
【熱海地区フレッシュ求人】 令和5年4月3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- 7670931 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 03-5645-6888 従業員数 2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: 13010-31611531 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 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: 13010-35817831 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 03-3201-6655 従業員数 12人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 マンション管理士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13010-35819531 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 03-3201-6655 従業員数 12人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 マンション管理士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 管理業務主任者

求人番号: 13010-26178631 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: 13010-25732231 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 050-3665-9236 従業員数 52人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13010-28939931 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20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: 13040-32228331 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: 13040-32232231 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-6857-2529 従業員数 71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: 13040-42623731 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-6857-2529 従業員数 71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: 13040-34976231 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 03-6436-8972 従業員数 30人

年　　齢: 18歳～69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: 13040-41893931 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     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: 13040-39355331 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

静岡県熱海市渚町２２－８

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

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

静岡県熱海市緑ガ丘町１４－１０
ソーシャルインクルーホーム熱海
★５月オープン予定です　※変更
になる場合もございます。

13

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 介護職経験１年以上
ある方（無資格可）
または

240,000円～240,000円

静岡県熱海市熱海１９９３－６５

12

障がい者施設の生活
支援員／熱海

グループホームの入居者の食事作り、
清掃、見守り、服薬管理、通院同行、
生活介助のお仕事です。◎介護経験１
年ある方は無資格可
◎シフト制◎２０名程度の入居者がい
る施設です。


正社員 変形（1ヶ月単位） ソーシャルインクルー株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 ◆ホテル業経験
◆接客・販売経験225,300円～397,100円

又は8時30分～21時00

静岡県熱海市熱海１９９３－６５

11

【正社員】売店／ホ
テルニューアカオ

●仕事内容
ホテルニューアカオ内の売店での販売
業務をお願いします。
お土産品やドリンク類などたくさんの
商品がありますが、まずは商品の場所
を覚えて、お客様にご案内できるよう
になってください。

正社員 交替制あり 株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント
雇用期間の定めなし

月給

225,300円～397,100円
又は8時00分～20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

10

【正社員】経理事務
／ホテルニューアカ
オ

●仕事内容
ホテルニューアカオでの経理のお仕事
です。
入出金・各種伝票の起票売上管理、小
口現金管理、労務管理などをお願いし
ます。
経理や事務作業の経験がある方は、経

正社員 交替制あり 株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント
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

9

【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

静岡県熱海市咲見町８－３
「大江戸温泉物語あたみ」（当社
直営）

8

【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 バイキングレストラ
ン等の調理経験３年
以上

220,000円～300,000円

静岡県熱海市伊豆山

7

ホテルのバイキング
調理スタッフ／静岡
県熱海市／経験者優
遇

【仕事内容】大江戸温泉物語／あたみ

・和洋中の調理
・仕込み
・ライブキッチンコーナーで調理、接
客
・食材管理（仕入・在庫含む）

正社員 交替制あり 大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツ株式会社
雇用期間の定めなし (1)5時00分～21時30分

月給

187,000円～187,000円

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

6

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ヶ月以上）(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２

321,440円～376,180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

マンション管理フロ
ント職（課長クラ
ス）熱海・山中湖

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

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

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

296,130円～310,410円

静岡県熱海市田原本町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

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

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

静岡県熱海市春日町９番１号
ザ・クレストタワー熱海

3

【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

218,000円～218,000円

静岡県熱海市泉２３１－３６
「けあビジョンホーム熱海」

2

マンション管理員／
熱海市

・リゾートマンションの管理業務
　管理員チーフとして、管理業務の
チェック
　及び指導・報告を行って頂きます。
・専有部向けサービス業務（点検立
会、室内清掃等）
　リゾート／保養所利用の居室に関す

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ゴールドクレストコミュニティ
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)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 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

≪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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【熱海地区フレッシュ求人】 令和5年4月3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: 03-3426-2600 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: 13070-20330731 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: 13070-20333931 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: 13070-16589131 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 03-3359-8161 従業員数 15人

年　　齢: 不問 休　　日： 火水他 食品衛生管理者 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 防火管理者（甲種・乙種）

求人番号: 13080-25892331 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 危険物取扱者（丙種）

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 21人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水木他 インテリアコーディ
ネーター

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 一級建築士

求人番号: 13080-28691631 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 二級建築士

     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: 13080-30045431 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-10472331 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: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-10476031 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: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-10477831 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: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-10489731 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 79人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-10550431 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: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-10553631 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 52人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-10573831 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

静岡県熱海市和田浜南町７番地２
号
ウオミサキホテル

月給

223,900円～266,490円
又は6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）

26

契約社員／調理・補
助／未経験者歓迎／
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・調理補助全般
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
・その他盛付等補助業務
ご自宅から通勤可能で、通勤交通費支

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給

223,900円～266,490円
又は6時00分～21時00

静岡県熱海市昭和町１０－３３
熱海金城館

25

契約社員／調理・補
助／未経験者可／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・調理補助全般
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
・その他盛付等補助業務
ご自宅から通勤可能で、通勤交通費支

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給

223,900円～266,490円
又は6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

24

地域限定契約社員／
調理・補助／未経験
者歓迎／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・調理補助全般
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
・その他盛付等補助業務
ご自宅から通勤可能で、通勤交通費支

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給

223,900円～223,900円
又は6時00分～22時00

静岡県熱海市咲見町６－１
アタミシーズンホテル

23

地域限定契約社員／
ホテルサービスス
タッフ（ホテル大野
屋）

フロント、レストラン、予約、客室清
掃等、業務全般をお願いします。
具体的には、
フロント・予約：チェックイン、
チェックアウトの手続き、予約対応、
その他お客様対応等
レストラン：料理の補充、下膳、お客

