
【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和5年1月6日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 055-971-6336 従業員数 8人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050-  107931 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-3798-0331 従業員数 45人

年　　齢: 39歳以下 休　　日： 土日祝他 準中型自動車免許 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: 13040- 1249331 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 42時間

     TEL: 055-977-6578 従業員数 5人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 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

求人番号: 22050-   16331 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 055-984-1244 従業員数 25人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝 １級管工事施工管理
技士

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり ２級管工事施工管理技士

求人番号: 22050-   22531 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10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- 9296221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 26時間

     TEL: 055-992-0336 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22030-   47331 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 40時間

     TEL: 055-986-7123 従業員数 57人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050-   10031 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-988-8411 従業員数 80人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 9305921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 055-992-1807 従業員数 7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 なし

求人番号: 22050- 9275621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-992-1807 従業員数 7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 なし

求人番号: 22050- 9278021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-991-4060 従業員数 100人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050-  123931 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 055-991-4060 従業員数 100人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050-  125031 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 055-991-4060 従業員数 100人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050-  126831 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

静岡県三島市玉川４６５－１

月給 (2)10時00分～15時00 Ｗｉｎｄｏｗｓ操
作、エクセル、ワー
ド操作

190,000円～250,000円

静岡県三島市玉川４６５－１

13

ソフトウェア評価・
開発補助（動作検
証）

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

＊（例）ＰОＳレジ・業務システム
（Ｗｉｎｄｏｗｓ系）

正社員 フレックス 情報系専門課程（大
学、短大、高専、専
門）

株式会社　ドゥシステム
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

時給 Ｗｉｎｄｏｗｓ操
作、エクセル、ワー
ド操作

176,000円～288,000円

静岡県三島市玉川４６５－１

12

ソフトウェア評価・
開発補助（動作検
証）

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

＊（例）ＰОＳレジ・業務システム
（Ｗｉｎｄｏｗｓ系）

正社員以外 情報系専門課程（大
学、短大、高専、専
門）

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

時給 Ｗｉｎｄｏｗｓ操
作、エクセル、ワー
ド操作

176,000円～288,000円

静岡県三島市佐野４７８－２

11

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


正社員以外 情報系専門課程（大
学、短大、高専、専
門）

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

月給 ＣＮＣ自動旋盤（Ｃ
ＩＴＩＺＥＮ）184,800円～255,200円

静岡県三島市佐野４７８－２

10

製造業・ＮＣ旋盤
工・機械オペレー
ター

ＮＣ旋盤を使用して自動車やトラック
などの部品加工を行っています。

主に機械オペレーターとして、機械の
操作・管理を行ってもらいます。その
他完成品の検査や納品業務を行っても
らう場合もあります。

正社員 株式会社　Ｍ・Ｓ・Ｂ
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

172,800円～236,000円

静岡県三島市平成台１１

9

製造業・ＮＣ旋盤
工・機械オペレー
ター

ＮＣ旋盤を使用して自動車やトラック
などの部品加工を行っています。

主に機械オペレーターとして、機械の
操作・管理を行ってもらいます。その
他完成品の検査や納品業務を行っても
らう場合もあります。

正社員 株式会社　Ｍ・Ｓ・Ｂ
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 電気図面の理解

198,840円～270,610円

静岡県三島市徳倉５－９－５０

8

技術者 アナログ電気回路設計
ＰＬＣプログラミング
スイッチング回路設計

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 旋盤操作経験者優遇

190,000円～230,000円

静岡県三島市徳倉１１３１番地の
９
　遠藤工業株式会社

7

加工係 ６軸自動盤等で部品加工を行っていた
だきます。
加工作業に伴う寸法チェックと機械調
整などを行っていただきます。
機械操作と機械調整は、丁寧に指導い
たします。

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

時給

199,680円～199,680円

静岡県三島市長伏１７８－１

6

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

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

月給 経験者（加工、溶
接）200,000円～260,000円

静岡県三島市梅名３７１－２

5

鉄骨加工及び製缶、
金物加工

＜＜鉄骨加工及び製缶、金物加工の内
容として＞＞

＊　当社工場において鉄骨製作、製
缶、金物加工に関する業務
　　その他、上記業務に付帯する雑務
等。

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 施工管理経験

198,000円～218,000円

静岡県三島市梅名３７８－１

4

空調換気、給排水衛
生消火設備の施工管
理

技術部社員は職人さんが工事を進めるための図面を作ることが主な仕事です。図面が出来上がると図面の通りに現場が施工されているか、最重要課題の安全管理をしながら工程と品質の管理も併せて行っていきます。そのことを一般に「施工管理」と言われています。正社員 株式会社　ワールドエンジニアリング
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

株式会社　と組
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

183,000円～383,000円

【静岡県】三島営業所（三島
市）、下田営業所（南伊豆町）、
富士営業所（富士市）
※上記いずれかの当社営業所への

3

電気工事 ・電気、空調設備の現場作業員及び現
場代理人として勤務していた　だきま
す
・店舗、マンション、医院、住宅等の
電気配線
・照明器具、コンセント等の取り付け
・エアコン、換気扇の取り付け

正社員 変形（1年単位） 株式会社　一電工
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～17時00分

178,000円～514,710円 (3)8時30分～17時30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） 

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

静岡県三島市谷田夏梅木７７５

2

技術職（架空配線工
事）／静岡

東京電力パワーグリッド株式会社の架
空配電線工事の施工

電柱や配電線などの新設工事や改修工
事、家屋の供給工事、設備事故防止を
目的とした樹木伐採工事や保守点検業
務を中心に、高所作業車や総合作業車

正社員 株式会社　東配工
雇用期間の定めなし (1)7時30分～16時30分

月給

200,000円～300,000円

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

土工・土木作業 道路・河川等の建設工事 正社員
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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5年1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: 055-991-4060 従業員数 100人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050-  128531 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 055-977-5151 従業員数 108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- 9355621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 055-916-4467 従業員数 9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 なし

求人番号: 22050- 9375821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 054-653-0204 従業員数 11人

年　　齢: 不問 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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22040-   34131 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 055-943-5000 従業員数 13人

年　　齢: 45歳以下 休　　日： 日祝他 フォークリフト運転
技能者

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり 中型自動車免許

求人番号: 22050-   26631 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 26時間 小型移動式クレーン運転技能者

     TEL: 055-977-7575 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: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 9358021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 03-6436-7600 従業員数 7人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13040-  662231 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 15時間

     TEL: 03-6436-7600 従業員数 8人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13040-  663531 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 15時間

     TEL: 055-987-2277 従業員数 6人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050-   91631 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-975-0302 従業員数 10人

年　　齢: 35歳以下 休　　日： 水 小型移動式クレーン
運転技能者

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： なし 時間外 あり

求人番号: 22050- 9328521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 29時間

     TEL: 054-280-0066 従業員数 9人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22010-   57531 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 054-280-0066 従業員数 9人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

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

求人番号: 22010-   59731 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間 介護職員初任者研修修了者

     TEL: 055-971-8740 従業員数 2人

年　　齢: 35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 ２級建築施工管理技士

求人番号: 22050-  115931 各種保険： 労災・厚生 月平均 29時間

静岡県三島市富田町１番５号

月給

200,000円～300,000円

静岡県三島市青木２１１－１２
サガミシード株式会社
介護事業部　樹楽団らんの家　三
島青木

26

営業 「マイホームを持つことは出来るのか
な？」
というお客様に、新築住宅の実現に向
けて
お客様にご提案する「住宅コーディ
ネーター」
◎当社施工住宅の建設工事請負契約の

正社員 株式会社　カーザコモダ
雇用期間の定めなし (1)9時30分～18時30分

月給 (2)9時00分～18時00分

194,500円～202,000円

静岡県三島市青木２１１－１２
サガミシード株式会社
介護事業部　樹楽団らんの家　三
島青木

25

デイサービス介護職
員／三島市

地域密着型デイサービス（定員１０
名）です。
・介護業務（食事、入浴等の介助、見
守り、歩行訓練、レクリエーションな
ど）
・送迎（軽・普通車使用。市内）
・主に日勤。夜勤も入る可能性あり。

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

月給 (2)9時00分～18時00分

199,500円～207,000円 (3)18時00分～8時00分

静岡県三島市富田町３番６号

24

デイサービス生活相
談員／三島市

地域密着型デイサービス（定員１０
名）です。
・相談業務（家族やケアマネジャーと
の相談）
・事務業務（サービス計画表作成な
ど）
・一部介護業務　など

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

月給

205,000円～380,000円

静岡県三島市萩１６２

23

家電技術営業 （１）家電製品等の販売
（２）家電製品等の設置工事
（３）住宅リフォーム
お得意様に商品提案を行い、工事など
も行う
・エアコン、照明器具などの設置工事
・アンテナ工事などの高所作業

正社員 変形（1週間単位非定 エルイマイ株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～19時25分

月給

180,000円～335,000円

静岡県三島市南二日町２５－１２　ブンカビジネスビル３０１

22

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

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

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

月給 営業経験・小売業経
験など170,500円～321,500円

又は0時00分～23時59

静岡県三島市南二日町２５－１２　ブンカビジネスビル３０１

21

ＳＶ（スーパーバイ
ザー）職／富士営業
所

お客さまを日々お迎えするファミリー
マート店舗の売上・利益が最大限発揮
できるようにするため、加盟店オー
ナー、店長の経営サポートをしていき
ます。
本部の施策を店舗に共有するだけでな
く、地域特性、店舗特色を活かした店

