
【熱海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: 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: 03-3201-6655 従業員数 12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: 13010-29589522 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 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 水祝他 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: 13010-26737822 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 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

求人番号: 13010-25235722 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 03-3567-9232 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13010-30642122 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 03-5796-0630 従業員数 15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 なし

求人番号: 13040-52095822 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-5796-0630 従業員数 15人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし ホームヘルパー２級

求人番号: 13040-52098622 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-3505-3042 従業員数 12人

年　　齢: 18歳～59歳 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: 13040-45294222 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 03-3426-2600 従業員数 17人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 13070-81475321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-3426-2600 従業員数 17人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 13070-81480221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-6418-9186 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 美容師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13070-79227621 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: 13080-99654721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 03-5908-2032 従業員数 19人

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

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13080- 1459022 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

静岡県熱海市泉４１３－１２６
当社　ベストライフ熱海

月給

251,000円～285,000円

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）

13

ケアマネージャー／
未経験ＯＫ／湯河原
駅

「ケアマネ業務に専念」していただく
ポジションです。

ケアプラン作成業務、介護保険に関係
する契約書の説明、お客様
のご入居に際して行う事前面談等が主
な業務となります。

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ベストライフ中部
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 ■必須スキル
・和食部門の調理に
関する業務経験をお

260,000円～350,000円
又は6時30分～22時00

静岡県熱海市中央町１９－３９
マックスバリュ熱海店１階

12

リゾートセミナーホ
テル・調理人／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！＼＊＊
東証グロース上場！！貸し会議室業界
Ｎｏ．１の会社が母体です

当社の運営するリゾートセミナーホテ
ル『ＩＳＨＩＮＯＹＡ熱海

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

220,000円～270,000円

静岡県熱海市下多賀１１２０－１
宮川浄水場

11

美容師（ＱＢハウス
マックスバリュ熱海
店）

ヘアカット専門店ＱＢハウスにおける
カット及び接客。

ブランクのある方や技術向上を希望さ
れる方のためにトレーニング制度が充
実。


正社員 変形（1ヶ月単位） キュービーネット株式会社
雇用期間の定めなし

月給 ＊水道工事（水道工
務店勤務）等経験者
優遇

234,100円～292,300円

静岡県熱海市下多賀１１２０－１
宮川浄水場

10

浄水場の運転管理及
び漏水対応担当／熱
海　正社員登用実績
有

○浄水場の運転監視および保守点検業
務
・モニターで機器の運転・停止の確認
（中央監視業務）
・巡回車にて場外施設の点検
・漏水対応業務
・修繕業務

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社水機テクノス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給 ＊水道経験者および
電気設備点検経験者
優遇

179,400円～260,900円

静岡県熱海市渚町２２－８

9

【急募】浄水場の運
転管理員／熱海★正
社員登用実績有★

○浄水場の運転監視および保守点検業
務
・モニターで機器の運転・停止の確認
・巡回車にて場外施設の点検


※初年度の雇用期間は採用日から令和

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社水機テクノス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給 調理の実務経験が２
～３年以上300,000円～300,000円

又は6時00分～22時00

静岡県熱海市桜町２番１５号
「ミモザ熱海湯庵」サービス付き
高齢者向け住宅

8

調理スタッフ／熱海
ｏｃｅａｎ（料理長
補佐）

リゾートホテル「リブマックスリゾー
ト熱海熱海ｏｃｅａｎ」での料理長補
佐のお仕事です。補助業務として洗い
場を含む厨房業務全般を担当して頂き
ます。
専門（和・洋・中）は問いません。
これまでの経験を活かしたい方、美味

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

月給 (2)16時00分～10時00

214,220円～239,160円

静岡県熱海市桜町２番１５号
「ミモザ熱海湯庵」小規模多機能
型居宅介護

7

【ミモザ熱海湯庵】
コンシェルジュ／正
社員／サ高住

高齢者向け住宅内で、業務をお願いし
ます。
「福祉施設で働きたいけど、経験がな
い」という方でも
問題ありません。

未経験の方でも、先輩社員が丁寧に指

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

月給 (2)16時00分～10時00

206,480円～239,160円

静岡県熱海市伊豆山

6

【ミモザ熱海湯庵】
介護職／正社員／小
規模多機能型居宅介
護

施設内で、介護業務をお願いします。

未経験の方でも、先輩社員が丁寧に指
導しますので、
ご安心ください。

＜主な業務内容＞

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

月給

187,000円～187,000円

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）

5

マンション管理員／
熱海市伊豆山

・受付業務
・点検業務
・立会業務
・報告連絡業務
・管理補助業務
・検針業務


正社員以外 変形（1ヶ月単位） 大成有楽不動産株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～17時00分

月給 (2)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

静岡県熱海市東海岸町１１番２４
号
ゼファー熱海ビーチタワー

4

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

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

時給

134,310円～146,520円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱
海第１ビル２階　
当社　別荘事業部　　※特記事項
欄要確認