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給

223,900円～223,900円
又は6時00分～22時00

静岡県熱海市田原本町４－１６
伊東園ホテル熱海館

22

地域限定契約社員／
サービススタッフ／
アタミシーズンホテ
ル

フロント、レストラン、予約、客室清
掃等、業務全般をお願いします。
具体的には、
フロント・予約：チェックイン、
チェックアウトの手続き、予約対応、
その他お客様対応等
レストラン：料理の補充、下膳、お客

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給

223,900円～223,900円
又は6時00分～22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

21

地域限定契約社員／
サービススタッフ
（伊東園ホテル熱海
館）

フロント、レストラン、予約、客室清
掃等、業務全般をお願いします。
具体的には、
フロント・予約：チェックイン、
チェックアウトの手続き、予約対応、
その他お客様対応等
レストラン：料理の補充、下膳、お客

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給

223,900円～223,900円
又は6時00分～22時00

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

20

契約社員／ホテル
サービススタッフ
（ウオミサキホテ
ル）

フロント、レストラン、予約、客室清
掃等、業務全般をお願いします。
具体的には、
フロント・予約：チェックイン、
チェックアウトの手続き、予約対応、
その他お客様対応等
レストラン：料理の補充、下膳、お客

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給 ■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

静岡県熱海市田原本町９－１　熱
海第一ビル９階
当社：熱海駅前店

19

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
』内のレストランにて和食部門の調理

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 住宅・建築関連の業
務でのご経験をお持
ちの方

300,000円～500,000円

静岡県熱海市春日町１４－９「トーカ熱海」（当社運営）

18

リフォームコーディ
ネーター／熱海駅前
店

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

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

月給 保養所管理経験者歓
迎200,000円～300,000円

静岡県熱海市中央町１９－３９
マックスバリュ熱海店１階

17

トーカ熱海保養所管
理人及び管理人補佐

夫婦住み込みによる保養所管理全般
・設備、備品、勤怠等の管理
・書類作成、届出等
・接客、緊急時の対応等

正社員以外 東京貨物運送健康保険組合
雇用期間の定めなし (1)7時00分～21時00分

月給

220,000円～270,000円

静岡県熱海市下多賀１１２０－１
宮川浄水場

16

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

静岡県熱海市下多賀１１２０－１
宮川浄水場

15

【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 ＊水道工事（水道工
務店勤務）等経験者
優遇

234,100円～292,300円14

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）
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和5年4月3日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 142人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-10575531 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 46人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-10576431 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 95人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-10602131 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: 13090-10623731 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: 13090-10626931 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: 13090-10642931 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: 13090-10648431 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: 13090-10661831 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: 13090-10665731 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: 13090-10668931 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: 13090-10682731 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: 13090-10685931 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: 13090-10689231 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

静岡県熱海市田原本町４－１６
伊東園ホテル熱海館

月給 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

39

【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

静岡県熱海市和田浜南町３－９
ホテル大野屋

38

【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 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

37

【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

36

【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

35

【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

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

34

【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272,570円～272,570円

静岡県熱海市昭和町１０－３３
熱海金城館

33

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

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

32

【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

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

静岡県熱海市昭和町１０－３３
熱海金城館

31

【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 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

30

【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

223,900円～266,490円
又は6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

29

地域限定契約社員／
調理・補助／未経験
者歓迎／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・調理補助全般
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
・その他盛付等補助業務
ご自宅から通勤可能で、通勤交通費支

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給

223,900円～266,490円
又は6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

28

契約社員／調理・補
助／未経験者歓迎／
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・調理補助全般
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
・その他盛付等補助業務
ご自宅から通勤可能で、通勤交通費支

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給

223,900円～266,490円
又は6時00分～21時00

27

契約社員／調理・補
助／未経験者歓迎／
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・調理補助全般
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
・その他盛付等補助業務
ご自宅から通勤可能で、通勤交通費支

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和5年4月3日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-10690731 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: 13090-10707831 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: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-10339031 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: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090-10346131 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 108人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090- 9740731 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- 9790331 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- 9867831 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- 9872931 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- 9895731 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- 9901331 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- 9902631 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- 9912131 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- 9986631 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

静岡県熱海市昭和町１０－３３
熱海金城館

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

52

【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 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

51

【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

50

【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

49

【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）

48

【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

47

【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

（１）〒４１３－００１３　静岡
県熱海市銀座町１－１６
（２）〒４１３－００２３　静岡
県熱海市和田浜南町３－９

46

【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 旅館やホテルでの接
客経験301,760円～301,760円

静岡県熱海市田原本町４－１６
伊東園ホテル熱海館

45

【正社員】ホテル宴
会時の接客及び会場
準備等／熱海勤務の
み

当グループホテルでの団体宴会時の接
客をお任せいたします。
ゆくゆくは宴会サービス部門の仕切り
や部下の育成をお願いしたいです。

主な業務は以下です。
・団体宴会時の接客

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

月給 モンゴル語・インド
ネシア語・ベトナム
語・中国語のいずれ

236,060円～236,060円
又は6時00分～22時00

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

44

外国語を活かせる仕
事／通訳／契約社員
／伊東園ホテル熱海
館

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

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給

223,900円～223,900円
又は6時00分～22時00

静岡県熱海市昭和町１０－３３
熱海金城館

43

契約社員／ホテル
サービススタッフ
（ニューフジヤホテ
ル）

フロント、レストラン、予約、客室清
掃等、業務全般をお願いします。
具体的には、
フロント・予約：チェックイン、
チェックアウトの手続き、予約対応、
その他お客様対応等
レストラン：料理の補充、下膳、お客

