　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時30分～19時00分

日給

215,100円～310,700円

静岡県伊東市吉田７５４－１

147

事務職 一般事務業務
〇パソコン操作での事務処理（請求
書・金銭出納管理　等）
　電話対応・来客対応
　銀行等への外出業務あり

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　藤興産　伊豆東営業所
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給

212,360円～221,000円

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

146

建築資材の配送業務
（工場内の軽作業含
む）

☆配送業務と工場内の軽作業

・建築資材の積込、配送業務（主に伊
東市内）
・工場、倉庫内の片づけ、清掃
・製材製造業務の補助


正社員以外 弘木屋産業　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時30分～17時00分

月給 店長、マネジャー、
課長等の管理経験が
る方

208,530円～278,040円
又は9時15分～19時00

〒４１４－００１３
静岡県伊東市桜木町２丁目１２―
１８

148

【店長候補】そば打
ち体験インストラク
ター／伊豆高原

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

＊店舗の店長業務　　＊新メニュー開

正社員 変形（1ヶ月単位） 有限会社　ハッピー
雇用期間の定めなし

月給 ワード・エクセル・
メール等の基本操作160,000円～190,000円

静岡県伊東市八幡野１６６６－４

150

アート体験インスト
ラクター／観光施設
／伊豆高原

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

＊キャンドル・オルゴール・ガラス

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

月給 店長、マネジャー、
課長等の管理経験が
る方

208,530円～278,040円
又は9時15分～19時00

静岡県伊東市八幡野１６６６－４
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【店長候補】アート
体験インストラク
ター／伊豆高原

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

＊店舗の店長業務　　＊新メニュー開

正社員 変形（1ヶ月単位） 有限会社　ハッピー
雇用期間の定めなし

日給

207,000円～230,000円

静岡県伊東市八幡野１６６６－４
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ロードサービス【本
社】

事故車両・故障車両等の自動車レッ
カー業務、及び運搬業務です。

○自動車及びオートバイを取り扱って
います。
○運搬業務は伊豆半島全域が主です
が、場合により東京方面

正社員 株式会社　オートレスキュー伊豆
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

182,463円～234,596円

静岡県伊東市新井２－２－９

153

水産加工【正社員】
（湯川）

ひものを中心とした水産加工品の製造
の仕事です。
●包丁を使って、あじの開きやさばの
三枚おろしなどを行います。
●また、鮮魚も扱っていますので、鮮
魚の水洗いや三枚おろしも行　いま
す。

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ケイポート
雇用期間の定めなし (1)7時30分～17時00分

月給

180,000円～230,000円

静岡県伊東市富戸１１０１の７

152

営業、及び事務 ○お客様への営業・商談
〇新規顧客の獲得
〇ＳＮＳなどを使って宣伝・広告を発
信
○電話応対（注文受けなど）、伝票パ
ソコン入力、等


正社員 有限会社　三浦水産
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

258,000円～295,000円

静岡県伊東市湯川４－１－２２
　　　『めぐみ水産』

154

鮮魚加工及び配達
【正社員】（和田加
工場）

当社の和田加工場での仕事です。
●鮮魚の加工（水洗い、三枚おろしな
どの処理、等）
●配達先毎の仕分け
●鮮魚の配達（軽の保冷車使用：ＭＴ
車）
＊主に伊東市内の旅館・ホテルに納め

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ケイポート
雇用期間の定めなし (1)7時30分～17時00分

月給

258,000円～295,000円

静岡県伊東市和田２－２－５
　（株）ケイポート　和田加工場

156

ＩＴとＯＡ機器の販
売及びサポート

２０２２年１１月にフルリノベーショ
ンしたオフィスで一緒に仕事しましょ
う！
既存のお客様や新規のお客様への要望
聞き取りと提案、導入後のフォロー対
応が仕事です。
まずは先輩社員との同行で仕事を覚え

正社員 北村ジムキ　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給

172,000円～206,400円

静岡県伊東市和田２－２－５
　（株）ケイポート　和田加工場

155

鮮魚加工（和田加工
場）【フルタイム
パート】

当社の和田加工場での仕事です。
●鮮魚の加工（水洗い、三枚おろしな
どの処理、等）
●配達先毎の仕分け

※車の運転ができる方には鮮魚の配達
（軽の保冷車使用：ＭＴ車）をお願い

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ケイポート
雇用期間の定めなし (1)7時30分～17時00分

静岡県伊東市和田２丁目４番２号

月給

205,000円～281,000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12月6日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 0557-36-5192 従業員数 4人

