
【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年2月7日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 0557-53-2166 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052-  145621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-53-2166 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052-  112921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-53-2166 従業員数 59人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052-  113121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-68-4147 従業員数 30人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050-  767921 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-81-8285 従業員数 112人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050-  703721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-82-2410 従業員数 52人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

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-  161021 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-82-3577 従業員数 13人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水日 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050-  218021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-82-3577 従業員数 13人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水日 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050-  219721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     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: 13040-10503121 各種保険： 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- 5291221 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-80-2305 従業員数 126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-  554521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-6423-7251 従業員数 4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: 13060-  907021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 078-993-3580 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 28200-  359221 各種保険： 労災 月平均 

静岡県熱海市泉４１１－２９２

時給 (2)16時00分～21時00

1,000円～1,000円

静岡県熱海市海光町７－１７－１－８－７

13

調理補助係 ○レストランでの調理師の補助作業で
す。
＊仕込み作業
＊盛り付け
＊片付け等
＊その他、付随する業務あり

パート労働者 交替制あり 株式会社　フレディアホテルマネジメント
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～9時30分

時給 ＰＣの操作が出来る
事、マイクロソフト
ワード、エクセル、

1,500円～1,500円
又は13時00分～21時00

静岡県熱海市伊豆山８２４－５

12

タクシーあいのりシ
ステムオペレータ

観光庁の既存観光拠点再生事業において
乗換案内のジョルダンが行う、「あいの
り」タクシーシステムを活用した熱海市
の観光消費活性化プロジェクトのシステ
ムオペレータの仕事を行います。
仕事は、ＰＣ及びシステムを用いて、
「あいのり」タクシーの運行を効率よく

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

時給 (2)9時30分～18時30分

950円～1,000円 (3)15時00分～22時00
又は12時00分～21時00

静岡県熱海市渚町２２－８

11

予約電話受付補助 会員制リゾートホテルの宿泊予約の電話
を受ける業務です。
・お客様からの予約電話の対応
・予約システムによる予約状況の確認
・お客様の予約データ入力
・宿泊客からの内線電話対応
・ルームサービス等接客対応

パート労働者 交替制あり 東急リゾーツ＆ステイ株式会社
ハーヴェストクラブ熱海伊豆山雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時30分～16時30分

時給

1,100円～1,100円

静岡県熱海市渚町２２－８

10

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教

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

1,000円～1,000円

静岡県熱海市小嵐町９－５１

9

パーキングスタッフ
（熱海Ｏｃｅａｎ）

リブマックスリゾート熱海Ｏｃｅａｎで
の機械式駐車場にてパーキングスタッフ
を募集致します。
特別な資格は不要です！
「リブマックスリゾート」にて宿泊され
るお客様に向けて、駐車場のご案内をお
願い致します。お客様との会話もあるた

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)15時00分～19時00

時給 鮮魚加工技術

950円～1,050円
又は6時30分～15時30

静岡県熱海市小嵐町９－５１

8

鮮魚加工 ホテル・旅館・飲食店等に納める鮮魚の下処理等の加工を行うお仕事です。パート労働者 かね哲水産株式会社
雇用期間の定めなし

時給 冷凍車での配送経
験。鮮魚の取り扱
い。

950円～1,050円
又は6時30分～15時30

静岡県熱海市桜木町７－６

7

配送ドライバー 鮮魚、冷凍品等の商品を用意し、ホテ
ル・旅館・飲食店等顧客に配送するお仕
事です。
配送エリア：熱海・伊東・箱根・下田等

パート労働者 かね哲水産株式会社
雇用期間の定めなし

時給

913円～1,200円

静岡県熱海市昭和町２０－５

6

定時制昼日勤タク
シー乗務員

昼日勤務定時制乗務員の求人です
お客様を安全と安心で目的地まで
お送りする仕事です
年金受給者の社員も多く働いています
全車ナビ及びクレジット決済機付き
月１５日程度働けます


パート労働者 伊豆第一交通　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給

921円～921円
又は9時00分～23時00

静岡県熱海市網代４５８－３

5

タクシー乗務員（定
時制）

＜　タクシー乗務員　＞

タクシーでお客様を目的地まで安全にお
送りするサービス業です。

※車種　クラウン・プリウス・コン
フォート　など・・・

パート労働者 熱海第一交通　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～18時00分

時給 (2)6時00分～13時00分

1,000円～1,150円
又は8時30分～15時00

静岡県熱海市伊豆山８２４－５
【東急ハーヴェストクラブ熱海伊豆
山＆ＶＩＡＬＡ】

4

水産加工（製造） 鰹節づくり
＊当社ホームページをご覧ください。

パート労働者 株式会社　丸藤
雇用期間の定めなし (1)8時30分～13時00分

株式会社　伊豆急ハウジング
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～13時00分

時給

1,100円～1,100円

静岡県熱海市小嵐町２－３
【熱海ＴＥＮＳＵＩ】

3

大浴場清掃スタッフ
【熱海市伊豆山】◆
急募◆

女性用大浴場清掃・整備
〇女性用大浴場の清掃
〇アメニティ・リネン等の補充・整理
〇ゴミの回収、使用済リネンの回収

客室数：１８２部屋


パート労働者 交替制あり 株式会社　伊豆急ハウジング
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)16時30分～21時30

時給

950円～950円

≪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） 

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

静岡県熱海市水口町１２－２９

2

ホテル客室清掃【熱
海ＴＥＮＳＵＩ】◆
急募◆

ホテル客室清掃の仕事です
○掃除機をかける
○ベッドメイク
○洗面・トイレや風呂などの水回りの清
掃や拭き上げ
○アメニティ用品等の備品の補充
○使用済みの備品の回収　等

パート労働者 交替制あり 株式会社　伊豆急ハウジング
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時30分～14時30分

時給

1,000円～1,000円

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

マンション清掃員
【熱海】

マンション清掃の仕事です。

○玄関・ロビー・大浴場・建物周辺など
マンション共用部分の清掃を行います。

※住み込み管理人が在住しているマン
ションです。

パート労働者

1/8



【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年2月7日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪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） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     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-  783621 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-  784921 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-  806921 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-  807121 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-  811421 各種保険： 労災 月平均 1時間

