
【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年3月4日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 03-3847-4555 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 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: 13030- 2533221 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 055-982-1481 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 あり

求人番号: 22050- 1492421 各種保険： 雇用・労災 月平均 2時間

     TEL: 0557-82-2410 従業員数 52人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1560721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-81-8285 従業員数 80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- 1437621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-81-8285 従業員数 80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- 1438921 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-81-8285 従業員数 80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- 1442521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-81-8285 従業員数 80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- 1228121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-81-8285 従業員数 80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- 1229021 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-82-0234 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: 22050- 1644421 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: 4人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1241321 各種保険： 労災 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- 1242621 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: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1243921 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: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1244121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

造園作業全般／主に
熱海市内

＊個人住宅及び別荘の外構工事、造園
工事、住宅リフォーム工事を　専門に
しています。

＊作業内容は多岐にわたり、物づくり
を通してお客様に感謝され、　現在リ
ピートのお客様で忙しくさせて頂いて

パート労働者 株式会社　志貴美
雇用期間の定めなし (1)9時00分～15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

920円～940円

主に静岡県熱海市内の各現場

2

（請）調理補助（熱
海市）

学校給食の調理業務全般
・食材の洗い、刻み、調理、盛り付
け、配膳など関連した業務
・食器等の片付け、洗浄
・施設の洗浄や清掃など
・午後のみ勤務の方は食器等の洗浄、
調理室以外（休憩室等）の掃除、施設

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

日給

2,000円～2,000円

静岡県熱海市桜木町７－６

4

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)9時00分～2時00分 普通免許取得後３年
経過913円～1,200円

静岡県熱海市伊豆山７１１　伊豆山小学校

3

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

時給

920円～920円
又は8時00分～16時00

静岡県熱海市昭和町２０－５

5

パート　事務員 タクシーの売上集計と入力作業　エクセル　ワードによる書類作成パート労働者 熱海第一交通　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

時給

920円～920円
又は9時00分～23時00

静岡県熱海市昭和町２０－５

7

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

921円～921円
又は9時00分～23時00

静岡県熱海市昭和町２０－５

6

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

920円～920円
又は8時00分～16時00

静岡県熱海市昭和町２０－５

8

パート　事務員 タクシーの売上集計と入力作業　エクセル　ワードによる書類作成パート労働者 熱海第一交通　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

時給

920円～920円
又は9時00分～23時00

静岡県熱海市清水町２０－２

10

ホールスタッフ ・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～16時00

時給

950円～950円

静岡県熱海市昭和町２０－５

9

鮮魚バックヤードス
タッフ

鮮魚バックヤード業務全般になりま
す。
・鮮魚の商品加工
・鮮魚のパッキング・値付け
・鮮魚の陳列
上記内容に付帯する業務になります。

パート労働者 中島水産　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～12時00分

時給 (2)17時00分～20時00

1,100円～1,200円

静岡県熱海市田原本町３－６

11

ホールスタッフ ・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～16時00

時給 (2)17時00分～20時30

1,100円～1,200円

静岡県熱海市田原本町３－６

13

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 (2)15時00分～20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７－１

12

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～20時00

静岡県熱海市田原本町３－６

時給

1,100円～1,300円
又は9時30分～21時00

1.面接時にはハローワークが発行する紹介状が必要です。
2.ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。
3.仕事内容欄はスペースの都合ですべて表示できない場合がありますので、詳細については相談窓口でお尋ねください。
・ハローワーク三島　　　　　　〒411-0033　三島市文教町1-3-112三島労働総合庁舎　　 電話　055-980-1300
・ハローワーク伊東　　　　　　〒414-0046　伊東市大原1-5-15　　　　　　　　　　　　電話　0557-37-2605
・熱海市ふるさとハローワーク　〒413-0016　熱海市水口町13-15静岡県熱海総合庁舎2階　電話　0557-82-8655
・伊豆市地域職業相談室　　　　〒410-2407　伊豆市柏久保603-1　                     電話　0558-74-3075
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年3月4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: 054-353-6868 従業員数 12人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22040- 1459021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 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- 1206221 各種保険： 雇用・労災 月平均 2時間

