
【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年1月7日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 0557-82-2410 従業員数 52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 なし

求人番号: 22050- 7187511 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-83-5678 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 水 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- 7492211 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0120-308-412 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13080-75592011 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-95-8080 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 あり

求人番号: 22110- 3107511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 7時間

     TEL: 0557-85-4666 従業員数 8人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 6930211 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-85-4666 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 薬剤師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 6931511 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-29-6470 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： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7177811 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-6300-5126 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13080-80743611 各種保険： 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: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13080-77238211 各種保険： 労災 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 

     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 

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

時給

1,100円～1,500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

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

13

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２２－１０
リブマックスリゾート熱海Ｏｃｅ
ａｎ

12

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

1,000円～1,250円

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

11

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９－１　熱
海第一ビル９階
ロイヤルリゾート株式会社　熱海
駅前店

10

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

時給 (2)10時00分～17時00

1,200円～1,500円

静岡県熱海市下多賀１７０２－８
９９
伊豆熱海オーシャンビューハウス
※求人に関する特記事項参照

9

営業サポート（営業
事務）／熱海駅前店

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

時給 (2)12時00分～15時00 綺麗好きな方。また
ホテル等での客室清
掃等の経験者は優

2,000円～3,000円
又は10時00分～15時00

静岡県熱海市昭和町１３－１９　３階

8

客室清掃スタッフ／
熱海市

チェックアウト後の部屋（家全体）
を、次に宿泊されるお客様のために準
備をしていただく業務です。具体的に
は、部屋の掃除機かけや床や水回りの
清掃、寝具のカバー等を取り替えて、
ベットメイキングをしたり、リネンを
回収してランドリー洗濯を行っていた

パート労働者 交替制あり 株式会社ＬＥＡＦ
雇用期間の定めなし (1)11時00分～14時00

時給

1,150円～2,000円
又は8時30分～19時00

静岡県熱海市田原本町９－１　熱海駅前第一ビル２階、４階

7

軽作業 ★海外、国内販売の発送手続き、梱
包、開梱
＞＞インターネットサイトで買い物が
できるぐらいの
基本的なＰＣ操作ができればＯＫ
バーコードのシール貼りもお願い致し
ます

パート労働者 交替制あり 株式会社ＢｕｙＪａｐａｎ熱海支社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

時給

2,200円～3,000円
又は9時00分～13時00

静岡県熱海市田原本町９－１　熱海駅前第一ビル２階、４階

6

薬剤師 調剤業務全般 パート労働者 交替制あり かもめ薬局・みらい薬局　（株式会社　スペース・エーピーエー）
雇用期間の定めなし (1)14時00分～18時00

時給

1,000円～1,500円
又は9時00分～18時00

静岡県熱海市田原本町４－８

5

医療事務員 医療事務 パート労働者 交替制あり かもめ薬局・みらい薬局　（株式会社　スペース・エーピーエー）
雇用期間の定めなし (1)9時00分～13時00分

時給

913円～913円
又は8時30分～17時30

静岡県沼津市大手町３－８－２３
ニッセイスタービル５階
当社：沼津営業所

4

みやげ・海産物販売
【熱海本店】

◎自社工場製造の海産物、みやげ物の
販売
　ハンバーガーショップでの接客
　飲食スペースでの調理補助やホール
業務
　商品試食のお勧めやご案内、レジ対
応（バーコード式）、

パート労働者 交替制あり 株式会社　徳造丸
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給 (2)13時00分～15時00

1,500円～1,500円 (3)15時00分～17時00
又は9時00分～18時00

静岡県熱海市田原本町６－４

3

営業サポート／沼津
／直行直帰

すでにお取引いただいているお客様
へ、
ご自宅から直行直帰で訪問するルート
営業

【具体的には】
◆電気使用量や電気料金などの実績報

パート労働者 日本テクノ　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)10時00分～12時00

時給

980円～1,030円
又は9時00分～16時30

静岡県熱海市桜木町７－６

2

かまぼこ等の土産物
の販売

かまぼこ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 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

時給 普通免許取得後３年
経過913円～1,200円

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

定時制タクシー乗務
員

網代営業所より目的地までお客様を安
全と　　　　　　　　　　　　安心で
送届ける仕事です
地元のお客様と観光客様の送迎になり
ます


パート労働者 交替制あり 伊豆第一交通　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00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） 
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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: 0557-81-5111 従業員数 450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- 7531411 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-6756-0186 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 水祝他 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: 13070-72219511 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 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: 054-264-1700 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: 22010-29203711 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 052-971-7653 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 23020-68172011 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: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7609211 各種保険： 労災 月平均 1時間

     TEL: 0557-86-1045 従業員数 37人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7546811 各種保険： 労災・その他 月平均 2時間

     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: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7513811 各種保険： 労災 月平均 2時間

     TEL: 0557-55-7520 従業員数 113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- 7514211 各種保険： 労災 月平均 1時間