3

リゾートマンション
管理員／ゼファー熱
海ビーチタワー

１受付、オーナー対応、業者立会い
２建物、共有施設及び外観点検
３館内清掃

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)9時00分～15時00分

月給 (2)9時00分～18時00分 電話やメール等にお
けるビジネスマナー
サービス業経験者

203,690円～262,010円 (3)10時00分～19時00

≪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

静岡県熱海市泉２３１－３６
「けあビジョンホーム熱海」

2

【急募】貸別荘の管
理運営スタッフ（正
社員）／熱海市

貸別荘施設運営に関わる管理全般・事
務
・宿泊予約管理
・カスタマーセンター
・施設設備管理
・宿泊施設の開発・改善
・ＳＮＳ配信

正社員 交替制あり 株式会社　エンゼル
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

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

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
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【熱海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: 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

26

【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

25

【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

24

【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

23

【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

22

【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

21

【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

20

【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

19

【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）

18

【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

17

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）

16

【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

15

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14

【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: 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: 0120-25-1811 従業員数 19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 ２級建築施工管理技士

求人番号: 14010-60782421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間 二級建築士

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 23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: 14010-60792621 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

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

月給

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

39

不動産売買仲介営業
／熱海駅前店

リゾート物件の売買仲介営業の仕事を
お任せいたします。

【具体的な仕事内容】
広告戦略にも力を入れ、直接のご来
店、チラシ、インターネットを
通したお問合せが多く、１００％反響

正社員 変形（1年単位） 神奈川ロイヤル　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

300,000円～500,000円

静岡県熱海市和田浜南町３－９
ホテル大野屋

38

インテリアコーディ
ネーター／熱海駅前
店

★別荘のリフォームが中心です

別荘のリフォームを手掛けることが多
いのが、熱海店の特徴です。
リゾートマンションから戸建のものま
で、幅広く携わっています。


正社員 変形（1年単位） 神奈川ロイヤル　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 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

37

【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

36

【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

35

【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）

34

【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

33

【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

32

【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

31

【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

30

【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

29

【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

28

【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27

【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: 0120-25-1811 従業員数 23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: 14010-60803221 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: 045-520-1300 従業員数 11人

年　　齢: 65歳以下 休　　日： 日祝他 理学療法士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 作業療法士

求人番号: 14010-61525421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 言語聴覚士

     TEL: 045-520-1300 従業員数 11人

年　　齢: 65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: 14010-61528921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0465-62-5540 従業員数 8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: 14070- 5883721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 0465-60-2580 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 14070- 5918121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 054-686-4918 従業員数 12人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝他 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 日商簿記２級

求人番号: 22010-35267521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 054-281-7890 従業員数 2人

年　　齢: 18歳～59歳 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: 22010-32853221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 26時間

     TEL: 0550-89-6633 従業員数 7人

年　　齢: 29歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22031- 4411721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 054-353-6868 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 栄養士

求人番号: 22040- 8436321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-68-4147 従業員数 34人

年　　齢: 40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- 9142221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0557-67-1515 従業員数 18人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 8841521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0465-62-6397 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 大型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 9036021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-67-2643 従業員数 36人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 9283621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

静岡県熱海市網代６２７－３６３

月給 (2)13時30分～20時00 調理の経験

173,000円～272,250円 (3)8時00分～16時00分

静岡県熱海市泉２７４－３０

52

調理師 和食を中心とした調理全般　
お客様の喜ぶ料理を作っていただける
方を希望します。
朝夕平均３０～５０食を分担して作っ
ております。

正社員 交替制あり 有限会社みずの観光
雇用期間の定めなし (1)6時00分～14時00分

日給 大型運転経験者

250,000円～250,000円

静岡県熱海市網代６２７－５０６

51

大型運転手 ・生コンクリート運搬業務（会社から
プラントに行き生コンを積ん　で現場
へ運ぶ）
・運搬範囲は神奈川県（平塚、山
北）、静岡県東部方面

正社員 有限会社　落合興業
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)11時00分～20時00

210,512円～245,300円

静岡県熱海市網代４５８－３

50

雑務 ・ふとんの敷き、上げ
・大風呂・貸切風呂の清掃・建物内外
の清掃
・洗い場（食器洗浄等）
（※比較的、体力の必要な仕事となり
ます。）
・お客様の送迎あり（９人乗りマイク

正社員 変形（1年単位） 有限会社　伊豆磯舟観光
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給

180,000円～250,000円

静岡県熱海市上多賀１０１６－１
０
特別養護老人ホーム　海光園　厨
房内

49

事務 電話対応、来客対応、伝票発行や整理、請求書処理等をお任せいたします。正社員 株式会社　丸藤
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給 厨房での調理業務経
験160,000円～192,000円

静岡県熱海市伊豆山字大黒崎２６
８－３３
　静岡サンケイ機器株式会社　熱
海営業所

48

海光園／特別養護老
人ホームでの調理業
務

（請負業務）
・特別養護老人ホームでの調理業務
　仕込、調理、盛付、洗浄、配膳

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ウェルビーフードシステム
雇用期間の定めなし (1)10時00分～19時00