     TEL: 0465-23-7111 従業員数 11人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 7人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 14070-  555721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 19人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 インテリアコーディ
ネーター

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 一級建築士

求人番号: 13080-10844221 各種保険： 雇用・労災 月平均 二級建築士

     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: 13040-14776221 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: 13040-14780121 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: 13040-13099521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-83-2797 従業員数 14人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1515421 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- 1516321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-29-6570 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1493321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5206-5121 従業員数 20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: 13080-13412121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5206-5121 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: 13080-13413021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5206-5121 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: 13080-13414721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

時給 (2)15時00分～19時00 ・厨房での業務経験

913円～1,000円14

海光園／特別養護老
人ホームでの調理及
び調理補助

（請負業務）
○老人ホームでの食事作り
　調理、盛付、洗浄、仕込等

※求人内容について不明な点がありま
したら、電話連絡時等に　　　お気軽
にお問い合わせください。

パート労働者 交替制あり 株式会社　ウェルビーフードシステム
雇用期間の定めなし (1)10時00分～19時00

静岡県熱海市田原本町１１－１
駅ビル「ラスカ」

16

カラオケビッグエ
コースタッフ（熱海
駅前店）

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

＊初めての方も一斉研修があるため安

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）(1)10時30分～18時00

時給 (2)10時00分～16時00 接客経験あれば尚可

1,040円～1,040円
又は9時00分～19時00

静岡県熱海市上多賀１０１６－１
０
特別養護老人ホーム海光園　内厨
房

15

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 リフォーム経験　建
築士経験1,250円～1,450円

又は9時00分～18時00

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」

17

リフォームプラン
ナーサポート／熱海

下記業務のサポート全般をお願いしま
す。
「ロイヤルインテリア」はグループの
一員として中古マンションや一戸建
て、別荘などのリフォームを手がけて
います。
【１、案件依頼を受ける】営業を担う

パート労働者 ロイヤルインテリア　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)21時00分～5時00分

1,000円～1,000円
又は10時30分～5時00

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

19

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

18

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

1,000円～1,000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

20

パーキングスタッフ
（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

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

1,100円～1,100円

静岡県熱海市田原本町９－１

22

（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　熱海支店
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

静岡県熱海市渚町１４－１２
当社　熱海シーフロント

21

（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　熱海支店
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

1,500円～1,500円
又は9時00分～17時00

静岡県熱海市林ガ丘町２－１６

23

経理事務 金銭出納帳記入作業そのほか経理事務 パート労働者 株式会社МＴコーポレーション　熱海支社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

950円～1,000円

静岡県熱海市熱海１７３９－３５
パサニアホテル棟２７階
『ＩＳＨＩＮＯＹＡ熱海』（当社
運営）

25

ホテル日勤フロント
／熱海市

＊＊／幅広い年代の社員が活躍してい
る元気な職場です！＼＊＊
●当社の運営するリゾートセミナーホ
テル『ＩＳＨＩＮＯＹＡ熱海
』のフロント業務を中心にお任せいた
します。
■主な業務

パート労働者 交替制あり 株式会社　ティーケーピー
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)20時00分～8時00分

1,100円～1,200円 (3)21時00分～9時00分

静岡県熱海市熱海１７３９－３４
熱海パサニア１７０３

24

ホテル夜勤フロント
／熱海市

＊＊／幅広い年代の社員が活躍してい
る元気な職場です！＼＊＊
●当社の運営するリゾートセミナーホ
テル『ＩＳＨＩＮＯＹＡ熱海
』のフロント業務を中心にお任せしま
す。
■主な業務

パート労働者 交替制あり 株式会社　ティーケーピー
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)19時00分～7時00分

時給

1,100円～1,200円
又は9時00分～20時00

静岡県熱海市熱海１７３９－３５
パサニアホテル棟２７階
『ＩＳＨＩＮＯＹＡ熱海』（当社
運営）

26

ホテル内勤スタッフ
／熱海市

＊＊／幅広い年代の社員が活躍してい
る元気な職場です！＼＊＊
●当社の運営するリゾートセミナーホ
テル『ＩＳＨＩＮＯＹＡ熱海
』内の内勤スタッフとしてサポートを
お願いします。
未経験者でもしっかりと指導しますの

