
【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2月6日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 055-977-1170 従業員数 40人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 一級建築士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 二級建築士

求人番号: 22050- 1091431 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間 ２級建築施工管理技士

     TEL: 055-977-1170 従業員数 40人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050-  950531 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 055-971-7191 従業員数 7人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050-  967231 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-971-7191 従業員数 7人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 １級建築施工管理技
士

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり ２級建築施工管理技士

求人番号: 22050-  969431 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-984-1707 従業員数 13人

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

就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり 移動式クレーン運転士

求人番号: 22050-  976531 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 055-984-1707 従業員数 13人

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

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり ２級土木施工管理技士

求人番号: 22050-  982831 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間 １級土木施工管理技士

     TEL: 055-913-1432 従業員数 6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： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 1075731 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-975-5000 従業員数 102人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 土日祝他 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: 22050- 1029931 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 055-989-2450 従業員数 570人

年　　齢: 18歳～30歳 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 1095931 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 12時間

     TEL: 055-977-1836 従業員数 65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- 1025431 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 055-977-1835 従業員数 5人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 アーク溶接技能者
（基本級）

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- 1026731 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 15時間

     TEL: 055-955-5109 従業員数 0人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050-  919731 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 7時間

     TEL: 055-975-0774 従業員数 16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- 1065531 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

静岡県三島市松が丘３番地の１６

月給

209,320円～267,480円

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

静岡県三島市塚原新田４０９番地の５

13

製品製造　加工処理 現場軽作業（パイプ切断、曲げ）
建設機械フレーム、車両の保護棒、板
金及び溶接作業見習い
作業場の清掃
社有車（軽ワゴン）で加工部品を取引
先へ運搬する事があります
運搬範囲は三島、沼津、富士方面が中

正社員 株式会社小林工業所
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

185,000円～280,000円

静岡県三島市長伏１５５－１７

12

機能性コーティング
処理

高機能表面処理の研究開発・生産管理・塗装技能・営業活動など、幅広い分野から本人と相談し適性をみてチャレンジしていただく。正社員 株式会社クリエイティブ・コーティング
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

日給 溶接経験者

173,600円～258,400円

静岡県三島市長伏１５５－３３

11

製缶・板金溶接工 《製缶・板金溶接工の業務内容とし
て》

◎板取、切断、穴あけ、ロール加工、
部品製作、組立、仕上げ、
　防音機のラッキング　等

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

月給 金属、板金加工業従
事経験170,000円～300,000円

静岡県三島市４８４５

10

簡単な金属加工後の
処理　　バラシ作業
未経験可

鉄板をレーザー加工後の後処理を行っ
て頂きます。
基本薄板板金を扱います。グライン
ダーにて簡単な端面処理や
次工程への配膳等、未経験でも作業可
能です。

正社員 田中産業　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時50分

月給 (2)14時00分～22時00

173,330円～256,700円
又は22時00分～6時45

静岡県三島市南二日町１１－５０

9

製造オペレーター 生産オペレーター。日勤または交代勤
務。三島工場では繊維、フィルム、医
薬品の生産をしています。
これらの製品について生産業務をして
いただきます。

正社員 交替制あり 東レ株式会社　三島工場
雇用期間の定めなし (1)6時45分～14時00分

時給 (2)14時30分～23時00 電気・機械の他企業
での実務経験者
電気・機械の資格保

233,663円～311,550円 (3)22時45分～7時15分
又は0時00分～23時59

静岡県三島市玉川１４１（太助
ラーメン屋さん裏手）
（株）新栄建設　資材置き場

8

設備保全業務 ＊工場の製造設備・インフラ設備の保
全業務になります。

　電気・機械の故障復旧対応に取り組
みながら、設備の計画保全や
　設備投資を行います。

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 森永製菓株式会社　三島工場
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時00分～16時30分

日給

191,400円～359,500円

静岡県三島市中島１６７－９

7

建設土木作業員 建築建物の基礎・外構工事
一般土木作業
土工

就業場所に集合し社有車で現場へ行き
ます

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

月給 土木技術経験者優遇

230,000円～420,000円

静岡県三島市中島１６７－９

6

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

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

日給 経験者優遇します。
・土木、型枠工事の
出来る方・重機オペ

220,000円～352,000円

静岡県三島市鶴喰９－１

5

土木作業員 土木・建築工事の現場作業をして頂き
ます。

※土木作業全般の細かい作業がありま
す。

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

月給 現場経験者優遇

310,000円～410,000円

静岡県三島市鶴喰９－１

4

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

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

月給 現場経験者優遇

250,000円～300,000円

静岡県三島市大場２４１

3

建築作業員・現場作
業

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

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

月給 土木工事の経験
補修工事の経験220,000円～300,000円

静岡県三島市大場２４１

2

コンクリートの補修
作業員

※※未経験者歓迎※※

●老朽化したコンクリート（橋梁・建
物等）の補修作業が主な仕事内容とな
ります。
●補修作業の一環として超高圧水装置
（ウォータージェット）による塗膜除

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

月給 建築施工管理の経験

350,000円～450,000円

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

建築設計士 ◆当社取り扱い物件の建築設計に関し
ての業務をお任せいたします。
ご経験に応じて設計補助から意匠・構
造設計まで幅広い業務をご担当頂く予
定です。
企画～設計～施工の一貫体制での賃貸
マンションをメインとしながら、あら

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

≪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） 
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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2月6日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 044-589-1601 従業員数 4人

年　　齢: 35歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 14040- 2074831 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-977-1711 従業員数 13人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 1031531 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-977-4585 従業員数 80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-  891331 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 055-977-4585 従業員数 80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-  892631 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 055-977-4585 従業員数 80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-  901731 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 055-977-4585 従業員数 80人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日 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

求人番号: 22050-  931831 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 055-977-5151 従業員数 108人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝 基本情報技術者 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 応用情報技術者

求人番号: 22050-  988631 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 11時間 第二種電気工事士

     TEL: 055-977-5151 従業員数 9人

年　　齢: 34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- 1005031 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 11時間

     TEL: 055-977-5151 従業員数 9人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 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- 1006831 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 11時間

     TEL: 055-977-1203 従業員数 16人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 1074431 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 055-977-1203 従業員数 22人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 1077631 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 055-984-1501 従業員数 110人

年　　齢: 60歳以上 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 1054031 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 30時間

     TEL: 055-975-2714 従業員数 100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 あり

求人番号: 22050-  923831 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

静岡県三島市南二日町１－３５

月給 (2)7時30分～17時30分 運転業務全般または
接客業務で経験があ
れば尚可

180,500円～180,500円

静岡県三島市大場２８９
三島営業所

26

タクシードライバー タクシー運転業務となります。
・二種免許養成制度あり
　（養成費用会社負担）
　（養成期間中、日当あり）
・全車オートマチック車、カーナビ付
き
　（土地勘が無くても対応可能）

正社員 変形（1ヶ月単位） 富士急静岡タクシー　株式会社
雇用期間の定めなし (1)5時30分～14時30分

月給 (2)7時00分～2時30分

159,600円～166,250円 (3)6時00分～18時15分

静岡県三島市大場３００

25

隔日勤務タクシー乗
務員（ドライバー）
三島営業所

○移動を通じて市民を支える仕事で
す。
　仕事の基本はお客さまを目的地まで
快適で安全にお届けすること　です。
静岡県東部で最大のタクシー事業者で
す。法人のお客さま　やリピーターの
お客さまからの電話による予約が多

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 伊豆箱根交通株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～2時30分

月給 (2)8時00分～16時45分 電気関係業務経験者
歓迎
鉄道の電気設備保

172,000円～220,000円 (3)22時00分～6時50分

静岡県三島市大場３００

24

鉄道電気業務 鉄道の電気設備保守、点検、補修等の業務 正社員以外 変形（1ヶ月単位） 伊豆箱根鉄道　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～16時50分

月給 (2)8時00分～16時45分 土木関係業務経験者
歓迎
鉄軌道の線路保守・

172,000円～220,000円 (3)22時00分～6時50分

静岡県三島市松本６６

23

線路保守係 鉄道の線路保守、点検、補修等の保線業務 正社員以外 変形（1ヶ月単位） 伊豆箱根鉄道　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～16時50分

月給 電気・電子関連の知
識、
コールセンター職務

210,000円～300,000円

静岡県三島市松本６６

22

（請）【コールセン
ター】

・メーカー様商品の技術問い合わせ対
応
・制御機器に関する製品の選定、操
作・設定・接続方法、
　トラブルシュート、制御機器製品に
関する技術的な相談を
　電話、メール、チャットで対応しま

