
【熱海地区フレッシュ求人・令和3年12月9日発行】

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 0557-83-5678 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 水他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 6849111 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-81-8849 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 月日他 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- 6437611 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-6632-7005 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: 13010-96027811 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-975-1315 従業員数 15人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 6509911 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-975-1315 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 木他 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- 6510711 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-975-1315 従業員数 15人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 6511811 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-975-1315 従業員数 15人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 6512211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-975-1315 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： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 6513511 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-54-1100 従業員数 7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- 2242011 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-81-2106 従業員数 3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- 6873111 各種保険： 雇用・労災 月平均 2時間

     TEL: 0465-23-7111 従業員数 0人

年　　齢: 不問 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: 14070- 4203311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 22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: 13080-72868811 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 03-3505-3020 従業員数 7人

年　　齢: 18歳以上 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- 9030012 各種保険： 雇用・労災 月平均 

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

温泉まんじゅう及び
土産物の販売

自家製温泉まんじゅうや干物等土産物
の包装及びお客様との接客に伴う商品
説明や販売をお願いします。

接客が好きな人大歓迎します。

土日のみ勤務の方も歓迎

パート労働者 交替制あり 有限会社　桜井商店
雇用期間の定めなし (1)8時30分～16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） 

時給

913円～1,000円

静岡県熱海市田原本町６－４

2

販売員 自社練物の販売　お土産販売　テイク
アウト製品の簡単な調理　
ポスレジ使用　販売にかかわる事務


パート労働者 交替制あり 株式会社　山田屋水産
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～16時30分

1,030円～1,080円

静岡県熱海市桃山町３－３４
当社「熱海桃悠門」

4

ホールスタッフ　★
急　募★

・オーダー取り
・料理の配膳
・お客様のご案内
・テーブル整頓
・お会計業務
・その他ホールに関する業務

パート労働者 交替制あり 株式会社　北海物産
雇用期間の定めなし (1)11時00分～15時00

時給

1,000円～1,000円

静岡県熱海市咲見町１０－１

3

軽作業（清掃）／熱
海市

保養所敷地内での草取り、駐車場の清
掃等
保養所玄関清掃、窓清掃、風呂清掃
果樹園の収穫（年２回程度）


＊保養所管理人がおりますので、初め

パート労働者 東テク　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00分

時給 (2)17時00分～20時30

1,000円～1,200円
又は9時00分～20時30

静岡県熱海市田原本町３－６

5

ホールスタッフ　★
急　募★

・オーダー取り
・料理の配膳
・お客様のご案内
・テーブル整頓
・お会計業務
・食器の洗浄
・その他ホールに関する業務

パート労働者 交替制あり 株式会社　北海物産
雇用期間の定めなし (1)11時00分～15時00

時給 (2)17時00分～20時30

1,000円～1,200円
又は9時00分～20時30

静岡県熱海市田原本町３－６

7

調理補助及び洗い場 ・寿司店での調理補助
・食器の洗浄
・薬味などの準備、補充
その他、付随業務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　北海物産
雇用期間の定めなし (1)12時00分～21時00

時給 寿司店での勤務経験
や、他業種でも調理
経験があれば尚可

1,100円～1,300円
又は9時30分～21時00

静岡県熱海市田原本町７－１

6

料理の仕込み・寿司
調理・その他調理全
般

・寿司調理
・料理の仕込み
・その他調理全般

パート労働者 交替制あり 株式会社　北海物産
雇用期間の定めなし

時給 未経験の方でも始め
られるシュークリー
ム作りのお仕事で

1,000円～1,100円

静岡県熱海市田原本町３－６

8

シュークリームの製
造及び販売

・シュークリームの生地作り
・クリーム作り
・シュークリームの飾り付け
・店頭での接客、販売
・その他、上記に付随する業務

パート労働者 交替制あり 株式会社　北海物産
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

時給 (2)15時00分～21時00 すし調理に限らず、
キッチンスタッフな
ど調理経験があれば

1,000円～1,100円

静岡県熱海市田原本町１３１番地
の１　「ラスカ熱海」内２Ｆ
『豆州やまきち』

10

販売（駅ビル「ラス
カ」）

熱海駅、駅ビル「ラスカ」での食料品
販売（パック入りひものやその他、和
の食材）の接客販売業務です。
※高級感を大切に丁寧で明るい接客販
売をしていただきます。

ベテランの優しい先輩が商品知識から

パート労働者 交替制あり 株式会社あをきのひもの本店
雇用期間の定めなし (1)10時00分～18時00

時給

920円～940円
又は9時00分～17時30

静岡県熱海市田原本町３－６

9

売店販売員【豆州や
まきち】（ラスカ熱
海内）

熱海駅ビル・ラスカ内店舗『豆州やま
きち』において、土産品などの販売を
行う仕事です。
○商品の陳列
○接客応対、レジ対応、包装、等
○店舗の整理整頓、清掃、等


パート労働者 株式会社　伊豆急コミュニティー
　　　　　観光事業部　伊豆急物産雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,000円～1,000円
又は10時30分～5時00

静岡県熱海市田原本町１１－１
駅ビル「ラスカ」

11

カラオケビッグエ
コースタッフ（熱海
駅前店）

【１２月中旬オープン】カラオケビッ
グエコー店舗内での接客
＊フロント…受付や退店時の会計
＊キッチン…レンジで温める等の簡単
調理
＊ホール…お料理のお届けや片付け


パート労働者 株式会社　湘南第一興商
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)10時00分～16時00 接客経験あれば尚可

1,000円～1,000円
又は9時00分～19時00

静岡県熱海市田原本町１１－１
ラスカ熱海３階
当社：ラスカ熱海店

13

ナイトフロントス
タッフ（熱海Ｏｃｅ
ａｎ）

「リブマックスリゾート熱海Ｏｃｅａ
ｎ」のナイトフロントの簡単な対応と
接客のお仕事です。
・チェックイン、チェックアウト業務
・電話やメールなどの予約受付業務
・施設のご案内や問い合わせ対応
未経験の方でも先輩スタッフが丁寧に

パート労働者 株式会社　リブ・マックス
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)22時00分～8時00分

時給

1,200円～1,500円

静岡県熱海市田原本町８－６　ハ
ローズビル４階
「ビッグエコー熱海駅前店」

12

営業サポート（営業
事務）／ラスカ熱海
店

熱海で圧倒的なシェア率を誇るロイヤ
ルリゾート！！
リゾートの住まいに特化した不動産仲
介を行っております。

事務業務をはじめ、みんなで取り組む
「お店づくり」まで、

パート労働者 ロイヤルリゾート株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

静岡県熱海市渚町２２－１０
リブマックスリゾート熱海Ｏｃｅ
ａｎ

時給

1,000円～1,250円

1.面接時にはハローワークが発行する紹介状が必要です。
2.ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。
3.仕事内容欄はスペースの都合ですべて表示できない場合がありますので、詳細については相談窓口でお尋ねください。
ハローワーク三島　〒411-0033　三島市文教町1-3-112三島労働総合庁舎　電話　055-980-1300
ハローワーク伊東　〒414-0046　伊東市大原1-5-15　電話　0557-37-2605
熱海市ふるさとハローワーク　〒413-0016　熱海市水口町13-15静岡県熱海総合庁舎2階　電話　0557-82-8655
伊豆市地域職業相談室　〒410-2407　伊豆市柏久保603-1　電話　0558-74-3075
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【熱海地区フレッシュ求人・令和3年12月9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: 03-3505-3020 従業員数 9人

年　　齢: 18歳以上 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- 9036712 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 20人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 14010-53362311 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 03-3505-3020 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: 13040- 2203812 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 03-3505-3020 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: 13040- 2204512 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-81-5111 従業員数 22人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7047411 各種保険： 労災・財形 月平均 10時間

     TEL: 03-6756-0186 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： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13070-67518211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-83-2797 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： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 6550911 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-83-2797 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： なし 時間外 なし