正社員 交替制あり 専攻に関しては特に
なし

株式会社　ファミリーマート
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時45分

月給 営業経験・小売業経
験など170,500円～321,500円

又は0時00分～23時59

静岡県三島市長伏１３９－１

20

ＳＶ（スーパーバイ
ザー）職／伊豆営業
所

お客さまを日々お迎えするファミリー
マート店舗の売上・利益が最大限発揮
できるようにするため、加盟店オー
ナー、店長の経営サポートをしていき
ます。
本部の施策を店舗に共有するだけでな
く、地域特性、店舗特色を活かした店

正社員 交替制あり 専攻に関しては特に
なし

株式会社　ファミリーマート
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時45分

月給

175,000円～236,000円

静岡県三島市中島２１０－１

19

法人営業（沼津営業
所）

グループ会社である、流体・空圧機器
メーカー株式会社アオイが製造する
「継手・チューブ」および関連商品の
法人営業です。

・主に既存のお客様に製品の紹介・提
案する営業です。

正社員 アオイ工販株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

210,000円～260,000円

静岡県三島市松本１７５　三島倉庫

18

配送 配送業務をして頂きます。

・既存顧客に対するルート配送業務と
なります。
・社有車使用で営業範囲は三島市、沼
津市、御殿場市、裾野市が中心です。
・上記内容に付帯する業務になりま

正社員 変形（1年単位） 株式会社　大村商会　三島支店
雇用期間の定めなし (1)8時00分～18時00分

時給 フォークリフトの
「実務作業経験」216,000円～216,000円

静岡県三島市徳倉２－１２－４２　ロイヤルコート徳倉Ａ１０１

17

フォークリフト倉庫
内作業／三島倉庫

○倉庫内でフォークリフトを用いて、
商品のピッキング梱包、　　　トラッ
クへの積み卸し作業等をお願いしま
す。


＊老若男女の働く職場です。

正社員以外 株式会社　富士ロジテックホールディングス
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時30分～17時30分

年俸制 ＳＮＳ（Ｌｉｎｅ，
Ｔｗｉｔｅｒ，Ｉｎ
ｓｔａｇｒａｍ，Ｙ

250,000円～250,000円

静岡県三島市梅名４２７－１

16

広報戦略室スタッフ 画像編集や動画編集を行い施設の広報
活動に繋げるお仕事です。
作るだけではなくフォロワーの獲得
（最終的に入居に繋がる）を目標とし
ます。又広告の立案から作成、パンフ
レットの修正やホームページの更新も
お願いします。

正社員 株式会社　ハートフル
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 ◆必須：ものづくり
に興味のある方！
◆優遇：電気関連資

232,000円～405,000円

静岡県三島市玉川４６５－１

15

（請）制御盤設計・
製作・現地設置・
フィールドサービス

メーカー製分析装置を動かすための
盤・装置の設計・製作・検査を
行います。上司や先輩社員の指導のも
と、業務を行い、覚えて
いただきます。

◆主な業務：

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

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

230,000円～378,000円14

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

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

正社員 フレックス 株式会社　ドゥシステム
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分
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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5年1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: 055-972-7305 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 日商簿記２級 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- 9258321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-971-1700 従業員数 6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- 9282321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-973-6600 従業員数 12人

年　　齢: 18歳～45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-   70231 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 055-973-6600 従業員数 12人

年　　齢: 45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 なし

求人番号: 22050-   71531 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-973-6600 従業員数 12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: 22050-   73731 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 03-3315-7288 従業員数 10人

年　　齢: 18歳～44歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13080-  934431 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 25時間

     TEL: 03-3315-7288 従業員数 10人

年　　齢: 18歳～44歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13080- 1066431 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 25時間

     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-  539831 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-  543631 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-3813-3111 従業員数 20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: 13010-31191522 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 03-3347-0376 従業員数 40人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 月日他 就業場所: 

採用人数: 6人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13080- 4516022 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10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-  151531 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-971-5507 従業員数 150人

年　　齢: 59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: 22050- 9348921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

静岡県三島市佐野１２０５－３
介護老人保健施設ラ・サンテふよ
う

月給

216,300円～262,000円

静岡県三島市佐野１２０５－３
介護老人保健ラ・サンテふよう

39

理学療法士・作業療
法士（老健・通所リ
ハ）

施設入所者、通所リハビリテーションの利用者に対する、理学療法士・作業療法士としての業務正社員 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

220,000円～280,000円

静岡県三島市日の出町５－５０
三島進学ゼミナール（当社運営）

38

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)16時00分～22時20

290,000円～290,000円
又は13時00分～22時20

静岡県三島市大宮町３丁目７番３
３号
　当法人　三島キャンパス

37

塾教師・教育カウン
セラー／静岡県三島
市

１、教師（集団指導）：小学生、中学
生が対象
　　国・数・社・理・英のうち原則と
して１教科を担当

２、教師（個別指導）：主に小学生、
中学生が対象

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社さなる
雇用期間の定めなし (1)14時00分～22時20

月給 (2)9時00分～13時00分 司書資格、ＩＴスキ
ル167,600円～181,600円

静岡県三島市一番町１６－１
大衆食堂　安べゑ　アスティ三島
サウス店

36

事務員（一般職）三
島キャンパス

（１）学術メディアセンターが対応す
る図書館関連業務に通じた者
（２）ＩＴに関するスキルがあり、学
術情報の電子化や情報発信をはじめ、
利用者サービスに対して対応力と意欲
のある者
（３）司書資格とともにＩＴ関連の資

正社員以外 学校法人　順天堂
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～17時10分

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

230,000円～280,000円 (3)21時00分～6時00分

静岡県三島市一番町１３－１３
三島富士ビル１Ｆ
はなの舞　三島南口店

35

飲食店　正社員／三
島市／大衆食堂　安
べゑ

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

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

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

230,000円～280,000円 (3)21時00分～6時00分

静岡県三島市一番町１３－９　Ｊ
Ａ三島駅前ビル　１階
「横濱魚萬　ＪＲ三島南口店」

34

飲食店　正社員／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。
★店長候補として接客・調理・発注・
現金管理・衛生管理・シフト　管理な
ど行います。
★飲食店で勤務経験ある方大歓迎！！

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

月給 (2)19時00分～1時00分

210,000円～278,000円 (3)10時00分～23時00

静岡県三島市一番町９－３７　三
島サンメイトビル２階
「Ｎ白木屋　ＪＲ三島南口駅前
店」

33

正社員店舗スタッフ
（横濱魚萬　ＪＲ三
島南口店）

１．居酒屋「白木屋」「魚民」「山内
農場」「目利きの銀次」等
　　での接客・調理・マネジメント
　　◆接客…オーダー受けや料理提
供、会計等
　　◆調理…揚げ物や焼き物等、簡単
な調理から開始

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社モンテローザフーズ
雇用期間の定めなし (1)15時00分～0時00分

月給 (2)19時00分～1時00分

210,000円～278,000円 (3)10時00分～23時00

静岡県三島市一番町１２－６

32

正社員店舗スタッフ
（Ｎ白木屋　ＪＲ三
島南口駅前店）

１．居酒屋「白木屋」「魚民」「山内
農場」「目利きの銀次」等
　　での接客・調理・マネジメント
　　◆接客…オーダー受けや料理提
供、会計等
　　◆調理…揚げ物や焼き物等、簡単
な調理から開始

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社モンテローザフーズ
雇用期間の定めなし (1)15時00分～0時00分

月給 (2)11時00分～20時00

164,000円～190,000円 (3)13時00分～22時00

静岡県三島市一番町１２－６

31

フロントスタッフ
（日勤）

●チェックイン・チェックアウトなど
の接客応対
●インターネットやお電話からの予約
受付
※現在活躍しているスタッフの多くが
ホテル未経験からのスタートです。


正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社ホテルアルファ－ワン三島
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

164,000円～190,000円

静岡県三島市一番町１２－６

30

支配人候補 １）先ずはフロントスタッフとして従
事して頂きます。
主にチェックイン、チェックアウトな
どの接客応対・インターネット、電話
からの予約受付。

２）フロントの仕事を習得後、一定期

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社ホテルアルファ－ワン三島
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)1時00分～10時00分

164,000円～190,000円 (3)13時00分～22時00

静岡県三島市寿町１－２５　第一ビルディング４Ｆ

29

フロントスタッフ ●チェックイン・チェックアウトなど
の接客応対
●インターネットやお電話からの予約
受付
※現在活躍しているスタッフの多くが
ホテル未経験からのスタートです。


正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社ホテルアルファ－ワン三島
雇用期間の定めなし (1)16時00分～1時00分

年俸制 生産管理業務の経験
ある方
電気、電子製品の経

208,334円～291,667円

静岡県三島市大宮町２丁目１４番２９号

28

生産管理社員 当社製品（産業用モニタメーカー）の
製造と生産管理業務
液晶、タッチパネルモニター・関連製
品の製造と生産管理
パソコンを使用しての業務作業（ワー
ド、エクセル等）

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

月給

220,000円～300,000円27

税理士補助 税理士の補助スタッフとして、顧問先
を複数件担当していただき、毎月の巡
回監査訪問により、社長様や、経理担
当者様に対し、経営のアドバイスをす
る仕事です。また、税務申告書類の作
成を通じ、正しい税務申告、健全な会
社経営のサポートをする仕事です。

