
【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 03-5909-4756 従業員数 15人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13080-58835011 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-37-4880 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 月他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 1974611 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-45-2713 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　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 なし ８トン限定中型自動車免許

求人番号: 22052- 1968111 各種保険： 労災 月平均 大型自動車免許

     TEL: 0557-45-2713 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 1969711 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-36-8880 従業員数 23人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1991911 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 128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 なし

求人番号: 22052- 1936711 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 128人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 1937811 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 110人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 1938211 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 128人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 1939511 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 110人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 1940311 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 110人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 1941611 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 110人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 1942911 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 110人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 1943111 各種保険： 労災 月平均 

静岡県伊東市岡１３９１
ハトヤホテル

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

時給 (2)16時00分～21時00

913円～913円

静岡県伊東市岡１３９１
ハトヤホテル

13

売店【ハトヤホテ
ル】

『ハトヤホテル』内の売店での業務全般
です。
○土産物の販売、接客対応、レジ
○商品の仕入れ発注
○売店の掃除、整理整頓、等

パート労働者 交替制あり 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～10時40分

時給

913円～913円
又は8時00分～17時00

静岡県伊東市岡１３９１
ハトヤホテル

12

一般事務【ハトヤホ
テル】

ホテルで使用する備品・消耗品・食材・
飲材等の仕入れや在庫管理等の業務を行
います。

また、精算業務として請求書の突き合わ
せなども行います。


パート労働者 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)15時00分～20時00

913円～913円
又は8時00分～20時00

静岡県伊東市岡１３９１
ハトヤホテル

11

浴場係【ハトヤホテ
ル】

【（１）の時間の主な業務】
○大浴場及び脱衣場の清掃業務　
清掃器具を使っての磨き等の作業、シャ
ンプーやボディーソープなど備品の補充
等を行います。

【（２）の時間の主な業務】

パート労働者 交替制あり 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～13時00分

時給

1,000円～1,000円
又は7時30分～17時00

『ホテルサンハトヤ』（静岡県伊東
市湯川５７２－１２）
　　内　予約センター

10

会計事務【ハトヤホ
テル】

ホテルの会計事務全般
○伝票集計・整理
○精算業務（請求書の突き合わせ）
○現金レジ締め
○請求書の支払い等の現金出納業務

※パソコン使用します。

パート労働者 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)9時00分～16時00分

1,200円～1,200円

静岡県伊東市岡１３９１
ハトヤホテル

9

予約センター業務
【ホテルサンハト
ヤ】

「サンハトヤ」内予約センターにおける
業務です。
○予約の問い合わせ等の電話応対
○台帳管理
○パソコン入力、等

※予約受付センターの営業時間は、８時

パート労働者 交替制あり 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～18時00分

時給

1,000円～1,000円
又は7時30分～17時00

静岡県伊東市湯川５７２－１２
　ホテルサンハトヤ内　大漁苑

8

フロント会計【ハト
ヤホテル】

チェックアウト時の精算、経理ＰＣ入
力、予約受付
○お客様のご案内、お見送り
○客室管理、予約受付業務
○請求書の支払い等の現金出納業務
○パソコン使用（ワード・エクセル初級
程度）

パート労働者 交替制あり 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 調理経験（刺身が作
れる方）1,250円～1,250円

『ホテルサンハトヤ』内　「大漁
苑」
　（静岡県伊東市湯川５７２－１
２）

7

調理（ドライブイン
大漁苑）【サンハト
ヤ】

ホテルサンハトヤ内の『ドライブイン
大漁苑』における調理の仕事です。

○調理業務全般（仕込み～調理～盛り付
け～片付け）
○食材の管理（食材の在庫管理、仕入れ
等）

パート労働者 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～16時30分

時給

913円～913円

静岡県伊東市松原７４５－５

6

大漁苑　ホールス
タッフ【ホテルサン
ハトヤ】

『ホテルサンハトヤ』内、大漁苑のホー
ルスタッフの仕事です。
○会場の準備
○配膳
○お客様の対応（飲み物のオーダーを取
るなど）　　　　　
○片づけ　など

パート労働者 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

日給 (2)6時30分～10時00分 サービス業の経験あ
れば尚可1,241円～1,310円 (3)15時00分～20時00

静岡県伊東市富戸

5

宿泊サービス業（接
客・配膳）◆急募◆

全２７室の料理旅館において接客・配膳
をしていただきます。

（仕事内容）
■お客様のお出迎えやお見送り
■お部屋のご案内
■料理の配膳や片付けなど…。

パート労働者 交替制あり 株式会社　三喜・ホテルよしの
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～20時00分

時給 宿泊施設等の設備点
検の経験1,000円～1,000円

静岡県伊東市富戸

4

ホテルの設備点検・
小口修繕

伊豆高原のリゾートホテルにおける業務
です。
○設備点検（温泉・空調、等）
○客室等の障子の張替え
○ドアの蝶番などの調節
○クロスの穴の補修
○水回りのパッキン交換、等

パート労働者 有限会社　サービス・ワン
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～16時30分

時給

1,000円～1,200円

静岡県伊東市宮川町１－３－５

3

マイクロバスの運転 伊豆高原のリゾートホテルのお客様の送
迎業務です。
ホテル～伊豆高原駅間を運転します。

※ワンボックスカー、又はマイクロバス
（１０人～２９人）を
　使用します。（ＡＭ：４便　ＰＭ：４

パート労働者 有限会社　サービス・ワン
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時00分～17時00

時給

913円～913円

静岡県伊東市湯川１丁目３－３上條
ビル３階Ｂ
当社　伊東支店

2

菓子製造販売 洋菓子店における業務全般（販売及び製
造補助）
・クッキー、焼き菓子などの袋詰め作業
・鉄板に並べた洋菓子（ケーキなど）を
ショーケースに並べる
・お客様の接客対応
・レジ対応

パート労働者 お菓子工房　アルページュ
雇用期間の定めなし (1)10時00分～18時00

時給

1,100円～1,400円
又は9時00分～17時30

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

テレフォンアポイン
ター／伊東コール

【未経験ＯＫ・ノルマなし・服装自由・
インセンティブ有】
■仕事内容
・リストに沿って電話対応（目安は１時
間で２０件程度）
　※マニュアルに沿ってご案内
・データ入力（対応内容の報告作成）

パート労働者 交替制あり 株式会社　バルテック
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～17時30分

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】
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）

≪パートタイム≫

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: 0538-43-9000 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22090- 7570211 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-43-9000 従業員数 9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 なし

求人番号: 22090- 7602511 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-43-9000 従業員数 9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 なし

求人番号: 22090- 7605311 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 240人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 1926911 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 128人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 1927111 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 128人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 1928711 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 110人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 1929811 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 110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: 22052- 1930411 各種保険： 労災 月平均 4時間

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 110人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 1931011 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 110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- 1932311 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 110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 なし

求人番号: 22052- 1933611 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 110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 なし

求人番号: 22052- 1934911 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-44-2111 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 1956411 各種保険： 雇用・労災 月平均 

静岡県伊東市吉田９０１－７５
　伊豆高原温泉　森の泉

時給 レストランなどでの
キッチン経験1,000円～1,000円

又は6時00分～21時00

静岡県伊東市岡１３９１
ハトヤホテル

26

調理補助兼洗い場
【伊豆高原温泉　森
の泉】

料理長や料理人が調理に専念しやすいよ
うに、サポートする仕事です。
具体的には下記のような作業です。
・食器だし
・調理人が盛り付けた皿をみながら同じ
ように盛り付け
・野菜の皮むき

パート労働者 交替制あり 株式会社　女将塾
『伊豆高原温泉　森の泉』　『伊東温泉
久遠』

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)15時30分～20時30

1,000円～1,000円

静岡県伊東市岡１３９１
ハトヤホテル

25

宴会課【ハトヤホテ
ル】

「ハトヤホテル」の食事会場の担当業務
です。
○会場準備
○配膳
○片付け
○シアターホールの管理、準備
○接客対応、等

パート労働者 交替制あり 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～11時00分

時給

913円～913円

静岡県伊東市岡１３９１
ハトヤホテル

24

調理補助【ハトヤホ
テル】

ホテルの調理場内における調理補助の仕
事です。

板前の指示のもと食材の下処理、盛り付
けなどを行います。

※ホテルのレストランでは、和食料理、

パート労働者 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)13時00分～18時00

時給 施設管理の経験

913円～1,000円

静岡県伊東市岡１３９１
ハトヤホテル

23

設備管理（施設課ア
ルバイト）【ハトヤ
ホテル】

施設課にて担当社員の補助として、電
気・ガス・ボイラー等の保守・点検・管
理、設備のメンテナンスを行います。
○電気メーターの記録、管理、保守点検
○水質検査
○温泉・ボイラーの温度管理
○保守点検記録

パート労働者 冨士商事株式会社ハトヤホテル
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 (2)18時00分～22時00

913円～913円
又は8時00分～22時00

静岡県伊東市岡１３９１
ハトヤホテル

22

洗い場・雑用【ハト
ヤホテル】

○ホテル内食事会場の片付けやゴミ捨て


○調理場での食器洗いや片付け

○掃除　等


パート労働者 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～11時00分

日給

1,200円～1,200円
又は20時00分～8時00

静岡県伊東市岡１３９１
　ハトヤホテル

21

ナイトフロント【ハ
トヤホテル】

○夜間電話対応、お客様対応
○キャッシャー対応
○パソコン操作（伝票入力：会計書の作
成など）
○館内客室等の巡回　等

パート労働者 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,000円～1,000円

静岡県伊東市湯川５７２－１２
　ホテルサンハトヤ

20

布団敷き、他　（ハ
トヤホテル）

○布団敷き
　和室：押し入れから布団一式を出し
セットする。
　洋室：ベッドカバーを外す作業

○部屋の茶器・グラス・お菓子などの取
り替え

パート労働者 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)18時00分～21時00

時給

1,000円～1,000円

静岡県伊東市湯川５７２－１２
　ホテルサンハトヤ

19

客室清掃、他
（サンハトヤ）

○客室清掃
　掃除機をかける、ゴミ集め、布団上
げ、ベッドメーキング、
　お風呂や洗面等の水回り拭き上げ清
掃、
　アメニティー用品の補充、等
※２～３人一組で行う作業となります。

パート労働者 交替制あり 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～14時00分

時給

1,000円～1,000円

『ハトヤホテル』

18

布団敷き、他　（サ
ンハトヤ）

○布団敷き
　和室：押し入れから布団一式を出し
セットする。
　洋室：ベッドカバーを外す作業

○部屋の茶器・グラス・お菓子などの取
り替え

パート労働者 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)18時00分～21時00

時給

1,000円～1,000円

静岡県伊東市富戸１２４１－２
　源泉と離れのお宿　月

17

客室清掃、他
（ハトヤホテル）

○客室清掃
　掃除機をかける、ゴミ集め、布団上
げ、ベッドメーキング、
　お風呂や洗面等の水回り拭き上げ清
掃、
　アメニティー用品の補充、等
※２～３人一組で行う作業となります。

パート労働者 交替制あり 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～14時00分

時給

1,000円～1,000円
又は9時00分～15時00

静岡県伊東市富戸１２４１－２
　源泉と離れのお宿　月

16

清掃・ハウスキー
パー／パート／月
（伊東市）

清掃・ハウスキーパーとして勤務して頂
きます。

＜主な仕事内容＞
・客室清掃、客室内の露天風呂の清掃
・大浴場の清掃、備品の補充
・ベッドメイク、備品の補充

パート労働者 交替制あり 株式会社　マックスジャパン
雇用期間の定めなし (1)9時00分～15時00分

時給

1,000円～1,300円
又は7時00分～22時00

静岡県伊東市富戸１２４１－２
　源泉と離れのお宿　月

15

接客／月／伊東市 旅館の接客業務全般を行って頂きます。

＜主な仕事内容＞
・フロント対応（チェックイン、チェッ
クアウト）
・電話応対
・お料理の配膳、サービス（お食事処に

パート労働者 株式会社　マックスジャパン
雇用期間の定めなし

時給 (2)17時00分～22時00 経験者優遇

1,000円～1,200円
又は7時00分～22時00

14

調理補助／パート／
月（伊東市）

お客様の夕食、朝食における簡単な調理
補助業務です。

＜主な仕事内容＞
・食材の仕込み
・料理の盛り付け　など


パート労働者 株式会社　マックスジャパン
雇用期間の定めなし (1)7時00分～10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】
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）