求人番号: 22050- 6405711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-5413-3941 従業員数 40人

年　　齢: 59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: 13070-61431311 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-81-0241 従業員数 13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- 7063511 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-40124111 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159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: 13090-40126811 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-40127211 各種保険： 労災 月平均 

14

ナイトフロントス
タッフ（熱海シーフ
ロント）

「リブマックスリゾート熱海シーフロ
ント」のナイトフロントの簡単な対応
と接客のお仕事です。
・チェックイン、チェックアウト業務
・電話やメールなどの予約受付業務
・施設のご案内や問い合わせ対応
未経験の方でも先輩スタッフが丁寧に

パート労働者 株式会社　リブ・マックス
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)22時00分～8時00分

時給

1,100円～1,500円

静岡県熱海市渚町１４－１２
リブマックスリゾート熱海シーフ
ロント

15

営業サポート事務
（営業事務）／熱海
駅前店

＜店舗の「顔」として明るく丁寧な接
客を＞
営業社員のサポート業務をお任せいた
します。
★未経験でも安心のサポート体制が
整っています。


パート労働者 神奈川ロイヤル　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

時給

1,000円～1,250円

静岡県熱海市渚町１４－１２
リブマックスリゾート熱海シーフ
ロント

17

フロントスタッフ
（熱海ＯＣＥＡＮ）

「リブマックスリゾート熱海ＯＣＥＡ
Ｎ」のフロントの簡単な対応と接客の
お仕事です。
・チェックイン、チェックアウト業務
・電話やメールなどの予約受付業務
・施設のご案内や問い合わせ対応
未経験の方でも先輩スタッフが丁寧に

パート労働者 株式会社　リブ・マックス
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時00分～17時00分

時給

1,100円～1,100円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱
海第一ビル９階
当社　熱海駅前店

16

フロントスタッフ
（熱海シーフロン
ト）

「リブマックスリゾート熱海シーフロ
ント」のフロントの簡単な対応と接客
のお仕事です。
・チェックイン、チェックアウト業務
・電話やメールなどの予約受付業務
・施設のご案内や問い合わせ対応
未経験の方でも先輩スタッフが丁寧に

パート労働者 株式会社　リブ・マックス
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時00分～17時00分

時給 (2)15時30分～18時30

1,050円～1,050円

静岡県熱海市渚町２２－８
リブマックスリゾート熱海ＯＣＥ
ＡＮ

18

マンション内レスト
ランサービススタッ
フ

中・高齢者専用マンション内のレストランにて１日３食の配膳・下膳および食器の片付け等の業務をしていただきます。パート労働者 中銀インテグレーション株式会社　熱海支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)7時30分～18時30分

時給

1,100円～1,100円

静岡県熱海市泉８８－３

20

（請）清掃 テナントビルの共用部清掃
・トイレ
・廊下・通路・階段
・玄関・エレベータホール
・外周


パート労働者 交替制あり 株式会社東海ビルメンテナス　熱海営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時30分～11時30分

時給

1,040円～1,040円

静岡県熱海市内（９ヶ所の施設）
のいずれか
※面接時詳細説明

19

通勤マンション管理
員／静岡県熱海市／
週３～４日勤務

未経験歓迎！マンション管理員の業務
を行って頂きます。
１．窓口受付業務
２．日常清掃業務
３．館内見回り・点検業務　　他

【応募書類送付先】

パート労働者 交替制あり 株式会社東急コミュニティー　人事部
アメニティーメイト採用課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

950円～1,000円

静岡県熱海市田原本町９－１

21

（請）清掃 リゾートマンションでの日常清掃作業
１．大浴場清掃
２．共用通路、ロビー、エントラン
ス、共用トイレ
３．敷地内植木水やり、除草、落葉掃
き
４．夏期プールサイド清掃

パート労働者 交替制あり 株式会社東海ビルメンテナス　熱海営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～15時30分

時給 (2)13時00分～16時30

930円～950円

静岡県熱海市小嵐町４－３５

23

接客係 お部屋までのご案内
客室での食事の配膳・片付け
お見送り
客室準備
その他雑務

家庭的な小規模旅館で高齢者の方も元

パート労働者 交替制あり 山の上ホテル≪有限会社　飯塚商事≫
雇用期間の定めなし (1)7時30分～13時00分

時給 (2)17時00分～22時00

1,000円～1,200円

静岡県熱海市林ガ丘町２－１６

22

調理補助スタッフ ２０２０年１１月に静岡県熱海に開業
した旅館内の和食レストランの調理補
助（お皿洗い）スタッフの募集です。
１日３時間以上、週２回からの勤務が
可能です。
旬のお魚や静岡県の食材をお客様の目
の前で調理する、ライブ感のあるお食

パート労働者 ＵＤＳ株式会社
雇用期間の定めなし (1)5時00分～12時00分

時給

1,000円～1,200円
又は8時00分～21時00

静岡県熱海市紅葉ガ丘町７－６

24

ホテルのフロント・
予約スタッフ／熱海
ニューフジヤホテル

・チェックイン、チェックアウトの手続き、精算業務　　　　　　・電話やインターネットを中心とした宿泊予約の対応等　　　　　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代の幅広い年齢層の方が活躍しております。　　　　私たちと一緒にお客様に最高なサービスを提供しませんか？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ヶ月以上）

時給 (2)15時00分～21時00

1,200円～1,200円

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

26

バイキングレストラ
ンスタッフ／熱海
ニューフジヤホテル

・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。

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ヶ月以上）(1)6時00分～10時00分

時給

1,000円～1,200円
又は20時00分～9時00

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

25

ホテルのナイトフロ
ントスタッフ／熱海
ニューフジヤホテル

・お客様対応　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・内線電話対応　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・夜間の館内巡回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・大浴場のチェック等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０代～７０代の幅広い年齢層の方が活躍しております。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ヶ月以上）

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

時給 (2)16時30分～21時00

1,100円～1,200円

2/10



【熱海地区フレッシュ求人・令和3年12月9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: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-40128511 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159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: 13090-40130611 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-40131911 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-40132111 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 79人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-40187511 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 79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: 13090-40188411 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 79人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-40189011 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 79人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-40192711 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 79人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-40193811 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 52人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-40688311 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 52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: 13090-40690811 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 52人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-40695311 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 52人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-40697911 各種保険： 労災 月平均 

時給

920円～1,000円
又は9時00分～15時00

27

ホテルの客室清掃ス
タッフ／熱海ニュー
フジヤホテル

・シーツやタオル類の交換や回収
・浴室や洗面台等の拭き上げ
・掃除機かけ
・アメニティ用品の補充等
一人ですべてを仕上げるのではなく、
何名かのチームで業務を行い
ますので、未経験の方も安心してご応

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ヶ月以上）

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

29

ホテルの調理スタッ
フ／熱海ニューフジ
ヤホテル

朝食バイキングは４０種類以上、夕食
バイキングは７０種類以上のメニュー
を用意しております。
和洋中と多種多様な料理を調理してい
ただきます。
・バイキングメニューの調理
・食材の仕込み

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ヶ月以上）(1)6時00分～10時00分

時給 (2)18時00分～22時00

920円～1,000円

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

28

ホテルの洗い場ス
タッフ／熱海ニュー
フジヤホテル

・食器洗浄機を使用しての洗い物
・洗い上がった食器の拭き上げや乾燥
等
簡単な業務ですので、未経験の方も安
心してご応募いただけます。
１０代～７０代の幅広い年齢層の方が
活躍しております。

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ヶ月以上）(1)8時00分～12時00分

時給 (2)16時00分～20時00

950円～1,050円

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

30

ホテルの調理補助ス
タッフ／熱海ニュー
フジヤホテル

・食材の仕込み
・料理の盛り付け等
簡単な補助業務をお任せします。
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代の幅広い年齢層の方が

