
【熱海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: 0557-85-2328 従業員数 30人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 8799621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0557-68-0488 従業員数 6人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 １級土木施工管理技
士

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり ２級土木施工管理技士

求人番号: 22050- 8782921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-82-8231 従業員数 13人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 8700021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-82-8231 従業員数 13人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 8701721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-82-8231 従業員数 13人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 8708921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-82-8231 従業員数 13人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 8709121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-81-3986 従業員数 26人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 ２級土木施工管理技
士

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり ２級建築施工管理技士

求人番号: 22050- 8762421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-82-8311 従業員数 18人

年　　齢: 64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: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり ２級電気工事施工管理技士

求人番号: 22050- 8598121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間 １級電気工事施工管理技士

     TEL: 03-6262-1437 従業員数 9人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13010-16340022 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 03-6262-1437 従業員数 10人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13010-16353722 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 0557-83-2111 従業員数 11人

年　　齢: 不問 休　　日： 木他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 8276121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 15時間

     TEL: 0557-83-2111 従業員数 11人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 木他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7983121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 0557-36-1111 従業員数 64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- 2899121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

静岡県熱海市紅葉ガ丘町１８－４
１
　東海バス　熱海営業所

月給 パソコンを使った事
務経験162,500円～162,500円

静岡県熱海市渚町２１‐１

13

一般事務【熱海営業
所】（エリアク
ルー）

○一般事務
　データ入力・資料作成、電話応対な
ど

※パソコンを使用します。

※外出用務が発生する場合がありま

正社員以外 株式会社　東海バス
雇用期間の定めなし (1)8時30分～16時45分

月給 携帯キャリアショッ
プまたは家電量販店
での受付経験

200,000円～250,000円
又は8時00分～18時30

静岡県熱海市渚町２１‐１

12

携帯キャリアショッ
プでの販売受付

ドコモショップでの受付業務全般
・携帯電話の販売
・故障受付
・電話教室開催（スマホの使い方等の
案内）

お客様にスマホやタブレットを使っ

正社員 変形（1年単位） 株式会社富士自動車電機
ドコモショップ熱海店雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

時給 携帯キャリアショッ
プまたは家電量販店
での受付経験

241,920円～241,920円
又は8時00分～18時30

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

11

携帯キャリアショッ
プでの販売受付

ドコモショップでの受付業務全般
・携帯電話の販売
・故障受付
・電話教室開催（スマホの使い方等の
案内）

お客様にスマホやタブレットを使っ

正社員以外 変形（1年単位） 株式会社富士自動車電機
ドコモショップ熱海店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

250,000円～350,000円
又は8時00分～20時00

静岡県熱海市渚町２５－２
（当社）　熱海営業所

10

配管工・土木工・溶
接工・さく井工／熱
海市

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

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

月給

230,000円～340,000円

静岡県熱海市昭和町１７番６号

9

営業職（ルート営
業、新規開拓なし）
／熱海市

お施主さんとの工事日程の連絡調整

ベテラン工事スタッフと現場調査と見
積作成

工事報告書の作成　工事写真の整理


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

月給 現場代理人又は積算
の経験がある方、優
遇いたします。

280,000円～430,000円

静岡県熱海市紅葉ガ丘町９－２５

8

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

月給

200,000円～350,000円

静岡県熱海市青葉町３－９

7

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

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

月給 工事また施工経験を
お持ちの方302,677円～575,000円

静岡県熱海市青葉町３－９

6

■工事担当者【空
調・給排水等】※下
請でなく直接取引担
当

当社にて設備工事（空調・給排水・冷
凍冷蔵・電気等）を担当頂きます。当
社が受注した案件に対して、工事準備
→施工作業→施工結果の確認、写真撮
り→片付けという流れで業務を進めて
頂きます。現在は業務の８割が空調と
なっておりその他は協力会社さんへ依

正社員 変形（1年単位） 株式会社　平和エアテック
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 機械・電気・設備の
保守メンテナンス、
施工業務、施工管

302,677円～575,000円

静岡県熱海市青葉町３－９

5

■施工管理【管工事
メイン】※下請でな
く直接取引担当

発注はお客様から直接またはゼネコン経由で当社指名にて依頼がある事が殆どで、直接取引が主体となリます。大規模案件以外は基本的に個人で担当し其々の裁量に任せており、業務量や得意分野によっては協力会社に仕事を依頼する事もあります。また当社は施工管理職であっても設計まで手掛けるメンバーも多々います。設計まで携わりたいという方、施工管理として専門性を高めたいという方、設計職にキャリアチェンジしたい方など、設備設計、施工管理、施工、保守・メンテナンスまでを一貫して請け負っている当社であればどんなキャリアも実現可能です。社員の技術力向上のために自社独自の教育スキームも準備しておりますので、安心して成長頂けます。正社員 変形（1年単位） 株式会社　平和エアテック
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 機械・電気の保守メ
ンテナンス、施工業
務、施工管理、設

302,677円～575,000円

静岡県熱海市青葉町３－９

4

■設備設計職【空調
メイン】※下請でな
く直接取引※本社

設備設計を担当頂きます。依頼は旅館や施設など直接お客様からお話がある場合、設計事務所、建築会社から依頼がある場合など様々あり、規模によって設計事務所やゼネコンに当社から発注を出す事も多くあります。弊社は設計だけで終わるのではなく施工管理、工事、保守メンテナンスまで一連で請け負う事ができるのが特徴です。その為設計者は担当した案件が実際に施工されるまで携わるという事も可能です。指向性に合わせ、設計ばかりをやりたい方は設計専門で、その後も携わりたいという方には施工管理まで担当頂けます。下請けではなく、直接取引が主体である当社ではお客様と二人三脚で仕事をしている実感を得ることができます。同時に直接対面するからこそ、お客様の要望をいかに形にできるか、また課題解決のために最適な提案ができるかもミッションとなります。正社員 変形（1年単位） 株式会社　平和エアテック
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

変形（1ヶ月単位） 株式会社　三森総業　熱海支店
雇用期間の定めなし (1)8時30分～16時30分

月給 機械・電気の保守メ
ンテナンス、施工業
務、施工管理、設

302,677円～575,000円

静岡県熱海市下多賀１１７３－３

3

■修理・保守メンテ
ナンス※下請でなく
直接取引担当

当社にて空調、衛生等の修理・保守メンテナンスを担当頂きます。修理はお客様から依頼があった際に、保守は契約している企業様に定期的に点検等をおこないます。お客様は旅館などの宿泊施設が多く、空調衛生を重視されているお客様ばかりです。ただ、機械を治すのではなく快適環境を守るため、本質的な課題解決を提案し、お客様の想像以上の満足を提供するのがミッションとなります。弊社のファンを増やし、生涯お付き合いするパートナーに選んで頂くための大切なポジションとなる職種です。その分技術力も必要になりますが、自社独自の教育スキームと経験豊富な先輩社員がおりますので安心してスキルアップして頂く事が可能です。また直接取引が主体となりますのでライフワークバランスをとりながら就業頂けます。※夜間の緊急連絡も取締役員が対応しております。正社員 変形（1年単位） 株式会社　平和エアテック
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 建設業・測量に関す
る経験全般
ドローンによる空撮

160,000円～500,000円

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

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

静岡県熱海市梅園町３－６

2

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

正社員 株式会社　東豆
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時30分

日給 (2)23時00分～5時30分

253,050円～400,000円

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

線路メンテナンスエ
ンジニア・軌道エン
ジニア

ＪＲ、私鉄沿線の線路新設、補修を専
門に行います。　　　　　　終列車～
初列車までの短い時間でレール交換、
マクラギ交換などをチームとなって行
います。
教育に力をいれ、未経験者でも仕事を
通じて学び成長できる環境です。

正社員
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【熱海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

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0557-81-8285 従業員数 68人

年　　齢: 35歳～54歳 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 8024121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-82-2410 従業員数 37人

年　　齢: 35歳～54歳 休　　日： 他 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- 8025021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-81-5951 従業員数 47人

年　　齢: 60歳以上 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 8765921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 27時間

     TEL: 0557-81-5951 従業員数 47人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 8766121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 27時間

     TEL: 0557-81-5951 従業員数 47人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 8767021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 27時間

     TEL: 0557-81-0541 従業員数 40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 あり

求人番号: 22050- 8667321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 0557-81-0541 従業員数 40人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 8235121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 0557-68-2316 従業員数 3人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 木他 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- 7971321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-80-4183 従業員数 26人