     TEL: 0557-86-0260 従業員数 16人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050-  831021 各種保険： 労災 月平均 

     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-  454521 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 03-3201-6655 従業員数 2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: 13010- 9512821 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-81-5390 従業員数 110人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050-  689021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 12時間

     TEL: 0557-55-7008 従業員数 10人

年　　齢: 59歳以下 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-  641221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-68-2221 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： その他 時間外 なし

求人番号: 22050-  649721 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: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050-  444121 各種保険： 雇用・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- 2478921 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)18時00分～23時00

1,150円～1,250円

静岡県熱海市下多賀　６６０

26

【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。
あなたも仲間入りをしませんか？

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ヶ月未満）(1)7時00分～11時00分

時給

950円～950円

静岡県熱海市下多賀１４１

25

客室清掃 客室清掃並びに共用トイレ掃除をお願いします。 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)9時30分～14時00分

時給 (2)16時00分～20時30

920円～1,000円

静岡県熱海市上多賀１０２７－７９

24

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

1,100円～1,200円

静岡県熱海市水口町２－１２－３

23

客室清掃 チェックアウトされた客室の清掃業務と
なります。　　　　　　　ご利用になら
れたお部屋を元の状態に戻し、新たにご
宿泊されるお客様に快適にくつろいでい
ただくのが主な業務となります。
具体的には客室内の掃除機かけ、浴室・
トイレ・洗面所の清掃・拭き上げ・リネ

パート労働者 交替制あり イヴレスホスピタリティ合同会社　ＵＭＩＴＯ　ＶＯＹＡＧＥ　ＡＴＡＭＩ
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

時給

950円～950円
又は7時30分～21時30

静岡県熱海市泉１１９－１
ダイヤパレス湯河原グランヒルズ一
番館

22

売店販売業務（店
頭・データ入力等）

・本館、別館内売店での販売業務
・パソコンを使っての商品発注、伝票入
力
・在庫管理や棚卸し業務など

パート労働者 交替制あり 日本郵政株式会社　かんぽの宿熱海
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,000円～1,000円

静岡県熱海市泉２２６－７０　御宿　瑞鷹

21

リゾートマンション
管理員／熱海泉エリ
ア

受付、館内の巡回点検、業者立会い、管
理員業務　
※女性大歓迎！


パート労働者 株式会社　エンゼル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～15時30分

時給 (2)10時00分～15時00

1,200円～1,200円

静岡県熱海市梅園町２８－１８

20

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（３８
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

1,050円～1,150円

静岡県熱海市伊豆山２６９

19

旅館客室清掃 客室露天風呂および客室の清掃、消耗品の補充、館内清掃。パート労働者 交替制あり ＷＡ亭　風こみち
雇用期間の定めなし (1)10時00分～14時00

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

静岡県熱海市伊豆山２６９

18

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供

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

17

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 清掃経験

1,000円～1,000円

静岡県熱海市渚町１１－１１「料理旅館　渚館」

16

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

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」

15

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）

時給

1,000円～1,200円
又は7時00分～20時00

14

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）

2/8



【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年2月7日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪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） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     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- 2497721 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- 2506621 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- 2508121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-55-7008 従業員数 10人

年　　齢: 59歳以下 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-  364021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-43-9000 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： その他 時間外 なし

求人番号: 22090-  421221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-43-9000 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： その他 時間外 なし

求人番号: 22090-  446221 各種保険： 労災 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-  141421 各種保険： 雇用・労災 月平均 5時間

     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-  142321 各種保険： 雇用・労災 月平均 5時間

     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-  143621 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 0557-68-2221 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050-   42821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-68-2221 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-   43221 各種保険： 労災・健康 月平均 

     TEL: 0557-55-7008 従業員数 10人

年　　齢: 59歳以下 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-   45421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-84-0001 従業員数 28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-   58021 各種保険： 労災 月平均 10時間

静岡県熱海市咲見町６－４１

時給 ホテルや旅館での客
室清掃経験1,150円～1,350円

又は10時00分～15時00

静岡県熱海市上多賀１０２７－７９

39

リゾートホテル内の
客室清掃

客室の清掃やベッドメイキング、アメニティの補充などをお願い致します。パート労働者 交替制あり 株式会社　アルカサバ
雇用期間の定めなし

時給

1,100円～1,200円

静岡県熱海市下多賀１４１

38

客室清掃 チェックアウトされた客室の清掃業務と
なります。ご利用になられたお部屋を元
の状態に戻し、新たにご宿泊されるお客
様に快適にくつろいでいただくのが主な
業務となります。
具体的には客室内の掃除機かけ、浴室・
トイレ・洗面所の清掃・拭き上げ・リネ

パート労働者 交替制あり イヴレスホスピタリティ合同会社　ＵＭＩＴＯ　ＶＯＹＡＧＥ　ＡＴＡＭＩ
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
又は9時00分～19時00

静岡県熱海市下多賀１４１

37

フロント（パートタ
イマー）

旅館での事務や受付業務全般を担当して
いただきます。

・旅館業務上の事務作業全般
・電話対応
・受付業務（チェックインなど）
・その他、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)14時00分～19時00

時給 (2)16時00分～21時00

1,100円～1,500円

静岡県熱海市東海岸町３－１９　　　　　　　　　　　　　　　　ホテルミクラス

36

接客係 ＜接客係業務＞
下記業務を担当して頂きます。
・客室や宴会場、レストランでのお客様
への朝食、夕食の準備
・料理の配膳・サービス・片付け
・飲料サービス・片付け
・お客様のお出迎えやお見送り、ご案内