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ヶ月以上）(1)6時00分～10時00分

時給 (2)16時00分～20時00 和食ｏｒ洋食の調理
経験がある方1,200円～1,500円

静岡県熱海市昭和町１０－３３
（熱海金城館）

32

ホテルのナイトフロ
ントスタッフ／熱海
金城館

・お客様対応　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・内線電話対応　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・夜間の館内巡回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・大浴場のチェック等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０代～７０代の幅広い年齢層の方が活躍しております。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ヶ月以上）

時給

1,000円～1,000円
又は8時00分～21時00

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

31

ホテルのフロント・
予約スタッフ／熱海
金城館

・チェックイン、チェックアウトの手続き、精算業務　　　　　　・電話やインターネットを中心とした宿泊予約の対応等　　　　　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代の幅広い年齢層の方が活躍しております。　　　　私たちと一緒にお客様に最高なサービスを提供しませんか？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ヶ月以上）

時給 (2)15時00分～23時00

1,100円～1,100円

静岡県熱海市昭和町１０－３３
（熱海金城館）

33

ホテルのバイキング
レストランスタッフ
／熱海金城館

・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。

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ヶ月以上）(1)6時00分～11時00分

時給

1,000円～1,000円
又は20時00分～9時00

静岡県熱海市昭和町１０－３３
（熱海金城館）

35

ホテルの調理補助ス
タッフ／熱海金城館

・食材の仕込み
・料理の盛り付け等
簡単な補助業務をお任せします。
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代の幅広い年齢層の方が

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ヶ月以上）(1)6時00分～10時00分

時給 (2)15時00分～22時00 和食ｏｒ洋食の調理
経験がある方1,200円～1,200円

静岡県熱海市昭和町１０－３３
（熱海金城館）

34

ホテルの調理スタッ
フ／熱海金城館

朝食バイキングは４０種類以上、夕食
バイキングは７０種類以上のメニュー
を用意しております。
和洋中と多種多様な料理を調理してい
ただきます。
・バイキングメニューの調理
・食材の仕込み

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ヶ月以上）(1)6時00分～10時00分

時給

950円～980円
又は8時00分～21時00

静岡県熱海市昭和町１０－３３
（熱海金城館）

36

ホテルのフロント・
予約スタッフ／ウオ
ミサキホテル

・チェックイン、チェックアウトの手続き、精算業務　　　　　　・電話やインターネットを中心とした宿泊予約の対応等　　　　　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代の幅広い年齢層の方が活躍しております。　　　　私たちと一緒にお客様に最高なサービスを提供しませんか？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ヶ月以上）

時給 (2)15時00分～22時00

950円～950円

静岡県熱海市和田浜南町７番地２
号
（ウオミサキホテル）

38

ホテルのバイキング
レストランスタッフ
／ウオミサキホテル

・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。

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ヶ月以上）(1)6時00分～10時00分

時給

930円～950円
又は20時00分～9時00

静岡県熱海市和田浜南町７番地２
号
（ウオミサキホテル）

37

ホテルのナイトフロ
ントスタッフ／ウオ
ミサキホテル

・お客様対応　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・内線電話対応　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・夜間の館内巡回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・大浴場のチェック等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０代～７０代の幅広い年齢層の方が活躍しております。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ヶ月以上）

時給

940円～970円
又は9時00分～15時00

静岡県熱海市和田浜南町７番地２
号
（ウオミサキホテル）

39

ホテルの客室清掃ス
タッフ／ウオミサキ
ホテル

・シーツやタオル類の交換や回収
・浴室や洗面台等の拭き上げ
・掃除機かけ
・アメニティ用品の補充等
一人ですべてを仕上げるのではなく、
何名かのチームで業務を行い
ますので、未経験の方も安心してご応

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ヶ月以上）

時給 (2)16時30分～21時00

940円～990円

静岡県熱海市和田浜南町７番地２
号
（ウオミサキホテル）

3/10



【熱海地区フレッシュ求人・令和3年12月9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: 03-5979-5911 従業員数 52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: 13090-40698111 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 52人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-40700611 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 52人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-40703711 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 142人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-40726311 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 142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: 13090-40727611 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 142人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-40729111 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 142人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-40731511 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 142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: 13090-40733011 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 142人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-40736911 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 142人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-40737111 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 46人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-40742311 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 46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: 13090-40748211 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 46人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-40751611 各種保険： 労災 月平均 

静岡県熱海市和田浜南町７番地２
号
（ウオミサキホテル）

41

ホテルの調理スタッ
フ／ウオミサキホテ
ル

朝食バイキングは４０種類以上、夕食
バイキングは７０種類以上のメニュー
を用意しております。
和洋中と多種多様な料理を調理してい
ただきます。
・バイキングメニューの調理
・食材の仕込み

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ヶ月以上）(1)6時00分～10時00分

時給 (2)17時00分～22時30

940円～970円40

ホテルの洗い場ス
タッフ／ウオミサキ
ホテル

・食器洗浄機を使用しての洗い物
・洗い上がった食器の拭き上げや乾燥
等
簡単な業務ですので、未経験の方も安
心してご応募いただけます。
１０代～７０代の幅広い年齢層の方が
活躍しております。

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ヶ月以上）(1)7時00分～10時30分

時給 (2)16時30分～21時00

950円～1,100円

静岡県熱海市和田浜南町７番地２
号
（ウオミサキホテル）

42

ホテルの調理補助ス
タッフ／ウオミサキ
ホテル

・食材の仕込み
・料理の盛り付け等
簡単な補助業務をお任せします。
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代の幅広い年齢層の方が

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ヶ月以上）(1)6時00分～10時00分

時給 (2)16時00分～21時00 和食ｏｒ洋食の調理
経験がある方1,100円～1,300円

静岡県熱海市田原本町４－１６
（伊東園ホテル熱海館）

44

ホテルのナイトフロ
ントスタッフ／伊東
園ホテル熱海館

・お客様対応　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・内線電話対応　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・夜間の館内巡回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・大浴場のチェック等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０代～７０代の幅広い年齢層の方が活躍しております。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ヶ月以上）

時給

1,000円～1,200円
又は8時00分～21時00

静岡県熱海市和田浜南町７番地２
号
（ウオミサキホテル）

43

ホテルのフロント・
予約スタッフ／伊東
園ホテル熱海館

・チェックイン、チェックアウトの手続き、精算業務　　　　　　・電話やインターネットを中心とした宿泊予約の対応等　　　　　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代の幅広い年齢層の方が活躍しております。　　　　私たちと一緒にお客様に最高なサービスを提供しませんか？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ヶ月以上）

時給 (2)16時00分～21時30

1,000円～1,200円

静岡県熱海市田原本町４－１６
（伊東園ホテル熱海館）

45

ホテルのバイキング
レストランスタッフ
／伊東園ホテル熱海
館

・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。

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ヶ月以上）(1)6時00分～10時30分

時給

950円～1,100円
又は20時00分～9時00

静岡県熱海市田原本町４－１６
（伊東園ホテル熱海館）

47

ホテルの洗い場ス
タッフ／伊東園ホテ
ル熱海館

・食器洗浄機を使用しての洗い物
・洗い上がった食器の拭き上げや乾燥
等
簡単な業務ですので、未経験の方も安
心してご応募いただけます。
１０代～７０代の幅広い年齢層の方が
活躍しております。

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ヶ月以上）(1)7時00分～10時30分

時給

940円～1,000円
又は9時00分～15時00

静岡県熱海市田原本町４－１６
（伊東園ホテル熱海館）

46

ホテルの客室清掃ス
タッフ／伊東園ホテ
ル熱海館

・シーツやタオル類の交換や回収
・浴室や洗面台等の拭き上げ
・掃除機かけ
・アメニティ用品の補充等
一人ですべてを仕上げるのではなく、
何名かのチームで業務を行い
ますので、未経験の方も安心してご応