     TEL: 03-6731-0131 従業員数 269人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 15人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13070-72491211 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 0557-81-6780 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7439611 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-80-4050 従業員数 63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- 7331011 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-28-3679 従業員数 113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- 7333611 各種保険： 労災 月平均 10時間

静岡県熱海市水口町２－１３－１

時給

1,050円～1,050円
又は10時00分～17時00

静岡県熱海市伊豆山７１７－１８

26

客室清掃スタッフ ＜リゾートホテルの客室清掃業務＞
・ベッドメイキング業務
・水回り清掃
・パブリック清掃
・リネン回収等

２名でペアを組んでいただき、客室回

パート労働者 交替制あり 星野リゾート　リゾナーレ熱海　（株式会社　星野リゾートマネジメント）
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)11時00分～15時00

時給 (2)11時00分～14時00

1,000円～1,000円 (3)15時00分～19時00

静岡県熱海市海光町９番８号

25

調理補助 健康型有料老人ホーム入居者の給食調
理補助の業務
・ホテル従業員を含め食事を作ってい
ただきます。
　（２～３人で手分けし作業いたしま
す）

パート労働者 交替制あり ハートピア熱海（株式会社アヤハレークサイドホテル）
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 (2)11時00分～15時00

1,040円～1,040円

静岡県熱海市初島８００
グランドエクシブ初島クラブ

24

温泉付き宿泊施設
（ホステル）の清掃
スタッフ

客室・館内共用部の清掃スタッフ

客室と、水回り（トイレ・シャ
ワー）、共用リビング、温泉大浴場等
の清掃業務です。

清掃量はシャワーなし和室４部屋を一

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社楽一　温泉ホステル陽の笑
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)11時00分～14時00

時給

1,400円～1,400円
又は7時00分～22時00

静岡県熱海市水口町１１番４８号

23

【冬季期間】会員制
ホテルでのレストラ
ンサービススタ／初
島

（１）レストランサービス→ウェイ
ター、ウェイトレス

※会員制ならではのワンランク上のホ
スピタリティが身に付きます。
未経験者歓迎！幅広い年齢層の方が活
躍中！人前が苦手でも裏方のお仕事も

パート労働者 リゾートトラスト株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

時給 洗い場経験

1,000円～1,000円
又は18時00分～22時00

静岡県熱海市水口町１１番４８号

22

洗い場（ふふ熱海） 手洗い・食洗機による洗い場での食器洗浄のお仕事です。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)8時00分～12時00分

時給 ＊ホテルや旅館経験
者歓迎
＊役員運転手経験者

1,000円～1,000円

静岡県熱海市春日町１２－４

21

宿泊施設の送迎ドラ
イバー

◆お客様の送迎（車種：レクサス、ア
ルファード等）
◆その他付随する業務（バレーサービ
ス、エントランス・車等の清掃、お客
様のご案内や接客サービス業務）

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00分～17時00

時給 簡単なパソコン入力

1,050円～1,150円

静岡県熱海市水口町１１番４８号

20

ホテル客室内の清
掃、ベッドメイク

ホテル客室内の清掃、ベットメイクを
お願いしています。



パート労働者 交替制あり 株式会社東横イン熱海駅前
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)10時00分～15時00

時給 飲食サービス経験者
歓迎1,000円～1,000円

静岡県熱海市上宿町１４－１５
熱海税務署

19

朝食レストランサー
ビス（ふふ熱海）

この地の食材や、季節の食材を「ふふ
熱海」ならではの味わいに仕立て、す
べて一から手作りで調理をしたお料理
を提供いたします。
ラグジュアリーホテルの接客サービス
スキルや和食のマナーが身につきま
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)8時00分～12時00分

時給 スマートフォン操作
（基本的な操作程
度）

1,065円～1,065円

静岡県熱海市春日町３－１４
静岡地方裁判所熱海支部

18

熱海市／確定申告会
場で来場者への案内
とＰＣ操作補助
（派）

電子申告会場でのお仕事です。
会場に来られた方へパソコンやスマー
トフォンの操作等を案内します。
税や確定申告の知識がなくてもＯＫ。
研修で丁寧に教えます。皆さんのス
タートは一緒ですので安心です。
私服勤務となります。（スタッフジャ

有期雇用派遣パート 株式会社　オムニ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～17時00分

時給

1,100円～1,100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

17

（請）ビル・建物清
掃員／熱海市

建物内での床の掃除機がけ、ゴミ収
集、トイレ掃除、建物周囲の清掃な
ど。

※雇用開始日は令和４年１月１０日以
降となります

パート労働者 ロフティ　株式会社
雇用期間の定めなし (1)12時10分～13時40

時給 (2)15時30分～18時30

1,050円～1,050円

静岡県熱海市春日町３－３

16

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

月給

960円～960円

静岡県熱海市上多賀字白石９６２－１中銀ライフケア白石

15

通勤マンション管理
員／熱海市／車通勤
可／昇給賞与有

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 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)10時00分～16時00

