
【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人　令和3年11月8日発行 】
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 055-949-0933 従業員数 3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- 6112911 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0558-52-1423 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: 22110- 2566411 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0465-62-1237 従業員数 28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: 14070- 3780711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0465-62-1237 従業員数 28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: 14070- 3763711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-948-3040 従業員数 165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- 6212511 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-4221-8900 従業員数 22人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 13070-60175811 各種保険： 労災 月平均 

     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: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030- 8908711 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-948-0555 従業員数 110人

年　　齢: 不問 休　　日： 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 なし 准看護師

求人番号: 22050- 6218111 各種保険： 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 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- 6255411 各種保険： 雇用・労災・財形・その他 月平均 2時間

     TEL: 0558-76-3228 従業員数 195人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 6257311 各種保険： 雇用・労災・財形・その他 月平均 1時間

     TEL: 055-948-0555 従業員数 110人

年　　齢: 不問 休　　日： 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 なし 准看護師

求人番号: 22050- 6081911 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-944-6061 従業員数 160人

年　　齢: 不問 休　　日： 月火水日祝 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- 6145911 各種保険： 労災 月平均 2時間

     TEL: 055-949-7121 従業員数 85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- 6226111 各種保険： 労災 月平均 

静岡県伊豆の国市四日町２６９－７

時給

913円～950円
又は8時00分～11時00

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

静岡県伊豆の国市長岡１１２９

13

（請）ビル・建物清
掃管理

日常清掃：建屋の床清掃、トイレ清掃、玄関廻りの草取り等パート労働者 株式会社　東静ビル管理
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)8時00分～12時00分

1,024円～1,024円

静岡県伊豆の国市長岡９４６

12

（派）外来受付・事
務

総合病院の内視鏡室窓口で受付のお仕
事

・患者様の診察券
・受付ファイルの受取
・予約確認（ＰＣ操作）
・診察前準備

有期雇用派遣パート 交替制あり 株式会社　エキスパートパワーシズオカ　伊豆営業所
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

1,400円～1,600円
又は8時15分～16時30

静岡県伊豆の国市田京２７０－１

11

病棟　正看護師、准
看護師

入院患者様への看護業務を担当してい
ただきます。

医療療養病床：５４床

就業時間等相談可

パート労働者 長岡リハビリテーション病院　（医療法人社団　一就会）
雇用期間の定めなし (1)8時15分～16時30分

時給 (2)15時00分～20時00

920円～920円 (3)5時00分～10時00分

静岡県伊豆の国市田京２７０－１

10

調理スタッフ ＜調理スタッフの主な業務内容として
＞
厨房内での調理作業補助
　（簡単な調理・切り込み・盛り付
け・配膳・洗浄等）

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 公益財団法人　伊豆保健医療センター
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)18時00分～20時00

時給 (2)8時30分～12時00分 パソコン使用可能な
方920円～920円

静岡県伊豆の国市長岡９４６

9

外来クラーク ・外来診療のカルテ整理等
・外来患者様のご案内、診察室への呼
び出し等
・医師事務補助作業（書類の整理を含
む）


パート労働者 変形（1ヶ月単位） 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

1,400円～1,600円

静岡県伊豆の国市寺家１００
　ビンズ・アイ韮山店

8

通所リハビリテー
ション　正看護師、
准看護師

通所リハビリテーション（４０名定
員）での看護業務を担当していただき
ます。
・バイタルチェック
・入浴前の身体チェックなど
常勤の正看護師２名とパート１名が在
籍しています。

パート労働者 長岡リハビリテーション病院　（医療法人社団　一就会）
雇用期間の定めなし (1)9時00分～15時00分

時給 美容師としての経験
１年以上950円～950円

又は9時00分～17時00

静岡県伊豆の国市田京１６７－１

7

美容師・アシスタン
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
・カラーのみ
・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

1,000円～1,000円
又は8時30分～23時00

静岡県伊豆の国市長岡９９５－３

6

接客・調理（丸亀製
麺　伊豆の国店）＊
急募＊

丸亀製麺　伊豆の国店
【セルフスタイル讃岐うどん店】
オープンキッチン内での接客・調理・
製麺等のお仕事です。

ライフスタイルに合わせて働けますの
で、面接時に希望シフトをご相談くだ

パート労働者 株式会社　丸亀製麺
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

時給 ボディケア・フット
ケア等の施術1,200円～1,200円

静岡県伊豆の国市田京１４１－１
「ハンディホームセンター大仁
店」

5

ホテル内　ボディケ
ア・フットケア　セ
ラピスト

ホテルサンバレー和楽内の「手もみサ
ロン　べルーチェ」にて
ボディケア（全身手もみ）、フットケ
ア（足つぼ）の施術

パート労働者 交替制あり 株式会社　ホテルサンバレー
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)15時00分～23時00

時給

970円～970円
又は9時00分～19時00

静岡県伊豆の国市田京１４１－１
「ハンディホームセンター大仁
店」

4

販売スタッフ（ハン
ディホームセンター
大仁店）

〈店舗内での販売の仕事です〉
○レジ業務　〇サービスカウンター業
務
○接客業務　○その他付随する業務

パート労働者 株式会社　マキバ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時30分～19時00分

時給

970円～970円

静岡県伊豆の国市吉田１５３－１　アピタ大仁店

3

配達・販売スタッフ
（ハンディホームセ
ンター大仁店）

○商品配達業務　○接客業務　○品出
し業務
○その他付随する業務
〈商品配達業務が主な仕事です〉

　車両：普通車バン（ＡＴ）　
　範囲：主に伊豆の国市・伊豆市

パート労働者 株式会社　マキバ
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 (2)10時00分～17時00

913円～1,000円
又は10時00分～21時00

静岡県伊豆の国市中３３７－１

2

販売員 ◎アピタ大仁店内テナントにて、干物
の接客販売をしていた
　だきます。
※レジ打ちはなく、袋詰めとシールを
張るだけの業務です。

パート労働者 株式会社　藤文
雇用期間の定めなし (1)19時00分～21時00

時給 (2)9時00分～12時00分

913円～1,000円 (3)8時00分～15時00分
又は9時00分～15時00

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

ミニトマトの収穫、
管理

ミニトマトの収穫、管理のための作業
２０アールの菜園を３人で作業いたし
ます。

パート労働者 島田農園
雇用期間の定めなし (1)8時00分～12時00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　令和3年11月8日発行 】
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪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: 055-971-8696 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 6141411 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-948-1411 従業員数 130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- 6161911 各種保険： 雇用・公災 月平均 

     TEL: 0943-25-6811 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 40140- 4882411 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 052-930-5513 従業員数 21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: 23010-31540011 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0558-85-0115 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- 6283611 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 55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: 13090-36231911 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0558-85-0511 従業員数 24人

年　　齢: 不問 休　　日： 木他 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- 6172811 各種保険： 労災 月平均 2時間

     TEL: 0558-85-0511 従業員数 24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- 6173211 各種保険： 労災 月平均 1時間

     TEL: 03-3291-8968 従業員数 50人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13010-93407411 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0558-72-8133 従業員数 45人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 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- 6188911 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0558-72-8133 従業員数 45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: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 介護福祉士

求人番号: 22050- 6189111 各種保険： 労災 月平均 1時間

     TEL: 0558-75-8660 従業員数 70人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日 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- 6163711 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0558-72-1111 従業員数 6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- 6072611 各種保険： 公災 月平均 