≪パートタイム≫

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: 0557-44-2111 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 1957011 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-51-4400 従業員数 80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: 22052- 1860311 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 0557-51-4400 従業員数 80人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1861611 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 0557-51-4400 従業員数 80人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1862911 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 03-3505-3042 従業員数 6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: 13040-93077311 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-55-1000 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 あり

求人番号: 22052- 2025011 各種保険： 労災 月平均 3時間

     TEL: 0557-47-1700 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 1976111 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 054-270-3601 従業員数 36人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22010-22778111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-48-7363 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 火他 美容師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1891411 各種保険： その他 月平均 10時間

     TEL: 0557-51-1115 従業員数 54人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 2010111 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-51-1115 従業員数 54人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1949011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-51-1115 従業員数 54人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22052- 1950911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-51-8818 従業員数 7人

年　　齢: 69歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 1946211 各種保険： 労災 月平均 

静岡県伊東市富戸５９４　富戸幼稚園

時給 (2)14時00分～18時35

920円～1,100円
又は8時00分～18時35

静岡県伊東市富戸１０９０
　伊豆ぐらんぱる公園

39

学童支援員【パート
タイマー】

伊東市立富戸小学校区の保護者が立ち上
げた学童保育所です。
一緒に小学生の子供たちをお世話してく
ださる方を募集しております。

○児童（小学生）の指導、保育
○子供向け遊び道具作り

パート労働者 交替制あり 放課後児童クラブ
富戸すまいるクラブ育成会雇用期間の定めなし (1)14時00分～18時00

時給 (2)8時35分～16時20分

950円～950円 (3)13時05分～21時50

静岡県伊東市富戸１０９０
　伊豆ぐらんぱる公園

38

サービス業務（ジッ
プライン）【伊豆ぐ
らんぱる公園】

伊豆ぐらんぱる公園内のアトラクション
施設における業務です。
○ジップラインの受付、誘導係
○備品・設備等の保全管理業務、等

◆お客様に安全で楽しく体験していただ
けるようにサポートするお仕事です。

パート労働者 交替制あり 株式会社　伊豆シャボテン公園
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時35分～17時20分

時給 (2)8時35分～16時00分

920円～920円 (3)13時05分～21時30

静岡県伊東市富戸１０９０
　伊豆ぐらんぱる公園

37

サービス業務（フロ
ント・受付）【伊豆
ぐらんぱる公園】

伊豆ぐらんぱる公園でのサービス業務で
す。
（お客様の接客対応）
〇入園券等の販売、インフォメーション
〇チケットの検札
〇アトラクション受付等

パート労働者 交替制あり 株式会社　伊豆シャボテン公園
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時35分～17時00分

時給

920円～920円

静岡県伊東市川奈１２１４ー１３ー１階

36

サービス業務【伊豆
ぐらんぱる公園】
（夜間）

伊豆ぐらんぱる公園内イルミネーション
でのサービス業務です。

・入園券等の販売、インフォメーション

・チケットの検札


パート労働者 株式会社　伊豆シャボテン公園
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)17時00分～21時50

時給 実務経験

1,000円～1,500円
又は9時00分～18時00

静岡県伊東市玖須美元和田７２９－
１
　伊東市学校給食センター

35

美容師 美容院に来店されたお客様の髪の毛の
カット、セット、カラーリング、パー
マ、シャンプーなどを行います。
また、掃除や片付けなどの雑務も行って
いただきます。

◇カットやカラー以外にまつげエクステ

パート労働者 交替制あり 美容専門学校卒 ヘアートリップアルカ
雇用期間の定めなし

時給 (2)8時30分～15時30分

940円～940円

静岡県伊東市湯川１－１６－６
【まるたか】

34

（請）学校給食調理
員／伊東市

○伊東市内の小中学校の給食を作るお仕
事です。
（約２９００食程度）

＊給食センター内での調理補助、食器・
食缶の洗浄消毒をお任せします。


パート労働者 交替制あり 株式会社　東洋食品　東海事業部　静岡支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～12時00分

時給 接客業の経験があれ
ば尚可920円～1,000円

又は17時00分～22時00

静岡県伊東市八幡野１１８３番地
伊豆高原駅内やまもプラザ　１０６
【食事処　信海】

33

和食居酒屋での接客
【まるたか】

和食居酒屋【まるたか】における業務全
般
・開店前の清掃など開店準備
・料理提供～バッシング（空いたお皿や
グラスを片付ける）～
　お会計などの接客対応
・閉店後の片付けなど

パート労働者 交替制あり 株式会社　マリンスポーツオフィス
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

時給 (2)17時00分～21時00

1,000円～1,500円
又は9時00分～21時00

静岡県伊東市八幡野１７３６－５
リブマックスリゾート城ヶ崎海岸

32

ホールスタッフ
＊急募＊

伊豆高原駅内飲食店におけるホール接客
業務が主な仕事です。

○お客様のご案内・オーダー取り
○食事やドリンクの提供・下膳
○精算業務
○店内清掃・洗い物　等

パート労働者 交替制あり 株式会社　信海
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

時給 (2)16時00分～22時00

1,000円～1,000円

静岡県伊東市八幡野１１０４－５

31

レストランスタッフ
リゾート城ヶ崎海岸
（朝食・夕食）

リゾートホテル「リブマックスリゾート
城ヶ崎海岸」内にあるレストランでの、
朝食・夕食をご提供頂くスタッフ募集。
＜仕事内容＞
・お客様対応
・食器洗いや片づけ
・料理の配膳準備等

パート労働者 株式会社　リブマックス　フーズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)6時00分～12時00分

時給 (2)13時15分～22時00

1,020円～1,020円

静岡県伊東市八幡野１１０４－５

30

フロント業務 ホテルのフロント業務全般
○チェックイン・チェックアウト、精算
業務

○予約対応（電話やインターネットによ
る）


パート労働者 交替制あり 日本郵政株式会社
　『ＪＰリゾート　伊豆高原』雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～14時45分

時給

1,000円～1,000円

静岡県伊東市八幡野１１０４－５

29

清掃業務 ホテルの清掃業務全般

○客室及び浴室の清掃
　（客室数：５５室）

○パブリックスペースの清掃


パート労働者 交替制あり 日本郵政株式会社
　『ＪＰリゾート　伊豆高原』雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～14時00分

時給 (2)13時15分～21時00

1,000円～1,000円

静岡県伊東市吉田９０１－７５
　伊豆高原温泉　森の泉

28

レストランホール接
客業務

ホテルのレストラン業務全般
○朝食時の配膳及び下膳
　（ビュッフェスタイル）

○夕食時の配膳及び下膳
　（会席料理）


パート労働者 交替制あり 日本郵政株式会社
　『ＪＰリゾート　伊豆高原』雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～14時15分

時給 人柄や意欲を重視し
た採用を心がけてい
ます！以下の経験を

1,000円～1,000円
又は7時00分～21時00

27

ホテルサービスス
タッフ【伊豆高原温
泉　森の泉】

・接客業務
お客様のお出迎え、お見送り、客室への
ご案内、館内説明、周辺観光のご案内、
お料理出し、お飲み物のご提供、片付
け、食事処のセット

・予約業務

パート労働者 交替制あり 株式会社　女将塾
『伊豆高原温泉　森の泉』　『伊東温泉
久遠』

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
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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】
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）

≪パートタイム≫

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: 0557-48-1443 従業員数 8人

年　　齢: 不問 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 なし 准看護師

求人番号: 22052- 1893311 各種保険： 雇用・労災 月平均 介護福祉士

     TEL: 045-620-8971 従業員数 8人

年　　齢: 65歳以下 休　　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: 22030- 8772711 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-36-9069 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: 22052- 2014511 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-45-0586 従業員数 39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 なし

求人番号: 22052- 2009311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-36-0777 従業員数 30人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 2001911 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0562-93-0151 従業員数 15人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 23030-18692011 各種保険： 労災 月平均 3時間

     TEL: 0562-93-0151 従業員数 15人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 23030-18693311 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-54-9988 従業員数 150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 なし

求人番号: 22052- 1961211 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-36-9069 従業員数 59人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 3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: 22052- 1904511 各種保険： 労災・財形 月平均 

     TEL: 0557-47-6200 従業員数 90人

年　　齢: 不問 休　　日： 水日他 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: 22052- 1908611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-47-6200 従業員数 90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 なし

求人番号: 22052- 1909911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-47-6200 従業員数 90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 なし

求人番号: 22052- 1910711 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-54-9988 従業員数 150人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 介護支援専門員（ケ
アマネージャー）

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 1866211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県伊東市八幡野１０２７

時給

1,300円～1,500円
又は8時00分～17時00

静岡県伊東市宇佐美２４０３－１

52

介護支援専門員【ケ
アサービス課】

特定施設入居者生活介護におけるケアマ
ネジメント業務全般

・介護保険申請の代行
　
・ケアプランの作成、等


パート労働者 一般財団法人　日本老人福祉財団　伊豆高原〈ゆうゆうの里〉
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 (2)10時00分～14時00

920円～950円 (3)16時00分～20時00

静岡県伊東市宇佐美２４０３－１

51

介護職員【早番・中
番・遅番】

特別養護老人ホームの入所者、利用者に
対する介護業務

○入浴介助、食事介助、排泄介助等の生
活援助

※入所者　　　　　　９０名

パート労働者 社会福祉法人鑑石園
『特別養護老人ホーム　うさみの園』雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～11時00分

時給 (2)7時30分～16時30分

920円～950円 (3)8時30分～17時30分
又は8時30分～17時30

静岡県伊東市宇佐美２４０３－１

50

介護職員 特別養護老人ホームの入所者、利用者に
対する介護業務
○入浴介助、食事介助、排泄介助等の生
活援助

※入所者　　　　　　９０名
　ショートスティ　　２０名

パート労働者 交替制あり 社会福祉法人鑑石園
『特別養護老人ホーム　うさみの園』雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～16時00分

時給

920円～950円

伊東市・熱海市全域の高齢者宅　※
本人のご希望を考慮します。
（事務所には寄らず直接ご利用者様
のお宅へ伺い、終了後は自宅へ直接

49

介護職員（デイサー
ビス）

デイサービスご利用者様に対する業務全
般
○入浴介助
○食事介助、排泄等の介助
○レクリエーションの支援、等
○送迎業務（送迎車に添乗し介助、等）


パート労働者 社会福祉法人鑑石園
『特別養護老人ホーム　うさみの園』雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時30分

時給

1,260円～1,520円
又は8時00分～19時00

静岡県伊東市八幡野１０２７

48

ホームヘルパー ホームヘルパーとして高齢者のお宅を訪
問します。
居宅での調理・食事・排泄・入浴等の支
援を行います。

★サービス提供責任者が、
　仕事に慣れるまでは同行しますので安

パート労働者 交替制あり 有限会社　伊豆介護センター
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)15時00分～19時00

950円～950円

静岡県伊東市富戸１１０５－２５
「グループホーム伊東」

47

調理補助【食事サー
ビス課】

入居者の皆様に提供する食事の調理補
助・盛り付け・お膳セット・洗い物など
の仕事です。
（日替わり定食・一品料理・治療食など
を提供）

◆接客が得意な方には、カウンターでの

パート労働者 交替制あり 一般財団法人　日本老人福祉財団　伊豆高原〈ゆうゆうの里〉
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)5時30分～9時30分

時給 (2)10時00分～19時00

920円～1,200円 (3)17時00分～10時00

静岡県伊東市富戸１１０５－２５
「グループホーム伊東」

46

介護職（グループ
ホーム伊東）

＜介護業務全般＞

　利用者様の介護　等

　・食事、入浴、トイレ介助　等
　・レクリエーション　等


パート労働者 変形（1年単位） ヘルスケアサポート　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給 (2)10時00分～19時00

920円～1,200円

静岡県伊東市猪戸１丁目１‐３

45

介護職（グループ
ホーム伊東）

〈　介護業務　〉
　利用者様の介護等

　・食事、入浴、トイレ介助等

　・レクレーション等


パート労働者 変形（1ヶ月単位） ヘルスケアサポート　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時00分～17時00分

時給 (2)9時00分～18時00分

1,020円～1,070円 (3)10時30分～19時30

事業所所在地（伊東市吉田８２５－
１）
または
くつろぎの家（伊東市十足６１１－

44

介護職 有料老人ホームの入居者様の食事・入
浴・排泄等、生活全般にかかる介護業務
が主な仕事です。

場合により、病院への付き添い等があり
ます。


パート労働者 交替制あり 株式会社　駿河シルバーサービス　緑寿の郷
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時45分～15時45分