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～10時00分

時給 (2)17時00分～22時00

1,100円～1,200円

静岡県熱海市東海岸町３－１９　　　　　　　　　　　　　　　　ホテルミクラス

35

調理補助 ミクラスダイニングの調理場での調理補助　～　急　募　～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・簡単な盛り付け　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　調理された料理を指示されたお皿に盛りつけます。　　　　・簡単な下ごしらえ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　お野菜のカットなどをお願いします。　　　　　　　　　　　　　難しいことはありませんので、すぐに慣れます。　　　　　・食器類の洗いもの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　食器洗浄機があるからカンタン　　　　　　　　　　　　　　　　洗い終わった食器は、専用の棚に収納をお願いします。　　・その他パート労働者 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)6時00分～13時00分

時給 接客の経験

1,000円～1,100円
又は7時00分～22時00

静岡県熱海市東海岸町３－１９　　　　　　　　　　　　　　　　ホテルミクラス

34

フロント ミクラスフロントでの接客業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○チェックイン・チェックアウト（接客・システム処理）　　　　○施設内案内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○観光案内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○電話対応（お客様からの問い合わせ・宿泊予約受付）　　　　　○客室備品等のお届け　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○その他お客様のご宿泊中にかかわること　等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆◇◆　急　募　◆◇◆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）

時給 接客の経験

1,000円～1,100円
又は6時00分～22時00

静岡県熱海市西熱海町１丁目５－１
６
　絶景掛け流しの宿　熱海月右衛門

33

料飲サービス ミクラスダイニングでの接客業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○レストランでのお料理・お飲み物の提供　　　　　　　　　　　○テーブルセッティング・準備　　　　　　　　　　　　　　　　○施設内案内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○観光案内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○その他お客様のご滞在中にかかわること　等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆◇◆　急　募　◆◇◆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）

時給 (2)17時00分～22時00 経験者優遇

1,000円～1,200円
又は7時00分～22時00

静岡県熱海市西熱海町１－５－１６
　絶景掛け流しの宿　熱海月右衛門

32

調理補助／パート／
熱海月右衛門（熱海
市）

お客様の夕食・朝食における簡単な調理
補助業務です。

＜主な仕事内容＞
・食材の仕込み
・料理の盛り付け　など


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

時給

1,000円～1,300円
又は7時00分～22時00

静岡県熱海市上多賀１０２７－７９

31

接客／パート／熱海
月右衛門（熱海市）

旅館の接客業務全般を行って頂きます。
＜主な仕事内容＞
・フロント対応（チェックイン、チェッ
クアウト）
・電話応対
・お料理の配膳、サービス（お食事処に
て）

パート労働者 株式会社　マックスジャパン
雇用期間の定めなし

時給

1,100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）

30

客室清掃 チェックアウトされた客室の清掃業務と
なります。　　　　　　　ご利用になら
れたお部屋を元の状態に戻し、新たにご
宿泊されるお客様に快適にくつろいでい
ただくのが主な業務となります。
具体的には客室内の掃除機かけ、浴室・
トイレ・洗面所の清掃・拭き上げ・リネ

パート労働者 交替制あり イヴレスホスピタリティ合同会社　ＵＭＩＴＯ　ＶＯＹＡＧＥ　ＡＴＡＭＩ
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

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７番地２号
（ウオミサキホテル）

29

【短期募集】配膳・
下膳／アタミシーズ
ンホテル

バイキング会場でのお料理やデザートの
差し替え、ソフトドリンクやアルコール
などの補充をお願い致します。また、お
客様がご利用になった食器の下膳や洗い
上がった食器類の補充、バイキング会場
の清掃などが主な業務となります。
接客好き、人に喜ばれる仕事がしたいと

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７番地２号
（ウオミサキホテル）

28

【短期募集】配膳・
下膳／ウオミサキホ
テル

バイキング会場でのお料理やデザートの
差し替え、ソフトドリンクやアルコール
などの補充をお願い致します。また、お
客様がご利用になった食器の下膳や洗い
上がった食器類の補充、バイキング会場
の清掃などが主な業務となります。
接客好き、人に喜ばれる仕事がしたいと

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)18時00分～23時00

1,150円～1,250円27

【短期募集】洗い場
／ウオミサキホテル

食器洗浄機を利用しての洗い業務全般を
行います。
食事会場で使用した食器等の仕分け、食
器類の仮洗い、専用の食器洗浄機へ流す
といった作業が主になります。
洗浄後、食器を拭き、乾燥させ、衛生管
理・維持もして頂きます。バイキングの

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
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年2月7日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪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） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 06-6222-1051 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： なし 時間外 なし

求人番号: 27010- 2634321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 06-6222-1051 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： なし 時間外 なし

求人番号: 27010- 2635621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 06-6222-1051 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： なし 時間外 あり

求人番号: 27010- 2636921 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 0422-37-5218 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 なし

求人番号: 13170- 2612221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0422-37-5218 従業員数 17人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13170- 2044621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-81-5615 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 水木 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-  563421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-86-5400 従業員数 15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-  505321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-3354-7811 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: 13080-  821921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-29-6699 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 月他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050-   29421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-55-9510 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 木他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050-  285721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 042-591-3489 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 月他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13140-  181321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-3349-8551 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 栄養士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし 調理師

求人番号: 13080- 9684521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-3349-8551 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 栄養士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし 調理師

求人番号: 13080- 9695621 各種保険： 労災 月平均 

静岡県熱海市泉４１３－１２６
ベストライフ熱海　厨房内

時給 (2)6時00分～14時00分 高齢者福祉施設・病
院・社食・学校・保
育園等での調理（補

1,300円～1,400円 (3)12時00分～19時00

静岡県熱海市泉４１３－１２６　ベストライフ熱海　厨房内

52

調理（パートマネー
ジャー）／熱海市

（請負先での業務）
老人ホーム内での調理及び、
それに付帯する業務（補助）

＜主な業務＞
・食材の下処理（カット等）
・配膳

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　アスモフードサービス首都圏
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)6時00分～14時00分 高齢者福祉施設・病
院・社食・学校・保
育園等での調理（補

1,200円～1,300円 (3)12時00分～19時00

静岡県熱海市清水町６ー２７
太陽から揚げ店　熱海店

51

調理／熱海市 【請負先での業務】
老人ホーム内での調理及びそれに付帯す
る業務（補助）
＜主な業務＞
・食材の下処理（カット等）
・配膳
・清掃

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　アスモフードサービス首都圏
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～19時30

