
【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: 055-977-8722 従業員数 17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： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 2384431 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-977-1170 従業員数 68人

年　　齢: 62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- 2349831 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 0545-81-5500 従業員数 0人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 土日祝他 準中型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 6人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 車両系建設機械（整地・運搬・積込用及び掘削用）運転技能者

求人番号: 22100- 2481631 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 03-6402-4018 従業員数 29人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13040-39977131 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 40時間

     TEL: 055-982-1230 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 2291131 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-981-1002 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 2537631 各種保険： 雇用・労災・健康 月平均 

     TEL: 055-913-2029 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 移動式クレーン運転
士

就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり 玉掛技能者

求人番号: 22050- 2430431 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 055-973-3711 従業員数 30人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 ２級電気工事施工管
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 １級電気工事施工管理技士

求人番号: 22050- 2424331 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-975-0543 従業員数 11人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 栄養士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 管理栄養士

求人番号: 22050- 2315031 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間 その他の食料品製造関係資格

     TEL: 055-977-4420 従業員数 12人

年　　齢: 18歳～45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- 2409331 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 055-977-4420 従業員数 12人

年　　齢: 18歳以上 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- 2410131 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 055-977-4420 従業員数 12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- 2411031 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 055-977-4420 従業員数 12人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2412831 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

静岡県三島市長伏１７０－６

月給

213,200円～419,150円

静岡県三島市長伏１７０－６

13

生産技術（契約社
員）

１．生産性ＵＰの為の生産ラインの企
画・立案
２．生産設備の設計や導入及び改善
３．設備のメンテナンス、修理
４．治具の開発

正社員以外 株式会社セイコー高周波
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時15分～17時15分

月給

213,200円～419,150円

静岡県三島市長伏１７０－６

12

生産技術 １．生産性ＵＰの為の生産ラインの企
画・立案
２．生産設備の設計や導入及び改善
３．設備のメンテナンス、修理
４．治具の開発

正社員 株式会社セイコー高周波
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時15分

月給 (2)20時00分～5時00分

193,200円～308,260円

静岡県三島市長伏１７０－６

11

製造（契約社員） ・自動車部品や機械部品等の表面だけ
を短時間で加熱し、冷却します。
・製品ごとの作業標準書をもとに高周
波誘導加熱装置により、品物に焼入を
施します。

◎工業界に於ける重要な付加価値の高

正社員以外 交替制あり 株式会社セイコー高周波
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時15分～17時15分

月給 (2)20時00分～5時00分

193,200円～308,260円

静岡県三島市八反畑１３４－６

10

製造 ・自動車部品や機械部品等の表面だけ
を短時間で加熱し、冷却します。
・製品ごとの作業標準書をもとに高周
波誘導加熱装置により、品物に焼入を
施します。

◎工業界に於ける重要な付加価値の高

正社員 交替制あり 株式会社セイコー高周波
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時15分

月給 ・食品製造管理業務
のご経験のある方
（栄養士、管理栄養

205,000円～230,000円

静岡県三島市平田１７４－１

9

食品管理業務全般 食料品製造管理業務全般
１．製品企画書（仕様書・カルテ等）
作成
・Ｅベース
・そうけんくん
・パルシステム
・インフォマート等

正社員 株式会社　伊豆フェルメンテ
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 現場代理人５年以上

396,000円～567,000円

静岡県三島市谷田１０８１－３

8

電気工事施工管理 屋内電気設備工事、ＥＶ電源工事、変
電所電気設備工事等の現場代理人。

現場代理人として電気設備工事を管理
します。
主に安全管理、資材管理、工程管理、
品質管理、原価管理など。

正社員 変形（1ヶ月単位） トバセ電気工事株式会社　東海支社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

日給 玉掛け・移動式ク
レーンの経験283,200円～424,800円

静岡県三島市日の出町６－４７

7

型枠大工 ○型枠を作る
○型枠組
○資材の積み込み
○就業場所の作業場にて型枠の清掃等

※経験のない方も歓迎いたします。
※作業については、一から指導いたし

正社員 株式会社　三幸建工
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

日給

208,000円～249,600円
又は7時30分～17時00

静岡県三島市梅名５２２－１

6

鉄骨組立、外装仕上
げ工事

大手ハウスメーカーの新築、リフォー
ム工事です。
現場にて、プレカット、複合化された
材料をクレーンを使って組立てて、屋
根工事から外壁取り付けや、バルコ
ニー、樋工事、など外装工事全般の仕
事です。

正社員 マルセイホーム
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時30分

月給

220,000円～260,000円

静岡県三島市若松町３９８９－２
当社三島作業所
※当社作業所から各現場へ

5

土木作業員 舗装工事、管路工事等の舗装版切断
（カッター）工事

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

月給 (2)22時00分～6時40分

243,000円～266,000円 (3)21時30分～6時10分
又は21時00分～7時00

静岡県三島市平田１２８－１

4

軌道工／三島作業所 静岡県東部地区を中心としたエリア
で、新幹線および在来線の保守作業員
を募集します。
レールの交換、マクラギの交換、砕石
の交換等の作業になります。終電後の
作業が多いため、夜勤（２２時から早
朝まで）がメインの勤務になります。

正社員 変形（1ヶ月単位） 双大建設　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時40分

株式会社　プライムホーム
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

その他 左官・土木作業の経
験282,300円～495,000円

静岡県三島市大場２４１

3

外構・造園作業員
三島市

２０２３年５月、三島市にて新規事業
所始動予定

当社現場にて、外構、造園、土木の請
負工事を中心に現場作業をしていただ
きます。
（主な業務）

正社員 変形（1年単位） カレンフジ　株式会社
雇用期間の定めなし (1)7時30分～16時30分

月給 営業（接客）の経験

250,000円～350,000円

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

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

静岡県三島市長伏４４－５

2

土地活用の企画提案
営業

土地オーナー様へ
「賃貸マンション・アパート」や「障
がい者グループホーム」などの建貸事
業を紹介し、その建物建設の契約を受
注していただきます。
※「障がい者グループホーム」では居
住者への生活支援を行うヘルパーを派

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

180,000円～220,000円

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

営業事務員 ＜営業事務員業務は下記の通りです＞
・電話、来客対応
・パソコン（ワード、エクセル）で簡
単な文書や表を作成できる　　方を希
望します

正社員
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和5年4月3日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 055-977-4420 従業員数 12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- 2413231 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 055-977-4420 従業員数 12人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2414531 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 055-977-4420 従業員数 12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- 2416731 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 055-977-4420 従業員数 12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- 2417331 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 055-977-3611 従業員数 38人

年　　齢: 45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- 2331031 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 055-977-3611 従業員数 38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- 2333231 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 055-977-3611 従業員数 38人

年　　齢: 45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- 2334531 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 15時間

     TEL: 027-285-3511 従業員数 36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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 10010- 3817131 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 027-285-3511 従業員数 36人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 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: 10010- 3818031 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 027-285-3511 従業員数 36人

年　　齢: 40歳以下 休　　日： 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: 10010- 3819831 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 055-977-5319 従業員数 13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 なし

求人番号: 22050- 2447531 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-988-8411 従業員数 80人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2281631 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 055-988-8411 従業員数 80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: 22050- 2282931 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

静岡県三島市平成台１１番地

バス停　沢地から徒歩２０分

月給 サービス・メンテナ
ンスの経験
冷凍機（フロン取扱

232,020円～289,150円

静岡県三島市平成台１１

26

サービス・メンテナ
ンス

当社の振動試験装置及び、恒温槽を保有する東海・近畿地区の顧客（自動車関連メーカー、重工メーカー等）を主として出張し、修理・点検・校正作業を行います。正社員 エミック株式会社　三島事業所
雇用期間の定めなし (1)8時25分～17時10分

月給 電気図面の理解

198,840円～270,610円

静岡県三島市松本１４７－１

25

技術者 アナログ電気回路設計
ＰＬＣプログラミング
スイッチング回路設計

正社員 エミック株式会社　三島事業所
雇用期間の定めなし (1)8時25分～17時10分

月給 機械オペレーター経
験者200,000円～250,000円

静岡県三島市中島２３３‐１
株式会社グンエイ　三島工場

24

機械オペレーター及
びプレス金型取付業
務

＜機械オペレーター及びプレス金型取
付業務内容として＞
第一製造部にて、鉄板、ステンレス材
をターレットパンチプレス及びレー
ザー加工機で抜き、機械全体を操作し
ます。
そして、プレス機に金型を取付段取り

正社員 株式会社　山登
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

165,000円～230,000円

静岡県三島市中島２３３‐１
株式会社グンエイ　三島工場

23

設計（三島工場） ＊図面の作成
　部品表・外形図・板金図・接続図
　Ｅ－ＣＡＤ使用

＊ＯＪＴで丁寧に指導いたします。

＊図面の知識があれば尚可

正社員 株式会社　グンエイ
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時00分

月給

165,000円～230,000円

静岡県三島市中島２３３‐１
株式会社グンエイ　三島工場

22

製造（三島工場） ＊制御盤の組立、配線、コードを指定
の場所に取付。
細かい作業というよりネジやコードの
取付です。
図面を基に組付けます。

＊ＯＪＴで丁寧に指導いたします。

正社員 株式会社　グンエイ
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時00分

月給

165,000円～230,000円

静岡県三島市松本６０番地

21

検査（三島工場） ＊製品の、外観キズや部品の形式、線
種、線色等を指示通り
　できているかを検査

＊ＯＪＴで丁寧に指導いたします。

正社員 株式会社　グンエイ
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時00分

月給

190,000円～400,000円

静岡県三島市松本６０番地

20

組立 自社製品の製造（木工機械・産業用機
械）
プレス機や木材切断機など

・機械の組立作業をしていただきま
す。

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

月給

200,000円～400,000円

静岡県三島市松本６０番地

19

営業 ≪営業の業務内容として≫
木工機械・産業用機械・電動工具等の
販売及びアフター
＊静岡県東部、神奈川を中心に営業
＊入社後、社内工場にて数ヶ月の研修
あり

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

月給

200,000円～450,000円

静岡県三島市長伏１７０－６

18

機械設計 木材加工機械・産業用機械の設計

入社後、数ヶ月間は自社工場で木材加
工機械、産業機械の製缶や組立などを
実際に現場で経験し、機械の構造や内
容等を理解していただきます。
　その後、機械設計を中心にお客様の

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

月給

213,200円～308,260円

静岡県三島市長伏１７０－６

17

品質管理（契約社
員）

・製造者に対する品質管理の推進およ
び監査業務
・機械部品等の製品の適切な品質水準
を保つ業務（製品の目視検査　や測定
器を使用した検査等）
・製品の検査基準等の管理業務　など

正社員以外 株式会社セイコー高周波
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時15分～17時15分