静岡県伊豆市土肥６７０番地の２

時給

925円～925円

静岡県伊豆市湯ケ島９３９番４１

26

事務補助 ＜事務補助＞
・確定申告などの受付等

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

時給 (2)15時30分～17時30

1,000円～1,000円
又は7時30分～16時30

静岡県伊豆市牧之郷　３９４－１１

25

送迎ドライバー（デ
イサービス）／伊豆
市

＜＜送迎ドライバー（デイサービス）
の内容として＞＞

デイサービスセンター天城の杜にて
利用者様の送迎を行っていただきま
す。
（伊豆市内、ワンボックスタイプ等使

パート労働者 社会福祉法人　愛誠会　天城の杜
雇用期間の定めなし (1)7時30分～9時30分

時給 (2)8時00分～13時00分

1,300円～1,500円 (3)13時00分～18時00
又は8時00分～18時00

静岡県伊豆市牧之郷　３９４－１１

24

ホームヘルパー 介護保険法　障害福祉法　に、基づ
く、ホームヘルパー　他、関連する業
務。
住宅で過ごされている方の生活をサ
ポートする仕事です。
生活援助、身体介護をします。
訪問範囲、伊豆の国市、伊豆市（土肥

パート労働者 交替制あり 有限会社　ツァートハイム　伊豆中央介護センター優しい家
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～16時00分

1,550円～2,500円 (3)11時00分～17時00

静岡県伊豆市熊坂１２５５－７０
６
ニチイホーム修善寺（当社施設）

23

看護師（正・准） ＜看護師業務＞
訪問入浴のバイタルチェック
※訪問先は伊豆の国市、伊豆市（土肥
を除く）　
デイサービスのバイタルチェック
介護　等


パート労働者 交替制あり 有限会社　ツァートハイム　伊豆中央介護センター優しい家
雇用期間の定めなし (1)9時00分～15時00分

時給 (2)7時00分～10時00分

960円～960円 (3)10時00分～16時00

静岡県伊豆市湯ケ島３４７

22

ニチイホーム修善寺
／ふれあいケアス
タッフ

介護スタッフをサポートする補助業務

・居室の清掃、リネン交換、洗濯物の
返却
・食事の配膳下膳と食事量の記入
・介護関連備品の補充、介護用品の洗
浄

パート労働者 株式会社　ニチイケアパレス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～20時00分

時給 (2)16時00分～20時00

920円～1,000円
又は6時30分～20時00

静岡県伊豆市湯ケ島３４７

21

和食の調理補助 ●川床料理の調理補助

本格的な和会席の調理補助です。包丁
作業や味付けなど主な部分は板前が行
いますのでサポートが主な業務となり
ます。


パート労働者 変形（1年単位） 株式会社　たつた
雇用期間の定めなし (1)6時30分～11時00分

時給 (2)16時00分～21時00

920円～1,000円
又は6時30分～21時00

静岡県伊豆市八木沢３８６４　　　　　　　　　　　　　　　　　伊藤園ホテル土肥

20

川床（食事会場）で
の配膳

旅館内川床（食事会場）での配膳準
備・サービス・片付け。
　ー準備ー
事前にいただいた予約内容に合わせて
準備を行います。予約時間の直前に事
前に料理を用意する「会席料理」で
す。

パート労働者 変形（1年単位） 株式会社　たつた
雇用期間の定めなし (1)6時30分～11時00分

時給 (2)17時00分～22時00

1,050円～1,150円

静岡県伊豆市門野原４００－１

19

【短期】バイキング
会場スタッフ／伊東
園ホテル土肥

・お客様対応
・お料理の補充や下膳
・食器類の補充　
・バイキング会場の片づけ等　
先輩がゼロから丁寧に教えますので、
未経験の方も安心してご応募いただけ
ます。　１０代～７０代の幅広い年齢

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)6時30分～10時30分

時給

1,000円～1,000円
又は17時30分～20時30

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

18

風呂清掃その他係 ◎お風呂の清掃と布団上げ等のお仕事
です。
お風呂清掃は７人体制で必ず慣れたス
タッフと一緒に行い丁寧にお教えしま
す。易しいお仕事ですので未経験者で
も大丈夫です。
また伊豆市在住の６５歳以上の大勢の

パート労働者 有限会社　嵯峨沢館
雇用期間の定めなし (1)8時00分～12時30分

時給 パソコン操作

913円～913円

静岡県伊豆市修善寺８２５
「みつばち工房花の道　修善寺
店」

17

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）
電話・窓口受付、各種入力業務
その他付随、関連する業務及び臨時の
業務等

パート労働者 交替制あり ヴェオリア・ジェネッツ　株式会社　中部支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～16時00分

時給 (2)12時00分～18時00

1,000円～1,000円
又は9時00分～18時00

静岡県伊豆の国市田京　２９９－６　大仁支所

16

店内販売【修善寺
店】

・店舗にてはちみつ等の販売

・店頭にてソフトクリーム等の実演販
売
　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　九州蜂の子本舗
雇用期間の定めなし (1)9時00分～14時00分

時給 女性についての相
談、支援などの職務
を行うのに必要な熱

1,003円～1,088円
又は8時30分～17時15

静岡県伊豆の国市墹之上２７０

15

相談員（保健福祉・
こども・子育て相談
センター）

女性についての相談、ＤＶ・離婚問題等の相談に応じ、必要な指導・助言・支援を行う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　窓口・電話相談、訪問、関係機関との連絡調整等パート労働者 伊豆の国市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 旅館清掃

1,200円～1,200円14

（請）ビルメンテナ
ンス　伊豆長岡温泉
三養荘

＜旅館清掃作業は下記の通りです
・客室清掃が中心です
・モップ、家庭用掃除機を使用します
・ベッドメーキング


パート労働者 交替制あり 株式会社　三島美装
雇用期間の定めなし (1)9時00分～15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3年11月8日発行 】
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪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: 0558-72-1111 従業員数 35人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 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: 22050- 6073911 各種保険： 公災 月平均 

     TEL: 0558-72-1111 従業員数 115人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 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: 22050- 6074111 各種保険： 雇用・公災 月平均 

     TEL: 0558-72-1111 従業員数 115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- 6075711 各種保険： 公災 月平均 

     TEL: 055-943-5526 従業員数 23人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 6171711 各種保険： 労災 月平均 20時間

     TEL: 055-981-7760 従業員数 13人

年　　齢: 不問 休　　日： 水日 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- 6201111 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 054-280-0066 従業員数 11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 あり 准看護師

求人番号: 22010-25262111 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 054-280-0066 従業員数 8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: 22010-25264811 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 054-280-0066 従業員数 8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: 22010-25266511 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 8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 あり 准看護師

求人番号: 22010-25267411 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 055-981-8136 従業員数 1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- 6144611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-4221-8900 従業員数 29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: 13070-60178411 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 06-6368-1020 従業員数 106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 あり

求人番号: 27060-32466911 各種保険： 労災 月平均 3時間

     TEL: 055-986-2235 従業員数 70人

年　　齢: 64歳以下 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: 22050- 6266311 各種保険： 労災 月平均 

静岡県三島市笹原新田３１３

時給

920円～920円
又は7時00分～19時00

静岡県三島市梅名３９４－１
「スシロー三島梅名店」

39

三島スカイウォーク
清掃スタッフ

○三島スカイウォークにおける清掃ス
タッフ業務
・パブリックトイレや各施設の清掃
・ごみ箱のごみ回収や、喫煙所・休憩
所の清掃
・観葉植物の手入れ、水やり　等


パート労働者 交替制あり 株式会社　フジコー
雇用期間の定めなし

時給

1,000円～1,000円
又は9時00分～0時00分

静岡県三島市青木１４３－１

38

キッチン・ホールス
タッフ（スシロー三
島梅名店　６１２）

（キッチンのお仕事）
　・お寿司の調理、調理補助
　・食器の洗浄　・厨房の清掃　など
（ホールのお仕事）
　・お客様を席へご案内
　・注文のお伺い、お会計
　・テーブルの片づけ

パート労働者 交替制あり 株式会社　あきんどスシロー
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,000円～1,000円
又は8時30分～23時00