月給

182,500円～208,500円

静岡県熱海市上多賀８９－１
エスピトーム東伊豆営業所

47

営業事務（熱海営業
所）

住宅設備機器総合販売の事務所での事
務のお仕事です。
・パソコン、ＯＡ機器等を使用し、伝
票の処理
・接客対応、電話の応対
・営業社員のサポート業務
・事務所の整理、清掃

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

月給 採用業務経験者優遇

260,474円～299,013円

静岡県熱海市上多賀５９８－３
熱海支店

46

警備員管制スタッフ
東伊豆営業所

取引先の希望に合わせ、警備員の手配
をする仕事です。
施設警備、交通誘導警備ともシフトを
作成して、欠員が出た場合は対応しま
す。シフトに余裕がある場合は営業活
動や現場巡回、視察（チェック）など
も行います。大型イベントの際は会社

正社員 変形（1年単位） エスピトーム株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時15分

月給 事務経験

165,110円～200,000円

静岡県熱海市泉１３－１
「当社　社員寮」

45

一般事務／熱海市／
転勤なし

・電話応対業務
・来客対応
・荷受け
・データ入力

正社員 株式会社　ザ・トーカイ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時45分

月給

400,000円～400,000円

静岡県熱海市泉４２８－３
「三井物産　人材開発センター」

44

社員寮管理人（夫婦
住込）

【社員寮での管理業務】
　＊共有部分の清掃（廊下、サロンな
ど）
　＊宅急便・郵便などの荷物受取・管
理
　＊カギの管理
　＊従業員の入寮・退寮時の対応

正社員以外 変形（1ヶ月単位） リゾートトラスト株式会社　　
エクシブ湯河原離宮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

237,000円～320,000円

静岡県熱海市清水町１８－３

43

レストランサービス
係（三井物産　人材
開発センター）

○企業の研修施設での食事配膳・下膳
○旅館の客室での食事配膳・下膳
○旅館の広間での食事配膳・下膳　○
接客
○ドリンクのオーダーの受け　　○食
器洗浄補助（機械・手洗い）
○布団敷補助　　○広間の清掃　　○

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　フォレスト（ホテル城山）
雇用期間の定めなし (1)7時00分～21時00分

月給

250,000円～250,000円
又は9時00分～19時00

静岡県熱海市清水町１８－３

42

放課後デイサービス
スタッフ（四大心理
卒）熱海ひかり

・障がいをお持ちの児童の成長を支援
するお仕事です
・放課後各学校に児童をお迎えに行き
事業所にてお子様達と一緒に
　楽しみながら療育活動をしていただ
きます。
・活動終了後は各家庭に児童を送迎し

正社員 交替制あり 心理学部専攻卒 特定非営利活動法人　障害福祉支援もえぎ
雇用期間の定めなし

月給

250,000円～250,000円
又は9時00分～19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

41

専門的支援スタッフ
【熱海ひかり】

・障がいをお持ちの児童の成長を支援
するお仕事です

・放課後各学校に児童をお迎えに行き
事業所にてお子様達と一緒に　楽しみ
ながら療育活動をしていただきます。
・活動終了後は各家庭に児童を送迎し

正社員 交替制あり 特定非営利活動法人　障害福祉支援もえぎ
雇用期間の定めなし

月給

265,000円～400,000円40

不動産賃貸仲介営業
／熱海駅前店

★反響営業が中心！飛び込み営業は行
いません★
リゾート物件の賃貸仲介営業の仕事を
お任せいたします。

■賃貸仲介のお仕事は？
マンション・戸建てを「貸したい」お

正社員 変形（1年単位） 神奈川ロイヤル　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分
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【熱海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: 0557-67-2643 従業員数 36人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 9284921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30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: 0557-68-4836 従業員数 5人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 木日祝 医療事務資格 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- 9014521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-975-1315 従業員数 15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- 8871121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-975-1315 従業員数 15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- 8873721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     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- 9285121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-81-8285 従業員数 68人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 9286021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-81-8285 従業員数 68人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 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- 9289221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0557-81-8285 従業員数 68人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 9303321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-81-8285 従業員数 68人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 8860321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-81-8285 従業員数 68人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 8861621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-81-2400 従業員数 74人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 原動機付自転車免許 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 自動二輪車免許

求人番号: 22050- 9153321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-81-2400 従業員数 74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- 9154621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

静岡県熱海市水口町１３－１４

時給

166,005円～166,005円
又は9時00分～17時45

静岡県熱海市水口町１３－１４

65

軽四輪による郵便物
等の配達

軽四輪（車）での郵便物等の配達業
務。
配達地域は、熱海市内の決められたエ
リアを担当して配達します。
配達業務の他に、配達前の準備や片付
け、営業等もあります。

正社員以外 日本郵便株式会社　熱海郵便局
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時15分

その他

192,000円～192,000円

静岡県熱海市昭和町２０－５

64

バイクによる郵便物
等の配達

二輪車（バイク）での郵便物等の配達
業務。
配達地域は、熱海市内の決められたエ
リアを担当して配達します。
配達業務の他に、配達前の準備や片付
け、営業等もあります。