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給

223,900円～223,900円
又は6時00分～22時00

静岡県熱海市和田浜南町３－９
ホテル大野屋

42

地域限定契約社員／
ホテルサービスス
タッフ（熱海金城
館）

フロント、レストラン、予約、客室清
掃等、業務全般をお願いします。
具体的には、
フロント・予約：チェックイン、
チェックアウトの手続き、予約対応、
その他お客様対応等
レストラン：料理の補充、下膳、お客

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給 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

41

【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40

【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
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和5年4月3日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 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- 9992731 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: 13090-10019331 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: 13090-10022831 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: 13090-10024531 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: 13090-10035631 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- 8821131 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- 8829631 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- 8874831 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- 8878731 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- 8881031 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- 8899831 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- 8984931 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- 8999731 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301,760円～301,760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

65

全国転勤／ホテル施
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 施設管理実務経験３
年以上が目安301,760円～301,760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

64

全国転勤／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

静岡県熱海市咲見町６－１
（アタミシーズンホテル）

63

全国転勤／料理長
（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～20時30分

月給 調理実務経験３年以
上が目安352,880円～352,880円

静岡県熱海市田原本町４－１６
伊東園ホテル熱海館

62

全国転勤／料理長
（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～20時30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７－２
（ウオミサキホテル）

61

全国転勤／料理長
（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～20時30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）

60

全国転勤／料理長
（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～20時30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）

59

全国転勤／料理長
（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～20時30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

58

全国転勤／料理長
（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～20時30分

月給 調理実務経験３年以
上が目安352,880円～352,880円

静岡県熱海市咲見町６－１
アタミシーズンホテル

57

【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

月給 調理実務経験３年以
上が目安352,880円～352,880円

静岡県熱海市田原本町４－１６
伊東園ホテル熱海館

56

【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 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

55

【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

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

54

【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352,880円～352,880円53

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
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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: 03-5979-5911 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- 9120331 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- 9128431 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- 9133831 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- 9149131 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- 8311731 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- 8315131 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- 8379431 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- 8383031 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- 8387431 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- 8404031 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- 8461931 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- 8465231 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- 8494931 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

静岡県熱海市和田浜南町７－２
ウオミサキホテル

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）

78

【全国転勤】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４
２．０万円以上。
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）

77

【全国転勤】ホテル
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４
２．０万円以上。
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

76

【全国転勤】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４
２．０万円以上。
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 調理実務経験３年以
上が目安278,650円～333,400円

静岡県熱海市咲見町６－１
アタミシーズンホテル

75

【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


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278,650円～333,400円

静岡県熱海市田原本町４－１６
伊東園ホテル熱海館

74

【正社員】ホテル調
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


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278,650円～333,400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

73

【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


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278,650円～333,400円

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

72

【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


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278,650円～333,400円

静岡県熱海市昭和町１０－３３
熱海金城館

71

【正社員】ホテル調
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


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278,650円～333,400円

静岡県熱海市和田浜南町３－９
ホテル大野屋

70

【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


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301,760円～301,760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

69

全国転勤／ホテル施
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301,760円～301,760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

68

全国転勤／ホテル施
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301,760円～301,760円

又は9時00分～21時00

静岡県熱海市和田浜南町７－２
ウオミサキホテル

67

全国転勤／ホテル施
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301,760円～301,760円

又は9時00分～21時00

66

全国転勤／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
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和5年4月3日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13090- 8496031 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- 8498231 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- 8506331 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 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: 14010-15858931 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間 管理業務主任者

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 19人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水木他 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: 14010-15861231 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間 二級建築士

     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: 14010-15966131 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: 14010-15967031 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0465-20-5240 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- 1367031 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 0466-27-9786 従業員数 0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: 14080- 4240931 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0466-27-9786 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 中型自動車免許 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: 14080- 4241131 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0466-27-9786 従業員数 0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: 14080- 4242031 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0466-27-9786 従業員数 0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: 14080- 4244231 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0466-27-9786 従業員数 0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: 14080- 4245531 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

静岡県熱海市熱海１９９３ー６５

時給

206,400円～223,600円

静岡県熱海市熱海１９９３－６５

91

リゾートホテルでの
調理補助業務（静岡
県熱海市）

ホテル内厨房での食材のカット・盛付など付随する業務有期雇用派遣労働者 変形（1ヶ月単位） 有限会社　グッドフェローズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)6時00分～22時00分

時給

206,400円～223,600円

静岡県熱海市熱海１９９３ー６５

90

リゾートホテルでの
フロントスタッフ
（静岡県熱海市）

チェックイン・チェックアウト、電話応対、お客様対応、ＰＣ入力、他雑務など有期雇用派遣労働者 変形（1ヶ月単位） 有限会社　グッドフェローズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)6時00分～22時00分

時給

172,000円～189,200円

静岡県熱海市熱海１９９３－６５

89

リゾートホテルでの
洗い場業務（静岡県
熱海市）

ホテル内厨房での食器洗浄・残飯処理・清掃など付随する業務を担当していただきます。有期雇用派遣労働者 変形（1ヶ月単位） 有限会社　グッドフェローズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)6時00分～22時00分

時給 (2)9時00分～18時00分

206,400円～223,600円

静岡県熱海市熱海１９９３－６５

88

リゾートホテルでの
送迎スタッフ（静岡
県熱海市）

リゾートホテルを利用するお客様の送
迎。シャトルバスでホテル～最寄り駅
間を運転します。

有期雇用派遣労働者 変形（1ヶ月単位） 有限会社　グッドフェローズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時00分～17時00分