年　　齢: 18歳～35歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 8597921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0568-22-8511 従業員数 13人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 水日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 23020-74661821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 22時間

     TEL: 0568-22-8511 従業員数 13人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 水日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 23020-74667921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 22時間

     TEL: 03-5909-4756 従業員数 628人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13080-94216021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 03-5909-4756 従業員数 628人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13080-94217721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

静岡県熱海市西熱海町１－１７８
０－１３８
当社　熱海事務所

月給 ＬｉｎｕｘＯＳ、Ｐ
ＨＰ（又はｐｅｒｌ
等スクリプト言語）

210,000円～360,000円

静岡県熱海市西熱海町１－１７８
０－１３８
当社　熱海事務所

26

ＰＨＰ等スクリプト
言語使用・設定画面
開発／静岡県熱海市

自社開発製品であるＩＰ－ＰＢＸの設
定画面開発に携わっていただきます。
スキルレベルに応じて設定画面の設
計、開発、レビュー、機能拡張や追加
要望への対応を行っていただきます。
※研修終了後は在宅勤務も可能です。
【仕事内容】ＰＨＰ等スクリプト言語

正社員 株式会社　バルテック
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時30分

月給 Ｏｂｊｅｃｔｉｖｅ
－ＣまたはＳｗｉｆ
ｔの開発経験３年以

210,000円～360,000円

静岡県熱海市上多賀１０７８－２
９
弊社　熱海事業所

25

スマートフォンアプ
リ（ｉＯＳ）の開発
／静岡県熱海市

自社開発スマホ用ＶｏＩＰアプリの開
発に携わっていただきます。スキルレ
ベルに応じて新規機能の設計、開発、
レビュー、機能拡張や追加要望への対
応を行っていただきます。※研修終了
後は在宅勤務も可能です。
【必須スキル】Ｏｂｊｅｃｔｉｖｅ－

正社員 株式会社　バルテック
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時30分

月給

200,000円～240,000円

静岡県熱海市上多賀１０７８－２
９
弊社　熱海事業所

24

営業（ルートセール
ス）／熱海市

土産売店・観光地などの固定得意先を
定期的に訪問し、
お土産品などの納品業務をしていただ
きます。
仕事に慣れていただきましたら、新商
品の案内や注文受けなどの
営業活動もしていただき、その後担当

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

月給

200,000円～240,000円

静岡県熱海市泉元門川分字郷清水２０７番地

23

営業（ルート配送）
／熱海市

土産売店・観光地などの固定得意先を
定期的に訪問し、
お土産品などの納品業務をしていただ
きます。
仕事に慣れていただきましたら、新商
品の案内や注文受けなどの
営業活動もしていただき、その後担当

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

月給

200,000円～250,000円

静岡県熱海市下多賀５４１－１８

22

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

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

月給

163,000円～180,000円

静岡県熱海市東海岸町６－５３

21

ハーバー業務全般 〈ハーバー業務全般（船舶、全般は下
記のとおりです）〉
・洗艇
・マリーナ場内、外の清掃
・事務仕事
・接客
・整備

正社員 変形（1年単位） 熱海マリーナ株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

月給 ホテル業務経験、調
理（補助）経験、管
理部門

200,000円～300,000円
又は6時00分～23時00

静岡県熱海市東海岸町６－５３

20

ホテルサービスチー
ム

ホテルサービスチームは、お客様の予
約からチェックイン、チェックアウト
までのご滞在をサポートして全ての業
務（レストラン・フロント・客室清
掃・調理補助）を行います。
お客様の声を直接聴いて、感じたもの
をもとに新しいサービスの企画立案・

正社員 変形（1年単位） 株式会社　富士急マリンリゾート
雇用期間の定めなし

時給 ホテル業務（宿泊部
門、管理部門）192,360円～192,360円

又は6時00分～22時00

静岡県熱海市西山町３６－１３

19

フロント・予約・バ
イキング会場

ホテル内の業務です。
フロント業務：チェックインのお手続
き、パソコン操作
　　　　　　　清算、総合案内
バイキング会場：開店前の準備・清
掃、お客様の食器下げ
　　　　　　　　料理補充

正社員以外 交替制あり 株式会社　富士急マリンリゾート
雇用期間の定めなし

月給 (2)19時00分～4時07分

161,424円～161,424円

静岡県熱海市西山町３６－１３

18

タクシー乗務員（有
期契約社員）

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

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

月給 (2)19時00分～4時07分

161,424円～161,424円

静岡県熱海市西山町３６－１３

17

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

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

月給 (2)19時00分～4時07分

161,424円～161,424円

静岡県熱海市桜木町７－６

16

タクシー乗務員（嘱
託・定時）

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

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

月給

167,200円～167,200円
又は7時00分～19時00

静岡県熱海市昭和町２０－５

15

固定給タクシー乗務
員及び養成乗務員
（氷河期・女性専
用）

＜固定給タクシー乗務員＞
２種免許がなくても応募できます
タクシー業務を行うために必要な２種
免許を全額当社負担で取得していたき
ます。
教習所期間及び取得後の研修は日当六
千円を支給

正社員 伊豆第一交通　株式会社
雇用期間の定めなし

月給 (2)19時00分～7時00分

186,000円～189,000円 (3)9時00分～3時00分14

タクシー乗務員　就
職氷河期世代限定求
人

＜　タクシー乗務員　＞
５４才以下の二種資格がない方でも応
募可能

普通免許取得１年後から二種免許の取
得が可能になりました。
タクシーでお客様を目的地まで安全に

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

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 03-5909-4756 従業員数 628人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13080-94219221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 055-975-1315 従業員数 4人

年　　齢: 40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- 8421521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-81-2172 従業員数 9人

年　　齢: 45歳以下 休　　日： 水他 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- 8371621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-80-0981 従業員数 11人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 8571921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-81-0755 従業員数 6人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 危険物取扱者（乙
種）

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- 8586421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 16時間

     TEL: 055-972-9488 従業員数 3人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝 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: 22050- 8084721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-67-2525 従業員数 1人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 大型自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 8697821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-87-1400 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 生命保険業界共通教
育制度一般課程試験

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり その他の販売類似関係資格

求人番号: 22050- 8592221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・その他月平均 5時間 その他の商品販売関係資格

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 21人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水木他 インテリアコーディ
ネーター

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 一級建築士

求人番号: 13080-92655921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 二級建築士

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 21人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水木他 インテリアコーディ
ネーター

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 一級建築士

求人番号: 13080-92656121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 二級建築士

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 19人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 インテリアコーディ
ネーター

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり 一級建築士

求人番号: 13080-90745021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 二級建築士

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 6人

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

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり マンション管理士

求人番号: 13080-92845421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間 管理業務主任者

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 16人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水木他 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: 13080-92854321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

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

月給 接客経験

215,000円～300,000円

静岡県熱海市田原本町１１－１
ラスカ熱海３階
当社　ラスカ熱海店

39

営業事務／熱海駅前
店

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

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

月給

265,000円～400,000円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱
海第一ビル９階
当社：熱海駅前店

38

【急募】不動産賃貸
仲介営業／ラスカ熱
海店

＜反響営業が中心で飛び込みは行いま
せん＞
業界未経験の方も歓迎

リゾート不動産の賃貸仲介営業の仕事
をお任せいたします。


正社員 変形（1年単位） ロイヤルハウジング販売株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

350,000円～500,000円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱
海第一ビル９階
当社：熱海駅前店

37

建築士／正社員／熱
海駅前店

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

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

月給

300,000円～500,000円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱
海第一ビル９階
当社：熱海駅前店

36

インテリアコーディ
ネーター／熱海駅前
店

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

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

月給 住宅・建築関連の業
務でのご経験をお持
ちの方

300,000円～500,000円

静岡県熱海市下多賀１１７３

35

リフォームコーディ
ネーター／熱海駅前
店

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

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

月給 生命保険、損害保
険、少額短期保険募
集人資格（いずれも

170,000円～300,000円
又は9時30分～17時30

静岡県熱海市下多賀５６７－１

34

生命保険、損害保
険、少額保険の提案
やＩＴ商材の御提案
など

◆生命保険、損害保険、少額短期保険
の保険商品をお客様へご提案するお仕
事です。保険の募集やご契約、ご相
談、ご契約後の保全、最新の情報の提
供など、お仕の内容は多岐にわたりま
す。お客様は個人、個人事業主、法人
経営者から法人にお勤めの従業員など

正社員以外 株式会社　出口ライフウイング
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 大型車両運転の経験