正社員以外 日本郵便株式会社　熱海郵便局
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～16時45分

月給 (2)9時00分～3時00分

186,000円～189,000円

静岡県熱海市昭和町２０－５

63

タクシー乗務員 ＜　タクシー乗務員　＞

タクシーでお客様を目的地まで安全に
お送りするサービス業です。

※車種　クラウン・プリウス・コン
フォート　など・・・

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

月給 (2)20時00分～7時00分 普通自動車１種免許
取得後３年以上186,000円～189,000円

静岡県熱海市昭和町２０－５

62

タクシー乗務員（管
理職候補）

タクシー乗務員　管理職候補の内容と
して

タクシーでお客様を目的地まで安全に
お送りするサービス業です。

お客様を名所・旧跡などへのご案内等

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

月給

167,200円～167,200円

静岡県熱海市昭和町２０－５

61

固定給タクシー乗務
員（女性専用求人）

＜　養成タクシー乗務員　＞

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

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

月給 (2)19時00分～8時00分 パソコンへの入力が
できること210,000円～210,000円

静岡県熱海市昭和町２０－５

60

配車係 配車依頼を電話で受けパソコンに入力しタクシーへ配車をする業務です。正社員 変形（1ヶ月単位） 熱海第一交通　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～19時00分

月給 (2)9時00分～3時00分

186,000円～189,000円

静岡県熱海市昭和町２０－５

59

タクシー乗務員 ＜　タクシー乗務員　＞

タクシーでお客様を目的地まで安全に
お送りするサービス業です。

※車種　クラウン・プリウス・コン
フォート　など・・・

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

月給 (2)19時00分～7時00分

186,000円～189,000円 (3)9時00分～3時00分

静岡県熱海市田原本町３－６

58

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

タクシーでお客様を目的地まで安全に
お送りするサービス業です。


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

月給 寿司調理、及び魚調
理の経験者。230,000円～300,000円

又は9時30分～21時00

静岡県熱海市田原本町３－６

57

寿司店のカウンター
業務

・寿司調理全般
・サイドメニュー調理
・仕込みなど

正社員 交替制あり 株式会社　北海物産
雇用期間の定めなし

月給 (2)8時30分～17時30分

200,000円～200,000円

静岡県熱海市下多賀５１７－４

56

寿司店ホール業務 寿司店ホール業務全般、簡単な盛り付
けなどをお願いします。
又、店舗の最新情報などＳＮＳを利用
して、リアルタイムに発信・宣伝して
ください。

・オーダー取り

正社員 交替制あり 株式会社　北海物産
雇用期間の定めなし (1)11時00分～20時00

月給 (2)14時00分～18時30 医療事務

177,000円～186,000円

静岡県熱海市紅葉ガ丘町９－２５

55

医療事務 ・受付
・会計
・院内雑務
・レセプト作成など

正社員 相磯クリニック
雇用期間の定めなし (1)8時30分～12時00分

月給

200,000円～350,000円

静岡県熱海市網代６２７－３６３

54

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 (2)9時30分～18時30分 基本的なＰＣスキル
ホテル・旅館でのフ
ロント経験あれば尚

184,650円～227,900円53

フロント 温泉旅館「竹林庵みずの」における
・予約対応（電話、インターネット）
・電話対応
・お客様のお迎え、お見送り（車の運
転あり）
・ナイトフロント業務


正社員 交替制あり 有限会社みずの観光
雇用期間の定めなし (1)7時30分～16時30分
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0557-81-7101 従業員数 99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- 9098521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-86-0345 従業員数 7人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 月日祝 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- 8929021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2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

     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: 0557-36-9069 従業員数 20人

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

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

求人番号: 22052- 3115821 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: 0557-38-3113 従業員数 4人

年　　齢: 39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: 22052- 3247821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-68-2218 従業員数 88人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 9161321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 0557-68-2218 従業員数 88人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 8833521 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 700人

年　　齢: 18歳以上 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

求人番号: 22050- 9201021 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: 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

静岡県熱海市東海岸町１３－１

月給 保健師業務経験

290,580円～382,450円

静岡県熱海市東海岸町１３－１

78

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

月給 (2)7時00分～16時00分 介護福祉士業務経験

190,720円～243,700円 (3)10時00分～19時00

静岡県熱海市下多賀４７７

77

介護福祉士（病棟勤
務）

介護福祉士業務（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)17時00分～9時15分 看護師の実務経験

230,000円～275,000円

静岡県熱海市下多賀４７７

76

看護師 看護師業務及び付帯する業務 正社員 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団陽光会　南あたみ第一病院
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時15分

月給 ＰＣ（ワード、エク
セル操作）144,000円～190,000円

静岡県熱海市下多賀４８１－１５

75

医療事務 当病院の受付事務、入院手続き、医療
事務、窓口応対、電話応対
一般事務

正社員 医療法人社団陽光会　南あたみ第一病院
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時15分

月給

174,500円～220,000円

静岡県熱海市下多賀８０４－２
【グループホームクラシオン熱
海】

74

調剤事務【下多賀
店】

○日常の仕事は専用システムへの入力
○月次のレセプト、資料の作成
○薬剤師の指示に基づいた調剤補助業
務（薬品棚から処方箋に記載のある医
薬品を必要量取り揃えること）
○その他、発注業務、在庫管理、会計
業務、現金管理等の事務業務全般