静岡県三島市本町１２番地２０号

37

接客・調理（丸亀製
麺　三島青木店）＊
急募＊

丸亀製麺　三島青木店
【セルフスタイル讃岐うどん店】
オープンキッチン内での接客・調理・
製麺等のお仕事です。

ライフスタイルに合わせて働けますの
で、面接時に希望シフトをご相談くだ

パート労働者 株式会社　丸亀製麺
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

時給 事務職経験

950円～1,000円

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

36

一般事務 電話受付
資料作成
配送業務
データ入力（エクセル、ワード）
帳簿管理
■□■　急　募　■□■

パート労働者 三島市倫理法人会
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

時給

1,250円～1,500円

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

35

看護師（デイサービ
ス）／三島市

地域密着型デイサービス（定員１０
名）で、
服薬管理や血圧測定などの健康管理を
行っていただきます。

＊社員昇格制度あり
＊福利厚生充実（カーシェアリング・

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)9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

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

34

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）


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

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

33

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）

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

1,250円～1,500円

静岡県三島市西旭ケ丘町４０４１－２

32

看護師（デイサービ
ス）／三島市

地域密着型デイサービス（定員１０
名）で
服薬管理や血圧測定などの健康管理を
行っていただきます。

＊社員昇格制度あり
＊福利厚生充実（カーシェアリング・

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)9時00分～17時00分

時給 ルート営業の経験

1,100円～1,200円

静岡県三島市萩１６

31

飲食料品販売営業員 三島近隣地区（箱根、伊豆が中心）への和食品の配達業務。パート労働者 有限会社　沼田
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

1,000円～1,200円
又は8時00分～17時30

静岡県伊豆市小立野３８番地の２

30

事務及び簡易組み立
て作業等

伝票整理や商品の梱包、発送業務、取
引先への連絡等の作業が中心になりま
す。

また簡単な工具を使用した組み立て作
業などもありますが、適性に合わせて
業務内容を決めたいと思います。

パート労働者 株式会社　ｌｏｖｅ　ｐｒｅｃｉｓｉｏｎ
雇用期間の定めなし

時給 確定申告相談の経験
のある方984円～984円

静岡県伊豆市小立野３８番地の２

29

事務補助 ＜事務補助＞
・確定申告などの受付等

パート労働者 伊豆市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～16時00分

時給

925円～925円

静岡県伊豆市小立野２４番地

28

事務補助 ＜事務補助＞
・確定申告などの受付等

パート労働者 伊豆市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～16時00分

時給

925円～925円27

事務補助 ＜事務補助＞
・確定申告などの受付等

パート労働者 伊豆市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時30分～16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3年11月8日発行 】
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪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: 055-986-2235 従業員数 70人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 6267611 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-986-2235 従業員数 70人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 6268911 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-975-7535 従業員数 13人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 保育士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

求人番号: 22050- 6277111 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-980-0801 従業員数 600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- 6293111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 055-986-1075 従業員数 177人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 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- 6245211 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-986-1075 従業員数 177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: 22050- 6246511 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-988-2488 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 水日祝 医療事務資格 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- 6261811 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-976-1232 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 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- 6122711 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-973-0882 従業員数 13人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 理学療法士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし 作業療法士

求人番号: 22050- 6082111 各種保険： 労災・財形 月平均 

     TEL: 055-973-0882 従業員数 13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： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 6086511 各種保険： 労災・財形 月平均 

     TEL: 055-971-5507 従業員数 150人

年　　齢: 73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- 6096011 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-971-5507 従業員数 150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- 6107811 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-977-8915 従業員数 20人

年　　齢: 64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: 22050- 6306611 各種保険： 雇用・労災 月平均 3時間

静岡県三島市長伏２２４－５

時給

1,580円～1,620円

静岡県三島市佐野１２０５－３
介護老人保健ラ・サンテふよう

52

看護師 透析室での業務をしていただきます。
内科外来業務の補佐もお願いします。
医師の補佐業務もしていただきます。

パート労働者 交替制あり 医療法人　社団　岡田じんクリニック
雇用期間の定めなし (1)8時00分～15時00分

時給

920円～1,020円

静岡県三島市佐野１２０５－３
介護老人保健ラ・サンテふよう

51

介護老人保健施設
ラ・サンテふよう
調理補助

介護老人保健施設の入所者（１００人）に提供する食事に係る調理の補助および配膳と食器の片づけなど。パート労働者 医療法人社団志仁会
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時00分

時給 (2)15時00分～17時30

1,000円～1,140円

静岡県三島市八反畑１２７－１
ベルメゾン２１　２－Ａ
訪問看護ステーションほほえみ

50

デイケアセンター送
迎運転手

・デイケアセンターの利用者さまの送
迎業務です。
・車はワゴン車です。（１０人乗りＡ
Ｔ車）
・送迎範囲は三島・裾野・長泉が主に
なります。
・利用者さまが乗り降りする時に介助

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00分～10時30分

時給 (2)8時30分～13時15分 臨床経験５年以上、
または相当の臨床経
験

1,407円～1,407円 (3)8時30分～12時45分
又は8時30分～16時30

静岡県三島市八反畑１２７－１
ベルメゾン２１　２－Ａ
訪問看護ステーションほほえみ

49

看護師（訪問看護） ・訪問看護利用者の自宅へ訪問して、
保清・排便管理・医療機器管　理・
ターミナルケア、点滴、褥瘡処置など
ニーズに沿っておこな　います。
・家族等介護者への介護指導、食事指
導、服薬管理など必要に応じ　ておこ
ないます。

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～16時30分

時給

1,200円～1,500円
又は8時30分～12時45

静岡県三島市西本町２－１

48

訪問担当リハビリセ
ラピスト

・訪問看護のリハビリを担当し、在宅
療養者のＡＤＬ、ＱＯＬ向上を図りま
す。
・ステーション内の看護師ほか多職種
と連携を取り、利用者、家族にとって
より良いケアが提供できるよう計画し
ます。

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～16時30分

時給 (2)14時00分～17時00 エステ経験者、美容
カウンセリング経験
者優遇

1,000円～1,100円

静岡県三島市文教町１－１－３５

47

医療事務、看護助手
（リハビリ）、エス
テ

・受付、会計、電話対応
・エステカウンセリング
・患者様の誘導
・医療器具の準備や片づけ
・医師の指示のもとリハビリやエステ
の助手業務

パート労働者 交替制あり 増田形成外科皮膚科医院
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～12時00分

時給 医療事務経験

920円～1,100円

静岡県三島市幸原町２－３－１

46

医療事務 婦人科内科医院における受付・会計・カルテ作成、レセプト作成等院内の事務全般をお願いします。パート労働者 交替制あり かまたクリニック
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～12時30分

時給 経験あれば尚可

1,300円～1,800円

静岡県三島市幸原町２－３－１

45

通所リハビリ看護師 通所リハビリ看護業務 パート労働者 交替制あり 医療法人社団　清風会　芹沢病院
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時30分

時給 経験あれば尚可

1,200円～1,500円

静岡県三島市文教町２－３１－１４５

44

人間ドック専属看護
師（准看護師）

人間ドック・来院健診・住民健診（５
月～１０月）

・受診者資料準備
・受診者案内
・血圧・採血・身長・体重測定・眼底
カメラ・眼圧・視力

パート労働者 医療法人社団　清風会　芹沢病院
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～12時30分

時給 (2)9時00分～13時00分 パソコンが使える方
（Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏ
ｒｄ、メール）

920円～920円

静岡県三島市緑町６－１４

43

日本大学国際関係学
部国際研究室　一般
事務

日本大学国際関係学部国際研究室の主
な業務は下記のとおりです。
・教務課国際研究室（大学研究室）の
業務補助
・パソコン操作あり
・学生の窓口対応
・登録手続き処理相談等