正社員以外 税理士法人亥角会計事務所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30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5年1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: 055-971-5507 従業員数 150人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 介護福祉士 就業場所: 

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

求人番号: 22050- 9350821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 055-941-9317 従業員数 7人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050-   80431 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     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- 9312621 各種保険： 雇用・労災・その他 月平均 

     TEL: 054-266-3216 従業員数 18人

年　　齢: 35歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22010-  309731 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 055-980-5422 従業員数 36人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 介護福祉士 就業場所: 

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

求人番号: 22050-   87831 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 ホームヘルパー２級

     TEL: 055-977-6200 従業員数 55人

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

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 9357121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 055-977-6200 従業員数 55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 なし

求人番号: 22050- 9321621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-976-6500 従業員数 89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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 9338321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 055-977-8315 従業員数 11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-   99731 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-977-8315 従業員数 11人

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

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050-  100831 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-975-3527 従業員数 17人

年　　齢: 39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-   27931 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-975-3527 従業員数 17人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 自動車車体整備士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 三級自動車整備士

求人番号: 22050-   28131 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 二級自動車整備士

     TEL: 055-991-1337 従業員数 0人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 9267621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

静岡県三島市一番町１７－１

時給

203,904円～229,824円
又は7時00分～23時00

静岡県三島市川原ヶ谷５４８

52

（派）調理スタッフ 富士山が見えるレストランにて朝食や
昼食などの
調理をお任せします。

・ブッフェスタイルのお料理
・ランチコース
・アラカルトメニュー

有期雇用派遣労働者 交替制あり ＴＯＫＥＮネットワーク　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給 自動車板金または塗
装作業の実務経験220,000円～380,000円

静岡県三島市川原ヶ谷５４８

51

自動車板金・塗装／
経験者採用

・自動車の板金・塗装（事故車両の外
板修理）
・軽自動車、乗用車、小型貨物が中心
・販売する自動車の整備、付属品取付
・顧客車両の引取、納車など、上の内
容に付帯する業務


正社員 変形（1年単位） 株式会社　飯島自動車（スズキアリーナ三島箱根）
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

170,000円～230,000円

静岡県三島市梅名７８７－３

50

自動車整備士／未経
験者採用

・自動車の点検、車検、予防整備、故
障診断、修理全般
・軽自動車からマイクロバス程度まで
（乗用車と小型商用が９割）
・販売する自動車の納車前整備、付属
品取付
・顧客車両の引取、納車、洗車など上

正社員 交替制あり 株式会社　飯島自動車（スズキアリーナ三島箱根）
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 経験者のみ

280,000円～300,000円

静岡県三島市梅名７８７－３

49

重機オペレーター 自社工場に運ばれてきた産業廃棄物を
分別するお仕事。
残業もほとんどありません。
年に数回の繁忙期でも残業は多少ある
程度なので、
仕事終わりは自由な時間がたっぷり確
保できます。

正社員 サンケン起工　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給

172,800円～207,360円

静岡県三島市川原ヶ谷２６４－２

48

分別員 産業廃棄物の分別・仕分けを行いま
す。
・コンベアで流れてくる産業廃棄物を
選別ライン上で
　廃プラスチック、紙、木、繊維、ガ
ラス陶器等に選別し、
　仕分けを行います。

正社員以外 サンケン起工　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)10時30分～19時30 調理及び盛り付けな
どの経験がある方185,500円～185,500円

静岡県三島市御園５８０

47

調理業務 介護施設での調理業務 正社員 交替制あり 株式会社　サンリッチ三島
雇用期間の定めなし (1)6時00分～15時00分

月給

156,000円～193,800円

静岡県三島市御園５８０

46

事務員（御寿園） ・窓口業務（電話、来客対応）
・介護請求
・小口現金（資格手当あり）
・その他、総務、庶務的な事務

正社員 社会福祉法人　大乗会　特別養護老人ホーム　御寿園
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 介護支援専門員の実
務経験194,500円～257,600円

静岡県三島市萩１９６－１

45

介護支援専門員（御
寿園）

介護老人福祉施設８６名の介護計画業務、ケアプラン作成等。正社員 交替制あり 社会福祉法人　大乗会　特別養護老人ホーム　御寿園
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)8時30分～17時30分 介護施設での経験が
ある方大歓迎。
経験がない方も是非

211,200円～224,320円 (3)9時00分～18時00分

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

44

デイサービス介護職
員（正規フルタイム
社員）

◆人生の大先輩であるご利用者様に、
安全・安心・快適で、楽しく過ごして
いただけるようにサポートするお仕事
です。
◆みしまケアセンターそよ風のデイ
サービスにて定員３５名のご利用者様
を約８名の職員でサポートします。

正社員以外 交替制あり 株式会社ユニマットリタイアメント・コ
ミュニティ　
みしまケアセンターそよ風

雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

221,000円～241,000円

静岡県三島市東町１３－２６

43

訪問入浴介護職員／
三島事業所（三島
市）

訪問入浴サービスにおける、介護職員
の募集です。
事業所へ出勤後に３人一組（介護職員
２人、看護師１人）にて訪問入浴車を
運転しお客様ご自宅へ向かいます。
お客様のご自宅到着後、入浴機材の搬
入・組立をし、お客様を浴槽へ移乗し

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

月給

170,000円～200,000円

静岡県三島市本町１番４２号

42

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 医療事務の経験

160,400円～190,800円
又は9時30分～18時30

静岡県三島市佐野１２０５－３
介護老人保健ラ・サンテふよう

41

医療事務員 受付事務全般
レセプト請求
電子カルテを使用してパソコンにて書
類の作成
（ワード、エクセル）
事務雑用（医療補助など）


正社員 交替制あり おのえクリニック
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

191,300円～214,300円
又は8時00分～17時00

40

ラ・サンテふよう
通所リハビリ　介護
員

デイケアセンター利用者（１日６０～７０人程度）の身の回りのお世話、食事介助、入浴介助、歩行の付添い、見守り、レクリエーション等を担当していただきます。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
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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5年1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: 055-991-2207 従業員数 4人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 9280521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-991-1161 従業員数 11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- 9343221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 24時間

     TEL: 055-981-5977 従業員数 36人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 9277121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 054-286-1199 従業員数 7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: 22010-35333621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 045-473-8251 従業員数 2人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 14150-22611421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 055-975-4441 従業員数 18人

年　　齢: 30歳以下 休　　日： 土日祝他 簿記実務検定３級 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-  121331 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形・その他月平均 5時間

     TEL: 055-946-6013 従業員数 12人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝 保育士 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 看護師

求人番号: 22050-  110531 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 0558-76-3356 従業員数 9人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 大型自動車免許 就業場所: 

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

求人番号: 22050-  101231 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0558-76-3356 従業員数 9人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 １級土木施工管理技
士

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050-  102531 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 0558-76-3356 従業員数 9人

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

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050-  131931 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 3時間

     TEL: 055-949-0296 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 車両系建設機械（整
地・運搬・積込用及

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 小型移動式クレーン運転技能者

求人番号: 22050- 9320321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間 玉掛技能者

     TEL: 055-949-4564 従業員数 4人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050-   31431 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0558-76-2125 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 9331121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

静岡県伊豆の国市三福１９０－２

月給

210,000円～350,000円

静岡県伊豆の国市韮山山木８４３

65

工事・メンテナンス 技術者として工事やメンテナンス業務
を担当していただきます。

＜主な仕事＞
・エアコンやボイラーの取付け作業
・公共施設の設備メンテナンス
・配管工事　等

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

月給

165,000円～245,000円

静岡県伊豆の国市原木１３３６－４

64

営業 お客様（各施設及び事業所）のご要望
に応じて
建築設備検査・建物検査・消防設備点
検業務及び修繕の
ご提案を行います。
チラシやホームページ等で関心をもっ
てくださった

正社員 有限会社　コーセイ産業
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

日給

215,000円～301,000円

静岡県伊豆の国市宗光寺１９９

63

土木作業員 土木工事
　・道路工事
　・下水道工事
　・型枠工事等

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

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

静岡県伊豆の国市宗光寺１９９

62

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

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

月給 現場監督経験

400,000円～415,000円

静岡県伊豆の国市宗光寺１９９

61

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

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

月給 大型ダンプの運転を
経験している方240,000円～250,000円

静岡県三島市加屋町１０－４

60

大型ダンプドライ
バー

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

月給 (2)9時00分～18時00分

178,770円～248,708円

静岡県三島市一番町２－２９

59

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

月給

168,900円～195,500円

静岡県三島市柳郷地１０－４
株式会社クラシアン　沼津営業所

58

事務（経営支援課、
まちづくり課、総務
課）

経営支援、まちづくり支援、会員サー
ビス、総務部門等の様々な業務があり
ます。いずれかの部署に配属となり、
その後、人事異動により配置換えもあ
ります。具体的な内容は、相談業務に
係ること。経理事務。会館貸出し事
務。会議所事業全般や運営に関するこ

正社員 三島商工会議所
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

221,000円～305,500円
又は7時00分～20時00

静岡県三島市中田町９－３０
イトーヨーカドー三島店

57

水まわりのサービス
スタッフ／沼津営業
所

・テレビＣＭでおなじみ「くらしあん
しんクラシアン♪」
　お客様先の台所、浴室、トイレなど
の水まわりのトラブル
　を解決する仕事です
・お困りのお客様に、とても感謝され
る仕事です