月給

213,200円～308,260円

静岡県三島市長伏１７０－６

16

品質管理 ・製造者に対する品質管理の推進およ
び監査業務
・機械部品等の製品の適切な品質水準
を保つ業務（製品の目視検査　や測定
器を使用した検査等）
・製品の検査基準等の管理業務　など

正社員 株式会社セイコー高周波
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時15分

月給

213,200円～419,150円

静岡県三島市長伏１７０－６

15

営業（契約社員） ＜会社の紹介＞
自動車、工作機械、建設機械、その他
あらゆる機械部品の高周波焼入を行
なっています。

＜仕事の内容＞
高周波焼入の受注活動

正社員以外 株式会社セイコー高周波
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時15分～17時15分

月給

213,200円～419,150円14

営業 ＜会社の紹介＞
自動車、工作機械、建設機械、その他
あらゆる機械部品の高周波焼入を行
なっています。

＜仕事の内容＞
高周波焼入の受注活動

正社員 株式会社セイコー高周波
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時15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4月3日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 055-977-5151 従業員数 85人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2444031 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 8時間

     TEL: 055-987-7221 従業員数 28人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 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 なし 大型自動車免許

求人番号: 22050- 2578731 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 フォークリフト運転技能者

     TEL: 04-7124-2616 従業員数 8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: 12081- 1024131 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-975-9591 従業員数 17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- 2337331 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 18時間

     TEL: 055-987-2567 従業員数 21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- 2471231 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 055-975-1287 従業員数 16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： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 2362931 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 055-975-3446 従業員数 3人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 医療事務資格 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- 2515831 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 9時間

     TEL: 054-686-4918 従業員数 31人

年　　齢: 44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: 22010- 9092931 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 054-275-5011 従業員数 8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- 8359331 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 055-972-8118 従業員数 6人

年　　齢: 45歳以下 休　　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: 22050- 2556131 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 042-463-0220 従業員数 5人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 水他 宅地建物取引士
（旧：宅地建物取引

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13170-11758431 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 055-971-3071 従業員数 9人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日他 一級建築士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 二級建築士

求人番号: 22050- 2335431 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-991-0109 従業員数 48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- 2466331 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

静岡県三島市一番町１７番１号

月給 (2)13時00分～22時00

176,000円～260,000円 (3)11時00分～20時00

静岡県三島市青木９３－２

39

ホテル直営レストラ
ン　調理スタッフ

ホテル直営レストランで調理の仕事を
していただきます。
宿泊客の朝食（和・洋ブッフェ）、夕
食（ディナーコース、アラカルト）、
近隣にお住まいの方や、観光客への昼
食（ランチコース、アラカルト）な
ど、多彩なお料理にチャレンジしてい

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　富士山三島東急ホテル
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 設計の経験が無くて
も、施工図や現場監
督の経験の有る方も

190,000円～260,000円

静岡県三島市大宮町１－３－１５
メゾンド大宮１Ｆ
「当社　三島営業所」
ホームページもご覧下さい

38

建築技術者 ＜＜建築技術者の業務内容として＞＞

※建築設計（意匠）・監理補助
※定期調査業務
※現場監理業務
※新築、改修設計業務
※作図ソフトはＪＷＷ　ＣＡＤを使用

正社員 株式会社　植野建築設計事務所
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 不動産業界経験のあ
る方尚可230,000円～245,000円

静岡県三島市南本町　７－１７

37

営業企画職／三島営
業所・要普免

お問い合わせのあったお客様へ、物件
のご案内、ローン・契約等　の対応・
分譲住宅の用地仕入、情報収集・物件
の企画、プランニング・契約及び決済
業務・業販対応等。

※宅建免許保持者には月３万円支給※

正社員 高卒以上 株式会社　東栄住宅
雇用期間の定めなし (1)9時30分～18時30分

月給

170,000円～290,000円

静岡県三島市南田町３－１３
　眼鏡市場　三島店

36

配達及び簡単なタイ
ヤ取付工

当社において、商品の配達等の業務を
していただきます。
・普通車から大型トラック迄（国内
外）のタイヤ交換に関する業務
・三島市内、三島市近郊の修理工場や
ディーラーへのタイヤの配達に関する
業務

正社員 変形（1ヶ月単位） 有限会社　東部タイヤセンター三島
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 ◎営業・接客・販売
経験者やメガネ業界
経験者は特に歓迎

187,150円～187,150円

静岡県三島市梅名３１５－１
三島支店

35

店舗スタッフ（フル
タイム契約社員）／
三島市

◆眼鏡市場の販売は、お客様にしっか
り寄り添い、「見える」「聞こえる」
といった喜びを提供するお仕事です。
◆眼鏡＝ファッション、医療器具でも
あります。専門性があり一生の仕事に
できると共に、学んだ分成長や報酬に
つながります。

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　メガネトップ　（眼鏡市場・アルク・レンズスタイル・レンズダイレクト）
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時30分～19時30

月給

201,318円～230,200円

静岡県三島市幸原町２－３－５

34

ＬＰガス管理スタッ
フ（開栓・検針・集
金）／三島市

ガス管理のお仕事です。
管理係として、ＬＰガスの管理業務を
専門に行います。
（ガス開栓業務、ガス閉栓業務、検針
業務、集金業務、一次対応業務、ガス
ボンベの搬入・搬出）

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

月給 (2)9時30分～18時30分 医療事務もしくは調
剤事務経験者154,500円～164,500円 (3)8時30分～13時00分

静岡県三島市新谷１０６ー４

33

調剤薬局事務員 保険調剤薬局における受付及び医療事
務。
・処方せんのレセプトコンピューター
への入力（薬代の計算、各種書類の作
成）
・レセプト請求業務
・その他店内外の清掃、備品管理、掲

正社員 変形（1週間単位非定 有限会社　圓寿
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～11時00分

234,280円～364,530円

静岡県三島市沢地８９７

32

営業セールスドライ
バー

静岡県東部、神奈川県西部エリアの既
存顧客の宿泊施設、レストラン・飲食
店、観光施設、老人介護施設等への定
期配送と顧客満足度を上げる活動に注
力して頂きます。
余裕が出てきたら新規顧客開拓もお願
いいたします。

正社員 変形（1年単位） 岩崎米穀三島本部工場
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給

175,000円～185,000円

静岡県三島市一番町１２－６

31

配送 飲食店・ホテル・ゴルフ場などにお酒を配達。 正社員 株式会社サカエ
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給

190,000円～210,000円
又は0時00分～23時59

静岡県三島市中田町９－３０
イトーヨーカドー三島店１階

30

販売業（コンビニ） コンビニエンスストアのレジ接客、販売、発注などの店舗管理が主な仕事となります。正社員 交替制あり 株式会杜　安永商事
雇用期間の定めなし

月給 調理・販売経験者優
遇200,400円～298,300円

又は6時00分～22時00

静岡県三島市萩２７７－１

29

製造・小売　（イ
トーヨーカドー三島
店）

店舗での調理・販売・接客をお任せし
ます！
調理・・・焼き作業、お惣菜、お弁当
の製造
接客・販売・・・注文、計量、レジ、
お包み、お渡し
マネジメント業務・・・複数店舗の売

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　日本一
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 ・パソコン経験者
（ワード文書作成・
エクセル表計算作

180,000円～210,000円

静岡県三島市梅名４２７－１

28

一般事務職 下記の業務を担当して戴きます
・パソコン操作（エクセル・ワードで
管理データの作成）
・日報整理及び受領書の整理と返送・
郵便物の発送
・配車業務補助
・運行管理補助

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

月給 決算、経理事務経験
のある方210,000円～300,000円27

経理・事務 ◆アイティエス本社（静岡県）

決算処理、会計ソフトを利用し、日次
～決算まで
経理の業務を中心に事務作業全般をお
願いします。


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
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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4月3日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 03-5295-7793 従業員数 26人

年　　齢: 61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: 13010-33410831 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 055-973-1000 従業員数 4人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 月火他 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- 2550531 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-973-0882 従業員数 163人

年　　齢: 35歳以下 休　　日： 他 栄養士 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- 2557031 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 055-973-0882 従業員数 163人

年　　齢: 64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: 22050- 2551431 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 055-973-0882 従業員数 163人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 看護師 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- 2552731 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 055-975-3031 従業員数 344人

年　　齢: 不問 休　　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 あり 精神保健福祉士

求人番号: 22050- 2496831 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 055-975-3031 従業員数 344人

年　　齢: 35歳以下 休　　日： 他 薬剤師 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- 2498531 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 15時間

     TEL: 055-986-1075 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: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22050- 2512931 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 055-971-5507 従業員数 150人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 理学療法士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 作業療法士

求人番号: 22050- 2277831 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 055-975-1087 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 水土日祝他 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- 2576531 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3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- 9125031 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 055-976-0341 従業員数 29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- 2290931 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 090-4213-9007 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 木日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2530031 各種保険： 雇用・労災・健康 月平均 10時間

静岡県三島市梅名４３９－１

月給

185,000円～200,000円

静岡県三島市寿町２－２６

52

歯科助手 受付業務（電話対応、予約管理、会
計、カルテ管理等）
準備業務（治療の準備、在庫管理等）
アシスタント業務（治療のアシスタン
ト、患者の誘導・応対等）
滅菌業務（器具の洗浄、滅菌処理等）
清掃業務（施設や設備の整理・清掃

正社員 変形（1ヶ月単位） 賢歯科医院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～19時15分

月給 (2)7時30分～16時00分

168,000円～240,000円 (3)8時30分～17時00分

静岡県三島市南本町１５－３５
　三島レディースクリニック

51

厨房給食 患者様及び職員の給食調理、配膳
食材等の買い出し（社有車使用）
食器類の片付け、洗い
厨房内の清掃

３階まで階段の昇降あり


正社員 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団　桃璃会　　安達産婦人科クリニック
雇用期間の定めなし (1)6時30分～15時00分

月給 (2)8時30分～12時30分

230,000円～310,000円

静岡県三島市寿町７－３１

50

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)8時30分～16時00分 採血処置経験者

240,000円～240,000円
又は9時30分～18時00

静岡県三島市佐野１２０５－３
介護老人保健施設ラ・サンテふよ
う

49

看護師 看護師業務
　診察介助
　採血処置

正社員以外 瀬川小児科アレルギー科医院
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

216,300円～262,000円

静岡県三島市幸原町２－３－１

48

理学療法士・作業療
法士（老健・通所リ
ハ）

施設入所者、通所リハビリテーションの利用者に対する、理学療法士・作業療法士としての業務正社員 交替制あり 社会医療法人　志仁会
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)8時00分～17時00分

182,000円～335,000円

静岡県三島市谷田字藤久保２２７６

47

正看護師・准看護師 入院患者様の看護業務
（ベット数１０５床）

夜勤できる方歓迎ですが、夜勤ができ
ない場合も応募可能です

正社員 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団　清風会　芹沢病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