パート労働者 交替制あり 株式会社　ティーケーピー
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,100円～1,200円
又は8時00分～21時00

静岡県熱海市熱海１７３９－３５
パサニアホテル棟２７階
『ＩＳＨＩＮＯＹＡ熱海』（当社
運営）
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年3月4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: 03-5206-5121 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: 13080-12771421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5206-5121 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 中型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13080-12778821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-5206-5121 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: 13080-12789321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 090-7859-5958 従業員数 4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-  546921 各種保険： 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- 1667821 各種保険： 労災 月平均 1時間

     TEL: 0557-81-3384 従業員数 10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- 1627521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-82-1717 従業員数 15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- 1573321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-81-3384 従業員数 10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- 1536021 各種保険： 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- 1414021 各種保険： 労災 月平均 1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- 1422021 各種保険： 労災 月平均 1時間

     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- 1427421 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: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 1389321 各種保険： 労災 月平均 0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: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 1394221 各種保険： 労災 月平均 1時間

静岡県熱海市熱海１７３９－３５
パサニアホテル棟２７階
『ＩＳＨＩＮＯＹＡ熱海』（当社
運営）

28

ホテル送迎ドライ
バー／熱海市

＊＊／幅広い年代の社員が活躍してい
る元気な職場です！＼＊＊
●当社の運営するリゾートセミナーホ
テル『ＩＳＨＩＮＯＹＡ熱海』の送迎
ドライバーの募集です。
■主な業務
・予約または定期便にてお客様の送

パート労働者 交替制あり 株式会社　ティーケーピー
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～18時00分

時給 (2)13時00分～22時00

1,100円～1,300円27

ホテル内レストラン
サービス／熱海市

＊＊／幅広い年代の社員が活躍してい
る元気な職場です！＼＊＊
●当社の運営するリゾートセミナーホ
テル『ＩＳＨＩＮＯＹＡ熱海』内の食
事会場にて、サービススタッフとして
レストラン業務全般をお任せします。
■主な業務

パート労働者 交替制あり 株式会社　ティーケーピー
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～15時30分

時給 (2)16時00分～22時00

1,100円～1,300円

静岡県熱海市熱海１７３９－３５
パサニアホテル棟２７階
『ＩＳＨＩＮＯＹＡ熱海』（当社
運営）

29

ホテル内レストラン
調理補助スタッフ／
熱海市

＊＊／幅広い年代の社員が活躍してい
る元気な職場です！＼＊＊
●当社の運営するリゾートセミナーホ
テル『ＩＳＨＩＮＯＹＡ熱海』にて調
理補助業務をお任せします。
■主な業務
・食材の仕込み

パート労働者 交替制あり 株式会社　ティーケーピー
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)9時00分～17時00分

1,100円～1,200円

静岡県熱海市梅園町１２－２３

31

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

1,190円～1,500円
又は10時00分～16時00

静岡県熱海市熱海１７３９－３５
パサニアホテル棟２７階
『ＩＳＨＩＮＯＹＡ熱海』（当社
運営）

30

清掃　【熱海】 ○貸別荘の清掃業務です（熱海市内に
２棟あり）
　１棟の貸別荘清掃を１～２名で行い
ます。
　部屋・キッチン・風呂・トイレ等全
体の清掃
　掃除機かけ・お皿洗い・ベットメイ

パート労働者 合同会社　伊豆民泊
雇用期間の定めなし

時給

913円～913円
又は18時00分～20時00

静岡県熱海市水口町１１番４８号

32

客室内務 客室布団上げ　風呂清掃
布団敷　部屋清掃補助　ごみ捨て

パート労働者 変形（1年単位） サンミ倶楽部株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～15時00分

時給 飲食サービス経験者
歓迎1,000円～1,000円

静岡県熱海市伊豆山１０４８番４

34

客室清掃 ・客室掃除機かけ
・アメニティの交換
・ベッドメイキング
・水廻りの掃除
・パブリックの掃除
など

パート労働者 変形（1年単位） サンミ倶楽部株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～15時00分