時給

915円～915円
又は8時30分～17時30

「クラシオンカフェ」（伊東市末広町）、他伊東市内４ヶ所

43

デイサービス介護職
員

デイサービスでのお仕事です。（★土・
日曜日休み）
食事介助、排泄介助、入浴介助、レクリ
エーションなどの支援を行います。
車の運転ができる方には、送迎業務もお
願いします。
（送迎車：小型乗用車～ワゴン車）

パート労働者 交替制あり 社会福祉法人　十字の園
伊東市立養護老人ホーム（平和の杜）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

1,000円～1,100円

静岡県伊東市湯川一丁目８番１６号　杉山ビル　１Ｆ

42

調理職　【伊東】 デイサービス等における利用者様及び職
員の昼食を作っていただきます。（４０
～５０食程度）

○仕込み、調理、盛り付け、片付け、清
掃、等


パート労働者 有限会社　伊豆介護センター
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～13時00分

時給 (2)13時00分～17時00

1,400円～1,450円
又は9時00分～18時00

静岡県伊東市宇佐美１６６５　宮上
設計ビル１Ｆ
【カフェデイサービス　ナースの
森】

41

専門的支援スタッフ
【伊東もえぎ】４年
制大学心理学卒

・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て

パート労働者 交替制あり 心理学部卒 福祉教育アセスメントセンター　株式会社
雇用期間の定めなし (1)13時00分～18時00

時給

1,500円～1,800円40

看護師（正、准看護
師）【カフェデイ
サービス　ナースの
森】

●令和１年４月に新規オープンしました
「カフェデイサービス　ナ
ースの森」は３時間の滞在の中で、入浴
リハビリを中心としたデイ
サービスです。

そのデイサービス内での看護業務全般及

パート労働者 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

4/16



【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】
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）

≪パートタイム≫

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: 045-620-6676 従業員数 14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 なし

求人番号: 14010-47099911 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-78-1137 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 2036911 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-6204-2568 従業員数 29人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： なし 時間外 あり

求人番号: 13010-84297811 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 055-948-2511 従業員数 30人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5797411 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 053-452-0708 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22020-21716611 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-948-1525 従業員数 48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- 5849711 各種保険： 雇用・労災・財形 月平均 

     TEL: 055-948-1525 従業員数 48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- 5850511 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 092-925-6483 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 40180-14775811 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-949-4639 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5560211 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-949-4639 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 水祝他 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 なし 測量士

求人番号: 22050- 5561511 各種保険： 雇用・労災 月平均 二級建築士

     TEL: 0558-77-1500 従業員数 4人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 火日 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5747511 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-6833-0437 従業員数 18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 あり

求人番号: 13040-87980811 各種保険： 労災 月平均 20時間

     TEL: 055-941-7963 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 美容師 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: 22030- 8083011 各種保険： 労災 月平均 

静岡県伊豆の国市寺家１００
　ビンズ・アイ韮山店

時給 美容師としての経験
１年以上1,000円～1,300円

又は9時00分～17時00

静岡県伊豆の国市吉田１２５番
かつ庵　大仁店

65

美容師・スタイリス
ト（ビンズ・アイ韮
山店）

当社運営する美容室ビンズ・アイ韮山店
において、美容師の業務を担当して頂き
ます。
・受付案内・レジ等の接客業務
・カット・カラー・パーマ業務（カラー
のみも可）
・その他営業に付随する業務

パート労働者 交替制あり 株式会社　ビンズ・アイ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

時給

980円～980円
又は9時00分～0時30分

静岡県伊豆の国市三福１８８－４

64

店舗スタッフ／大仁 肉・パン粉・ソースにこだわり、リーズ
ナブルな価格でお客様に提供し、チェー
ンストアとして全国２００店舗の展開を
目標としています。
具体的な業務としては、商品管理・調
理・提供、衛生管理をしていただきま
す。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　かつ庵
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

時給 動物看護・トリミン
グ1,000円～1,200円

静岡県伊豆の国市韮山山木３２－４

63

動物看護 小動物診療補助
動物病院受付業務
院内清掃

パート労働者 株式会社伊豆の国どうぶつ病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～12時30分

時給 不動産・建築等営
業・販売経験者913円～913円

又は9時00分～16時00

静岡県伊豆の国市韮山山木３２－４

62

事務、営業（物件等
案内）

・一般事務
・物件等案内、業者廻り（静岡東部方
面）社有車使用
・建築不動産関係の資料及びチラシ作成
・当社所有ビル内の管理（点検、定期清
掃等）

パート労働者 株式会社　アキタ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～15時00分

時給 (2)12時00分～15時00

913円～913円 (3)18時00分～21時00
又は8時30分～21時30

静岡県内（伊豆の国市、沼津市）


61

ビル又は建物の清
掃、管理等

・ビルやコインランドリーの清掃、管理等 パート労働者 変形（1年単位） 株式会社　アキタ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～12時00分

時給 (2)15時00分～21時00

1,225円～1,225円

静岡県伊豆の国市長岡２６０－１

60

斎場でのギフト商品
受け渡し業務／（沼
津営業所）沼津市他

＊セレモニー式場にて、弔問された方
に、返礼品等のギフト商品をお客様にお
渡しする仕事です。

＊基本的には、通夜・告別式での勤務と
なります。
　通　夜→１５：００～２１：００位の

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 国際経営株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～15時00分

時給 調理経験あれば尚可

920円～1,100円

静岡県伊豆の国市長岡２６０－１

59

キッチンスタッフ 山麓のレストラン「伊豆パラディーゾ」の厨房内でイタリアンの調理のお仕事です。パート労働者 交替制あり 大日　株式会社　伊豆の国パノラマパーク
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時00分

時給

920円～920円

静岡県伊豆の国市
【市内の小中学校】

58

ショップスタッフ 観光施設の売店で、色々な地方から来たお客様におみやげ物を販売するお仕事です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他に品出しや発注、清掃作業も含まれます。パート労働者 交替制あり 大日　株式会社　伊豆の国パノラマパーク
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～17時00分

時給 ・運転自動車免許、
マイカー所有（業務
上必要なため）

1,100円～1,100円
又は8時00分～17時00

静岡県伊豆の国市長岡１４０７－４８

57

小中学校ＩＣＴ活用
サポート＜ＩＣＴ支
援員＞（伊豆の国
市）

小中学校で、先生・授業のサポートをお
願いします。
〈授業支援〉
・授業前の機器の準備
・授業中の先生や生徒の操作サポート
・授業後の機器の片付け
〈教員支援〉

パート労働者 交替制あり 遠鉄システムサービス　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

時給

915円～915円

静岡県伊東市桜木町２－１－１
伊東ホテルニュー岡部

56

社内清掃業務 ＜　社内清掃業務の内容として　＞

＊　家庭の掃除のような簡単な掃除にな
ります。
　　　掃除機掛け、拭き掃除、掃き掃
除、ゴミ捨て等
＊　布巾等の洗濯やお茶の準備等もお願

パート労働者 ヒノキ新薬アイディエフ　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時30分～15時30分

時給

920円～950円

静岡県伊東市内（各ホテル・旅館・保養所・民宿）

55

客室清掃スタッフ／
ホテルニュー岡部

旅館での裏方業務です。
・ベッドメイク
・布団上げ、布団敷き
・アメニティ補充
・掃除機がけ
・その他　付随業務


パート労働者 ケービックス東京　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～13時30分

時給 (2)9時30分～14時00分

1,000円～1,200円
又は9時30分～14時00

静岡県伊東市宇佐美１１１６－１７

54

ホテル・保養所の客
室清掃、共用部清掃

伊東市内のホテル・保養所の客室清掃、
及び共用部清掃のお仕事です。

●客室清掃
　掃除機かけ、ゴミ集め、客室内水回り
の拭き上げ清掃、
　アメニティー補充　等

パート労働者 株式会社　夢工房
雇用期間の定めなし (1)10時00分～14時00

時給

1,400円～1,450円
又は9時00分～18時00

53

専門的支援スタッフ
【宇佐美あけぼの
園】心理学卒者

・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て

パート労働者 交替制あり 心理学部卒 株式会社朝
雇用期間の定めなし (1)13時00分～18時00
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】
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）

≪パートタイム≫

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: 055-944-2111 従業員数 38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 なし

求人番号: 22050- 5780011 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-944-2111 従業員数 38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- 5782611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0545-22-1660 従業員数 14人

年　　齢: 18歳以上 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: 22100- 7081911 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0558-76-3228 従業員数 195人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 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 准看護師

求人番号: 22050- 5676411 各種保険： 労災 月平均 1時間

     TEL: 055-940-2411 従業員数 15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 なし

求人番号: 22050- 5577811 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-36-9069 従業員数 5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: 2人 週休二日： その他 時間外 なし 介護職員初任者研修修了者

求人番号: 22052- 1903211 各種保険： 労災・財形 月平均 

     TEL: 055-940-0015 従業員数 10人

年　　齢: 69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： 毎　週 時間外 なし 介護職員初任者研修修了者

求人番号: 22050- 5513311 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-940-0011 従業員数 20人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 ホームヘルパー２級 就業場所: 

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

求人番号: 22050- 5517711 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-944-6136 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 ホームヘルパー２級 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5522611 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0558-76-1486 従業員数 13人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5935911 各種保険： 労災 月平均 2時間

     TEL: 055-948-9688 従業員数 4人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5586211 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-949-7121 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5873711 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-928-9534 従業員数 9人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5968611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

静岡県伊豆の国市中條６９番地

日給

1,125円～1,500円

静岡県伊豆の国市中島２４４

78

警備員 道路工事等に伴う交通誘導警備
現場は主に伊豆の国市、伊豆市、三島
市、熱海市等県東部です。
直行直帰も可能。

パート労働者 北斗警備　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

時給

913円～920円

静岡県伊豆の国市大仁５７０

77

（請）ビル・建物清
掃管理

日常清掃業務：工場内通路、トイレ、階段、湯沸し室等の清掃パート労働者 株式会社　東静ビル管理
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～12時00分

時給

950円～1,200円
又は8時30分～17時15

静岡県伊豆の国市御門５１－１

76

（請）電気機器修理
全般

プリンターや釣銭機（レジ）などの電気機器の修理・検査パート労働者 株式会社　技考舎
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時15分

時給 (2)13時00分～18時00

1,000円～1,160円 (3)9時00分～15時00分
又は8時10分～18時00

静岡県伊豆の国市原木７４５－６

75

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。
・お客様への接客がメインの仕事です。
・お客様に車検や料金の説明や受付、ご
精算をして頂きます。
・簡単なパソコン入力や請求書、書類、
ＤＭの作成を行います。

パート労働者 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）
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時10分～12時00分

時給

920円～920円
又は8時30分～17時00

静岡県伊豆の国市原木７４４－１

74

デイサービス介護職
員

有料老人ホーム併設のデイサービスの介
護職員募集です。
（仕事内容）
・利用者の身体介護（入浴・食事その
他）
・レクリエーション
・送迎

パート労働者 株式会社　大静
ひなたぼっこデイサービスセンター韮山雇用期間の定めなし

日給

2,250円～2,375円

静岡県伊豆の国市原木７４４－１

73

介護職員（夜間） 住宅型有料老人ホームの夜間介護職員の募集です。部屋数４２部屋。食事介助、服薬、排泄、夜間巡視。夜間２名体制。パート労働者 交替制あり 株式会社　大静
リッツケアガーデン韮山雇用期間の定めなし (1)16時30分～9時00分

時給 (2)8時30分～17時30分

925円～1,125円
又は7時00分～17時30

静岡県伊豆の国市全域の高齢者宅
※本人のご希望を考慮します。（事
務所には寄らず直接ご利用者様のお
宅へ伺い、終了後は自宅へ直接帰れ

72

訪問介護職員 有料老人ホーム併設の訪問介護事業所介
護職員の募集です。
（仕事内容）
・入居者の身体介護（入浴・排泄・食事
他）
・入居者の生活支援（掃除・洗濯他）
・記録作成

パート労働者 交替制あり 株式会社　大静　
ヘルパーステーションひなたぼっこ韮山雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