1,050円～1,200円

静岡県熱海市田原本町９番１号　熱海第一ビル株式会社２階　２０８号、２０９号

50

から揚げの調理・販
売［熱海店］

・鶏のから揚げなど揚げ物を
メインに調理していただき、
店頭販売していただくお仕事
　の業務となります。
・主に接客、販売、レジ打ちをお願いし
ます。
・閉店後清掃を行っていただくこともあ

パート労働者 太陽から揚げ店
雇用期間の定めなし (1)10時30分～14時00

時給 (2)16時00分～21時00

1,000円～1,300円

静岡県熱海市中央町１８－１　京美堂ビル１０１

49

ホール、洗い場、清
掃

＊ホールの接客業務全般
・接客、ドリンク、会計
＊店舗の朝の清掃と食器洗いの仕事
＊営業終了後の店内の片付け

パート労働者 すし処和楽
雇用期間の定めなし (1)11時00分～16時00

時給 (2)16時00分～21時00

1,000円～1,300円
又は10時00分～21時00

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

48

調理アシスタント、
及びホール全般業務

接客、調理アシスタント、店内清掃が主
な業務内容になります。
フードコーデネーターが経営するお店な
ので、将来、飲食店の開業を希望してい
るかたには、基礎からノウハウまで丁寧
にお教えします。
勤務時間、勤務日は相談に応じます。

パート労働者 交替制あり キッチン樹樹
雇用期間の定めなし (1)10時00分～16時00

時給

950円～1,000円

静岡県熱海市上宿町１４－１０

47

清掃／熱海荘 ◎部屋数１２室、定員４４名収容の保養
所での清掃業務です。
　・客室および水回りの清掃
　・共用部（ラウンジ、お手洗い、娯楽
施設等）の清掃
　・屋外清掃

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 和食調理経験

1,300円～1,500円

静岡県熱海市中央町１４－７

46

保養所における調理
業務

調理業務（和食） パート労働者 エームサービスジャパン株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～20時00分

時給 (2)17時00分～20時30

1,200円～1,250円

静岡県熱海市下多賀字風越５５６
「ガスト　網代店」

45

ウエイター・ウエイ
トレス

接客サービスとして下記の業務をお願い
します。
・オーダー取り
・料理の配膳及び準備作業
・後片付け、清掃
・その他付帯業務

パート労働者 交替制あり 熱海製氷冷蔵　合資会社　（ステーキハウスはまだ）
雇用期間の定めなし (1)10時00分～13時30

時給

913円～913円

静岡県熱海市渚町２－５
「ジョナサン　熱海サンビーチ店」

44

朝清掃（ガスト　網
代店）

◎店舗全体の清掃作業全般を担当してい
ただきます（２時間程度）

＊難しい仕事内容ではありません。
　未経験の方でも安心してご応募くださ
い。
＊勤務日はご相談ください。

パート労働者 株式会社　すかいらーくレストランツ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)7時00分～9時00分

時給

913円～913円

静岡県熱海市上多賀１２
シーサイドいずたが

43

朝清掃（ジョナサン
熱海サンビーチ店）

◎店舗全体の清掃作業全般を担当してい
ただきます（２時間程度）

＊難しい仕事内容ではありません。
　未経験の方でも安心してご応募くださ
い。
＊勤務日はご相談ください。

パート労働者 株式会社　すかいらーくレストランツ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)6時00分～8時00分

時給 (2)17時00分～21時00

950円～1,000円 (3)19時00分～21時00

静岡県熱海市上多賀１２
シーサイドいずたが

42

調理補助及び洗い場
（熱海市）

料理の盛り付け
食器の準備
食器洗浄（食洗機使用）
食器類収納
清掃

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　エムアンドエムサ－ビス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～11時00分

時給 (2)16時00分～21時00

970円～1,000円

静岡県熱海市上多賀１２
シーサイドいずたが

41

配膳サービス（熱海
市）

・広間での朝食提供及び後片付け
・客室への夕食提供及び後片付け

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　エムアンドエムサ－ビス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～11時00分

時給

950円～1,000円40

客室清掃（熱海市） 客室清掃全般 パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　エムアンドエムサ－ビス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時00分～14時00
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年2月7日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪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） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0570-018-218 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 美容師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 14150- 1411521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0465-63-2261 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 月他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 14070-  536121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-3837-3733 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: 13030- 1545021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5155-5844 従業員数 5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- 2975221 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-81-9171 従業員数 700人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 薬剤師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050-   50821 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 0557-81-6480 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 木日祝他 歯科衛生士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050-  540921 各種保険： 労災・健康 月平均 

     TEL: 03-5903-8256 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 4122621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-68-3437 従業員数 23人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 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-  147721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0550-84-4709 従業員数 35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: 22031-  431121 各種保険： 雇用・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-  270221 各種保険： 労災・財形 月平均 

     TEL: 0557-36-9069 従業員数 26人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22052-  272421 各種保険： 労災・財形 月平均 

     TEL: 0557-36-9069 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22052-  273321 各種保険： 労災・財形 月平均 

     TEL: 0557-81-2322 従業員数 60人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050-  762221 各種保険： 雇用・労災 月平均 

静岡県熱海市西熱海町１丁目２４－１

その他

1,268円～1,376円

静岡県熱海市緑ガ丘９－７
『フルーズ熱海』

65

ナイトフロント ナイトフロントとして、下記業務を担当
していただきます。
・緊急コール対応
・フロント業務（１７：００～２２：０
０、翌朝４：００～９：０　０）


パート労働者 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　黎明会　熱海ゆとりあの郷
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)17時00分～9時00分