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ヶ月以上）

時給 (2)14時30分～21時00 和食ｏｒ洋食の調理
経験がある方1,200円～1,300円

静岡県熱海市田原本町４－１６
（伊東園ホテル熱海館）

48

ホテルの調理スタッ
フ／伊東園ホテル熱
海館

朝食バイキングは４０種類以上、夕食
バイキングは７０種類以上のメニュー
を用意しております。
和洋中と多種多様な料理を調理してい
ただきます。
・バイキングメニューの調理
・食材の仕込み

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ヶ月以上）(1)6時00分～10時00分

時給 (2)18時00分～21時30

940円～1,000円

静岡県熱海市田原本町４－１６
（伊東園ホテル熱海館）

50

ホテルのフロント・
予約スタッフ／アタ
ミシーズンホテル

・チェックイン、チェックアウトの手続き、精算業務　　　　　　・電話やインターネットを中心とした宿泊予約の対応等　　　　　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代の幅広い年齢層の方が活躍しております。　　　　私たちと一緒にお客様に最高なサービスを提供しませんか？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ヶ月以上）

時給 (2)14時30分～20時00

1,100円～1,200円

静岡県熱海市田原本町４－１６
（伊東園ホテル熱海館）

49

ホテルの調理補助ス
タッフ／伊東園ホテ
ル熱海館

・食材の仕込み
・料理の盛り付け等
簡単な補助業務をお任せします。
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代の幅広い年齢層の方が

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ヶ月以上）(1)6時00分～10時00分

時給

1,000円～1,000円
又は20時00分～9時00

静岡県熱海市咲見町６－１
（アタミシーズンホテル）

51

ホテルのナイトフロ
ントスタッフ／アタ
ミシーズンホテル

・お客様対応　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・内線電話対応　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・夜間の館内巡回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・大浴場のチェック等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０代～７０代の幅広い年齢層の方が活躍しております。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ヶ月以上）

時給

1,000円～1,000円
又は8時00分～21時00

静岡県熱海市咲見町６－１
（アタミシーズンホテル）

時給 (2)16時30分～22時00

1,100円～1,100円

静岡県熱海市咲見町６－１
（アタミシーズンホテル）

52

バイキングレストラ
ンスタッフ／アタミ
シーズンホテル

・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。

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ヶ月以上）(1)6時00分～11時00分
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【熱海地区フレッシュ求人・令和3年12月9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: 03-5979-5911 従業員数 46人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-40753111 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 46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: 13090-40755811 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 46人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-40757511 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 46人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-40760911 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 95人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-40853411 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 95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: 13090-40854011 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 95人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-40859711 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 95人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-40861411 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 95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: 13090-40863311 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 95人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-40875711 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 95人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-40880611 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-82-2182 従業員数 69人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 6823711 各種保険： 労災 月平均 2時間

     TEL: 0557-55-7520 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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 6788711 各種保険： 労災 月平均 1時間

53

ホテルの客室清掃ス
タッフ／アタミシー
ズンホテル

・シーツやタオル類の交換や回収
・浴室や洗面台等の拭き上げ
・掃除機かけ
・アメニティ用品の補充等
一人ですべてを仕上げるのではなく、
何名かのチームで業務を行い
ますので、未経験の方も安心してご応

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ヶ月以上）

時給 (2)17時00分～22時00

920円～920円

静岡県熱海市咲見町６－１
（アタミシーズンホテル）

54

ホテルの洗い場ス
タッフ／アタミシー
ズンホテル

・食器洗浄機を使用しての洗い物
・洗い上がった食器の拭き上げや乾燥
等
簡単な業務ですので、未経験の方も安
心してご応募いただけます。
１０代～７０代の幅広い年齢層の方が
活躍しております。

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ヶ月以上）(1)7時00分～11時00分

時給

920円～920円
又は9時00分～15時00

静岡県熱海市咲見町６－１
（アタミシーズンホテル）

56

ホテルの調理補助ス
タッフ／アタミシー
ズンホテル

・食材の仕込み
・料理の盛り付け等
簡単な補助業務をお任せします。
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代の幅広い年齢層の方が

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ヶ月以上）(1)6時00分～10時00分

時給 (2)15時00分～21時00 和食ｏｒ洋食の調理
経験がある方1,200円～1,200円

静岡県熱海市咲見町６－１
（アタミシーズンホテル）

55

ホテルの調理スタッ
フ／アタミシーズン
ホテル

朝食バイキングは４０種類以上、夕食
バイキングは７０種類以上のメニュー
を用意しております。
和洋中と多種多様な料理を調理してい
ただきます。
・バイキングメニューの調理
・食材の仕込み

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ヶ月以上）(1)6時00分～11時00分

時給

950円～1,200円
又は8時00分～20時00

静岡県熱海市咲見町６－１
（アタミシーズンホテル）

57

ホテルのフロント・
予約スタッフ／ホテ
ル大野屋

・チェックイン、チェックアウトの手続き、精算業務　　　　　　・電話やインターネットを中心とした宿泊予約の対応等　　　　　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代の幅広い年齢層の方が活躍しております。　　　　私たちと一緒にお客様に最高なサービスを提供しませんか？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ヶ月以上）

時給 (2)17時00分～22時00

950円～950円

静岡県熱海市和田浜南町３－９
（ホテル大野屋）

59

ホテルのバイキング
レストランスタッフ
／ホテル大野屋

・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。

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ヶ月以上）(1)6時00分～10時30分

時給

1,000円～1,200円
又は20時00分～8時00

静岡県熱海市和田浜南町３－９
（ホテル大野屋）

58

ホテルのナイトフロ
ントスタッフ／ホテ
ル大野屋

・お客様対応　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・内線電話対応　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・夜間の館内巡回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・大浴場のチェック等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０代～７０代の幅広い年齢層の方が活躍しております。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ヶ月以上）

時給

920円～1,100円
又は9時00分～15時00

静岡県熱海市和田浜南町３－９
（ホテル大野屋）

60

ホテルの客室清掃ス
タッフ／ホテル大野
屋

・シーツやタオル類の交換や回収
・浴室や洗面台等の拭き上げ
・掃除機かけ
・アメニティ用品の補充等
一人ですべてを仕上げるのではなく、
何名かのチームで業務を行い
ますので、未経験の方も安心してご応

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ヶ月以上）

時給 (2)16時00分～22時00

1,000円～1,200円

静岡県熱海市和田浜南町３－９
（ホテル大野屋）

62

ホテルの調理スタッ
フ／ホテル大野屋

朝食バイキングは４０種類以上、夕食
バイキングは７０種類以上のメニュー
を用意しております。
和洋中と多種多様な料理を調理してい
ただきます。
・バイキングメニューの調理
・食材の仕込み

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ヶ月以上）(1)6時00分～10時00分

時給 (2)18時00分～23時00

920円～1,100円

静岡県熱海市和田浜南町３－９
（ホテル大野屋）

61

ホテルの洗い場ス
タッフ／ホテル大野
屋

・食器洗浄機を使用しての洗い物
・洗い上がった食器の拭き上げや乾燥
等
簡単な業務ですので、未経験の方も安
心してご応募いただけます。
１０代～７０代の幅広い年齢層の方が
活躍しております。

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ヶ月以上）(1)7時00分～11時00分

時給 (2)15時00分～20時00

950円～1,100円

静岡県熱海市和田浜南町３－９
（ホテル大野屋）

63

ホテルの調理補助ス
タッフ／ホテル大野
屋

・食材の仕込み
・料理の盛り付け等
簡単な補助業務をお任せします。
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代の幅広い年齢層の方が

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ヶ月以上）(1)7時00分～11時00分

時給 (2)15時00分～20時00 和食ｏｒ洋食の調理
経験がある方1,200円～1,500円

静岡県熱海市東海岸町１３－９３

65

ＥＣサイト運営ス
タッフ

商品注文受発送、顧客情報管理、商品
代金受領管理を中心に担当いただきま
す。
具体的には…
商品購入依頼受付（電話／ＦＡＸ／イ
ンターネット）
商品発送（宅急便利用、梱包作業含