時給

1,260円～1,520円
又は8時00分～19時00

静岡県伊豆の国市原木７３３－２

71

ホームヘルパー【伊
豆の国市】

ホームヘルパーとして高齢者のお宅を訪
問します。
居宅での調理・食事・排泄・入浴等の支
援を行います。

※業務に自家用車を使用できる方を希望
します。

パート労働者 交替制あり 有限会社　伊豆介護センター
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

950円～1,010円

静岡県伊豆の国市田京２７０－１

70

介護職員【デイサー
ビス】

【デイサービス、ル・ソレイユ函南事業
所の求人です】

◆デイサービスにおける介護業務（食
事、入浴、排泄、レクリエーション等）
をしていただきます。


パート労働者 株式会社　それいゆ
雇用期間の定めなし (1)8時10分～17時10分

時給 (2)8時30分～12時00分

1,470円～1,570円

静岡県伊豆の国市古奈２１３－３
パーラーツイン

69

看護師（外来） 業務内容
※　診察の補助
※　病棟との連携
※　カルテ等の確認作業
※　処置、指導の実施（注射　点滴　採
血　検査）

パート労働者 公益財団法人　伊豆保健医療センター
雇用期間の定めなし (1)8時30分～13時00分

時給 パチンコ店での勤務
経験1,050円～1,200円

又は9時00分～22時30

静岡県伊豆の国市奈古谷２２２５

68

パチンコ店サービス
業

パチンコ店での接客および機器操作、清掃となります。パート労働者 交替制あり 株式会社　ツイン
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

920円～920円
又は6時00分～15時00

静岡県伊豆の国市奈古谷２２２５

67

ゴルフ場（マスター
室全般の仕事）

《下記の業務を担当していただきます》
・スタート係、フォアキャディ係
・カートへのキャディバッグの積みおろ
し
・キャディバッグの引き渡し
・目土作業、草取り、草刈り、
・その他

パート労働者 交替制あり 富士箱根カントリークラブ（株式会社　ワシントンリゾート　静岡支店）
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

時給

920円～1,000円
又は10時00分～16時00

66

レストランホール係 レストランホール内での接客、配膳、下膳、清掃等パート労働者 交替制あり 富士箱根カントリークラブ（株式会社　ワシントンリゾート　静岡支店）
雇用期間の定めなし
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】
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）

≪パートタイム≫

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: 0545-67-1270 従業員数 12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: 22100- 7314611 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-948-1411 従業員数 79人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 保育士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5691411 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0558-83-1080 従業員数 12人

年　　齢: 不問 休　　日： 日 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： なし 時間外 なし

求人番号: 22050- 6029511 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 047-367-5445 従業員数 42人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 12080-16218511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0558-72-6575 従業員数 36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- 5615211 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-935-5575 従業員数 18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- 8655011 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 055-941-5222 従業員数 84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- 6018711 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5830-1025 従業員数 39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- 5854611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-5830-1025 従業員数 39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- 5855911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-29-1111 従業員数 83人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 1959611 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5830-1025 従業員数 39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- 5645611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0558-72-2227 従業員数 35人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5956511 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0558-83-3200 従業員数 46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- 5704511 各種保険： 労災 月平均 

静岡県伊豆市冷川１５２１－１０８

時給

950円～1,050円
又は11時00分～14時00

静岡県伊豆市日向９６５

91

レストランホールの
接客係

レストランホールでのオーダーとり、料理ドリンクの提供、グラスの洗浄、食器の後片付けなどパート労働者 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
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時30分～13時30

時給

1,050円～1,150円
又は8時30分～16時30

静岡県伊豆市土肥２８４－２

90

ゴルフ場レストラン
での接客全般

ゴルフ場レストランホールでの接客

レストランでのオーダー・配膳・下膳な
ど及びそれに付随する業務

パート労働者 交替制あり 株式会社　修善寺カントリークラブ
雇用期間の定めなし

時給 ホテルの接客やフロ
ントの経験913円～1,000円

静岡県伊豆市菅引６３８－８３

89

温泉旅館フロント受
付スタッフ／伊豆市

チェックイン業務・お出迎え・ご案内・接客・チェックアウト業務・お見送り・売店・喫茶店・ロビー回り接客パート労働者 坂聖・玉樟園株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～18時00分

時給

1,000円～1,000円

静岡県伊豆市土肥２８４－２

88

天城高原ゴルフコー
ス　クラブハウス内
清掃業務

【天城東急リゾート　天城高原ゴルフ
コース】のクラブハウス内　清掃業務で
す。
○クラブハウス内共有スペース清掃
○トイレ・浴室清掃（男女両方）
〇タオル類の洗濯

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 東急リゾーツ＆ステイ株式会社　天城東急リゾート
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～16時00分

日給 (2)15時00分～20時00

1,250円～1,375円

静岡県伊豆市土肥２８４－２

87

旅館の接客／伊豆 接客係：朝食・夕食時の準備、接客、配
膳、片付け業務。

お客様のお出迎え、お見送り、お部屋案
内などは慣れてきた頃に
お手伝いしていただきます。


パート労働者 坂聖・玉樟園株式会社
雇用期間の定めなし (1)6時00分～10時00分

時給 ホテルの接客やフロ
ントの経験913円～1,000円

静岡県伊豆市吉奈９８

86

温泉旅館フロント受
付スタッフ／伊豆市

チェックイン業務・お出迎え・ご案内・接客・チェックアウト業務・お見送り・売店・喫茶店・ロビー回り接客パート労働者 坂聖・玉樟園株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～18時00分

時給

1,000円～1,100円

静岡県伊豆市城５４－１
カドイケ中伊豆店

85

客室清掃スタッフ
（東府や）

・客室内の浴室、洗面所、トイレなどの
水回りの清掃
・客室備品の補充
・お客様への挨拶
・施設内清掃　等


パート労働者 Ｒ＆Ｍリゾート株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時00分～15時00

時給

913円～1,300円
又は7時00分～21時00

静岡県伊豆市瓜生野字中原３２

84

スーパーマーケット
店員（中伊豆店）

当社スーパーマーケット「カドイケ中伊
豆店」において、
青果、精肉、鮮魚、惣菜、フロア（レ
ジ）のいずれかの業務を担当していただ
きます。

・バックヤードでの商品作り

パート労働者 交替制あり 株式会社　カドイケ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 建材販売経験者

930円～950円

静岡県伊豆市市山５５０番地
伊豆工場

83

商店一般業務 ・商品の陳列作業、商品管理
・電話および来客者の応対
・パソコンの入力処理（入出金データ入
力、請求書発行）
・上記内容に付帯する業務（事務所内清
掃など）

パート労働者 株式会社　古藤田商店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～16時00分

時給 食品工場勤務経験

913円～913円

静岡県伊豆市冷川１７８６－２

82

製造スタッフ 伊豆工場での生食パン・ラスク製造業務
です。
・生地の仕込み
・成形
・オーブン（焼き上げ）
・味付け
・梱包

パート労働者 交替制あり 株式会社グランバー
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～18時00分

時給

950円～950円
又は10時00分～15時00

静岡県伊豆の国市長岡５２８
長岡保育園　他市内保育園

81

鶏卵のルート配送 伊豆市から三島方面までの鶏卵配達を軽自動車を使って、お願いしています。パート労働者 有限会社　伊豆鶏業
雇用期間の定めなし

時給

1,003円～1,088円
又は7時15分～11時15

静岡県伊豆の国市長岡９４６
【長岡リハビリテーション病院】

80

保育士（担任保育士
補助業務）

保育士業務。
担任保育士補助などの業務をしていただ
きます。

パート労働者 伊豆の国市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)5時00分～12時00分 病院での、調理補助
経験あれば尚可。1,000円～1,200円 (3)15時00分～20時0079

（請）調理補助 【長岡リハビリテーション病院】病院内
厨房にて、盛付、配膳、食器洗浄、厨房
内清掃などを、行っていただきます。


パート労働者 交替制あり 株式会社　クリエイティブ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)5時00分～9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】
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）

≪パートタイム≫

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: 055-954-1501 従業員数 5人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 メディカルクラーク
（医療事務技能審

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 医療事務資格

求人番号: 22030- 8369211 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: 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- 5569811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 080-7244-6817 従業員数 8人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日 社会福祉士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 介護福祉士

求人番号: 22050- 5990411 各種保険： 労災 月平均 ホームヘルパー２級

     TEL: 0558-83-3013 従業員数 12人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 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 なし ホームヘルパー２級

求人番号: 22050- 5924011 各種保険： 労災 月平均 介護福祉士

     TEL: 03-3274-1126 従業員数 45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: 13010-86572311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0558-72-1111 従業員数 91人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 小学校教諭免許（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 中学校教諭免許（専修・１種・２種）

求人番号: 22050- 5896311 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-987-5541 従業員数 149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- 5619311 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 045-928-4911 従業員数 80人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5960111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 

     TEL: 055-943-5526 従業員数 23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 なし

求人番号: 22050- 5666211 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-983-1111 従業員数 73人

年　　齢: 不問 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- 5964511 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-977-4585 従業員数 71人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 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

求人番号: 22050- 5957411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 053-452-0708 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22020-21714011 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-916-5429 従業員数 32人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 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- 5929711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 0時間

静岡県三島市４８４５（東レ株式会社　三島工場内）

時給 フォークリフト乗車
経験950円～950円

又は8時30分～16時00

静岡県三島市
【市内の小中学校】

104

工場内運搬作業（小
型トラック・フォー
クリフト作業）

・主に工場内で、納品物の仕分けや小型
トラックによる場内運搬、　フォークリ
フト作業。
・運搬作業は、複数人での共同作業もあ
ります。

パート労働者 東洋運輸株式会社　静岡営業所
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

時給 ・運転自動車免許、
マイカー所有（業務
上必要なため）

1,100円～1,100円
又は8時00分～17時00

静岡県三島市松本１１３－１

103

小中学校ＩＣＴ活用
サポート＜ＩＣＴ支
援員＞（三島市）

小中学校で、先生・授業のサポートをお
願いします。
〈授業支援〉
・授業前の機器の準備
・授業中の先生や生徒の操作サポート
・授業後の機器の片付け
〈教員支援〉

パート労働者 交替制あり 遠鉄システムサービス　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

時給 総務、経理経験者

951円～1,000円
又は8時00分～17時00

静岡県三島市中１００番地の１

102

総務・経理 ＜総務・経理業務は下記の通りです＞
・総務業務
・経理業務
・社内外資料作成
・支払い業務他

　　　　　　★☆★　急　募　★☆★

パート労働者 株式会社　三光ダイカスト工業所
雇用期間の定めなし

時給 (2)8時30分～17時20分

920円～920円

静岡県三島市萩１６

101

電子・電気機器　組
立・製造

電子・電気機器の組立
主にプリント基板のへのはんだ付け、組
立、ネジ締め、通電検査です。
希望者には、電子組立技能検定（国家試
験）、はんだ付け資格取得の指導をしま
す。
＊初心者でも丁寧にお教えします。

パート労働者 交替制あり 伊豆技研工業　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～16時20分

時給

1,100円～1,500円
又は9時00分～15時00

静岡県三島市松本６６

100

金属加工品の検査及
び刻印等の簡易作業

金属加工品の検査を担当してもらいま
す。
ノギス等の簡易検査から画像検査装置を
使用した検査まで幅広く行います。
また刻印、洗浄等の簡易作業も行いま
す。

パート労働者 変形（1週間単位非定 株式会社　ｌｏｖｅ　ｐｒｅｃｉｓｉｏｎ
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時30分

時給

940円～940円

静岡県三島市文教町１－５－１５

99

サプリメントの充填
業務

・商品パッケージへのサプリメント充填
作業
機械操作、検品、洗浄、包装、原料の補
充など
※安定した品質、生産体制を維持するた
めに、決められた手順等がありますが、
丁寧に指導します

パート労働者 変形（1年単位） 株式会社　ファンケル美健　三島工場
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

時給 ・Ｅｘｃｅｌを用い
た事務経験があり、
正確な入力ができる

920円～920円
又は9時00分～16時00

静岡県伊豆市八幡５００番地の１

98

建設事務スタッフ 建設現場の安全業務に関わる事務スタッ
フ

安全業務とは、建物を建てる時に
働く人が危険になる箇所が無いか点検を
するなど、
安全意識を高める活動のことです。

パート労働者 加和太建設　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～16時00分

時給

925円～1,088円
又は8時30分～16時30

静岡県伊豆市土肥２７９１－４
「大江戸温泉物語　土肥マリンホテ
ル」（当社直営）

97

学校支援員 ＜学校支援員業務＞
市内の小中学校、義務教育学校で児童生
徒の学習支援をしていただきます。クラ
スの担任の補助として、席を回って生徒
の学習の状況の確認や支援をしたり、生
活支援（低学年の生徒に対して席に座ら
せる等）をしていただきます。

パート労働者 伊豆市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～16時30分

時給

950円～1,050円
又は21時00分～8時00

静岡県伊豆市本立野５３１－１城山活動支援センター内

96

ナイトフロント／大
江戸温泉物語土肥マ
リン（静岡県伊豆
市）

館内の巡回や施錠、夜間のお客様対応、大浴場清掃（簡易）、チェックアウト準備（ＰＣ入力作業）、その他関連業務をお任せいたします。パート労働者 変形（1ヶ月単位） 大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツ株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 ヘルパー経験