153,500円～153,500円

静岡県熱海市渚町８－２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アクサ生命保険株式会社　静岡支社　三島営業所　熱海分室

33

貸切バス運転手 ・貸切バス運転手として、大・中・
小・マイクロバスの運行
・バス内外の清掃
・車庫の維持管理
・契約先施設におけるバスの送迎
・その他、付随する関連業務

正社員 交替制あり 株式会社ニコー
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

180,000円～240,000円

静岡県熱海市和田浜南町５－１

32

商工会議所共済・福
祉制度スタッフ

・商工会議所会員企業に対する生命保
険による従業員の福利厚生制度（退職
金・弔慰金）のコンサルティング営業
・経営者のリスク管理や事業承継、資
産管理などのアドレスや保険設計
・個人のライフプランニングに対応し
た保険設計

正社員 アクサ生命保険株式会社　静岡支社　　三島営業所
雇用期間の定めなし (1)9時15分～17時00分

月給 ガソリンスタンド経
験225,000円～260,000円

静岡県熱海市伊豆山５７９－１

31

ガソリンスタンドス
タッフ

ガソリンスタンドでの下記接客サービ
スを担当していただきます。

・ガソリン給油、窓拭き、清掃等
・点検サービス（オイル交換、タイヤ
の空気圧確認等）　
・関連商品の販売　等

正社員 有限会社　栗本油店
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時30分

月給 (2)8時00分～16時00分

170,000円～380,000円 (3)9時00分～17時00分

静岡県熱海市銀座町１０－１１

30

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

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

月給

220,000円～240,000円

静岡県熱海市田原本町３－６

29

和食店ホールスタッ
フ

フロアサービス
ドリンク提供
レジ電話対応
売上管理等

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　釜鶴
雇用期間の定めなし (1)10時00分～21時00

月給

195,000円～195,000円

静岡県熱海市西熱海町１－１７８
０－１３８
当社　熱海事務所

28

シュークリームの製
造及び販売

熱海スイーツでおなじみの「四角い
シュークリーム」専門店です。

・生地の成型
・クリーム作り
・シュークリームの仕上げ作業
・箱詰め、陳列

正社員 株式会社　北海物産
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 Ｃ、Ｃ＋＋言語での
開発経験210,000円～360,000円27

ＩＰ／ＰＢＸソフト
ウェア開発／静岡県
熱海市

自社開発製品であるＩＰ／ＰＢＸのソ
フトウェア開発に携わってい
ただきます。スキルレベルに応じて新
規機能の設計、開発、レビュ
ー、機能拡張や追加要望への対応を
行っていただきます。研修終了
後は在宅勤務も可能です。

正社員 株式会社　バルテック
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時30分
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年12月6日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 6人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水木他 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: 13080-92855621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 6人

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

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり マンション管理士

求人番号: 13080-92660421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 管理業務主任者

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 22人

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

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり マンション管理士

求人番号: 13080-89452821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間 管理業務主任者

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 22人

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

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり マンション管理士

求人番号: 13080-89453221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間 管理業務主任者

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 22人

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

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり マンション管理士

求人番号: 13080-89454521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間 管理業務主任者

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 22人

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

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり マンション管理士

求人番号: 13080-89455421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間 管理業務主任者

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 19人

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

就業場所: 

採用人数: 6人 週休二日： 毎　週 時間外 あり マンション管理士

求人番号: 13080-89456321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間 管理業務主任者

     TEL: 0557-80-2305 従業員数 126人

年　　齢: 18歳～35歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 8435021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-80-2305 従業員数 126人

年　　齢: 35歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 8436721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-83-2120 従業員数 14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: 22050- 8384821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 03-5206-5121 従業員数 20人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13080-91642521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 03-5206-5121 従業員数 20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: 13080-91643421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 03-5206-5121 従業員数 20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: 13080-91651421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

静岡県熱海市桃山町１１－４４
レクトーレ熱海桃山（当社運営）

月給 ホテルや接客経験者
歓迎です。200,000円～250,000円

又は6時00分～21時00

静岡県熱海市熱海１７３９－３５
パサニアホテル棟２７階
『ＩＳＨＩＮＯＹＡ熱海』（当社
運営）

52

リゾートセミナーホ
テル・フロント／熱
海市桃山町

当社の運営するリゾートセミナーホテ
ル「レクトーレ熱海桃山」の
フロントスタッフの募集です！
ブランクがある方、ホテルや旅館での
業務経験者歓迎です！
■主な業務
・チェックイン・チェックアウト業務

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ティーケーピー
雇用期間の定めなし

月給 ・旅館・ホテルでフ
ロント経験者　（マ
ネジメント経験者歓

280,000円～350,000円
又は8時00分～21時00

静岡県熱海市熱海１７３９－３５
パサニアホテル棟２７階
『ＩＳＨＩＮＯＹＡ熱海』（当社
運営）

51

リゾートセミナーホ
テル・フロント／熱
海市

＊＊／幅広い年代の社員が活躍してい
る元気な職場です！＼＊＊
●当社の運営するリゾートセミナーホ
テル『ＩＳＨＩＮＯＹＡ熱海
』のフロント業務を中心にお任せしま
す。


正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ティーケーピー
雇用期間の定めなし

月給 ・車またはバイク通
勤できる方（ペー
パードライバー不

220,000円～350,000円
又は6時00分～22時00

静岡県熱海市和田町１６－１

50

リゾートセミナーホ
テル・レストラン
サービス／熱海市

当社の運営するリゾートセミナーホテ
ル『ＩＳＨＩＮＯＹＡ熱海』
内の食事会場にてホテル全般に係る業
務（主にレストランサービス）
をお任せします。
■主な業務
・食事の準備

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ティーケーピー
雇用期間の定めなし

月給 未経験者可、中小企
業診断士、社会保険
労務士の有資格者歓

220,000円～270,000円

静岡県熱海市伊豆山８２４－５

49

一般事務 日本全国の旅館・ホテルを支援する経
営コンサルタント会社で、経営資料作
成、顧客管理、主催セミナー運営、原
稿作成などの事務スタッフを募集しま
す。

経営資料作成、会員組織の顧客管理、

正社員 株式会社　リョケン
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

180,000円～260,000円
又は6時00分～22時00

静岡県熱海市伊豆山８２４－５

48

ホテルレストランス
タッフ（正社員・地
域コース）

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

月給

180,000円～260,000円
又は13時00分～22時00

静岡県熱海市田原本町９－１　熱
海第一ビル９階
当社：熱海駅前店

47

ホテルフロントス
タッフ（正社員・地
域コース）

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

月給

265,000円～400,000円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱
海第一ビル９階
当社：熱海駅前店

46

不動産賃貸管理／熱
海駅前店

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

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

月給 接客経験と営業経験
がある方。265,000円～400,000円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱
海第一ビル９階
当社：熱海駅前店

45

リゾート物件の賃貸
仲介営業／熱海駅前
店

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

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

月給 接客経験、営業経験
ある方歓迎265,000円～400,000円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱
海第一ビル９階
当社：熱海駅前店

44

不動産賃貸仲介営業
／熱海駅前店

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

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

月給 接客経験、営業経験
ある方歓迎285,000円～450,000円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱
海第一ビル９階
当社：熱海駅前店

43

リゾート物件の売買
仲介営業／熱海駅前
店

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

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

月給 接客経験、営業経験
ある方歓迎285,000円～450,000円

静岡県熱海市田原本町１１－１
ラスカ熱海３階
当社：ラスカ熱海店

42

不動産売買仲介営業
／熱海駅前店

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

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

月給 接客経験、営業経験
ある方285,000円～450,000円

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

41

不動産売買仲介営業
／ラスカ熱海店（熱
海市）

熱海で圧倒的なシェア率を誇るロイヤ
ルリゾート。リゾート物件の売買と賃
貸を扱う住まいの総合カンパニー！
売買仲介営業として、ご来店されたお
客様への接客応対、住まいのご紹介・
説明などをお任せいたします。
＜具体的な仕事＞

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

月給 接客経験

215,000円～300,000円40

営業事務／ラスカ熱
海店

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

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

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 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: 13090-46085321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-46090221 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: 13090-46091521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-46121221 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: 13090-46124321 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: 13090-46130521 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: 13090-46133621 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: 13090-46153821 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: 13090-46256121 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: 13090-46273121 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: 13090-46276821 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: 13090-46281121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-46285221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