220,008円～271,920円

静岡県三島市谷田字藤久保２２７６

46

薬剤師 病院における薬剤師業務
　・処方調剤
　・注射調剤
　・服薬指導　等

正社員 独立行政法人地域医療機能推進機構　三島総合病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時15分

月給 社会福祉士、または
精神保健福祉士の勤
務経験

177,984円～177,984円

静岡県三島市八反畑１２０－７
三島共立病院

45

医療社会事業専門員 病院における医療相談員業務
・入院相談
・退院支援　等

正社員以外 独立行政法人地域医療機能推進機構　三島総合病院
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時15分

月給 (2)16時30分～0時45分 ５年以上の経験

203,650円～382,200円 (3)0時30分～8時45分

静岡県三島市八反畑１２０－７
三島共立病院

44

看護師（病棟） 〈看護師の業務として〉
　・病棟看護業務
　・診察補助、注射、点滴、カンファ
レンス
　・急性期、慢性期看護
　・入院から在宅までの患者ケア
　・電子カルテ入力

正社員 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団　静岡健生会
雇用期間の定めなし (1)8時30分～16時45分

月給 (2)8時30分～17時00分 ５年以上の経験

223,650円～402,250円

静岡県三島市八反畑１２０－７
三島共立病院

43

訪問診療看護師 ＜訪問診療看護師の業務として＞
・患者様のご自宅や施設へ医師と同行
し、処置や採血等をして頂きます。
（病院車にて訪問。運転あり。）
・地域連携事業所との調整、他の訪問
介護ステーションとの連携対応
・電子カルテ操作

正社員 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団　静岡健生会
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～17時00分

180,250円～359,850円 (3)12時15分～20時30

静岡県三島市泉町９－３４

42

管理栄養士 〈栄養士業務〉
　・入院患者様の栄養管理
　　（帳票作成・カンファレンスな
ど）
　・献立作成、発注、材料管理
　・調理業務、盛り付け、配膳
　・院内委員会への参加

正社員 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団　静岡健生会
雇用期間の定めなし (1)6時30分～14時45分

月給 洋食調理経験

250,000円～410,000円
又は8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）

41

洋食調理 結婚式場の洋食調理 正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社Ａｎｔ
雇用期間の定めなし (1)10時00分～19時00

月給 (2)6時00分～15時00分 サービス業経験者・
業界経験者歓迎
調理経験者優遇

181,000円～236,800円 (3)7時00分～16時00分40

ドーミーイン三島／
レストラン係／転勤
有り

当社直営ビジネスホテルレストラン運
営業務全般

・接客対応（ホールサービス）
・配膳
・調理・発注
・その他関連業務

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)5時00分～14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

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0545-66-2766 従業員数 30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: 22100- 2604831 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 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 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- 2481431 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-939-5220 従業員数 13人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 ホームヘルパー２級 就業場所: 

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

求人番号: 22050- 2320631 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0550-83-4890 従業員数 23人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 小型移動式クレーン
運転技能者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 玉掛技能者

求人番号: 22031- 1210031 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 大型自動車免許

     TEL: 0550-83-4890 従業員数 19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: 22031- 1211831 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-991-1337 従業員数 12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- 2425631 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-991-2823 従業員数 3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- 2590231 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-991-2823 従業員数 3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- 2591531 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-991-2823 従業員数 3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- 2592431 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-929-1500 従業員数 23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: 22030- 3454331 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 40時間

     TEL: 055-929-1500 従業員数 144人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22030- 3455631 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 40時間

     TEL: 055-929-1500 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: 22030- 3456931 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 40時間

     TEL: 055-983-5101 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2380031 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

静岡県三島市平成台５番地

時給

178,080円～178,080円

静岡県三島市南二日町８－１
横浜ゴム株式会社三島工場内

65

（派）製造業 ・食品添加物や漬物・ドレッシング等
の箱詰や梱包の作業です。

・ライン作業ではありませんのでコツ
コツと作業できる方に
　向いているお仕事です。


有期雇用派遣労働者 株式会社　ナガサキ
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

186,240円～186,240円

静岡県三島市南二日町８－１
横浜ゴム株式会社三島工場内

64

乗用車タイヤの検査
作業および関連業務

目視検査のシンプル作業

～乗用車タイヤの検査業務～

完成品タイヤが１本ずつ作業台へ流れ
てくるので、軍手をはめた
手で触り、目で見て触感と目視で検査

有期雇用派遣労働者 変形（1年単位） 株式会社　イカイアウトソーシング
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)7時20分～16時30分

時給 (2)22時35分～7時30分

189,000円～189,000円

静岡県三島市南二日町８－１
横浜ゴム株式会社三島工場内

63

乗用車タイヤの成形
加工および関連業務

～乗用車・軽自動車用のタイヤ作りの
一部～
お願いするのはタイヤの成形作業です

タイヤは６～７つのゴム部品で出来て
います
成形マシンがそれらを一つにして、タ

有期雇用派遣労働者 変形（1年単位） 株式会社　イカイアウトソーシング
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)7時20分～16時30分

時給 (2)22時35分～7時30分

189,000円～189,000円

静岡県三島市一番町３－６　マ・ローネビル２Ｆ

62

乗用車タイヤの部品
作成作業

弊社三島事業所「横浜ゴム（株）三島
工場内」において、タイヤの「ビー
ド」と呼ばれる部材をつくる作業で
す。
「ビード」とは、輪っかの形をしてお
り、ワイヤーとゴムで出来て
います。

正社員以外 変形（1年単位） 株式会社　イカイアウトソーシング
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)7時20分～16時30分

月給 営業経験３年以上

325,000円～435,000円

静岡県三島市一番町３－６　マ・ローネビル２Ｆ

61

提案営業職（幹部候
補生）

日本を代表する自動車や家電製品、生
産設備等を製造している大手
メーカー向けの法人向け営業職。

【業務内容】
・新規クライアントの開拓及び提案営
業（エンジニア・受託）

正社員 株式会社　イデア　三島営業所
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給 営業経験５年以上

435,000円～540,000円

静岡県三島市一番町３－６　マ・ローネビル２Ｆ

60

提案営業職（同業経
験者）

日本を代表する自動車や家電製品、生
産設備等を製造している大手
メーカー向けの法人向け営業職。

【業務内容】エンジニア、受託請負の
提案営業　ほか


正社員 株式会社　イデア　三島営業所
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

255,000円～325,000円

静岡県三島市南町５番２２号

59

提案営業職（未経験
者歓迎）

日本を代表する自動車や家電製品を製
造している大手メーカー向け
の法人向け営業職。

【業務内容】
・新規クライアントの開拓及び提案営
業

正社員 株式会社　イデア　三島営業所
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

215,560円～300,520円

静岡県三島市梅名１１－１
　株式会社アーバン　三島支店

58

法人向け企画営業 弊社で取り扱っている商品（次亜塩素
酸水関連商品、コーヒー関連商品等）
の販売・提案営業・催事出店等をお願
いします。

・既存顧客先企業への定期訪問、状況
ヒアリングおよび提案

正社員 ＴＯＫＥＮネットワーク　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～300,000円

静岡県三島市梅名１１－１
　株式会社アーバン　三島支店

57

総務事務（三島市） ・総務事務
・車両管理
・消耗品の在庫管理
・パソコンによる資料作成等
　　（簡単なパソコン入力）
　　※パソコンの基本操作ができれば
大丈夫です。

正社員 株式会社アーバン
雇用期間の定めなし (1)7時45分～17時15分

月給

250,000円～400,000円

静岡県三島市御園５１３－１

56

現場作業員・ユニッ
ク運転手（三島支
店）

主に４ｔ・３ｔユニック車にて、産廃
コンテナボックスの設置・交換作業、
廃棄物の収集運搬業務を行います。




正社員 株式会社アーバン
雇用期間の定めなし (1)7時45分～17時15分

月給

195,900円～205,900円
又は8時00分～19時00

静岡県三島市中田町５５１

55

訪問介護員 身体介護や生活支援等日常生活の援助

・訪問地域：三島市、函南町、伊豆の
国市、沼津市
・直行直帰も可

正社員 交替制あり ＫＴＳ株式会社
雇用期間の定めなし

月給

184,000円～221,000円

静岡県富士市柳島１９８－３

54

介護スタッフ ・デイサービスセンタードゥハーベス
ト内における介護業務等全般
・食事介助
・入浴介助
・排泄介助
・レクリエーション
・施設公用車での送迎

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)8時15分～17時15分

月給

166,016円～238,533円53

医療事務員 当社グループ内において、医療事務に
係る業務を担当していただきます。

その他、関連する業務や施設内の軽微
な修繕、付随する雑務等


正社員 株式会社　エフ・エム・シー
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4月3日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 054-273-7501 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 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 なし 大型自動車免許

求人番号: 22010- 9234331 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 054-286-1199 従業員数 7人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22010- 9019131 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 055-975-3111 従業員数 400人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2478131 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 055-975-3111 従業員数 44人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2479031 各種保険： 雇用・労災 月平均 1時間

     TEL: 055-975-3111 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 幼稚園教諭免許（専
修・１種・２種）

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- 2459631 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-975-3111 従業員数 151人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 保育士 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2453831 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 055-975-3111 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 幼稚園教諭免許（専
修・１種・２種）

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 保育士

求人番号: 22050- 2454231 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 055-975-3111 従業員数 400人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2415431 各種保険： 公災 月平均 8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- 2374231 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 26時間

     TEL: 055-949-7276 従業員数 1人

年　　齢: 45歳以下 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: 22050- 2339931 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-948-1780 従業員数 6人

年　　齢: 35歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2317231 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 055-948-2511 従業員数 30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: 22050- 2363131 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0557-38-3113 従業員数 13人

年　　齢: 35歳以下 休　　日： 水他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22052-  831631 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

静岡県伊豆の国市吉田３５４‐４
うさぎ薬局　大仁店

月給 (2)9時00分～18時00分

174,500円～220,000円 (3)8時00分～13時00分

静岡県伊豆の国市長岡１４０７－４８

78

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

正社員 交替制あり 株式会社　うさぎ薬局
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

202,525円～228,069円

静岡県伊豆の国市古奈５９４－８

77

化粧品製造 ・　化粧品の製造に関する業務

・　生産管理、出荷、購買、製造等

・　伊豆の国市内の自社工場での勤務
です。

正社員 ヒノキ新薬アイディエフ　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時30分～18時30分

月給

180,000円～350,000円

静岡県伊豆の国市四日町１６６－４

76

電気工 ＜電気工＞
＊電灯・電力設備屋内外の電気工事
＊電話・ＴＶ配線工事
＊エアコン取付工事
＊現場には社有車で行きます

※工事の現場は静岡県東部が中心

正社員 大沢電気株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

日給

196,800円～442,800円

静岡県伊豆の国市南條８５－１

75

建築塗装 弊社は静岡県東部（三島・沼津・伊
豆）を中心とした一般住宅やマンショ
ンなど、建物の外壁塗装や内・外部の
リフォームを行っている会社です。
お客様の信頼を得るために、スタッフ
全員で協力しあいながら楽しく仕事を
しています。未経験者でも１から丁寧