年　　齢: 59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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22052- 3083121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 054-255-3331 従業員数 10人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22010-32834021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 0557-38-5591 従業員数 4人

年　　齢: 30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: 22052- 3169421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-32-0300 従業員数 81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: 22052- 3140221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 110人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 3078221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0557-53-5590 従業員数 14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- 3087221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 110人

年　　齢: 20歳～59歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 3092021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 128人

年　　齢: 20歳～59歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 3094821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 128人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 第二種電気工事士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 危険物取扱者（乙種）

求人番号: 22052- 3095221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 110人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 日商簿記２級 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 簿記実務検定２級

求人番号: 22052- 3096521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 128人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 3097421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 110人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 建築物環境衛生管理
技術者

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 3098321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5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: 13090-46081821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

月給 ※経験者優遇いたし
ます。338,000円～338,000円157

薬剤師 病院や診療所から患者様に発行される処方箋に基づき、保険調剤及び医薬品の販売を行います。正社員 薬科大学卒業以上 有限会社　山下
『湧気薬局』雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

静岡県伊東市桜ガ丘１丁目２－８
　富国生命保険相互会社　伊東営
業所

159

社会保険労務士補助
業務

社会保険労務士法人の事務職員とし
て、顧問先の事務代行を主に行ってい
ただく業務です。
・社会保険、労働保険の書類作成事務
（電子申請による事務を含む）
・給与計算事務
・助成金申請

正社員 社会保険労務士法人　労務研究所
雇用期間の定めなし (1)8時45分～17時15分

月給

220,000円～400,000円

静岡県伊東市湯川１‐４‐１

158

営業総合職／伊東市 ○育成プログラムに基づいた研修を通
じて、生命保険の営業や人材のマネジ
メントなど、営業所長に必要な知識、
スキルを学び、営業所長登用を目指し
ていただきます。
また、営業部長・営業次長へのキャリ
アアップも可能です。

正社員 富国生命保険　相互会社　静岡支社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

月給 和食調理の経験者、
優遇します。300,000円～500,000円

静岡県伊東市広野３丁目２－６　メゾンドフルーヴ１Ｆ

160

調理（調理部） 調理部において、会席料理の調理及び
盛り付けを行います。
（お食事はお部屋出し）
料理長の指示のもと、
食材の準備～仕込み～調理（主に和
食）～盛り付け～片付けなどを行いま
す。

正社員 変形（1年単位） 株式会社　大和館　　
【青山やまと】雇用期間の定めなし (1)6時00分～19時00分

月給

160,000円～216,000円

静岡県伊東市岡１３９１
ハトヤホテル

162

旅館業務全般（客
室・フロント業務
等）

客室及びフロント業務など宿泊業務全
般
○チエックイン時のお出迎えとお部屋
案内とその他説明
○懐石料理の配膳やお部屋だし・布団
敷き等
○パソコン入力（基本操作程度・専用

正社員 交替制あり 伊豆高原の隠れ宿　Ｓｙｕｈａｒｉ
雇用期間の定めなし

月給 (2)12時00分～22時00 総務、庶務等の経験

240,000円～240,000円
又は8時00分～22時00

静岡県伊東市岡２０３

161

総務・庶務【経験
者】【ハトヤホテ
ル】

総務及び庶務業務全般を行います。
○給与計算
○労務管理
　入社時間・退社時間等の管理
　パート・アルバイトの管理
　労働保険・社会保険などの事務手続
き

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

月給

197,300円～210,000円
又は15時00分～0時00

静岡県伊東市八幡野１３５５－１７

163

ホール・バースタッ
フ【ハトヤホテル】

○食事会場の準備・接客及び什器の管
理

○調理場パートの管理・調整

○調理場・営業との連絡


正社員 変形（1年単位） 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めなし (1)15時00分～0時00分

月給 旅館等での接客経験

200,000円～220,000円
又は7時40分～20時30

『ホテルサンハトヤ』（静岡県伊東市湯川５７２－１２）

165

設備管理（施設課：
経験者）【ホテルサ
ンハトヤ】

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

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

月給

197,300円～210,000円
又は15時00分～0時00

静岡県伊東市岡１３９１

164

ホール・バースタッ
フ【ホテルサンハト
ヤ】

○食事会場の準備・接客及び什器の管
理

○調理場パートの管理・調整

○調理場・営業との連絡


正社員 変形（1年単位） 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めなし (1)15時00分～0時00分