月給 施設管理実務経験３
年以上が目安277,440円～277,440円

又は8時00分～21時00

静岡県熱海市咲見町６－１
アタミシーズンホテル

65

【静岡限定正社員】
施設管理長候補／熱
海ニューフジヤホテ
ル

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 調理実務経験３年以
上が目安352,880円～352,880円

静岡県熱海市昭和町１０－３３
熱海金城館

64

【静岡限定正社員】
ホテル調理長候補／
アタミシーズンホテ
ル

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

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

月給 施設管理実務経験３
年以上が目安277,440円～277,440円

又は8時00分～21時00

静岡県熱海市田原本町４－１６
伊東園ホテル熱海館

63

【静岡限定正社員】
ホテル施設管理長候
補／熱海金城館

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 調理実務経験３年以
上が目安352,880円～352,880円

静岡県熱海市和田浜南町７番地２
号
ウオミサキホテル

62

【静岡限定正社員】
ホテル調理長候補／
伊東園ホテル熱海館

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

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

月給 調理実務経験３年以
上が目安352,880円～352,880円

静岡県熱海市和田浜南町３－９
ホテル大野屋

61

【静岡限定正社員】
ホテル調理長候補／
ウオミサキホテル

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

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

月給 調理実務経験３年以
上が目安272,570円～272,570円

静岡県熱海市咲見町６－１
アタミシーズンホテル

60

【静岡限定正社員】
ホテル調理スタッフ
／ホテル大野屋

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

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

月給 調理実務経験３年以
上が目安272,570円～272,570円

静岡県熱海市田原本町４－１６
伊東園ホテル熱海館

59

【静岡限定正社員】
調理スタッフ／アタ
ミシーズンホテル

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

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

月給 調理実務経験３年以
上が目安272,570円～272,570円

静岡県熱海市和田浜南町７番地２
号
ウオミサキホテル

58

【静岡限定正社員】
ホテル調理スタッフ
／伊東園ホテル熱海
館

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

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

月給 調理実務経験３年以
上が目安272,570円～272,570円

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

57

【静岡限定正社員】
ホテル調理スタッフ
／ウオミサキホテル

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

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

月給 調理実務経験３年以
上が目安352,880円～352,880円

静岡県熱海市昭和町１０－３３
熱海金城館

56

静岡限定正社員／ホ
テル調理長候補／熱
海ニューフジヤホテ
ル

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

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

月給 調理実務経験３年以
上が目安352,880円～352,880円

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

55

【静岡限定正社員】
ホテル調理長候補／
熱海金城館

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

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

月給 調理実務経験３年以
上が目安272,570円～272,570円

静岡県熱海市昭和町１０－３３
熱海金城館

54

静岡限定正社員／調
理スタッフ／熱海
ニューフジヤホテル

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

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

月給 調理実務経験３年以
上が目安272,570円～272,570円53

【静岡限定正社員】
ホテル調理スタッフ
／熱海金城館

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

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

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 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: 13090-46320221 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: 13090-46334121 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: 13090-46339521 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: 13090-46343121 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: 13090-46361721 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: 13090-46529121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-46536921 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: 13090-46630621 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: 13090-46635821 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: 13090-46636221 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: 13090-46647321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0557-86-1045 従業員数 37人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 8584221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0557-82-1717 従業員数 40人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 8644921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

静岡県熱海市伊豆山１０４８番４

月給

175,000円～240,000円
又は7時00分～22時00

静岡県熱海市春日町１２－４

78

レストランサービス ホテル内レストランでのサービス業務 正社員以外 交替制あり 株式会社　グランバッハ熱海
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給

226,000円～226,000円

静岡県熱海市和田浜南町３－９
ホテル大野屋

77

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

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

月給 業界問わず、何らか
のマネジメントの経
験

352,880円～352,880円
又は9時00分～21時00

静岡県熱海市咲見町６－１
アタミシーズンホテル

76

【地域限定正社員】
ホテル支配人候補
（ホテル大野屋）

【何かしらのマネジメント経験があれ
ば、ホテル未経験可】　半年でのキャ
リアアップが可能！初任給３５．２万
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

静岡県熱海市田原本町４－１６
伊東園ホテル熱海館

75

【地域限定正社員】
支配人候補（アタミ
シーズンホテル）

【何かしらのマネジメント経験があれ
ば、ホテル未経験可】　半年でのキャ
リアアップが可能！初任給３５．２万
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

静岡県熱海市和田浜南町７番地２
号
ウオミサキホテル

74

【地域限定正社員】
ホテル支配人候補
（伊東園ホテル熱海
館）

【何かしらのマネジメント経験があれ
ば、ホテル未経験可】　半年でのキャ
リアアップが可能！初任給３５．２万
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

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

73

【地域限定正社員】
ホテル支配人候補
（ウオミサキホテ
ル）

【何かしらのマネジメント経験があれ
ば、ホテル未経験可】　半年でのキャ
リアアップが可能！初任給３５．２万
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

静岡県熱海市昭和町１０－３３
熱海金城館

72

【地域限定正社員】
支配人候補（熱海
ニューフジヤホテ
ル）

【何かしらのマネジメント経験があれ
ば、ホテル未経験可】　半年でのキャ
リアアップが可能！初任給３５．２万
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

静岡県熱海市和田浜南町３－９
ホテル大野屋

71

【地域限定正社員】
ホテル支配人候補
（熱海金城館）

【何かしらのマネジメント経験があれ
ば、ホテル未経験可】　半年でのキャ
リアアップが可能！初任給３５．２万
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

静岡県熱海市咲見町６－１
アタミシーズンホテル

70

【静岡限定正社員】
施設管理長候補／ホ
テル大野屋

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 施設管理実務経験３
年以上が目安277,440円～277,440円

又は8時00分～21時00

静岡県熱海市田原本町４－１６
伊東園ホテル熱海館

69

【静岡限定正社員】
施設管理長候補／ア
タミシーズンホテル

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 施設管理実務経験３
年以上が目安277,440円～277,440円

又は8時00分～21時00

静岡県熱海市和田浜南町７番地２
号
ウオミサキホテル

68

【静岡限定正社員】
施設管理長候補／伊
東園ホテル熱海館

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 施設管理実務経験３
年以上が目安277,440円～277,440円

又は8時00分～21時00

静岡県熱海市和田浜南町３－９
ホテル大野屋

67

【静岡限定正社員】
ホテル施設管理長候
補／ウオミサキホテ
ル

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし

月給 調理実務経験３年以
上が目安352,880円～352,880円66

【静岡限定正社員】
ホテル調理長候補／
ホテル大野屋

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

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

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0557-82-1717 従業員数 40人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 8645121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-82-1717 従業員数 40人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 8646021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-82-1717 従業員数 40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- 8648821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-55-7520 従業員数 113人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 8715621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 0557-55-7520 従業員数 113人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 8726021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 0557-55-7520 従業員数 113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- 8735821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 0557-55-7520 従業員数 97人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 8736221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-55-7520 従業員数 97人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 8738421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0557-55-7520 従業員数 113人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 8740121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0557-55-7520 従業員数 97人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 8742721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 03-3201-6655 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13010-21045722 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-81-8526 従業員数 80人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 8544521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 108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: 13090-45788721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

静岡県熱海市田原本町４－１６
伊東園ホテル熱海館

月給 モンゴル語・インド
ネシア語・ベトナム
語・中国語のいずれ

223,900円～223,900円
又は6時00分～22時00

静岡県熱海市林ガ丘町７－１

91

外国語を活かせる仕
事／通訳／契約社員
／伊東園ホテル熱海
館

当社は東日本を中心に約５０館の温泉
ホテルを運営しております。
モンゴル、インドネシア、ベトナム、
中国等海外からインターンシ
ップ生や技能実習生等の外国人の方を
受け入れる予定です。今回は
外国人の方への通訳、各種フォロー、

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 (2)8時00分～17時00分 設備管理業務経験者
優遇184,200円～184,200円