正社員 長澤工業
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

月給 住宅に興味がある方
大歓迎。
住宅関係の営業経験

190,000円～300,000円

静岡県三島市北田町４－４７（介護保険課）

74

規格住宅営業担当
（モデルハウス常
駐）

規格住宅の『ＢｉｎＯ』を商材とし
た、住宅営業。
・モデルハウス（店舗）へご来場され
たお客様への接客対応。
・商品説明、規格プラン提案、資金計
画、ご契約、着工後のお客様
　フォロー、お引渡し。

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

月給

154,603円～154,603円

静岡県三島市谷田２７１－１　錦田幼稚園

73

事務員（介護保険
課）

フルタイム会計年度任用職員（地方公
務員法第２２条の２第１項第２号）

介護認定審査会資料の配達、介護認定
申請の登録、主治医の意見書の依頼書
の作成、介護認定申請に係る窓口業務
及び電話対応等

正社員以外 三島市役所
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

163,667円～170,568円

静岡県三島市立各保育園

72

特別支援教育サポー
ト兼預かり保育支援
員（錦田幼稚園）

フルタイム会計年度任用職員（地方公
務員法第２２条の２第１項第２号）

（午後２時まで）特別支援を要する子
どもに対する教育のサポート業務
（午後２時以降）預かり保育業務

正社員以外 三島市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時15分

月給

188,181円～197,142円
又は7時15分～19時00

三島市内公立幼稚園各所（面接時に要相談）

71

保育士（保育園） フルタイム会計年度任用職員（地方公
務員法第２２条の２第１項第２号）
公立保育園における子どもの保育等。
クラス担任になることもあります。

※１クラス園児５～２５人。１クラス
保育士約２名の体制。

正社員以外 交替制あり 三島市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

月給

192,198円～200,953円

静岡県三島市南二日町８－３５

70

幼稚園教諭（幼稚
園）

フルタイム会計年度任用職員（地方公
務員法第２２条の２第１項第２号）
産休代替。公立幼稚園の担任業務。
運動会や遠足等での引率があります。

正社員以外 三島市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時15分

月給 基本的なパソコン操
作154,603円～154,603円

静岡県三島市北田町４－４７

69

事務員（健康づくり
課）

フルタイム会計年度任用職員（地方公
務員法第２２条の２第１項第２号）

課内庶務

正社員以外 三島市役所
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 基本的なパソコン操
作（エクセル・ワー
ド）

154,603円～154,603円

静岡県三島市中田町９－３０
イトーヨーカドー三島店

68

事務員（住宅政策
課）

フルタイム会計年度任用職員（地方公
務員法第２２条の２第１項第２号）
１　三島住まい推進室での事務補助
２　住宅政策業務や市営住宅管理業務
に係る窓口・電話対応
３　現場案内やパソコン入力等の作業

正社員以外 三島市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時15分

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

163,123円～207,360円 (3)10時00分～19時00

静岡県三島市谷田字藤久保２２７６「三島総合病院」

67

（請）警備員／三島
市

○ショッピングセンター駐車場におけ
る、お客様の車両御案内、
　誘導。

＊法定研修／２０ｈ、１８８８０円＋
交通費

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

月給 中型以上の車両運転
経験３年以上。200,000円～200,000円66

（請）車両運行管理
業務（マイクロバス
送迎運転手）／急募

１、三島総合病院から三島駅間のシャ
トルバス運行です。
　　道中、指定乗降場所にて来院者の
乗車、下車があります。
２、運転する車両はマイクロバス（ト
ヨタコースター２９人）です　　。
３、入社後、２週間の研修制度により

正社員以外 株式会社　セノン　静岡支社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～17時00分

6/14



【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4月3日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 054-275-5011 従業員数 7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- 8345031 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 03-5206-5121 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 あり

求人番号: 13080-29833831 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 27時間

     TEL: 055-948-1301 従業員数 53人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 2562631 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 055-949-1466 従業員数 14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 あり

求人番号: 22050- 2350431 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0558-77-1511 従業員数 11人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 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- 2470831 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 7時間

     TEL: 0558-76-8133 従業員数 34人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 ホームヘルパー２級 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 介護福祉士

求人番号: 22050- 2443131 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 055-948-0722 従業員数 35人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2422431 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 055-970-1127 従業員数 123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: 2人 週休二日： その他 時間外 なし 介護福祉士

求人番号: 22050- 2321931 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 介護職員実務者研修修了者

     TEL: 055-970-1127 従業員数 100人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 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 なし 社会福祉士

求人番号: 22050- 2286231 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 介護支援専門員（ケアマネージャー）

     TEL: 055-949-1165 従業員数 115人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2528331 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0558-76-1486 従業員数 13人

年　　齢: 45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- 2305931 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 6時間

     TEL: 0467-73-8920 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 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: 14080- 4304331 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0467-73-8920 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 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: 14080- 4305631 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

静岡県伊豆の国市田中山１３６９

日給

171,360円～179,520円

静岡県伊豆の国市田中山１３６９

91

《急募》自動車部品
のロウ付け作業

工場内にて、製自動車部品の簡単なロ
ウ付け作業及びチェック等のお仕事で
す。
未経験の方でもしっかりサポートしま
すので、安心して出来る長期安定した
お仕事です。〈急募〉


無期雇用派遣労働者 株式会社　ＩＨＳ
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時45分

日給

171,360円～179,520円

静岡県伊豆の国市御門５１－１

90

《急募》自動車部品
の簡単な加工

工場内にて、自動車部品（パイプ）の
簡単な曲げ加工やチェック等の作お仕
事です。
未経験の方でもしっかりサポートしま
すので、安心して出来る長期安定した
お仕事です。〈急募〉


無期雇用派遣労働者 株式会社　ＩＨＳ
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時45分

月給 (2)8時55分～18時00分

175,000円～175,000円

静岡県伊豆の国市寺家２０２

89

フロント・受付・店
内事務

・未経験の方、歓迎します。車の知識
はいりません。
　常に先輩が周りにいますので、助け
てくれます。
・経験に応じて、段階的に少しづつ覚
えていきましょう。
・長期で働いてくれる方を希望しま

正社員 変形（1年単位） 専攻は問いません。 車検のコバック大仁店（有限会社　太洋自動車）
雇用期間の定めなし (1)8時10分～17時15分

月給 (2)6時30分～15時15分 介護福祉士
保育士201,580円～291,960円 (3)11時00分～19時15

静岡県伊豆の国市韮山山木字八反田３９１－１

88

生活支援員 重症心身障害児者の入所利用者への生活支援全般の支援を行っていただきます。正社員以外 変形（1ヶ月単位） （社福）恩賜財団　静岡県済生会　伊豆医療福祉センター
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時15分～17時00分

月給 介護支援専門員

221,000円～261,000円

静岡県伊豆の国市韮山山木字八反田３９１－１

87

介護支援専門員 居宅介護支援事業所にて勤務していただきます。正社員 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　函要会
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 実務者講習修了以上

181,300円～238,600円

静岡県伊豆の国市長岡１１５７－１

86

介護職 特養またはショートステイ事業における介護職。夜勤ができる方。正社員 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　函要会
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給 (2)9時00分～18時00分 調理経験

166,200円～175,700円

静岡県伊豆の国市中島２７０－１

85

調理員 老人ホームの入所者６０名の食事に関
する業務です。
朝食・昼食・夕食のほか、１４時半に
オヤツがあります。

正社員 交替制あり 養護老人ホーム　長岡寮湯の家
雇用期間の定めなし (1)6時00分～15時00分

時給

163,200円～195,840円

静岡県伊豆の国市田京３６

84

介護職員 施設（デイサービス）内において、高齢者の日常生活のお手伝い（移動・食事・入浴介助等）、体操・レクリエーション活動等の指導をして頂くお仕事です。正社員 交替制あり 有限会社　ケアサポート大川
雇用期間の定めなし (1)8時30分～16時30分

月給 (2)8時15分～12時00分 看護経験

235,000円～245,000円

静岡県伊豆の国市中條２３４

83

診療所看護師又は准
看護師

＊診療所の外来看護業務をしていただ
きます。
　内科・消化器内科・循環器内科での
看護業務。
＊市の地域特定健診業務もあります。

正社員 医療法人社団順生会　つちやクリニック
雇用期間の定めなし (1)8時15分～18時45分

月給 (2)7時00分～15時30分 介護経験者並び介護
職員初任者研修以上
有資格者優遇

160,600円～238,600円 (3)11時00分～19時30
又は17時00分～9時30

静岡県伊豆の国市長岡１０５６－１

82

看護助手 療養病棟内での入院患者様の介護業務
に携わって頂きます。
・食事介助　・入浴介助　・排泄介助
等
上記介助のほか、付帯する日常生活に
関する介護業務


正社員 変形（1ヶ月単位） 医療法人　麗峰会　伊豆韮山温泉病院
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時30分

月給 (2)15時00分～20時00

300,000円～400,000円

静岡県伊豆の国市長岡１９２
『石のや伊豆長岡』（当社運営）

81

調理スタッフ ・朝食、夕食の調理


＜ワンちゃん歓迎の宿＞
愛犬と泊まれる宿
伊豆長岡温泉小松家八の坊
お料理自慢の宿

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　小松屋
雇用期間の定めなし (1)7時00分～11時00分

月給 ホテルや接客経験者
歓迎です。220,000円～350,000円

又は6時30分～22時00

静岡県伊豆の国市御門５２－１
　眼鏡市場　大仁店

80

レストランサービ
ス・客室案内業務／
伊豆の国市

リゾートホテル「石のや」のレストラ
ンにて主に料理や
飲料の提供を中心とした、接客サービ
ス業務を担当して
いただきます。また、団体研修会議の
会場設営や片付け、
フロント玄関にてお客様のお出迎えや

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 ◎営業・接客・販売
経験者やメガネ業界
経験者は特に歓迎

187,150円～187,150円79

店舗スタッフ（フル
タイム契約社員）／
伊豆の国市

◆眼鏡市場の販売は、お客様にしっか
り寄り添い、「見える」「聞こえる」
といった喜びを提供するお仕事です。
◆眼鏡＝ファッション、医療器具でも
あります。専門性があり一生の仕事に
できると共に、学んだ分成長や報酬に
つながります。

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　メガネトップ　（眼鏡市場・アルク・レンズスタイル・レンズダイレクト）
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時30分～19時30
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 055-947-1844 従業員数 108人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 8人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 2308831 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 6時間

     TEL: 055-947-1844 従業員数 108人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 8人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 2310731 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 6時間