時給

1,000円～1,000円14

マンション内受付事
務（未経験可）

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 中銀インテグレーション株式会社　熱海支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年1月7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: 0557-83-7436 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: 22050- 7337811 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-55-7520 従業員数 97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: 22050- 7273811 各種保険： 労災 月平均 1時間

     TEL: 0557-81-3334 従業員数 20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- 7205711 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-81-3334 従業員数 20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- 7206811 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-81-3334 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7208511 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-81-3334 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: 22050- 7210611 各種保険： 労災 月平均 

     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- 7228611 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 0557-85-0051 従業員数 20人

年　　齢: 18歳以上 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- 7240211 各種保険： 労災・健康 月平均 

     TEL: 0557-81-6112 従業員数 85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- 7140111 各種保険： 労災 月平均 5時間

     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 

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

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

39

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）

38

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）

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

37

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

静岡県熱海市東海岸町３－１９　　　　　　　　　　　　　　　　ホテルミクラス

36

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～1,100円

静岡県熱海市咲見町８－９

35

客室清掃・ハウス
キーピング

１．ホテルミクラスの客室清掃とベッ
ドメイキングなどの清掃業務　　全般
　　２～３名で各フロアを清掃いたし
ます。　　　　　　　　　　　　モク
モクとこなす仕事です。
２．温泉等の共有スペースの清掃
　

パート労働者 交替制あり オリックス・ホテルマネジメント株式会社

ホテルミクラス・大月ホテル和風館

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時30分～15時00分

時給 (2)21時00分～9時00分

1,000円～1,100円 (3)9時30分～15時30分

静岡県熱海市下多賀　６６０

34

コンドミニアムホテ
ルのフロント　宿泊
清掃

コンドミニアムホテル内でのお仕事
フロント業務９時から２１時の間で週
３日以上１日４時間以上勤務出来る方
フロント宿直業務２１時から９時まで
の勤務（仮眠５時間休憩有　週１日か
ら可）
清掃業務９時３０分から１５時３０分

パート労働者 交替制あり 株式会社咲見クラブ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～21時00分

時給 (2)15時00分～18時30

915円～950円

静岡県熱海市桃山町１２－１３

33

調理補助 お客様提供するお食事の調理補助・盛
り付け
食材・食器管理

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)6時00分～10時30分

時給

1,000円～1,100円

静岡県熱海市桃山町１２－１３

32

大浴場の清掃 大浴場、脱衣場及び共用部分のトイレ
（計４か所）の清掃をお願いいたしま
す。
主にモップやブラシを使用するため簡
単にできる仕事です。

パート労働者 交替制あり 株式会社　大倉
ザ　グラン　リゾート　エレガンテ熱海雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時00分～13時00

時給

1,000円～1,100円

静岡県熱海市桃山町１２－１３

31

客室清掃 ＜客室清掃＞
ホテル客室の清掃のお仕事です。
会員制リゾートホテルでのお仕事なの
で安心して働くことができます。
未経験の方でも丁寧に指導します。

パート労働者 交替制あり 株式会社　大倉
ザ　グラン　リゾート　エレガンテ熱海雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時00分～13時00

時給 (2)17時00分～21時00

1,000円～1,100円

静岡県熱海市桃山町１２－１３

30

レストランスタッフ ＜レストランスタッフ＞
会員制リゾートホテルのレストランで
の配膳等のお仕事です。
未経験の方でも指導しますので、安心
して働くことができます。

パート労働者 交替制あり 株式会社　大倉
ザ　グラン　リゾート　エレガンテ熱海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)17時00分～21時00

1,000円～1,100円

静岡県熱海市伊豆山２６９

29

洗い場 和食器や調理で使った鍋やボウルを
洗っていただきます。
未経験者でも指導いたしますのでお気
軽にご応募下さい。

パート労働者 交替制あり 株式会社　大倉
ザ　グラン　リゾート　エレガンテ熱海雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～12時00分

時給 (2)17時30分～22時00 飲食サービス経験が
ある方1,000円～1,000円

静岡県熱海市小嵐町９－１７

28

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～1,200円
又は9時00分～14時00

27

ホテル清掃スタッフ ホテルの客室清掃や共用部の清掃を行います。パート労働者 交替制あり 株式会社四季リゾーツ
四季倶楽部シオン熱海雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年1月7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 159人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 １級ボイラー技士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ２級ボイラー技士

求人番号: 13090-40133711 各種保険： 労災 月平均 第一種電気工事士

     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 79人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 １級ボイラー技士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ２級ボイラー技士

求人番号: 13090-40196411 各種保険： 労災 月平均 第一種電気工事士

     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 

静岡県熱海市和田浜南町７番地２
号
（ウオミサキホテル）

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）

52

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

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）

51

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

1,200円～1,500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）

50

ホテルの施設管理ス
タッフ／熱海金城館

・館内の電球取り替え
・客室等の修繕
・浴槽のお湯の温度管理
・ボイラー設備の管理等
未経験の方も経験者の方も歓迎。
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 (2)15時00分～22時00