920円～1,070円
又は8時00分～18時00

静岡県伊豆市大平８４８－５

95

訪問介護員 ・伊豆市内（修善寺・天城湯ヶ島・中伊
豆）の介護を希望するお宅に訪問し、家
事援助や身体介助をする仕事です。

・自家用車で訪問する、直行・直帰する
事もできます。


パート労働者 交替制あり 社会福祉法人伊豆市社会福祉協議会
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 障害福祉、介護等

960円～1,200円
又は10時00分～16時00

静岡県伊豆市湯ケ島９３９番４１

94

生活支援員・職業指
導員

就労継続支援Ｂ型事業所の支援員、指導
員の募集です。
利用者さんの送迎、作業の補助が主な仕
事です。
普通ＡＴ車使用。
送迎地域は伊豆市、伊豆の国市内です。

パート労働者 交替制あり 春川恭亮株式会社　ＹＥＳ
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

時給 (2)7時30分～16時30分

1,000円～1,200円 (3)10時00分～19時00

静岡県伊豆市小立野１００　
伊豆赤十字病院

93

介護職員（特養）／
伊豆市

＜＜介護職員（特養）の内容として＞＞

特別養護老人ホームに係るスタッフの募
集です。
利用者様の生活に関する援助全般を行っ
ていただきます。
介護業務全般（食事・入浴・排せつ介助

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　愛誠会　天城の杜
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時30分

時給 (2)8時00分～16時30分 医療機関内における
医療事務経験920円～970円

又は7時30分～16時00

92

医療事務（伊豆赤十
字病院）

当社契約医療機関にて下記の業務を行い
ます。

外来業務
・窓口での患者様対応（保険証確認・受
付等）
・電話対応

パート労働者 交替制あり 株式会社ニチイ学館　沼津支店
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

8/16



【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】
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）

≪パートタイム≫

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: 050-3541-1575 従業員数 8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 なし

求人番号: 22050- 5618011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 052-251-6659 従業員数 22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: 23020-56098111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 055-960-6160 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5967311 各種保険： その他 月平均 

     TEL: 055-935-5575 従業員数 39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- 8651811 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 055-935-5575 従業員数 31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- 8661511 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 055-973-0844 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 月火水木金日祝他 薬剤師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5980211 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-977-6024 従業員数 20人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5907511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 054-280-0066 従業員数 9人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

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

求人番号: 22010-22641811 各種保険： 労災 月平均 10時間 介護職員初任者研修修了者

     TEL: 054-280-0066 従業員数 9人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22010-22645011 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 055-975-1814 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 水日他 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- 5583111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-975-1814 従業員数 9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 なし

求人番号: 22050- 5584711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0120-50-4631 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5748411 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5205-3874 従業員数 1人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13010-88790011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

静岡県三島市加茂川町４１１１－１

時給

920円～930円

静岡県三島市本町１２－２２
本町第一ビル３０３

117

マンション管理員
（三島市）

分譲マンション４４戸（８階建て）の管
理員業務
　・管理事務室窓口での受付業務
　・建物、設備の日常点検
　・業者による保守点検の立ち合い
　・事務管理業務の補助
　・共用部分の清掃

パート労働者 東洋コミュニティサービス株式会社　東京支店
雇用期間の定めなし (1)10時00分～16時00

時給

1,000円～1,000円

静岡県三島市一番町３－６　マーローネビル１Ｆ

116

提案アポインター 当社が新たに市町村と連携した企画の提
案のアポイントをとっていただくお仕事
です。
具体的には、富士でんき、ＯＡ、ｗｉ－
ｆｉ、ウォーターサーバー、コード決
済・・・等、経費削減による、お客様さ
らなる業務効率向上化や福利厚生の充実

パート労働者 富士エナジー　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

時給

1,000円～1,000円

静岡県三島市一番町３－６　マーローネビル１Ｆ

115

事務 婦人服販売のネットショップにおける
「お客様からのお問合せのご対応」をメ
インに行って頂きます。
そのほか「商品出荷業務」・「パソコン
によるネットショップへの商品登録業
務」も兼業でお任せする、
ネットショップのお客様係のお仕事とな

パート労働者 有限会社石川商店
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

時給

1,000円～1,000円

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

114

ＳＮＳ配信（インス
タライブ出演）・バ
イヤー・販売

販売促進業務
【販売促進業務の仕事の一例】
◆顔出しのインスタグラム・インスタグ
ラムストーリーズ・フェイ　スブック・
ブログなどの各ＳＮＳ投稿アップ作業
◆インスタライブでの商品紹介
◆動画での商品紹介

パート労働者 有限会社石川商店
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

時給 (2)9時00分～18時00分

950円～1,000円

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

113

デイサービス生活相
談員／三島市

地域密着型デイサービス（定員１０名）
です。

・相談業務（家族やケアマネジャーとの
相談）
・事務業務（サービス計画表作成など）
・一部介護業務　など

パート労働者 変形（1ヶ月単位） サガミシード　株式会社　本部
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

時給 (2)9時00分～18時00分

950円～1,000円 (3)18時00分～8時00分

静岡県三島市梅名６１３番地の２

112

デイサービス介護職
員／三島市

地域密着型デイサービス（定員１０名）
です。

・介護業務（食事、入浴等の介助、見守
り、歩行訓練、レクリエーションなど）

＊社員昇格制度あり

パート労働者 変形（1ヶ月単位） サガミシード　株式会社　本部
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

時給

920円～1,445円
又は11時00分～20時00

静岡県三島市一番町１７－５０

111

事務 調剤薬局の窓口業務（受付、処方箋のパ
ソコン入力）
薬剤師の補助、医療材料の発注や在庫管
理
レジ清算、伝票整理、現金出納帳の入力

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 有限会社　静岡健康企画　ことぶき薬局
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給 調剤薬局の勤務経験

2,000円～2,400円

静岡県三島市青木１４３－５
　カドイケ三島青木店

110

薬剤師 【薬剤師業務全般】
主に調剤・服薬指導等、その他保険調剤
薬局業務全般

★Ｗワーク可

パート労働者 株式会社　ＡＱＵＡ　みしま岩田薬局
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～17時00分

時給

913円～1,300円
又は7時00分～21時00

静岡県三島市北田町３－５８
カドイケ三島田町店

109

スーパーマーケット
店員（三島青木店）

当社スーパーマーケット「カドイケ三島
青木店」において、青果、精肉、鮮魚、
惣菜、フロア（レジ）のいずれかの業務
を担当していただきます。

・バックヤードでの商品作り
・店での商品の陳列

パート労働者 交替制あり 株式会社　カドイケ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

913円～1,300円
又は7時00分～21時00

静岡県三島市錦が丘２７－８

108

スーパーマーケット
店員（三島田町店）

当社スーパーマーケット「カドイケ三島
田町店」において、青果、精肉、鮮魚、
惣菜、フロア（レジ）のいずれかの業務
を担当していただきます。

・バックヤードでの商品作り
・店での商品の陳列

パート労働者 交替制あり 株式会社　カドイケ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 営業事務経験者

920円～920円

静岡県三島市西若町５番３７号
当社　三島営業所

107

包装・梱包資材販売 得意先からの受注発注業務になります
電話対応請求書納品書見積書等をパソコ
ン使用して作成頂きます
上記内容に付帯する業務になります

パート労働者 株式会社　エムパックス
雇用期間の定めなし (1)9時00分～12時00分

時給

920円～920円

静岡県三島市谷田６１－１（イートン・エレクトリック・ジャパン株式会社内）

106

仕分け・検品等倉庫
内軽作業／三島市

・運送会社受け渡し、荷開け、棚入れ、
ピッキング、梱包、検品等倉庫内業務
・医療機関へ納入する医療機器を取り扱
います。
・仕事内容の詳細については面接時に担
当者から説明いたします。


パート労働者 株式会社　八神製作所
雇用期間の定めなし (1)9時00分～16時00分

時給 営業事務経験者、出
来れば１年以上の実
績

950円～1,000円105

営業事務 ＊機械部品の受注・発注・出荷・受入業
務に付随する営業事務。
＊パソコンは初歩的なエクセル・ワード
を使用。パソコン経験があ　ることが望
ましい。
＊完全週休二日制で基本は９時～１７
時。各自の状況に応じ、時短　業務や週

パート労働者 ＭＥ・アントリープ株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】
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）

≪パートタイム≫

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: 055-972-5600 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5820311 各種保険： 労災 月平均 2時間

     TEL: 055-988-7215 従業員数 11人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5521311 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 03-3354-7811 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 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 なし

求人番号: 13080-63638311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 

     TEL: 03-3354-7811 従業員数 8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: 13080-63662611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-3354-7811 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 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: 13080-63691811 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 052-222-7377 従業員数 17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: 23020-54372911 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 052-222-7377 従業員数 17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: 23020-54374711 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 052-222-7377 従業員数 17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: 23020-53727811 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 052-222-7377 従業員数 17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: 23020-53729511 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-981-2248 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 月他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5975011 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-971-1833 従業員数 35人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 小学校教諭免許（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 なし 保育士

求人番号: 22050- 5677011 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 090-9909-2040 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- 5790611 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-971-5507 従業員数 320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- 6021011 各種保険： 労災 月平均 5時間

静岡県三島市緑町１－３

時給

1,000円～1,100円
又は8時30分～17時30

静岡県三島市文教町１丁目９‐１０
三島北口ビル２Ｆ　Ｂ室
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三島中央病院　看護
助手

病棟内における看護助手業務
環境整備、患者さんの移送、食事介助、
入浴介助、
シーツ交換、ベッドメーキング　など

パート労働者 交替制あり 医療法人社団志仁会
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給

1,100円～1,100円
又は11時00分～20時00

静岡県三島市一番町１５－３５
静岡県三島市一番町１５－２９（２
号館）

129

子ども英会話イベン
トスタッフ

子ども英会話教室「ペッピーキッズクラ
ブ」が商業施設などで
開催する「体験会」のイベント企画・運
営をお願いします。
・商業施設での教室ＰＲ活動
・無料体験のサポート業務（お子様）
・各種イベント企画など

パート労働者 変形（1ヶ月単位） アイトップス株式会社　三島支社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～18時00分

時給 保育経験者

1,000円～1,100円
又は14時30分～19時00

静岡県三島市玉川３４１

128

学童保育兼送迎ス
タッフ

・小学生の遊び・しつけ・学習指導など
（ピーク時３０名程度）を
　常勤の先生と一緒に行います。
・三島市・長泉町内の小学校（複数校）
からキッズキャンパスまで
　小学校の終了時間に合わせて乗用車
（８人乗り）で送迎を行います。

パート労働者 学校法人　鈴木学園
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 美容師

920円～1,100円
又は9時30分～18時00

静岡県三島市谷田字藤久保２２７６
三島総合病院・老健
内　当社事業所

127

美容師 美容師業務全般
接客
掃除
片付け

パート労働者 変形（1ヶ月単位） ａｄｖａｎｃｅ　ＲＯＮ’Ｚ
雇用期間の定めなし (1)9時30分～18時00分

時給

913円～920円

静岡県三島市谷田字藤久保２２７６
三島総合病院・老健
内　当社事業所

126

調理補助パート
（請）／三島市

病院における食事サービス提供業務。
現地厨房にて食事の盛付・配下膳・食器
の洗い物などをお任せします。給食の仕
事が初めての方でも大丈夫です。

仕事内容の詳細については、面接時に事
業所担当者から説明があります。また、

パート労働者 交替制あり 日清医療食品　株式会社　名古屋支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～14時30分

時給

930円～950円

静岡県三島市谷田字藤久保２２７６
三島総合病院・老健
内　当社事業所

125

調理補助パート
（請）／三島市

病院における食事サービス提供業務。
現地厨房にて食事の盛付・配下膳・食器
の洗い物などをお任せします。給食の仕
事が初めての方でも大丈夫です。

仕事内容の詳細については、面接時に事
業所担当者から説明があります。また、

パート労働者 交替制あり 日清医療食品　株式会社　名古屋支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)14時30分～20時00

時給

930円～950円

静岡県三島市谷田字藤久保２２７６
三島総合病院・老健
内　当社事業所

124

調理補助パート
（請）／三島市

病院における食事サービス提供業務。
現地厨房にて食事の盛付・配下膳・食器
の洗い物などをお任せします。給食の仕
事が初めての方でも大丈夫です。

仕事内容の詳細については、面接時に事
業所担当者から説明があります。また、

パート労働者 日清医療食品　株式会社　名古屋支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)5時00分～11時30分