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　クラシアン
雇用期間の定めなし

時給 (2)12時30分～21時30 サービス接客業経験
者
駐車場警備経験者

163,123円～207,360円 (3)10時00分～19時00

静岡県三島市谷田藤久保２２７６
三島総合病院

56

（請）警備員／三島
市

○ショッピングセンター駐車場におけ
る、お客様の車両御案内、
　誘導。

＊法定研修／２０ｈ、１８８８０円＋
交通費

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 静岡帝国警備保障　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時30分～18時30分

時給

164,800円～164,800円

静岡県三島市谷田５９５－２１

55

（請）健診者スタッ
フ（受付業務）

・健診先での受付・検査・書類の処理
　繁忙期（４月～１１月）残業有


正社員以外 株式会社ユアーズ静岡　東部事務所
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)7時00分～16時00分

時給 ハウスクリーニン
グ、ビルメンテナン
ス等の経験

166,400円～216,320円

静岡県三島市一番町１８－２２　アーサーファーストビル２階

54

清掃業 ＜ビルメンテナンス、清掃業、それに
伴う業務＞
・階段、廊下、床等の清掃
・ハウスクリーニング

正社員 若松クリーンサービス
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

年俸制

270,000円～370,000円53

警備営業 １月より弊社で本格スタートの警備業務。その営業を行います。営業先は建設業や電気設備メーカーで工事を行う際に必要とされる警備業務を受注してくるのが主な業務となります。正社員 変形（1年単位） 株式会社アイン
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時45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5年1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: 0558-76-9953 従業員数 303人

年　　齢: 35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- 9356921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 055-948-1601 従業員数 36人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： なし 時間外 あり

求人番号: 22050-  122631 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 29時間

     TEL: 055-948-1601 従業員数 36人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： なし 時間外 あり

求人番号: 22050-  124131 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 29時間

     TEL: 055-948-1601 従業員数 36人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： なし 時間外 あり

求人番号: 22050-  127231 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 29時間

     TEL: 055-948-1601 従業員数 36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-  159831 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 29時間

     TEL: 055-948-1313 従業員数 17人

年　　齢: 35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- 9287721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 03-3315-7288 従業員数 10人

年　　齢: 18歳～44歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13080- 1467131 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 25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-  499131 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 055-948-0555 従業員数 18人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050-  108131 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 055-948-0555 従業員数 125人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050-  112731 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 055-948-0294 従業員数 40人

年　　齢: 18歳～44歳 休　　日： 他 保育士 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

求人番号: 22050- 9322921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間 小学校教諭免許（専修・１種・２種）

     TEL: 055-944-6136 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ホームヘルパー２級

求人番号: 22050-    1131 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-940-0011 従業員数 20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: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 介護職員初任者研修修了者

求人番号: 22050-    6431 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県伊豆の国市原木７４４－１

月給 (2)8時30分～17時30分

180,000円～230,000円 (3)9時00分～18時00分

静岡県伊豆の国市原木７４５－６

78

介護職員 有料老人ホームの介護職員の募集で
す。ホーム定員４２名。
（仕事内容）
・入居者の身体介護（食事・入浴・
他）
・入居者の生活支援（掃除・洗濯）
・記録作成

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　大静
リッツケアガーデン韮山雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 高齢者福祉施設での
勤務経験175,000円～220,000円

静岡県伊豆の国市長岡３９５番地

77

デイサービス介護職
員

有料老人ホーム併設のデイサービス介
護職員の募集です。
（仕事内容）
・利用者の介護（食事・入浴・排泄そ
の他）
・レクリエーション
・その他

正社員 株式会社　大静
ひなたぼっこデイサービスセンター韮山雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)5時45分～14時00分

181,216円～197,904円 (3)22時00分～5時45分

静岡県伊豆の国市長岡９４６

76

保育士・指導員 児童養護施設における児童（４８名）
に対して、指導及び援助等をしていた
だきます。
・生活支援
・学習支援
・食事支度、等　養育に係る業務


正社員 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人共生会伊豆長岡学園
雇用期間の定めなし (1)13時15分～22時00

月給 (2)6時30分～14時45分

155,523円～205,000円 (3)12時15分～20時30

静岡県伊豆の国市長岡９５３－１

75

看護補助者 入院患者様への看護補助業務を担当し
ていただきます。

医療療養病床：５４床　

食事介助、排泄介助、入浴介助


正社員 変形（1ヶ月単位） 長岡リハビリテーション病院　（医療法人社団　一就会）
雇用期間の定めなし (1)8時15分～16時30分

月給 (2)7時00分～16時00分

164,267円～206,537円 (3)10時00分～19時00

静岡県伊豆の国市南條７２４－１
０
大武丸　伊豆長岡店

74

介護職員（グループ
ホーム湯と里）

小規模多機能ホームを併設しているグ
ループホームです。
伊豆の国市内の方を対象に９人定員で
す。
介護サービスを入居者様のケアプラン
に応じ提供します。
食事・入浴・排泄介助、レクリエー

正社員 変形（1ヶ月単位） 長岡リハビリテーション病院　（医療法人社団　一就会）
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

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

230,000円～280,000円 (3)21時00分～6時00分

静岡県伊豆の国市南條７４４－１
ナガスミ２階
「魚民　伊豆長岡駅前店」

73

飲食店　正社員／伊
豆の国市／大武丸

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

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

月給 (2)19時00分～1時00分

210,000円～278,000円 (3)10時00分～23時00

静岡県伊豆の国市古奈２８番地

72

正社員店舗スタッフ
（魚民　伊豆長岡駅
前店）

１．居酒屋「白木屋」「魚民」「山内
農場」「目利きの銀次」等
　　での接客・調理・マネジメント
　　◆接客…オーダー受けや料理提
供、会計等
　　◆調理…揚げ物や焼き物等、簡単
な調理から開始

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社モンテローザフーズ
雇用期間の定めなし (1)15時00分～0時00分

月給 (2)11時00分～20時00

200,000円～250,000円
又は7時00分～22時00

静岡県伊豆の国市古奈４３番地の２

71

旅館スタッフ ・チェックイン、チェックアウト業務
・電話予約やインターネットからの予
約の処理対応
・電話やお客様からの問い合わせの対
応
・レストランでの給仕、接客
・施設の管理や保守

正社員 交替制あり 株式会社　クラブ・マナティー
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給

214,000円～350,000円

静岡県伊豆の国市古奈４３番地の２

70

調理スタッフ 〈調理業務〉
・調理全般（和食／洋食）
・料理の仕込み盛り付け
・調理準備、片付け
・その他
※夕食、朝食ともに１３０食程度の調
理をします。

正社員 変形（1ヶ月単位） 香湯楼井川　ＫＯＵＹＵＲＯＵＩＫＡＷＡ
雇用期間の定めなし (1)6時00分～20時00分

月給

197,000円～255,000円

静岡県伊豆の国市古奈４３番地の２

69

風呂清掃スタッフ 〈温泉に関わる業務〉
・大浴場、脱衣所、湯上り処の清掃、
管理
・貸切湯浴み処３か所とリラクシング
サロンの清掃、管理
・その他


正社員 変形（1ヶ月単位） 香湯楼井川　ＫＯＵＹＵＲＯＵＩＫＡＷＡ
雇用期間の定めなし (1)10時00分～21時00

月給

200,000円～285,000円

静岡県伊豆の国市古奈４３番地の２

68

サービススタッフ 〈サービス業務〉
・お食事処（レストラン）での接客
（ホールスタッフ）
・お食事の準備、片付け
・お食事処の清掃、セッティング
・その他


正社員 変形（1ヶ月単位） 香湯楼井川　ＫＯＵＹＵＲＯＵＩＫＡＷＡ
雇用期間の定めなし (1)7時00分～22時00分

月給

190,000円～285,000円

静岡県伊豆の国市三福８０－２
〒４１０－２３１８
静岡県伊豆の国市白山堂３０２―
１

67

フロントスタッフ 〈フロント業務〉
・事務処理（予約等のパソコン入力）
・電話対応
・チェックイン、チェックアウト
・その他

※制服支給

正社員 変形（1ヶ月単位） 香湯楼井川　ＫＯＵＹＵＲＯＵＩＫＡＷＡ
雇用期間の定めなし (1)8時00分～20時00分

月給

170,000円～250,000円66

人事総務 １．社員の人事考課、昇進、昇格、昇
給、人事異動
２．勤怠管理、給与・賞与・退職手当
金の計算
３．全社的要員管理
４．来客対応
５．全社の安全衛生、施設管理

正社員 フレックス 株式会社キョウデンプレシジョン
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時05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5年1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: 055-940-2411 従業員数 12人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝 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-   62831 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 055-970-1127 従業員数 110人

年　　齢: 45歳以下 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22050-  106631 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 055-947-1844 従業員数 80人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 6人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050-  141031 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 6時間

     TEL: 055-947-1844 従業員数 80人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050-  144531 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-947-1844 従業員数 37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-  145431 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 6時間

     TEL: 055-947-1844 従業員数 80人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 日祝他 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-  146731 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 6時間

     TEL: 055-981-5977 従業員数 14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- 9276921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 054-254-3421 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22010-35379821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 0558-87-0334 従業員数 12人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050-   29031 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 045-912-5882 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 14150-22723321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 27時間

     TEL: 03-6281-9910 従業員数 5人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13010-31508722 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 0495-25-1000 従業員数 96人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 11021-   49031 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-6404-3311 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13060-   45431 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