静岡県熱海市上多賀８６３－１
エンゼルシーサイド南熱海

90

設備管理スタッフ ・館内設備の簡単な（蛍光灯取替な
ど）修理、修繕
・館内温泉施設の清掃管理
・館内外の一部清掃を行う場合あり

正社員 変形（1ヶ月単位） 関西観光開発　株式会社　大観荘
雇用期間の定めなし (1)10時00分～21時00

時給 パソコン操作が出来
る方、ワード、エク
セル　　　　　

182,000円～182,000円

静岡県熱海市伊豆山２６９

89

リゾートマンション
設備管理／熱海市

マンション内の共用施設の簡単な設備
管理業務（　点検等　）、
浴槽の簡単な清掃業務、
館内巡回、
駐車場管理、
館内庭園管理、
業者対応、

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

月給 (2)10時00分～19時00 ホテル・旅館、飲
食、販売、営業など
人と接する職種経験

200,055円～350,002円 (3)13時00分～22時00

静岡県熱海市水口町１１番４８号

88

接客サービス　ＡＴ
ＡＭＩせかいえ

お客様に寄り添ったサービスを提供す
る接客スタッフ『バトラー』としてご
活躍いただきます。バトラーは、様々
なシーンでお客様に接するため、たく
さんの感動と喜びをプロデュースする
機会があります。お客様から「ありが
とう」「またあなたに会いにきます」

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

月給 (2)10時00分～19時00 旅館、シティホテル
またはリゾートホテ
ルでのマネージャー

300,087円～400,016円 (3)13時00分～22時00

静岡県熱海市伊豆山２６９

87

マネージャー候補
ふふ熱海

サービス企画や人材の育成、また収益
管理などのマネジメント業務全般、現
場の最前線でバトラー業務をお任せい
たします。
※バトラー：チェックインからチェッ
クアウトまでお客様の滞在をトータル
にサポートする接客業務

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

月給 (2)10時00分～19時00 旅館、シティホテル
またはリゾートホテ
ルでのマネージャー

300,087円～400,016円 (3)13時00分～22時00

静岡県熱海市伊豆山２６９

86

マネージャー候補
ＡＴＡＭＩせかいえ

サービス企画や人材の育成、また収益
管理などのマネジメント業務全般、現
場の最前線でバトラー業務をお任せい
たします。
※バトラー：チェックインからチェッ
クアウトまでお客様の滞在をトータル
にサポートする接客業務

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

月給 宿泊、販売、営業な
ど接客業務経験200,026円～350,108円

静岡県熱海市桃山町１８ー４２

85

ナイトフロント（Ａ
ＴＡＭＩせかいえ）

夜間の接客、管理業務をお願いいたし
ます。
ナイトスタッフの具体的な業務は、売
上集計、翌日のチェックイン・アウト
準備、フロント業務、館内巡回やお客
様対応等です。

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社ＫＰＧ　ＨＯＴＥＬ＆ＲＥＳＯＲＴ
雇用期間の定めなし (1)21時00分～9時00分

月給 事務経験者

200,055円～300,087円

静岡県熱海市水口町１１番４８号

84

労務・総務を中心と
した事務スタッフ

ふふ熱海、ＡＴＡＭＩせかいえ、ＡＴ
ＡＭＩ海峯楼の３つのホテルをバック
オフィスで支える一般事務（総務・経
理・労務）のお仕事です。
また、従業員の心の機微を感じとり、
働きやすい環境をつくるサポートをし
ていただきます。

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

月給 (2)10時00分～19時00 ホテル・旅館業界経
験者200,055円～350,002円 (3)13時00分～22時00

静岡県熱海市水口町１１番４８号

83

接客サービス（ふふ
熱海）

一組一組のお客様とご丁寧に向き合う
『バトラー業務』をご担当いただきま
す。
バトラーは、お出迎えからお見送りま
での接客に関する全ての業務を行いま
す。
■コンシェルジュ（チェックイン・

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

月給 鮨経験者
カウンターの為、接
客が好きな方歓迎

200,034円～400,016円

静岡県熱海市伊豆山１０４８番４

82

調理／寿司（ふふ熱
海）

地産地消にこだわり、地元でとれた新鮮な食材を使用。仕込み、握り、接客など。すべて一から手作りで調理をし、お客様へ提供しています。プライベート感のあるカウンターや個室のお席、地元の穫りたての海鮮で腕をふるってください。正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社ＫＰＧ　ＨＯＴＥＬ＆ＲＥＳＯＲＴ
雇用期間の定めなし (1)7時00分～21時30分

月給

175,000円～240,000円
又は7時00分～22時00

静岡県熱海市伊豆山１０４８番４

81

フロントサービス ホテル内フロント業務 正社員以外 交替制あり 株式会社　グランバッハ熱海
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給

175,000円～240,000円
又は7時00分～22時00

静岡県熱海市伊豆山１０４８番４

80

客室清掃責任者 ホテル内清掃業務、及び管理 正社員以外 交替制あり 株式会社　グランバッハ熱海
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給

175,000円～240,000円
又は7時00分～22時00

79

洋食調理スタッフ ホテル内キッチンでの調理業務 正社員以外 交替制あり 株式会社　グランバッハ熱海
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

7/12



【熱海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

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0557-48-6555 従業員数 60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- 8454821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-48-6555 従業員数 60人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 9人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 8455221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-48-6555 従業員数 60人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 8457421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-81-3561 従業員数 40人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 8467621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-82-2182 従業員数 69人

年　　齢: 18歳～39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- 8483621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 0557-81-0001 従業員数 60人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： なし 時間外 あり

求人番号: 22050- 8367821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 8時間

     TEL: 0557-81-2121 従業員数 25人

年　　齢: 64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 あり

求人番号: 22050- 8377221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 13時間

     TEL: 0557-67-2643 従業員数 36人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 8357021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 03-3375-3470 従業員数 34人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13070-76091421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 0557-81-3651 従業員数 29人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 8326221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 23時間

     TEL: 0557-81-0001 従業員数 60人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： なし 時間外 なし

求人番号: 22050- 8336421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-3201-6655 従業員数 12人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 １級土木施工管理技
士

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり ２級土木施工管理技士

求人番号: 13010-15449022 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 03-3201-6655 従業員数 12人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 管理業務主任者 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり １級土木施工管理技士

求人番号: 13010-15451722 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間 ２級土木施工管理技士

静岡県熱海市田原本町９－１　熱
海第１ビル２階
当社　別荘管理課

月給 電話やメール等にお
けるビジネスマ
ナー、土木工事・設

375,000円～406,250円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱
海第１ビル２階　
当社　別荘管理課

104

別荘地管理フロント
職（施設管理業務）
部長クラス／熱海市

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

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

月給 電話やメール等にお
けるビジネスマナー
オーナー対応（ク

307,830円～376,250円

静岡県熱海市東海岸町５番２４号

103

別荘地管理フロント
職（施設管理業務）
課長クラス／熱海市

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

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

月給

270,000円～320,000円
又は6時30分～20時00

静岡県熱海市春日町１－２

102

皿出し・料理セッ
ト・浴場掃除

　　　　＜＜デシャップ係の内容とし
て＞＞

・朝食の皿出しと料理セットと各パン
トリーにリフトで運ぶ作業
・大浴場清掃
・夕食の皿出しと料理セットと各パン

正社員 交替制あり 合資会社　古屋旅館
雇用期間の定めなし

月給 調理経験（３年以
上）
調理師免許

300,000円～340,000円
又は6時30分～19時30

静岡県熱海市小嵐町１－１６
「料亭旅館　熱海　小嵐亭」

101

調理師チームマネー
ジャー

・和風温泉旅館で会席料理の調理
・調理場の環境整備、調理器具の管理
・調理経験の少ない方は調理補助から
スタートできます。
・食器洗浄は専用のスタッフがおりま
す。


正社員 変形（1年単位） 熱海温泉　湯宿一番地（志ほみや観光株式会社）
雇用期間の定めなし

月給

170,000円～268,000円
又は7時00分～21時00

静岡県熱海市網代６２７－３６３

100

客室係 お客さまのお出迎えやお見送り
料理運びやご案内など接客全般を担当






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

月給 乗馬クラブでの勤務
経験250,000円～600,000円

静岡県熱海市中央町１４－９

99

乗馬クラブ管理者 温泉旅館「竹林庵みずの」内にある乗
馬クラブの責任者を募集します。
・主に宿泊者を対象とした乗馬指導
・馬の飼育及び管理
・乗馬クラブの受付業務　等

また、馬場に隣接した農園の管理も合

正社員 変形（1ヶ月単位） 有限会社みずの観光
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 (2)15時00分～19時30 マナー講習