時給 (2)19時00分～22時00 経験あれば尚可。初
めての方でも安心の
育成プログラム実

1,100円～1,100円

静岡県熱海市和田浜南町５－８

33

食器洗浄係 ・朝食またはディナー時の食器・グラス等の食器洗浄機による洗浄　業務全般パート労働者 交替制あり 株式会社　グランバッハ熱海
雇用期間の定めなし (1)8時30分～11時30分

時給 飲食サービス経験者
歓迎1,000円～1,000円

静岡県熱海市和田浜南町５－８

35

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

913円～913円

静岡県熱海市水口町１１番４８号

37

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 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

36

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

1,000円～1,000円
又は10時30分～22時00

静岡県熱海市伊豆山２６９

38

清掃スタッフ　勤務
時間を選べます４ｈ
～ＯＫ

日中は、客室の清掃が中心です。夕方以降は館内清掃業務以外にも、大浴場備品補充や簡易清掃、客室ユーティリティボックスのチェック、翌日の客室清掃の準備などをお任せいたします。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

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

静岡県熱海市水口町１１番４８号

時給 清掃経験

1,000円～1,000円

静岡県熱海市伊豆山２６９

39

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
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年3月4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: 0557-55-7520 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- 1395521 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- 1396421 各種保険： 労災 月平均 1時間

     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- 1146121 各種保険： 労災 月平均 5時間

     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- 1155021 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 0557-82-2182 従業員数 69人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 大型自動車免許 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- 1156721 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 03-3201-6655 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: 13010-13713921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-3201-6655 従業員数 5人

年　　齢: 不問 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: 13010-13971321 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- 1087221 各種保険： 労災 月平均 5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: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 1056621 各種保険： 労災 月平均 0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-  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

40

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)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

41

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

静岡県熱海市東海岸町１３－９３

43

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ヶ月未満）(1)8時30分～16時30分

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

静岡県熱海市伊豆山２６９

42

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ヶ月未満）(1)6時30分～10時30分

時給 接客経験あれば尚
可。1,000円～1,100円

又は8時00分～17時45

静岡県熱海市東海岸町１３－９３

44

駐車場スタッフ ホテルから駅または外部駐車場までの
お客様の送迎。
（シャトルバス・ハイエース）
ホテル隣接駐車場での誘導及び案内。
社有車の清掃・管理。

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ヶ月未満）

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

静岡県熱海市林ガ丘町２－１６

46

リゾートマンション
コンシェルジュ・管
理員／プチモンド熱
海

１コンシェルジュ業務：受付、オー
ナー対応
２管理員業務：館内の巡回点検、業者
立会い、


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)9時00分～17時00分

時給

1,000円～1,000円
又は8時00分～19時00

静岡県熱海市東海岸町１３－９３

45

リゾートマンション
代行管理員／熱海市
内

受付、館内清掃、管理員業務　


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)9時00分～17時00分

時給 (2)15時00分～20時00

1,100円～1,100円

静岡県熱海市熱海１９８１　プチモンド熱海

47

内務係・送迎ドライ
バー

市内の送迎（１０名乗りの普通免許で
運転出来る車です）
料理運搬
布団上げ下ろし
その他雑務

高齢者の方も元気に働いている職場で

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)8時00分～12時00分

時給 (2)8時30分～17時30分

1,000円～1,000円

静岡県熱海市伊豆山２６９

49

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

1,000円～1,000円
又は10時30分～22時00

静岡県熱海市紅葉ガ丘町７－６

48

清掃スタッフ　勤務
時間を選べます４ｈ
～ＯＫ

日中は、客室の清掃が中心です。夕方以降は館内清掃業務以外にも、大浴場備品補充や簡易清掃、客室ユーティリティボックスのチェック、翌日の客室清掃の準備などをお任せいたします。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

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」

50

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

静岡県熱海市水口町１１番４８号

52

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」

51

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

静岡県熱海市伊豆山２６９

時給

1,000円～1,000円
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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: 0557-55-7520 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： 毎　週 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: 0557-85-2000 従業員数 70人

年　　齢: 不問 休　　日： 水日 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1289721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-81-8515 従業員数 30人

年　　齢: 不問 休　　日： 火他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1630121 各種保険： 雇用・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: 13040-14914321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0422-37-5218 従業員数 18人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13170- 3970021 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-  666621 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: 13080-13337521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     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 