時給 (2)9時00分～18時00分

950円～1,000円 (3)11時00分～20時00

静岡県三島市文教町２－３１－１４
５
日本大学国際関係学部「桜アリーナ
食堂」

123

調理補助パート
（請）／三島市

病院での食事サービス提供業務
現地厨房にて、食事の盛り付け・配膳・
食器の洗浄・清掃などをお任せします。

※年齢不問　未経験者歓迎

仕事の内容の詳細については面接時に事

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

時給 (2)11時00分～16時30

913円～913円

静岡県三島市文教町２－３１－１４
５
日本大学国際関係学部「桜アリーナ
食堂」

122

大学内食堂調理補助
／静岡県

大学内食堂の調理補助（提供、盛り付け、片付け）パート労働者 交替制あり 東京ケータリング　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時30分～14時30分

時給

913円～913円

静岡県三島市文教町２－３１－１４
５
日本大学国際関係学部「桜アリーナ
食堂」

121

大学内食堂の洗浄／
静岡県

大学内食堂の洗浄（洗浄専門） パート労働者 東京ケータリング　株式会社
雇用期間の定めなし (1)11時30分～17時00

時給

1,200円～1,200円

静岡県三島市富士ビレッジ３０－１９

120

大学内食堂調理師／
静岡県

大学内食堂の調理師 パート労働者 変形（1ヶ月単位） 東京ケータリング　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給

913円～920円

静岡県三島市寿町４－２ＬＳビル１階

119

ポスティング 決まったエリアで用意したチラシを
決められた方法で配布する
・配布範囲は三島市内を中心とした静岡
県東部
・社有車（軽自動車、バイク等）を使用

パート労働者 合資会社　ドリームポスト
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

時給

1,000円～1,500円118

法律事務 弁護士の仕事をサポートしていただきま
す。
接客，電話対応，書類の整理，簡単な文
書の作成や，裁判所等に文書の提出に
行っていただきます。

パート労働者 交替制あり 三島いずみ法律事務所
雇用期間の定めなし (1)9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】
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）

≪パートタイム≫

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: 055-971-5507 従業員数 150人

年　　齢: 59歳以下 休　　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 なし 作業療法士

求人番号: 22050- 5951911 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-973-0882 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 介護支援専門員（ケ
アマネージャー）

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5882811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-977-8822 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5837011 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-977-8822 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 その他の医療・保健
衛生関係資格

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- 5835511 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-988-9087 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 歯科医師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5595511 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-988-9087 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝 歯科衛生士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5610611 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-988-9087 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 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- 5567111 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-956-7270 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 歯科技工士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5605711 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-975-1940 従業員数 42人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 保育士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 社会福祉士

求人番号: 22050- 5965411 各種保険： 雇用・労災・財形 月平均 

     TEL: 055-975-1940 従業員数 30人

年　　齢: 不問 休　　日： 月火水木金祝 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- 5966011 各種保険： 労災・財形 月平均 

     TEL: 055-972-2291 従業員数 32人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5788511 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-939-5353 従業員数 31人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 保育士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5787211 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-973-0011 従業員数 74人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： なし 時間外 なし

求人番号: 22050- 5996711 各種保険： 労災 月平均 

静岡県三島市玉沢９５－１　デイサービスセンターたまざわ

その他 (2)17時00分～18時30

1,333円～1,333円

静岡県三島市松本３９０－１

143

運転手 ・在宅利用者の送迎（使用車種：キャラ
バン）
・送迎時の昇降介助
・車両の清掃、給油
・利用者の見守り

パート労働者 交替制あり 社会福祉法人　伊豆社会福祉事業会　　玉
じゅ園雇用期間の定めなし (1)8時00分～9時30分

時給 (2)7時00分～13時00分 保育士

970円～970円 (3)9時00分～15時00分
又は7時00分～18時00

静岡県三島市加屋町２－２１

142

保育士 園児の保育をしていただきます。
シフト制になります。
クラス担任になるのではなく、各クラス
の補助に入っていただきます。

パート労働者 交替制あり 社会福祉法人　敬和会　まりあ保育園
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～13時30分

時給 (2)10時00分～18時00

1,300円～1,400円
又は13時00分～18時00

静岡県三島市笹原新田８１－１

141

保育補助 ・０－５歳、定員２００名程度の保育園
です。
・自然豊かで広々とした園庭もあり、の
びのびと保育ができます。
・保育補助業務（給食の介助、片付け、
お昼寝の準備、清掃等）
・園児が心地よく過ごせる保育園にする

パート労働者 社会福祉法人　護汝会　白道保育園
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～16時30分

時給

950円～1,200円

静岡県三島市笹原新田８１－１

140

送迎及び用務 入所児童や職員の送迎及び用務

児童養護施設で生活している子供達を学
校や塾・病院へ送り迎えをしてしていた
だきます。
また、園内の環境を整えていただきま
す。

パート労働者 社会福祉法人　静岡恵明学園
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～16時00分

時給 保育士としての経験

950円～1,200円
又は6時00分～21時00

静岡県三島市日の出町４－５３

139

保育士 入所児童の生活支援・学習支援・自立支
援等

児童養護施設で生活している子供達のお
世話をしていただきます。子供達と一緒
に遊び、学び、生活をしながら養育・支
援をするお仕事です。

パート労働者 交替制あり 社会福祉法人　静岡恵明学園
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

913円～1,130円
又は9時00分～18時00

静岡県三島市徳倉８７６－２６

138

歯科技工士 ＣＡＤ／ＣＡＭ等技工
経験や技術レベルに応じて自費技工にも
携わっていただきます。

パート労働者 株式会社ＳＨＡＰＥＳ　Ｄｅｎｔａｌ　Ｌａｂ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～18時00分

時給

1,050円～1,200円
又は9時30分～20時30

静岡県三島市徳倉８７６－２６

137

歯科助手　受付 歯科医院での受付及び診療アシスタント パート労働者 医療法人社団アクアビアンカ　ないとう歯科医院
雇用期間の定めなし (1)9時00分～13時00分

時給

1,600円～2,000円
又は9時30分～20時30

静岡県三島市徳倉８７６－２６

136

歯科衛生士 １　予防等の歯科衛生士業務及びその
他、診療に関わる業務
２　ブランクのある方や自信のない方も
充実の教育体制で安心です

パート労働者 医療法人社団アクアビアンカ　ないとう歯科医院
雇用期間の定めなし (1)9時00分～13時00分

時給 一般歯科、小児歯
科、口腔外科3,500円～5,000円

又は9時30分～20時00

静岡県三島市御園４７１－２２

135

歯科医師 歯科医師業務 パート労働者 医療法人社団アクアビアンカ　ないとう歯科医院
雇用期間の定めなし (1)9時30分～19時00分

時給 (2)8時30分～12時30分 医療事務経験者尚
可、一般事務経験者
尚可

913円～950円

静岡県三島市御園４７１－２２

134

医療事務 ・受付事務　・電話対応
・レセプト作成補助　・会計事務
・書類作成補助（ワード・エクセル）
・雑務（コピー・印刷等）

パート労働者 交替制あり 中島クリニック
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時00分

時給 (2)8時30分～12時30分

913円～950円

静岡県三島市八反畑１２０－７

133

一般事務 ・コンピューター関連業務
・簡単な医療事務業務（受付・カルテを
出す・会計等）
・雑務（入力・コピー・印刷等）

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 中島クリニック
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時00分

時給 現在有効な介護支援
専門員証を保有して
いること。

1,100円～1,350円

静岡県三島市佐野１２０５－３
介護老人保健ラ・サンテふよう

132

ケアマネジャー 在宅利用者様の介護保険サービス（ケアプラン）を組み立てていただくお仕事です。パート労働者 医療法人社団　静岡健生会
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時00分

時給

1,500円～1,600円131

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を担当していただきます。パート労働者 交替制あり 医療法人社団志仁会
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】
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）

≪パートタイム≫

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: 0545-22-0300 従業員数 20人

年　　齢: 64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 なし あん摩マッサージ指圧師

求人番号: 22100- 7771811 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 054-266-3216 従業員数 12人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22010-23726411 各種保険： 労災 月平均 15時間

     TEL: 055-929-9233 従業員数 14人

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

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

求人番号: 22030- 8329511 各種保険： 労災 月平均 3時間

     TEL: 055-980-5040 従業員数 90人

年　　齢: 不問 休　　日： 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- 5669011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-980-5040 従業員数 90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- 5670911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-955-4004 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: 10人 週休二日： その他 時間外 なし 介護職員初任者研修修了者

求人番号: 22030- 8118511 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-988-3535 従業員数 51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 なし

求人番号: 22050- 5512011 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-976-6500 従業員数 83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 なし

求人番号: 22050- 5528511 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-977-6200 従業員数 55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 なし 准看護師

求人番号: 22050- 5537411 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-986-6022 従業員数 8人

年　　齢: 18歳～69歳 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- 5544511 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-941-7853 従業員数 36人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5751111 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-973-4717 従業員数 5人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ホームヘルパー２級

求人番号: 22050- 5885411 各種保険： 雇用・労災 月平均 介護職員初任者研修修了者

     TEL: 055-973-4717 従業員数 5人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5887311 各種保険： 雇用・労災 月平均 

静岡県三島市川原ケ谷８５－３

時給 料理が好きな方

943円～1,250円

静岡県三島市川原ケ谷８５－３

156

世話人 ≪主に下記業務を担当していただきます
≫
グループホームは、事業所近辺にありま
す。午後８時３０分までの勤務となりま
す。
利用人数は８名。各部屋あり、仕事は、
共同部屋での夕食作り、買い物、各部屋

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 特定非営利活動法人　けるん
雇用期間の定めなし (1)14時00分～20時30

時給

1,130円～1,400円
又は10時00分～18時00

静岡県三島市梅名９９－３

155

介護職員（居宅介
護・移動支援）

障がいがある方の入浴介助、夕食準備、
部屋の掃除など
または買い物支援や移動支援等

パート労働者 交替制あり 特定非営利活動法人　けるん
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

時給 保育経験

963円～1,250円
又は10時00分～19時00

静岡県三島市徳倉３丁目６番１６号

154

【児童指導員】障が
い児童支援員・幼児
保育士

障がいやハンディを抱える未就学幼児の
ための療育施設です。
１人１人の成長に合わせ支援の計画を立
てています。
計画に沿って「運動・音楽・言葉・園
外」などのプログラム
を小集団で学習しています。

パート労働者 特定非営利活動法人　エシカファーム
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 介護経験者

1,000円～1,100円
又は17時15分～8時30

静岡県三島市御園５８０

153

介護職員 　　　　＜＜介護職員の業務内容として
＞＞

高齢者介護（利用者９名のグループホー
ム）
　　　　　　
・身体介護・支援・見守り

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 有限会社　エルダーハウス
雇用期間の定めなし (1)8時20分～17時30分

時給 看護師の実務経験

1,500円～2,000円

静岡県三島市川原ケ谷２６４－２

152

看護師、准看護師
（御寿園）

介護老人福祉施設８６名、短期入所生活介護事業１０名の利用者に対し、日常の看護及び保健衛生に関する業務パート労働者 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　大乗会　特別養護老人ホーム　御寿園
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給

950円～950円

静岡県三島市徳倉２０８－１

151

フロント介護業務 有料老人ホームのフロント業務
・入居者様からの各種取次ぎ
・来館者の対応
・生活介護支援業務（薬介助補助あり）

パート労働者 株式会社　サンリッチ三島
雇用期間の定めなし (1)8時30分～16時30分

時給 調理業務経験

920円～920円

静岡県駿東郡清水町徳倉１５９４
フレマリールテル　２０２号
実際には、弊社が指定する訪問先へ
直行直帰となります。

150

給食調理人 ・老人施設における厨房業務全般（利用
者へ提供する食事の調理、片付け、食器
等の洗浄、清掃など）
・食数等～朝食（約６５食）、昼食（約
１０５食）、夕食（約６５食）を交代勤
務により対応しています。

