
【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年4月7日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 045-225-8200 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: 14010-16156121 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 045-928-4911 従業員数 80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- 2519021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 045-928-4911 従業員数 80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- 2521521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 055-975-0543 従業員数 11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- 2479421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-984-1501 従業員数 142人

年　　齢: 60歳以上 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 大型自動車第二種免許

求人番号: 22050- 2545721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-935-5575 従業員数 39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: 22030- 3308721 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 055-935-5575 従業員数 31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: 22030- 3314121 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 054-280-0066 従業員数 9人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22010- 9223621 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 054-280-0066 従業員数 9人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 介護職員実務者研修修了者

求人番号: 22010- 9225121 各種保険： 労災 月平均 10時間 介護職員初任者研修修了者

     TEL: 055-972-8639 従業員数 4人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 三級自動車整備士 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: 22030- 3451921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0463-53-1023 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 理容師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 美容師

求人番号: 14060- 2798521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-988-0600 従業員数 28人

年　　齢: 18歳～64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- 2427521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-981-6716 従業員数 369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- 2482021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

静岡県三島市谷田１１１１

時給 パソコンの基本操作
及びＭｉｃｒｏｓｏ
ｆｔ　Ｏｆｆｉｃｅ

913円～1,222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

静岡県三島市徳倉１１９５番地

13

事務補佐員 管理部における以下の事務補助
・研究所の管理事務補佐業務
（電話対応、文書作成、研究者及び関
係機関との各種連絡調整等）
・研究者支援事務補佐業務
（所内外の公募型共同研究、国際シン
ポジウム申請支援、管理等業　務、特

パート労働者 大学共同利用機関法人　情報・システム研究機構　国立遺伝学研究所
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～16時00分

時給

920円～1,150円

静岡県三島市三好町４－２３
　極楽湯　三島店内　髪剪處

12

館内管理・清掃 ・館内の見回りチェック
・館内の片づけ、清掃
・リネン作業
・その他　雑務など

パート労働者 交替制あり 湯郷　三島温泉
雇用期間の定めなし (1)21時00分～0時30分

時給 (2)16時00分～21時00

960円～1,400円 (3)17時00分～21時00
又は10時00分～21時00

静岡県三島市南二日町３－１５

11

理容師・美容師〔静
岡・三島市〕

サロンでの施術
　カット・カラー・パーマ等
※アシスタントも可

パート労働者 ビー・ホット　谷内　誠
（整理区分　ヒ－１６０）雇用期間の定めなし (1)10時00分～16時00

時給 自動車整備士として
の業務経験1,000円～1,400円

又は9時00分～17時30

静岡県三島市青木２１１－１２
サガミシード株式会社
介護事業部　樹楽団らんの家　三
島青木

10

自動車整備士 当社において、自動車整備業務を行っ
ていただきます。
＊販売管理している自動車の保守・整
備
＊新車・中古車など販売車両の納車整
備、車検、点検、一般整備
＊オーディオ・ナビゲーションの取付

パート労働者 株式会社　熱函オート
雇用期間の定めなし

時給 (2)9時00分～18時00分

950円～1,000円 (3)18時00分～8時00分

静岡県三島市青木２１１－１２
サガミシード株式会社
介護事業部　樹楽団らんの家　三
島青木

9

デイサービス介護職
員／三島市

地域密着型デイサービス（定員１０
名）です。
・介護業務（食事、入浴等の介助、見
守り、歩行訓練、レクリエー　ション
など）

＊社員昇格制度あり

パート労働者 変形（1ヶ月単位） サガミシード　株式会社　本部
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

時給 (2)9時00分～18時00分

950円～1,000円

静岡県三島市青木１４３－５
　カドイケ三島青木店

8

デイサービス生活相
談員／三島市

地域密着型デイサービス（定員１０
名）です。
・相談業務（家族やケアマネジャーと
の相談）
・事務業務（サービス計画表作成な
ど）
・一部介護業務　など

パート労働者 変形（1ヶ月単位） サガミシード　株式会社　本部
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

時給

913円～1,300円
又は7時00分～21時00

静岡県三島市北田町３－５８
カドイケ三島田町店

7

スーパーマーケット
店員（三島青木店）

当社スーパーマーケット「カドイケ三
島青木店」において、青果、精肉、鮮
魚、惣菜、フロア（レジ）のいずれか
の業務を担当していただきます。

・バックヤードでの商品作り
・店での商品の陳列

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

時給

913円～1,300円
又は7時00分～21時00

静岡県三島市大場２８９
三島営業所

6

スーパーマーケット
店員（三島田町店）

当社スーパーマーケット「カドイケ三
島田町店」において、青果、精肉、鮮
魚、惣菜、フロア（レジ）のいずれか
の業務を担当していただきます。

・バックヤードでの商品作り
・店での商品の陳列

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

時給

1,000円～1,000円
又は6時30分～20時00

静岡県三島市平成台６番地

5

コミュニティバス運
転士　三島営業所
（パート・アルバイ
ト）

三島市内を運行するコミュニティバスの運転業務でワゴン車の運転です。決められた運行ルートを走行します。パート労働者 変形（1ヶ月単位） 伊豆箱根交通株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時30分～17時30分