     TEL: 045-640-3351 従業員数 25人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 14010- 9757321 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 

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53

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

静岡県熱海市梅園町２８－１８

55

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

1,050円～1,150円

静岡県熱海市伊豆山２６９

54

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

920円～920円

静岡県熱海市泉２２６－７０　御宿　瑞鷹

56

共用部清掃 ・館内の共用部（宴会場・ロビー・階
段・通路・トイレ）等の清掃
・ホテル外周及び敷地内コテージ周辺
の清掃
・喫煙所の清掃（１日１回程度）
・ゴミ回収
・その他雑務

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ヶ月以上）(1)8時00分～15時00分

時給 (2)10時00分～15時00

1,200円～1,200円

静岡県熱海市田原本町３－８

58

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 調理経験のある方、
特に揚物（天婦羅）
経験者

950円～1,300円
又は9時00分～21時30

静岡県熱海市春日町７－３９

57

調理師 和食の調理、揚物（天婦羅）、煮物
（煮魚）の調理をしていただきます。

料理の盛り付け

食器、調理器具の洗浄


パート労働者 磯也商事　株式会社
雇用期間の定めなし

時給

913円～913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

59

朝清掃（ジョナサン
熱海店）

◎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)16時00分～22時00

1,100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

61

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

静岡県熱海市上宿町１８－１０
「ジョナサン　熱海店」

60

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)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

静岡県熱海市田原本町３－１５
加納ビル１階
当社店舗　「おまぜ」

62

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)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

静岡県熱海市泉４１３－１２６
ベストライフ熱海　厨房内

64

高齢者用マンション
の食堂ホールスタッ
フ（熱海市）

高齢者用マンション食堂のホールス
タッフ
（盛付、差込、配膳、洗浄　他）

平均食数　各９０食／日（朝・昼・
夕）


パート労働者 交替制あり 一冨士フードサービス株式会社　京浜・中西部事業本部
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

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

63

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)12時00分～21時00

1,000円～1,500円

静岡県熱海市相の原町３－１

65

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

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

1,000円～1,200円
又は6時00分～19時30

静岡県熱海市桜町３－２０
「熱海市立第二小学校　屋内プー
ル」
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年3月4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: 0557-85-1010 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1248221 各種保険： 労災・健康 月平均 

     TEL: 0557-81-2720 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 1553821 各種保険： 雇用・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- 1274521 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 歯科衛生士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1277621 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 歯科医師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1279121 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- 6007721 各種保険： 労災 月平均 15時間

     TEL: 03-5908-2032 従業員数 19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 介護職員実務者研修修了者

求人番号: 13080-15106221 各種保険： 労災 月平均 ホームヘルパー２級

     TEL: 0557-68-3966 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-  489221 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-85-0707 従業員数 25人

年　　齢: 64歳以下 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: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1502021 各種保険： 労災・その他 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- 1288021 各種保険： 雇用・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- 1291421 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 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- 1292321 各種保険： 労災 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 

静岡県熱海市春日町２－９　第二ビル４階

67

医療事務 医院受付
レセプト

パート労働者 多田医院
雇用期間の定めなし

時給 ・コミュニケーショ
ン能力の高い方
・トリマー、販売

1,000円～1,000円66

専門学校の事務全般
（パートタイム）

学校事務のフィールドから学生の未来
をつくる
サポートをお願いします。
・出席・成績の入力作業
・文書作成　　・窓口対応
・電話対応　　・来客対応（受付業
務）

パート労働者 学校法人　高村育英会
国際ペットビジネス専門学校熱海校雇用期間の定めなし (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

静岡県熱海市中央町１５－１

68

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 医療事務経験者

1,000円～1,100円
又は8時30分～17時00

静岡県熱海市田原本町９－１　熱海第一ビル６階

70

歯科医師 ・健康かつ清潔であり歯科診療に意欲
のある方
・歯科治療全般（検査・検診・虫歯治
療・歯周病治療・義歯治療）
・小児から高齢者までの歯科治療
・障害をお持ちの方の歯科治療
＊当院での治療に合わせた指導期間あ

パート労働者 交替制あり 歯学部卒業 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 (2)11時00分～20時00 歯科衛生士