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社ＫＰＧ　ＨＯＴＥＬ＆ＲＥＳＯＲＴ
雇用期間の定めなし

時給 接客経験あれば尚
可。1,100円～1,100円

静岡県熱海市和田浜南町３－９
（ホテル大野屋）

64

バースタッフ ホテル内バー・カラオケルームのお仕
事です。
主に下記の業務をお願いします。
・バーオープン前の清掃やセッティン
グ。
・ドリンクや簡単なおつまみを作り、
お客様への提供。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） リゾートトラスト株式会社
ホテルリゾーピア熱海雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)17時30分～0時30分

静岡県熱海市桃山町

時給 ＰＣ作業に慣れてい
る方、ＥＣサイト販
売に興味がある方、

1,000円～1,000円
又は10時00分～17時00
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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: 0557-82-2182 従業員数 69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: 22050- 6817211 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 0557-68-2221 従業員数 20人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 6763211 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 0557-95-2537 従業員数 40人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22110- 2839411 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-55-7520 従業員数 113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: 22050- 6674811 各種保険： 労災 月平均 1時間

     TEL: 0557-55-7520 従業員数 97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: 22050- 6675211 各種保険： 労災 月平均 2時間

     TEL: 0557-55-7520 従業員数 97人

年　　齢: 不問 休　　日： 月火水木他 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- 6683211 各種保険： 労災 月平均 1時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 79人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-38691511 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-38695611 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 79人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-38703811 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 79人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-38731311 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-38741911 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-38742111 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 52人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-38752811 各種保険： 労災 月平均 

時給 接客経験あれば尚
可。1,100円～1,100円

又は6時00分～10時00

66

朝食レストランス
タッフ

ホテル内レストランもしくは宴会場で
の朝食時のレストランサービスのお仕
事です。主に下記のお仕事をお願いし
ます。
・朝食が始まる前の清掃やセッティン
グ。
・食事の配膳、サービス。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） リゾートトラスト株式会社
ホテルリゾーピア熱海雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～10時30分

静岡県熱海市下多賀１４１

68

清掃・ベットメイキ
ング【御宿　瑞鷹】

○宿泊のお客様の過ごされた客室（３
８室）のお部屋・洗面
　所・風呂・トイレ等の清掃業務を数
名で行っていただきま
　す。アメニティーグッズの補充も行
います。
　また、ベットメイキングもします

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

時給 (2)16時00分～20時30

950円～1,050円

静岡県熱海市東海岸町１３－９３

67

内務係 内務係を担当して頂きます。

・夕朝食の提供の為の準備・仕分け作
業
・布団の上げ下ろし
・チェックアウト後の部屋チェック
・その他旅館運営に関係する雑務

パート労働者 交替制あり 源泉湯宿大成館　ＴＡＩＳＥＩＫＡＮ（株式会社大成館）
雇用期間の定めなし (1)7時00分～11時00分

時給 清掃経験

1,000円～1,000円

静岡県熱海市泉２２６－７０　御宿　瑞鷹

69

客室清掃（ふふ熱
海）

・客室ならびに館内の清掃
・ベッドメイク
・グラスやアメニティグッズなどの備
品点検

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社ＫＰＧ　ＨＯＴＥＬ＆ＲＥＳＯＲＴ
雇用期間の定めなし (1)10時30分～15時00

時給 (2)10時00分～15時00

1,200円～1,200円

静岡県熱海市伊豆山２６９

71

レストランサービス
スタッフ（ＡＴＡＭ
Ｉせかいえ）

ハイクラスリゾートホテルのレストラ
ンホールサービスのお仕事です。

地産地消にこだわり、地元でとれた新
鮮な食材を使用し、日本の豊かな食材
を贈り物のようにお届けするお食事。
すべて手作りで調理をしたお料理を提

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社ＫＰＧ　ＨＯＴＥＬ＆ＲＥＳＯＲＴ
雇用期間の定めなし (1)7時30分～11時00分

時給

1,000円～1,000円

静岡県熱海市水口町１１番４８号

70

宿泊施設の客室清掃
（ＡＴＡＭＩせかい
え）

ハウスキーピングのチームで客室や館内の清掃や備品の入れ込みを担当します。パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社ＫＰＧ　ＨＯＴＥＬ＆ＲＥＳＯＲＴ
雇用期間の定めなし (1)10時30分～15時00

時給 (2)18時00分～23時00

1,150円～1,250円

静岡県熱海市伊豆山２６９

72

【短期募集】洗い場
／熱海金城館

・食器洗浄機を使用しての洗い物
・洗い上がった食器の拭き上げや乾燥
等
簡単な業務ですので、未経験の方も安
心してご応募いただけます。
１０代～７０代の幅広い年齢層の方が
活躍しております。

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)7時00分～11時00分

時給 (2)17時00分～22時00 飲食サービス経験が
ある方1,000円～1,000円

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

74

【短期募集】清掃／
熱海金城館

・シーツやタオル類の交換や回収
・浴室や洗面台等の拭き上げ
・掃除機かけ
・アメニティ用品の補充等
一人ですべてを仕上げるのではなく、
何名かのチームで業務を行いますの
で、未経験の方も安心してご応募いた

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)9時00分～15時00分

時給 (2)18時00分～23時00

1,150円～1,250円

静岡県熱海市昭和町１０－３３
（熱海金城館）

73

【短期募集】洗い場
／熱海ニューフジヤ
ホテル

・食器洗浄機を使用しての洗い物
・洗い上がった食器の拭き上げや乾燥
等
簡単な業務ですので、未経験の方も安
心してご応募いただけます。
１０代～７０代の幅広い年齢層の方が
活躍しております。

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)7時00分～11時00分

時給

1,150円～1,250円
又は8時00分～21時00

静岡県熱海市昭和町１０－３３
（熱海金城館）

75

【短期募集】フロン
ト・予約／熱海金城
館

・チェックイン、チェックアウトの手
続き、精算業務
・電話やインターネットを中心とした
宿泊予約の対応等
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。

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）

時給

1,150円～1,250円

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

77

【短期募集】フロン
ト・予約／熱海
ニューフジヤホテル

・チェックイン、チェックアウトの手
続き、精算業務
・電話やインターネットを中心とした
宿泊予約の対応等
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。

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）

時給

1,150円～1,250円

静岡県熱海市昭和町１０－３３
（熱海金城館）

76

【短期募集】清掃／
熱海ニューフジヤホ
テル

・シーツやタオル類の交換や回収
・浴室や洗面台等の拭き上げ
・掃除機かけ
・アメニティ用品の補充等
一人ですべてを仕上げるのではなく、
何名かのチームで業務を行いますの
で、未経験の方も安心してご応募いた

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)9時00分～15時00分

時給 (2)18時00分～23時00

1,150円～1,250円

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

78

【短期募集】洗い場
／ウオミサキホテル

・食器洗浄機を使用しての洗い物
・洗い上がった食器の拭き上げや乾燥
等
簡単な業務ですので、未経験の方も安
心してご応募いただけます。
１０代～７０代の幅広い年齢層の方が
活躍しております。

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)7時00分～11時00分

時給

1,150円～1,250円
又は8時00分～21時00

静岡県熱海市和田浜南町７番地２
号
（ウオミサキホテル）
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【熱海地区フレッシュ求人・令和3年12月9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: 03-5979-5911 従業員数 142人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-38763511 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 46人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-38764411 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 52人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-38790311 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 142人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-38793111 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 46人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-38795811 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 95人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-38803411 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 52人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-38809711 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 142人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-38816111 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 46人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-38819211 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 95人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-38837411 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 95人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-38870411 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 79人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-38881611 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-38889011 各種保険： 労災 月平均 