時給

206,400円～223,600円

静岡県熱海市泉４２８－３
「三井物産　人材開発センター」

87

リゾートホテルでの
アクティビティス
タッフ（静岡県熱海
市）

マリンスポーツなどのアクティビティでの受付、お客様案内やスタッフの補助など有期雇用派遣労働者 変形（1ヶ月単位） 有限会社　グッドフェローズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)6時00分～22時00分

月給

237,000円～320,000円

静岡県熱海市清水町１８－３
熱海ひかり（当法人施設）

86

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
熱海ひかり（当社法人施設）

85

専門的支援スタッフ
【熱海ひかり】（心
理学部卒の方対象）

・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

84

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

300,000円～500,000円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱
海第一ビル９階
当社　熱海駅前店

83

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

285,000円～450,000円

静岡県熱海市和田浜南町３－９
ホテル大野屋

82

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 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

81

【全国転勤】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４
２．０万円以上。
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

80

【全国転勤】ホテル
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４
２．０万円以上。
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

79

【全国転勤】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４
２．０万円以上。
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

7/14



【熱海地区フレッシュ求人】 令和5年4月3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: 0466-27-9786 従業員数 0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: 14080- 4082031 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0466-27-9786 従業員数 0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: 14080- 4072931 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0466-27-9786 従業員数 0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: 14080- 4073131 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0466-27-9786 従業員数 0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: 14080- 3997231 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0466-27-9786 従業員数 0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: 14080- 3335631 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0466-27-9786 従業員数 0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: 14080- 3336931 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     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- 6839331 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 0550-89-6633 従業員数 9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- 1007431 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 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- 1008731 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 7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- 1017331 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20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- 1873631 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-975-9055 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 その他の免許資格 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- 2173231 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-82-3000 従業員数 361人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 2007131 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 18時間

静岡県熱海市昭和町２０－２０

月給

179,300円～200,000円

静岡県熱海市田原本町９－１

104

医療事務 ＰＣ入力業務
受付
会計
レセプト請求
請求書の処理業務
電話対応

正社員 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団伊豆七海会　熱海所記念病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給 電気・衛生・空調関
連219,000円～253,000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

103

巡回設備員 ・保守管理、保守作業（空調・排水な
ど）
・立ち会い
・常駐現場代務
・パソコンによる報告書作成
・見積書作成　等

正社員以外 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～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
　熱海営業所

102

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

203,500円～256,000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

101

営業職（熱海営業
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

182,500円～208,500円

静岡県熱海市伊豆山大黒崎２６８－３３　熱海営業所

100

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

212,650円～236,250円

静岡県熱海市上多賀５９８－３
熱海支店

99

配送職（熱海営業
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 事務経験

165,110円～200,000円

静岡県熱海市東海岸町１３－９３

98

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

時給

258,000円～292,400円

静岡県熱海市東海岸町１３－９３

97

リゾートホテルでの
調理師（静岡県熱海
市）

ホテル内厨房での調理業務
和食中心ですが、それ以外もご相談く
ださい。

有期雇用派遣労働者 変形（1ヶ月単位） 有限会社　グッドフェローズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)6時00分～22時00分

時給

223,600円～240,800円

静岡県熱海市西熱海町１ー５－１６

96

リゾートホテルでの
レストランスタッフ
（静岡県熱海市）

ホテル内のレストランでの配膳・下膳やオーダー受け、お客様対応などを担当していただきます。有期雇用派遣労働者 変形（1ヶ月単位） 有限会社　グッドフェローズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)6時00分～22時00分

時給 レストランやフロン
トなどでの接客経験
があれば尚可

240,800円～240,800円

静岡県熱海市伊豆山１１７３－５３４

95

温泉旅館でのマルチ
スタッフ（静岡県熱
海市）

ホテル内フロントでのチェックイン・チェックアウトとお客様対応、ホテル内レストランでの配膳下膳、オーダー受けや接客業務の兼任業務。有期雇用派遣労働者 変形（1ヶ月単位） 有限会社　グッドフェローズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)6時00分～22時00分

時給

240,800円～258,000円

静岡県熱海市熱海１９９３ー６５

94

リゾートホテルでの
グランピング業務
（静岡県熱海）

ホテル内レストランでの配膳、下膳。
オーダー受け。ホテル内フロントでの
チェックイン・チェックアウト、お客
様のご案内、予約状況の確認や電話対
応、ＰＣ入力など。グランピング施設
での焚火の管理・朝食・夕食・配膳な
ど。

有期雇用派遣労働者 変形（1ヶ月単位） 有限会社　グッドフェローズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)6時00分～22時00分

時給

206,400円～240,800円

静岡県熱海市熱海１９９３－６５

93

リゾートホテルでの
レストランスタッフ
（静岡県熱海市）

ホテル内のレストランでの配膳・下膳やオーダー受け、お客様対応などを担当していただきます。有期雇用派遣労働者 変形（1ヶ月単位） 有限会社　グッドフェローズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)6時00分～22時00分

時給

258,000円～309,600円92

リゾートホテルでの
調理師（静岡県熱海
市）

下ごしらえ・下準備・食材の切り出し・仕込み・ライブキッチンでの接客調理・宴会場での調理演出有期雇用派遣労働者 変形（1ヶ月単位） 有限会社　グッドフェローズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)6時00分～22時00分
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和5年4月3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: 0557-68-4147 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- 2394731 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0465-63-5881 従業員数 150人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 2388931 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0465-63-5881 従業員数 150人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 介護福祉士 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- 2389131 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0557-80-0981 従業員数 11人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 2318531 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-67-1515 従業員数 18人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 2487031 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20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- 2024031 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20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- 2045731 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-67-0413 従業員数 8人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日他 準中型自動車免許 就業場所: 