正社員 交替制あり 株式会社アイティエス
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時45分

月給

190,500円～300,000円

静岡県三島市梅名４２７－１

21

（請）【コールセン
ター・未経験者】

・メーカー様商品の技術問い合わせ対
応
・制御機器に関する製品の選定、操
作・設定・接続方法、
　トラブルシュート、制御機器製品に
関する技術的な相談を
　電話、メール、チャットで対応しま

正社員 交替制あり 専門学校卒 株式会社アイティエス
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時45分

月給 ＰＬＣ（シーケン
ス）制御設計、ラ
ダープログラム開発

210,000円～300,000円

静岡県三島市松本１１３－１

20

ＰＬＣ（シーケン
ス）制御のソフト
ウェア開発

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

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

月給 生産技術の経験者尚
可172,000円～242,000円

静岡県三島市松本１１３－１

19

生産技術 【急募】製造現場の改善活動や工程立案などの業務正社員 変形（1年単位） 株式会社　三光ダイカスト工業所
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

177,000円～212,000円

静岡県三島市松本１１３－１

18

営業職 ＊既存お客様先へ定期訪問し新製品の
受注活動実施　　　　　　　
＊技術部と同行し当社のＰＲ活動実施

正社員 株式会社　三光ダイカスト工業所
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 生産管理の経験者尚
加172,000円～212,000円

静岡県三島市松本１１３－１

17

生産管理業務 ・自動車部品の出荷業務
・生産計画、外注発注など経験により
お願いする事となります
・フォークリフト免許あれば尚可

　　　　★☆★　急　　募　★☆★

正社員 株式会社　三光ダイカスト工業所
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 金型メンテナンス経
験者　尚可173,000円～238,000円

静岡県三島市安久８８

16

ダイカスト金型の整
備・組立

１．機械製造に係わる非鉄金属加工
２．汎用スライス盤の使用
３．ダイカスト金型の点検及び整備

　★★　急募　★★

正社員 変形（1年単位） 株式会社　三光ダイカスト工業所
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 営業経験者（２年以
上）
（畜産業界経験者で

226,000円～346,000円

静岡県三島市西若町５－１１
当社「静岡営業所」

15

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


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

月給

220,000円～280,000円14

機器メンテナンス
（三島市）／未経験
者歓迎

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ショウエイ
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分
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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2月6日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 0120-789-635 従業員数 80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: 23170- 1832131 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0120-789-635 従業員数 80人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 準中型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 6人 週休二日： その他 時間外 あり ５トン限定準中型自動車免許

求人番号: 23170- 1860431 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 55時間

     TEL: 055-977-7575 従業員数 13人

年　　齢: 45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- 1016531 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 1時間

     TEL: 054-254-5511 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22010- 3262831 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 055-975-3619 従業員数 9人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050-  956131 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 8時間

     TEL: 054-280-0066 従業員数 8人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22010- 3530331 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 054-280-0066 従業員数 8人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

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

求人番号: 22010- 3536231 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: 055-977-0144 従業員数 23人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050-  987331 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 055-977-0144 従業員数 23人

年　　齢: 45歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050-  989931 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 055-972-9488 従業員数 10人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1043631 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-983-3933 従業員数 8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- 1079131 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 11時間

     TEL: 055-983-3933 従業員数 8人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 宅地建物取引士
（旧：宅地建物取引

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 1080831 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-983-3933 従業員数 8人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 他 宅地建物取引士
（旧：宅地建物取引

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 1081231 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

静岡県三島市南田町２－３１

月給 (2)9時00分～18時00分

210,000円～400,000円

静岡県三島市南田町２－３１

39

店舗接客（ルームア
ドバイザー）

アパマンショップの店舗スタッフとし
て、お客様のお部屋探しをサポートし
て頂きます。
【業務例】
・賃貸物件のご紹介、ご案内
・インターネットや電話反響の応対
・物件写真撮影、看板設置

正社員 変形（1年単位） 株式会社　アーネスト
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～17時00分 不動産販売の営業経
験者250,000円～500,000円

静岡県三島市南田町２－３１

38

不動産販売営業 不動産販売（仲介）の営業スタッフと
して、接客を行って頂きます。
【業務例】
・お客様への物件のご紹介、ご案内
・契約書類の作成
・契約の締結
・現地調査

正社員 変形（1年単位） 株式会社　アーネスト
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～17時00分

300,000円～500,000円

静岡県三島市一番町２－２９　三島商工会議所会館３Ｆ

37

リフォーム営業 リフォーム部における家主営業です。
・積算
・保険手続き
・工程管理
・施主さんや業者さんとのやり取り
など。

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

月給

180,000円～240,000円

静岡県三島市松本１４６－３

36

商工会議所共済・福
祉制度スタッフ

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

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

月給

229,000円～289,000円

静岡県三島市松本１４６番地の３

35

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

県内の得意先への商品を運搬していた
だく業務です。

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

月給

164,000円～170,000円

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

34

一般事務 当社、塗料、塗装設備、機械工具の販
売を行っています。

主な仕事は、電話対応、品物の伝票作
成、社内文書管理、郵便物の発送、収
受


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

月給 (2)9時00分～18時00分

194,500円～202,000円

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

33

介護職員／三島市 地域密着型デイサービス（定員１０
名）です。

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

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

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

静岡県三島市南町２６９－２

32

デイサービス生活相
談員／三島市

地域密着型デイサービス（定員１０
名）です。

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

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

月給

260,000円～400,000円
又は10時00分～19時00

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

31

自動車整備士 ・【整備士／検査員】

お客様からお預かりした車の整備等を
お願いします。

車検と修理の割合はほぼ同等。
国産や外国産のあらゆるメーカーの車

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

時給 (2)10時00分～19時00

159,600円～167,200円 (3)11時15分～20時15
又は9時30分～20時15

静岡県三島市長伏１３９－１

30

ファッションアドバ
イザー　／　メイ
リールー日清

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

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

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ひらおか
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時30分～18時00分

月給

175,000円～243,500円

静岡県三島市松本１４４－１
「佐川急便株式会社　三島営業
所」

29

経理事務 ・営業所経費管理
・経理業務補助
・営業所へ封筒・カタログなどの物品
発送
・倉庫の書類管理
・役員送迎、郵便局等の外出業務（社
有車（ＡＴ車）使用）

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 (2)7時30分～16時30分

180,000円～220,000円

静岡県三島市松本１４４－１
佐川急便株式会社　三島営業所

28

【週休３日導入】
セールスドライバー
職／三島営業所

＊担当エリアの集配・営業（ルート中
心）をお任せします。　

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


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

時給

172,000円～172,000円27

カスタマーサービス
職／三島営業所

お客様からのお荷物の配達状況のお問
合せや、ご不在の連絡・ご意見・ご相
談に対し、パソコンと電話を使ってお
答えします。
　
また、お客様からの集荷依頼・商談の
ご希望等を迅速にセールスドライバー

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 佐川急便株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)10時00分～19時00
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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2月6日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 055-983-3933 従業員数 8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- 1082531 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 052-452-0721 従業員数 12人

年　　齢: 44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 あり

求人番号: 23020- 7363831 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 055-973-1584 従業員数 7人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050-  948131 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 03-5295-7793 従業員数 26人

年　　齢: 18歳～61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: 13010-11896631 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 28時間

     TEL: 052-222-7377 従業員数 21人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 栄養士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 23020- 8320331 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 052-222-7377 従業員数 17人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 23020- 8350831 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 052-222-7377 従業員数 17人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 栄養士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 23020- 8351231 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 03-5839-2607 従業員数 13人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 食品衛生責任者 就業場所: 

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

求人番号: 13120- 2896231 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5839-2607 従業員数 11人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 食品衛生責任者 就業場所: 

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

求人番号: 13120- 2905331 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 055-989-0066 従業員数 4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- 1085331 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-989-0066 従業員数 4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- 1092731 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- 8361931 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 03-5225-1410 従業員数 7人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13080-11652931 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

静岡県三島市広小路町９－１４－
３Ｆ
当社　三島広小路店

月給 (2)20時30分～5時00分

223,100円～332,430円 (3)12時00分～20時00

静岡県三島市中田町９－３０

52

カラオケ店社員／三
島広小路店

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

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

月給

220,000円～270,000円

静岡県三島市幸原町２－１－３

51

美容師（ＱＢハウス
日清プラザ店）

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 ネイルサロン実務経
験者169,000円～250,000円