静岡県熱海市田原本町４－１６
（伊東園ホテル熱海館）

80

【短期募集】洗い場
／アタミシーズンホ
テル

・食器洗浄機を使用しての洗い物
・洗い上がった食器の拭き上げや乾燥
等
簡単な業務ですので、未経験の方も安
心してご応募いただけます。
１０代～７０代の幅広い年齢層の方が
活躍しております。

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)7時00分～11時00分

時給 (2)18時00分～23時00

1,150円～1,250円79

【短期募集】洗い場
／伊東園ホテル熱海
館

・食器洗浄機を使用しての洗い物
・洗い上がった食器の拭き上げや乾燥
等
簡単な業務ですので、未経験の方も安
心してご応募いただけます。
１０代～７０代の幅広い年齢層の方が
活躍しております。

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)7時00分～11時00分

時給

1,150円～1,250円

静岡県熱海市咲見町６－１
（アタミシーズンホテル）

81

【短期募集】清掃／
ウオミサキホテル

・シーツやタオル類の交換や回収
・浴室や洗面台等の拭き上げ
・掃除機かけ
・アメニティ用品の補充等
一人ですべてを仕上げるのではなく、
何名かのチームで業務を行いますの
で、未経験の方も安心してご応募いた

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)9時00分～15時00分

時給 (2)18時00分～23時00

1,150円～1,250円

静岡県熱海市田原本町４－１６
（伊東園ホテル熱海館）

83

【短期募集】清掃／
アタミシーズンホテ
ル

・シーツやタオル類の交換や回収
・浴室や洗面台等の拭き上げ
・掃除機かけ
・アメニティ用品の補充等
一人ですべてを仕上げるのではなく、
何名かのチームで業務を行いますの
で、未経験の方も安心してご応募いた

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)9時00分～15時00分

時給

1,150円～1,250円

静岡県熱海市和田浜南町７番地２
号
（ウオミサキホテル）

82

【短期募集】清掃／
伊東園ホテル熱海館

・シーツやタオル類の交換や回収
・浴室や洗面台等の拭き上げ
・掃除機かけ
・アメニティ用品の補充等
一人ですべてを仕上げるのではなく、
何名かのチームで業務を行いますの
で、未経験の方も安心してご応募いた

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)9時00分～15時00分

時給 (2)18時00分～23時00

1,150円～1,250円

静岡県熱海市咲見町６－１
（アタミシーズンホテル）

84

【短期募集】洗い場
／ホテル大野屋

・食器洗浄機を使用しての洗い物
・洗い上がった食器の拭き上げや乾燥
等
簡単な業務ですので、未経験の方も安
心してご応募いただけます。
１０代～７０代の幅広い年齢層の方が
活躍しております。

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)7時00分～11時00分

時給

1,150円～1,250円

静岡県熱海市和田浜南町７番地２
号
（ウオミサキホテル）

86

【短期募集】フロン
ト・予約／伊東園ホ
テル熱海館

・チェックイン、チェックアウトの手
続き、精算業務
・電話やインターネットを中心とした
宿泊予約の対応等
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。

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）

時給

1,150円～1,250円
又は8時00分～21時00

静岡県熱海市和田浜南町３－９
（ホテル大野屋）

85

【短期募集】フロン
ト・予約／ウオミサ
キホテル

・チェックイン、チェックアウトの手
続き、精算業務
・電話やインターネットを中心とした
宿泊予約の対応等
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。

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）

時給

1,150円～1,250円
又は8時00分～21時00

静岡県熱海市田原本町４－１６
（伊東園ホテル熱海館）

87

【短期募集】フロン
ト・予約／アタミ
シーズンホテル

・チェックイン、チェックアウトの手
続き、精算業務
・電話やインターネットを中心とした
宿泊予約の対応等
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。

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）

時給

1,150円～1,250円
又は8時00分～21時00

静岡県熱海市和田浜南町３－９
（ホテル大野屋）

89

【短期募集】清掃／
ホテル大野屋

・シーツやタオル類の交換や回収
・浴室や洗面台等の拭き上げ
・掃除機かけ
・アメニティ用品の補充等
一人ですべてを仕上げるのではなく、
何名かのチームで業務を行いますの
で、未経験の方も安心してご応募いた

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)9時00分～15時00分

時給

1,150円～1,250円
又は8時00分～20時00

静岡県熱海市咲見町６－１
（アタミシーズンホテル）

88

【短期募集】フロン
ト・予約／ホテル大
野屋

・チェックイン、チェックアウトの手
続き、精算業務
・電話やインターネットを中心とした
宿泊予約の対応等
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。

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）

時給 (2)17時00分～22時00

1,150円～1,250円

静岡県熱海市和田浜南町３－９
（ホテル大野屋）

90

【短期募集】配膳・
下膳／熱海金城館

・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。

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00分～10時00分

時給

1,150円～1,250円

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

時給 (2)17時00分～22時00

1,150円～1,250円

静岡県熱海市昭和町１０－３３
（熱海金城館）

91

【短期募集】配膳・
下膳／熱海ニューフ
ジヤホテル

・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。

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00分～10時00分
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【熱海地区フレッシュ求人・令和3年12月9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: 03-5979-5911 従業員数 79人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-38899611 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-38908511 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 52人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-38924511 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 142人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-38928611 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 46人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-38933511 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 95人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-38944311 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 52人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-38951011 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 142人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-38955111 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 46人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-38957811 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 95人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-38971111 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159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: 13090-38994611 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 79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: 13090-38996111 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-82-2182 従業員数 69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: 22050- 6501711 各種保険： 労災 月平均 5時間

92

【短期募集】調理／
熱海金城館

朝食バイキングは４０種類以上、夕食
バイキングは７０種類以上のメニュー
を用意しております。
和洋中と多種多様な料理を調理してい
ただきます。
・バイキングメニューの調理
・食材の仕込み

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00分～10時00分

時給 (2)17時00分～22時00 煮物・揚げ物、てん
ぷら等の調理経験が
必須

1,400円～1,400円

静岡県熱海市昭和町１０－３３
（熱海金城館）

93

【短期募集】調理／
熱海ニューフジヤホ
テル

朝食バイキングは４０種類以上、夕食
バイキングは７０種類以上のメニュー
を用意しております。
和洋中と多種多様な料理を調理してい
ただきます。
・バイキングメニューの調理
・食材の仕込み

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00分～10時00分

時給 (2)17時00分～22時00 煮物・揚げ物、てん
ぷら等の調理経験が
必須

1,400円～1,400円

静岡県熱海市和田浜南町７番地２
号
（ウオミサキホテル）

95

【短期募集】配膳・
下膳／伊東園ホテル
熱海館

・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。

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00分～10時00分

時給 (2)17時00分～22時00

1,150円～1,250円

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

94

【短期募集】配膳・
下膳／ウオミサキホ
テル

・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。

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00分～10時00分

時給 (2)17時00分～22時00

1,150円～1,250円

静岡県熱海市田原本町４－１６
（伊東園ホテル熱海館）

96

【短期募集】配膳・
下膳／アタミシーズ
ンホテル

・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。

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00分～10時00分

時給 (2)17時00分～22時00

1,150円～1,250円

静岡県熱海市和田浜南町３－９
（ホテル大野屋）

98

【短期募集】調理／
ウオミサキホテル

朝食バイキングは４０種類以上、夕食
バイキングは７０種類以上のメニュー
を用意しております。
和洋中と多種多様な料理を調理してい
ただきます。
・バイキングメニューの調理
・食材の仕込み

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00分～10時00分

時給 (2)17時00分～22時00

1,150円～1,250円

静岡県熱海市咲見町６－１
（アタミシーズンホテル）

97

【短期募集】配膳・
下膳／ホテル大野屋

・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。

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00分～10時00分

時給 (2)17時00分～22時00 煮物・揚げ物、てん
ぷら等の調理経験が
必須

1,400円～1,400円

静岡県熱海市和田浜南町７番地２
号
（ウオミサキホテル）

99

【短期募集】調理／
伊東園ホテル熱海館

朝食バイキングは４０種類以上、夕食
バイキングは７０種類以上のメニュー
を用意しております。
和洋中と多種多様な料理を調理してい
ただきます。
・バイキングメニューの調理
・食材の仕込み