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

求人番号: 22050- 2330131 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間 ８トン限定中型自動車免許

     TEL: 0557-85-2233 従業員数 52人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 介護福祉士 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- 1867331 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0557-68-5056 従業員数 16人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 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- 2355131 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-68-5056 従業員数 16人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 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- 1749031 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-975-1315 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- 2565031 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 なし

求人番号: 22050- 1921331 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県熱海市田原本町３－６

月給

220,000円～220,000円
又は8時30分～20時30

静岡県熱海市田原本町３－６

117

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 株式会社　北海物産
雇用期間の定めなし

月給

195,000円～195,000円

静岡県熱海市網代１３０－１

116

シュークリームの製
造及び販売

熱海スイーツでおなじみの「四角い
シュークリーム」専門店です。

・生地の成型
・クリーム作り
・シュークリームの仕上げ作業
・箱詰め、陳列

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

月給 消防設備会社等での
事務経験170,000円～220,000円

静岡県熱海市網代１３０－１

115

アシスタント（事
務）

消防設備会社でのアシスタント（事
務）です。
日々点検工事があるので、設備士から
受けた情報をもとに報告書を作成する
お仕事がメイン。他、資材発注、受取
確認、点検工事の日程調整もお願いし
ます。

正社員以外 株式会社　ウェックス
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時00分～17時00分

月給 消防設備会社等での
事務経験170,000円～220,000円

静岡県熱海市西熱海町二丁目２４番８号

114

アシスタント（事
務）

消防設備会社でのアシスタント（事
務）です。
日々点検工事があるので、設備士から
受けた情報をもとに報告書を作成する
お仕事がメイン。
又、資材発注、受取確認、点検工事の
日程調整もお願いします。

正社員 株式会社　ウェックス
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)7時30分～16時30分 介護経験に応じて給
与を算定します。209,000円～360,000円 (3)10時00分～19時00

静岡県熱海市網代５２９－８４

113

介護職員 介護業務
特別養護老人ホームにて、ご利用者様
が不安や支障なく生活が送れる手伝い
をします。
お食事、トイレ、お風呂等、必要に応
じた支援を行います。
日中にレクリエーションを行ったり、

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

月給

180,000円～180,000円
又は7時20分～16時05

静岡県熱海市網代６２７－５０６

112

職業指導員 障害者の日中活動の就労支援、送迎、
その他生活支援全般
１０人乗りのワゴン車の運転業務、１
トン・３トントラック（マニュアル
車）の運転業務あり

正社員 ＮＰＯ法人　熱海ふれあい作業所
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時45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６２７－５０６

111

レストランサービス
及び雑務

・あじろ食堂でのレストランサービス
及び磯舟ホテルの宿泊客の朝食、夕食
の準備
・客室対応等接客
・片付け、清掃等

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 (2)11時00分～20時00

210,512円～245,300円

静岡県熱海市網代６２７－５０６

110

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 (2)10時00分～19時00 調理

210,512円～386,000円

静岡県熱海市伊豆山５７９－１

109

調理 お食事処及び宿泊の朝・夕食の調理 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)6時00分～15時00分

月給 (2)8時00分～16時00分

170,000円～380,000円 (3)9時00分～17時00分

静岡県熱海市泉１７番地の１

108

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

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

月給 (2)17時00分～9時00分

222,900円～222,900円 (3)7時00分～16時00分

静岡県熱海市泉１７番地の１

107

介護助手 介護助手全般の業務を担当していただきます。 正社員 交替制あり 医療法人社団ちとせ会　熱海ちとせ病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)17時00分～9時00分

291,500円～335,800円

静岡県熱海市網代４５８－３

106

看護師 看護業務全般を担当していただきます。 正社員 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団ちとせ会　熱海ちとせ病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

180,000円～250,000円105

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
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和5年4月3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: 055-975-1315 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- 1922631 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- 1694131 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- 1695031 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: 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- 1696831 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: 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- 1697231 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     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- 1864531 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5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: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2054731 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: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2055331 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： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22050- 2056631 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 2時間

     TEL: 0557-67-1971 従業員数 57人

年　　齢: 64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- 2057931 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 2時間

     TEL: 0557-83-2463 従業員数 0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: 7人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 介護福祉士

求人番号: 22050- 2309231 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     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- 2155031 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- 1709531 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

静岡県熱海市東海岸町１３－１

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

130

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

静岡県熱海市青葉町１８８８－５９４

129

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

195,000円～235,000円
又は7時00分～19時00

静岡県熱海市上多賀１０１６－１０

128

グループホームの介
護職員

★☆　オープニングスタッフ募集！
☆★
熱海エリアに４事業所を展開している
中島介護サービスセンターが、新たに
熱海市青葉町にグループホームを開設
します！
※５月オープン予定

正社員 変形（1ヶ月単位） 有限会社　中島介護サービスセンター
雇用期間の定めなし

月給

170,000円～239,000円

静岡県熱海市上多賀１０１６－１０

127

デイサービス介護職 コロナから復旧させるべく職員募集し
ます。
高齢者の方を在宅から施設に送迎し日
常生活の維持、社会との関りを持って
いただけるようサポートするデイサー
ビスでの勤務です。広々としたスペー
スと海が見える眺望でレクリエーショ

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

静岡県熱海市上多賀１０１６－１０

126

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

・緊急時の応急処置

・施設内感染予防

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

月給 (2)8時30分～17時30分 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

125

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

静岡県熱海市昭和町４－２９

124

生活相談員 新規利用の面接
利用中の様々な相談業務
利用料請求
ご家族、医療関係との調整・報告・連
絡

上記内容に付帯する業務もあります

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 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