230,000円～250,000円

静岡県熱海市東海岸町５番２４号

98

旅館スタッフ【接
客・客室係】正社員

客室係：接客業務
１，料理の出し下げ
２，客室の準備
３，その他接客業務
雇用条件：初心者経験者ともに歓迎
（国籍も問いません）
就業時間：６：３０～１９：３０

正社員 変形（1年単位） 悠　株式会社（熱海温泉　山木旅館）
雇用期間の定めなし (1)6時30分～10時00分

月給

250,000円～280,000円
又は7時00分～20時30

静岡県熱海市東海岸町１３－９３

97

内務・客室清掃 　　　　＜＜内務係の内容として＞＞

・朝の布団上げと客室清掃
・夕方の布団敷きとお客様係のお手伝
い

正社員 交替制あり 合資会社　古屋旅館
雇用期間の定めなし

月給 (2)14時00分～23時00

207,600円～233,100円
又は0時00分～9時00分

静岡県熱海市渚町２６－１１

96

【正社員】フロント
スタッフ（リゾーピ
ア熱海）

ホテルでの受付。
オペレーター業務。
予約伝票入力。
ベル業務。
その他、ホテル運営に関わる業務

正社員 変形（1ヶ月単位） リゾートトラスト株式会社
ホテルリゾーピア熱海雇用期間の定めなし (1)10時00分～19時00

月給

182,000円～210,000円

静岡県熱海市東海岸町６番４５号

95

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

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

月給 (2)11時00分～20時00 ホテル、旅館、接客
業務のご経験180,000円～310,000円 (3)13時00分～22時00

静岡県熱海市東海岸町６番４５号

94

レストラン接客 ホテル内レストランでの接客業務
（和食、洋食、中国料理、ラウンジ、
鉄板焼）

正社員 変形（1ヶ月単位） 国際観光資源開発株式会社　熱海パールスターホテル
雇用期間の定めなし (1)6時00分～15時00分

月給 (2)12時00分～21時00 調理師免許証

180,000円～310,000円
又は13時00分～22時00

静岡県熱海市東海岸町６番４５号

93

調理師（和食、洋
食、中国調理、パ
ティシエ）

新規開業ホテルでの調理師を募集。
和食、洋食、中国調理、パティシエを
担当して頂きます。

正社員 変形（1ヶ月単位） 国際観光資源開発株式会社　熱海パールスターホテル
雇用期間の定めなし (1)6時00分～15時00分

月給 人事及び総務・庶務
関連業務構築のご経
験をお持ちの方で、

180,000円～310,000円92

人事及び総務関連業
務経験者

ホテル開業前準備室における人事、総
務及び庶務関連業務構築全般。
具体的には、人事企画（採用、労務管
理、人材教育）、総務及び庶務業務構
築など。

正社員 変形（1ヶ月単位） 国際観光資源開発株式会社　熱海パールスターホテル
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年12月6日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0557-81-6185 従業員数 35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- 8239221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 0557-81-6185 従業員数 35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- 8247521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10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: 13090-44522521 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: 13090-44523421 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: 13090-44524321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-44526921 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: 13090-44528021 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: 13090-44529721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-3201-6655 従業員数 12人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 マンション管理士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13010-14186422 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 03-3201-6655 従業員数 12人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 マンション管理士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 管理業務主任者

求人番号: 13010-14189922 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-81-3651 従業員数 29人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 8160621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 23時間

     TEL: 0557-82-5460 従業員数 325人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 8022621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 3時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-43302321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

月給

272,570円～272,570円

静岡県熱海市和田浜南町１０－１

117

【正社員】ホテル
サービススタッフ／
熱海ニューフジヤホ
テル

お客様に楽しんでいただけるようなホ
テル運営をお任せいたします。フロン
ト業務、レストラン業務、予約業務、
客室清掃業務等、業務全般をお願いし
ます。
具体的には、
フロント・予約：チェックイン、

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし (1)6時00分～22時00分

月給 (2)10時30分～19時00

190,250円～190,250円 (3)14時30分～23時00

静岡県熱海市春日町１－２

116

浴場係 ＡＴＡＭＩ　ＢＡＹ　ＲＥＳＯＲＴ
ＫＯＲＡＫＵＥＮ
（熱海後楽園ホテル内）大浴場の接遇
係

・大浴場内のタオルやシャンプー類等
の補充

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　東京ドーム　リゾ－トオペレ－ションズ（ＡＴＡＭＩ　ＢＡＹ　ＲＥＳＯＲＴ　ＫＯＲＡＫＵＥＮ）
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～15時00分

月給 調理経験（１年以
上）調理師免許（な
ければ見習い後に調

270,000円～320,000円
又は6時30分～19時30

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

115

調理師 ・和風温泉旅館で会席料理の調理
・調理場の環境整備、調理器具の管理
・調理経験の少ない方は調理補助から
スタートできます。
・食器洗浄は専用のスタッフがおりま
す。

正社員 変形（1年単位） 熱海温泉　湯宿一番地（志ほみや観光株式会社）
雇用期間の定めなし

月給 マンション管理業務
（理事会・総会対応
等）フロント経験２

321,440円～376,180円
又は9時00分～18時00

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

114

マンション管理フロ
ント職（課長クラ
ス）熱海・山中湖

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

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

月給 (2)9時00分～18時00分 マンション管理業務
（理事会・総会対応
等）フロント経験１

296,130円～310,410円

静岡県熱海市和田浜南町３－９
（ホテル大野屋）

113

マンション管理フロ
ント職（リーダーク
ラス）伊豆又は山中
湖

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

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

月給

254,330円～254,330円

静岡県熱海市昭和町１０－３３
（熱海金城館）

112

【静岡限定正社員】
ホテルサービスス
タッフ／ホテル大野
屋

お客様に楽しんでいただけるようなホ
テル運営をお任せいたします。フロン
ト業務、レストラン業務、予約業務、
客室清掃業務等、業務全般をお願いし
ます。
具体的には、
フロント・予約：チェックイン、

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし (1)6時00分～22時00分

月給

254,330円～254,330円

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

111

【静岡限定正社員】
ホテルサービスス
タッフ／熱海金城館

お客様に楽しんでいただけるようなホ
テル運営をお任せいたします。フロン
ト業務、レストラン業務、予約業務、
客室清掃業務等、業務全般をお願いし
ます。
具体的には、
フロント・予約：チェックイン、

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし (1)6時00分～22時00分

月給

254,330円～254,330円

静岡県熱海市咲見町６－１
（アタミシーズンホテル）

110

静岡限定正社員／ホ
テルサービス／熱海
ニューフジヤホテル

お客様に楽しんでいただけるようなホ
テル運営をお任せいたします。フロン
ト業務、レストラン業務、予約業務、
客室清掃業務等、業務全般をお願いし
ます。
具体的には、
フロント・予約：チェックイン、

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし (1)6時00分～22時00分

月給

254,330円～254,330円

静岡県熱海市和田浜南町７－２
（ウオミサキホテル）

109

【静岡限定正社員】
ホテルサービス／ア
タミシーズンホテル

お客様に楽しんでいただけるようなホ
テル運営をお任せいたします。フロン
ト業務、レストラン業務、予約業務、
客室清掃業務等、業務全般をお願いし
ます。
具体的には、
フロント・予約：チェックイン、

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし (1)6時00分～22時00分

月給

254,330円～254,330円

静岡県熱海市田原本町４－１６
（伊東園ホテル熱海館）

108

静岡限定正社員／ホ
テルサービススタッ
フ／ウオミサキホテ
ル

お客様に楽しんでいただけるようなホ
テル運営をお任せいたします。フロン
ト業務、レストラン業務、予約業務、
客室清掃業務等、業務全般をお願いし
ます。
具体的には、
フロント・予約：チェックイン、

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし (1)6時00分～22時00分

月給

254,330円～254,330円

静岡県熱海市小嵐町１４－８

107

静岡限定正社員／ホ
テルサービス／伊東
園ホテル熱海館

お客様に楽しんでいただけるようなホ
テル運営をお任せいたします。フロン
ト業務、レストラン業務、予約業務、
客室清掃業務等、業務全般をお願いし
ます。
具体的には、
フロント・予約：チェックイン、

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし (1)6時00分～22時00分

月給

180,000円～230,000円

静岡県熱海市小嵐町１４－８

106

フロントスタッフ ●接客：お客様のお出迎え。客室まで
のご案内。
●車移動：お客様のお車のフロント⇔
駐車場の移動。
●事務／予約受付
　ネット予約の取り込み業務。電話予
約の対応。

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　新かど旅館
雇用期間の定めなし (1)8時00分～20時00分

月給 (2)15時00分～20時00 食、日本料理に興味
がある。
調理師学校を卒業、

190,000円～240,000円105

調理師補助 会席料理を提供している旅館の調理部
でのお仕事です。

●使用した調理器具の洗浄や板場の清
掃
●水揚げされた鮮魚を捌く
●仕込みの手伝い、盛り付けなど

正社員 交替制あり 株式会社　新かど旅館
雇用期間の定めなし (1)6時30分～11時30分
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【熱海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