950円～950円

静岡県熱海市昭和町１０－３３
（熱海金城館）

49

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）

48

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 (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）

47

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）

46

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）

45

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

1,000円～1,600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）

44

ホテルの施設管理ス
タッフ／熱海ニュー
フジヤホテル

・館内の電球取り替え
・客室等の修繕
・浴槽のお湯の温度管理
・ボイラー設備の管理等
未経験の方も経験者の方も歓迎。
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 (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）

43

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

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

42

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）

41

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

920円～1,000円
又は9時00分～15時00

40

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）
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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: 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 

     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 52人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 １級ボイラー技士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ２級ボイラー技士

求人番号: 13090-40706511 各種保険： 労災 月平均 第一種電気工事士

     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 

静岡県熱海市田原本町４－１６
（伊東園ホテル熱海館）

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）

65

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 (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）

64

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）

63

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）

62

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)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）

61

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）

60

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）

59

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

1,200円～1,300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）

58

ホテルの施設管理ス
タッフ／ウオミサキ
ホテル

・館内の電球取り替え
・客室等の修繕
・浴槽のお湯の温度管理
・ボイラー設備の管理等
未経験の方も経験者の方も歓迎。
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 (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）

57

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

静岡県熱海市和田浜南町７番地２
号
（ウオミサキホテル）

56

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

静岡県熱海市和田浜南町７番地２
号
（ウオミサキホテル）

55

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

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）

54

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53

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
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年1月7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 １級ボイラー技士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ２級ボイラー技士

求人番号: 13090-40739811 各種保険： 労災 月平均 第一種電気工事士

     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 

     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 46人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 １級ボイラー技士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ２級ボイラー技士

求人番号: 13090-40761111 各種保険： 労災 月平均 第一種電気工事士

     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 

静岡県熱海市和田浜南町３－９
（ホテル大野屋）

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）

78

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）

77

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）

76

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

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）

75

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

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）

74

ホテルの施設管理ス
タッフ／アタミシー
ズンホテル

・館内の電球取り替え
・客室等の修繕
・浴槽のお湯の温度管理
・ボイラー設備の管理等
未経験の方も経験者の方も歓迎。
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 (2)15時00分～21時00

950円～950円

静岡県熱海市咲見町６－１
（アタミシーズンホテル）

73

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～11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）

72

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 (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）

71

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）

70

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)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）

69

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

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）

68

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

静岡県熱海市田原本町４－１６
（伊東園ホテル熱海館）

67

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

1,000円～1,200円
又は8時00分～21時00

66

ホテルの施設管理ス
タッフ／伊東園ホテ
ル熱海館

・館内の電球取り替え
・客室等の修繕
・浴槽のお湯の温度管理
・ボイラー設備の管理等
未経験の方も経験者の方も歓迎。
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）
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年1月7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 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: 03-5979-5911 従業員数 95人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 １級ボイラー技士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ２級ボイラー技士

求人番号: 13090-40884811 各種保険： 労災 月平均 第一種電気工事士

     TEL: 0557-85-2000 従業員数 70人

年　　齢: 不問 休　　日： 金土日 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7558011 各種保険： 労災 月平均 1時間

     TEL: 0557-81-6407 従業員数 13人

年　　齢: 不問 休　　日： 火他 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- 7259511 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-81-6407 従業員数 13人

年　　齢: 不問 休　　日： 火他 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- 7260311 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-3354-7811 従業員数 2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: 13080-76258911 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-3354-7811 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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13080-76259111 各種保険： 労災 月平均 20時間

     TEL: 0557-86-5400 従業員数 15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- 7130611 各種保険： 労災 月平均 3時間

     TEL: 0557-86-5400 従業員数 15人

年　　齢: 69歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7134811 各種保険： 労災 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: 022-791-1220 従業員数 3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: 04010-64942711 各種保険： 労災 月平均 5時間

静岡県熱海市東海岸町３－１９
ホテルミクラス

時給 エステティシャン、
アロマエステなどの
実務経験

1,000円～1,500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

91

エステティシャン・
セラピスト

温泉地にあるリゾートホテルや高級旅
館内のサロンでエステ施術・
リラクゼーション施術を行い、お客さ
まの「美」と「健康」のお手
伝いをしていただく仕事です。

＊主な業務内容＊

パート労働者 変形（1年単位） ＥＧＡＯ　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)15時00分～0時00分

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

静岡県熱海市上宿町１４－１０

90

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

1,000円～1,200円

静岡県熱海市上宿町１４－１０

89

（請）保養所におけ
る清掃業務

・客室、共用部、浴室清掃
　上記内容に付帯する業務

パート労働者 エームサービスジャパン株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時30分～14時30分