静岡県熱海市昭和町２０－５

123

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

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

静岡県熱海市昭和町２０－５

122

タクシー乗務員　就
職氷河期世代限定求
人

＜　タクシー乗務員　＞
５４才以下の二種資格がない方でも応
募可能

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

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

月給

167,200円～167,200円

静岡県熱海市昭和町２０－５

121

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)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

120

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

静岡県熱海市田原本町３－６

119

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 寿司調理、又は魚調
理の経験者。300,000円～300,000円

又は9時30分～21時00

118

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
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和5年4月3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: 0557-81-9171 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- 1711631 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 15時間

     TEL: 0557-81-9171 従業員数 700人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 1712931 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- 1713131 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 0557-81-2814 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 ２級土木施工管理技
士

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 1730031 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 4時間

     TEL: 0557-86-2038 従業員数 27人

年　　齢: 69歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 2132531 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-85-1050 従業員数 5人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 １級建築大工技能士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 2314131 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3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- 2442931 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-83-6711 従業員数 9人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 水日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2343731 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-84-0001 従業員数 28人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 2195131 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25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- 2548131 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: 18歳～64歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 2570631 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0465-60-2211 従業員数 84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

求人番号: 22050- 2573031 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     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- 2060531 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 8時間

静岡県熱海市泉６１番地の１

月給 (2)9時30分～18時30分

211,700円～224,500円

静岡県熱海市泉６１番地の１
ＪＲ湯河原駅下車バス１０分

143

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
＊レクリエーション等の計画、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 (2)17時00分～9時00分

187,200円～215,700円 (3)11時00分～20時00

静岡県熱海市泉６１番地の１


142

介護福祉士 ＊介護老人保健施設利用者の介護業務
　・食事介助
　・入浴介助
　・排泄介助
　・その他

＊利用者１００名（一般棟６０床・認

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 (2)17時00分～9時00分

170,000円～199,300円 (3)11時00分～20時00

静岡県熱海市田原本町８－９

141

介護職員 ＊介護老人保健施設利用者の介護業務
　・食事介助
　・入浴介助
　・排泄介助
　・その他

＊利用者１００名（一般棟６０床・認

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

300,000円～350,000円

静岡県熱海市咲見町６－４１

140

不動産仲介営業 ○売買、賃貸営業（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 (2)12時00分～20時30

180,000円～300,000円 (3)13時30分～22時00

静岡県熱海市昭和町９－１０

139

リゾートホテルのフ
ロント兼清掃業務

業務内容
１、チェックイン・チェックアウト業
務（お出迎えからお見送り）
２、ルームサービス業務（お部屋提供
など）
３、朝食・夕食の配膳（レストラン・
お部屋食提供）

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　アルカサバ
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時30分

月給

196,000円～330,000円

静岡県熱海市下多賀　６６０

138

食料・飲料等卸売業 ※固定客への業務用食品、冷凍食品、
油脂、調味料等の配送。
※パソコンの入力に伴う、納品伝票の
作成。


正社員 ワタナベ食品　株式会社
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 不問だが経験者優遇

180,000円～300,000円

静岡県熱海市紅葉ガ丘町１８－６２

137

急募　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

220,000円～450,000円

静岡県熱海市和田浜南町５－８　ホテルサンミ倶楽部内

136

大工 一般住宅や集合住宅の大工業務になり
ます。
・大工工事
・新築工事
・リフォーム工事
・雑工事　等
上記内容に付帯する業務もあります。

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

月給 (2)17時00分～21時00

230,855円～280,671円

静岡県熱海市西熱海町２ー２０－１９

135

旅館・和食レストラ
ン飲食接客業従業員

ホテルの宿泊客の飲食の接客業務で
す。
（朝食・昼食・夕食の飲食接客）

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

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

月給 ＣＡＤを使え、現場
監督経験がある方172,500円～260,000円

静岡県熱海市東海岸町１３－１

134

現場監督・建設事務 現場監督として、現場における工程管
理、品質管理、原価管理、及び安全環
境管理など

・社内外資料作成
・発注者応対
・資機材発注

正社員 変形（1年単位） 有限会社西海造園土木
雇用期間の定めなし (1)7時30分～17時00分

月給 (2)7時00分～16時00分 看護助手業務経験

185,920円～247,700円 (3)10時00分～19時00

静岡県熱海市東海岸町１３－１

133

看護助手（病棟勤
務）

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

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

月給 (2)16時30分～9時00分 看護師業務経験

259,210円～357,450円

静岡県熱海市東海岸町１３－１

132

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

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

月給 保健師業務経験

290,580円～382,450円131

保健師 予防医学センターでの保健師業務
託児所利用者のみマイカー通勤可能

正社員 変形（1ヶ月単位） 看護科 国際医療福祉大学熱海病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分
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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: 0557-80-2382 従業員数 6人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 2359531 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-80-2382 従業員数 6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- 2360331 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-941-5222 従業員数 21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- 2544731 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-48-7404 従業員数 182人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 2477931 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 4時間

     TEL: 0557-84-2777 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 木他 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- 2377731 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-55-7008 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： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 2489231 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-84-2611 従業員数 450人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 2118331 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-81-3561 従業員数 40人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 2387631 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-81-3561 従業員数 40人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 2392531 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 21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- 2559231 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-81-5191 従業員数 21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- 2549031 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     TEL: 0557-81-5191 従業員数 21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- 2191731 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

     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- 1739131 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