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 44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: 13090-43356721 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 44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: 13090-43361621 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 44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: 13090-43363121 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 44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: 13090-43375221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0538-43-9000 従業員数 15人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22090- 9208821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-86-2038 従業員数 30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- 8393221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 0557-38-5058 従業員数 4人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 2963221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-38-5058 従業員数 4人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 2965421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-84-2777 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 木他 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- 8539621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 0557-81-6206 従業員数 18人

年　　齢: 45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- 8517821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0557-29-6400 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 8674421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0557-29-6400 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 8680221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0557-29-6400 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 8683321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

静岡県熱海市春日町１２－６

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

180,000円～240,000円

静岡県熱海市田原本町３－１熱海魚熊ビル４Ｆ

130

陶芸体験インストラ
クター

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

月給 (2)9時30分～18時00分

180,000円～240,000円

静岡県熱海市田原本町３－１熱海魚熊ビル４Ｆ

129

ゆびわ制作体験イン
ストラクター【未経
験者枠】

・２０２２年１１月に新規オープンし
たばかり！熱海ゆびわ工房内でのゆび
わ制作体験教室のインストラクター業
務

・ゆびわ制作体験準備、片付け等
・その他クラフト体験インストラク

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

月給 (2)9時30分～18時00分 専門学校・美大等で
彫金専攻の方
または、彫金工房で

190,000円～250,000円

静岡県熱海市熱海１９９３番地

128

ゆびわ制作体験イン
ストラクター

・２０２２年１１月に新規オープンし
たばかり！熱海ゆびわ工房内でのゆび
わ制作体験教室のインストラクター業
務

・ゆびわ制作体験準備、片付け等
・その他クラフト体験インストラク

正社員 変形（1年単位） 熱海クラフト工房
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時30分

月給

185,000円～247,000円

静岡県熱海市桃山町２６－２
ＭＯＡ美術館内茶の庭

127

業務全般（接客・販
売・営業等）

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

・観光サービス業ですので、基本的に
土日、祝祭日、正月、ゴール　デン

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

月給 飲食店での接客経験
ある方。おもてなし
の心遣いが出来る方

200,000円～280,000円

静岡県熱海市田原本町３－１７
【どろめ　熱海店】

126

飲食業　そば店 揚げ方（天ぷら等）釜前（茹で）
セット等調理場全体のお仕事

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　そばの坊
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～16時40分

月給 (2)9時00分～18時00分

180,000円～230,000円 (3)8時00分～17時00分

静岡県熱海市田原本町３－１７
【どろめ　熱海店】

125

調理・接客【熱海
店】

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

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

雇用期間の定めなし (1)10時00分～19時00

月給 (2)9時00分～18時00分

250,000円～300,000円 (3)8時00分～17時00分

静岡県熱海市和田浜南町５－８　ホテルサンミ倶楽部内

124

調理・接客【熱海
店】＊幹部候補生＊

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

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

雇用期間の定めなし (1)10時00分～19時00

月給 (2)17時00分～21時00

200,000円～230,000円

静岡県熱海市西熱海町１丁目５－
１６
　絶景掛け流しの宿　熱海月右衛
門

123

旅館・和食レストラ
ン飲食接客業従業員

ホテルの宿泊客の飲食の接客業務で
す。
（朝食・昼食・夕食の飲食接客）

１．朝食（バイキング・和定食）の準
備・接客・片付け
２．夕食（懐石スタイル）・バイキン

正社員 変形（1ヶ月単位） 有限会社割烹でん助
雇用期間の定めなし (1)6時30分～10時30分

月給 調理経験者優遇

183,600円～183,600円
又は7時00分～22時00

静岡県熱海市和田浜南町３－９
（ホテル大野屋）

122

キッチンスタッフ／
熱海月右衛門（熱海
市）

　温泉旅館で、料理人としてお客様の
食事を作る正社員のお仕事です。夕朝
食の事前仕込み業務や、食事営業中の
料理提供などが主な業務となります。
「洗い物だけやらされる」「失敗する
と鍋をひっくり返される」ような環境
ではありませんので、料理に興味があ

正社員 交替制あり 株式会社　マックスジャパン
雇用期間の定めなし

月給

272,570円～272,570円

静岡県熱海市咲見町６－１
（アタミシーズンホテル）

121

【正社員】ホテル
サービススタッフ／
ホテル大野屋

お客様に楽しんでいただけるようなホ
テル運営をお任せいたします。フロン
ト業務、レストラン業務、予約業務、
客室清掃業務等、業務全般をお願いし
ます。
具体的には、
フロント・予約：チェックイン、

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし (1)6時00分～22時00分

月給

272,570円～272,570円

静岡県熱海市田原本町４－１６
（伊東園ホテル熱海館）

120

【正社員】ホテル
サービススタッフ／
アタミシーズンホテ
ル

お客様に楽しんでいただけるようなホ
テル運営をお任せいたします。フロン
ト業務、レストラン業務、予約業務、
客室清掃業務等、業務全般をお願いし
ます。
具体的には、
フロント・予約：チェックイン、

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし (1)6時00分～22時00分

月給

272,570円～272,570円

静岡県熱海市和田浜南町７－２
（ウオミサキホテル）

119

【正社員】ホテル
サービススタッフ／
伊東園ホテル熱海館

お客様に楽しんでいただけるようなホ
テル運営をお任せいたします。フロン
ト業務、レストラン業務、予約業務、
客室清掃業務等、業務全般をお願いし
ます。
具体的には、
フロント・予約：チェックイン、

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし (1)6時00分～22時00分

月給

272,570円～272,570円118

【正社員】ホテル
サービススタッフ／
ウオミサキホテル

お客様に楽しんでいただけるようなホ
テル運営をお任せいたします。フロン
ト業務、レストラン業務、予約業務、
客室清掃業務等、業務全般をお願いし
ます。
具体的には、
フロント・予約：チェックイン、

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めなし (1)6時00分～22時00分
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【熱海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

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0557-81-9171 従業員数 700人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 保健師 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- 8650621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 15時間

     TEL: 0557-81-9171 従業員数 700人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 8651921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 15時間

     TEL: 0557-81-9171 従業員数 700人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 8652121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 0557-81-9171 従業員数 700人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 8653021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 0557-83-7830 従業員数 4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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 8553421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0557-81-6480 従業員数 3人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 木日祝 歯科衛生士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 8535221 各種保険： 雇用・労災・健康・その他 月平均 10時間

     TEL: 0557-68-1958 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 木日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 8147121 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-81-9171 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 8654721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-81-9171 従業員数 1人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 8655821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-81-9171 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 8656221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 048-640-4300 従業員数 12人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 11030-33932121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0557-67-1971 従業員数 57人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 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: 22050- 8684621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0557-67-1971 従業員数 57人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 その他の福祉・介護
関係資格

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 8685921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

静岡県熱海市上多賀１０１６－１０

月給 特別養護老人ホー
ム、老人保健施設、
有料老人ホーム等の

220,000円～270,000円

静岡県熱海市上多賀１０１６－１０

143

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

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

月給 (2)8時30分～17時30分 看護職としての実務
経験247,000円～330,000円 (3)9時00分～18時00分

静岡県熱海市泉２３１－３６
「けあビジョンホーム熱海」

142

看護師 ・入居者・利用者の方の日常的な健康
管理（バイタルチェック、服薬管理、
医療機関への連絡調整、受診など）

・緊急時の応急処置

・施設内感染予防

正社員 交替制あり 社会福祉法人海光会　介護老人福祉施設海光園
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)8時30分～17時30分

175,000円～350,000円 (3)10時00分～19時00

静岡県熱海市東海岸町１３－１　国際医療福祉大学熱海病院内

141

介護職員（けあビ
ジョンホーム熱海）

ビジュアルビジョンが運営する「けあ
ビジョンホーム熱海」のスタッフを募
集します。

認知症の方を対象とした「グループ
ホーム」介護職としてご利用者様が安
心して生活できる場になるよう、サ

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ビジュアルビジョン
雇用期間の定めなし (1)7時15分～16時15分