静岡県伊豆市上船原９２７番地
当社　伊豆工場

月給 ＣＡＤシステム経験
者223,770円～307,370円

静岡県伊豆市瓜生野１０
カインズ　修善寺店

91

焼却炉の製図（伊豆
市）

・焼却炉の設置に伴う図面等書類の作
成をしていただきます。
・付帯機器の点検修理の仕事もしてい
ただきます。
＊６ヶ月経過後、正社員登用の可能性
あり。

正社員以外 インシナー工業　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

日給 商品の取り付け・交
換・組立等ができる
方、経験がある方

177,650円～240,350円

静岡県伊豆市田代字石田２３４
伊豆市汚泥再生処理センター

90

販売接客（修善寺
店・スマイルサービ
ス）

お客様宅にて商品の取り付け・交換・
組立等
・温水洗浄便座の交換・水洗の交換、
電球・ドアノブ等の
　交換、小型収納庫等の組立
・お客様のご自宅の訪問や見積もり
・お客様からの相談対応、アドバイ

正社員以外 株式会社　カインズ
雇用期間の定めなし (1)9時50分～19時20分

月給

170,000円～290,000円

静岡県伊豆市菅引６３８ー８３
天城高原ゴルフクラブ管理棟
天城事業所

89

【急募】環境プラン
トの維持管理／静岡
県伊豆市

一般廃棄物処理施設
・機器の保守、点検業務
・運転作業、監視業務　等


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

月給 ・未経験の方も可
・コース管理の経験
をお持ちの方尚可

176,850円～386,000円

静岡県伊豆市月ヶ瀬６２－１

88

コース管理（伊豆天
城）

・ゴルフ場の芝草、樹木の維持管理な
ど
・ワード、エクセルなどを使用しての
書類作成
　（見積書、請求書、資料など）
・その他付随業務

正社員以外 東急グリーンシステム株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～16時00分

月給

180,000円～250,000円

静岡県伊豆の国市長者原１２４１
－６５
　伊豆スカイライン　亀石峠料金
所事務所

87

現場作業員 ・重機（ユンボ等）のオペレーション
・２ｔ、４ｔダンプの運転
・土木作業（土の採掘等）
・型枠（鉄筋コンクリートの建物をつ
くる際に必要となる器）を組み立てて
いく作業等


正社員 今井建設　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 業務としての刈払機
による除草作業の経
験・知識・技能を有

227,379円～227,379円

静岡県伊豆の国市長岡１１２９番
地

86

有料道路及び附帯施
設の維持補修業務／
伊豆の国市

主な仕事

道路に関する
春～秋：路肩、駐車場等の草刈
秋～冬：側溝清掃、集水桝清掃
冬：除雪、凍結防止剤散布
通年：小構造物・舗装等の維持補修、

正社員以外 静岡県道路公社
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 (2)6時30分～15時30分

183,000円～183,000円 (3)8時00分～12時00分

静岡県伊豆の国市長岡１１２９
順天堂大学静岡病院

85

（請）駐車場管理業
務副責任者・伊豆の
国市

・駐車場出入口での駐車券の受け渡
し、精算時補助など。
・患者様が車両より降りる際の補助作
業や車椅子利用者のサポート。　　
・清掃業務全般
・パソコン作業（書類作成、集金業
務、シフト管理）

正社員以外 交替制あり 株式会社ユアーズ静岡　東部事務所
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)7時30分～16時30分

時給 (2)8時00分～12時00分

177,379円～223,722円 (3)0時00分～8時10分
又は15時50分～0時00

静岡県伊豆の国市長岡４３１－１

84

（派）病院病棟サ
ポート看護助手　日
勤＋夜勤

＼新棟オープニングスタッフ大募集／

看護助手として現場のお手伝い。備品
管理など環境整備の他、人と接するこ
とも多いメリハリあるお仕事です！

主な仕事内容は、

有期雇用派遣労働者 変形（1ヶ月単位） 太陽技研株式会社　静岡営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～16時10分

時給 建築物設備保守管理
経験のある方104,400円～104,400円

静岡県伊豆の国市長岡１１２９
順天堂大学医学部附属静岡病院

83

（請）大規模ホテル
施設保守・雑務ス
タッフ／長岡

大規模ホテルでの施設保守・雑務ス
タッフ

※２人勤務での保守業務で、未経験者
も安心です。

※丁寧に指導しますので安心してご応

正社員以外 太陽技研株式会社　静岡営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～15時00分

時給

199,560円～199,560円

静岡県伊豆の国市長岡１１２９
順天堂大学静岡病院

82

（派）病院給食調理
師　伊豆の国市長岡

大学病院での患者給食調理師のお仕事
です。

主な仕事内容は、

・仕込み
・盛付

有期雇用派遣労働者 交替制あり 太陽技研株式会社　静岡営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時30分～17時30分

時給 (2)8時00分～12時00分

177,379円～223,722円

静岡県伊豆の国市韮山山木字八反田３９１－１

81

（派）病院外来看護
助手　日勤

＼新棟オープニングスタッフ大募集／

病院外来の看護助手として現場のお手
伝い。備品管理など環境整備の他、人
と接することも多いメリハリあるお仕
事です！


有期雇用派遣労働者 変形（1ヶ月単位） 太陽技研株式会社　静岡営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～16時10分

月給 (2)8時30分～17時30分

218,400円～291,700円

静岡県伊豆の国市原木７３３－２

80

看護師 特養（８０名）入居者における看護の
仕事をしていただきます。
夜勤はありませんが、オンコール対応
はあります。

正社員 交替制あり 社会福祉法人　函要会
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

259,600円～275,160円79

主任介護支援専門員
【ル・ソレイユ原
木】

主任介護支援専門員業務は下記の通り
です

・居宅介護支援事業所管理
・介護支援業務
・ケアプラン作成
・利用者宅の定期的な訪問等

正社員 株式会社　それいゆ
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和5年1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: 0558-85-0230 従業員数 22人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050-  117031 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 22時間

     TEL: 0558-85-0230 従業員数 22人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 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-  118831 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 22時間

     TEL: 0558-72-0601 従業員数 40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-  155631 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 0558-72-0601 従業員数 40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-  156931 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 26時間

     TEL: 0558-72-2007 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- 9260021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 6時間

     TEL: 0558-72-2007 従業員数 35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- 9262821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 6時間

     TEL: 0558-72-2007 従業員数 35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- 9264521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 6時間

     TEL: 0424-89-8914 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 栄養士 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13200-20009321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0558-98-2900 従業員数 102人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 管理栄養士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 栄養士

求人番号: 22050- 9309821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 1時間

     TEL: 0558-80-9700 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: 4人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050-  104731 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 055-974-0553 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050-   81731 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-974-0553 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 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

求人番号: 22050-   85131 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10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-   65431 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

静岡県田方郡函南町新田８６－１

月給

250,000円～280,000円
又は3時45分～15時00

静岡県田方郡函南町畑３５７

104

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

月給

250,000円～450,000円

静岡県田方郡函南町畑３５７

103

現場監督 一般現場監督業務
書類作成

正社員 有限会社大塚土木
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

224,400円～306,000円

静岡県伊豆市修善寺９５５－１

102

現場作業員 工事現場の作業（土砂の掘削、埋め戻
し、締め固め、コンクリートの練り・
流し込み等）をしていただきます。
材料の運搬作業、現場の片付け作業、
その他軽作業もお願いいたします。
上記内容に付帯する業務もあります。
　

正社員 有限会社大塚土木
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

180,000円～230,000円

静岡県伊豆市小土肥７８７－２

101

スポーツマネージメ
ント企画・運営

トレイルランニングの企画書の作成
マーケティングの分析企画
大会の運営
大会選手資格の確認、ボランティアの
募集
各所の許可申請
報告書の作成、議事録の作成

正社員 株式会社　ソトエ
雇用期間の定めなし (1)9時30分～18時00分

月給 福祉施設、病院、集
団給食等の経験優遇169,400円～237,300円

静岡県伊豆市松ヶ瀬７５
中島病院シダックス店

100

管理栄養士・栄養士 特別養護老人ホームにおける入居者の
栄養管理
献立管理、食材発注、栄養業務に関す
る帳票管理、ミールラウンド、各施設
内委員会の参加、栄養ケア計画作成、
給食業者との連携業務、保健所等行政
機関との対応業務

正社員 社会福祉法人信愛会　特別養護老人ホーム土肥ホーム
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給

215,280円～215,280円

静岡県伊豆市修善寺９７０

99

栄養士／中島病院 献立作成、調理補助、衛生指導、食材
発注管理、
店舗管理、食事イベント企画など、栄
養士の知識を活かした業
務に携わっていただきます。（勤務地
による）
全国のエリア毎に形成している「シ

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)11時30分～20時30 接客業務の経験があ
れば給与等に反映176,456円～251,841円

又は7時30分～20時30

静岡県伊豆市修善寺９７０

98

接客 お客様が旅館にお越しになられてか
ら、出発されるまでの接客業務全般を
担当していただきます。お客様の一番
近くでお世話することになり、お客様
とのコミュニケーションが必要になり
ますが、お客様から感謝の言葉を掛け
てもらえる機会の多い、やりがいのあ