静岡県熱海市水口町１－７

156

タクシー乗務員（嘱
託・定時）

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

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

月給

210,240円～266,560円

静岡県熱海市水口町１－７

155

ナイトフロント 旅館ナイトフロント業務をしていただ
きます。

フロントでの電話応対、顧客案内他
施錠確認、セキュリティーの維持、
定期施設内巡回を行う。


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)19時00分～7時30分

月給

217,240円～279,560円

静岡県熱海市水口町１－７

154

接客 旅館内における接客、食事等の配膳・
下膳をしていただきます。

その他関連業務（お客様のお出迎え・
案内・お見送り、客室備品等の整備）
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～21時00分

月給

211,240円～255,560円

静岡県熱海市渚町２６－１１

153

内務係 旅館内、客室、庭園等の内外部清掃業
務。
布団の上げ下ろし業務。
お客様への夕食、朝食の料理運搬業
務。
その他、他部門から依頼された関連業
務もお願いします。

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～21時00分

月給

218,000円～253,000円

静岡県熱海市渚町２６－１１

152

予約係 ・予約など対応、旅行会社との対応な
ど。
・旅館全体を把握し責任もって社員に
も指導などもする。また、
　そのような事の出来る人材。
・予約の問い合わせなどの電話対応及
び受付等

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　熱海玉の湯ホテル
雇用期間の定めなし (1)7時30分～20時00分

月給

223,000円～303,000円

静岡県熱海市田原本町９番１号　熱海第一ビル　７階

151

予約、営業責任者 ・予約など対応、旅行会社との対応な
ど。
・旅館全体を把握し責任もって社員に
も指導などもする。また、
　そのような事の出来る人材。
・予約の問い合わせなどの電話対応及
び受付等

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　熱海玉の湯ホテル
雇用期間の定めなし (1)7時30分～20時00分

月給 一般事務・人事事務
の経験者137,960円～158,960円

又は9時00分～17時00

静岡県熱海市上多賀１０２７－７９

150

一般事務他 ・一般事務（パソコン入力等）
・庶務業務（備品管理等）
・人事事務（社会保険等の手続き）
・電話対応
・受付対応
・湯茶接待
・事務所等清掃

正社員以外 株式会社エム・オー・エー商事
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給 (2)12時00分～21時00

215,000円～300,000円

静岡県熱海市桃山町２６－２
ＭＯＡ美術館内茶の庭

149

サービススタッフ サービス全般
・朝食・夕食のサービス
・チェックイン・チェックアウト
・その他業務

正社員 変形（1ヶ月単位） イヴレスホスピタリティ合同会社　ＵＭＩＴＯ　ＶＯＹＡＧＥ　ＡＴＡＭＩ
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 飲食店での接客経験
ある方。おもてなし
の心遣いが出来る方

180,000円～250,000円

静岡県熱海市熱海字上ノ山１８４３－１

148

飲食業　そば店 配膳・接客・レジ等、
飲食店業務全般


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

月給 (2)16時30分～9時00分 看護師

234,500円～265,200円

静岡県熱海市田原本町１１－１
ラスカ熱海２階

147

看護師 〈看護師業務〉
入院患者様の療養上のお世話及びその
他の看護、外来透析の業務

正社員 変形（1ヶ月単位） 高卒以上 医療法人社団伊豆七海会　熱海　海の見える病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給 販売接客経験あれば
尚可200,000円～350,000円

又は8時00分～21時00

静岡県熱海市伊豆山７３９番地

146

ベーカリーカフェ
ホールスタッフ（ラ
スカ熱海）

【ベーカリーカフェホールスタッフの
業務内容】

＊パンの陳列、販売
＊レジ業務、パンの袋詰め等
　　　　　　　　　　　　　
＊ドリンクの作成提供

正社員 変形（1年単位） Ｒ＆Ｍリゾート株式会社
雇用期間の定めなし

月給

240,000円～285,000円

静岡県熱海市伊豆山７３９番地

145

統括管理 医療福祉における各種業務の統括管理
・適材の発掘
・新しい戦略の構築
・社員の評定分析
など

正社員 株式会社　ＭＧＬコンサルティングファーム
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

月給

220,000円～258,000円144

一般事務 医療福祉における
１．書類の整理
２．書類文面作成
３．接客
など

正社員 株式会社　ＭＧＬコンサルティングファーム
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

12/14



【熱海地区フレッシュ求人】 令和5年4月3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: 0557-81-5951 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- 1740831 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- 1741231 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 27時間

     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- 2205731 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: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 2206331 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: 3人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 2207631 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     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- 2038331 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-81-2172 従業員数 6人

年　　齢: 45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 なし

求人番号: 22050- 2228831 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     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- 1925031 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- 1927231 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- 1783231 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- 1784531 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 22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- 1895831 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： 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- 1903431 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 3時間

静岡県熱海市田原本町９－１　熱海駅前第一ビル７Ｆ

月給

172,000円～172,000円

静岡県熱海市内

169

マンション内受付事
務（未経験可）

中銀ライフケアはシニア専用分譲マン
ション。
当社はその管理を行っています。
毎日の仕事は、ご入居者や来客への対
応、入退館・館内スケジュールの管理
を行います。
その他、バックオフィス業務、イベン

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

月給

184,000円～184,000円

静岡県熱海市青葉町３－９

168

マンション内レスト
ランサービススタッ
フ

中・高齢者専用マンション内のレストランにて１日３食の配膳・下膳および食器の片付け等の業務をしていただきます。正社員以外 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
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)7時30分～18時30分

月給 機械・電気の保守メ
ンテナンス、施工業
務、施工管理、設

302,677円～575,000円

静岡県熱海市青葉町３－９

167

■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

静岡県熱海市青葉町３－９

166

■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 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