     TEL: 0558-79-0210 従業員数 9人

年　　齢: 不問 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- 2488831 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0550-82-2088 従業員数 4人

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

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22031- 1128331 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 1時間

     TEL: 0558-80-9796 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 ２級管工事施工管理
技士

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 第二種電気工事士

求人番号: 22050- 2292031 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0558-83-0694 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 第一種電気工事士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり 第二種電気工事士

求人番号: 22050- 2458331 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 12時間 その他の電気工事関係資格

     TEL: 0558-75-1200 従業員数 21人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水日 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- 2546631 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0558-75-1200 従業員数 21人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水日他 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- 2373831 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 03-5640-8126 従業員数 7人

年　　齢: 35歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13010-35680831 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 052-228-2606 従業員数 22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: 23020-19646531 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     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- 2450931 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0823-74-3009 従業員数 5人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 34030- 2243931 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0558-74-1212 従業員数 6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 なし

求人番号: 22050- 2407431 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県伊豆市牧之郷５３－６

月給

210,000円～240,000円

静岡県伊豆市柏久保６２７－３－
２Ｆ
株式会社キムラ　伊豆営業所

104

測量設計事務 ・測量業務
・土地の造成地域開発にかかる業務
・土木工事の企画、設計
・環境アセスメント業務
・ドローンによる環境等の調査、撮影
業務


正社員 有限会社　中野測量設計事務所
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 工事管理経験者優遇

200,000円～400,000円

静岡県伊豆市修善寺１４７番地３、１Ｆ

103

現場管理及びプラン
ト設計

主に地方自治体の焼却プラント及びリ
サイクルプラントの
工事管理及び設計を担当していただき
ます。
・工事現場の施工管理（工程管理、安
全管理）
・書類作成（ワード、エクセル使用）

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

日給 (2)22時00分～6時00分

194,400円～259,200円

静岡県伊豆市八幡５００－１　中
伊豆支所１Ｆ
ヴェオリア・ジェネッツ株式会社
伊豆営業所

102

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

月給

170,000円～224,500円

静岡県伊豆市八木沢１３４２－１
当社　伊豆工場

101

水道料金徴収事務
（伊豆市）

水道料金徴収事務（自治体の公務代
行）
料金収納、窓口受付、未収金整理、
メーター検針、開閉栓、
スタッフ管理。

正社員 ヴェオリア・ジェネッツ株式会社　中部支店
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

185,000円～230,000円

静岡県伊豆市雲金２７２

100

器材製造及びメンテ
ナンス業務／伊豆市

・ダイビング器材の組立作業
・ダイビング器材のメンテナンス作業
・上記作業に関する付随業務

正社員 変形（1年単位） 工業系高校なら尚良 株式会社　ビーイズム
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)6時00分～15時00分

213,000円～258,200円 (3)7時30分～16時30分

静岡県伊豆市雲金２７２

99

豆腐・湯葉製造 豆腐・湯葉の製造
製造プラントの洗浄
資材の補充
その他付随する業務

正社員 交替制あり 有限会社　若木屋
雇用期間の定めなし (1)5時00分～14時00分

月給

200,730円～240,510円

静岡県伊豆市下白岩６１―２

98

配送 ・受注商品を揃える
・荷物の積み込む
・トラックによる配達
・空コンテナの回収
・その他付随する業務

正社員 有限会社　若木屋
雇用期間の定めなし (1)7時00分～17時00分

日給 電気工事全般、電気
工事に興味のある方236,000円～425,800円

静岡県伊豆市上船原４４７番地の５

97

住宅、事業所等の電
気設備工事

住宅、小規模事業所の電気工事全般 正社員 変形（1ヶ月単位） （有）加藤電気工事
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

日給 土木工事に関する知
識技術
配管工事に関する知

169,600円～572,400円

静岡県伊豆市上船原１２６０－１　二葉建設（株）船原工場

96

土木作業員、配管作
業員

住宅や工場などの配管作業や蛇口の交
換、
水漏れの修理などの仕事を一緒にして
いただける人を探しています。
基本的には複数人での作業になります
ので、
初めての方でも大丈夫です。

正社員 株式会社日原総建
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20分 ホイルローダー、
バックホー等の重機
の運転経験

240,000円～300,000円

静岡県伊豆の国市長者原１４４５－４８１

95

砕石工場内での重機
オペレーター（船原
工場）

・重機を操作しての土石の採取、積み
込み
・砕石プラントの操作、保守

正社員 変形（1年単位） 二葉建設株式会社
雇用期間の定めなし (1)7時30分～16時30分

月給

162,400円～218,400円

静岡県伊豆の国市長岡１１２９
順天堂大学医学部附属静岡病院

94

キャンプ場施設保守
作業

キャンプ場内の草刈り、植木の選定作
業。
キャンプ用品の片付け、保守作業。
バーベキュー用品の片付け、保守作
業。
社有車でキャンプ場を巡回。

正社員以外 株式会社テム・リアルター　モビリティーパーク事業部
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時30分

時給

177,380円～223,723円

静岡県伊豆の国市長岡１１２９
順天堂大学医学部附属静岡病院

93

（派）夜勤専従　病
棟看護助手／順天堂
静岡病院＊寮・託児
所

【未経験者歓迎】大学病院の病棟で看
護師サポートをしていただくお仕事で
す。患者様のお世話や病室の清掃等を
担当していただきます。１日１４時間
２０分、月間勤務日数１１日程度のお
仕事です。


有期雇用派遣労働者 変形（1ヶ月単位） 太陽技研株式会社　静岡営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)15時50分～8時10分

時給

246,509円～292,852円92

（派）準夜勤病棟看
護助手／順天堂静岡
病院＊寮・託児所

【未経験者歓迎】大学病院の病棟で看
護師サポートをしていただくお仕事で
す。患者様のお世話や病室の清掃等を
担当していただきます。１日７時間１
０分、月間勤務日数２３日程度のお仕
事です。


有期雇用派遣労働者 変形（1ヶ月単位） 太陽技研株式会社　静岡営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)15時50分～0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4月3日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 055-941-5222 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- 2542531 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0558-85-0115 従業員数 39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- 2500431 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0558-85-0115 従業員数 39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- 2505131 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0558-85-0115 従業員数 39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- 2506031 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0558-85-0115 従業員数 39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- 2510331 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0558-85-0115 従業員数 39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- 2518431 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0558-98-1050 従業員数 52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- 2396631 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 45人

年　　齢: 61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: 13010-32708831 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 03-5295-7793 従業員数 70人

年　　齢: 61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: 13010-32433831 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 03-5295-7793 従業員数 70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: 13010-32434231 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 03-5295-7793 従業員数 70人

年　　齢: 61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: 13010-32444431 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 03-5295-7793 従業員数 70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: 13010-32448931 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 03-5295-7793 従業員数 45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: 13010-32471331 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

静岡県伊豆市修善寺８７４－１
湯回廊　菊屋（当社直営）

月給 (2)13時00分～22時00 接客業務・ホテル予
約業務等の経験181,000円～236,800円 (3)9時00分～22時00分

静岡県伊豆市修善寺８６０
湯めぐりの宿　修善寺温泉　桂川
（当社直営）

117

湯回廊　菊屋／予約
販売スタッフ／契約
社員

当社直営リゾートホテル内での予約販
売業務全般

・予約受付、お客様応対
・電話対応、予約データ入力
・顧客情報や販売管理、予約プラン作
成

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　共立メンテナンス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～18時00分

月給 (2)13時00分～22時00 接客業務・ホテル予
約業務等の経験181,000円～236,800円 (3)9時00分～22時00分

静岡県伊豆市修善寺８６０
湯めぐりの宿　修善寺温泉　桂川
（当社直営）

116

湯めぐりの宿　修善
寺温泉　桂川／予約
販売係／契約社員

当社直営リゾートホテル内での予約販
売業務全般

・予約受付、お客様応対
・電話対応、予約データ入力
・顧客情報や販売管理、予約プラン作
成

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　共立メンテナンス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～18時00分

月給 (2)13時00分～22時00 ホテル・旅館等での
接客業務経験181,000円～236,800円 (3)9時00分～22時00分

静岡県伊豆市修善寺８６０
湯めぐりの宿　修善寺温泉　桂川
（当社直営）

115

湯めぐりの宿　修善
寺温泉　桂川／予約
販売スタッフ

当社直営リゾートホテル内での予約販
売業務全般

・予約受付、お客様応対
・電話対応、予約データ入力
・顧客情報や販売管理、予約プラン作
成

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 (2)13時00分～22時00 一般事務、接客業経
験181,000円～236,800円 (3)8時00分～22時00分

静岡県伊豆市修善寺８６０
湯めぐりの宿　修善寺温泉　桂川
（当社直営）

114

湯めぐりの宿　修善
寺温泉　桂川／総務
経理係／契約社員

当社直営ホテル旅館　総務経理業務全
般

・勤怠管理
・寮・社宅管理
・備品発注
・在庫管理

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　共立メンテナンス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～18時00分

月給 (2)13時00分～22時00 一般事務、接客業経
験181,000円～236,800円 (3)8時00分～22時00分

静岡県伊豆市修善寺８７４－１
湯回廊　菊屋（当社直営）

113

湯めぐりの宿　修善
寺温泉　桂川／総務
経理スタッフ

当社直営ホテル旅館　総務経理業務全
般

・勤怠管理
・寮・社宅管理
・備品発注
・在庫管理

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 (2)13時00分～22時00 ホテル・旅館等での
接客業務経験181,000円～236,800円 (3)9時00分～22時00分

静岡県伊豆市土肥２８９－２

112

湯回廊　菊屋／予約
販売スタッフ

当社直営リゾートホテル内での予約販
売業務全般

・予約受付、お客様応対
・電話対応、予約データ入力
・顧客情報や販売管理、予約プラン作
成

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

180,000円～230,000円

静岡県伊豆市門野原４００－１

111

接客（旅館業） ＊お客様の接待
＊お料理の運搬、配膳、片付け作業
＊その他不随作業

★入居可能住宅あり★

★　急　募　★

正社員 変形（1年単位） 株式会社　土肥館
雇用期間の定めなし (1)6時30分～21時00分

月給 (2)9時00分～18時00分

163,800円～187,200円

静岡県伊豆市門野原４００－１

110

宿泊予約 宿泊部門の業務全般（オペレーション
業務）、電話応対などお客様からのご
予約等のお仕事です。
初めての方でもパソコンが出来る方な
ら大丈夫です。
先輩が丁寧に教えますのでご安心くだ
さい。

正社員 変形（1ヶ月単位） 有限会社　嵯峨沢館
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

163,800円～163,800円
又は8時30分～17時30

静岡県伊豆市門野原４００－１

109

お部屋ご案内係 チェックイン時のお部屋へのご案内、
チェックアウト時のお客様のお見送り
お掃除のお手伝いなど、フロントで業
務のお手伝いを
お願い致します。

正社員 変形（1ヶ月単位） 有限会社　嵯峨沢館
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 接客経験、料理提供
経験
サービス業経験あり