静岡県三島市幸原町２－１－３

50

ネイリスト ネイル業務全般 正社員 交替制あり ビューティサロンマーメイド（ビューティマーメイド株式会社）
雇用期間の定めなし (1)9時45分～18時15分

月給 エステサロンでの実
務経験あり169,000円～250,000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

49

エステティシャン エステティック業務全般 正社員 交替制あり ビューティサロンマーメイド（ビューティマーメイド株式会社）
雇用期間の定めなし (1)9時45分～18時15分

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

静岡県三島市一番町１３－１３
三島富士ビル１Ｆ
はなの舞　三島南口店

48

飲食店　店舗スタッ
フ／三島市／大衆食
堂　安べゑ

★時間と鮮度にこだわって仕入れた旬
の魚を、刺身をはじめ素材を　活かし
た料理で提供する業態です。
★ホール内での業務及びキッチン内の
業務を担当していただきます
・お客様のご案内、注文取り、レジ業
務

正社員 交替制あり チムニー　株式会社
雇用期間の定めなし (1)10時00分～19時00

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

静岡県三島市谷田２２７６
三島総合病院　老人保健施設
内　当社事業所

47

飲食店　店舗スタッ
フ／三島市／はなの
舞

★時間と鮮度にこだわって仕入れた旬
の魚を、刺身をはじめ素材を　活かし
た料理で提供する業態です。
★ホール内での業務及びキッチン内の
業務を担当していただきます
・お客様のご案内、注文取り、レジ業
務

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

月給 (2)6時30分～15時30分 経験者歓迎

174,120円～207,600円 (3)9時00分～18時00分

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

46

栄養士（請）／三島
市

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

わからないことや確認したいことはお
気軽にお尋ねください。

正社員以外 交替制あり 日清医療食品　株式会社　名古屋支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)5時00分～14時00分

月給 (2)8時30分～18時00分

174,120円～207,600円

静岡県三島市谷田藤久保２２７６
三島総合病院
内　当社事業所

45

調理師（請）／三島
市

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


正社員以外 日清医療食品　株式会社　名古屋支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)5時00分～14時00分

月給

177,090円～265,000円
又は5時00分～20時00

静岡県三島市大宮町３－１８－３
３
ドーミーイン三島（当社施設）

44

栄養士（請）／三島
市

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

正社員 交替制あり 日清医療食品　株式会社　名古屋支店
雇用期間の定めなし

月給 (2)13時00分～22時00 接客業務・ホテル業
務経験者歓迎
外国語（英語・中国

181,000円～236,800円 (3)9時00分～8時59分

静岡県三島市谷田３９９－１

43

ドーミーイン三島／
フロントスタッフ

当社直営ビジネスホテルフロント運営
業務全般

・接客対応（チェックイン、チェック
アウト、
　インフォメーション、精算など）
・予約業務（予約受付／販売設定な

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　共立メンテナンス
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

220,000円～400,000円

静岡県三島市一番町１７－５４
三島駅南口営業所

42

住宅基礎工事 住宅の基礎工事
掘削、鉄筋、生コン打設、型枠、整地
等を行います。
慣れるまでは、一緒に行った人が丁寧
に説明するので、不安になることもあ
りません。

正社員 変形（1年単位） 有限会社　吉田建設
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

190,000円～250,000円 (3)11時00分～20時00

静岡県三島市南田町２－３１

41

レンタカー事業ス
タッフ／三島駅南口
営業所

・レンタカーの貸渡業務
（来店受付、電話での予約・お問い合
わせ応対）
・レンタカーの管理・車両の運用コン
トロール
・お得意様への訪問、車両のお届け
・レンタカーの移動、給油

正社員 変形（1ヶ月単位） ニッポンレンタカー東海　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～17時00分 コールセンター業務
経験者、不動産業界
経験者など。

210,000円～400,000円40

管理部事務スタッフ 【管理部事務スタッフ】
主な業務として
１、電話応対
管理物件の入居者様、大家さんなどか
らの電話を受け、
業者さんや弊社現場スタッフを手配し
ます。

正社員 変形（1年単位） 株式会社　アーネスト
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 03-5225-1410 従業員数 13人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13080-12031731 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 054-251-0770 従業員数 20人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22010- 3346731 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 055-988-9087 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 歯科医師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050-  895031 各種保険： 雇用・労災・厚生・その他 月平均 8時間

     TEL: 055-988-9087 従業員数 8人

年　　齢: 62歳以下 休　　日： 木日祝 歯科衛生士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050-  896831 各種保険： 雇用・労災・厚生・その他 月平均 6時間

     TEL: 055-955-7776 従業員数 15人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 准看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030- 1534931 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 054-266-3216 従業員数 19人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22010- 3283631 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 055-999-0123 従業員数 16人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22030- 1347431 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 055-999-0123 従業員数 16人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22030- 1375131 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 055-975-7788 従業員数 16人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050-  966831 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-980-5678 従業員数 4人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 1034331 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 055-980-5678 従業員数 2人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 1035631 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-980-5678 従業員数 6人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 1037131 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-991-1199 従業員数 9人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 保育士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 社会福祉士

求人番号: 22050-  960731 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 その他の福祉・介護関係資格

静岡県三島市大社町５－６

月給 (2)9時30分～17時30分 障害福祉サービス未
経験でも、子育て
他、児童との関わり

173,000円～350,000円

静岡県三島市徳倉１－９－３

65

支援員 障害者自立支援法における放課後等デ
イサービス

・障がいのある就学児（小学校１年生
～高校３年生）をお持ちの　
　ご家庭のための学童施設、支援


正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊豆の郷
雇用期間の定めなし (1)10時30分～18時30

月給 (2)8時30分～17時30分 経験者優遇

295,000円～295,000円

静岡県三島市富田町　１－２１

64

施設管理者（シフ
ティーン三島）

当社運営の施設において、以下の管理
業務を担当していただきます。
・入居希望者様の申込調整、相談
・入居者様、ご家族様の生活相談
・介護職員の実務管理及び指導、労務
管理、給与計算
・月間収支報告、業者支払管理等

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　シフト
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 経験者優遇

295,000円～295,000円

静岡県三島市谷田　３１０－１０

63

施設管理者（グルー
プハウス三島富田
町）

当社運営の施設において、以下の管理
業務を担当していただきます。
・入居希望者様の申込調整、相談
・入居者様、ご家族様の生活相談
・介護職員の実務管理及び指導、労務
管理、給与計算
・月間収支報告、業者支払管理等

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

月給 経験者優遇

295,000円～295,000円
又は7時00分～19時00

静岡県三島市加茂川町４０８２－３

62

施設管理者（グルー
プハウス谷田）

当社運営の施設において、以下の管理
業務を担当していただきます。
・入居希望者様の申込調整、相談
・入居者様、ご家族様の生活相談
・介護職員の実務管理及び指導、労務
管理、給与計算
・月間収支報告、業者支払管理等

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　シフト
雇用期間の定めなし

月給 (2)8時30分～17時30分

190,800円～207,800円 (3)10時15分～19時15

静岡県三島市徳倉３－１－５１
グループホームひかり

61

介護職員 小規模多機能型居宅介護施設における
生活支援業務等全般
・食事介助
・入浴介助
・排泄介助
・レクリエーション　他


正社員 変形（1年単位） 有限会社ハーベストライフ
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 (2)8時30分～17時00分

162,000円～273,000円 (3)10時30分～19時00

静岡県三島市加茂川町３－３２
グループホームかもがわ

60

介護職員（グループ
ホームひかり）

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

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

月給 (2)8時30分～17時00分

162,000円～273,000円 (3)10時30分～19時00

静岡県三島市栄町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

59

介護職員（グループ
ホームかもがわ）

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

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

月給

256,000円～256,000円

静岡県三島市徳倉３－１－５３　ル・グランガーデン三島

58

訪問入浴看護職員／
三島事業所（三島
市）

訪問入浴サービスにおける、看護職員
の募集です。
事業所へ出勤後に３人一組（介護職員
２人、看護師１人）にて訪問入浴車を
運転しお客様ご自宅へ向かいます。
お客様のご自宅到着後、介護職員が入
浴機材等の準備をしている間にお客様