正社員 変形（1年単位） 有限会社　新井旅館
雇用期間の定めなし (1)7時30分～16時30分

月給 (2)15時30分～20時30 接客業務の経験があ
れば給与等に反映189,821円～272,515円

又は6時30分～20時30

静岡県伊豆市修善寺９７０

97

調理人 伝統的日本旅館で会席料理の調理人を
募集します。
２０人から１００人くらいまでの料理
を朝と夕方と、１日２回作ります。
食材の切りつけ、煮物、焼物、揚物等
の調理、盛り付け、食器だし、食材管
理までが仕事です。改装済みのクリー

正社員 変形（1年単位） 有限会社　新井旅館
雇用期間の定めなし (1)6時30分～10時30分

月給 業務経験があれば給
与等に反映175,412円～236,493円

又は11時00分～20時00

静岡県伊豆市修善寺３４５５

96

フロント・予約係 ・ＰＣを用いた予約管理
・チェックイン／チェックアウト
・施設案内
・売店業務
・精算、会計
※制服（洋装）またはスーツを着用し
ての業務

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

月給 飲食業での調理経験
や管理等230,000円～300,000円

静岡県伊豆市修善寺３４５５

95

調理場スタッフ 〈サービススタッフの業務は下記の通
りです〉
・調理場の管理
・調理
・盛り付け
・片付け
和食に限らず、さまざまな分野の調理

正社員 変形（1年単位） 宙　ＳＯＲＡ　　渡月荘金龍
雇用期間の定めなし (1)6時30分～20時30分

月給 (2)10時00分～21時00

230,000円～350,000円

静岡県伊豆市月ケ瀬４９９－１

94

フロント係 〈フロント業務は下記の通りです〉
・フロント受付での接客やお部屋への
ご案内
・チェックイン、チェックアウト業務
・売店での商品陳列及びレジ打ち
・その他（電話対応等）

正社員 変形（1年単位） 宙　ＳＯＲＡ　　渡月荘金龍
雇用期間の定めなし (1)7時30分～18時30分

月給

220,000円～330,000円
又は6時30分～21時30

静岡県伊豆市月ケ瀬４９９－１

93

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　Ｒｅｓｏｒｔ＆Ｓｐａ雲風々
雇用期間の定めなし

月給

220,000円～300,000円
又は6時30分～21時30

92

サービススタッフ 敷居の高くないハイエンド旅館「月ヶ瀬温泉雲風々」でのチェックイン・チェックアウト対応、レストランサービス、簡単な事務処理（パソコン使用）、レストランやフロントのパブリック部分の清掃。正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　Ｒｅｓｏｒｔ＆Ｓｐａ雲風々
雇用期間の定めなし
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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5年1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: 055-978-3233 従業員数 20人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 火他 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-  152431 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 055-978-3220 従業員数 76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-   64531 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 055-978-1366 従業員数 20人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝 保育士 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-  113331 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-979-1180 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 水日祝 歯科衛生士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050-   24731 各種保険： 雇用・労災・健康 月平均 10時間

     TEL: 055-979-1180 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 水日祝他 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- 9344521 各種保険： 雇用・労災・健康 月平均 6時間

     TEL: 055-978-7780 従業員数 30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

求人番号: 22050-    8331 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 055-940-2411 従業員数 50人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 福祉用具専門相談員 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 介護福祉士

求人番号: 22050-   60131 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間 社会福祉士

     TEL: 055-978-0577 従業員数 67人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり その他の福祉・介護関係資格

求人番号: 22050- 9310421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 1時間

     TEL: 055-978-4100 従業員数 18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- 9265421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 03-5244-5311 従業員数 27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: 13010-31018722 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 054-204-0240 従業員数 2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: 22010-  201531 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 055-957-0056 従業員数 39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: 10人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050-  103431 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・その他月平均 

     TEL: 055-976-3663 従業員数 26人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 保育士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050-  119231 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

静岡県田方郡函南町間宮４２－１

月給

185,000円～194,000円
又は7時15分～19時00

静岡県田方郡函南町仁田７６９の２

117

保育士 保育業務 正社員以外 交替制あり 三島函南広域行政組合
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

日給

194,400円～259,200円

静岡県田方郡函南町上沢２００番
地
株式会社寺岡製作所　函南工場

116

（請）警備業務 交通誘導警備業務（２号業務）をお願
いします。
各種工事現場での大型車両の誘導や、
イベント会場や駐車場等での一般車両
や歩行者の誘導案内業務です。
警備業は安心・安全を提供するサービ
ス業です。

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 令和警備保障株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

日給 (2)8時30分～8時29分

197,296円～257,004円

静岡県田方郡函南町間宮４２０－
１
狩野川東部浄化センター内

115

（請）警備員／田方
郡函南町

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)17時00分～8時30分

月給 (2)16時45分～8時45分

180,000円～250,000円

静岡県田方郡函南町平井７１７－２

114

下水道プラントの運
転保守管理／函南町

環境プラント（水処理施設）の設備管
理
水処理施設の運転・保守点検・メンテ
ナンス等

（主な業務内容）
・機器の状態確認やデータ記録

正社員 変形（1ヶ月単位） テスコ　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時15分

月給 (2)7時00分～16時30分 障害者介護に携わっ
た経験があれば優遇
します。

190,000円～224,000円 (3)10時00分～19時30

静岡県田方郡函南町大竹２０－１５

113

介護職員 【障害者支援施設　伊豆リハビリテー
ションセンター】
中・重度の身体障がい者が生活してい
る施設で、生活全般にわたる支援をし
ています。
記録はタブレット端末やパソコンで
行っており、リフトを導入して介護負

正社員 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　共済福祉会
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 (2)13時00分～22時00 福祉施設等で介護の
実務経験のある方
（経験年数問わず）

180,571円～237,487円 (3)21時50分～8時00分

静岡県函南町間宮７６０－１

112

介護職員（ケアワー
カー）

介護業務
・食事、排せつ、入浴や身の回りのお
世話等の日常生活全般の援助
・夜勤業務有り。月４回程度
※入職から３か月後に夜勤シフトに入
ります。
※試用期間中は、マンツーマンで丁寧

正社員 交替制あり 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)7時30分～16時30分

月給 管理者候補募集のた
め、必要な経験・知
識・技能等があれば

192,520円～224,400円

静岡県田方郡函南町仁田４８０－１

111

福祉用具専門相談員 福祉用具等のレンタル・販売を行いま
す。
利用者の身体状況・生活環境ごとに必
要な福祉用具を提供します。
ケアマネージャーから利用者の紹介を
頂き、利用者の状態に合わせた福祉用
具を選定し、納品・フィッティング・

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

月給

189,840円～202,720円
又は6時40分～19時30

静岡県田方郡函南町上沢２５－２

110

保育士 ＜保育士業務は下記の通りです。＞・１２０人定員の保育園です。自然豊かな環境のもと、外遊びでのびのびと過ごしています。日々子どもたちとともに笑顔で過ごしています。　　一緒に成長を見守っていきましょう。正社員 交替制あり 社会福祉法人栄和会　仁田マーガレット保育園
雇用期間の定めなし

月給 歯科助手としての経
験と技術
歯科医療事務として

160,000円～180,000円

静岡県田方郡函南町上沢２５－２

109

歯科助手兼受付医療
事務（トライアル）

〈歯科助手兼受付医療事務〉
・歯科助手：器量器具の準備、受け渡
し、洗浄、片付け等

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

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

静岡県田方郡函南町塚本９５２－
２４
ペンギン保育室（病児保育）

108

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

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

月給 保育士

178,000円～178,000円

静岡県田方郡函南町桑原高雄山１３１５－２５

107

保育士 病気のお子様をお預かりする保育室で
す。

正社員 交替制あり 医療法人社団真理会
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給

163,400円～163,400円

静岡県田方郡函南町大土肥２８

106

雑務係 ・館内の清掃業務（フロアー・ロ
ビー・トイレ・浴室他）
・館内の管理業務（石鹸・トイレット
ペーパーの補充等）
・コーストイレ棟清掃
上記内容に付帯する業務もあります。

正社員以外 変形（1年単位） 凾南ゴルフ倶楽部　株式会社
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

250,000円～410,000円105

調理スタッフ 『笑顔』の姫沙羅！！！
●盛り付け　●焼き場　●（和食）調
理全般　
≪こんな方にピッタリ≫
〇料理の席会に興味がある
〇正社員でガッツリ働いて料理人とし
ての腕を磨きたい

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　姫沙羅
雇用期間の定めなし (1)9時00分～21時30分
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和5年1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: 0557-84-2405 従業員数 44人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050-  114631 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0557-37-4205 従業員数 5人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 3294921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 0557-54-7705 従業員数 3人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 3290521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-51-5945 従業員数 3人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 日祝他 準中型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり ５トン限定準中型自動車免許

求人番号: 22052- 3297721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 14時間 ８トン限定中型自動車免許

     TEL: 0557-45-8700 従業員数 16人

年　　齢: 44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 なし

求人番号: 22052- 3279121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 054-282-8311 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22010-  573831 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-6741-1345 従業員数 25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: 13100-10166121 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-37-6706 従業員数 7人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 土日祝 日商簿記３級 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- 3270021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 045-932-3970 従業員数 8人

年　　齢: 64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: 14150-   87331 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0557-36-6820 従業員数 140人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052-    8431 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-37-4131 従業員数 65人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 3292321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-37-0011 従業員数 65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- 3272821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 0557-37-0011 従業員数 65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 なし