210,000円～250,000円

静岡県伊豆市門野原４００－１

108

接客係 お部屋でのお茶だしと館内の説明
個室ダイニングでの食事の提供
清掃

正社員 変形（1ヶ月単位） 有限会社　嵯峨沢館
雇用期間の定めなし (1)7時30分～20時30分

月給 (2)10時00分～22時00 ホテル旅館等でのフ
ロント経験者に限
る。

230,000円～350,000円
又は8時00分～20時00

静岡県伊豆市門野原４００－１

107

フロント ・フロントにて主任として働いていた
だきます。
・フロントでの接客とダイニングのお
手伝い。　　　　　　　　　・その他
フロント業務

正社員 変形（1ヶ月単位） 有限会社　嵯峨沢館
雇用期間の定めなし (1)7時00分～19時00分

日給 サービス業の勤務経
験のある方168,000円～168,000円

静岡県伊豆市吉奈９８

106

従業員のまかない 朝、昼、晩の従業員への食事を作って
頂きます。


正社員 有限会社　嵯峨沢館
雇用期間の定めなし (1)6時30分～16時00分

月給 ベーカリー製造経験
者200,000円～350,000円

又は5時00分～17時00

105

ベーカリー製パン調
理（東府や）

「Ｂａｋｅｒｙ＆Ｔａｂｌｅ東府や」
内での製パン業務他。
・パン生地仕込み
・焼成
・成形
・清掃
付随する業務等あり

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

9/14



【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4月3日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 03-5295-7793 従業員数 70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: 13010-32193531 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 0558-83-2310 従業員数 100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: 22050- 2524231 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0558-83-3500 従業員数 33人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 月火 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- 2494131 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0558-83-3200 従業員数 46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- 2474731 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 25時間

     TEL: 0558-83-3200 従業員数 46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: 22050- 2475331 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 15時間

     TEL: 0558-75-8660 従業員数 70人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 管理栄養士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2463531 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: 64歳以下 休　　日： 土日他 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- 2464431 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 055-913-2029 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 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

求人番号: 22050- 2429831 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 055-913-2709 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 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- 2265631 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-974-2236 従業員数 14人

年　　齢: 59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

求人番号: 22050- 2563931 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-83-6211 従業員数 23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- 2529631 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 055-946-6700 従業員数 60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- 2589931 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 40時間

     TEL: 055-946-6700 従業員数 60人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 2302731 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県田方郡函南町間宮６８６－３

月給 ホームページ変更等
管理出来る方大歓
迎。

180,000円～180,000円

静岡県田方郡函南町間宮６８６－３

130

一般事務 簡単な事務処理。


正社員 株式会社　風
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～1時00分 あれば配車オペレー
ターの経験優遇、無
くても可能

200,000円～240,000円 (3)0時00分～8時00分

静岡県田方郡函南町桑原１４００－２０

129

タクシー配車オペ
レーター

タクシーの配車をする仕事です。 正社員 交替制あり 株式会社　風
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給 (2)9時00分～18時00分

189,200円～189,200円
又は12時00分～21時00

本社：静岡県田方郡函南町丹那３
４９－１
または
伊豆の国センター：静岡県伊豆の

128

グランピング施設運
営スタッフ

新規オープンのグランピング施設「Ｔ
ＨＥ　ＧＬＡＮＰＩＮＧ　箱根十国
峠」での施設運営スタッフです。
キャンピングコテージの清掃、フロン
ト業務、バーベキュー食材の準備等、
グランピング事業の運営全般にかか
わっていただきます。

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 十国峠株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～16時00分

月給 基本的なＰＣ操作が
できる方189,000円～237,400円

又は7時00分～16時00

静岡県田方郡函南町平井８９２－５３

127

ジャム・ジュース・
シロップ・または牛
乳寒天の食品製造

・ジャム、ジュース、シロップあるい
は牛乳寒天の食品製造業務
・原料・資材等の手配
・工場内の衛生管理
・各種記録の記帳業務　簡単なパソコ
ン操作（エクセル・ワード）
・パート、アルバイトの勤務管理

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社フルーツバスケット
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

日給 溶接、鍛治工

237,600円～259,200円

静岡県田方郡函南町丹那２９７－３

126

現場鍛治工事　鉄骨
建方工事

建設現場にて鉄骨組み立て作業、鍛治工（建設現場にて、使用される鉄骨に溶接や、曲げる、カット、つなげる等の加工を施す作業）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　未経験の方も応募可能です。正社員 変形（1ヶ月単位） Ｒ　ＢＵＩＬＤ株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 玉掛け・移動式ク
レーンの経験者　優
遇

220,000円～350,000円

静岡県伊豆市湯ケ島９３９番４１

125

型枠大工　４トンユ
ニックドライバー

資材置き場から、各現場までの資材の
運搬業務

★経験者を希望します。
★重い荷物の運搬です。

正社員 株式会社　三幸建工
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給 ケアマネージャーと
しての経験があれば
尚可

244,280円～255,800円

静岡県伊豆市湯ケ島９３９番４１

124

介護支援専門員（居
宅）／伊豆市

居宅介護支援事業所天城の杜に係るス
タッフの募集です。

＜介護支援専門員として下記業務を
行っていただきます＞

・ケアプランの作成

正社員 社会福祉法人　愛誠会　天城の杜
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 管理栄養士としての
経験があれば尚可201,240円～235,800円

静岡県伊豆市冷川１５２１－１０８

123

管理栄養士（施設）
／伊豆市

特別養護老人ホーム天城の杜の管理栄
養士業務の募集です。
ユニット型と従来型多床室の混合型特
養です。

・利用者の栄養マネジメント　
　（栄養ケア計画等栄養管理）

正社員 社会福祉法人　愛誠会　天城の杜
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 調理経験

168,000円～210,000円
又は7時30分～15時50

静岡県伊豆市冷川１５２１－１０８

122

厨房（調理係） ゴルフ場レストランの厨房にて料理の仕込み、調理、盛り付け、パーティー料理の仕込み、調理などの作業正社員 変形（1年単位） 株式会社　神奈中スポーツデザイン　中伊豆グリーンクラブ
雇用期間の定めなし (1)7時00分～15時20分

月給 (2)7時00分～15時20分

168,000円～210,000円 (3)7時30分～15時50分

静岡県伊豆市地蔵堂８４５－６７

121

コース管理課　コー
ス係

・ゴルフ場での芝生の管理作業全般
　（グリーン刈、芝刈、肥料薬剤　の
散布、水撒き）など
・機械の管理（芝刈り機、作業車、乗
用芝　刈り機）

正社員 変形（1年単位） 株式会社　神奈中スポーツデザイン　中伊豆グリーンクラブ
雇用期間の定めなし (1)6時30分～14時50分

月給

198,200円～237,200円
又は6時00分～18時00

静岡県伊豆市下白岩１４３４

120

コース管理 ・ゴルフコース管理全般
・ゴルフ場の芝刈り、水やり、清掃
等、コースを綺麗にするお仕事です。
・緑の中での健康的なお仕事です。
・ゴルフの経験や知識は不要です。
・経験のない方にも丁寧に指導しま
す。

正社員 変形（1年単位） 伊豆ハイツゴルフクラブ＆レジデンス株式会社
雇用期間の定めなし

時給 経験者優遇

172,800円～190,080円
又は6時00分～20時00

静岡県伊豆市修善寺８６０
湯めぐりの宿　修善寺温泉　桂川
（当社直営）

119

レストラン厨房 洋食（イタリアン）厨房

フルタイムで出勤できる方大歓迎

正社員以外 変形（1ヶ月単位） シダックス中伊豆ワイナリーヒルズ株式会
社雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

月給 (2)7時00分～22時00分 ホテル業務経験、レ
ストラン・飲食店で
の接客経験など

181,000円～236,800円 (3)6時00分～23時00分118

湯めぐりの宿　修善
寺温泉　桂川／レス
トランスタッフ

当社直営ホテル旅館　レストラン運営
業務全般

・接客対応（アテンド、ホールサービ
ス）
・配膳／下膳
・洗い場

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)6時00分～21時00分

10/14



【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4月3日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 055-985-2111 従業員数 18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 あり

求人番号: 22050- 2526431 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 055-978-2265 従業員数 84人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2336731 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-974-1355 従業員数 130人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 2553331 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-974-1355 従業員数 130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 なし

求人番号: 22050- 2554631 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-974-1355 従業員数 130人

年　　齢: 18歳～59歳 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: 22050- 2555931 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-979-8615 従業員数 7人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 水日祝 歯科衛生士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2446231 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 055-978-4100 従業員数 3人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 介護福祉士 就業場所: 

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

求人番号: 22050- 2465731 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 055-970-1127 従業員数 111人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 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 社会福祉士

求人番号: 22050- 2287531 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間 介護職員実務者研修修了者

     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: 0557-36-8881 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22052-  837531 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-37-4205 従業員数 5人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052-  781231 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 0557-47-1560 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 第一種電気工事士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： なし 時間外 あり 第二種電気工事士

求人番号: 22052-  791431 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 16時間 その他の電気工事関係資格

     TEL: 0557-38-2222 従業員数 3人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22052-  800131 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

静岡県伊東市鎌田１２８５－９
　城平工場

月給

250,000円～300,000円
又は6時00分～15時30

静岡県伊東市宇佐美２３７１の７

143

餡類の製造 あん類製造の補助的な仕事からはじめ
て頂きます。
製あんの経験者と一緒に作業して仕事
を覚えて頂きます。

難しい仕事ではありませんが、砂糖や
小豆を運び、計量するので多少の体力

正社員 有限会社　山梨製餡所
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時30分

月給 第二種電気工事士の
実務経験185,000円～300,000円

静岡県伊東市馬場町１丁目１０番９号

142

電気設備工事 電気設備工事
エアコン設備工事
住宅店舗リホーム
照明デザインプランニング

※会社に出勤後、社有車に乗り合わせ
て現場へ向かいます。

正社員 株式会社　オサダデンキ
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

217,000円～263,000円

静岡県伊東市玖須美元和田７１５
－３７７
【塩地総合開発株式会社　本社】

141

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

●庭の管理：植木の剪定・草刈り・芝
刈り・掃除他

正社員 学歴満たない場合は
要相談

有限会社植民造園
雇用期間の定めなし (1)7時30分～17時00分

月給 パソコン操作・事務
経験あれば尚可160,000円～160,000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