時給

980円～1,000円
又は8時00分～18時00

静岡県熱海市下多賀８０４－２
『クラシオンカフェ熱海』

64

送迎【フルーズ熱
海】

●熱海市内のデイサービスのご利用者様
の送迎業務です。
８：００～１８：００の間の朝・昼・
夕、各１．５時間程度の勤務になりま
す。

※ワンボックスカータイプの運転可能な

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

980円～1,000円
又は8時00分～18時00

「クラシオンカフェ熱海」（熱海市下多賀８０４－２）

63

送迎【クラシオンカ
フェ熱海】

●熱海市内のデイサービスのご利用者様
の送迎業務です。
８：００～１８：００の間の朝・昼・
夕、各１．５時間程度の勤務になりま
す。

※ミニバンタイプの運転可能な方を希望

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

1,000円～1,100円

静岡県熱海市上多賀９６７－２４　
　（株）スルガケアサービス熱海事
業所

62

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

920円～1,100円

静岡県熱海市上多賀９３４－１６

61

介護職員（デイサー
ビス・熱海事業所）

≪介護職員の業務内容として≫
＊デイサービスにおける介護業務をして
いただきます。
・食事介助
・入浴介助
・排泄介助
・レクレーション援助をしていただきま

パート労働者 株式会社スルガケアサービス
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給

1,000円～1,000円

静岡県熱海市泉分字中沢下２３１－３６

60

保育士 ・０歳～就学前の乳幼児の保育と保育補
助
（集団生活の中で、健康や安全等の基本
的な生活習慣を確立すること、積極的で
情緒豊かな社会性を養うことに重点をお
いた保育方針で保育を行っています。）


パート労働者 社会福祉法人景徳会　多賀保育園
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

時給 (2)13時00分～16時00

2,000円～2,300円 (3)14時00分～17時00
又は9時00分～17時00

静岡県熱海市桃山町１８－１３

59

［急募］正看護師／
熱海

個人訪問看護ではなく、グループホーム
へ訪問して、
看護業務を担当して頂きます。

入居者様の健康管理のアドバイザーとし
て活躍して
頂きます。

パート労働者 株式会社　フローレンス・Ｎ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～12時00分

時給

1,200円～1,500円
又は8時30分～19時00

静岡県熱海市東海岸町１３－１

58

歯科衛生士 来院する患者の応対や診療器具の準備
診療の補助、院内および診療器具の清掃
管理
訪問診療（熱海市からの依頼で月１回３
時間程度の検診）
歯磨き指導
アシスタント業務がメインです

パート労働者 立山歯科医院
雇用期間の定めなし

時給 薬剤師業務経験

2,000円～2,000円
又は8時30分～17時30

静岡県熱海市小嵐町２－３
『熱海ＴＥＮＳＵＩ』（当社運営）

57

薬剤師 ・調剤、製剤業務
・薬剤管理
・病棟業務
・服薬指導

パート労働者 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）

時給 (2)13時00分～22時00 業種に限らず、接客
経験のある方
（※未経験の方も歓

1,200円～1,200円
又は8時00分～22時00

静岡県熱海市伊豆山水立１０８４－１７３（当社施設）

56

【熱海ＴＥＮＳＵ
Ｉ】リゾートホテル
のフロントスタッフ

大人向けリゾートホテル”熱海ＴＥＮＳ
ＵＩ”での
フロントスタッフになります！

【お仕事内容】
・チェックイン、チェックアウトのご対
応

パート労働者 交替制あり 株式会社　リロバケーションズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～18時00分

時給

1,000円～1,200円
又は8時00分～17時00

静岡県熱海市桜町３－２０
「熱海市立第二小学校　屋内プー
ル」

55

熱海市／清掃・ゴミ
収集スタッフ

当社の別荘地施設での軽作業になりま
す。

＊ゴミ収集
＊清掃作業
＊除草作業
＊敷地内の破損箇所の簡単な修理　など

パート労働者 株式会社　山下商会
雇用期間の定めなし

時給 (2)12時00分～21時00

1,000円～1,500円

静岡県熱海市清水町２０－６　共精
第２ビル１０２号室
清水町商店街内
（静岡熱海店）

54

屋内プール監視員
（受付業務含む）
（熱海市立第二小学
校）

市立小学校内の屋内プールの監視及び受
付業務
＊パソコン（入力程度）の出来る方には
既存ソフトへの入力を
受付時にお願いします（エクセル使用）
★未経験者でも研修をしますので、安心
して応募ください★

パート労働者 スポーツインテリジェンス　株式会社
雇用期間の定めなし (1)16時00分～21時00

時給 カット経験

1,100円～1,600円
又は9時00分～17時00

53

スタイリスト　【静
岡熱海店】

・カット・カラー・パーマの施術
◆ブランクや年齢を気にされている方、
子育て中の方も
　大歓迎です。
週１日、３ｈ～の勤務可

研修もあるので無理なく復職も可能で

パート労働者 交替制あり 株式会社ハクブン
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2月7日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪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） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     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: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050-  629621 各種保険： 労災 月平均 10時間

     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-  633221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-85-0707 従業員数 35人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 1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-  658821 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-85-0707 従業員数 35人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし 准看護師

求人番号: 22050-  569721 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-85-0707 従業員数 29人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ホームヘルパー２級

求人番号: 22050-  570521 各種保険： 労災 月平均 介護職員実務者研修修了者

     TEL: 0557-85-0707 従業員数 25人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ホームヘルパー２級

求人番号: 22050-  572321 各種保険： 雇用・労災 月平均 介護職員実務者研修修了者

     TEL: 0557-83-2800 従業員数 7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-  522621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-83-2800 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 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-  526721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-83-2800 従業員数 7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-  533121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-83-2800 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 看護師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 准看護師

求人番号: 22050-  537221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-83-2800 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 ホームヘルパー２級 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050-  538521 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 はり師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 柔道整復師

求人番号: 22050-  427921 各種保険： 労災 月平均 きゅう師

     TEL: 03-5796-0630 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ホームヘルパー２級

求人番号: 13040- 7178621 各種保険： 労災 月平均 

静岡県熱海市桜町２番１５号
「ミモザヘルパーステーション熱
海」訪問介護

時給 (2)8時30分～17時30分 介護経験、訪問介護
経験1,140円～1,210円 (3)11時00分～20時00

静岡県熱海市伊豆山１１７３番地１７５

78

訪問介護ケアスタッ
フ／熱海

【Ｒ３．９月１日にオープン！】
「サービス付き高齢者向け住宅のご入居
者」「ご自宅で生活を送る
地域のご利用者」に対して介護サービス
を提供いたします。
サービス内容は、大きく分けて以下の２
つ