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

月給

240,000円～240,000円
又は7時00分～19時00

静岡県三島市徳倉８７６－２６

57

准看護師（ル・グラ
ンガーデン三島）

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ル・グラン
雇用期間の定めなし

月給 (2)13時00分～21時00

290,000円～350,000円 (3)9時00分～17時00分

静岡県三島市徳倉８７６－２６

56

歯科衛生士　遅番勤
務あり型

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

月給

500,000円～800,000円

静岡県三島市南本町１５－３５
　三島レディースクリニック

55

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

月給 (2)8時30分～12時30分

230,000円～310,000円

静岡県三島市松本２９４－３２
当社　三島松本店

54

外来看護師／三島市 ○不妊治療・婦人科における患者様の
治療の説明やご相談
○不妊治療中に行う注射・与薬の看護
業務
○採卵・移植の介助

正社員 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団　幸のめばえ
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時00分

月給 (2)20時30分～5時00分 経験者優遇

223,100円～332,430円 (3)12時00分～20時0053

カラオケ店社員／三
島松本店

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　シン・コーポレーション
雇用期間の定めなし (1)19時30分～4時00分
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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2月6日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 055-991-6668 従業員数 3人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 1022831 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-984-4500 従業員数 10人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050-  914031 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     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: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050-  916231 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 三級自動車整備士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり 二級自動車整備士

求人番号: 22050-  917531 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 自動車検査員

     TEL: 055-975-9055 従業員数 127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: 22050- 1008531 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 054-254-5838 従業員数 31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: 22010- 3517131 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 054-254-5838 従業員数 5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: 22010- 3519831 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0557-55-7783 従業員数 37人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 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: 22052-  323731 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0558-72-8885 従業員数 20人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050-  985431 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0558-72-8885 従業員数 20人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050-  986731 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 055-949-7330 従業員数 3人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水木他 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- 1089031 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 26時間

     TEL: 055-933-3750 従業員数 7人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22030- 1350131 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 055-948-1525 従業員数 48人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050-  924231 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県伊豆の国市長岡２６０－１

月給 電気、機械技術

270,000円～350,000円

静岡県伊豆の国市中島２４４
　ＴＯＳＥＩ内工場

78

ロープウェイマネジ
メントスタッフ

ロープウェイの機械整備を中心にマネジメントを行います。　　　電気、機械系のキャリアが求められます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆◇◆　急　募　◆◇◆正社員 変形（1年単位） 大日　株式会社　伊豆パノラマパーク
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給

145,980円～148,960円

静岡県伊豆の国市南條８５－１

77

真空包装機の組立て
作業

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

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

月給 建築経験
建築関係の営業経験215,000円～320,000円

静岡県伊豆の国市四日町１００

76

営業担当者 規格住宅の「ＢｉｎＯ」を商材とし
た、住宅営業をしていただきます。
モデルハウス（店舗）の来場者の対
応・商品ＰＲ・販売等を担当するので
すが、先ずは少しずつ丁寧に教えて行
きますので安心して下さい。
がんばる人を評価して、その結果を、

正社員 変形（1年単位） ファンファクトリー株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

日給 造園工としての経験
が必要267,000円～340,000円

静岡県伊豆の国市四日町１００

75

造園工 ・造園工事、庭園工事、エクステリア
工事
・樹木の剪定、除草作業及び片付け作
業
・工事写真のデータ整理などパソコン
業務も多少あり

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

日給

223,000円～274,000円

各現場（主に伊東市、および近隣の市町）

74

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

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

日給

170,000円～170,000円

静岡県三島市文教町１－４－１９
ＪＲ東海総合研修センター

73

警備員（交通誘導・
雑踏警備）

工事現場などでの交通誘導警備の仕事
です。
その他、イベント会場などでの雑踏警
備の仕事もあります。

○現場は主に伊東市内です。
　まれに近隣の市町での仕事もありま

正社員以外 有限会社　さとう総合警備
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

185,600円～185,600円

静岡県三島市寿町２－１２
警乗三島待機所

72

（請）常駐警備員
／　三島市

・研修センター内、建物内外の点検巡
回。
・敷地内への不法立入者の防止、監
視。
・出入者の受付管理。

＊事前教育４日間実施。

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　全日警　静岡支社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～7時59分

月給 (2)7時20分～19時45分

185,600円～185,600円 (3)8時20分～20時45分

静岡県三島市南町２番１９号

71

（請）新幹線警乗警
備員　／　三島市

テロ防止犯罪抑止等のため東海道新幹
線のぞみ、ひかり、こだま号に乗車
し、車内で巡回・点検業務を実施しま
す。
＊業務は制服にて行います。
＊乗務区間等詳しい内容については面
接にてお話します。

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　全日警　静岡支社
雇用期間の定めなし (1)7時05分～18時45分

時給

173,880円～181,440円

静岡県三島市川原ヶ谷５４８

70

（請）巡回清掃員 静岡県東部エリア各施設における

１　顧客施設定期清掃　（床ＷＡＸ・
カーペット洗浄等）
２　現場日常清掃員補助・代務・応援

・１名～４名にて社有車で移動

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社東海ビルメンテナス東静岡営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～16時00分

月給 自動車整備士３級以
上
または３年以上の自

220,000円～380,000円

静岡県三島市川原ヶ谷５４８

69

自動車整備士／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
・販売する自動車の納車前整備、付属
品取付等
・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）
・顧客車両の洗車、回送など上に付帯

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

170,000円～230,000円

静岡県三島市梅名４０７－７

68

自動車板金・塗装／
未経験者採用

・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 板金経験

193,000円～326,000円

静岡県三島市一番町１５－３２　芹沢ビル５階

67

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


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

月給

180,000円～180,000円66

職業指導員（利用者
への職業指導）

・障がいを持っている方に対して軽作
業を教えて頂きます。
・パソコン業務（エクセル、ワードな
どの簡単操作）
・利用者の送迎
・納品作業

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ケアライフ静岡
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和5年2月6日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 055-948-1525 従業員数 48人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050-  925531 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-948-1525 従業員数 48人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050-  928331 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-984-1501 従業員数 40人

年　　齢: 18歳～62歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 1064231 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 30時間

     TEL: 055-947-2200 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 二級ガソリン自動車
整備士

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050-  979331 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 054-282-8311 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22010- 3644431 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 054-282-8311 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22010- 3648931 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 045-938-5771 従業員数 5人

年　　齢: 44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: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり １級建設機械整備技能士

求人番号: 12100- 1269231 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間 ２級建設機械整備技能士

     TEL: 045-938-5771 従業員数 5人

年　　齢: 44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: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 12100- 1271331 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 03-5839-2607 従業員数 9人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 食品衛生責任者 就業場所: 

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

求人番号: 13120- 2918831 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5225-1410 従業員数 9人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13080-11843531 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 125人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 言語聴覚士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050-  915831 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 055-948-0555 従業員数 16人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

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

求人番号: 22050-  918431 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 055-986-0789 従業員数 10人

年　　齢: 69歳以下 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1084731 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県伊豆の国市中條２５２

月給 (2)11時00分～20時00

180,000円～200,000円

静岡県伊豆の国市長岡９５３－１

91

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

（仕事内容）

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

月給 (2)7時00分～16時00分

162,523円～206,537円 (3)10時00分～19時00

静岡県伊豆の国市長岡９４６

90

介護職員（小規模多
機能ホーム湯と里）

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

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

月給 (2)8時30分～12時30分

225,000円～315,000円

静岡県伊豆の国市古奈２１３－３
当社　伊豆長岡店

89

言語聴覚士 入院・外来患者様へのリハビリ業務を
担当していただきます。

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

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

月給 (2)20時30分～5時00分 経験者優遇

223,100円～332,430円 (3)12時00分～20時00

静岡県伊豆の国市南條７２４－１
０　
大武丸　伊豆長岡店

88

カラオケ店社員／伊
豆長岡店

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

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

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

静岡県伊豆の国市原木８５２－１

87

飲食店　店舗スタッ
フ／伊豆の国市／大
武丸

★時間と鮮度にこだわって仕入れた旬
の魚を、刺身をはじめ素材を　活かし
た料理で提供する業態です。
★ホール内での業務及びキッチン内の
業務を担当していただきます
・お客様のご案内、注文取り、レジ業
務

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

月給

180,000円～320,000円

静岡県伊豆の国市原木８５２－１

86

営業／静岡県伊豆の
国市

＊建設機械、自動車、高所作業車及び
関連機器のレンタル業務全般　の営
業。
＊来客対応。
＊ヤード内の整理。
＊建築、土木、イベント等の現場訪
問、機械の選定などのお客様へ　の