パート労働者 交替制あり 社会福祉法人　福思会「ふるさとの丘」
雇用期間の定めなし (1)9時00分～13時00分

時給

915円～1,450円
又は6時00分～20時00

静岡県三島市徳倉１１４８－２

149

障がい者（児）支援
ヘルパー≪急募≫

訪問先での障がい者（児）支援業務（オ
ムツ交換・清拭などの身体介護、掃除調
理などの家事支援等、障がい者（児）支
援全般）
その他、上記に付随する業務

＊自家用車で就業場所へ向かっていただ

パート労働者 株式会社　かーむ・らいふ　　ライフアシスト　のぞみ
雇用期間の定めなし

時給 (2)10時00分～19時00 高齢者介護業務に携
わった経験があれば
尚可です。

950円～1,300円

静岡県三島市徳倉１１４８－２

148

介護職 特別養護老人ホームにおけるご利用者様
の介護業務全般を担当していただきま
す。
・食事介助
・入浴介助
・排泄介助
・生活介助、介護等

パート労働者 交替制あり 社会福祉法人栄幸会　特別養護老人ホーム北上の郷
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～15時30分

時給 高齢者介護業務に携
わった経験があれば
尚可です。

950円～1,200円

静岡県三島市徳倉１－９－３
シフティーン三島

147

介護職 デイサービスにおけるご利用者様の介護
業務全般を担当していただきます。
・食事介助
・入浴介助
・排泄介助
・レクリエーション
・軽自動車での送迎業務

パート労働者 社会福祉法人栄幸会　特別養護老人ホーム北上の郷
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時30分～17時30分

時給 (2)10時00分～19時00

1,090円～1,120円 (3)17時00分～9時00分

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

146

介護職員（シフ
ティーン三島）

施設利用者への施設内での訪問介護サー
ビス全般
・入浴・排泄・食事介助・移動・掃除な
どの援助
・レクリエーション活動やその他付随す
る業務
・夜勤は月に１～５回程度ですが夜勤の

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社フェニックス
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

時給

1,090円～1,150円

静岡県三島市中３１９－４
デイサービスふれあい富士

145

訪問入浴介護職員／
三島事業所（三島
市）

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

パート労働者 アサヒサンクリーン　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30分

時給

1,200円～1,300円
又は10時00分～15時00

144

機能訓練指導員 デイサービスにてお仕事をしていただき
ます。
・マシーン運動指導・生活動作および歩
行訓練・機能訓練計画作成（フォーマッ
トあり）
お一人ずつ設定された目標に向かって、
訓練を実施、支援していただきます。

パート労働者 交替制あり 特定非営利活動法人　ふれあい富士
雇用期間の定めなし (1)9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】
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）

≪パートタイム≫

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: 055-952-0032 従業員数 31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: 22030- 8274011 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-952-0032 従業員数 31人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030- 8277911 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-952-0032 従業員数 31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： その他 時間外 なし 介護職員初任者研修修了者

求人番号: 22030- 8285911 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-971-8211 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5692011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形 月平均 5時間

     TEL: 055-971-8211 従業員数 280人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 介護職員実務者研修修了者

求人番号: 22050- 5607211 各種保険： 労災 月平均 介護福祉士

     TEL: 055-971-8211 従業員数 9人

年　　齢: 不問 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： 毎　週 時間外 あり 介護職員実務者研修修了者

求人番号: 22050- 5616511 各種保険： 雇用・労災 月平均 5時間 介護福祉士

     TEL: 055-981-0355 従業員数 6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- 5987111 各種保険： 雇用・労災 月平均 10時間

     TEL: 055-976-8866 従業員数 50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: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 介護職員初任者研修修了者

求人番号: 22050- 5775911 各種保険： 労災 月平均 介護福祉士

     TEL: 055-976-8866 従業員数 50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: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 介護職員初任者研修修了者

求人番号: 22050- 5776111 各種保険： 労災 月平均 介護福祉士

     TEL: 053-464-1177 従業員数 20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 なし

求人番号: 22020-20590811 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-932-8869 従業員数 2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: 22030- 8582311 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-983-1501 従業員数 2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 なし

求人番号: 22050- 5841211 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-983-1501 従業員数 2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- 5842511 各種保険： 労災 月平均 

静岡県三島市一番町１５－２６

時給 (2)8時30分～12時30分

913円～913円

静岡県三島市一番町１５－２６

169

（請）日常清掃 ビル内の日常清掃
　ホール・階段・廊下・給湯室・男女ト
イレ
　（拭く・掃き・掃除機掛け）

パート労働者 交替制あり 株式会社サン　三島営業所
雇用期間の定めなし (1)7時30分～11時30分

時給 (2)8時30分～12時30分

913円～913円 (3)13時00分～17時00

（静岡県三島市南田町４－６５
　　みしま勝和クリニック）

168

（請）日常清掃 ビル内の日常清掃
　ホール・階段・廊下・給湯室・男女ト
イレ
　（拭く・掃き・掃除機掛け）

パート労働者 交替制あり 株式会社サン　三島営業所
雇用期間の定めなし (1)7時30分～11時30分

時給

913円～1,000円

静岡県三島市笹原新田３１３
事業所名については、ハローワーク
窓口にお問い合わせください。

167

病院清掃 院内清掃業務を担当していただきます。
・床面ダスター
・掃除機やモップ掛け
・ドアやガラス面拭き上げ
・衛生陶器洗浄
・消耗品の補充やセット
・什器備品等の拭き上げ

パート労働者 株式会社　シンセイ
雇用期間の定めなし (1)7時00分～10時00分

時給

1,000円～1,500円

静岡県三島市中央町３－３２　小出ビル２階

166

お店への誘導スタッ
フ（三島市）

（派遣業務）
◎三島市笠原新田のテーマパーク内での
勤務♪
◎お店を紹介・案内し、誘導するお仕事
です！
◎未経験歓迎！笑顔で一緒に働きません
か☆

有期雇用派遣パート 交替制あり 株式会社シャインパス
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)10時00分～16時30

時給

1,200円～1,300円

静岡県三島市中央町３－３２　小出ビル２階

165

介護ヘルパー ご利用者のご自宅に訪問し、身体介護
（食事介助・入浴介助・排泄介助・移動
介助・服薬確認・見守り）・生活援助
（掃除・洗濯・買い物代行・調理）を行
います。
訪問前、他ヘルパーに同行し、手順を指
導致します。

パート労働者 交替制あり 株式会社　メディカル・ワン・アップ　静岡オフィス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)13時00分～19時00

時給

1,200円～1,300円

静岡県三島市栄町１２－３３メゾントーク１Ｆ

164

訪問介護ヘルパー ご利用者のご自宅に訪問し、身体介護
（食事介助・入浴介助・排泄介助・移動
介助・服薬確認・見守り）・生活援助
（掃除・洗濯・買い物代行・調理）を行
います。
訪問前、他ヘルパーに同行し、手順を指
導致します。

パート労働者 交替制あり 株式会社　メディカル・ワン・アップ　静岡オフィス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～13時00分

時給 ベトナム語

1,200円～1,200円
又は8時00分～17時00

静岡県三島市谷田１４１－１

163

通訳及び事務処理に
係る業務

【外国人労働者に係る業務は下記の通り
です】
・ベトナム語での通訳や生活面のサポー
ト
・在留許可申請書類の作成（パソコンで
の書類作成あり）
・社有車による東部地区の企業訪問

パート労働者 株式会社　エクセレントコーポレーション
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給

930円～950円
又は8時30分～17時00

静岡県三島市谷田字城の内１４１－１

162

訪問介護 介護保険事業所の訪問介護（生活援助、
身体介護）
三島函南総合事業訪問介護

パート労働者 交替制あり 三島函南農業協同組合
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,200円～1,200円
又は8時30分～17時00

静岡県三島市谷田１４１－１

161

訪問介護 介護保険事業所の訪問介護（生活援助・
身体介護）
三島函南総合事業訪問介護
登録ホームヘルパー

パート労働者 三島函南農業協同組合
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

913円～913円
又は7時00分～18時30

静岡県三島市萩２５９－５
　コスモス三島

160

農産物直売所接客 レジ打ち、品出し等 パート労働者 交替制あり 三島函南農業協同組合
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,350円～1,380円
又は7時30分～21時00

静岡県三島市萩２５９－５
コスモス三島

159

ホームヘルパー（コ
スモス三島）

当社「コスモス三島」において、お客様
（利用者）宅を訪問し、要介護者に対し
ての次の介護業務を行います。
・入浴の介助（補助）に関すること
・食事や排せつの介助に関すること
・生活支援（調理、洗濯、掃除等）の補
助に関すること

パート労働者 交替制あり 株式会社　コスモスケアサービス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

その他 看護師資格

2,150円～2,150円

静岡県三島市萩２５９－５　
　コスモス三島

158

訪問入浴看護師（コ
スモス三島）

当社「コスモス三島」において、看護業
務を担当していただきます。
・利用者の入浴前後の血圧、体温、脈拍
等のバイタルチェックと入浴介助を行い
ます。
・一日平均６件程度を３人のスタッフで
訪問いたします。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　コスモスケアサービス
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

1,230円～1,270円157

訪問入浴ケアエイド
（コスモス三島）

当社において、訪問入浴に関する業務を
担当して頂きます。
・看護師１名と介護スタッフ２名でご利
用様の自宅に訪問
・看護師と一緒に入浴の介助（補助）
・シーツ交換、浴室の消毒
＊入浴されるご本人とご家族様との会話

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　コスモスケアサービス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時30分
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】
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）

≪パートタイム≫

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: 055-949-7121 従業員数 15人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5520011 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-971-6006 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5698811 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-971-6006 従業員数 4人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5718911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-971-6006 従業員数 2人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 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- 5720211 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 052-681-7107 従業員数 10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: 23030-18916411 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 092-925-6483 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 40180-14776211 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-976-8021 従業員数 276人

年　　齢: 不問 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- 5611911 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 055-978-5735 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5721511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 055-979-4572 従業員数 40人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5803011 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0798-41-2010 従業員数 62人

年　　齢: 61歳以下 休　　日： 土日祝 ８トン限定中型自動
車免許

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: 28040-13529611 各種保険： 雇用・労災 月平均 10時間

     TEL: 0798-41-2010 従業員数 62人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 20人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 28040-13530811 各種保険： 雇用・労災 月平均 10時間

     TEL: 0798-41-2010 従業員数 62人

年　　齢: 61歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 28040-13531211 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 055-979-2265 従業員数 34人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5811011 各種保険： 労災 月平均 

静岡県田方郡函南町塚本１８５－１
シャルマンコーポ１０１

時給

950円～1,100円

静岡県田方郡函南町平井１７０８－１

182

清掃スタッフ 当社のお客様のお宅へ出向き清掃をします。 パート労働者 株式会社　オレンヂ
雇用期間の定めなし (1)8時00分～13時00分

時給

920円～920円
又は8時00分～17時00

静岡県田方郡函南町平井１７０８－１

181

一般事務（パート）
（田方郡函南町）

＊一般事務業務

　・受注対応
　・伝票発行
　・送り状作成
　・資料作成（主にエクセル）
　・その他電話、来客対応

パート労働者 交替制あり 株式会社　ティーケーシン
雇用期間の定めなし

時給 経験者歓迎

920円～920円

静岡県田方郡函南町平井１７０８－１

180

食品製造職（パー
ト）（田方郡函南
町）

・おせち製造（年末まで）
　惣菜盛り付けのライン作業。
　流れてくるトレーに食材を乗せるだけ
の作業です。
・洋菓子製造
　スイーツブランドｂｅｉｌｌｅｖａｉ
ｒｅ（ベイユヴェール）

パート労働者 変形（1年単位） 株式会社　ティーケーシン
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給 経験者歓迎

920円～920円

静岡県田方郡函南町間宮６２４－２２

179

入出荷作業職（パー
ト）（田方郡函南
町）

冷凍・冷蔵・常温の食品製品の入出荷に
かかる業務
＊原料の荷受け
＊原料のピッキング
＊製品のラベル貼り等出荷作業
＊従業員スタッフの送迎（中型限定解除
免許お持ちの方）

パート労働者 変形（1年単位） 株式会社　ティーケーシン
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給 一般事務の経験があ
れば尚可930円～1,100円

静岡県田方郡函南町塚本５２６－１

178

一般事務 ＜一般事務スタッフ＞
簡単なデータ入力や電話対応，業務管理
等の雑務、社員さんのお手伝いをお願い
します。

▼具体的には
現場社員からの事務依頼

パート労働者 静信工業　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～15時00分

時給

1,000円～2,000円

静岡県駿東郡長泉町下土狩柄在家１０５－１７

177

建設業 建設現場での作業 パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　水口建設
雇用期間の定めなし (1)7時30分～17時00分