正社員 株式会社　うさぎ薬局
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 (2)9時00分～18時00分

192,000円～237,000円 (3)10時00分～19時00

静岡県熱海市上多賀１０１６－１０

73

施設介護職員（グ
ループホーム：熱
海）【正社員】

○グループホームに入居されている高
齢者の介護、及び関連業務を行いま
す。
　　　　　　　　　　　　　　　　　
１ユニット９名までの入居者が、家庭
的な雰囲気の中で生活しています。
今までの暮らし方や生活環境に配慮し

正社員 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)7時00分～16時00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

72

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

71

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

静岡県熱海市上多賀１０１６－１０

70

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

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

69

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

静岡県熱海市福道町３－１５　ウェルネスビル３Ｆ

68

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)9時00分～18時00分

185,000円～235,000円

静岡県熱海市昭和町４－２９

67

歯科助手、受付 アシスタント業務（診療補助、器具の
滅菌、消毒業務等）
受付業務（電話応対、会計、予約管理
業務等）




正社員 変形（1ヶ月単位） こあくつ歯科医院
雇用期間の定めなし (1)9時00分～19時15分

月給 ガラススクイジー、
ポリッシャー操作な
ど

190,000円～230,000円
又は8時00分～17時00

66

建築物の定期清掃 建物全般の清掃業務を実施専用の資機
材にて美観を保ち、建物の衛生管理を
守ります。
床や壁等の洗浄及び保護ワックス塗
布・ガラスクリーニング・ハウスク
リーニング・その他石材やエアコンク
リーニング等

正社員 交替制あり 株式会社　アイビックス
雇用期間の定めなし
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【熱海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: 0557-81-9171 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: 0557-68-3151 従業員数 50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- 9082621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-68-3151 従業員数 50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- 9083921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20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: 0557-86-1193 従業員数 4人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 水他 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- 9045821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 0465-60-2211 従業員数 84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- 9155921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 8時間

     TEL: 0557-83-2800 従業員数 7人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 8933321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5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

     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 

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

静岡県熱海市伊豆山１０４８番４

91

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

90

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

静岡県熱海市伊豆山１０４８番４

89

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）

月給

175,000円～240,000円
又は7時00分～22時00

静岡県熱海市青葉町３番１１号

88

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 ＰＣ入力業務があり
ます。165,000円～220,000円

静岡県熱海市泉６１番地の１

87

一般事務スタッフ 介護事業所の一般事務業務を行いま
す。


正社員 株式会社　ゆらっくす
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)9時30分～18時30分

211,700円～224,500円

静岡県熱海市田原本町８－９

86

支援相談員 ＊入所者に対する各支援及び相談の業
務（入所者及び家族との相談）
＊市町村・居宅支援事業所との連携
＊レクレーション等の計画、指導

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

月給 販売・金融系等の個
人営業経験、顧客折
衝経験があれば尚可

250,000円～350,000円

静岡県熱海市春日町１２－４

85

不動産仲介営業 ○売買営業（反響営業）
　・物件を探しているお客様へ物件紹
介、現地案内、契約業務
　・売却希望者への対応、チラシ作
成、Ｗｅｂサイトへの入力
　・ＤＭ作成、ポスティング等
　・物件の現地確認・写真撮影等

正社員 アタミリゾートナビ株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時30分～18時30分

月給

226,000円～226,000円

静岡県熱海市下多賀　６６０

84

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 不問だが経験者優遇

180,000円～300,000円

静岡県熱海市下多賀　６６０

83

客室サービス ご宿泊のお客様へのお食事の提供並び
に片付け
お部屋のセッティング（茶器セットや
浴衣等）

お掃除はありません。

正社員 変形（1年単位） 伊豆網代温泉　松風苑（サンユー建設　株式会社）
雇用期間の定めなし (1)7時00分～20時00分

月給

180,000円～260,000円

静岡県熱海市東海岸町１３－１

82

内務 ご宿泊のお客様が心地よく過ごせるよ
う裏方で働くお仕事です。
・調理場からの料理運搬
・宴会場のレイアウト・セッティング
・布団上げ、布団敷き
・簡単な清掃　など
慣れて来たらシフト管理もお願いしま

正社員 変形（1ヶ月単位） 伊豆網代温泉　松風苑（サンユー建設　株式会社）
雇用期間の定めなし (1)8時00分～21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

81

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

80

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79

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
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【熱海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: 0557-55-9510 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 木他 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- 9233921 各種保険： 雇用・労災 月平均 10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

     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: 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: 0557-81-5191 従業員数 24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- 8878321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 0557-82-4181 従業員数 8人

年　　齢: 45歳以下 休　　日： 土日祝 小型船舶操縦士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり その他の土木・舗装・線路工事関係資格