パート労働者 日本大学国際関係学部
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～15時30分

時給

950円～1,000円

静岡県三島市笹原新田３１３

42

保育補佐 ＜業務内容として＞

子どもの世話をしていただきます。
担任の業務はございません。

パート労働者 学校法人　静岡聖母学園　星園幼稚園
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

1,100円～1,100円
又は7時00分～19時00

静岡県三島市笹原新田３１３

41

レジャーインストラ
クター

◆アスレチックパークの運営◆
人気観光施設内のアスレチックパーク
などアクティビティの
運営・案内スポーツの業務をお願いし
ます◎
身体を動かして働きたい方にピッタ
リ！

パート労働者 交替制あり 株式会社　フジコー
雇用期間の定めなし

時給

1,000円～1,000円
又は7時00分～19時00

40

三島スカイウォーク
施設運営スタッフ

○三島スカイウォークにおける下記業
務
・カフェでの接客販売（ドリンクやソ
フトクリームや軽食作り）
・土産物やグッズの販売（レジ打ちや
品出し）
・チケット販売・ゲートでの受付やお

パート労働者 交替制あり 株式会社　フジコー
雇用期間の定めなし
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪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: 055-983-0834 従業員数 9人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水日祝他 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- 6322611 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-983-0834 従業員数 9人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水日祝他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 准看護師

求人番号: 22050- 6259911 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-983-0834 従業員数 9人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水日祝他 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- 6192411 各種保険： 労災 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- 6288211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-988-3535 従業員数 51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: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 6295811 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-929-9233 従業員数 9人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり ホームヘルパー２級

求人番号: 22030- 9043511 各種保険： 労災 月平均 3時間 介護福祉士

     TEL: 055-982-5111 従業員数 30人

年　　齢: 不問 休　　日： 月水金日他 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 ホームヘルパー１級

求人番号: 22050- 6168011 各種保険： 労災 月平均 ホームヘルパー２級

     TEL: 055-954-1501 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 准看護師

求人番号: 22030- 8952011 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-972-3221 従業員数 12人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ホームヘルパー２級

求人番号: 22050- 6282311 各種保険： 雇用・労災 月平均 介護職員初任者研修修了者

     TEL: 0467-73-8920 従業員数 1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: 14080-13679011 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-976-8866 従業員数 50人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 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 介護福祉士

求人番号: 22050- 6169311 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-85-3000 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 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: 22050- 6158511 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-85-3000 従業員数 9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- 6159411 各種保険： 労災 月平均 

静岡県三島市南ニ日町２０－２２

時給 パソコン操作（エク
セル・ワード）使え
る方

920円～1,000円
又は9時00分～16時00

静岡県三島市南ニ日町２０－２２

65

事務（ダスキン南二
日支店）

電話対応、パソコン入力、スタッフのサポートパート労働者 株式会社ジェイ・ユー・エス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

950円～1,050円

静岡県三島市新谷１５４－１１

64

清掃助手（ダスキン
南二日支店）

ダスキン南二日町支店　メリーメイド
事業部
一般家庭の清掃助手

パート労働者 株式会社ジェイ・ユー・エス
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

980円～1,030円

静岡県三島市平成台４０－１

63

介護アシスタント ・利用者の昼食作りや食材の買物等
・利用者見守りや、ヘルパーの介助
フォロー、軽介助
※業務は調理がメインになります。

パート労働者 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)10時00分～13時00

時給

950円～950円

静岡県三島市南本町２０－３０

62

《急募》短時間！容
器の簡単な洗浄

惣菜を製造する工場内での簡単な洗浄
のお仕事です。午前のみ又は午後の
み。
＊容器を機械に入れて、自動で洗浄さ
れた容器を取り出す。
＊容器を乾燥させて決められた位置に
保管する等

無期雇用派遣パート 株式会社　ＩＨＳ
雇用期間の定めなし (1)13時00分～17時00

時給

1,000円～1,150円
又は7時00分～20時00

静岡県三島市徳倉２‐１３‐１１
ニチイケアセンター三島

61

臨時訪問介護ホーム
ヘルパー（三島市社
会福祉協議会）

臨時訪問介護ホームヘルパー（三島市
社会福祉協議会）

１．身体介護に関すること
　食事の介護、排せつの介護、衣類着
脱の介護、身体の清拭・洗髪、通院等
の介護

パート労働者 交替制あり 社会福祉法人　三島市社会福祉協議会
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,350円～1,450円

静岡県三島市松本２９３－１６

60

デイサービス看護師
（ケアセンター三
島）

当社「ニチイケアセンター三島」にお
いて、デイサービスの看護業務を担当
していただきます。
・利用者様のバイタルチェック。
・デイサービスにおける処置、記録。
・その他、業務に付帯する雑務。


パート労働者 株式会社ニチイ学館　沼津支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～14時00分

時給 (2)10時00分～15時30

950円～950円

静岡県三島市富田町１－２１
グループハウス三島富田町

59

介護ヘルパー 難病、重度障害の方のケアエリアでの
洗濯、掃除等


パート労働者 交替制あり 社会福祉法人　ウェルネスケア
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)10時00分～19時00

1,090円～1,120円 (3)8時30分～17時30分

静岡県三島市徳倉２０８－１

58

介護職員 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

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

920円～970円

静岡県三島市徳倉１１４８－２

57

介護職員 介護職員（夜勤できる人も歓迎）
朝食・昼食・夕食の介助業務や排せつ
介助、就寝介助に至るまで、介護全般
に渡りお手伝い願います。

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～18時00分

時給 (2)10時30分～19時30 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

静岡県三島市谷田５２３－７

56

介護職 グループホーム（定員９名）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)7時00分～16時00分

時給 保育の経験

1,500円～1,650円
又は9時00分～18時00

静岡県三島市谷田５２３－７

55

保育士 業務拡大による病児保育　障害児支援
をクリニックで新規に募集いたしま
す。こどもが大好きな方大歓迎です。

世の中のために役に立ちたい。こども
の笑顔が大好き。お母さんの子育を応
援したい。保育だけではなく医療の知

パート労働者 桜ヶ丘こどもクリニック
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時00分

時給 (2)9時00分～17時30分 看護師　准看護師免
許2,000円～2,100円

又は8時30分～18時00

静岡県三島市谷田５２３－７

54

看護師、准看護師 クリニックにおける看護師業務 パート労働者 桜ヶ丘こどもクリニック
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

時給 (2)9時00分～18時00分

1,200円～1,250円
又は8時30分～18時00

53

受付事務 クリニックにおける受付事務兼助手と
しての業務全般を担当
電話対応
外来患者の受付対応
未経験者可

パート労働者 桜ヶ丘こどもクリニック
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時00分
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人　令和3年11月8日発行 】
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪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: 055-971-8696 従業員数 25人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 6109511 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 028-658-9111 従業員数 15人

年　　齢: 20歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 09010-24847511 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-947-3095 従業員数 16人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 6252811 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 055-991-7007 従業員数 13人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： なし 時間外 なし

求人番号: 22030- 8956111 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 052-681-7107 従業員数 7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: 23030-19524311 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-982-1481 従業員数 1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- 6197111 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-970-5005 従業員数 5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- 6250111 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-978-5991 従業員数 6人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 6186311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 055-978-1300 従業員数 36人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 6215311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0557-37-6851 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- 2148311 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 054-280-0066 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 危険物取扱者（乙
種）

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22010-25238111 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 054-280-0066 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 危険物取扱者（乙
種）

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22010-25240511 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5646-6777 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： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13130-23645411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県田方郡函南町塚本１３－１　　　　　　　　　　　　　　　　パチンコマルハン敷地内　ごはんどき函南店