時給

1,000円～1,200円
又は17時00分～20時30

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」

88

（請）保養所におけ
る食事提供

・朝食・夕食の配膳（盛付け程度の調
理補助があります）
・食器・調理器具の洗浄
・食堂及び共用部の清掃
　上記内容に付帯する業務

パート労働者 交替制あり エームサービスジャパン株式会社
雇用期間の定めなし (1)7時00分～10時00分

時給 (2)17時00分～21時00 ホテル・旅館業務

1,100円～1,100円

静岡県熱海市桃山町１－１２
東洋大学熱海研修センター

87

レストランサービス
／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
　レストランサービスのお仕事です。
　・お料理の配膳、下膳
　・お客様の対応
　・ドリンクオーダー、提供
　・レストラン内の清掃

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 東京ケータリング　株式会社
雇用期間の定めなし (1)7時00分～11時00分

時給

950円～1,000円

静岡県熱海市田原本町２－６

86

清掃／東洋大学熱海
研修センター／Ｗ
ワーク可

◎部屋数７室、２１名収容の保養所で
の清掃業務です。
　・客室の布団入れや布団上げ、掃除
機がけ
　・客室のベッドメイク、水回りの清
掃
　・共用部（会議室、娯楽施設）等の

パート労働者 東京ケータリング　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～14時00分

時給 (2)17時00分～22時00

1,000円～1,050円

静岡県熱海市田原本町２－６

85

洗い場係 ・食事後下膳されてきた食器、皿等の
残飯を処理し洗浄機で洗って　いただ
きます。
・洗浄機で洗い終わった食器類を片づ
けながら食器棚に格納してい　ただき
ます。
・４人がローテーションで行います。

パート労働者 交替制あり 有限会社　囲炉茶屋
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

時給 (2)16時00分～22時00

1,000円～1,050円

静岡県熱海市春日町７－３９

84

ホール接客係 ホールでの接客業務
・配膳
・片付け
・レジ精算　他

　
★　　急　募　　★

パート労働者 交替制あり 有限会社　囲炉茶屋
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

時給

1,000円～1,000円

静岡県熱海市和田浜南町３－９
（ホテル大野屋）

83

駐車場係 来館者に、自家用車の駐車場所と入館時の案内を行う。また駐車場の簡単な清掃をお願いします。パート労働者 国家公務員共済組合連合会熱海共済会館ＫＫＲ　ＨＯＴＥＬ　ＡＴＡＭＩ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)14時00分～18時00

時給

1,200円～1,500円
又は8時00分～19時00

静岡県熱海市和田浜南町３－９
（ホテル大野屋）

82

ホテルの施設管理ス
タッフ／ホテル大野
屋

・館内の電球取り替え
・客室等の修繕
・浴槽のお湯の温度管理
・ボイラー設備の管理等
未経験の方も経験者の方も歓迎。
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 (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）

81

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

静岡県熱海市和田浜南町３－９
（ホテル大野屋）

80

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79

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
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年1月7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: 0557-82-3000 従業員数 337人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7252311 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-68-2218 従業員数 90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- 7204111 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 0557-81-9171 従業員数 700人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 看護師 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- 7146011 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-52-6622 従業員数 14人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 保育士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7625211 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-88-0002 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- 7521211 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: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7353811 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-88-0002 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日 看護師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 准看護師

求人番号: 22050- 7289711 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-88-0002 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 介護支援専門員（ケ
アマネージャー）

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7298811 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-88-0002 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： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7301711 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-85-0707 従業員数 25人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7303211 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-85-0707 従業員数 35人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

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

求人番号: 22050- 7305411 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-88-0002 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ホームヘルパー２級

求人番号: 22050- 7249811 各種保険： 労災 月平均 介護福祉士

     TEL: 0557-67-5550 従業員数 32人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7272711 各種保険： 労災 月平均 

静岡県熱海市下多賀８４２番４

時給

950円～950円

静岡県熱海市伊豆山１１７３番地１７５

104

居室清掃・洗濯ス
タッフ（ヘルパー補
助員）

各個室の清掃及び洗濯をしていただき
ます。
・掃除機がけ
・拭き掃除
・トイレ清掃
・シーツ交換　など
※１日に４～５件の部屋を１人で清掃

パート労働者 交替制あり 株式会社フレンズ南熱海
雇用期間の定めなし (1)9時00分～15時00分

時給

1,000円～1,200円
又は7時00分～20時00

静岡県熱海市西熱海町１－２０－１

103

訪問介護員 身体介護（排泄介助、入浴介助、食事
介助）
生活援助（掃除、洗濯等）
施設内での介護が中心となります

パート労働者 ＧＳＳ株式会社（介護事業所ひまわり）
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 医療・介護施設での
経験者優遇1,000円～1,300円

静岡県熱海市西熱海町１－２０－８

102

介護職（夜勤専門） 介護付き有料老人ホーム（特定施設入
居者生活介護）の入居者に対する夜勤
業務全般
・夕食、朝食時の食堂への移動支援と
配膳、下膳
・食中、食後の配薬
・身体介護（排泄、入浴、おむつ交