正社員 東京レンタル株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

204,000円～260,000円

静岡県伊豆の国市田京１２５８－
４４
介護老人保健施設　安寧の郷

85

サービススタッフ／
静岡県伊豆の国市

＊建設機械、自動車、高所作業車及び
関連機器の簡易整備、清掃、点検。
＊来客対応。
＊ヤード内の整理。
＊社用車（普通車：ライトバン等）の
運転業務あり。
※取扱い商品全般の研修、資格取得制

正社員 東京レンタル株式会社
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

静岡県伊豆の国市中条２３４－２
介護付き有料老人ホーム　夢無限
にらやま

84

（請）調理補助／伊
豆の国市

入所者様への食事提供にいける調理補
助業務です。
調理の補助・盛付・配膳
食器及び使用した器具の洗浄・消毒
調理室の洗浄など


正社員以外 変形（1ヶ月単位） 富士産業　株式会社　静岡事業部
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)11時00分～20時00

時給 (2)10時00分～19時30

180,600円～206,400円

静岡県伊豆の国市南江間１５０７－１

83

（請）調理スタッフ
／伊豆の国市

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

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 富士産業　株式会社　静岡事業部
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)5時30分～15時00分

月給 自動車整備工場での
就労経験があれば優
遇

225,000円～260,000円

静岡県伊豆の国市中條字新古川２
４１－１
長岡営業所

82

自動車修理作業及び
補助作業

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

＊車検作業。


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

月給 (2)7時00分～2時30分

159,600円～166,250円 (3)6時00分～18時15分

静岡県伊豆の国市長岡２６０－１

81

隔日勤務タクシー乗
務員（ドライバー）
長岡営業所

○移動を通じて市民を支える仕事で
す。
　仕事の基本はお客さまを目的地まで
快適で安全にお届けすること　です。
静岡県東部で最大のタクシー事業者で
す。法人のお客さま　やリピーターの
お客さまからの電話による予約が多

正社員 変形（1ヶ月単位） 伊豆箱根交通株式会社
雇用期間の定めなし (1)6時00分～2時30分

月給 販売店舗経験者

270,000円～350,000円

静岡県伊豆の国市長岡２６０－１

80

ショップ店長（候
補）

観光リゾート施設のショップとしては店舗スペースが広く、伊豆エリア最大級の品揃えがセールスポイントのお店です。そのショップのＭＤ計画はじめ、ＶＭＤほかインストアマーチャンダイジングや、売上管理やスタッフ管理に至るまでショップの運営全般を担っていただきます。ショップ運営業務の実務経験がある方は優遇致します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆◇◆　急　募　◆◇◆正社員 変形（1年単位） 大日　株式会社　伊豆パノラマパーク
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 接客販売経験

200,000円～350,000円79

碧テラス店舗スタッ
フ

ロープウェイで上った山頂・碧テラスの店舗スタッフです。接客販売、簡単な調理などを行います。正社員 変形（1年単位） 大日　株式会社　伊豆パノラマパーク
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 055-986-0789 従業員数 10人

年　　齢: 18歳～69歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 1088131 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-954-1211 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22030- 1320531 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0558-72-8885 従業員数 7人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050-  983231 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 27時間

     TEL: 0558-72-8885 従業員数 20人

年　　齢: 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-  984531 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0558-62-1712 従業員数 5人

年　　齢: 45歳以下 休　　日： 日他 準中型自動車免許 就業場所: 

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

求人番号: 22110-  279231 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 055-984-1501 従業員数 50人

年　　齢: 18歳～62歳 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 1050331 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 30時間

     TEL: 055-984-1501 従業員数 50人

年　　齢: 18歳～62歳 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 1055831 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 30時間

     TEL: 06-6227-8086 従業員数 4人

年　　齢: 18歳以上 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: 27010- 7540131 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 054-282-8311 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22010- 3647631 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0558-79-3651 従業員数 17人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 1078931 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 03-5816-6181 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： その他 時間外 あり

求人番号: 13010-13175031 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 27時間

     TEL: 03-5816-6181 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： その他 時間外 あり

求人番号: 13010-13177231 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 27時間

     TEL: 03-5816-6181 従業員数 10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: 13010-13190131 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県伊豆市修善寺８７４－１
修善寺温泉湯回廊　菊屋

日給

216,000円～259,200円

静岡県伊豆市修善寺８６０
湯めぐりの宿　修善寺温泉　桂川

104

調理業務／菊屋／伊
豆市／未経験可

宿泊業の調理業務全般 正社員以外 変形（1年単位） 株式会社　共立フーズサービス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～21時00分

日給 調理経験５年以上

291,600円～356,400円

静岡県伊豆市修善寺８６０
湯めぐりの宿　修善寺温泉　桂川

103

調理業務／桂川／伊
豆市／経験５年以上

・宿泊業の調理業務全般
・バイキング形式での提供
・料理のジャンルは問いません

正社員以外 変形（1年単位） 株式会社　共立フーズサービス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～21時00分

日給

216,000円～259,200円

静岡県伊豆市修善寺１４７番地３、１Ｆ

102

調理業務／桂川／伊
豆市／未経験可

・宿泊業の調理業務全般
・バイキング形式での提供
・料理のジャンルは問いません

正社員以外 変形（1年単位） 株式会社　共立フーズサービス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～21時00分

日給 (2)22時00分～6時00分

194,400円～259,200円

静岡県伊豆市冷川１５２３－１０
８
中伊豆リハビリテーションセン
ター

101

道路交通誘導等 工事現場等で道路交通誘導を行ってい
ただきます。
また、イベントなどの雑踏警備もあり
ます。

正社員 変形（1ヶ月単位） 永進警備株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給

215,000円～215,000円

静岡県伊豆市吉奈９８
東府やＲｅｓｏｒｔ＆ＳＰＡ―Ｉ
ＺＵ内
ｍａｈｏｒａ　ＳＰＡ

100

（請）調理補助　／
伊豆市冷川

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

正社員以外 富士産業　株式会社　静岡事業部
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)7時45分～16時45分

月給

190,000円～300,000円

静岡県伊豆市柏久保６３１－２１

99

リラクゼーションサ
ロンセラピストエス
テティシャン／伊豆

リラクゼーションサロンスパサロンで
のセラピスト業務

・アロマオイルを使用した施術あり
・フェイシャル、ボディ等の施術あり
・予約、受付業務
・カウセリング業務

正社員以外 株式会社ザ・デイ・スパ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)14時00分～23時00

月給 (2)7時00分～2時30分

159,600円～166,250円 (3)6時00分～18時15分

静岡県伊豆市柏久保６３１－２１

98

隔日勤務タクシー乗
務員（ドライバー）
修善寺営業所

○移動を通じて市民を支える仕事で
す。
　仕事の基本はお客さまを目的地まで
快適で安全にお届けすること　です。
静岡県東部で最大のタクシー事業者で
す。法人のお客さま　やリピーターの
お客さまからの電話による予約が多

正社員 変形（1ヶ月単位） 伊豆箱根交通株式会社
雇用期間の定めなし (1)6時00分～2時30分

月給 (2)7時00分～2時30分

159,600円～166,250円 (3)6時00分～18時15分

静岡県伊豆市牧之郷１８３－２　修善寺営業所

97

隔日勤務タクシー乗
務員（ドライバー）
修善寺営業所

○移動を通じて市民を支える仕事で
す。
　仕事の基本はお客さまを目的地まで
快適で安全にお届けすること　です。
静岡県東部で最大のタクシー事業者で
す。法人のお客さま　やリピーターの
お客さまからの電話による予約が多

正社員 変形（1ヶ月単位） 伊豆箱根交通株式会社
雇用期間の定めなし (1)6時00分～2時30分

月給

275,000円～300,000円

静岡県伊豆の国市四日町１００

96

ダンプの運転手およ
び重機運転手

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

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

日給

223,000円～340,000円

静岡県伊豆市大平２４１－１

95

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

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

月給 土木工事現場の経験
がある方308,000円～440,000円

静岡県伊豆の国市三福６３２－１
旭化成ファーマ株式会社

94

土木施工管理 ＜土木施工管理業務＞

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

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

時給 有機合成の経験

266,135円～297,445円

静岡県伊豆の国市中條２５２

93

医薬品会社での合成
及び分析業務

主業務：医薬品会社での合成及び分析
業務のお仕事です。
プロセス化学研究に関する反応・精
製・分析などの、実験業務を行いま
す。
付随業務：データ入力、分析装置管
理、実験室整頓、その他片付け、清掃