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00分～10時00分

時給 (2)17時00分～22時00 煮物・揚げ物、てん
ぷら等の調理経験が
必須

1,400円～1,400円

静岡県熱海市咲見町６－１
（アタミシーズンホテル）

101

【短期募集】調理／
ホテル大野屋

朝食バイキングは４０種類以上、夕食
バイキングは７０種類以上のメニュー
を用意しております。
和洋中と多種多様な料理を調理してい
ただきます。
・バイキングメニューの調理
・食材の仕込み

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00分～10時00分

時給 (2)17時00分～22時00 煮物・揚げ物、てん
ぷら等の調理経験が
必須

1,400円～1,400円

静岡県熱海市田原本町４－１６
（伊東園ホテル熱海館）

100

【短期募集】調理／
アタミシーズンホテ
ル

朝食バイキングは４０種類以上、夕食
バイキングは７０種類以上のメニュー
を用意しております。
和洋中と多種多様な料理を調理してい
ただきます。
・バイキングメニューの調理
・食材の仕込み

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00分～10時00分

時給

1,250円～1,250円
又は20時00分～9時00

静岡県熱海市和田浜南町３－９
（ホテル大野屋）

102

【短期募集】ナイト
フロント／熱海
ニューフジヤホテル

・お客様対応
・内線電話対応
・夜間の館内巡回
・大浴場のチェック等
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。

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）

時給 (2)17時00分～22時00 煮物・揚げ物、てん
ぷら等の調理経験が
必須

1,400円～1,400円

静岡県熱海市昭和町１０－３３
（熱海金城館）

104

宿泊部門スタッフ
（フロント・予約事
務）

ホテルでの受付。
オペレーター業務。
予約伝票入力。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） リゾートトラスト株式会社
ホテルリゾーピア熱海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

1,250円～1,250円
又は20時00分～9時00

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

103

【短期募集】ナイト
フロント／熱海金城
館

・お客様対応
・内線電話対応
・夜間の館内巡回
・大浴場のチェック等
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。

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）

静岡県熱海市東海岸町１３－９３

時給 (2)9時00分～18時00分 接客経験必須。

1,100円～1,100円
又は12時00分～20時00
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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: 0557-68-3151 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 あり

求人番号: 22050- 6476411 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 0557-68-3151 従業員数 50人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 6477011 各種保険： 労災 月平均 20時間

     TEL: 0557-81-3564 従業員数 34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: 22050- 6489711 各種保険： 労災 月平均 4時間

     TEL: 0267-42-7711 従業員数 23人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 20111- 5951611 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0267-42-7711 従業員数 23人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 20111- 5952911 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-81-2121 従業員数 25人

年　　齢: 64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- 6223311 各種保険： 雇用・労災 月平均 13時間

     TEL: 090-2917-4378 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 水他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 6313311 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-28-0111 従業員数 5人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 6852411 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-28-0111 従業員数 5人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水他 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- 6853011 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-28-0111 従業員数 5人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水他 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- 6856911 各種保険： 労災 月平均 

     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- 1941712 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-3354-7811 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13080-69598111 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-86-2038 従業員数 27人

年　　齢: 69歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 6478311 各種保険： 労災 月平均 10時間

時給 (2)15時00分～20時00

915円～1,300円105

内務 ご宿泊のお客様が心地よくご利用でき
るよう裏方でのお仕事をお願いしま
す。
・調理場からの料理運搬
・宴会場のレイアウト・セッティング
・布団の上げ・布団敷き
・簡単な清掃

パート労働者 伊豆網代温泉　松風苑（サンユー建設　株式会社）
雇用期間の定めなし (1)8時00分～11時00分

静岡県熱海市下多賀　６６０

107

客室係 下記業務を担当していただきます。
・夕食　朝食時の接客、配膳業務

・片づけ、部屋の清掃など

※正社員への登用の可能性あり
※就業時間、就業日数は相談可

パート労働者 交替制あり 株式会社　立花旅館
雇用期間の定めなし (1)7時00分～11時00分

時給 (2)16時00分～21時00

915円～1,500円

静岡県熱海市下多賀　６６０

106

客室サービス ご宿泊のお客様へのお食事の提供並び
に片付け
お部屋のセッティング（茶器・浴衣の
準備）
お掃除はありません。

パート労働者 変形（1年単位） 伊豆網代温泉　松風苑（サンユー建設　株式会社）
雇用期間の定めなし (1)7時00分～11時00分

時給

1,000円～1,200円
又は7時00分～20時00

静岡県熱海市昭和町５－１３

108

料理旅館　渚館＊内
務及び清掃

○「料理旅館　渚館」での、内務及び
清掃
　（お客様と接しない裏方のお仕事）

・館内の清掃
・布団の上げ下ろし
・料理の運搬（お部屋の入口まで）

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

日給 (2)14時00分～19時00

1,230円～2,300円 (3)16時00分～21時00
又は7時00分～21時00

静岡県熱海市渚町１１－１１「料理旅館　渚館」

110

旅館スタッフ【接
客】パートタイマー

客室係：接客業務
１，料理の出し下げ
２，客室の準備
３，その他接客業務
雇用条件：初心者経験者ともに歓迎
（国籍も問いません）
就業時間：６：３０～１９：３０

パート労働者 変形（1年単位） 悠　株式会社（熱海温泉　山木旅館）
雇用期間の定めなし (1)6時30分～10時00分

時給

1,000円～1,200円
又は7時00分～20時00

静岡県熱海市渚町１１－１１「料理旅館　渚館」

109

料理旅館　渚館＊お
もてなしスタッフ

○「料理旅館　渚館」での、おもてな
しスタッフ（仲居）

・お客様のお出迎え、お見送り
・お客様へのご案内、お食事の提供
・お部屋の衛生管理など

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

時給 簡易宿泊フロント全
般920円～1,200円

又は15時00分～21時00

静岡県熱海市中央町１４－９

111

ホテルの客室・フロ
ントスタッフ

・簡易宿泊フロント全般（チェックイ
ン、チェックアウト、電話応
　対、メール対応）
・布団敷き、布団上げ作業
・その他、ホテル内の清掃等
＊未経験者の方は指導します

パート労働者 交替制あり ゲストハウス惠（東方技研株式会社）
雇用期間の定めなし (1)9時00分～13時00分

時給 (2)15時00分～19時30 マナー講習

1,100円～1,300円

静岡県熱海市田原本町２－１１　マリーンライフ２０１

113

飲食店サービス販売
テイクアウト

調理補助、皿洗い
ホールスタッフ、サービス
ジェラート販売、提供も行って頂きま
す。
又、ジェラート製造にご興味がある方
は製造も
いちから丁寧にお教えいたします。

パート労働者 合同会社　ＬＥＯＮＥ９
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

時給

1,100円～1,300円

静岡県熱海市春日町１－２５

112

飲食店サービス販売
テイクアウト

調理補助、皿洗い
ホールスタッフ、サービス
ジェラート販売、提供も行って頂きま
す。
又、ジェラート製造にご興味がある方
は製造も
いちから丁寧にお教えいたします。

パート労働者 合同会社　ＬＥＯＮＥ９
雇用期間の定めなし (1)17時00分～22時00

時給

1,100円～1,300円
又は10時00分～22時00

静岡県熱海市田原本町２－１１　マリーンライフ２０１

114

飲食店サービス販売
テイクアウト

調理補助、皿洗い
ホールスタッフ、サービス
ジェラート販売、提供も行って頂きま
す。
又、ジェラート製造にご興味がある方
は製造も
いちから丁寧にお教えいたします。