月給 経理等の経験

260,000円～280,000円

静岡県伊東市湯川５７２－１２

166

経理管理職【課長】
（ハトヤホテル）

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

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

月給 (2)17時00分～8時00分 設備経験のある方

240,000円～240,000円

静岡県伊東市湯川５７２－１２
ホテルサンハトヤ

168

電気部管理職【課
長】（ハトヤホテ
ル）

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

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

月給 (2)12時00分～22時00 総務等の経験

260,000円～280,000円
又は8時00分～22時00

静岡県伊東市岡１３９１
ハトヤホテル

167

総務管理職【課長】
（ホテルサンハト
ヤ）

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

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

月給 調理実務経験３年以
上が目安352,880円～352,880円

静岡県伊東市岡１３９１
ハトヤホテル

169

【静岡限定正社員】
ホテル調理長候補／
伊東園ホテル

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

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

月給 (2)13時30分～22時30

300,000円～300,000円 (3)8時00分～17時00分

静岡県伊東市松川町１－１２
（伊東園ホテル）
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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12月6日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-46083521 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: 13090-46087921 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: 13090-46128021 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: 13090-46202521 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: 13090-46257021 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: 13090-46264121 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: 13090-46265021 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: 13090-46336721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-46420321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-46527621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-46633021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0557-52-0010 従業員数 9人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 3041021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 128人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 3044221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

静岡県伊東市寿町２－４
伊東園ホテル別館

171

【静岡限定正社員】
ホテル調理長候補／
伊東園ホテル別館

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

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

月給 調理実務経験３年以
上が目安272,570円～272,570円170

【静岡限定正社員】
ホテル調理スタッフ
／伊東園ホテル別館

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

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

月給 調理実務経験３年以
上が目安272,570円～272,570円

静岡県伊東市寿町２－４
伊東園ホテル別館

172

【静岡限定正社員】
ホテル調理スタッフ
／伊東園ホテル松川
館

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

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

月給 調理実務経験３年以
上が目安352,880円～352,880円

静岡県伊東市松川町１－１２
（伊東園ホテル）

174

【静岡限定正社員】
ホテル施設管理長候
補／伊東園ホテル

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272,570円～272,570円

静岡県伊東市寿町１番１号
伊東園ホテル松川館

173

【静岡限定正社員】
ホテル調理スタッフ
／伊東園ホテル

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

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

月給 調理実務経験３年以
上が目安352,880円～352,880円

静岡県伊東市松川町１－１２
（伊東園ホテル）

175

【静岡限定正社員】
ホテル調理長候補／
伊東園ホテル松川館

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

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

月給 施設管理実務経験３
年以上が目安277,440円～277,440円

又は8時00分～21時00

静岡県伊東市寿町２－４
伊東園ホテル別館

177

静岡限定正社員／ホ
テル施設管理長候補
／伊東園ホテル松川
館

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 施設管理実務経験３
年以上が目安277,440円～277,440円

又は8時00分～21時00

静岡県伊東市寿町１番１号
伊東園ホテル松川館

176

【静岡限定正社員】
ホテル施設管理長候
補／伊東園ホテル別
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 業界問わず、何らか
のマネジメントの経
験

352,880円～352,880円
又は9時00分～21時00

静岡県伊東市寿町１番１号
伊東園ホテル松川館

178

【地域限定正社員】
ホテル支配人候補
（伊東園ホテル）

【何かしらのマネジメント経験があれ
ば、ホテル未経験可】
半年でのキャリアアップが可能！初任
給３５．２万円以上、支配人昇格後３
８．０万円以上。
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 施設管理実務経験３
年以上が目安277,440円～277,440円

又は8時00分～21時00

静岡県伊東市寿町２－４

180

【地域限定正社員】
ホテル支配人候補
（伊東園ホテル松川
館）

【何かしらのマネジメント経験があれ
ば、ホテル未経験可】　半年でのキャ
リアアップが可能！初任給３５．２万
円以上、支配人昇格後３８．０万円以
上。
充実した研修制度がありますので、安
心してご応募下さい。

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 業界問わず、何らか
のマネジメントの経
験

352,880円～352,880円
又は9時00分～21時00

静岡県伊東市松川町１－１２
（伊東園ホテル）

179

【地域限定正社員】
ホテル支配人候補
（伊東園ホテル別
館）

【何かしらのマネジメント経験があれ
ば、ホテル未経験可】　半年でのキャ
リアアップが可能！初任給３５．２万
円以上、支配人昇格後３８．０万円以
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 (2)12時00分～21時00