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

月給 (2)11時00分～20時00 福祉施設での業務経
験250,000円～280,000円92

管理者 軽度・精神知的障害者向グループホー
ムの管理業務

【仕事内容】
・入居者の生活管理（金銭・通院）
・職員の管理業務（シフト作成・業務
指導）

正社員 交替制あり グループホーム　ミライカ韮山（一般社団法人ミライカ）
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分
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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2月6日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 03-5816-6181 従業員数 10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: 13010-13191031 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 27時間

     TEL: 055-955-7776 従業員数 17人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030- 1533631 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 26人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030- 1535131 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 17人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 准看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030- 1539531 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 4人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030- 1570831 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0558-75-8660 従業員数 70人

年　　齢: 18歳～64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: 22050-  993731 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0558-75-8660 従業員数 70人

年　　齢: 18歳～64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-  994331 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 03-5220-8550 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13010-12045431 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-979-0909 従業員数 37人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 土日祝他 第二種電気工事士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 第一種電気工事士

求人番号: 22050-  920931 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 7時間 その他の電気工事関係資格

     TEL: 055-978-3900 従業員数 10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 あり

求人番号: 22050- 1038031 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0550-89-6633 従業員数 10人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 土日祝他 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 玉掛技能者

求人番号: 22031-  494031 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0550-89-6633 従業員数 10人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22031-  515931 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 054-280-0066 従業員数 12人

年　　齢: 59歳以下 休　　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: 22010- 3634231 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

静岡県田方郡函南町塚本６０９－
２
サガミシ－ド（株）セルフ伊豆中
央道ＳＳ

月給

186,000円～214,500円
又は0時00分～23時59

静岡県田方郡函南町間宮７３６－１　函南営業所

117

ガソリンスタンドス
タッフ／函南町塚本

・接客業務（給油、洗車）
・開店、閉店、清算業務
・各種カード案内
・整備業務（オイル交換等の軽整備）

＊危険物、整備士資格取得制度あり
＊未経験者歓迎（簡単な業務から親切

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

月給

212,650円～236,250円

静岡県田方郡函南町間宮７３６－１　函南営業所

116

配送職（函南営業
所）

固定得意先へのルート配送
システムキッチン、システムバス、ト
イレ等の水廻りの住宅設備機器及び上
下水道用資材を水道工事店、工務店、
リフォーム店へ販売しています。
社有車１ｔ～１．５ｔトラックを使用

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

203,500円～256,000円

静岡県田方郡函南町平井１７３３－２８

115

営業職（函南営業
所）

固定得意先へのルートセールス
キッチン、トイレ、洗面所、浴室等水
廻りの住宅設備機器類及び上下水道用
資材を水道工事店、工務店、リフォー
ム店へ販売しています。
※１ｔ～１．５ｔトラックを使用

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 溶接経験者

250,000円～290,000円

静岡県田方郡函南町肥田　４１１－１

114

溶接工 ＴＩＧ溶接 正社員 株式会社　アプト・マシナリー　函南事業所
雇用期間の定めなし (1)8時10分～17時10分

月給

180,000円～275,000円

静岡県伊豆市小立野１００
伊豆赤十字病院　内

113

電気工事士・電気工
事施工管理職

住宅、店舗、工場等の電気設備工事の
提案、設計、積算、施工、メンテナン
スなど幅広い業務を行います。
施工現場は、静岡県東部が中心です。

パソコンについてはワード・エクセル
の他、積算専用ソフト、原価管理ソフ

正社員 株式会社　長沢電機
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 調理業務経験

240,000円～300,000円

静岡県伊豆市湯ケ島９３７番

112

［契約］調理師／病
院／伊豆市小立野

・調理
・仕込み
・盛付け
・洗浄
・簡単なＰＣ操作　等

正社員以外 交替制あり 株式会社ＬＥＯＣ
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 (2)8時30分～17時30分

208,580円～238,060円 (3)10時00分～19時00

静岡県伊豆市湯ケ島９３９番４１

111

介護職員（ケアハウ
ス）／伊豆市

＜＜介護職員（ケアハウス）の内容と
して＞＞

ケアハウスに係るスタッフの募集で
す。
利用者様の生活に関する援助全般を
行っていただきます。

正社員 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　愛誠会　天城の杜
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 (2)8時30分～17時30分

208,580円～238,060円 (3)10時00分～19時00

静岡県伊豆市修善寺２４－３
通所介護事業所「ル・グランハー
ト修善寺」

110

介護職員（特養）／
伊豆市

＜＜介護職員（特養）の内容として＞
＞

特別養護老人ホームに係るスタッフの
募集です。
利用者様の生活に関する援助全般を
行っていただきます。

正社員 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　愛誠会　天城の杜
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 通所介護事業所勤務
経験者214,500円～214,500円

静岡県伊豆市修善寺２４－３　ル・グランガーデン修善寺

109

管理者（ル・グラン
ハート修善寺）

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

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

月給

240,000円～240,000円
又は7時00分～19時00

静岡県伊豆市修善寺２４－３
　住宅型有料老人ホーム「ル・グ
ランガーデン修善寺」

108

准看護師（ル・グラ
ンガーデン修善寺）

ル・グラングループは、静岡県東部に
て高齢者福祉事業を展開しています。

日々の生活において身の回りのお手伝
いを通じ、家族のような安心できる時
間をお届けしています。可能な限り住
み慣れた地域で、自分らしい暮らしを

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ル・グラン
雇用期間の定めなし

月給

260,000円～260,000円
又は7時00分～19時00

静岡県伊豆市修善寺２４－３　ル・グランガーデン修善寺

107

正看護師（ル・グラ
ンガーデン修善寺）

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

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ル・グラン
雇用期間の定めなし

月給 介護事業所管理経験
者優遇300,000円～300,000円

静岡県伊豆市修善寺８７４－１
修善寺温泉湯回廊　菊屋

106

施設長候補（ル・グ
ランガーデン修善
寺）

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

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

日給 和食調理５年以上

291,600円～356,400円105

調理業務／菊屋／伊
豆市／経験５年以上

宿泊業の調理業務全般 正社員以外 変形（1年単位） 株式会社　共立フーズサービス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～21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2月6日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 055-974-4381 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 二級建築士 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- 1072231 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 052-222-7377 従業員数 10人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 栄養士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 23020- 8318231 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 052-222-7377 従業員数 11人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 栄養士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 23020- 8324031 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 052-222-7377 従業員数 11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: 23020- 8353431 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-955-7776 従業員数 27人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030- 1529831 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-980-5678 従業員数 6人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 1045131 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-980-5678 従業員数 6人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 1046031 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 055-940-2411 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-  974831 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 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-  999831 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: 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- 1004131 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 4時間

     TEL: 055-944-6644 従業員数 43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 あり

求人番号: 22050- 1032431 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 4時間

     TEL: 055-956-4384 従業員数 13人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 社会福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 介護福祉士

求人番号: 22050- 1023231 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 精神保健福祉士

     TEL: 055-972-9488 従業員数 1人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1040431 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

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

月給

180,000円～240,000円

静岡県田方郡函南町畑毛４３１－５

130

商工会議所共済・福
祉制度スタッフ

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

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

月給 障がい福祉・高齢者
福祉の経験者をはじ
め、ブランクのある

265,000円～315,600円

静岡県田方郡函南町大竹２０－１

129

＜新規事業オープン
に伴う増員募集＞幹
部候補（就労支援
員）

２０２２年１１月事業所新規オープン
に伴い、次世代管理者・
スタッフの募集をしています。将来、
事業所をお任せできる
管理者になっていただけるよう障害福
祉事業のノウハウが
学べます。

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社心友　就労継続支援Ｂ型事業所　志～ｃｏｃｏｒｏ～
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時00分

月給 (2)9時30分～18時30分 介護支援専門員の現
任あるいは更新研修
修了者

194,628円～257,349円

静岡県田方郡函南町間宮７６０－１

128

介護支援専門員 軽費老人ホームの入所者６０名の施設
ケアプランの作成とそれに付随する業
務を行う。

介護業務のサポート。

軽費老人ホーム（特定施設）６０名・

正社員 変形（1ヶ月単位） （福）日本民生福祉協会　軽費老人ホーム　富士見が丘いこいの園
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給 (2)8時30分～17時30分

163,400円～173,720円 (3)10時00分～19時00

静岡県田方郡函南町間宮６１７－３

127

介護職員【小規模多
機能ホーム】

【ル・ソレイユ函南事業所の求人で
す】

◆「通い」「訪問」「宿泊」の３サー
ビスをお客様のご希望に合わせて行い
ます。入浴、食事、レクリエーション
等を通し、有意義な時間を過ごして頂

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　それいゆ
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