パート労働者 合同会社　ＬＥＯＮＥ９
雇用期間の定めなし

時給

1,100円～1,300円

静岡県熱海市渚町２２－８
リブマックスリゾート熱海ＯＣＥ
ＡＮ

116

事務・フロント／東
京都報道事業健康保
険組合熱海荘

○部屋数１２室、定員４４名収容の保
養所での
　事務フロント業務です。
・電話応対、予約受付
・お客様対応
・チェックイン、チェックアウトの対
応

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

時給 (2)16時00分～22時00

1,100円～1,100円

静岡県熱海市田原本町２－１１　マリーンライフ２０１

115

レストランスタッフ
リゾート熱海ＯＣＥ
ＡＮ（朝食・夕食）

リゾートホテル「リブマックスリゾー
ト熱海ＯＣＥＡＮ」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

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)18時00分～22時00

950円～1,000円

静岡県熱海市海光町７－６４
「東京都報道事業健康保険組合
熱海荘」

117

洗い場係 ＊ホテル内レストランでの、洗い場係
です。
・食器類の洗いを洗浄機を使ってして
いただきます。
・洗浄後の食器の片づけや食器棚に格
納することもお願いします。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 有限会社割烹でん助
雇用期間の定めなし (1)7時30分～10時30分

時給

1,000円～1,100円
又は9時00分～18時00

静岡県熱海市和田浜南町５－８ホテルサンミ倶楽部内
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【熱海地区フレッシュ求人・令和3年12月9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: 0557-86-2038 従業員数 33人

年　　齢: 69歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 6479611 各種保険： 労災 月平均 12時間

     TEL: 03-3354-7811 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: 13080-66513111 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-81-5911 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： なし 時間外 なし

求人番号: 22050- 7035711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0558-27-1199 従業員数 9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: 22110- 2904011 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5925-8779 従業員数 2人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 水 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: 13080-72029211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0558-27-1199 従業員数 9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: 22110- 2765211 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 03-5338-0210 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13080-71070011 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-83-2184 従業員数 20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: 22050- 6641211 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-80-5600 従業員数 155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- 7090311 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0465-63-6432 従業員数 84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- 6710911 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- 2162011 各種保険： 労災・財形 月平均 

     TEL: 043-213-2006 従業員数 25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: 12010-32434911 各種保険： 労災 月平均 1時間

     TEL: 03-3274-1126 従業員数 63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 あり

求人番号: 13010-99952711 各種保険： 労災 月平均 10時間

静岡県熱海市和田浜南町５－８　ホテルサンミ倶楽部内
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ナイトフロント／東
京都報道事業健康保
険組合熱海荘

◎部屋数１２室、定員４４名収容の保
養所での
　ナイトフロント業務です。
　・夜間警備
　・施設内巡回
　・夜間のお客様対応
　・施錠、開錠作業

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)18時00分～9時00分

時給 (2)17時00分～21時30

1,000円～1,100円118

旅館・和食レストラ
ン飲食接客業従業員

ホテルの宿泊客の飲食の接客業務です。（朝食・昼食・夕食の飲食接客）１．朝食（バイキング・和定食）の準備・接客・片付け２．夕食（懐石スタイル）・バイキング（繁忙期）の準備・接客・片付け３．昼食・パーティー等の準備・接客・片付けパート労働者 変形（1ヶ月単位） 有限会社割烹でん助
雇用期間の定めなし (1)6時30分～10時00分

時給

1,000円～1,000円

静岡県熱海市海光町７－６４
東京都報道健康保険組合　熱海荘

120

飲食業そば屋 接客　配膳　店舗掃除 パート労働者 手打ちそば泉八
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

日給

1,062円～1,125円

静岡県熱海市東海岸町１４－２６
　　　　　　　　ウィスタリアン
ライフクラブ熱海

122

ホールスタッフ／
パート／熱海市

・お客様のご案内
・お茶出し
・オーダー受け
・テーブルセッティング
・配膳　など。

慣れてきたら電話対応やレジ対応もお

パート労働者 交替制あり 株式会社ヴィーヴォ
雇用期間の定めなし (1)10時00分～18時00

時給 (2)7時00分～11時00分

1,000円～1,200円 (3)16時30分～20時30

静岡県熱海市田原本町３番８号

121

レストランフロア係
【熱海】

○『ウィスタリアンライフクラブ　熱
海』内のレストラン
　にてフロア業務全般を行っていただ
きます。
　オーダー受け、飲食物の配膳、接客
業務他、食器の洗浄等も行っ　ていた
だきます。

パート労働者 交替制あり 株式会社　クックランド
雇用期間の定めなし (1)6時00分～10時00分

時給 (2)14時00分～20時00 調理業務経験者優遇
（賃金面）950円～1,200円

静岡県熱海市田原本町３－１５
加納ビル１階
当社店舗　「おまぜ」

123

調理補助【熱海】 ○『ホテル　ウィスタリアンライフク
ラブ熱海』内のレストランの
　厨房にて調理補助及び簡単な調理を
して頂きます。
　

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　クックランド
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～10時00分

時給 (2)10時00分～16時00 接客経験

1,200円～1,200円 (3)11時00分～19時00

静岡県熱海市熱海１８００
西熱海ゴルフコース

125

歯科助手 歯科医師の指示のもと、診療補助・治
療処置の準備と片付け・医療器具の洗
浄と消毒等を担当して頂きます。
＊未経験の方は指導致します。

パート労働者 交替制あり 医療法人社団　愛歯科診療所
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

時給

1,000円～1,100円

静岡県熱海市東海岸町１４－２６
ウィスタリアンライフクラブ　熱
海

124

西熱海ゴルフ／ゴル
フ場でのキャンペー
ンイベントスタッフ

ゴルフ場のショートホールにてプレイ
ヤーに、チャレンジイベントへの参加
呼びかけをしていただきます。

チャレンジ参加者にはクジ抽選と賞品
をお渡しします。
ゴルフの知識は不要です。

パート労働者 株式会杜　プロモ
雇用期間の定めなし (1)8時30分～16時30分

時給

915円～915円
又は8時30分～17時30

静岡県熱海市田原本町９－１　熱海第一ビル６階

126

介護補助員（ケアア
シスタント）

特別養護老人ホームでの介護補助業務
となります。
業務は居室清掃やリネン交換が中心
で、お客様に直接触れる業務はありま
せん。
お客様が安心して生活できるように、
身の回りの環境を整える仕事です。

パート労働者 社会福祉法人湖成会　熱海伊豆海の郷
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)11時00分～20時00

1,000円～1,000円

静岡県熱海市泉１７－２

128

調理職　【熱海】 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)8時30分～15時00分 清掃業務の経験

1,020円～1,040円

静岡県熱海市伊豆山７１７－１

127

清掃クリーンスタッ
フ

介護付有料老人ホームネオ・サミット湯河原内においてご入居者の居室や共用部を清掃するお仕事です。グループで動くので初心者でも安心して業務に就くことが可能です。パート労働者 交替制あり 大和ハウスライフサポート　株式会社
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

1,150円～1,150円
又は7時30分～11時00

「クラシオンカフェ熱海」（熱海市下多賀８０４－２）

129

商品陳列スタッフ ＜長期のお仕事＞

大手スーパーマーケットで商品を運ん
で並べるだけの、未経験でも
すぐ覚えられるコツコツ作業です。

パート労働者 エイジスマーチャンダイジング　サービス　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時30分～11時00分

時給

1,000円～1,100円

静岡県熱海市咲見町８－３
大江戸温泉物語あたみ（当社施
設）

時給 (2)15時00分～23時00

960円～1,200円
又は5時00分～23時00

静岡県熱海市中央町１９－３９

130

巡回清掃／静岡県熱
海市　大江戸温泉物
語　あたみ

【仕事内容】
・パブリックスペースの清掃
・館内の巡回清掃
・消毒

当社最大の商品である温泉施設の清掃
のお仕事。

パート労働者 交替制あり 大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツ株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)5時00分～10時00分
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