165

■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

静岡県熱海市銀座町１０－１１

164

■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

260,000円～280,000円

静岡県熱海市中央町１３－４

163

和食・てんぷら店調
理補助

和食店仕込み（主に魚と野菜）
調理補助（盛付け、干物を焼く）
他調理に関係する業務

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

217,250円～229,890円

静岡県熱海市田原本町２－１９

162

学校業務全般（教
務・広報・就職）

専門学校の事務スタッフを募集しま
す！未経験・第二新卒歓迎
書類選考・面接を通じて、メインの業
務を決定いたします。
【　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

171,700円～191,700円

静岡県熱海市田原本町２－１９

161

ホテル喫茶・売店 下記の業務を担当していただきます。
喫茶でお茶を出していただきます。
売店での販売を行っていただきます。
その他チェックイン、チェックアウト
際の補助業務を行っていただきます。

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)8時00分～18時30分

月給

191,700円～236,700円

静岡県熱海市田原本町２－１９

160

内務係 下記の業務を担当していただきます。
布団の上げ下げ、シーツの片づけ　簡
単な館内清掃
料理運び（配膳およびテーブルの上の
片づけ等）

上記内容に付帯する業務全般（備品の

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

201,700円～241,700円

静岡県熱海市西山町３６－１３

159

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 (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

158

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157

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
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和5年4月3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: 0557-81-5111 従業員数 420人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 危険物取扱者（乙
種）

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- 1700431 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 3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 ホームヘルパー２級

求人番号: 22050- 1714031 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間 介護職員初任者研修修了者

     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- 1715831 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 11人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 介護支援専門員（ケアマネージャー）

求人番号: 22050- 1871531 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間 その他の福祉・介護関係資格

     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- 1940131 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-68-3437 従業員数 23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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 1809631 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 0557-68-0488 従業員数 7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- 1761331 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間 測量士

     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- 2273631 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- 2274931 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 1時間

     TEL: 0557-81-2322 従業員数 80人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 日商簿記３級 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- 2275131 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 1時間

     TEL: 0557-81-6206 従業員数 18人

年　　齢: 45歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 2167431 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 055-971-6006 従業員数 3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- 2213431 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 26時間

     TEL: 0557-86-0260 従業員数 16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- 2225931 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 25時間

月給 調理経験のある方
★ホテル・旅館で和
食担当されていた方

280,000円～400,000円
又は6時00分～21時30

静岡県熱海市桃山町７－２
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調理スタッフ 創作会席料理中心の調理、料理の提供 正社員 交替制あり ＷＡ亭　風こみち
雇用期間の定めなし

時給 (2)21時00分～9時00分

180,000円～180,000円
又は9時00分～8時59分

静岡県熱海市梅園町２８－１８

静岡県熱海市熱海１９９３番地

181

【急募】熱海待機所
（機動員）

〇常に詰所に待機、ご契約先の会社・
工場の防犯センサー等の緊急　対応、
障害対応、保守点検等を行います。
　（社用車パトロールカー使用）

＊未経験者歓迎、経験者、資格保持者
優遇

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 鈴与セキュリティサービス株式会社　　三島支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～21時00分

月給

185,000円～247,000円

静岡県熱海市西熱海町１丁目２４－１
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業務全般（接客・販
売・営業等）

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

・観光サービス業ですので、基本的に
土日、祝祭日、正月、ゴール　デン

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

月給 日商簿記３級以上の
資格を取得の方。255,030円～292,587円

静岡県熱海市西熱海町１丁目２４－１

179

総務・営業課　係長
級

介護付有料老人ホーム（２４５室）の
運営にかかる以下の業務に携わってい
ただきます。
・サービス運営管理に関する業務
・施設の設備維持管理及び防災・災害
対策に関する業務
・業務委託管理業者の管理監督に関す

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 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
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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

静岡県熱海市下多賀１１７３－３
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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 建設業・測量に関す
る経験全般160,000円～500,000円

静岡県熱海市上多賀９３４－１６
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総合建設業・ドロー
ン関連事業

地域密着型の企業として公共工事請負
を中心に安定的に営業しています。
今春から新分野展開事業としてドロー
ン事業部を設立。
熱海初のドローンスクールを開校する
とともに、ドローンを活用した三次元
測量や調査、映像制作等を展開しま

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25分

月給 (2)6時50分～15時50分

212,600円～265,300円 (3)9時35分～18時35分

静岡県熱海市銀座町１４－１１
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保育士 ・０歳～就学前の乳幼児の保育　
（集団生活の中で、健康や安全等の基
本的な生活習慣を確立するこ　と、積
極的で情緒豊かな社会性を養うことに
重点をおいた保育方針で保育を行って
います。）


正社員 変形（1年単位） 社会福祉法人景徳会　多賀保育園
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 (2)8時00分～17時00分 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１８番６号久松ビル２階

174

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 介護職員経験及び介
護支援専門員実務者
研修修了者

191,500円～236,200円

静岡県熱海市内

173

介護支援専門員兼訪
問介護事業所職員

介護支援専門員及び訪問介護職員の兼
務業務となります。
ご利用者が在宅生活を継続する為の居
宅サービス計画書の作成及び請求業務
等。
また、利用者宅に訪問し、身体介護や
生活支援のサービスを提供や訪問介護

正社員 社会福祉法人　熱海市社会福祉協議会
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

静岡県熱海市咲見町６－５
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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 (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

静岡県熱海市伊豆山７９４―７
中銀ライフケア第３伊豆山
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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)17時00分～8時00分

176,000円～188,000円170

設備管理スタッフ 中高齢者専用マンションの設備管理全
般をお任せします！

点検業務（破損箇所、電球の点検、不
審物のチェックなど）
緊急時の対応等

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