時給 飲食店経験者歓迎

930円～930円
又は12時00分～21時00

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

78

【急募】調理・接客
（静岡県・田方郡函
南町）

・オープンキッチン内での調理、接客
サービス
・うどん、そば、ラーメン、カレー、
丼物、定食などの調理
・店舗運営補助

☆土、日、祝日、早番、遅番、どちら

パート労働者 株式会社　マルハンダイニング
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,000円～1,500円
又は0時00分～23時59

静岡県田方郡函南町肥田５０－１
サガミシ－ド（株）函南ＳＳ

77

ガソリンスタンドス
タッフ／函南町塚本

★全社で「明るく楽しい職場創り」を
推進しています。
・開店、閉店、清算、清掃業務
・安全監視業務
・各種カード案内
・整備業務（オイル交換等の軽整備）


パート労働者 交替制あり サガミシード　株式会社　本部
雇用期間の定めなし

時給

1,000円～1,500円
又は7時00分～21時59

静岡県田方郡函南町間宮３５３‐
３
【ＳｏｆｔＢａｎｋ函南】

76

ガソリンスタンドス
タッフ／函南町肥田

★全社で「明るく楽しい職場創り」を
推進しています。
　・開店・閉店・清算・清掃業務
　・安全監視業務
　・各種カード案内
　・整備業務（オイル交換等の軽整
備）

パート労働者 交替制あり サガミシード　株式会社　本部
雇用期間の定めなし

時給

950円～950円
又は10時00分～19時00

静岡県田方郡函南町新田８６－１

75

スマホアドバイザー
（ソフトバンク函
南）

スマートフォンの操作案内を中心とし
た業務

○初めてスマートフォンをご契約され
たお客様への操作案内
○操作案内を希望して来店されたお客
様へのご案内

パート労働者 株式会社　サン・エレック
雇用期間の定めなし (1)10時00分～19時00

時給

1,000円～1,200円
又は3時00分～12時00

静岡県田方郡函南町平井６１３－２

74

（請）調理師 「調理の業務内容として」

・駿豆給食センターの事業所（老人
ホーム　かわせみ、不二ケ嶺寮）
　での調理業務。
・厨房にて調理業務全般　及び　付随
業務を

パート労働者 交替制あり 株式会社　駿豆給食センター
雇用期間の定めなし (1)4時00分～14時00分

時給 (2)12時00分～20時00

950円～1,200円

静岡県田方郡函南町塚本７２２－２

73

事務 一般事務を担当して頂きます。 パート労働者 交替制あり 振袖館京都もなみ［有限会社　京都もなみ］
雇用期間の定めなし (1)10時00分～18時00

時給 基本的なパソコン操
作（エクセル・ワー
ド）

950円～1,050円

静岡県田方郡函南町平井９７２

72

事務（営業アシスタ
ント）

・電話対応
・パソコンによる伝票処理
・見積業務、受発注業務
・部品検査
・お客様の見積依頼や注文依頼に電
話・メール等で
　対応して頂くお仕事です。

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

時給

920円～930円

静岡県三島市松本６６　【ファンケル美建三島工場】

71

（請）学校給食調理
補助

学校給食調理補助
野菜の下処理・洗浄
食材の切菜
回転釜・オーブンなどを使用して調理
食器・食缶の確認、準備
食器・食缶・器具類の洗浄消毒
施設の洗浄消毒

パート労働者 株式会社レクトン　静岡営業所
雇用期間の定めなし (1)8時30分～14時30分

時給

920円～920円

静岡県三島市御園５８０　
特別養護老人ホーム御寿園（みそ
の）

70

調理補助（ファンケ
ル美建三島工場）土
日祝日はお休み！

三島市にある従業員食堂での調理補助
業務。
料理の盛付・提供・仕込み・配膳・食
器洗浄等が主なお仕事です。

※未経験の方でも大丈夫！
※経験豊富な先輩社員が丁寧に指導し

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～14時30

時給 (2)9時30分～13時30分

950円～950円 (3)15時00分～19時00

静岡県三島市、沼津市、伊豆の国市、伊豆市

69

厨房内盛り付け・洗
浄（特別養護老人
ホーム御寿園）

高齢者施設厨房内にて、下記の業務を
担当していただきます。
・施設ご利用者様へ提供するお食事の
盛り付け
・洗浄作業
・その他付随する業務。

パート労働者 株式会社　ａｇｅ－Ａｇｅ　ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)5時00分～9時15分

時給

1,000円～1,000円
又は8時00分～17時00

静岡県三島市一番町１２－６　　
　　　　　　　ホテルα－１　三
島

68

（請）警備業 交通誘導警備業務
イベント警備

天気に左右されることはありません。

＊就業日数・時間等　相談に応じま
す。

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

時給

930円～930円

静岡県三島市一番町１１－４

67

ベッドメーク（静岡
県三島市）

・ホテル客室のベッドメーク及び清掃
・ユニットバスの清掃
・床の掃除機かけ
・棚等の拭き掃除

＊業務遂行のために特別な資格や経験
は必要ありません。

パート労働者 株式会社　鈴和
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時30分～14時00分

時給 経験者優遇

914円～950円66

（請）ルームメイク
ベッドメイキング
昭明館

ビジネスホテルのルームメイク全般
・ベッドメイキング
・掃除機を使用しての客室清掃

パート労働者 交替制あり 株式会社　三島美装
雇用期間の定めなし (1)10時00分～14時30
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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3年11月8日発行 】
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪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: 055-973-0882 従業員数 15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： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 6083711 各種保険： 労災・財形 月平均 

     TEL: 055-978-2011 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 水日祝他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 准看護師

求人番号: 22050- 6146111 各種保険： 労災 月平均 

     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- 6318811 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     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- 6320011 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-970-1127 従業員数 120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 柔道整復師

求人番号: 22050- 6124211 各種保険： 雇用・労災 月平均 あん摩マッサージ指圧師

     TEL: 055-978-8830 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 火木土日祝 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- 6143311 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-37-1928 従業員数 4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- 2082011 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-38-3500 従業員数 5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: 22052- 2088811 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 047-367-5445 従業員数 8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: 12080-17460211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-36-5503 従業員数 5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- 2093911 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-6418-7833 従業員数 6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： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 2090011 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-37-6002 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 月火水木金他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： なし 時間外 なし

求人番号: 22052- 2066411 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-45-2133 従業員数 28人

年　　齢: 不問 休　　日： 月日祝他 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- 2079711 各種保険： 労災 月平均 

静岡県伊東市荻５７４－２７

時給

1,000円～1,000円

静岡県伊東市猪戸１－１－１０

91

洗車及び回送 展示場車両の洗車
〇新車　：水洗い・拭き上げ
〇中古車：水洗い・拭き上げ・車内清
掃、など

車検、点検の入庫車両の洗車、社内清
掃

パート労働者 朝日ホンダ　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時30分～16時30分

時給 販売・接客の経験、
ラッピング包装作業
の経験があれば尚可

1,000円～1,000円

静岡県伊東市富戸１１２６－４９

90

菓子等の販売　☆土
曜・日曜日のアルバ
イト☆

■概要
店頭で笑顔で接客をしてくださる方を
募集いたします。

■業務内容
店頭でのフィナンシェの販売、レジ会
計、ギフト用包装、日常的な整理整頓

パート労働者 なないろおやつ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時00分～15時30

時給 検品、値付け

913円～950円
又は10時00分～19時00

静岡県伊東市湯川５７１－１９
伊東マリンタウン
　『海友』

89

アクセサリー　商品
整理・値付け・検
品・発送等

アクセサリー・雑貨の検品、仕訳、梱
包、値付け、商品の発送

海外から輸入したアクセサリーを検
品、値付けしていただく業務が
主になります。


パート労働者 フレックス 株式会社　ルイ　　伊豆事務所
雇用期間の定めなし (1)10時00分～18時00

時給 (2)9時00分～19時00分

920円～920円 (3)8時30分～20時00分
又は8時30分～18時00

静岡県伊東市川奈１２５９－１２

88

販売、レジ対応　◆
急募◆

●伊東マリンタウン内の土産物店『海
友』における、お土産品・お菓子等の
販売、接客の業務です。
商品の陳列、整理整頓、宅配便の手
配、レジ打ちなどを行います。
お土産物は箱売りの物が多いため、包
装の作業はほとんどありません。