時給 長期勤務可能な方

1,045円～1,045円

静岡県内（駿東郡長泉町・清水町・
三島市）


176

添削済み答案チェッ
クスタッフ（高校化
学）

高校生・大学受験生を対象とするＺ会通
信教育において、化学の添
削済み答案の品質管理や添削指導者の管
理業務をお願いします。

・添削済み答案のチェック。
・緊急時の添削、採点ミスの対応。

パート労働者 株式会社Ｚ会
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)10時00分～16時00

時給 (2)15時00分～21時00

1,225円～1,225円

静岡県三島市松本６６　【ファンケル美建三島工場】

175

斎場でのギフト商品
受け渡し業務／（沼
津営業所）清水町他

＊セレモニー式場にて、弔問された方
に、返礼品等のギフト商品をお客様にお
渡しする仕事です。

※基本的には、通夜・告別式での勤務と
なります。
　通　夜→１５：００～２１：００位の

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 国際経営株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～15時00分

時給

920円～920円

静岡県東部（三島、裾野、御殿場、富士）方面の現場誘導員

174

事務スタッフ（ファ
ンケル美建三島工
場）土日休み！

三島市にある従業員食堂での事務スタッ
フ・調理補助業務。
銀行への入金作業、事務作業に加え、厨
房内で料理の盛付・提供・食器洗浄等が
主なお仕事です。

※未経験の方でも大丈夫！

パート労働者 株式会社ＬＥＯＣ　東海支社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時00分～15時00

時給 (2)8時30分～17時30分

1,000円～1,000円
又は8時00分～18時00

静岡県三島市大社町６－２１

173

（請）交通誘導員
（静岡東部地区）

静岡県東部地区（御殿場、裾野、三島、
富士など）の工事現場のお仕事です。
・主な作業は、道路工事・建設工事現場
の交通誘導の仕事です。
・片側通行や通行止めの誘導を行いま
す。

パート労働者 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)8時00分～17時00分

時給

1,000円～1,000円

静岡県三島市一番町１７－１
三島東急ホテル

172

機械警備員（三島待
機所）

・警報が発生した契約先へ向かい状況の
確認をする。
・契約先への巡回。
・駐車場からの要請による対応。
・セキュリティ装置の点検。

対応指示がないときは、待機所内で待機

パート労働者 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)8時30分～7時59分

時給

950円～950円

静岡県三島市南町６－７８

171

（請）掃除等（東急
ホテル内テナント）

・東急ホテル内テナント清掃業務
・備品管理

パート労働者 交替制あり 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)7時30分～9時15分

時給

913円～920円170

（請）ビル・建物清
掃管理

日常清掃業務：トイレ、通路、階段、会議室等の清掃パート労働者 株式会社　東静ビル管理
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時30分～12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】
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）

≪パートタイム≫

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: 055-978-5551 従業員数 32人

年　　齢: 不問 休　　日： 土他 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- 5905811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 06-4792-3282 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 27010-49621311 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5989-0481 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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13080-63076811 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 055-970-1245 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 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- 6036211 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-978-3233 従業員数 20人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 火他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5793711 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-975-3980 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 美容師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 管理美容師

求人番号: 22050- 5564311 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-974-1355 従業員数 130人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5813611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-979-1180 従業員数 10人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水日祝他 歯科衛生士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5983011 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-979-2315 従業員数 3人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 木日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5675511 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-979-2315 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 木日祝 歯科衛生士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5589011 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-954-1501 従業員数 33人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 メディカルクラーク
（医療事務技能審

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 医療事務資格

求人番号: 22030- 8361411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 055-929-9233 従業員数 12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: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 介護職員初任者研修修了者

求人番号: 22030- 8423811 各種保険： 労災 月平均 3時間 介護福祉士

     TEL: 055-940-2411 従業員数 50人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5571011 各種保険： 労災 月平均 

静岡県函南町間宮７６０－１

時給 (2)16時00分～17時00

1,000円～1,200円

静岡県田方郡函南町丹那１３１６－
４２６
シフティーン熱海

195

デイサービス事業に
おける送迎運転手

介護デイサービス事業所における、利用者の自宅から事業所までの送迎運転手業務。パート労働者 株式会社　それいゆ
雇用期間の定めなし (1)8時20分～9時20分

時給 (2)10時00分～19時00

1,090円～1,120円 (3)17時00分～9時00分

静岡県田方郡函南町平井７５０
ＮＴＴ東日本伊豆病院

194

介護職員（シフ
ティーン熱海（函南
町）

施設利用者への施設内での訪問介護サー
ビス全般
・入浴・排泄・食事介助・移動・掃除な
どの援助
・レクリエーション活動やその他付随す
る業務
・夜勤は月に１～５回程度ですが夜勤の

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社フェニックス
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

時給 医療機関での医療事
務経験920円～970円

静岡県田方郡函南町上沢７４－２

193

医療事務（ＮＴＴ東
日本伊豆病院）

当社業務請負先「ＮＴＴ東日本伊豆病
院」にて
下記の業務を行っていただきます。

中央受付業務
　初診・再診受付
　保険証及び公費受給者証の確認

パート労働者 株式会社ニチイ学館　沼津支店
雇用期間の定めなし (1)8時30分～13時00分

時給 経験者

1,500円～1,500円
又は9時00分～18時30

静岡県田方郡函南町上沢７４－２

192

歯科衛生士 歯科衛生士業務 パート労働者 渡辺歯科クリニック
雇用期間の定めなし

時給 経験者（５年以上）

1,000円～1,500円
又は9時00分～18時30

静岡県田方郡函南町上沢２５－２

191

歯科助手 診療助手

診療支度・片付け

パート労働者 渡辺歯科クリニック
雇用期間の定めなし

時給 歯科衛生士としての
経験・知識・技能1,200円～1,300円

又は8時30分～18時30

静岡県田方郡函南町平井１６９０－１３

190

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

パート労働者 いで歯科医院
雇用期間の定めなし

時給

1,100円～1,200円

静岡県田方郡函南町仁田４７―１

189

医療事務（病棟ク
ラーク）

当院の病棟におけるクラーク業務全般を
行っていただきます。

業務内容は、主にナースステーションで
のＰＣ入力や物品の払出、その他雑務に
なります。


パート労働者 交替制あり 医療法人新光会　伊豆平和病院
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～17時00分

時給 美容業一般の経験

950円～1,500円

静岡県田方郡函南町大土肥２８

188

理美容師 美容業全般

　カット・パーマ・カラー
　洗髪
　他　　美容一般業務になります

　オープン前に店内清掃もあります

パート労働者 有限会社サイトシステム
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～17時00分

時給 (2)10時00分～15時00

1,000円～1,150円
又は9時00分～15時00

静岡県田方郡函南町塚本３３１－１３

187

ホールスタッフ お茶出し
洗い物
お料理提供・片付け
オーダー
デザート・ドリンク作成

といった形で、少しずつ覚えていきま

パート労働者 交替制あり 株式会社　姫沙羅
雇用期間の定めなし (1)9時00分～14時00分

日給 経験等が有れば良い
が、無くても問題は
ありません。

1,000円～1,000円

静岡県田方郡函南町柏谷２５９
湯～トピアかんなみ

186

測量 現地にて測量作業の補助や荷物運び　　　　　　　　　　　　　　測量業務全般パート労働者 有限会社　福地測量設計事務所
雇用期間の定めなし (1)7時30分～17時00分

時給 飲食店経験

920円～1,000円
又は10時30分～20時30

静岡県田方郡函南町仁田７４－１
１００円ショップ　ミーツ　函南ル
ピア店

185

日帰り温泉施設の
キッチンスタッフ／
函南町

田方郡函南町にある温泉パーク「湯～ト
ピアかんなみ」内のレストラン厨房での
スタッフを募集します。

・在庫管理（なくなりそうな品物の確
認・発注）
・食材の発注（冷凍物・調味料・野菜）

パート労働者 Ｆｕｎ　Ｓｐａｃｅ株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時30分～20時30

時給 (2)13時00分～20時30

920円～950円

静岡県田方郡函南町桑原５９０－７

184

１００円ショップの
販売スタッフ（ミー
ツ函南ルピア店）

１００円ショップでの販売業務（品出
し・発注・接客・レジ）
（１）商品補充、品出し、商品陳列
（２）レジ関連業務
　　（１００均レジは操作簡単、レジ入
門者にも最適）
（３）在庫確認と発注作業（品切商品、

パート労働者 株式会社　ワッツ東日本販売
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)17時00分～19時00

時給

930円～1,000円
又は7時00分～18時00

183

カット野菜の製造業 ごぼう、人参、玉ねぎ、じゃがいもの皮
をむきカットします
カットしたものを袋詰めして惣菜工場へ
納品しています
皮むきは機械で行い、仕上げは包丁等で
手作業で行います
カットは機械で行います

パート労働者 丸中青果　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時45分

15/16



【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】
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）

≪パートタイム≫

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: 055-940-2411 従業員数 50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 なし

求人番号: 22050- 5598311 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-924-5218 従業員数 6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 なし

求人番号: 22030- 8085611 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-944-6232 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 准看護師

求人番号: 22050- 5524111 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-944-6232 従業員数 10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: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5525711 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-979-6141 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 大型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5927911 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-948-9688 従業員数 6人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5587511 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 03-3293-8686 従業員数 19人

年　　齢: 20歳以上 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: 13010-87350711 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0545-60-0777 従業員数 6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: 22100- 7710911 各種保険： 労災 月平均 

静岡県田方郡函南町間宮字寺前台３
４１
マックスバリュ函南店

時給

913円～1,000円
又は13時30分～17時30

静岡県田方郡函南町塚本１３－１
マルハン函南店

203

（請）清掃 店舗の清掃を担当していただきます。
・出入口周辺・フロア・階段・駐車場な
ど店舗内外の
　清掃をお願いします。
・モップやほうき等を使用し清掃してい
きます。


パート労働者 交替制あり 株式会社　静東クリーン
雇用期間の定めなし (1)7時00分～11時00分

時給 (2)15時45分～19時00

920円～920円 (3)10時15分～17時00
又は12時15分～19時00

静岡県田方郡函南町柏谷９７８

202

マルハン函南店での
営業中店内清掃

店内の巡回清掃です。
■お仕事内容の詳細
・お客様用ロッカーや自動販売機の拭き
掃除
・床の掃き・拭き掃除
・トイレ掃除（女子トイレ清掃もあり）
・ゴミ回収など

パート労働者 株式会社　エムエムインターナショナル
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)12時45分～16時00

時給

950円～1,200円
又は9時00分～18時00

静岡県田方郡函南町塚本４２９

201

（請）電気機器修理
全般

プリンターや釣銭機（レジ）などの電気機器の修理・検査パート労働者 株式会社　技考舎
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

時給

1,000円～1,000円

静岡県田方郡函南町柏谷７２３－６４

200

一般廃棄物収集・運
搬業務

主に函南町、伊豆の国市等の地域で一般
廃棄物の収集・運搬（パッカー車を運
転）を行っていただきます。

＊１週間の就業日数３日～４日程度で応
相談
＊高齢者・男女問わず応募歓迎します

パート労働者 有限会社　仲川商事
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時00分～15時00分

時給

920円～1,120円
又は8時30分～17時30

静岡県田方郡函南町柏谷７２３－６４

199

介護職員 デイサービスの介護職員
（業務内容）
・送迎
・入浴介助
・食事介助
・その他介助
・レクリエーション

パート労働者 交替制あり 株式会社　大静
ひなたぼっこデイサービスセンター柏谷雇用期間の定めなし

時給 未経験者歓迎

1,800円～1,800円

静岡県田方郡函南町平井１６９０－
３７
住宅型有料老人ホームフローレンス
南箱根

198

看護師 デイサービスの看護師
・バイタルチェック
・健康観察
・処置（爪切り、塗り薬・貼り薬など）
・服薬対応など

パート労働者 株式会社　大静
ひなたぼっこデイサービスセンター柏谷雇用期間の定めなし (1)10時00分～11時00

時給 (2)10時00分～14時00

960円～1,020円 (3)15時30分～19時30
又は5時30分～19時30

静岡県函南町間宮７６０－１

197

厨房職員（フローレ
ンス南箱根）

老人ホームの入居者様向け食事の調理、
盛付、片付け、食材管理等
加工済み食材を扱うので、難しい調理作
業はありません。
管理栄養士の指示のもと行いますので、
未経験の方でも安心して働
けます

パート労働者 株式会社　イー・ケア
雇用期間の定めなし (1)5時30分～9時30分

時給

950円～1,010円196

介護職員【デイサー
ビス】

【デイサービス、ル・ソレイユ函南事業
所の求人です】

◆デイサービスにおける介護業務（食
事、入浴、排泄、レクリエーション等）
をしていただきます。


パート労働者 株式会社　それいゆ
雇用期間の定めなし (1)8時20分～17時20分
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