求人番号: 22050- 9195421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 15時間

     TEL: 0557-82-5627 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 なし

求人番号: 22050- 8949521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-82-5627 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 １級さく井技能士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ２級さく井技能士

求人番号: 22050- 8820121 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

静岡県熱海市西山町３６－１３

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

104

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

103

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

静岡県熱海市桜町１３－２６

102

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

日給 温泉掘さく工事、修
理、管理、設計、施
工、温泉現地改修工

220,000円～360,000円

静岡県熱海市桜町１３－２６

101

さく井 温泉掘さく工事、修理、管理、設計、
施工、温泉現地改修工事
　
＊＊＊　急　募　＊＊＊

正社員 株式会社八代ボーリング
雇用期間の定めなし (1)7時45分～17時00分

月給 建築事務経験

160,000円～220,000円

静岡県熱海市和田浜南町８－３７
青木建設　熱海港湾事務所

100

一般事務 ・電話対応
・来客対応
・金融機関支払い等
（会社のバイク、会社マニュアル車、
自家用車）　　　　　　　　　※自家
用車の場合はガソリン代を支給
・作業報告書作成

正社員 株式会社八代ボーリング
雇用期間の定めなし (1)7時45分～17時00分

月給

200,000円～350,000円

静岡県熱海市水口町１－７

99

船舶作業員 当社所有の起重機船等への乗船
起重機船等で行う港湾工事の作業に従
事してもらう
港湾工事の作業としては、消波ブロッ
ク等の据付・撤去・移設、防波堤の製
作・設置、その他港湾・漁港など整備
に関わる工事を起重機船等で行う時、

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

月給

210,340円～255,560円

静岡県熱海市泉元門川分字郷清水２０７番地

98

厨房洗い場兼調理補
助

旅館厨房内における食器洗い（手洗
い、食洗器利用もあり）
厨房での調理補助（食材洗い、簡単に
切る等）
その他関連業務（厨房清掃、片付け）
もお願いします。


正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　三平荘
雇用期間の定めなし (1)7時00分～22時00分

月給

200,000円～250,000円

静岡県熱海市下多賀１１７３

97

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 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

静岡県熱海市春日町１２－６

96

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 (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

95

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

94

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

静岡県熱海市田原本町９番１号　熱海第一ビル株式会社２階　２０８号、２０９号

93

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 経験者歓迎します
が、調理が好きであ
れば可

200,000円～350,000円92

寿司職人（見習い） カウンターの仕事
　魚の仕込み、一品料理、デザート、
盛り付け等の補助

＊未経験者の方も基礎から指導します
＊イタリアン、フレンチ他業界経験者
歓迎

正社員 すし処和楽
雇用期間の定めなし (1)10時00分～21時00

8/12



【熱海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: 0557-81-5181 従業員数 54人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 9242921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 0557-81-5181 従業員数 54人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 9243121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 0557-82-8311 従業員数 18人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝他 第一種電気工事士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 9128421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0557-82-8311 従業員数 18人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日他 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: 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: 0557-82-3185 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 8931521 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- 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: 0557-81-5111 従業員数 14人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日他 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 福祉住環境コーディネーター検定

求人番号: 22050- 9209921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0557-81-5111 従業員数 63人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22050- 9103421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 0557-81-5111 従業員数 63人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 9104321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

静岡県熱海市咲見町６－５

月給 (2)7時10分～16時10分 介護職員初任者研修
修了者　又は　ヘル
パー２級以上　

215,100円～281,000円 (3)10時00分～19時00
又は12時00分～21時00

静岡県熱海市咲見町６－５

117

介護職員 中銀ケアホテル（介護付有料老人ホー
ム）にて、
入居者様の介護（起床・就寝・食事・
入浴など）・記録や看護の補佐をお願
いします。
※夜勤時は、看護師も常勤で安心で
す。（診療所併設）

正社員 変形（1ヶ月単位） 中銀インテグレーション株式会社　熱海支店
雇用期間の定めなし (1)6時00分～15時00分

月給 (2)8時15分～17時15分 准看護師　または
正看護師261,000円～288,900円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱海駅前第一ビル５階

116

看護師 中銀ケアホテル（介護付有料老人ホー
ム）にて、
入居者様の介護（起床・就寝・食事・
入浴など）・記録等、健康管理全般を
お願いします。

正社員 変形（1ヶ月単位） 中銀インテグレーション株式会社　熱海支店
雇用期間の定めなし (1)7時30分～16時30分

月給 営業・接客経験のあ
る方210,000円～216,200円

静岡県熱海市青葉町３－９

115

営業員（福祉用具専
門相談員）

福祉用具販売員

・居宅介護支援事業所、地域包括支援
センター、
　病院施設などへの営業・連携を取る
・在宅介護が必要な方へ訪問・相談・
提供。

正社員 変形（1ヶ月単位） 中銀インテグレーション株式会社　熱海支店
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30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