パート労働者 交替制あり 株式会社　やいま
『　海友　』雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

時給 食品工場勤務経験

1,000円～1,000円
又は6時00分～15時00

静岡県伊東市川奈１２５５－９０
　石舟庵　川奈工場

87

製造スタッフ 伊東工房での生食パン製造業務です。
・生地の仕込み
・成形
・オーブン（焼き上げ）
・梱包
工房内での生食パン製造人員の募集で
す。

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)5時00分～14時00分

時給

960円～960円

静岡県伊東市猪戸１－５－４７

86

菓子製造補助【石舟
庵　川奈工場】

「石舟庵　川奈工場」におけるお菓子
（主にお饅頭）の製造補助の仕事で
す。
≪包装等の作業≫
お菓子を袋に入れて封をしシールを貼
る手作業、包装機を使っての作業、商
品をかごに入れる作業、等

パート労働者 株式会社　石舟庵
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 (2)10時00分～15時00

1,000円～1,000円

静岡県田方郡函南町上沢９５６－１

85

販売スタッフ ☆ひもの専門店「平田屋」の販売ス
タッフ募集です☆
　（本店：伊東湯の花通り）

○商品の陳列
○お客様への商品案内
○レジ打ち、商品の包装

パート労働者 交替制あり 平田屋ひもの店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時00分～17時00

時給 植栽の知識、経験あ
れば尚可
＊経験のない方は研

950円～950円

静岡県田方郡函南町仁田２８４－５

84

マンションの管理 マンション周辺、敷地内の清掃・草刈
り
庭木・芝等植栽の管理
外灯の管理
水道メーターの検針
マンホール点検管理
軽微な補修

パート労働者 パサディナハイツ　管理組合法人
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

時給 介護施設等での勤務
経験1,340円～1,540円

又は8時00分～18時00

静岡県函南町間宮７６０－１

83

機能訓練指導員 デイサービスでの機能訓練を行っていただきます。パート労働者 交替制あり 社会福祉法人　函要会
雇用期間の定めなし

時給

950円～1,010円

静岡県函南町間宮７６０－１

82

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

時給

950円～1,010円
又は8時00分～13時30

静岡県田方郡函南町大竹１６８－７

81

機能訓練型デイサー
ビス（半日型）

介護デイサービス事業所における、利用者の入浴・排泄等の介助業務及び、機能訓練場面の補助。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00分～17時00分

時給

1,300円～1,800円

静岡県田方郡函南町間宮８８２－
５　ウエルズ２１アライ１号
訪問看護ステーションかんなみ

80

看護師（正・准） ＊医師の診察、指示に基づいた看護業
全般（外科、内科、脳外科）
＊外来のみの看護業務になります
＊医師の介助
＊医師の指導で患者様の処置
＊器具の消毒　等


パート労働者 山口医院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～12時30分

時給 (2)8時30分～12時45分 臨床経験５年以上、
または相当の臨床経
験

1,407円～1,407円
又は8時30分～16時30

79

看護師（訪問看護） ・訪問看護利用者の自宅等へ訪問し
て、保清・排便管理・医療機器　管
理・ターミナルケア、点滴、褥瘡処置
などニーズに沿っておこ　ないます。
・家族等介護への介護指導、食事指
導、服薬管理など、必要に応じ　てお
こないます。

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～16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3年11月8日発行 】
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪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: 0557-37-6851 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 なし

求人番号: 22052- 2150811 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-95-0001 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 危険物取扱者（乙
種）

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22110- 2587711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 0465-62-1237 従業員数 25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: 14070- 3726411 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-35-9158 従業員数 19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- 2114311 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-35-9158 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 2115611 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-35-9158 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： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 2116911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-32-0109 従業員数 67人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 2130311 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-32-0109 従業員数 67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: 22052- 2131611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-35-9229 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 2132911 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-53-5590 従業員数 8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- 2095711 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-53-5590 従業員数 8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- 2096811 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-52-0010 従業員数 9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- 2091311 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 0557-35-9034 従業員数 62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- 2071211 各種保険： 労災 月平均 

静岡県伊東市湯川４丁目２－１５

時給 (2)16時30分～21時00

1,500円～1,500円

静岡県伊東市八幡野１２５８－１
１　大室高原６－６２６
【かえで庵】

104

レストランでのホー
ル係【年末年始アル
バイト】

★年末年始アルバイト　時給１５００
円

レストランにて食事の提供

○ホテル内レストランにおいて、朝食
と夕食の提供をする

パート労働者 交替制あり 東京信用販売株式会社　ホテル伊東パウエル
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)7時00分～11時00分

日給

1,231円～1,231円

静岡県伊東市八幡野１３５５－１７

103

ナイトフロント 客室数６室～１３室の宿泊施設のナイ
トフロント業務
○出社時の業務引き継ぎ
○サービススタッフ・厨房の仕事の補
助的業務、及び軽作業
○消灯、点灯時の館内見回り、及び施
錠・解錠

パート労働者 交替制あり 有限会社　花彩亭
【お宿うち山】（ほか【別邸　石の家】
【かえで庵】【花彩亭】）

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)20時00分～8時00分

時給

1,000円～1,200円

静岡県伊東市八幡野１３５５－１７

102

清掃 館内の清掃業務全般を受けもっていた
だきます。
○露天風呂
○トイレ
○共用部分（玄関内外、階段）
○駐車場、等
※全８室　　全収容人数：２０人

パート労働者 伊豆高原の隠れ宿　Ｓｙｕｈａｒｉ
雇用期間の定めなし (1)10時30分～14時30

時給 (2)14時30分～20時30 旅館等での接客経験

1,000円～1,200円 (3)13時00分～20時30

静岡県伊東市八幡野１０８６－６６

101

旅館業務全般（客室
業務等）　◆急募◆

客室業務など宿泊業務全般
○チェックイン時のお出迎え
○お部屋案内
○その他説明
○懐石料理の配膳（お部屋だし）・布
団敷き等
○パソコン入力（専用ソフトへの入力

パート労働者 交替制あり 伊豆高原の隠れ宿　Ｓｙｕｈａｒｉ
雇用期間の定めなし (1)7時30分～11時30分

時給 (2)10時00分～14時00

1,000円～1,000円
又は10時30分～14時30

静岡県伊東市竹の内１丁目５番１４号

100

【未経験の方歓迎】
宿泊施設内の客室及
び共用部の清掃

★未経験からできるお仕事なので、安
心してご応募ください。

主な清掃の仕事について
○客室清掃
○温泉の清掃
○トイレの清掃

パート労働者 ＷＥ　ＨＯＭＥ　ＶＩＬＬＡ　城ヶ崎温泉
雇用期間の定めなし (1)9時30分～13時30分

時給

1,000円～1,000円
又は7時30分～23時00

静岡県伊東市竹の内１丁目５番１４号

99

ホテルフロント・レ
ストラン（アルバイ
ト）

会員制リゾートホテルにおける、フロ
ントの仕事です。
○チェックイン・チェックアウト・レ
ストランなどの接客対応、精算、等
○予約電話応対
○予約システム等の入力
○売店の接客対応、精算業務、等

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
『東急ハーヴェストクラブ伊東』雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)17時00分～21時00 エクセル・ワードの
使用経験
パソコンデータ入力