時給 (2)8時30分～17時30分

163,400円～173,720円 (3)10時00分～19時00

静岡県田方郡函南町間宮７６０－１

126

介護職員【ル・ソレ
イユ間宮】

・グループホームにおける介護業務
（食事、入浴、排泄等）をして　いた
だきます。
・夜勤のできる方を募集（月１回以
上）

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　それいゆ
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

時給 (2)8時30分～17時30分

163,400円～173,720円 (3)11時00分～20時00

静岡県田方郡函南町丹那１３１６
－４２６
南箱根ダイヤランド１３－２００
０

125

介護職員【ル・ソレ
イユ函南】

・グループホームにおける介護業務
（食事、入浴、排泄等）をして　いた
だきます。
・夜勤のできる方を募集（月１回以
上）

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　それいゆ
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 (2)8時30分～17時30分 経験者優遇

200,000円～200,000円

静岡県田方郡函南町丹那１３１６
－４２６
南箱根ダイヤランド１３－２００
０

124

有料老人ホーム施設
事務員（シフティー
ン熱海）

シフティーン熱海において下記の業務
を担当していただきます。
＊有料老人ホーム請求事務
＊介護保険請求事務
＊職員の労務管理、給与計算
＊物品（消耗品）管理
＊高齢者との散歩やレクリエーション

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　シフト
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 経験者優遇

295,000円～295,000円

静岡県田方郡函南町間宮７３４－３　ル・グランガーデン函南

123

施設管理者（シフ
ティーン熱海）

当社運営の施設において、以下の管理
業務を担当していただきます。
・入居希望者様の申込調整、相談
・入居者様、ご家族様の生活相談
・介護職員の実務管理及び指導、労務
管理、給与計算
・月間収支報告、業者支払管理等

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

月給 介護事業所管理経験
者優遇300,000円～300,000円

静岡県田方郡函南町平井１６９４
伊豆函南病院
内　当社事業所

122

施設長候補（ル・グ
ランガーデン函南）

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

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

時給

190,080円～224,640円
又は4時30分～19時30

静岡県田方郡函南町平井１６９４
伊豆函南病院
内　当社事業所

121

調理師（請）／田方
郡函南町

病院での食事サービス提供業務。
現地厨房にて食事の調理・切菜・配
膳・食器の洗浄などをお任せします。
・業界でのシェア率Ｎｏ．１の給食業
界最大手企業です。
・あいち女性輝きカンパニー認証企
業、育児休業取得率９０％以上

正社員以外 交替制あり 日清医療食品　株式会社　名古屋支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給

176,760円～220,000円
又は5時00分～20時00

静岡県田方郡函南町平井１６４９
伊豆函南病院
内　当社事業所

120

栄養士（請）／田方
郡函南町

２０２２年４月新規オープンにつきス
タッフ募集。
病院での食事サービス提供業務。
現地厨房にて、メニュー作成・食札や
栄養管理などの栄養事務や、社員指
導・勤務シフトの作成などの労務管理
等をお任せします。

正社員以外 交替制あり 日清医療食品　株式会社　名古屋支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給

177,090円～265,000円
又は5時00分～20時00

静岡県田方郡函南町丹那１３１６
－４６８
南箱根ダイヤランド３３－４０１

119

栄養士（請）／田方
郡函南町

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

正社員 交替制あり 日清医療食品　株式会社　名古屋支店
雇用期間の定めなし

月給 建築経験

225,000円～380,000円118

建築設計・建築現場
監理者

建築工事の施工監理及び設計監理
施主との打ち合わせ　見積
各種建築申請業務


　《《《　急　募　》》》

正社員 株式会社　モア
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2月6日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 0557-36-8881 従業員数 10人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝 一級建築士 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-  368931 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-36-8881 従業員数 10人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝 二級建築士 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-  369131 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-36-8881 従業員数 10人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052-  370831 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-51-4362 従業員数 38人

年　　齢: 64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: 2人 週休二日： なし 時間外 あり 車両系建設機械（解体用）運転技能者

求人番号: 22052-  380531 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 0557-51-4362 従業員数 38人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： なし 時間外 あり

求人番号: 22052-  381431 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-51-4362 従業員数 38人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 中型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： なし 時間外 あり ８トン限定中型自動車免許

求人番号: 22052-  382731 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間 大型自動車免許

     TEL: 0557-51-4362 従業員数 38人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 中型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： なし 時間外 あり ８トン限定中型自動車免許

求人番号: 22052-  383331 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間 大型自動車免許

     TEL: 0557-52-6639 従業員数 1人

年　　齢: 44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: 22052-  377931 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-37-2361 従業員数 8人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 第二種電気工事士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052-  321531 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0550-89-6633 従業員数 8人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 土日祝他 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 玉掛技能者

求人番号: 22031-  495831 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0550-89-6633 従業員数 8人

年　　齢: 35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-  497531 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 054-282-8311 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22010- 3474431 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 052-823-0211 従業員数 9人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 日祝他 大型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 23030- 2247031 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 30時間

静岡県伊東市川奈１２５７－９４　伊東サービスセンター

月給

170,000円～270,000円

静岡県伊東市宇佐美２４０５－２
介護老人保健施設のぞみ

143

トラック・バスの整
備／伊東サービスセ
ンター

トラック・バスの車検、定期点検、一
般整備を担当していただきます。
最初のうちは、戸惑うこともあろうか
とは思われますが、丁寧に指導させて
頂くことと、新人研修としてメカニッ
ク１年目研修で、スキルアップが図れ
ます。

正社員 変形（1ヶ月単位） 三菱ふそうトラック・バス　株式会社　東海ふそう
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

時給 (2)8時30分～17時30分

189,200円～206,400円

静岡県伊東市萩７８３－１
　伊東営業所

142

（請）調理　／　伊
東市宇佐美

入所者様への食事の調理業務です
仕込みなし
盛付：調理したものを食器に盛り付け
る
　　　入所者様に合った食事形態に
フードプロセッサーなどを使い
加工する

正社員以外 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ヶ月未満）(1)5時00分～14時00分

月給

212,650円～236,250円

静岡県伊東市荻７８３－１　伊東営業所

141

配送職（伊東営業
所）

固定得意先へのルート配送
システムキッチン、システムバス、ト
イレ等の水廻りの住宅設備機器及び上
下水道用資材を水道工事店、工務店、
リフォーム店へ販売しています。
社有車１ｔ～１．５ｔトラックを使用

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

203,500円～256,000円

静岡県伊東市寿町３－４

140

営業職（伊東営業
所）

固定得意先へのルートセールス
キッチン、トイレ、洗面所、浴室等水
廻りの住宅設備機器類及び上下水道用
資材を水道工事店、工務店、リフォー
ム店へ販売しています。
※１ｔ～１．５ｔトラックを使用

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 【あると活かせる経
験】
電気工事の経験、エ

200,000円～260,000円

静岡県伊東市吉田８１５－４４

139

電気工事士（現場作
業員、または現場管
理職）

【電気工事・空調工事に関わる作業全
般】
一般住宅・店舗・ホテル・公共施設な
どの電気配線や照明器具取付け、空調
機器取付工事などの現場作業を行いま
す。


正社員 株式会社　小川電気商会
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)13時00分～22時00

220,000円～240,000円

静岡県伊東市吉田９２０‐４０（工事部事務所）

138

ホテル施設運営ス
タッフ

新規開業４月ＯＰＥＮ　カフェを併設
した限定７室のゲストハウスです。
セルフチェックイン（チェックアウ
ト）システム導入。
専用システムでの予約業務　その他お
客様対応。
客室清掃は、業者が行います。点検確

正社員 交替制あり 株式会社　ＮＥＸＩＴ
雇用期間の定めなし (1)7時00分～15時00分

月給 ◆不問ですが、経験
のある方は優遇しま
す。

254,000円～363,000円

静岡県伊東市吉田９２０‐４０（工事部事務所）

137

トラックの運転手
＊＊急募＊＊

〇建設機械や資材の積込み、運搬
〇その他、産業廃棄物等の積込み、運
搬（現場での軽作業等あり）

※現場の範囲は静岡県東部（主に伊東
市、熱海市）、神奈川県西部です。


正社員 株式会社　新光重機土木
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 ◆不問ですが、経験
のある方は優遇しま
す。