月給

180,000円～300,000円

静岡県熱海市東海岸町１３－１　国際医療福祉大学熱海病院内

140

レストラン調理師 ・病院内のレストランでの食事調理に
なります。
・来院者、患者様、職員向けのレスト
ランになります。


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

月給 (2)16時00分～9時00分 電気主任技術者（三
級）、ボイラー技士
（二級）、冷凍機作

160,810円～160,810円 (3)17時30分～8時30分

静岡県熱海市東海岸町１３－１　国際医療福祉大学熱海病院内

139

防災センター要員
（営繕・施設管理）

・院内の営繕、設備機器管理
・防災センター内における院内監視作
業
・防火、防災対応業務
・故障、トラブル、緊急時の一次対応
・院内巡回監視

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

時給

164,640円～164,640円

静岡県熱海市下多賀９０６－５

138

営繕スタッフ ・院内の営繕、設備機器管理

・故障、トラブル、緊急時の一次対応
・院内巡回監視

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

月給

170,000円～185,000円

静岡県熱海市桃山町１８－１３

137

歯科医院受付 歯科医院受付、簡単な歯科助手、器具の消毒など正社員 土屋歯科医院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時00分

月給

200,000円～250,000円

静岡県熱海市清水町３－２３ラグ
ゼシア１階

136

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

正社員 立山歯科医院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時00分

月給 訪問看護師の経験者
を優遇します。250,000円～270,000円

静岡県熱海市東海岸町１３－１

135

訪問看護師 訪問看護ステーションにおいて、看護
業務全般をご担当していただきます
（熱海市内・湯河原町など）

正社員 交替制あり 医療法人社団　恵仁会
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時00分

月給 医療事務業務経験

185,150円～185,150円

静岡県熱海市東海岸町１３－１

134

医療事務（事務職
員・事務クラーク）

受付、算定、レセプト（電子カル
テ）、外来・病棟での
クラーク業務など。

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

月給 (2)7時00分～16時00分 看護助手業務経験

185,920円～247,700円 (3)10時00分～19時00

静岡県熱海市東海岸町１３－１

133

看護助手（病棟勤
務）

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

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

月給 (2)16時30分～9時00分 看護師業務経験

259,210円～357,450円

静岡県熱海市東海岸町１３－１

132

看護師 病棟、手術室、透析室での看護師業務
託児所利用者のみマイカー通勤可能

正社員 変形（1ヶ月単位） 看護科 国際医療福祉大学熱海病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 保健師業務経験

290,580円～382,450円131

保健師 予防医学センターでの保健師業務
託児所利用者のみマイカー通勤可能

正社員 変形（1ヶ月単位） 看護科 国際医療福祉大学熱海病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年12月6日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0557-67-1971 従業員数 57人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 8702821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 3時間

     TEL: 0557-67-1971 従業員数 57人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日他 あん摩マッサージ指
圧師

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 柔道整復師

求人番号: 22050- 8704521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間 作業療法士

     TEL: 0557-67-1971 従業員数 57人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　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- 8705421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 0465-63-6432 従業員数 84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： 毎　週 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22050- 8531121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 0465-63-6432 従業員数 82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- 8532021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 0557-85-0707 従業員数 25人

年　　齢: 64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- 8321921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 0557-36-9069 従業員数 30人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 ホームヘルパー２級 就業場所: 

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

求人番号: 22052- 2934121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間 介護福祉士

     TEL: 0557-36-9069 従業員数 22人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22052- 2935021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 0557-80-3712 従業員数 58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: 22050- 8105021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-80-5600 従業員数 140人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22050- 8057621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-80-5600 従業員数 140人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 8058921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-80-5600 従業員数 140人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 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 作業療法士

求人番号: 22050- 8060821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 柔道整復師

     TEL: 0557-85-2233 従業員数 52人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7965921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

月給 (2)7時30分～16時30分

174,000円～320,000円 (3)10時00分～19時00

静岡県熱海市伊豆山７１７－１
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介護職員 介護業務
特別養護老人ホームにて、入浴介助、
歩行介助、食事介助、排泄介
助等の介護業務。
ベッド・車椅子間の移乗業務。
車椅子を利用している方をベッドへ移
乗する業務。

正社員 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　熱海いでゆの園
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

年俸制 機能訓練指導業務経
験210,000円～285,000円

静岡県熱海市西熱海町二丁目２４番８号

静岡県熱海市伊豆山７１７－１
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機能訓練指導員 特別養護老人ホーム（短期入所併設）
での機能訓練指導業務。

お客様の身体状況に合わせた筋力・体
力の維持管理をしていただきます。

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

年俸制 (2)8時30分～17時30分 厨房経験

230,000円～250,000円 (3)10時30分～19時30

静岡県熱海市伊豆山７１７－１
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調理師 複合型介護福祉施設（特別養護老人
ホーム１００床、短期入所２０床、養
護老人ホーム５０床、ケアハウス３０
床、デイサービス定員４０名）での調
理業務を行っていただきます。

調理、食材の切込み、盛り付け、食器

正社員 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人湖成会　熱海伊豆海の郷
雇用期間の定めなし (1)5時30分～14時30分

年俸制

300,000円～365,000円

静岡県熱海市伊豆山字七尾原１１７３－１７２

153

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

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

月給 (2)6時00分～14時00分

156,300円～231,600円 (3)11時00分～19時00

静岡県熱海市下多賀８０４－２
『クラシオンカフェ熱海』及び
『クラシオンデポルテ熱海』
静岡県熱海市緑ガ丘町９－７
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施設介護職員 介護老人保健施設での入所者の下記介
護業務全般
・食事の介助
・入浴の介助
・排泄の介助
・レクリエーション活動
・その他上記業務に付帯する雑務等

正社員 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団　静寿会　　　介護老人保健施設　菜の花
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

時給 (2)8時15分～17時15分

181,440円～219,456円 (3)8時30分～17時30分

静岡県熱海市【フルーズ熱海（緑
ガ丘）】
【クラシオンカフェ熱海（下多
賀）】
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介護職員（デイサー
ビス）【熱海】

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

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

月給 (2)8時15分～17時15分

192,000円～237,000円 (3)8時30分～17時30分

静岡県熱海市西熱海町１－２０－８
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介護職員（デイサー
ビス：熱海）【正社
員】

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

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

時給 (2)9時00分～18時00分 飲食・調理関係の経
験があれば尚可189,200円～223,600円 (3)9時30分～18時30分

静岡県熱海市泉１７－２
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調理職 ＜調理補助業務＞
有料老人ホームの入居者（定員６２名
程度）に提供する食事の調理業務
・調理済み料理の盛付や炊飯など
・食事の配膳・下膳
・食器洗い、片付けけ
　※仕込みや味付けなど調理をする仕

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ぽっかぽかジャパン　ぽっかぽか熱海館
雇用期間の定めなし (1)6時30分～15時30分

月給 (2)9時30分～18時15分 初任者研修、実務者
研修修了者、介護福
祉士優遇

226,000円～241,000円 (3)10時30分～19時15

静岡県熱海市泉１７－２
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ケアスタッフ 介護付有料老人ホーム　ネオ・サミット湯河原におけるご入居者の介護、生活サービスを提供していただきます。ご入居者の食事、排せつ介助、その他日常生活のサポートが主な内容です。正社員 変形（1ヶ月単位） 大和ハウスライフサポート　株式会社
雇用期間の定めなし (1)7時00分～15時45分

月給 看護師または准看護
師240,000円～270,000円

静岡県熱海市上多賀１０１６－１０
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看護スタッフ 介護付有料老人ホーム　ネオ・サミット湯河原における看護・介護サービスの提供。正社員 交替制あり 大和ハウスライフサポート　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時15分

月給 (2)9時00分～18時00分

191,000円～305,000円 (3)10時00分～19時00

静岡県熱海市上多賀１０１６－１０
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介護職 要介護度のある高齢者の方々の生活支援です。完全ノーリフト（持ち上げないケア方法）です。食事、整容、入浴、排せつ等の見守り、介助を通じて人生最後の時間に寄り添うお仕事です。正社員 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人海光会　介護老人福祉施設海光園
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 いずれか１つ
理学療法士、作業療
法士、言語聴覚士、

230,000円～280,000円

静岡県熱海市上多賀１０１６－１０
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機能訓練指導員 介護が必要な方の日常生活動作機能改
善のための計画作成・施術
介護支援専門員・看護師・生活相談
員・介護職員などと協働し、利用者の
意欲向上、必要な機能改善・減退防止
するための訓練を行う。
天井リフトによる免荷歩行やトライリ

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

月給 (2)8時30分～17時30分 初任者研修受講済
み、未経験可191,000円～285,000円 (3)9時00分～18時00分144

訪問介護職（ホーム
ヘルパー）

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