185,000円～400,000円

静岡県伊東市寿町１番１号
伊東園ホテル松川館

181

フロアサービス 店舗（伊豆高原　お宿うち山、かえで
庵、石の家、ルーシーキキ、花彩亭）
のいずれかで勤務いただき、その後の
配属は適性などにより総合的に判断し
ます。
○レストランにおける料飲の提供
○フロント接客

正社員 変形（1ヶ月単位） 有限会社　花彩亭
【お宿うち山】（ほか【別邸　石の家】
【かえで庵】【花彩亭】）

雇用期間の定めなし (1)8時00分～21時00分

月給 業界問わず、何らか
のマネジメントの経
験

352,880円～352,880円
又は9時00分～21時00

静岡県伊東市湯川５７２－１２
ホテルサンハトヤ

月給 (2)12時00分～22時00 総務、庶務等の経験

240,000円～240,000円
又は8時00分～22時00

静岡県伊東市大室高原７－５０１
【ラ・ドッグリゾート】

182

総務・庶務【経験
者】【ホテルサンハ
トヤ】

総務及び庶務業務全般を行います。
○給与計算
○労務管理
　入社時間・退社時間等の管理
　パート・アルバイトの管理
　労働保険・社会保険などの事務手続
き

正社員 変形（1年単位） 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めなし (1)8時00分～18時00分
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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12月6日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 110人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 3045521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 128人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 3046421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 03-5839-2607 従業員数 6人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 食品衛生責任者 就業場所: 

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

求人番号: 13120-23583421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0424-89-8914 従業員数 11人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 栄養士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13200-18666421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0424-89-8914 従業員数 11人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13200-18667321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0557-37-3945 従業員数 34人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 木他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 3126421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 0557-38-8841 従業員数 32人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 3127321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-38-8841 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 小型船舶操縦士 就業場所: 

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

求人番号: 22052- 3128621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間 危険物取扱者（乙種）

     TEL: 0557-35-0431 従業員数 40人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 日他 看護師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22052- 3038421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0557-37-2626 従業員数 436人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 臨床検査技師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 3060221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0557-37-2626 従業員数 436人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 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 あり

求人番号: 22052- 3061521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0557-37-2626 従業員数 436人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 保育士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 3062421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 0557-37-2626 従業員数 436人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 社会福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 精神保健福祉士

求人番号: 22052- 3063321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

183

経理【経験者】【ハ
トヤホテル】

○伝票集計・整理
○現金レジの締め
○請求書の支払い等の現金出納業務

※パソコン使用（エクセル初級程度）

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

月給 経理等の経験

240,000円～240,000円
又は7時30分～18時00

『ハトヤホテル』

184

経理【経験者】【ホ
テルサンハトヤ】

○伝票集計・整理
○現金レジの締め
○請求書の支払い等の現金出納業務

※パソコン使用（エクセル初級程度）

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

月給 経理等の経験

240,000円～240,000円
又は7時30分～18時00

静岡県伊東市湯川１－８－６　２
Ｆ
漁港直送　さかなや道場　伊東駅
前店

186

栄養士／伊東市荻 献立作成・調理補助・衛生指導
食材発注管理など

＜食数＞朝６０・昼１２０・夕７０食

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

月給 (2)15時00分～0時00分 飲食店での店長や管
理職経験者300,000円～420,000円 (3)17時00分～2時00分

静岡県伊東市湯川５７２－１２
ホテルサンハトヤ

185

店舗責任者（経験
者）／伊東市／さか
なや道場

★時間と鮮度にこだわって仕入れた旬
の魚を、刺身をはじめ素材を　活かし
た料理で提供する業態です。
★店舗責任者としてお客様に喜んで頂
くために、調理や接客、数値　管理、
人財育成などお任せします。一緒に働
く従業員達が活き活　きと楽しく働け

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

時給 給食での業務

173,880円～173,880円

静岡県伊東市荻７７２－１
特養奥野苑　シダックス店

187

調理師／伊東市荻 食材の仕込み・調理・盛付
食事提供・洗浄など

〈食数〉朝６０・昼１２０・夕７０食

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

時給 給食での業務

182,160円～190,440円

静岡県伊東市芝町１３－２７

189

総合職（シーサイド
スパ営業グループ契
約社員候補）

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

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

月給

231,000円～286,000円

静岡県伊東市荻７７２－１
特養奥野苑　シダックス店

188

工場内作業　◆急募
◆

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

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

月給

164,700円～250,400円
又は8時00分～19時00

静岡県伊東市湯川５７１－１９
シーサイドスパ棟

190

マリーナ営業スタッ
フ　サブ責任者候補
（契約社員候補）

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


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

月給

164,700円～201,800円
又は5時00分～23時50

静岡県伊東市和田１－４－２０

192

臨床検査技師 臨床検査技師業務
　○検査業務全般に関すること
　　　生理機能検査（心電図・エ
コー・脳波・筋電図）
　　　検体検査（生化学・血液学・免
疫学・一般検査）　等
　○業務に付帯するもの