254,000円～363,000円

静岡県伊東市吉田９２０‐４０（工事部事務所）

136

自動車整備　＊＊急
募＊＊

〇車両の整備や点検、塗装など

※未経験の方、車両などに興味がある
方歓迎します。


正社員 株式会社　新光重機土木
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

304,000円～513,000円

静岡県伊東市吉田９２０‐４０（工事部事務所）

135

土木・解体現場の管
理　＊＊急募＊＊

○土木・解体現場の管理業務

○見積もり・報告書の作成

○お客様協力会社との打ち合せ等

※現場の範囲は静岡県東部（主に伊東

正社員 株式会社　新光重機土木
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 ◆不問ですが、経験
のある方は優遇しま
す。

234,000円～413,000円

静岡県伊東市川奈１２５７－７４
【アイフルホーム伊東店】

134

土木作業員　＊＊急
募＊＊

○土木工事、解体工事現場での基礎工
事等

○建設車両の操作・運転等

〇経験者の方には経験年数に応じて、
現場職長の業務も行っていただきま

正社員 株式会社　新光重機土木
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 木造住宅の現場監理
経験、大工経験あれ
ば尚可

205,000円～290,000円

静岡県伊東市川奈１２５７－７４
【アイフルホーム伊東店】

133

工務監督（アイフル
ホーム伊東店）

アイフルホーム伊東店において、戸建
木造注文住宅の設計・施工管理を担当
していただきます。
　
※ＣＡＤ研修・工務研修等、本部研修
制度が有ります。


正社員 変形（1年単位） 塩地総合開発　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時00分

月給 木造住宅の現場監
理、建築確認申請業
務の経験あれば尚可

215,000円～350,000円

静岡県伊東市川奈１２５７－７４
【アイフルホーム伊東店】

132

二級建築士（アイフ
ルホーム伊東店）

アイフルホーム伊東店において、戸建
木造注文住宅の設計・施工管理・建築
確認申請業務を担当していただきま
す。
　
※ＣＡＤ研修・工務研修等、本部研修
制度が有ります。

正社員 変形（1年単位） 塩地総合開発　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時00分

月給 木造住宅の現場監
理、建築確認申請業
務の経験あれば尚可

300,000円～400,000円131

一級建築士（アイフ
ルホーム伊東店）

アイフルホーム伊東店において、戸建
木造注文住宅の設計・施工管理・建築
確認申請業務を担当していただきま
す。
　
※ＣＡＤ研修・工務研修等、本部研修
制度が有ります。

正社員 変形（1年単位） 塩地総合開発　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30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2月6日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 0557-37-6851 従業員数 9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-  331731 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 22時間

     TEL: 0557-37-6851 従業員数 22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-  333631 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 22時間

     TEL: 053-471-1414 従業員数 25人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22020- 3213431 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 055-972-9488 従業員数 4人

年　　齢: 64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 なし

求人番号: 22050- 1042331 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 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052-  394131 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     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-  395031 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-36-6820 従業員数 140人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22052-  336031 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-35-9034 従業員数 62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-  337831 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0557-35-9034 従業員数 62人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052-  339531 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: 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 なし

求人番号: 22052-  341631 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-51-9166 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 月他 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: 22052-  344031 各種保険： 雇用・労災 月平均 20時間

     TEL: 0557-51-0222 従業員数 6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-  348431 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-51-0222 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052-  349731 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 9時間

静岡県伊東市富戸７７４－１
【イサナリゾート】

月給 調理業務

230,000円～500,000円
又は7時00分～20時30

静岡県伊東市富戸７７４－１
【イサナリゾート】

156

調理スタッフ 調理全般作業
○食材準備
○仕込み
○調理
○盛りつけ　等

◎高価格帯のリゾートホテルで自分の

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　イサナ
雇用期間の定めなし

月給 (2)15時00分～20時30

250,000円～500,000円

静岡県伊東市富戸１０９４－１２

155

アシスタントマネー
ジャー

マネージャーとして、ホテルの管理業
務全般を担当していただきます。
●フロントの接客対応
　フロント業務から予約対応（電話や
インターネットによる）
　お客様の案内業務
●レストランにおける接客対応

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　イサナ
雇用期間の定めなし (1)8時30分～11時30分

月給 (2)12時00分～22時00

220,000円～248,400円

静岡県伊東市岡２８１

154

ペンション業務【概
ね週休３日制】

全６室のペンション業務全般
○予約対応
○フロント接客対応及びご案内
（チェックイン、チェックアウト、お
会計等）
○お食事処またはお部屋ににおける食
事の提供

正社員 交替制あり お宿　癒楽里
雇用期間の定めなし (1)7時00分～17時00分

時給 ※未経験者歓迎

163,400円～163,400円

静岡県伊東市湯川４丁目２－１５

153

調理見習い 調理全般（和食・中華）を料理長の指
示で行います。
　○料理の盛り付け
　○バイキング形式のレストランにお
いて、寿司・天ぷら等の
　　ライブ調理（お客様の目の前で行
う調理）および接客対応

正社員以外 変形（1年単位） 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)6時00分～21時00分

月給 (2)17時00分～21時00

228,000円～260,000円

静岡県伊東市湯川４丁目２－１５

152

レストランの接客係 レストランにて食事の提供

○ホテル内レストランにおいて、朝食
と夕食の提供をする
　仕事です。

※朝食：バイキング料理

正社員 変形（1年単位） 東京信用販売株式会社　ホテル伊東パウエル
雇用期間の定めなし (1)6時30分～10時30分

月給 (2)17時00分～21時00

260,000円～320,000円

静岡県伊東市岡２８１

151

レストランの接客係
【責任者】

レストランにて食事の提供

○ホテル内レストランにおいて、朝食
と夕食の提供をする
　仕事です。
○レストランスタッフの管理（シフト
など）

正社員 変形（1年単位） 東京信用販売株式会社　ホテル伊東パウエル
雇用期間の定めなし (1)6時30分～10時30分

時給 経験者希望

180,600円～223,600円
又は6時00分～21時00

静岡県伊東市広野２丁目２番５号

150

調理スタッフ ○調理全般（和食中心）
○バイキング形式のレストランにおい
ての調理
　（寿司、天ぷら、ビザ、ステーキ
など）
〇接客応対
○調理場の片づけ等

正社員以外 変形（1年単位） 株式会社　聚楽
『伊東ホテルジュラク』雇用期間の定めなし

月給 (2)9時00分～21時00分 宿泊施設でのフロン
ト業務経験172,380円～172,380円 (3)12時30分～21時00

又は7時00分～21時00

静岡県伊東市広野２丁目２番５号

149

フロント業務 宿泊施設のフロント業務です。
・チェックイン、チェックアウト業務
・予約受付業務
（基本は予約センターが別にあるた
め、現地電話対応分のみ）
・お部屋へのご案内（一部露天風呂付
客室）

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 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）(1)7時00分～15時30分

月給 (2)6時00分～20時00分 調理業務経験のある
方253,080円～253,500円

静岡県伊東市銀座元町６番１１号　　　　　　　　　　　　　　　アクサ生命保険株式会社　静岡支社　三島営業所　伊東分室

148

調理業務 旅館内調理場にて調理業務全般を行い
ます
○仕込み
○調理
○盛り付け
○料理の運搬
○調理場内の清掃・片付け

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 高校卒業程度 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）(1)5時30分～20時00分

月給

180,000円～240,000円

静岡県伊東市富戸１０９７
【伊東支店】

147

商工会議所共済・福
祉制度スタッフ

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

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

月給

160,000円～300,000円

静岡県伊東市広野３‐４‐４
【ドコモショップ伊東店】

146

一般事務（伊東支
店）

電話の収受含めた一般事務（売掛管理、請求書発行、見積もり作成、ＰＣ入力、帳票整理等）事務所内の清掃及び環境整備正社員 変形（1年単位） エネジン　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

180,000円～200,000円

静岡県伊東市川奈１２５７‐１１
７
【ＳｏｆｔＢａｎｋ伊東川奈】

145

携帯電話販売（ドコ
モショップ伊東店）

携帯電話サービスに関連する接客・コ
ンサルティング
○端末販売…携帯電話及び付属品等の
販売
○故障対応…修理以来の受付・代替機
の貸出
○相談応対…プラン見直しや機種決

正社員 株式会社　サン・エレック
雇用期間の定めなし (1)10時00分～19時00

月給

180,000円～200,000円144

携帯電話販売（Ｓｏ
ｆｔＢａｎｋ伊東川
奈）

携帯電話サービスに関連する接客・コ
ンサルティング

○端末販売…携帯電話及び付属品等の
販売
○故障対応…修理以来の受付・代替機
の貸出

正社員 株式会社　サン・エレック
雇用期間の定めなし (1)10時00分～19時00
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