114

■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

113

■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

112

■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

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

静岡県熱海市中央町１３－４

111

■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 ホテル・ブライダル
業界の就業経験のあ
る方は

190,000円～230,000円

静岡県熱海市和田浜南町５－１

110

学校業務全般（教
務・広報・就職）

専門学校の事務スタッフさんを募集し
ます！未経験歓迎
書類選考・面接を通じて以下よりメイ
ンの業務を決定して参ります。
【教務】
・パソコンを使ったデータ入力・書類
チェック

正社員以外 学校法人　高村育英会
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時30分

月給 ガソリンスタンド経
験225,000円～260,000円

静岡県熱海市昭和町１７番６号

109

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 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

静岡県熱海市昭和町１７番６号

108

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 電気工事の施工管
理・設計・積算・Ｃ
ＡＤ

310,000円～500,000円

静岡県熱海市田原本町２－１９

107

電気工事　現場監督 電気工事の施工管理・設計・積算・ＣＡＤ等 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

201,700円～241,700円

静岡県熱海市田原本町２－１９

106

客室係 下記の業務を担当していただきます。
お客様のお迎えからご出発までの接客
業務
お客様への料理出し
お茶の入れ替え　他

二部式着物着用（男性は作務衣が用意

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社東海聚楽　熱海聚楽ホテル
雇用期間の定めなし (1)6時30分～21時00分

月給

213,800円～233,800円
又は20時00分～7時00

105

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社東海聚楽　熱海聚楽ホテル
雇用期間の定めなし (1)19時00分～8時00分
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【熱海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: 0557-81-5111 従業員数 420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- 9105621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 1時間

     TEL: 0557-81-5111 従業員数 26人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 9106921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0557-81-5111 従業員数 30人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 宅地建物取引士
（旧：宅地建物取引

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 9107121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0557-86-6339 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 9172921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-83-3180 従業員数 23人

年　　齢: 18歳～69歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 8681521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-68-3350 従業員数 9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- 9013221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 7時間

     TEL: 0557-83-2184 従業員数 15人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 歯科衛生士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 9131021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     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: 0557-67-2525 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: 0557-82-2182 従業員数 69人

年　　齢: 39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- 8981221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 0557-81-2322 従業員数 80人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし 介護福祉士

求人番号: 22050- 9298421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 0557-81-2322 従業員数 60人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22050- 9052721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 1時間

     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

静岡県熱海市梅園町３－６

日給 (2)23時00分～5時30分

253,050円～400,000円

静岡県熱海市西熱海町１丁目２４－１

130

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 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 経験があれば尚可

207,303円～331,958円
又は17時00分～9時30

静岡県熱海市西熱海町１丁目２４－１

129

看護師 施設内にて下記の業務を行います。
・看護業務
・入居者の健康管理
・ドクターとの連絡調整。
・要介護者の介護
・上記内容に附帯する業務。

正社員 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　黎明会　熱海ゆとりあの郷
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時30分

月給 (2)9時00分～17時30分 経験があれば尚可

185,698円～266,804円 (3)11時30分～20時00

静岡県熱海市東海岸町１３－９３

128

介護職 介護職として、下記業務を担当してい
ただきます。
・生活支援
（食事介助、入浴介助、排泄介助な
ど）
・レクリエーション活動
・健康管理

正社員 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　黎明会　熱海ゆとりあの郷
雇用期間の定めなし (1)7時00分～15時30分

月給

207,600円～233,100円
又は6時00分～22時00

静岡県熱海市下多賀５６７－１

127

【正社員】レストラ
ンサービススタッフ
（リゾーピア熱海）

ホテルレストラン及び宴会場でのサー
ビス業務です。
その他、ホテル運営に関わる業務もあ
ります。

正社員 変形（1年単位） 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

月給 大型車両運転の経験

153,500円～153,500円

静岡県熱海市下多賀１１７３－３

126

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 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

静岡県熱海市田原本町９－１　熱海第一ビル６階

125

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

月給 (2)11時00分～20時00

230,000円～230,000円

静岡県熱海市上多賀４５７－１

124

歯科衛生士 ・患者に対する歯科指導
・歯のクリーニング
・園児（保育園・幼稚園）の歯科検診
・院内専用パソコンでの診療入力（衛
生士作業のみ）

正社員 交替制あり 歯科衛生士資格 医療法人社団　愛歯科診療所
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

210,000円～270,000円

静岡県熱海市銀座町１４－１１

123

運転手 生コン車による生コン運搬業務、及び工場内での作業。正社員 変形（1年単位） 稲村生コンクリート　株式会社
雇用期間の定めなし (1)7時50分～16時50分

月給 (2)8時00分～17時00分 施設警備でのホテル
を中心として仕事を
していますので、ホ

170,000円～212,000円

静岡県熱海市中央町１番２６号

122

施設警備員 施設警備の専門で、特にホテルの夜間
警備を行っています。
（巡回や受付など）
車での移動があります。（自動車免許
は必須となります。）

正社員 変形（1ヶ月単位） 関東警備保障　株式会社
雇用期間の定めなし (1)20時00分～8時00分

月給 社会福祉事業に管理
者として５年以上の
経験

362,900円～362,900円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱海駅前第一ビル７Ｆ

121

熱海市社会福祉協議
会事務局長（嘱託職
員）

・社協の業務を統括管理、職員の監督育成　　　　　　　　　　　・経営分析、事務事業改善、組織基盤の強化　　　　　　　　　　・地域福祉活動計画、経営改革プラン等の策定　　　　　　　　　・事務事業及び各計画等の着実な実施正社員以外 社会福祉法人　熱海市社会福祉協議会
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時30分