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

月給 (2)8時15分～17時15分

208,900円～276,900円 (3)14時30分～22時30

静岡県伊東市湯川５７１－１９
ポートセンター棟２階

191

看護師　准看護師 外来、入院、透析室、往診の看護業務
・入院：１９床
・透析：２９床

※外来、入院、透析、往診の看護を
ローテーションで行って
　いただきます。

正社員 交替制あり 医療法人社団望洋会　　横山医院
雇用期間の定めなし (1)7時45分～16時45分

月給 (2)8時30分～12時30分

194,200円～253,900円 (3)13時00分～17時00

静岡県伊東市岡１９６－１

193

言語聴覚士 言語聴覚士業務
　言語や聴覚に障害をもつ人たちに対
し、検査と訓練を行い、
　機能回復、障害緩和の手助けをしま
す。

★業務未経験、ブランクのある方の応

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

月給 (2)8時30分～12時30分

184,200円～243,900円 (3)13時00分～17時00

静岡県伊東市岡１９６－１

195

社会福祉士／精神保
健福祉士

社会福祉士／精神保健福祉士業務全般
（両方の資格が必要）

認知症に関する専門医療相談
認知症等の医療・福祉相談全般
センター受診中の患者台帳の管理
認知症患者のトリアージ、予約調整

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

月給 (2)7時00分～15時30分

154,000円～212,500円 (3)10時30分～19時00

静岡県伊東市岡１９６－１

194

保育士 院内保育所にて０歳児から５歳児まで
の保育業務に従事していただきます。
○子どもたちの年齢に合わせた幼児教
育
○食事やおやつ時の補助
○園児を遊ばせる・昼寝をさせる　な
ど

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

静岡県伊東市岡１９６－１

月給 (2)8時30分～12時30分

195,400円～248,900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12月6日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 0557-37-2626 従業員数 436人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 3064621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-38-2300 従業員数 3人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 3086821 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-36-8867 従業員数 2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: 22052- 3050721 各種保険： 雇用・労災・健康 月平均 5時間

     TEL: 0557-35-1355 従業員数 2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: 22052- 3058121 各種保険： 雇用・労災・健康 月平均 1時間

     TEL: 0557-48-1443 従業員数 0人

年　　齢: 61歳以下 休　　日： 日他 ホームヘルパー２級 就業場所: 

採用人数: 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: 22052- 3071321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間 介護福祉士

     TEL: 0557-48-1443 従業員数 0人

年　　齢: 61歳以下 休　　日： 日他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22052- 3072621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0557-48-1443 従業員数 0人

年　　齢: 61歳以下 休　　日： 日他 理学療法士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 作業療法士

求人番号: 22052- 3073921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間 看護師

     TEL: 0557-35-1155 従業員数 45人

年　　齢: 69歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22052- 3134421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-51-6161 従業員数 48人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 ホームヘルパー２級 就業場所: 

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

求人番号: 22052- 3137921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間 介護福祉士

     TEL: 0557-44-5830 従業員数 14人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 3081621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-44-5830 従業員数 14人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 3082921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-51-0888 従業員数 76人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 3084021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0557-32-5010 従業員数 22人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 3104921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

日給 (2)10時00分～18時30

159,560円～181,400円 (3)7時00分～11時00分196

看護助手 病棟内看護師業務の補助のお仕事で
す。
○配膳や食事の簡単な補助・ゴミ捨
て・整理整頓など

※未経験の方にも丁寧に指導します。


正社員以外 変形（1ヶ月単位） 公益社団法人　地域医療振興協会　　伊東市民病院
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～15時30分

静岡県伊東市猪戸１丁目６－１２

198

歯科衛生士 歯科衛生士業務全般
・予防処置
・診療上の補助
・衛生指導
・診療所内の清掃、片付け、等

★職務未経験（新卒・既卒者）の方

正社員 モモセ歯科クリニック
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時30分

月給

165,000円～165,000円

静岡県伊東市岡１９６－１

197

歯科助手 歯科診療所における歯科助手業務
・患者様の受付、会計
・電話応対（予約、問い合わせなど）
・カルテの準備
・治療器具の消毒、洗浄、片付け
・治療補助
・清掃、等