1,050円～1,050円
又は8時00分～23時00

静岡県伊東市玖須美元和田７１６
－４６１
【本社】

98

売店（アルバイト） 会員制リゾートホテルにおける、売店
の仕事です。
○売店の接客対応、精算業務、等
○売店システム等の入力
○ポップ、プライスカード作成
○商品入れ替え、書見期限チェック
○棚卸業務

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
『東急ハーヴェストクラブ伊東』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

1,000円～1,200円
又は9時00分～18時00

静岡県伊東市宇佐美１６６１ー１
１　エステビル
【Ｓａｋｕｒａ　Ｒａｐｐｏｒｔ
Ｂｅａｕｔｅ　伊豆伊東店】

97

事務員　＊急募＊ ○データ入力（専用ソフト使用）　
○電話及び来客者の対応
○書類の整理・文書作成
○営業補助
○郵便物の発送・管理、等

※場合により、車での外出用務あり。

パート労働者 株式会社　さくらパートナーズ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

時給

930円～930円

静岡県伊東市玖須美元和田７１６
－４６１【本社】
または　伊東市湯川４丁目１０ー
８【湯川支店】

96

清掃【Ｓａｋｕｒａ
Ｒａｐｐｏｒｔ　Ｂ
ｅａｕｔｅ】＊急募

さくらパートナーズが運営するエステ
サロン「Ｓａｋｕｒａ　Ｒａｐｐｏｒ
ｔ　Ｂｅａｕｔｅ伊豆伊東店」のサ
ポート業務。
〇タオルやガウンの洗濯
○タオルたたみ
○店内清掃　等

パート労働者 株式会社　さくらパートナーズ
雇用期間の定めなし (1)15時00分～20時00

時給 巡回清掃の経験あれ
ば尚可1,000円～1,200円

静岡県伊東市荻７３６
「ハンディホームセンター伊東
店」

95

清掃　＊急募＊ 当社が管理する賃貸物件（アパート・
マンションなど）の、
退去後・入居前等の清掃作業及び見回
りを行います。

できる方には、簡単な修繕などもお願
いします。

パート労働者 株式会社　さくらパートナーズ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～15時00分

時給

970円～970円
又は8時30分～19時00

静岡県伊東市湯川５６９

94

販売スタッフ（ハン
ディホームセンター
伊東店）

〈店舗内での販売の仕事です〉
○レジ業務　　○接客業務
○品出し業務　○その他付随する業務

パート労働者 株式会社　マキバ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時30分～19時00分

時給 自動車整備の経験

930円～1,020円
又は7時00分～21時00

静岡県伊東市川奈１２５７‐１１
７
【ＳｏｆｔＢａｎｋ伊東川奈】

93

ガソリンスタンドス
タッフ【伊東シーサ
イド店】

☆未経験の方大歓迎です☆
出勤日数や時間もご相談ください。
まずは、ご来店いただいたお客様への
販売、サービス（給油洗車等）を主に
行っていただきます。
段階的にガソリンスタンド業務全般を
行っていただきます。

パート労働者 交替制あり 株式会社　クリタ
雇用期間の定めなし

時給

950円～950円
又は10時00分～19時00

92

スマホアドバイザー
（ソフトバンク伊東
川奈）

スマートフォンの操作案内を中心とし
た業務

○初めてスマートフォンをご契約され
たお客様への操作案内
○操作案内を希望して来店されたお客
様へのご案内

パート労働者 株式会社　サン・エレック
雇用期間の定めなし (1)10時00分～19時00
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人　令和3年11月8日発行 】
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪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: 0557-35-9034 従業員数 62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- 2072511 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-35-9034 従業員数 62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- 2073411 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-35-9034 従業員数 62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- 2058411 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5295-7793 従業員数 50人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13010-92504611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-3354-7811 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: 13080-66530811 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-47-1700 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 2069611 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-38-3265 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 2092611 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-38-3265 従業員数 3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- 2054711 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-45-8103 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 なし

求人番号: 22052- 2070811 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-48-1443 従業員数 16人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 言語聴覚士 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: 22052- 2043611 各種保険： 労災 月平均 2時間

     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- 2161411 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-36-9069 従業員数 78人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22052- 2163311 各種保険： 労災・財形 月平均 

     TEL: 0557-44-5830 従業員数 16人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 2104411 各種保険： 労災 月平均 2時間

静岡県伊東市吉田５０１‐１

時給 (2)10時00分～19時00

950円～1,300円

静岡県伊東市内のデイサービス
（５ヶ所）
＊『フルーズ』（伊東市音無町５
－６）

117

介護職員 家庭的な雰囲気の中、入居者様の日常
生活のお世話（食事、排泄、
入浴、外出の支援）や入居者様が快適
に過ごして頂けるよう支援していきま
す。
◇１ユニット（９名様）に対し、約７
名体制で１日４～５名でケア

パート労働者 交替制あり ＮＰＯ法人　高齢者をささえる会
『グループホーム　伊豆の家』雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給

980円～1,000円
又は8時00分～18時00

「クラシオンカフェ」（伊東市末広町）、他伊東市内４ヶ所

116

送迎【伊東】 ○伊東市内のデイサービスのご利用者
様の送迎業務です。
　（伊東市内５ヶ所）
８：００～１８：００の間の朝・昼・
夕、各１．５時間程度の勤務になりま
す。


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）

時給

1,000円～1,100円

静岡県伊東市渚町５－３８
【看護小規模多機能型居宅介護施
設】

115

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

1,500円～2,000円

静岡県伊東市吉田５７３‐３

114

言語聴覚士（訪問看
護によるリハビリ業
務）

●令和２年３月に新規オープンしまし
た「看護小規模多機能施設型居宅介護
施設　ナースの森」での言語聴覚士業
務全般を行います。
●その他、訪問での業務もあります。
ご利用者様の家庭に訪問し、お医者様
からの指示書に従い業務を行います。

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

時給 (2)9時00分～12時30分

920円～990円 (3)15時00分～18時30

静岡県伊東市吉田７５３－３　弘木屋コーポ１０２号

113

厨房スタッフ 入院患者様の食事を作ります（従業員
分を含む）
○下ごしらえ
○調理
○配膳
○食器洗浄
○片づけ、等

パート労働者 交替制あり 医療法人社団　聖和会　上山レディースクリニック
雇用期間の定めなし (1)6時00分～12時30分

時給

1,100円～1,100円

静岡県伊東市吉田７５３－３　弘木屋コーポ１０２号

112

ホールスタッフ ホールスタッフ

・お客様を席へ案内する

・お客様から食券を貰い、調理場に伝
える


パート労働者 交替制あり 有限会社　吉田家
雇用期間の定めなし (1)17時00分～22時00

時給

1,100円～1,100円

静岡県伊東市猪戸１－４－１
　【まるげん】

111

開店の準備・ホール 開店の準備
・開店前に店内を清掃したり、調味料
の補充をする

ホール
お客様から食券を頂いて、厨房にとお
す係

パート労働者 交替制あり 有限会社　吉田家
雇用期間の定めなし (1)10時30分～14時30

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

静岡県伊東市広野１－３－１７
しながわ荘

110

和食居酒屋での接客
【まるげん】

和食居酒屋【まるげん】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)16時00分～21時00

950円～1,100円

静岡県伊東市八幡野１３２６－５
八幡野温泉郷　杜の湯　きらの里
（当社施設）

109

レストランサービス
／しながわ荘（静岡
県伊東市）

◎部屋数１５室、定員７３名の保養所
でのレストランサービスの
　お仕事です。
・お料理などの配膳、下膳
・レストラン内での接客
・食器洗浄

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
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～11時00分