パート労働者 交替制あり 株式会社　ぽっかぽかジャパン　ぽっかぽか熱海館
雇用期間の定めなし (1)15時30分～9時30分

時給

1,000円～1,070円
又は9時00分～18時00

静岡県熱海市伊豆山１１７３番地の１７５

101

生活支援（サポー
ト）

＜生活支援業務＞
サービス付き高齢者向け住宅における
生活支援業務
・調理済み料理の盛付
・食事の配膳・下膳
・施設内の清掃、衣類の洗濯
・入浴時更衣の補助（衣類を脱がせた

パート労働者 株式会社　ぽっかぽかジャパン　ぽっかぽか熱海館
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

時給 パソコンの使用

1,200円～1,400円
又は9時00分～18時00

静岡県熱海市伊豆山１１７３番地の１７５

100

事務員（居宅介護支
援補助）

居宅介護支援事業所における事務補助
等

パート労働者 交替制あり ＢＳＣ株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～16時00分

時給 ケアマネージャー業
務1,800円～2,000円

静岡県熱海市伊豆山１１７３番地１７５

99

介護支援専門員 要介護認定の申請代行
ケアプランの作成
介護保険サービス提供事業者との連絡
調整
サービス計画に基づいたサービス実施
状況の把握と評価
介護に関する知識援助　　　　等

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

時給 看護師業務経験あり
が望ましい1,600円～2,000円

又は8時30分～16時30

静岡県熱海市伊豆山７１７－１

98

看護師 デイサービスご利用者の健康管理、日
常生活のサポート、バイタルチェッ
ク、服薬介助等
その他、デイサービスに付随する業
務。

パート労働者 交替制あり ＧＳＳ株式会社（介護事業所ひまわり）
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給

915円～915円
又は8時30分～17時30

静岡県熱海市伊豆山１１７３－１７５

97

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)10時00分～19時00 介護ヘルパー等の経
験者優遇1,000円～1,000円

静岡県熱海市咲見町１２－１８

96

サービス付き高齢者
向け住宅　受付事務
及び入居者対応

・サービス付き高齢者向け住宅内の受
付一般事務及び見学者対応。
・入居者の生活支援、服薬支援及び病
院受診の付き添い等。
・入居者及び家族対応。
・館内の環境整備、清掃、軽作業もあ
ります。

パート労働者 交替制あり 医療法人社団南愛会
熱海温泉すみれ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)9時00分～18時00分 保育士経験

1,000円～1,010円

静岡県熱海市東海岸町１３－１

95

保育士 ０歳児から２歳児の子どもの保育全般
業務
・定員１９名
・食事、おやつ、昼寝のお世話
・園内掃除

パート労働者 交替制あり 短大以上 社会福祉法人　栄光会　栄光熱海さきみ保育園
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～16時00分

時給 (2)16時30分～9時00分 看護師業務経験

1,500円～1,600円

静岡県熱海市下多賀４７７

94

看護師 看護師業務

＊勤務時間・日数についてはご相談に
応じます。
（日勤のみ・夜勤専従など）

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 看護科 国際医療福祉大学熱海病院
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時30分

時給 ＰＣ操作

1,300円～1,300円

静岡県熱海市昭和町２０－２０

93

事務員（業務課職
員）

病院（施設管理・営繕・修理）
　　（院内パソコンシステム管理）
社有車で買い物等の用事があります

パート労働者 医療法人社団陽光会　南あたみ第一病院
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～17時15分

時給 (2)8時00分～12時30分

950円～950円92

医療事務（病院入口
受付）

病院入口に設置した受付にて、来院す
る全ての方へ検温・問診の実施や案内
等。

新型コロナワクチン接種予約者の受付
や問診票の確認作業等。

パート労働者 交替制あり 医療法人社団伊豆七海会　熱海所記念病院
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～16時00分
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪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: 03-5908-2032 従業員数 19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: 13080-75794411 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 054-266-3216 従業員数 5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 あり 准看護師

求人番号: 22010-28461111 各種保険： 労災 月平均 15時間

     TEL: 0557-88-6010 従業員数 3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 介護職員初任者研修修了者

求人番号: 22050- 6959011 各種保険： 労災 月平均 看護師

     TEL: 0557-36-9069 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 ホームヘルパー２級 就業場所: 

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

求人番号: 22052- 2400811 各種保険： 労災・財形 月平均 

     TEL: 0557-36-9069 従業員数 22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- 2401211 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 045-520-1300 従業員数 11人

年　　齢: 65歳以下 休　　日： 祝他 理学療法士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 作業療法士

求人番号: 14010-55247011 各種保険： 労災 月平均 言語聴覚士

     TEL: 03-3274-1126 従業員数 58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: 13010- 9905912 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 03-3274-1126 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13010- 9923412 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 03-3274-1126 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13010- 8564512 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 03-3274-1126 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13010- 8569912 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 03-3274-1126 従業員数 58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: 13010- 8577912 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 054-204-4000 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22010-30133711 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-85-2810 従業員数 11人

年　　齢: 74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- 7310711 各種保険： 労災 月平均 