1,200円～1,500円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱海第一ビル６階

69

歯科衛生士 ・患者に対する歯科指導
・歯のクリーニング
・園児（保育園・幼稚園）の歯科検診
・院内専用パソコンでの診療入力（衛
生士作業のみ）

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

1,580円～1,580円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱海第一ビル６階

71

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 (2)11時00分～20時00 歯科治療知識・技
術・経験2,500円～3,000円

静岡県熱海市泉４１３－１２６
ベストライフ熱海

73

介護職員【熱海市上
多賀】　＊＊急募＊
＊

通所介護事業所（定員１０名）におけ
る業務です。
○運動の補助や高齢者との体操
○入浴補助、トイレ誘導
○レクリエーションなどの支援
○食事準備とおやつ作り（補助）
○送迎業務

パート労働者 交替制あり 株式会社　清祐丸
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

950円～1,100円
又は10時00分～19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

72

介護職パート／未経
験ＯＫ／熱海市・湯
河原駅

介護付き有料老人ホームの介護職ス
タッフのお仕事です。
■介護サービスの提供
食事の介助や入浴の介助、排泄介助や
移動のお手伝い等。
自分でできない部分のみ、介護サービ
スとしてお手伝いしていきま

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）(1)7時00分～16時00分

時給 居宅介護支援事業所
での経験1,400円～1,600円

又は8時30分～17時30

静岡県熱海市上多賀１０５２－６４

74

介護支援専門員
（パート職）

居宅介護支援事業所（ぽっかぽか・
ハートケア熱海）での介護支援専門員
業務全般
・サービス付き高齢者向け住宅（併
設）の入居者様、ご家族の介護相談業
務
・ケアプランの作成業務

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

1,000円～1,100円
又は8時30分～17時30

静岡県熱海市泉１７－２

76

お風呂受付 介護付有料老人ホームネオ・サミット湯河原内の大・小浴場の受付のお仕事です。入浴、退浴をするご入居者の氏名等を記録します。３０分おきに大・小浴場への巡回（湯温、脱衣所や室温の確認）を行います。３０分の夕食休憩、２１時に浴場の点検、消灯、施錠で勤務終了となります。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)14時50分～21時10

時給 送迎ドライバーの経
験1,050円～1,070円

静岡県熱海市西熱海町１－２０－８

75

送迎ドライバー 介護付有料老人ホームネオ・サミット湯河原内における定期巡回車（１０人乗りバン）の運転をしていただきます。基本的な送迎範囲は、施設から湯河原駅間となります。１時間に１回程度の送迎になります。また、空いた時間で車の掃除・洗車や施設周りの掃き掃除、消毒作業などをしていただきます。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)8時30分～17時30分

時給 (2)13時30分～18時30

1,000円～1,050円

静岡県熱海市泉１７－２

77

厨房洗い場・調理補
助

介護付き有料老人ホーム（定員６２
名）の入居者に提供する食事の調理補
助業務
・調理済料理の盛付
・食事の配膳、下膳
・食器類の洗い物　など
経験や資格が無くてもできる仕事で

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)6時00分～12時00分

時給 簡単なパソコン操作
が出来る方1,040円～1,060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

時給

920円～1,100円

静岡県熱海市西熱海町１－２０－１

78

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

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
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年3月4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: 0557-36-9069 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: 045-520-1300 従業員数 11人

年　　齢: 65歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 14010- 7526821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-6911-3010 従業員数 70人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13080-13008621 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-976-0246 従業員数 0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- 1134421 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-976-0246 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 月火水木金 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- 1139021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-976-0246 従業員数 0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: 22050- 1141521 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 052-587-2961 従業員数 1人

年　　齢: 20歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 23020-12517421 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 045-750-5261 従業員数 4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: 14010-10204321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-81-7101 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- 1591621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-85-2810 従業員数 3人

年　　齢: 74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- 1541921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-81-7101 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: 22050- 1510021 各種保険： 労災 月平均 