パート労働者 変形（1ヶ月単位） ミモザ株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)7時00分～16時00分

時給

1,500円～1,500円
又は10時00分～12時00

静岡県熱海市青葉町３番１１号

77

機能訓練指導員 デイサービスでの機能訓練指導員として
の業務。
１日２時間程度デイサービス利用者へ機
能訓練（身体リハビリ、生活リハビ
リ）、集団リハビリ等を行なっていただ
きます。

パート労働者 ＧＳＳ株式会社（介護事業所ひまわり）
雇用期間の定めなし

時給 ＰＣ入力業務があり
ます。1,100円～1,500円

又は8時30分～17時30

静岡県熱海市青葉町３番１１号

76

一般事務スタッフ
（介護スタッフ）

介護事業所の一般事務業務を行います。
また、事務業務がない時などは、
介護スタッフ業務に携わっていただきま
す。

パート労働者 株式会社　ゆらっくす
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

2,000円～2,400円

静岡県熱海市青葉町３番１１号

75

看護師 療養生活の支援、主治医や関係機関との
連携、症状の観察、
医療処置、日常ケア、看取り、介護相談
や指導。
オンコール訪問（呼び出し時のみ）あ
り。

パート労働者 株式会社　ゆらっくす
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給

1,100円～1,500円
又は8時30分～17時30

静岡県熱海市青葉町３番１１号

74

訪問介護スタッフ 食事・入浴・排泄などの介助及び掃除・洗濯・着替え等の自立支援を行います。パート労働者 株式会社　ゆらっくす
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時30分

時給

1,000円～1,800円
又は8時30分～17時30

静岡県熱海市青葉町３番１１号

73

デイサービススタッ
フ

利用者さんの送迎・清潔ケア・食事の補
助・入浴介助及び
レクリエーションの参加など

パート労働者 株式会社　ゆらっくす
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時30分

時給

1,000円～1,300円
又は8時30分～17時30

静岡県熱海市西熱海町１－２０－８

72

訪問入浴スタッフ 療養生活、入浴の支援、清潔ケア、医療
処置を看護師が行う際の介助をしていた
だきます。
入浴の準備・セット・片づけ等
基本的に３人で訪問します。訪問範囲は
熱海市周辺です。訪問ではバンを運転し
ます。

パート労働者 株式会社　ゆらっくす
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 通所介護での介護経
験者優遇1,000円～1,200円

静岡県熱海市西熱海町１－２０－８

71

介護職（通所介護） サービス付き高齢者向け住宅（ぽっかぽ
か熱海館２号館）５階に併設している通
所介護（定員２５名）の食事、入浴、排
せつ等の介助
体操・レクレーションなどの機能訓練の
補助
施設内利用者の送迎及び施設外利用者の

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)8時30分～17時30分

時給 訪問介護での勤務経
験者優遇1,000円～1,200円

又は8時00分～18時00

静岡県熱海市西熱海町１－２０－１

70

介護職（訪問介護） サービス付き高齢者向け住宅（ぽっかぽ
か熱海館２号館）の５階に併設している
訪問介護事業所に所属。
・入居者及び外部利用者の食事、入浴、
排せつ等の身体介助
・入居者及び外部利用者の掃除、洗濯、
調理の生活援助

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)8時30分～17時30分

時給

2,000円～2,800円

静岡県熱海市西熱海町１－２０－１

69

看護師（正・准） 介護付き有料老人ホームでの看護業務全
般
・入居者様の健康管理、服薬管理、処置
など
（入居者約６０名）
・往診Ｄｒの対応

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)9時00分～18時00分

時給 医療・介護施設での
経験1,000円～1,200円

又は7時00分～16時00

静岡県熱海市泉１７－２

68

介護職 介護付き有料老人ホーム（特定施設入居
者生活介護）の入居者に対する介護業務
全般
・朝食、昼食、夕食時の移動支援と配
膳、下膳
・食中、食後の配薬
・身体介護（排泄、入浴、むつ交換）

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 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)9時00分～18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

静岡県熱海市泉１７－２

67

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 (2)10時00分～19時15 調理師免許、調理、
レストランでの経験1,020円～1,050円

又は6時30分～19時15

66

食堂ホール担当 介護付有料老人ホーム「ネオ・サミット湯河原」内食堂においてご入居者に対する食事の配下膳。　　　　　　　　　　　　　　　　主な仕事は、食事の配下膳、食後のお茶出し等です。パート労働者 変形（1ヶ月単位） 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)6時30分～14時45分
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年2月7日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪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） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 03-5796-0630 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 介護職員実務者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし 介護福祉士

求人番号: 13040- 7183521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 048-651-6700 従業員数 25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-  152121 各種保険： 労災 月平均 2時間

     TEL: 048-651-6700 従業員数 25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-  156221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 054-266-3216 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22010-  259421 各種保険： 労災 月平均 15時間

     TEL: 0557-67-1971 従業員数 57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-   81021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-85-2233 従業員数 52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 あり

求人番号: 22050-   83821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 045-520-1300 従業員数 11人

年　　齢: 65歳以下 休　　日： 日祝他 保育士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 14010- 4945321 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 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- 4946621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-3274-1126 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 あり

求人番号: 13010- 6233621 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 03-3274-1126 従業員数 0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- 6235121 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 03-3274-1126 従業員数 0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: 13010- 6236021 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 03-3274-1126 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 あり

求人番号: 13010- 6238821 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 03-3274-1126 従業員数 0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: 13010- 6239221 各種保険： 労災 月平均 10時間