静岡県熱海市伊豆山８２４ー５
東急ハーヴェストクラブ

時給

915円～1,050円

静岡県熱海市熱海１９９３番地７
　ケアリゾート熱海

117

（請）ホテル日常清
掃

ホテル共用部、浴場清掃。
各所、分担して作業します。

熱海駅までの送迎はもちろん、一部市
内送迎もしていますので、通勤に便利
です。


パート労働者 有限会社　東海システムサービス
雇用期間の定めなし (1)9時30分～14時00分

時給

1,050円～1,050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）

116

（請）マンション清
掃員／熱海市

マンションの共用部分とよばれる場所
の清掃を行うお仕事です。

建物周囲、建物内部の掃き拭き、又は
掃除機掛け、大浴場清掃等

★シフト制・週２～３日の勤務です。

パート労働者 交替制あり アイワマネージメント　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～15時00分

時給 (2)7時30分～22時00分

960円～1,250円 (3)17時00分～22時00

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）

115

レストランスタッフ
／大江戸温泉物語／
あたみ／静岡県熱海
市

【仕事内容】

・レストラン入口での受付
・料理提供
・アルコール提供
・ウエイター
・下膳を含む接客全般

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ヶ月未満）(1)6時00分～21時30分

時給

960円～1,250円
又は8時00分～18時00

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）

114

車両スタッフ／大江
戸温泉物語／あたみ
／静岡県熱海市

【仕事内容】

・玄関前でのお客様乗車整理
・駐車場誘導
・運転によりお客様の車を先導、駐車
場までご案内


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ヶ月未満）

時給 (2)15時00分～21時00

930円～1,200円 (3)9時00分～18時00分

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）

113

フロント／大江戸温
泉物語／あたみ／静
岡県熱海市

【仕事内容】

・チェックイン、チェックアウト準備
・チェックイン、チェックアウトの各
種ご案内
・レジ操作
・売店業務

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ヶ月未満）(1)12時00分～21時00

時給 (2)17時30分～21時30

950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）

112

洗い場スタッフ／土
日／４時間／大江戸
温泉物語／あたみ

【仕事内容】

・レストランや調理場で使用する食器
等の洗浄
・洗い場の清掃
・整理整頓


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ヶ月未満）(1)7時30分～11時30分

時給 (2)17時30分～21時30

950円～1,100円

静岡県熱海市清水町１８－３　当法人施設

111

洗い場／平日のみ／
１日４時間／大江戸
温泉物語／あたみ

【仕事内容】

・レストランや調理場で使用する食器
等の洗浄
・洗い場の清掃
・整理整頓


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ヶ月未満）(1)7時30分～11時30分

時給

1,400円～1,450円
又は9時00分～18時00

静岡県熱海市下多賀８０４－１
『クラシオンカフェ熱海』及び
『クラシオンデポルテ熱海』

110

専門的支援スタッフ
【熱海ひかり】

・障がいをお持ちの児童の成長を支援
するお仕事です

・放課後各学校に児童をお迎えに行き
事業所にてお子様達と一緒に　楽しみ
ながら療育活動をしていただきます。
・活動終了後は各家庭に児童を送迎し

パート労働者 交替制あり 特定非営利活動法人　障害福祉支援もえぎ
雇用期間の定めなし (1)13時00分～18時00

時給

1,010円～1,270円
又は8時00分～17時00

静岡県熱海市緑ガ丘町９番７号

109

介護職員（デイサー
ビス）【下多賀】

○デイサービスに通われる高齢者等の
介護、及び関連業務を
　行います。
○目的に合わせ、充実した時間が過ご
せるよう支援します。
○ご自宅からの送迎、レクリエーショ
ン、趣味活動、入浴、

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

時給

1,260円～1,520円
又は8時00分～19時00

静岡県熱海市伊豆山３４２－３

108

ホームヘルパー【熱
海】

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

※業務に自家用車を使用できる方を希
望します。

パート労働者 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 身体の弱いかたの送
迎を致しますので、
運転の丁寧な方。ま

950円～1,050円
又は7時30分～16時30

静岡県熱海市清水町２－４
アサヒサンクリーン株式会社　伊
豆事業所

107

介護タクシードライ
バー

福祉車両のタクシーを運転し、利用者のご自宅から病院などの施設へ送迎を行います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　必要に応じてご自宅内での介助や車までの移動介助及び乗降介助も行います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　送迎範囲は、熱海市内・湯河原町内が中心ですが、三島や沼津、中伊豆方面もあります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　また、最近は車椅子の旅行者の送迎も増えてきており、駅からホテルまでの送迎や、観光名所をご案内する観光のお仕事もあります。未経験の方には、研修（実務・事務）を実施致します。パート労働者 交替制あり 株式会社　伊豆おはな
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～15時00分

時給

1,580円～1,580円

静岡県熱海市泉４１３－１２６
当社ベストライフ熱海

106

訪問入浴看護職員／
伊豆事業所（熱海
市）

訪問入浴サービスにおける、看護職員
の募集です。
事業所へ出勤後に３人一組（介護職員
２人、看護師１人）にて訪問入浴車を
運転しお客様ご自宅へ向かいます。
お客様のご自宅到着後、介護職員が入
浴機材等の準備をしている間にお客様