求人番号: 22052- 3273221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

静岡県伊東市竹の内１－３－６

月給 ●調理師としての就
業経験のある方に限
ります。

180,000円～250,000円

静岡県伊東市竹の内１－３－６

130

調理師 調理長の指示により、ホテルでの夕
食・朝食の支度、片付けを行います。
夕食　和食中心メニュー
朝食　バイキング形式
　　※新型コロナウィルスの影響で提
供方法など多少の変更あり。


正社員 変形（1年単位） 株式会社　暖香園
雇用期間の定めなし (1)6時30分～19時30分

月給 接客業の経験者

180,000円～200,000円

静岡県伊東市広野２丁目２番５号

129

売店販売員 施設内にある売店での販売
棚卸・仕入管理
来館客の誘導・案内
店舗の清掃・装飾
その他、館内での接客業務補助など

正社員 変形（1年単位） 株式会社　暖香園
雇用期間の定めなし (1)8時00分～21時00分

月給 接客業経験

170,000円～170,000円
又は7時00分～21時30

静岡県伊東市岡２８１

128

料飲サービス業務 ■レストラン・宴会場（和食中心の料
理）での接客サービス
注文を聞く・給仕する・片付け・清掃
等
　
■料理運搬
ワゴンを使用した料理運搬（階段はあ

正社員以外 交替制あり 伊東リゾ－トサ－ビス株式会社
「伊東小涌園」・「伊東緑涌」雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 給食業務経験

172,000円～172,000円
又は10時00分～19時30

静岡県伊東市八幡野１１１３－１
５
　はんなり　伊豆高原

127

社員食堂の業務全般 社員食堂で従業員に提供する昼食・夕
食の調理を行います。
（通し勤務）
メニューの決定・考案・調理の仕事で
す。
食材の注文～準備～仕込み～調理～片
付け、等

正社員以外 株式会社　聚楽
『伊東ホテルジュラク』雇用期間の定めなし (1)10時00分～19時30

月給 調理経験

250,000円～300,000円
又は6時00分～21時00

静岡県伊東市湯川１丁目３番３号　　上條ビル５階

126

キッチンスタッフ見
習い可／はんなり伊
豆高原

「ペットと泊まれるホテル」を関東の
リゾートに展開するカーロリゾートグ
ループの運営するホテルでのお仕事で
す。
キッチンスタッフを募集します。
和食を提供するレストランで調理のお
仕事をして頂きます。

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　アットエフ
雇用期間の定めなし

月給

200,000円～400,000円

静岡県伊東市川奈１２５８
　ニトリ　伊東川奈店

125

税務会計事務 顧問先への訪問、事業所内での財務諸
表の作成業務を中心とし、顧問先等へ
の税務・会計に関する各種提案業務を
おこなっていただきます。

※パソコンはワード・エクセル・パ
ワーポイントを使用します。

正社員 変形（1年単位） 辻・本郷税理士法人　伊東事務所
雇用期間の定めなし (1)8時50分～17時30分

時給 (2)10時00分～19時00

204,800円～204,800円 (3)12時00分～21時00
又は8時00分～21時00

静岡県伊東市岡１３４９－３
伊東の丘

124

【短期】店舗スタッ
フ（週４０ｈ）／伊
東川奈店

荷受・品出し・レジ・事務作業・接
客・家具組立・梱包など

※１日８時間、週５日、２ヶ月未満の
短期勤務
　勤務時間応相談・勤務日数応相談
　土日祝勤務できる方

正社員以外 交替制あり 株式会社　ニトリ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時00分～17時00分

時給 (2)8時30分～17時30分 調理経験（調理がで
きる方）172,000円～189,200円 (3)9時30分～18時30分

静岡県伊東市吉田３９８

123

（請）調理／伊東市
岡

利用者様への食事提供における調理業
務
調理、盛付、配膳、下膳、洗浄等

正社員以外 交替制あり 富士産業　株式会社　静岡事業部
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)5時30分～14時30分

月給

180,000円～300,000円

静岡県伊東市八幡野１２４０－２
１（事務所）
※現場は主に静岡県内～東京・神
奈川・千葉県／宿泊を伴う出張も

122

消防設備点検 消防設備（火災報知器・スプリンク
ラー・消火器など）の保守点検

法定点検報告書の作成及び設備の改修
等

※「消防設備士」の資格が必要になり

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

月給

190,000円～330,000円

静岡県伊東市八幡野１２７４－３

121

地質調査補助 地質調査技士のアシスタントとして下
記業務を行っていただきます
○地質・土質調査・試験（地耐力調査
等）
○土質試験（裁荷試験、透水試験等）
○各種ボーリング工事


正社員 変形（1年単位） 有限会社　永井地質調査所
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

250,000円～250,000円

静岡県伊東市馬場町１丁目１０番９号

120

宿泊管理 民泊・貸別荘・業務全般（自社物件の
他、請負物件もあります）

〇予約・問い合わせ等の対応
○接客対応（鍵の受け渡し、施設の使
用方法の説明、等）
〇施設内共有部・客室清掃

正社員 さくら住建　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給

217,000円～263,000円

静岡県熱海市桃山町
神奈川県足柄下郡箱根町強羅

119

造園業 一般住宅・企業の保養所・マンショ
ン・旅館等の庭の管理、
造園や外構の設計・工事が主な仕事で
す。

●庭の管理：植木の剪定・草刈り・芝
刈り・掃除他

正社員 変形（1ヶ月単位） 学歴満たない場合は
要相談

有限会社植民造園
雇用期間の定めなし (1)7時30分～17時00分

月給 (2)9時00分～18時00分

186,500円～186,500円 (3)18時00分～9時00分118

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

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 明成警備保障株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～8時59分
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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5年1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: 0557-37-0011 従業員数 65人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 簿記実務検定３級 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- 3274521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 0557-37-0011 従業員数 65人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 3275421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 0557-37-0011 従業員数 65人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 3277621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 0557-37-0011 従業員数 65人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 3278921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 0557-45-3989 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 3283421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-55-2660 従業員数 42人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22052- 3286921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 045-805-3361 従業員数 6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： その他 時間外 あり

求人番号: 14030-   24131 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 03-3315-7288 従業員数 10人

年　　齢: 18歳～44歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13080-  850931 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 25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-  497631 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0557-48-7363 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 火他 美容師 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- 3285621 各種保険： 雇用・労災 月平均 10時間

     TEL: 0557-51-1115 従業員数 87人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052-   13831 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 0557-51-1115 従業員数 94人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052-   14231 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-51-1115 従業員数 94人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052-   16431 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

静岡県伊東市富戸１３１７－１３
　伊豆シャボテン動物公園

月給 (2)8時35分～16時20分 動物に関する学科を
卒業、又は動物関係
施設等で飼育業務経

190,000円～210,000円

静岡県伊東市富戸１３１７－１３
　伊豆シャボテン動物公園

143

動物飼育・イベント
管理（伊豆シャボテ
ン動物公園）

伊豆シャボテン動物公園での動物飼育
業務です。

・動物者の清掃（水とデッキブラシを
使用）
・動物者の外の掃除（ちりとりとほう
きを使用）

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

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

190,000円～210,000円

静岡県伊東市富戸１３１７－１３
　伊豆シャボテン動物公園

142

アニマルショース
タッフ（伊豆シャボ
テン動物公園）

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

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

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

月給 (2)8時35分～16時20分 ※植物育成に関する
学科を卒業、又は造
園関係の経験、知識

190,000円～210,000円

静岡県伊東市川奈１２１４－１３－１階

141

植物育成管理【伊豆
シャボテン動物公
園】

伊豆シャボテン動物公園での植物育成
管理業務です。
次の各業務を行います。

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

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

月給

220,000円～260,000円

静岡県伊東市湯川１－８－６　２
Ｆ
さかなや道場　伊東駅前店

140

美容師スタイリスト 美容院でのスタイリスト業務
主にシャンプー、ブロー、カラー、
パーマ、カット業務、また受付や電話
対応、掃除などの雑務、接客など。

◎営業時間　９：００～１９：００
　　時短勤務も可

正社員 交替制あり Ｈａｉｒｔｒｉｐ　ａｒｃａ
雇用期間の定めなし (1)9時30分～18時30分

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

230,000円～280,000円 (3)21時00分～6時00分

静岡県伊東市湯川１－１０－１
パークロカンダ　１階
「魚民　伊東駅前店」

139

飲食店　正社員／伊
東市／さかなや道場

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

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

月給 (2)19時00分～1時00分

210,000円～278,000円 (3)18時00分～23時00

静岡県伊東市富戸１３０５－８
（横浜藤よし　伊豆店）

138

正社員店舗スタッフ
（魚民　伊東駅前
店）

１．居酒屋「白木屋」「魚民」「山内
農場」「目利きの銀次」等
　　での接客・調理・マネジメント
　　◆接客…オーダー受けや料理提
供、会計等
　　◆調理…揚げ物や焼き物等、簡単
な調理から開始

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社モンテローザフーズ
雇用期間の定めなし (1)15時00分～0時00分

月給

180,000円～250,000円
又は6時30分～21時00

静岡県伊東市八幡野１２８３－７８

137

清掃等　店舗スタッ
フ・調理・調理補助

キッチン補助、配膳、片付け、清掃等
旅館及びグランピング全般の仕事で
す。
宿泊業のノウハウを生かし、新事業の
グランピングを皆で作りあげます。調
理経験者は、メニュー作成などお願い
いたします。