79

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

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）

80

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

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

静岡県熱海市緑ガ丘９－７
『フルーズ熱海』

82

児童指導員【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

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』

81

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

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

時給 (2)10時00分～19時00 集団調理経験

1,300円～1,400円
又は5時00分～19時00

静岡県熱海市清水町１８－３

83

調理スタッフ（有
料）／静岡県熱海市
≪紹介予定派遣≫

有料老人ホーム厨房内での調理業務で
す。
配膳・下膳・盛り付け・カット・洗浄
等をお任せします。

★定員９７名
★２００３年８月１日開設

有期雇用派遣パート 交替制あり 株式会社　Ｔｒｕｓｔ　Ｇｒｏｗｔｈ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)5時00分～14時00分

時給

1,300円～1,300円
又は9時00分～19時00

静岡県熱海市田原本町７－３

85

（派）パンの販売・
製造補助・その他付
随業務

パンの販売、接客、製造補助などをお願いいたします。有期雇用派遣パート 交替制あり 株式会社ネクシオ
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
※詳細は窓口にお問い合わせ下さ
い。

84

（派）パンの販売・
製造補助・その他付
随業務

パンの販売、接客、製造補助などをお願いいたします。有期雇用派遣パート 株式会社ネクシオ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)12時00分～18時30

時給

1,000円～1,100円

静岡県熱海市田原本町７－３

86

（派）パンの製造補
助

パン屋さんで、パンの製造補助をお願いいたします。有期雇用派遣パート 交替制あり 株式会社ネクシオ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)16時00分～22時30

時給

1,050円～1,100円
又は8時00分～18時30

静岡県熱海市東海岸町６番４５号
熱海パールスターホテル

88

受付・電話交換（熱
海）

熱海市役所
・総合案内窓口における受付、案内業
務
・市役所代表電話の交換業務
・駐車券磁気処理
・一日２名体制
＊電話交換の経験あれば尚可

パート労働者 交替制あり 株式会社　市川総業
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時15分

時給

1,050円～1,050円

静岡県熱海市田原本町７－３

87

清掃（請）／熱海市 新規オープンホテルでの客室清掃・ホ
テル内清掃・その他の清掃。

＊経験者優遇

わからないことや確認したいことがあ
りましたら、お気軽にご連絡くださ

パート労働者 エム・トラスト　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

時給

920円～950円

静岡県熱海市中央町１－１

89

（請）リゾートマン
ション日常清掃

リゾートマンションにおける日常清掃
のお仕事です。
ロビー、エントランスの掃除機掛け、
拭き上げ、駐車場等の掃き掃除
大浴場の清掃、廊下の掃き拭き等にな
ります。現場にて作業をしながら研修
がありますので、初心者の方でも大丈

パート労働者 株式会社　アイビックス
雇用期間の定めなし (1)9時00分～15時00分

時給

913円～913円

静岡県熱海市下多賀９ー８
シーサイドパレス南熱海

91

（請）リゾートマン
ション日常清掃

リゾートマンションにおける日常清掃
のお仕事です。
ロビー、エントランスの掃除機掛け、
拭き上げ、駐車場等の掃き掃除、大浴
場の清掃、廊下の掃き拭き等になりま
す。現場にて作業をしながら研修があ
りますので、初心者の方でも大丈夫で

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

時給

915円～950円

静岡県熱海市春日町１５－１３

90

（請）マンション日
常清掃

・マンション共用部（玄関、廊下、階
段、エレベーター、コインランドリー
室、フィットネスルーム等）の清掃。
・大浴場・更衣室・トイレ（男女）の
清掃。
・玄関回りの掃き清掃。
・ゴミ集積所清掃。

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00分～15時00分

静岡県熱海市東海岸町８２－１３

時給

920円～950円
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 055-983-1501 従業員数 17人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 7人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1214221 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-988-0411 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 水日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1176521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-231-5882 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 20人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 19010- 2633421 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-925-7890 従業員数 167人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22030- 1304121 各種保険： 労災 月平均 4時間

     TEL: 0545-67-1270 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: 22100- 1733621 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-84-2611 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 火木土日 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1216421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-48-6378 従業員数 14人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1317021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-82-9106 従業員数 24人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 保健師 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 看護師

求人番号: 22050-  998421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-86-6035 従業員数 650人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 1490221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 0557-86-6035 従業員数 650人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 1507421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 0557-86-6035 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1508321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