静岡県熱海市伊豆山１９０－１
大江戸温泉物語　ホテル水葉亭

時給 (2)10時00分～15時00

1,000円～1,050円

静岡県熱海市伊豆山１９０－１
大江戸温泉物語　ホテル水葉亭

91

施設管理スタッフ／
ホテル水葉亭／静岡
県熱海市

【仕事内容】

・大浴場のメンテナンス
・館内外の修繕対応
・客室の営繕など

大江戸温泉物語の施設を守る縁の下の力

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)8時00分～17時00分

時給 (2)16時00分～22時00

950円～1,000円

静岡県熱海市伊豆山１９０－１
大江戸温泉物語　ホテル水葉亭（当
社施設）

90

清掃スタッフ／ホテ
ル水葉亭／静岡県熱
海市

【仕事内容】

・パブリックスペースの清掃
・巡回消毒
・大浴場、露天風呂の簡易清掃
・検温など

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～12時00分

時給 (2)14時00分～21時00

1,000円～1,050円
又は8時00分～21時00

静岡県熱海市伊豆山１９０－１
大江戸温泉物語　ホテル水葉亭

89

フロントスタッフ／
大江戸温泉物語　ホ
テル水葉亭／熱海市

【仕事内容】

・チェックイン、チェックアウト業務
・お客様対応
・伝票入力など

お客様の笑顔を思って楽しく働きましょ

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)9時00分～18時00分

時給 (2)18時00分～23時00

950円～1,000円

静岡県熱海市伊豆山１９０－１
大江戸温泉物語　ホテル水葉亭（当
社施設）

88

洗い場スタッフ／ホ
テル水葉亭／静岡県
熱海市

【仕事内容】

・下膳された食器の洗浄
・仕分け
・収納作業

黙々作業が好きな方におススメです。

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)8時00分～12時00分

時給 (2)17時00分～22時00

1,000円～1,050円
又は6時00分～22時00

静岡県熱海市清水町１８－３

87

レストランスタッフ
／大江戸温泉物語
ホテル水葉亭／熱海
市

【仕事内容】

・オープン、クローズ作業
・バイキングレストランでの接客
・アルコール提供

大江戸温泉物語はバイキングが目玉。

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～11時00分

時給 (2)13時00分～17時00

1,400円～1,450円
又は9時00分～18時00

静岡県熱海市清水町１８－３

86

【熱海ひかり】専門
的支援スタッフ（心
理学科卒）

・障がいをお持ちの児童の成長を支援す
るお仕事です

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

パート労働者 交替制あり ４年生大学心理学科
卒の方

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 (2)13時00分～17時00

1,300円～1,300円
又は9時00分～19時00

静岡県熱海市西熱海町二丁目２４番８号

85

保育士【熱海ひか
り】

・法人が運営する通所施設で知的障害児
の放課後等デイサービス
　（児童福祉法による）を提供していま
す。

・放課後や土曜日、学校休業日において
子ども達が安全に楽しく

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 (2)7時30分～16時30分

920円～1,200円 (3)10時00分～19時00

静岡県熱海市上多賀１０１６－１０

84

介護職員 介護業務
特別養護老人ホームにて、入浴介助、歩
行介助、食事介助、排泄介
助等の介護業務。
ベッド・車椅子間の移乗業務。
車椅子を利用している方をベッドへ移
乗。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　熱海いでゆの園
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時30分

時給

913円～913円
又は8時30分～18時00

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

83

洗濯担当 入居者等１００名程度の日常使用の衣
類・バスタオル等の洗濯物を業務用の洗
濯機で洗濯し、業務用の乾燥機で乾燥さ
せます。
洗濯終了後の衣類をたたみ、各居室へ
もっていき収納庫に収納します。


パート労働者 交替制あり 社会福祉法人海光会　介護老人福祉施設海光園
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

時給

1,090円～1,150円

静岡県熱海市水口町２丁目３番４２

82

訪問入浴介護職員／
伊豆事業所（熱海
市）

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

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

時給

964円～1,065円

静岡県熱海市水口町２丁目３番４２

81

夜勤専門スタッフ
（熱海市）　認知症
高齢者グループホー
ム

・ご入居者の生活リズムや趣味活動（散
歩、外出、園芸など）に寄り添いつつ、
お掃除やお洗濯などの自立を促す支援を
行います。
・原則１ユニット９名のご入居者のケア
全般を、日中２・３名（早番・遅番）と
夜勤１名で担当。イベントなどの際は日

パート労働者 変形（1ヶ月単位） メディカル・ケア・サービス株式会社
　愛の家グループホーム熱海水口雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)16時00分～10時00

時給 (2)9時30分～18時30分

964円～1,125円 (3)16時00分～10時00

静岡県熱海市桜町２番１５号
「ミモザヘルパーステーション熱
海」訪問介護

80

介護スタッフ（熱海
市）　認知症高齢者
グループホーム

・ご入居者の生活リズムや趣味活動（散
歩、外出、園芸など）に寄り添いつつ、
お掃除やお洗濯などの自立を促す支援を
行います。
・原則１ユニット９名のご入居者のケア
全般を、日中２・３名（早番・遅番）と
夜勤１名で担当。イベントなどの際は日

パート労働者 変形（1ヶ月単位） メディカル・ケア・サービス株式会社
　愛の家グループホーム熱海水口雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時15分～16時15分

時給 (2)8時30分～17時30分 介護経験、訪問介護
経験、サ責経験
※サ責経験者歓迎

1,330円～1,370円 (3)11時00分～20時0079

訪問介護／サービス
提供責任者／熱海

【Ｒ３．９月１日にオープン！】
「サービス付き高齢者向け住宅のご入居
者」「ご自宅で生活を送る
地域のご利用者」に対して介護サービス
を提供いたします。
ヘルパーとしての訪問介護の実務に加
え、以下業務を担当します。