140

一般事務 総務及び土木関係の事務を担当してい
ただきます。
パソコン（主にエクセル）を使用した
デスクワークが多いです。

○納品書整理、請求書の処理
○見積書・契約書の作成

正社員以外 変形（1年単位） 塩地総合開発　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時00分

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

静岡県田方郡函南町仁田２８４－５

139

【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 介護支援専門員

181,300円～238,600円

静岡県田方郡函南町平井７１７－３８

138

介護支援専門員 居宅介護支援事業所にて勤務していただきます。正社員 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　函要会
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 介護経験があれば、
業務の習得がしやす
いと思います。

190,000円～224,000円

静岡県田方郡函南町肥田６０

137

ホームへルパー 高齢者宅へ訪問し、調理、掃除、入浴
等の必要な支援を行います。
サービス提供責任者として、訪問介護
計画の作成、実績の入力作業のパソコ
ン作業を行っていただきます。

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

月給

240,000円～260,000円

静岡県田方郡函南町平井１６９０－１３

136

歯科衛生士 歯科医療における歯科医師の補助
プラーク　歯石の除去　デブライトメ
ント　ＴＢＩ
診療器具の消毒・滅菌　
他　歯科診療に関する事柄

正社員 さくらい歯科医院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時30分

月給

198,000円～236,000円

静岡県田方郡函南町平井１６９０－１３

135

准看護師 ・病棟における入院患者の看護業務全
般に携わっていただきます。

・当院の看護師の仕事は、療養型の病
院での看護であり、患者様一　人ひと
りに向き合った看護を実践していただ
きます。

正社員 変形（1ヶ月単位） 医療法人新光会　伊豆平和病院
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

月給

221,000円～261,000円

静岡県田方郡函南町平井１６９０－１３

134

看護師 ・病棟における入院患者の看護業務全
般に携わっていただきます。

・当院の看護師の仕事は、療養型の病
院での看護であり、患者様一　人ひと
りに向き合った看護を実践していただ
きます。

正社員 変形（1ヶ月単位） 医療法人新光会　伊豆平和病院
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

月給 (2)7時30分～15時30分

154,000円～184,000円 (3)11時00分～19時00

静岡県田方郡函南町塚本９６１

133

介護職員 ・病棟において入院患者（高齢者・障
害者）への介護業務全般（食事介助、
おむつ交換、入浴介助、シーツ交換
等）を行っていただきます。

・夜勤は月４～５回程度あります（夜
勤できない方、応相談）。

正社員 変形（1ヶ月単位） 医療法人新光会　伊豆平和病院
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

月給 生産動物の飼育、管
理228,564円～321,720円

静岡県田方郡函南町桑原１３５４
伊豆箱根バス　　富士箱根ランド
徒歩０分

132

臨時実習助手 農業高校の実習授業において教員の補
助業務を行います。
今回は動物科学科で勤務していただく
方の求人です。

動物科学科は、生産動物の飼育管理、
畜産物の加工、愛玩動物の飼育管理等

正社員以外 静岡県立田方農業高等学校
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時15分～16時45分

月給 (2)9時00分～17時59分 経験者優遇

180,000円～200,000円131

施設管理 《施設管理業務内容として》
主に電気設備及びボイラー設備の点
検・修理をしていただきます。

・ボイラー運転管理
・電気設備管理
・給排水等設備管理

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 一般財団法人　中小企業レクリエーションセンター　富士箱根ランド
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～8時59分
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和5年4月3日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0557-51-8069 従業員数 9人

年　　齢: 44歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22052-  792731 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 4時間

     TEL: 0465-37-2111 従業員数 7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: 14070- 1553231 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 25時間

     TEL: 055-927-2200 従業員数 8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: 22030- 3239131 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5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- 9138731 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 055-966-7636 従業員数 4人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 その他の保安関係資
格

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 高圧ガス販売主任者（第２種）

求人番号: 22030- 3394031 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 5人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 14010-15860831 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-32-0300 従業員数 81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: 22052-  835831 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-32-0300 従業員数 81人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052-  836231 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-32-0300 従業員数 81人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052-  826031 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-53-5557 従業員数 111人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052-  816931 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 6時間

     TEL: 0557-53-5557 従業員数 111人

年　　齢: 44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: 22052-  817131 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 0557-45-5260 従業員数 160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-  808631 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-51-5808 従業員数 22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: 22052-  779131 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県伊東市富戸１１６０－１１

月給

190,000円～250,000円
又は7時00分～21時00

静岡県伊東市川奈１４５９

156

ホテルフロント・
サービス業務

主にお客様のフロント、サービス接客
業務のお仕事です。

フロント業務（チェックイン・チェッ
クアウト）
お食事サービス（お部屋食出し、個室
食出し）

正社員 交替制あり 株式会社　Ｈａｃｏ
『自然家　Ｈａｃｏ』『別邸　ＫＵＲＯ』
『別邸そらのうえ』

雇用期間の定めなし (1)13時00分～21時00

月給 (2)10時00分～19時00

163,500円～300,000円 (3)12時00分～21時00
又は6時00分～21時00

静岡県伊東市赤沢１６３－１

155

レストランサービス 老舗ホテル内レストラン、及び宴会場
でのサービス業務
（フランス料理や日本料理）
○席へのご案内
○オーダーを受ける
○料理・ドリンクの提供
○食事後の食器・グラス類を下げる

正社員 交替制あり 株式会社　川奈ホテル
雇用期間の定めなし (1)6時00分～15時00分

月給 (2)13時00分～21時30

215,000円～300,000円
又は6時30分～22時00

静岡県伊東市赤沢字浮山１７０－２

154

【正社員】ホテル
フロント・レストラ
ンスタッフ

『赤沢温泉ホテル』における
フロント及びレストラン業務です。
★フロントサービス全般
★レストランサービス全般

その他、予約受付や清掃等の業務応援
あります。

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　赤沢温泉郷
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時30分

時給 (2)9時30分～18時00分

207,000円～207,000円
又は8時30分～22時00

静岡県伊東市岡２０３

153

赤沢日帰り温泉館
受付スタッフ【フル
タイムアルバイト】

『赤沢日帰り温泉館』における受付業
務
・接客対応
・精算業務
・電話対応
・貸切風呂やタイ古式マッサージの予
約受付

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　赤沢温泉郷
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 和食調理の経験者、
優遇します。300,000円～500,000円

静岡県伊東市岡２０３

152

調理（調理部） 調理部において、会席料理の調理及び
盛り付けを行います。
（お食事はお部屋出し）
料理長の指示のもと、
食材の準備～仕込み～調理（主に和
食）～盛り付け～片付けなどを行いま
す。

正社員 変形（1年単位） 株式会社　大和館　　
【青山やまと】雇用期間の定めなし (1)6時00分～19時00分

月給 (2)8時00分～17時00分

241,000円～311,000円 (3)13時00分～22時00

静岡県伊東市岡２０３

151

フロント フロントでのお客様の対応、案内業務
です。　　　　　　
○接客対応
○電話応対
○駐車場への配車　等

※インターネット等による予約受付は

正社員 変形（1年単位） 株式会社　大和館　　
【青山やまと】雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給

250,000円～320,000円

静岡県伊東市湯川３ー１１ー２
サンタイビル１階
当社：伊東駅前店

150

客室係 ご宿泊のお客様に夕食（会席料理）と
朝食を提供する仕事です。
（メインは部屋出し）

旅館での食事の提供、お迎え、お見送
り等の業務を通して、お客様にくつろ
ぎを感じて頂けるよう、おもてなしを

正社員 変形（1年単位） 株式会社　大和館　　
【青山やまと】雇用期間の定めなし (1)7時00分～20時30分

月給

215,000円～300,000円

静岡県伊東市吉田７１４－１
伊東営業所

149

営業サポート事務／
伊東駅前店

熱海・伊東・箱根で圧倒的なシェア率
を誇る当社
営業サポートのお仕事をお任せしま
す。

＜具体的には＞
・お客様の応対

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

200,000円～230,000円

静岡県伊東市吉田３９０－１
伊東営業所

148

ＬＰガスのルート営
業（伊東営業所）

ＬＰガスのルート営業
・ガス機器・リフォーム・電気のご提
案・販売
・担当エリアのご家庭の検針・集金
・ガス器具の取付・修理
・設備・器具の保安点検

正社員 変形（1年単位） 日本ガス興業　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時15分

月給 事務経験

165,110円～200,000円

静岡県伊東市湯川３丁目１１－１
　うさぎ薬局　湯川店

147

一般事務／伊東市／
転勤なし

・電話応対業務
・来客対応
・荷受け
・データ入力

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

月給 (2)8時30分～17時30分

185,000円～185,000円 (3)9時30分～18時30分

静岡県伊東市宮川町２－４－２３
「伊東営業所」

146

薬局事務員 当社、調剤薬局「うさぎ薬局湯川店」
において、下記事務業務を担当してい
ただきます。
・処方箋の受け付け
・会計（レジ）業務
・パソコンを使用しての薬剤等の在庫
管理

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社鶴亀ファーマシー
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

月給

183,000円～230,000円

静岡県伊東市富戸１３１７－１０
５３　大室高原１０－１１１
【陶芸工房えんのかま】

145

ル－ト営業（伊東営
業所）

○電気工事業者向けの電設資材販売の
ル－トセ－ルス
・電線から照明器具、配線器具、制御
機器、住宅設備、
ＯＡ，ＩＴ関連機器を電気工事店、設
備業者に販売する。


正社員 短期大学、大学卒 愛光電気　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時15分

月給

180,000円～280,000円144

陶芸工房と飲食店の
管理職補助

陶芸工房・飲食店の運営管理業務
○調理＆ホール
　販売企画・店舗管理
※買い出し等の外出用務あります。
（社有車あり：ＡＴ車）
○陶芸インストラクター
　焼成業務・作品管理・企画

正社員 合同会社　イズクウカン
【えんのかま・おおむろ軽食堂】雇用期間の定めなし (1)8時00分～16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4月3日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 03-5295-7793 従業員数 66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: 13010-32424031 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 03-5295-7793 従業員数 66人

年　　齢: 61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: 13010-32425831 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 03-5295-7793 従業員数 66人

年　　齢: 61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: 13010-32426231 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 03-5295-7793 従業員数 35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: 13010-32454731 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 03-5295-7793 従業員数 35人

年　　齢: 61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: 13010-32458131 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 03-5295-7793 従業員数 66人

年　　齢: 61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: 13010-32462731 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 03-5295-7793 従業員数 66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: 13010-32465931 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 03-5295-7793 従業員数 66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: 13010-32159831 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 03-5295-7793 従業員数 66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: 13010-32170331 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 28時間

     TEL: 03-5295-7793 従業員数 35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: 13010-32182031 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 20時間

     TEL: 0557-54-1433 従業員数 15人

年　　齢: 不問 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: 22052-  785331 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-37-3415 従業員数 120人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 木他 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

求人番号: 22052-  822331 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0557-35-3515 従業員数 40人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 木他 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