月給 不動産営業・販売員
等210,000円～250,000円

静岡県熱海市内

120

営業員 シニアマンションの不動産営業 正社員 中銀インテグレーション株式会社　熱海支店
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

200,000円～250,000円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱海駅前第一ビル７Ｆ

119

調理師 中高齢者専用マンション食堂の厨房にて１日３食（朝・昼・夜　各３０～１００食程度）の調理（和・洋・中）をしていただきます。正社員 変形（1ヶ月単位） 中銀インテグレーション株式会社　熱海支店
雇用期間の定めなし (1)6時30分～18時30分

月給 管理職経験

348,000円～367,000円118

ディレクター（管理
責任者）

・中高齢者マンションの管理責任者と
して入居者対応および現地従　業員の
指導・管理
・上記に付帯する業務全般

正社員 中銀インテグレーション株式会社　熱海支店
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

10/12



【熱海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: 0557-85-5661 従業員数 14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: 22050- 9315021 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: 0557-80-4050 従業員数 64人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 8908421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     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- 9141821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-81-9171 従業員数 60人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 大型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり 中型自動車免許

求人番号: 22050- 9109721 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: 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

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

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

143

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

静岡県熱海市東海岸町１３－１国際医療福祉大学熱海病院内

142

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 (2)7時30分～16時30分

184,820円～184,820円 (3)8時15分～17時15分

静岡県熱海市伊豆山８２４－５

141

運転手 ・送迎バス（マイクロバス）の運転
（熱海駅～病院）
・透析患者さんの送迎（主に熱海、湯
河原方面）
・公用車の管理
・車の清掃、オイル交換、タイヤの空
気圧確認など

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)7時00分～16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７１７－１８

140

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 調理経験者

210,000円～240,000円
又は8時00分～20時00

静岡県熱海市伊豆山２６９

139

調理師 ◆厨房内での調理および仕込
　
※和食を中心とした調理全般および仕
込をしていただきます。味付けなど本
格的な調理をお願いします。

正社員以外 変形（1ヶ月単位） ハートピア熱海（株式会社アヤハレークサイドホテル）
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給 (2)10時00分～19時00 ホテル・旅館、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

138

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

137

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

136

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

135

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

134

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

133

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

静岡県熱海市熱海１７３９番地３４

132

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

205,000円～205,000円131

（請）リゾートマン
ション管理人

リゾートマンションの管理人業務にな
ります。
・フロント業務
・巡回
・お客様対応
・電話対応
・メールの送受信

正社員以外 交替制あり 日本ハウズイング株式会社　熱海営業所
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 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: 090-2917-4378 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 水他 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- 9175721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-85-1010 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 9294721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-22-0308 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22110- 3634421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 096-245-5538 従業員数 3人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 43010-41064221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

静岡県熱海市田原本町６―５
「杉養蜂園　熱海店」

月給

208,000円～238,000円

静岡県熱海市和田浜南町３－９　ホテル大野屋

148

蜂蜜等の販売スタッ
フ（熱海店）

「株式会社　杉養蜂園」は、蜂蜜関連
商品の製造・販売を行って
　おり、全国に７０以上の直営店舗を
展開しています。

○店頭販売スタッフ
　・店頭での試食、試飲のサービス

正社員 変形（1年単位） 株式会社　杉養蜂園
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

時給

172,800円～172,800円

静岡県熱海市春日町２－９　第二ビル４階

147

ホテル客室清掃・レ
ストラン洗い場【ホ
テル大野屋】

○ホテルの客室の掃除機がけ等の清掃
業務を行います。
　また、客室内の備品のセット等もし
ます。
　これらの業務を何人かで役割を決め
て行います。
○レストランの洗い場の業務もありま

正社員 株式会社　ホームテック静岡
雇用期間の定めなし (1)7時00分～20時30分

月給 ・Ｅｘｃｅｌ・Ｗｏ
ｒｄなどのパソコン
スキル

190,000円～230,000円

静岡県熱海市春日町１－２５

146

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

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

正社員以外 学校法人　高村育英会
国際ペットビジネス専門学校熱海校雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時30分

月給 (2)15時00分～21時00 簡易宿泊フロント全
般、清掃200,000円～350,000円

又は15時00分～22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

145

ホテルの客室・フロ
ントスタッフ

・簡易宿泊フロント全般（チェックイ
ン、チェックアウト、電話応
　対、メール対応）
・布団敷き、布団上げ作業
・その他、ホテル内の清掃等
・雑務
＊未経験者の方は指導します

正社員 交替制あり ゲストハウス惠（東方技研株式会社）
雇用期間の定めなし (1)8時00分～14時00分

月給

180,000円～300,000円144

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
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