パート労働者 ミモザ株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)7時00分～16時00分
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年2月7日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪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） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 03-3274-1126 従業員数 43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- 3477421 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 03-3274-1126 従業員数 63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- 3490821 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 03-3274-1126 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 大型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13010- 1426821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 054-204-4000 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 木他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22010- 2902221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-85-5661 従業員数 7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-  610321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-3836-1551 従業員数 44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: 13030- 1201621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-988-0411 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050-  459421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-33-1301 従業員数 205人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052-  138921 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-33-3337 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052-  108221 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 03-6204-2568 従業員数 30人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13010- 2675421 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 045-224-3577 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 14010- 2295421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 054-259-9121 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 月水木土日祝他 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- 1166921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0465-62-8782 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 月金他 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: 14070-  101521 各種保険： 雇用・労災 月平均 

静岡県熱海市福道町７－３０
静岡地方法務局熱海出張所

104

ホテル内スパ施設の
管理・清掃（オー
シャンスパＦｕｕ
ａ）

○温泉施設の浴槽・配管・ろ過装置の薬
品洗浄
○浴場の清掃（ポリッシャーの使用な
し）　○保守・点検
※熱海の大型リゾートホテル内「オー
シャンスパＦｕｕａ
（フーア）」でのお仕事です。

パート労働者 交替制あり 株式会社　ヒカルクリーンサービス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～12時00分

時給

1,000円～1,000円

静岡県熱海市咲見町２５６－３

103

（請）静岡地方法務
局熱海出張所での日
常清掃員／熱海市

静岡地方法務局熱海出張所で清掃業務を
行っていただきます

　・トイレ清掃
　・ごみの回収
　・床清掃、階段清掃（拭き、掃き）
　・外周清掃、ゴミ拾い等

パート労働者 株式会社　静岡セイコー
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～10時15分

静岡県熱海市和田浜南町１０－１
「オーシャンスパＦｕｕａ」

日給 (2)10時00分～16時00

1,500円～1,500円

時給

950円～950円

静岡県熱海市咲見町８－３
大江戸温泉物語あたみ

102

清掃員（熱海市） マンション共用部の日常清掃業務

温泉施設、エントランス、廊下等

　（請負業務）

パート労働者 株式会社　ハリマビステム
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時00分～15時00

時給

915円～950円

静岡県熱海市梅園町

101

旅館客室清掃スタッ
フ／大江戸温泉あた
み

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


パート労働者 ケービックス東京　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時30分～14時00分

時給 (2)9時30分～13時00分

1,000円～1,000円

静岡県熱海市

100

マンション清掃ス
タッフ【熱海市梅園
町】

リゾートマンション内の清掃スタッフ
○浴場清掃（大浴場、貸切風呂、露天風
呂）
○廊下
○トイレ
○ゴミステーション
○駐車場

パート労働者 交替制あり 株式会社ユーライフ　伊東営業所
雇用期間の定めなし (1)9時30分～14時30分

時給 (2)10時00分～15時00 ※経験のある方は優
遇します930円～1,000円 (3)11時00分～15時00

又は9時30分～15時00

静岡県熱海市和田浜南町６－１１

99

客室清掃【熱海地
区】

ホテルや保養所などの客室清掃の仕事で
す。

掃除機かけ、ゴミ集め、ベッドメーキン
グ、備品の補充、
洗面・トイレ・お風呂など水回りの拭き
上げ清掃、等

パート労働者 交替制あり 有限会社　夢ａｎクリーンネイト
雇用期間の定めなし (1)10時00分～14時00

時給

950円～950円

静岡県熱海市田原本町１１番地１号

98

（請）清掃員（熱
海）

・熱海ー初島間の高速フェリー船内の清
掃および待合所の清掃
・掃除機、モップ等を用いて清掃（床、
椅子等）をします

パート労働者 株式会社メンテックカンザイ　三島支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)15時20分～18時50

時給 (2)7時50分～16時20分

1,020円～1,020円 (3)11時30分～20時00

静岡県熱海市伊豆山七尾原１１７３
番８号

97

熱海市／駅や駅ビル
の日常清掃

熱海駅周辺の清掃や列車内清掃をお願い
致します。
ラスカ熱海においてはの各フロアやトイ
レ等の日常清掃をお願いします。
未経験の方大歓迎！研修制度も整ってい
ます。
正社員登用制度あり。毎年実施、勤続１

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ＪＲ東日本環境アクセス
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)7時50分～15時50分

時給

913円～913円

静岡県熱海市桃山町４８番１３
　Ｕハウゼ熱海桃山
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（請）マンション共
用部分清掃

マンション共用部分の清掃
・大浴場清掃、廊下・階段等の掃き掃
除、拭き掃除、ブラシ掛け等
・家庭用掃除機、モップを使用します

パート労働者 交替制あり 日本ハウズイング株式会社　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00分

時給 (2)9時00分～12時00分

1,100円～1,100円

静岡県熱海市伊豆山１９０－１
大江戸温泉物語　ホテル水葉亭（当
社施設）

95

（請）マンション管
理員／熱海市

受付・窓口業務、点検業務、清掃業務
等、
マンション管理に関わる業務全般をお願
いします。

★シフト制・週２～５日の勤務です。　
（２人体制の場合はシフト制、応相談）

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)9時00分～17時00分

時給

1,000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）
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車輌（送迎スタッ
フ）／大江戸温泉物
語ホテル水葉亭／熱
海市

【仕事内容】

・お客様車輌の誘導
・お客様送迎
・駐車場、社用車管理など

お客様を一番最初にお出迎えするお仕事

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ヶ月未満）(1)8時30分～17時30分

時給 (2)15時00分～20時00

960円～1,300円

静岡県熱海市伊豆山１９０－１
大江戸温泉物語　ホテル水葉亭（当
社施設）
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調理スタッフ／大江
戸温泉物語　あたみ
／静岡県熱海市

【仕事内容】

施設内バイキング会場にてご提供するお
料理の

・簡単な仕込み
・簡単な調理

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～11時00分

時給 (2)16時00分～21時00 経験者優遇

1,050円～1,100円
又は6時00分～21時00

92

バイキングレストラ
ンにて調理補助ス
タッフ／ホテル水葉
亭

【仕事内容】
・料理の仕込み
・盛り込み
・ライブキッチンでの料理提供
・食材管理

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～11時00分
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