求人番号: 22052-  823631 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

静岡県伊東市玖須美元和田７３１

月給

224,000円～224,000円

静岡県伊東市玖須美元和田７３０－４８

169

クリーニング・リネ
ンサプライ業

一般向けのクリーニング工場における
業務です。
（一部、事業所対応取り扱いもありま
す）
○ホームクリーニング工場内にて、洗
濯乾燥機での洗濯物の洗い・乾燥作業
○工場間の運搬（伊東市内）

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

月給

224,000円～224,000円

静岡県伊東市八幡野１２６４ー６０

168

本社～工場間のリネ
ン・作業着配送

浴衣・タオル等のリネン品を運びま
す。
※カートに入れたリネン類のトラック
積み込み作業も行います。
●社有車：２ｔ車使用

ほか、ハイエースを使い工場間で作業

正社員 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊豆リネンサプライ
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給 (2)16時30分～20時30

184,800円～231,000円
又は13時00分～20時30

静岡県伊東市鎌田２８０
淘心庵　米屋（当社直営）

167

保養所の接客サービ
ス業務【伊豆さくら
山荘】

保養所での業務全般
○レストラン対応（懐石料理）
　配膳、接客サービス
　テーブルの片付け、等
　
※レストラン席数：３０～５０席ほど

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　馬渕商事　伊豆支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～10時00分

月給 (2)7時00分～22時00分 ホテル業務経験、レ
ストラン・飲食店で
の接客経験など

181,000円～236,800円 (3)6時00分～23時00分

静岡県伊東市八幡野１３２６－５
杜の湯　きらの里（当社直営）

166

淘心庵　米屋／レス
トランスタッフ

当社直営ホテル旅館　レストラン運営
業務全般

・接客対応（アテンド、ホールサービ
ス）
・配膳／下膳
・洗い場

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)6時00分～21時00分

月給 (2)7時00分～22時00分 飲食店での接客経験
ホテル・旅館等での
接客業務経験

181,000円～236,800円 (3)6時00分～23時00分

静岡県伊東市岡１３４８－３
ウェルネスの森　伊東（当社直
営）

165

杜の湯　きらの里／
レストランスタッフ

当社直営ホテル旅館　レストラン運営
業務全般

・接客対応（アテンド、ホールサービ
ス）
・配膳／下膳
・洗い場

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)6時00分～21時00分

月給 (2)7時00分～22時00分 ホテル業務経験、レ
ストラン・飲食店で
の接客経験など

181,000円～236,800円 (3)6時00分～23時00分

静岡県伊東市八幡野１３２６－５
杜の湯　きらの里（当社直営）

164

ウェルネスの森　伊
東／レストランス
タッフ

当社直営ホテル旅館　レストラン運営
業務全般

・接客対応（アテンド、ホールサービ
ス）
・配膳／下膳
・洗い場

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)6時00分～21時00分

月給 (2)13時00分～22時00 接客業務・ホテル予
約業務等の経験181,000円～236,800円 (3)9時00分～22時00分

静岡県伊東市八幡野１３２６－５
杜の湯　きらの里（当社直営）

163

杜の湯　きらの里／
予約販売スタッフ／
契約社員

当社直営リゾートホテル内での予約販
売業務全般

・予約受付、お客様応対
・電話対応、予約データ入力
・顧客情報や販売管理、予約プラン作
成

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　共立メンテナンス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～18時00分

月給 (2)13時00分～22時00 ホテル・旅館等での
接客業務経験181,000円～236,800円 (3)9時00分～22時00分

静岡県伊東市鎌田２８０
淘心庵　米屋（当社直営）

162

杜の湯　きらの里／
予約販売スタッフ

当社直営リゾートホテル内での予約販
売業務全般

・予約受付、お客様応対
・電話対応、予約データ入力
・顧客情報や販売管理、予約プラン作
成

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 (2)13時00分～22時00 ホテル・旅館等での
接客業務経験181,000円～236,800円 (3)9時00分～22時00分

静岡県伊東市鎌田２８０
淘心庵　米屋（当社直営）

161

淘心庵　米屋／予約
販売スタッフ

当社直営リゾートホテル内での予約販
売業務全般

・予約受付、お客様応対
・電話対応、予約データ入力
・顧客情報や販売管理、予約プラン作
成

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 (2)13時00分～22時00 接客業務・ホテル予
約業務等の経験181,000円～236,800円 (3)9時00分～22時00分

静岡県伊東市岡１３４８－３
ウェルネスの森　伊東（当社直
営）

160

淘心庵　米屋／予約
販売スタッフ／契約
社員

当社直営リゾートホテル内での予約販
売業務全般

・予約受付、お客様応対
・電話対応、予約データ入力
・顧客情報や販売管理、予約プラン作
成

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　共立メンテナンス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～18時00分

月給 (2)13時00分～22時00 ホテル・旅館等での
接客業務経験181,000円～236,800円 (3)9時00分～22時00分

静岡県伊東市岡１３４８－３
ウェルネスの森　伊東（当社直
営）

159

ウェルネスの森　伊
東／予約販売スタッ
フ

当社直営リゾートホテル内での予約販
売業務全般

・予約受付、お客様応対
・電話対応、予約データ入力
・顧客情報や販売管理、予約プラン作
成

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 (2)13時00分～22時00 一般事務、接客業経
験181,000円～236,800円 (3)8時00分～22時00分

静岡県伊東市岡１３４８－３
ウェルネスの森　伊東（当社直
営）

158

ウェルネスの森　伊
東／総務経理スタッ
フ

当社直営ホテル旅館　総務経理業務全
般

・勤怠管理
・寮・社宅管理
・備品発注
・在庫管理

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 (2)13時00分～22時00 接客業務・ホテル予
約業務等の経験181,000円～236,800円 (3)9時00分～22時00分157

ウェルネスの森　伊
東／予約販売スタッ
フ／契約社員

当社直営リゾートホテル内での予約販
売業務全般

・予約受付、お客様応対
・電話対応、予約データ入力
・顧客情報や販売管理、予約プラン作
成

正社員以外 変形（1ヶ月単位） 株式会社　共立メンテナンス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～18時00分
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和5年4月3日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪フルタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0557-48-1443 従業員数 0人

年　　齢: 61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: 22052-  799231 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0557-48-0011 従業員数 28人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 ホームヘルパー２級 就業場所: 

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

求人番号: 22052-  819831 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-47-6200 従業員数 90人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 水日他 ホームヘルパー２級 就業場所: 

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

求人番号: 22052-  805431 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 1時間

     TEL: 0557-45-5566 従業員数 98人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり ホームヘルパー２級

求人番号: 22052-  790531 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-32-0808 従業員数 10人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 看護師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22052-  780831 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-38-3200 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22052-  838431 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 045-620-6676 従業員数 14人

年　　齢: 65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: 14010-16254631 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-45-4223 従業員数 99人

年　　齢: 18歳～40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: 22052-  782531 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-32-1631 従業員数 14人

年　　齢: 18歳以上 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 准看護師

求人番号: 22052-  821731 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 

静岡県伊東市大原一丁目７番１２号

月給 医療機関での看護師
業務に従事した経験
のある方

278,800円～278,800円

静岡県伊東市川奈

178

看護師（伊東市立夜
間救急医療セン
ター）：会計年度任
用職員

伊東市立夜間救急医療センターでの看
護師業務、窓口受付精算業務、院内薬
局業務、等

※夜間救急医療センターの診療時間は
１９時から２３時までです。

正社員以外 交替制あり 伊東市役所　健康推進課
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)18時00分～0時00分

月給

163,400円～163,400円
又は21時00分～9時00

静岡県伊東市宇佐美１１１６－１
７
宇佐美あけぼの園（当社施設）

177

警備員【正社員】：
常駐警備業務

【常駐警備業務】
　一か所の契約施設に常駐し、施設の
巡回や出入管理等を行う業務
　です。勤務地が１施設に限定される
ため、業務の習得や職場環境
　への順応など、比較的容易です。
　警備職は初めてという不安はあるか

正社員 変形（1ヶ月単位） 東海綜合警備保障株式会社
雇用期間の定めなし (1)19時00分～7時00分

月給 保育士

250,000円～250,000円
又は9時00分～19時00

静岡県伊東市岡広町１－１４

176

保育士【宇佐美あけ
ぼの園】

・法人が運営する通所施設で知的障害
児の放課後等デイサービス
　（児童福祉法による）を提供してい
ます。
・放課後や土曜日、学校休業日におい
て子ども達が安全に楽しく
　過ごせるよう遊びを通して支援しま

正社員 株式会社朝
雇用期間の定めなし

月給

160,000円～160,000円

静岡県伊東市広野４－４－２１　カメダハウスＧ号

175

職業指導員 事業所が提供する商品やサービスに関
する技術を、利用者に教えるる。たと
えば、食材の加工や機械のメンテナン
スなどを行っている事業所で、作業を
行う利用者を指導を行います。また、
利用者さんの送迎や事務作業が主にな
ります。

正社員 株式会社　ｉグループ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

月給

255,540円～267,700円

静岡県伊東市吉田８２１－１９

174

訪問入浴看護師 訪問入浴介護のお仕事です。

在宅で介護が必要な方への入浴介護に
おける利用者様のバイタルチェック・
入浴介助を行います。

介護職員二名と共に、一日平均六名前

正社員 変形（1年単位） 株式会社　ティー・シー・エス　伊東営業所
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

189,500円～311,200円

静岡県伊東市宇佐美２４０３－１

173

デイサービス介護職
員

デイサービスにおける介護業務

〇送迎付き添い
★車の運転ができる方には送迎をお願
いします。
（社有車：軽自動車～ワゴンタイプの
普通乗用車）

正社員 交替制あり 社会福祉法人　珀寿会
特別養護老人ホーム　伊豆の瞳雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給

167,800円～190,300円

静岡県伊東市宇佐美１０９９－１３

172

デイサービス介護職
員

デイサービス利用者に対する介護、送
迎業務
○入浴介助、食事介助、排泄介助等の
生活援助
　送迎業務

※入所者　　　　　　９０名

正社員 社会福祉法人鑑石園
『特別養護老人ホーム　うさみの園』雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

月給 (2)8時30分～17時30分

184,000円～320,000円 (3)11時00分～19時00

静岡県伊東市川奈１２２６－１４

171

介護職員 有料老人ホーム「スマイル」において
の介護業務を担当していただ
きます。
○入居者様の日常生活の援助
（食事介助・入浴介助・排泄介助、
等）
○居室整備

正社員 交替制あり 株式会社　たばら
「スマイル」雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

月給

250,000円～360,000円170

看護師（正、准看護
師）【ロコデイサー
ビス　ナースの森】

●令和５年４月１７日オープンの「ロ
コデイサービス　ナースの森」での看
護師業務全般、及び介護業務を行いま
す。


◎報告書の作成などもあります。（パ

正社員 株式会社　訪問看護ステーション・ナースの森
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分
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