時給 ホテル清掃経験

950円～1,100円92

（請）ホテル客室清
掃・日常清掃／熱海
市春日町

客室清掃
　・ベッドメイク及び室内清掃
　・その他の清掃作業

日常清掃
　・共用部の清掃
　（フロント前ロビー・共用トイレ、

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

静岡県熱海市上多賀１０１６ー１

94

ホテル客室清掃［静
岡県熱海市］

○リゾートホテルの客室清掃
　（室内清掃やベッドメイク、アメニ
ティの交換）

○大浴場および共有部分の清掃

　※客室数４８

パート労働者 株式会社　コスモインターナショナル
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

静岡県熱海市春日町１７－１４

93

（請）清掃 介護施設内の清掃
・掃除機やモップを使用します
・清掃場所は、共用の廊下、トイレ、
集会室等
・一人作業

パート労働者 交替制あり 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)9時30分～16時30分

時給 (2)10時00分～18時00

1,000円～1,400円 (3)22時00分～6時00分

静岡県熱海市渚町２２－８
　リブマックスリゾート熱海Ｏｃ
ｅａｎ
　リブマックスリゾート熱海シー

95

駐車場警備員・イベ
ント警備員（東部・
伊豆地区）

・イベント会場や商業施設等の駐車場
での歩行者や車両、自転車の誘導や警
備に関すること。
・業務は現場により事務所に集合して
現場に行く場合と、直行直帰する場合
があります。
＊ユニフォームは貸与します。

パート労働者 エスピトーム　株式会社　沼津支社
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～1,000円

静岡県熱海市伊豆山字七尾原１１
７３－１７２
【菜の花】

97

店舗販売業務および
配達

・来店されたお客様への接客
・お買上いただく商品のレジ打ち
・野菜や果物等の袋詰めや値打ち
・商品の品出し
・電話注文を受けた商品の品揃え
・お買上いただいた商品や電話注文で
受けた商品の配達

パート労働者 株式会社　エム・オー・エー商事
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)10時00分～17時00

時給 (2)8時00分～17時30分 福祉施設での、調理
補助経験あれば尚
可。

1,015円～1,100円 (3)10時30分～19時30

静岡県沼津市岡宮１３５４－６

96

（請）調理補助 【菜の花】福祉施設内厨房にて、

約４０食程度の盛付、配膳、食器洗
浄、厨房内清掃などを、

行っていただきます。

パート労働者 交替制あり 株式会社　クリエイティブ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)5時30分～15時00分

時給

1,000円～1,000円

静岡県熱海市田原本町９番１号　熱海第一ビル　１階

98

清掃（トイレ、公園
内、体育館内）

小山臨海公園内（南熱海マリンホールを含む。）のトイレの清掃及び公園内全体の清掃業務。パート労働者 特定非営利活動法人　熱海市体育協会
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時15分～15時00分

時給

920円～920円

静岡県熱海市水口町１３番１５号

100

事務補助（会計年度
任用職員）

市民生活課保険年金室（後期高齢担当）の業務に関する事務補助パート労働者 熱海市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～16時30分

時給 (2)9時00分～15時00分 感染症に関する相談
業務の経験1,250円～1,470円

静岡県熱海市下多賀５４１－１２

南熱海マリンホール

99

新型コロナウイルス
感染症対策関連業務
（看護師又は保健
師）

静岡県熱海健康福祉センター医療健康
課にて（会計年度任用職員）
＊新型コロナウイルス感染症対策にお
ける相談、疫学調査、健康観察（電話
対応を含む）などの業務及び検体採取
補助、患者搬送同行などの業務
＊その他医療健康課担当業務の補助

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ヶ月以上）(1)9時00分～16時00分

時給

925円～925円
又は8時30分～17時15

静岡県熱海市中央町１番１号

101

事務補助（会計年度
任用職員）

市民生活課市民室の業務に関する事務補助（主として窓口業務）パート労働者 熱海市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)9時15分～17時15分

925円～925円

静岡県熱海市下多賀５２５－１
市民生活課　南熱海支所

時給

925円～925円
又は8時30分～17時15

静岡県熱海市中央町１番１号

102

事務補助（会計年度
任用職員）

市民生活課　南熱海支所　の業務に関する事務補助パート労働者 熱海市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
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