正社員 変形（1ヶ月単位） 有限会社　横浜藤よし
雇用期間の定めなし

月給 施術（マッサージ
等）経験203,000円～203,000円

又は7時30分～17時00

静岡県伊東市吉田８３９－１

136

施術スタッフ ●断食と食養生の施設で、宿泊者への
マッサ－ジを担当していただきます。

●マッサ－ジ（１名３０分程度）

●オプション：マッサ－ジ６０分、９
０分。

正社員 変形（1ヶ月単位） 有限会社　やすらぎの里　本館
雇用期間の定めなし (1)7時30分～17時00分

月給 調理人としての経験

250,000円～400,000円
又は7時00分～21時00

静岡県伊東市竹の内１－３－６

135

和食調理人　＊急募
＊

ホテル和食レストランにてお客様に提
供する夕食・朝食の調理及び補助の仕
事です。
料理長の指示のもと、食材の準備～食
材の下準備～調理～盛りつけなどを行
います。


正社員 変形（1ヶ月単位） 紀州ホテル株式会社
『伊豆一碧湖レイクサイドテラス』雇用期間の定めなし

月給

180,000円～250,000円
又は7時00分～21時00

静岡県伊東市竹の内１－３－６

134

フロント、兼キャッ
シャー

ホテルのフロント対応、及び会計業務
を行います
○チェックイン・チェックアウト時の
対応

○お客様のご到着時のご案内、誘導


正社員以外 変形（1年単位） 株式会社　暖香園
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給 飲食店でのサービス
就業経験あれば尚可180,000円～220,000円

又は6時30分～21時30

静岡県伊東市竹の内１－３－６

133

接客係 暖香園ホテルでの接客係としての業務
です。
〇宿泊客や来援客への館内のご案内
〇朝食・夕食会場の準備
　テーブル、お座布団のセッティング
　グラス・小皿、ドリンク等の準備
〇食事中の接客

正社員 変形（1年単位） 株式会社　暖香園
雇用期間の定めなし

月給

180,000円～200,000円
又は9時00分～19時00

静岡県伊東市竹の内１－３－６

132

営繕係 ホテル館内他の設備点検や館内小修
繕・その他雑務を行います。

○温泉管理業務：温度管理・記録・報
告、等

○施設管理業務：電気・空調・防災設

正社員以外 変形（1年単位） 株式会社　暖香園
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給 (2)11時00分～20時00 接客経験ならびにパ
ソコン作業経験者180,000円～250,000円

又は8時00分～21時00

131

事務職 ○電話応対、来客者対応
○パソコンでの書類作成
（経理・仕入等の事務処理、予約管
理、等）

※その他、チェックイン・チェックア
ウト業務、お客様のご案内、ご誘導等

正社員 変形（1年単位） 株式会社　暖香園
雇用期間の定めなし (1)8時30分～16時30分
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和5年1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: 0557-51-1115 従業員数 87人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052-   17731 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0557-48-1443 従業員数 28人

年　　齢: 44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: 22052- 3271721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0557-48-7747 従業員数 26人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝 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- 3268321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0557-48-7747 従業員数 26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- 3269621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0465-62-7080 従業員数 11人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり その他の福祉・介護関係資格

求人番号: 14070-  100931 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-47-6200 従業員数 90人

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

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 なし 介護職員初任者研修修了者

求人番号: 22052-   12031 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 0562-93-0151 従業員数 15人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 23030-  274031 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0562-93-0151 従業員数 15人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 23030-  283831 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0562-93-0151 従業員数 15人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 23030-  286431 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-35-1155 従業員数 45人

年　　齢: 18歳～69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 なし 介護職員初任者研修修了者

求人番号: 22052- 3293621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 090-2733-2441 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 保育士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 臨床心理士

求人番号: 22052-   18331 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 言語聴覚士

     TEL: 0557-32-0030 従業員数 13人

年　　齢: 69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-    6231 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 4時間

     TEL: 090-2777-0535 従業員数 25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-    3131 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

月給 (2)9時00分～18時00分

190,000円～240,000円
又は8時30分～18時00

静岡県伊東市松原７７１番１３号

156

ハウスクリーニング ホテル、別荘清掃全般の清掃をおこな
います。

ホテル清掃は客室清掃が主となりま
す。
掃除機がけ、ゴミ集め、お風呂や洗
面・トイレなど水回り清掃

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社Ｌ．Ｇ．Ｓｅｒｖｉｃｅ
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

169,000円～250,000円 (3)9時30分～18時00分
又は7時00分～18時00

静岡県伊東市富戸９０８－１１０
三好ビル２０２

静岡県伊東市富戸９２５－３８
【伊豆高原ＢＡＳＥ施設】

155

保育士 ２０１９年４月、小規模保育所として
認可を受けてスタートしました。少人
数ならではのアットホームな保育を目
指しています。

また、併設のデイサービスを利用する
高齢者や障害者と交流があります。

正社員 変形（1ヶ月単位） 特定非営利活動法人　えん
『小規模保育所　えん』雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給

180,000円～230,000円

静岡県伊東市松原６３９－１５

154

児童指導員　＊急募
＊

障がいを持った児童（小学１年生～高
校３年生）を放課後や土曜・長期休暇
中に預かり、療育し、自立へ向けた支
援を行います。
その他、児童の送迎の仕事もありま
す。（普通乗用車：ＡＴ車）


正社員 特定非営利活動法人　伊豆高原ＢＡＳＥ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 (2)7時00分～16時00分 介護経験、介護資格
あれば尚可170,000円～200,000円 (3)6時00分～15時00分

又は11時00分～20時00

静岡県伊東市富戸１１０５－２５
「グループホーム伊東」

153

介護職員 有料老人ホームにおける入居者への介
護業務一般
〇食事介助、入浴介助、排せつ介助等
〇通院への付き添いや運転
　社用車を利用：ワンボックスカー・
軽自動車（ＡＴ車）
〇その他、不随する業務

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)8時30分～17時30分

月給 (2)10時00分～19時00 実務経験者優遇

230,000円～360,000円 (3)17時00分～10時00

静岡県伊東市富戸１１０５－２５
「グループホーム伊東」

152

管理者候補（グルー
プホーム伊東）

〈　事務所の運営及び労務管理事務等
〉

　・利用者様及びご家族との調整相談
業務等

　・スタッフのフォロー等

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

月給 (2)10時00分～19時00

175,000円～230,000円 (3)17時00分～10時00

静岡県伊東市富戸１１０５－２５
「グループホーム伊東」

151

介護職リーダー（グ
ループホーム伊東）

・職員における教育、指導
・施設内における仕組み作り

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

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

月給 (2)10時00分～19時00

170,000円～200,000円 (3)17時00分～10時00

静岡県伊東市宇佐美２４０３－１

150

介護職（グループ
ホーム伊東）

＜介護業務＞

　利用者様の介護等

　・食事、入浴、トイレ介助等
　・レクリエーション等


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

月給 (2)7時30分～16時30分

176,800円～216,000円 (3)8時30分～17時30分

静岡県伊東市吉田９９２－２７
「Ｈａｖ」

149

介護職員 ◎特別養護老人ホームでの介護の仕事
です
　生活援助全般（入浴・排泄・食事・
清掃等）の介護サービス

※全１１ユニット
　特養：９０人　ショートステイ：２

正社員 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人鑑石園
『特別養護老人ホーム　うさみの園』雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 (2)8時00分～17時00分

200,000円～200,000円 (3)9時00分～18時00分

静岡県伊東市吉田５８４
【つくし保育園】

148

介護職員（伊東市勤
務）

デイサービスにて介護全般をしていた
だきます。
高齢者の身の回りのお世話、身体介
護、家事全般等のお仕事です。
○入浴介助、排泄介助、食事介助、着
替えの介助、清掃等
○その他付随する業務

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　リッチフィールド
雇用期間の定めなし (1)7時30分～16時30分

月給 (2)8時00分～17時00分 調理員の経験がある
と良い183,400円～193,400円 (3)8時30分～17時30分

静岡県伊東市吉田５８４
【つくし保育園】

147

調理員 保育園の給食業務

０歳児～５歳児までの給食を作りま
す。
０歳児の離乳食も作ります。

●令和５年４月１日採用の募集となり

正社員 交替制あり 社会福祉法人　伊東つくし会　つくし保育園
雇用期間の定めなし (1)7時30分～16時30分

月給 保育園、病院、介護
施設での経験218,400円～268,400円

静岡県伊東市川奈１２５７－２０
【住宅型有料老人ホーム　ナース
の森】

146

看護師又は准看護師 保育園における看護業務全般
（病児保育・衛生管理・園児の健康管
理）

保育園の看護師として、病気のことだ
けでなく、こどもの日常生活の健康管
理を主に行ってもらいます。

正社員 社会福祉法人　伊東つくし会　つくし保育園
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

162,200円～275,000円

静岡県伊東市富戸１３１７－１３
　伊豆シャボテン動物公園

145

事務員【有料老人
ホーム　川奈】

★伊東市川奈に令和４年４月オープン
した『住宅型有料老人ホーム　ナース
の森』の事務員の募集です。

仕事の内容は、一般事務、介護保険請
求事務、来客受付等となります。


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 (2)8時35分～16時20分

190,000円～210,000円144

植物育成管理【伊豆
シャボテン動物公
園】（正社員）

伊豆シャボテン動物公園での植物育成
管理業務です。
次の各業務を行います。

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

正社員 変形（1年単位） 株式会社　伊豆シャボテン公園
雇用期間の定めなし (1)8時35分～17時20分
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