正社員 しまだ歯科医院
雇用期間の定めなし (1)9時30分～18時30分

月給 (2)14時20分～20時00

200,000円～200,000円

静岡県伊東市大原３－１５－２０

199

歯科助手 歯科助手・受付

歯科診療補助・診療器具の消毒、清
掃・歯科医院運営に係る一般的業務

正社員 変形（1ヶ月単位） エンゼル歯科クリニック
雇用期間の定めなし (1)8時00分～13時00分

月給

220,000円～270,000円

静岡県伊東市川奈　川奈口バス停付近

201

看護師（正、准看護
師）【新規デイサー
ビス　川奈】

●令和５年１月中旬に新規オープン予
定のデイサービスでの看護師業務全
般、及び介護業務を行います。


◎報告書の作成などもあります。（パ
ソコン使用）

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

月給

193,000円～303,000円

静岡県伊東市鎌田９５７－１

200

介護職員　【新規デ
イサービス　川奈】

●令和５年１月中旬にオープン予定の
デイサービスでの業務になります。

送迎　デイサービス内での介護、入浴
介助、等

※送迎車（軽自動車～普通ワゴンタイ

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

月給

250,000円～370,000円

静岡県伊東市川奈　川奈口付近

202

機能訓練指導員【新
規デイサービス　川
奈】

●令和５年１月中旬伊東市川奈に新規
オープンするデイサービスの機能訓練
指導員の募集です。

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

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

月給

250,000円～360,000円

静岡県伊東市松原６３９－１５

204

介護職員 特別養護老人ホームの入居者様に対す
る生活の支援をします。
主に入浴、食事、排泄の支援を行いま
す。
その他にも毎日の生活を、職員と入居
者様が楽しく過ごせるよう支援しま
す。

正社員 交替制あり 社会福祉法人　心友会　
特別養護老人ホーム　ゆずの里雇用期間の定めなし (1)6時30分～15時30分

月給 (2)9時00分～18時00分 調理師としての実務
経験あれば尚可176,000円～250,000円

又は5時00分～19時00

静岡県伊東市川奈　川奈口付近

203

調理師　◆急募◆ 有料老人ホーム内の厨房において高齢
者食の調理業務全般
〇和洋折衷料理の調理
〇片付け、食器洗浄
〇調理場の清掃
〇その他付随する業務


正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　リゾートテラス
『スカイテラス伊東』雇用期間の定めなし (1)5時00分～14時00分

月給 (2)10時00分～19時00

180,000円～255,000円

静岡県伊東市富戸１３０１－６９
３
　特別養護老人ホーム　ゆずの里

205

介護職員【日勤】 家庭的な雰囲気の中、入居者様の日常
生活のお世話（食事、排泄、入浴、外
出の支援）や入居者様が快適に過ごし
て頂けるよう支援していきます。
◇１ユニット（９名様）に対し、約７
名体制で１日４～５名でケアを行いま
す。

正社員 変形（1ヶ月単位） ＮＰＯ法人　高齢者をささえる会
『グループホーム　伊豆の家』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

169,000円～259,000円 (3)12時30分～21時30
又は8時00分～17時00

静岡県伊東市吉田５０１‐１

207

障がい者支援スタッ
フ（伊東市・碧の
園）【正社員】

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


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

月給 (2)10時00分～19時00

240,200円～322,700円 (3)16時00分～10時30

静岡県伊東市吉田５０１‐１

206

介護職員 家庭的な雰囲気の中、入居者様の日常
生活のお世話（食事、排泄、
入浴、外出の支援）や入居者様が快適
に過ごして頂けるよう支援
していきます。
◇１ユニット（９名様）に対し、約７
名体制で１日４～５名でケアを行いま

正社員 変形（1ヶ月単位） ＮＰＯ法人　高齢者をささえる会
『グループホーム　伊豆の家』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 ※介護未経験、異業
種からのチャレンジ
も歓迎します。

171,000円～183,000円 (3)9時30分～18時30分

静岡県伊東市荻５７８－３【碧の園・クローバー・ひだまり】

208

介護職員（未経験者
可）高齢者グループ
ホーム

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

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

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

165,500円～255,500円 (3)7時00分～16時00分

静岡県伊東市南町１－４－１２
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