パート労働者 アサヒサンクリーン　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時30分

時給

920円～920円
又は9時00分～18時00

105

介護施設の用務員・
清掃担当／未経験Ｏ
Ｋ！／湯河原駅

介護付き有料老人ホームの清掃や片付
け等のお仕事です。
・洗濯や片付け
（洗濯は乾燥機を使用するので、干す
作業はありません。）
・館内の清掃
・居室清掃

パート労働者 株式会社　ベストライフ中部
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）
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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: 045-319-6630 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： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 14010-55241111 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-983-1501 従業員数 17人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7008311 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-83-3180 従業員数 25人

年　　齢: 18歳～69歳 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- 7317611 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 080-5007-5109 従業員数 2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- 7461311 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 070-8533-3291 従業員数 0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: 14030-10868911 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 080-5007-5109 従業員数 2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- 7372011 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 053-456-0666 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 栄養士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22020-26329711 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-81-3515 従業員数 56人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 6人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7282511 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-82-9106 従業員数 22人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 保健師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 看護師

求人番号: 22050- 7065011 各種保険： 労災 月平均 

静岡県熱海市水口町１３番１５号

時給

1,250円～1,470円
又は9時00分～15時00

静岡県熱海市上宿町１４－１５

126

新型コロナウイルス
感染症相談等業務

静岡県熱海健康福祉センターにおい
て、新型コロナウイルス感染症に係る
相談対応、疫学調査等を担当していた
だきます。

パート労働者 静岡県熱海健康福祉センター
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

950円～950円

静岡県熱海市咲見町６－５
【中銀ケアホテル熱海】

125

事務の補助 ・受付案内、データ入力補助　等
確定申告会場において受付案内や申告
書作成のデータ入力補助等が主な仕事
になります。

※未経験者の応募歓迎。勤務中も税務
署職員が近くにいてサポートしますの

パート労働者 熱海税務署
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～15時30分

時給

1,200円～1,200円
又は8時00分～17時00

静岡県熱海市上多賀１０６５－９７３

124

栄養士（中銀ケアホ
テル熱海）

（請負業務）

・献立の作成
・帳票の管理
・厨房業務一般
・発注業務


パート労働者 株式会社グリーンヘルスケアサービス
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

時給 清掃業務経験者

1,200円～1,350円

静岡県熱海市東海岸町５番地２４号

123

清掃業務・在庫管理 一軒家の清掃全般
近くのごみ置き場までの運搬
清掃用具すべて用意あり
ベッドメイクあり
在庫管理

パート労働者 ｉＨｏｕｓｅ　あたみんち
雇用期間の定めなし (1)10時30分～14時00

日給 業務経験

1,062円～1,062円

静岡県熱海市上多賀１０６５－９７３

122

老舗旅館のナイトフ
ロント

お客様対応はもちろん、巡回や各種電
気機器のＯＮ・ＯＦＦ程度の業務で
す。
それ以外の時間は待機し、５時間の休
憩時間もあり、別に２回の食事休憩や
温泉に入る時間もございます。


パート労働者 変形（1ヶ月単位） 合同会社　やましで
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)19時30分～8時30分

時給 清掃業務経験者

1,300円～1,400円
又は10時30分～15時00

静岡県熱海市銀座町１４－１１

121

管理業務 事業所管理の貸別荘でチェックアウト
後の確認業務をしていただきます。

・電気の消し忘れ
・ゴミ集め近くのごみ置き場までの運
搬（徒歩で行けますが荷物が　多い場
合は自家用車を利用する場合あり）

パート労働者 ｉＨｏｕｓｅ　あたみんち
雇用期間の定めなし (1)10時30分～11時30

日給 ホテルでの仕事が主
になりますので、接
客やサービス業の経

1,133円～1,200円

静岡県熱海市春日町１７－１４

120

施設警備員 施設警備の専門で、特にホテルの夜間
警備（巡回や受付等）を行います。
車での移動があります。（自動車免許
は必須です。）

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 関東警備保障　株式会社
雇用期間の定めなし (1)20時00分～8時00分

時給 (2)8時00分～17時00分 ホテル清掃又は、副
責任者経験（あれば
尚可）

1,200円～1,200円

静岡県熱海市伊豆山３９２－１
熱海リフレッシュセンター

119

（請）ホテル客室清
掃　副責任者

＜副責任者の業務は下記の通りです＞
・清掃指示書作成
・ホテル等の連絡業務
・客室等の清掃後のチェック作業
・パソコン操作作業

パート労働者 交替制あり 株式会社サン　三島営業所
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

時給

1,000円～1,150円118

保養所清掃 熱海リフレッシュセンター保養所清掃
のお仕事です
・和室客室点検、備品補充・セット
・共用スペース清掃　・各所掃除機が
け　・拭き上げ清掃など



パート労働者 株式会社　ＧＯＯＤＪＯＢ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時30分～13時30分
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