時給 (2)9時00分～18時00分 接客業経験

1,050円～1,050円 (3)13時00分～22時00

静岡県伊東市湯川４丁目２－１５

108

八幡野温泉郷　杜の
湯　きらの里／フロ
ントスタッフ

当社直営リゾートホテル内、フロント
業務全般
・チェックイン・チェックアウト業務
・予約受付
・館内案内
・売店販売
・その他関連業務

パート労働者 交替制あり 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)7時00分～16時00分

時給 (2)16時00分～20時00

1,500円～1,500円

静岡県伊東市湯川４丁目２－１５

107

盛り付け・洗い物
【年末年始アルバイ
ト】

★年末年始アルバイト　時給１５００
円

○ホテルのレストランで提供する料理
の盛り付けの仕事です。
　鍋などの調理器具の洗い物の仕事も
あります。

パート労働者 交替制あり 東京信用販売株式会社　ホテル伊東パウエル
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)7時00分～11時00分

時給

1,200円～1,200円

静岡県伊東市湯川４丁目２－１５

106

清掃係【年末年始ア
ルバイト】

ホテル内客室清掃業務です。
和室・洋室・和洋室の３タイプがあり
ます。
●トイレ清掃
●浴室清掃
●客室に掃除機をかける
●アメニティー用品のセット

パート労働者 東京信用販売株式会社　ホテル伊東パウエル
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)10時00分～14時00

日給 (2)16時00分～20時00 調理経験者

1,875円～1,875円105

調理業務【年末年始
アルバイト】

★年末年始アルバイト　日給１５００
０円

○ホテルのレストランで提供する料理
の調理の仕事です。
　料理長の指示のもと、主に和食の調
理全般を行います。

パート労働者 東京信用販売株式会社　ホテル伊東パウエル
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)7時00分～11時00分

9/10



【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人　令和3年11月8日発行 】
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪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: 0557-54-9988 従業員数 150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- 2105011 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-45-5566 従業員数 85人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 2110211 各種保険： 雇用・労災 月平均 3時間

     TEL: 0557-45-5566 従業員数 104人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 なし 介護職員初任者研修修了者

求人番号: 22052- 2111511 各種保険： 労災 月平均 ホームヘルパー２級

     TEL: 0557-45-5566 従業員数 104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- 2113011 各種保険： 雇用・労災 月平均 5時間

     TEL: 0557-51-0888 従業員数 11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- 2125111 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-51-0888 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 2128211 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-51-0888 従業員数 18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: 22052- 2156611 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-33-1500 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 なし

求人番号: 22052- 2042311 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-37-3302 従業員数 180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- 2078111 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-36-7705 従業員数 14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- 2145511 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-975-9055 従業員数 14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- 6214011 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-85-3000 従業員数 16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- 6160611 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県伊東市吉田７４７

時給

920円～1,000円

静岡県伊東市玖須美元和田７２０
－１４３
アピタ伊東店

129

事務（ダスキン川奈
支店）

電話対応、パソコン入力、スタッフのサポートパート労働者 株式会社ジェイ・ユー・エス
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 (2)7時30分～10時00分

915円～1,000円 (3)12時00分～17時00

静岡県伊東市岡のホテル

128

（請）日常清掃員／
伊東市

ショッピングセンター店舗開店前から
開店中の清掃をお願いします

・店舗共用部分の清掃作業（掃き掃
除・拭き掃除）
・トイレ清掃
・売場床面

パート労働者 交替制あり 株式会社　サン東海ビルメンテナス　東静岡営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～10時00分

時給

1,000円～1,000円
又は10時00分～15時00

静岡県伊東市広野１丁目３－３３

127

客室清掃・ベッドメ
イク

◇リゾートマンションタイプのホテル
客室清掃です。

◇４～５名でチームを組み、作業分担
して行います

◇リネン類／ゴミ類の回収、運搬作

パート労働者 株式会社　セントラルビルワーク　静岡営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時00分～15時00

時給

1,040円～1,100円

静岡県伊東市池６６２－１
　小規模多機能すかい

126

内務区分【伊東郵便
局】

　郵便物の区分等の作業をしていただ
きます。
　
　伊東郵便局から配達する郵便物を仕
分けする作業です。

　※立ち仕事となります。

パート労働者 日本郵便株式会社　伊東郵便局
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)16時00分～20時00

時給

920円～950円

静岡県伊東市富戸１２２３－１
【生活介護事業所こもれび】

125

調理スタッフ兼介護
補助【小規模多機能
すかい】

通いを中心として訪問・宿泊を行う介
護施設です。

１０名程度の通い利用の方への食事作
りが主な業務と
なります。
「食」を大切にしており、畑で採れた

パート労働者 有限会社　アテンド
雇用期間の定めなし (1)9時30分～15時00分

時給

930円～1,050円

静岡県伊東市荻５５８－１８
【グループホームかえで】

124

調理員　【障がい者
通所施設こもれび】

＼障がいを持つ方が通所する施設で栄
養バランスのよい
　　　　　　　　　　美味しい昼食を
ご利用者様に提供します／

★土日休みです。（週４日勤務）
★通所施設ですので「昼食のみ」とな

パート労働者 社会福祉法人　城ヶ崎いこいの里
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時30分～13時30分

時給

930円～1,100円

静岡県伊東市荻７７２－１
　『奥野苑ヘルパーステーショ
ン』

123

グループホーム障が
い者支援スタッフ
（かえでパート）

＼地域の障がい者福祉を支えるグルー
プホームで短時間のお仕事／

障がいをお持ちの方が地域で生活する
共同集合住宅において、
食事の調理、後片付けをメインに行い
ます。

パート労働者 社会福祉法人　城ヶ崎いこいの里
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)15時00分～19時00

時給

1,360円～1,360円
又は9時00分～18時00

静岡県伊東市吉田８２１－１９
【特別養護老人ホーム　伊豆の瞳
／伊豆の瞳（プラス）】
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訪問介護員　【奥野
苑へルパーステー
ション】

＊在宅高齢者の方の日常生活全般にお
ける介護及び介助を行います

・食事・入浴・排泄の介護を行う身体
介護
・掃除・洗濯・調理・食事の準備を行
う生活援助

パート労働者 社会福祉法人　城ヶ崎いこいの里
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)8時30分～17時30分 経験不問
※資格保有者・経験
者は優遇します。

990円～1,250円
又は7時00分～21時00

静岡県伊東市吉田８２１－１９
【特別養護老人ホーム　伊豆の瞳
／伊豆の瞳（プラス）】
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介護職員 ●特別養護老人ホーム（伊豆の瞳・伊
豆の瞳プラス）における入居者様、及
びご利用者様の介護業務全般を行いま
す。
食事介助、入浴介助、排せつ介助、見
守り介助、等


パート労働者 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あり（４ヶ月以上）(1)7時00分～16時00分

日給 施設での介護経験

1,493円～1,733円

静岡県伊東市吉田８２１－１９
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夜勤専従介護職員
（業務時間１６時～
９時）

●特別養護老人ホーム伊豆の瞳・伊豆
の瞳プラス（Ｒ２／１０月にオープン
したばかりの新しい施設です）におけ
る入居者様の夜勤専従の介護業務で
す。※就業日数の相談に応じます。Ｗ
ワークの方も歓迎します。
　

パート労働者 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あり（４ヶ月以上）(1)16時00分～9時00分

時給 介護職の経験あれば
尚可990円～1,250円

又は8時30分～17時30

静岡県伊東市八幡野１０２７
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デイサービス介護職
員

デイサービスにおける介護業務です。
ご利用者様と一緒に散歩をしたりレク
リエーションを行います。他
○送迎付添い
○見守り
○入浴介助　等


パート労働者 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あり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時30分

時給

1,000円～1,000円118

施設維持【事務管理
課】

高齢者コミュニティ（有料老人ホー
ム）施設内の庭園管理と設備維持管理
の仕事です。
○草刈り・剪定等の庭園管理業務
○設備機器類の日常点検、定期点検
○入居者様からの要望対応
○各課からの依頼業務対応

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
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