時給

913円～913円

静岡県三島市松本６６

4

食品製造 ・デザート、ジャム、甘酒、味噌、金
山寺味噌の製造作業
・食品の箱詰め、梱包作業
・器具の洗浄及び清掃

パート労働者 株式会社　伊豆フェルメンテ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～12時00分

時給

940円～940円

静岡県三島市松本６６

3

サプリメントの充填
業務

・商品パッケージへのサプリメント充
填作業
機械操作、検品、洗浄、包装、原料の
補充など
※安定した品質、生産体制を維持する
ために、決められた手順等があります
が、丁寧に指導します

パート労働者 変形（1年単位） 株式会社　ファンケル美健　三島工場
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

時給 パソコンできる方
（エクセル・ワード
の基本操作で可）

940円～940円

静岡県三島市本町３－２９

2

品質管理業務 ・原料、資材、製品の抜き取りと検査
・パソコン業務（システム入力）、電
話応対、書類整理
・その他、簡単な書類作成・送付等、
社員補助等
※抜き取りの際、重量物を取り扱うこ
と有（２０ｋｇ程度）

パート労働者 変形（1年単位） 株式会社　ファンケル美健　三島工場
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

時給

1,200円～1,200円

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

一般事務 ・電話、顧客の対応
・簡単なパソコン入力（エクセル・
ワード）
・現場事務所内の清掃　他


パート労働者 株式会社　大和
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～17時00分

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年4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: 048-642-0982 従業員数 1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: 11030- 9456521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-973-0882 従業員数 13人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 2444421 各種保険： 労災・財形 月平均 

     TEL: 055-977-8915 従業員数 20人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2530421 各種保険： 雇用・労災 月平均 3時間

     TEL: 055-941-9317 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 祝他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 2486521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-977-8822 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝 臨床検査技師 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- 2351021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-977-1234 従業員数 7人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 木日祝 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- 2465021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-977-1234 従業員数 7人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 木日祝 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- 2467821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-973-0118 従業員数 8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- 2339221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-956-7270 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 歯科技工士 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- 2435521 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-956-7270 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 歯科技工士 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- 2436421 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-939-8711 従業員数 13人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 保育士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 看護師

求人番号: 22050- 2457021 各種保険： 労災 月平均 准看護師

     TEL: 055-957-1331 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝 小学校教諭免許（専
修・１種・２種）

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし 保育士

求人番号: 22050- 2495421 各種保険： 労災 月平均 社会福祉士

     TEL: 03-6435-6116 従業員数 23人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 社会福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 介護福祉士

求人番号: 13040-35844221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 精神保健福祉士

静岡県三島市加茂川町３３番３号
「あんしんホーム三島」「ケアス
テーションあさひ三島」

時給 現場経験

1,180円～1,180円

静岡県三島市芝本町１２ー５　３Ｆ

26

≪急募！！≫生活相
談員・パート／三島

○サービス付き高齢者向け住宅及びデ
イサービス
○生活相談員として、ご利用者の日々
の生活相談業務
○各記録、書類作成
○身体介護（排泄・入浴・食事等）
○ご家族やケアマネージャーとの対応

パート労働者 株式会社　ヴァティー
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給 保育関連のご経験
（子育てを含む）1,000円～1,000円

又は13時00分～18時00

静岡県三島市梅名３２５－１　フラワー保育園

25

＜放課後児童支援補
助員＞放課後児童ク
ラブスタッフ

私たちサードプレイスは、２０２１年
７月三島市芝本町にリニュー
アルオープンした「元塾講師の現役パ
パが作ったまあたらしいカタ
チ」の学習支援型放課後児童（学童）
クラブです♪♪
個別学習サポートはもちろん、各学校

パート労働者 交替制あり 放課後児童クラブ　サードプレイス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 経験者尚可

1,200円～1,400円
又は15時00分～18時00

静岡県三島市日の出町４－５３

24

保育士・看護師 〈保育業〉
小規模保育所での保育業務を担当して
頂きます。
・２歳以下（６～７人）の保育補助
・園児の世話（食事、おむつ替え等）
・レクレーションの引率
・園内の美化清掃

パート労働者 株式会社　達真会　フラワー保育園　
　　　　　　　　　めぐみ保育園雇用期間の定めなし (1)14時00分～18時00

時給 歯科関係経験者

913円～1,130円
又は9時00分～18時00

静岡県三島市日の出町４－５３

23

事務 専用ソフトでの簡単なパソコン入力。
マウスでクリックができれば入力完
了！
スケジュール管理や受注管理もクリッ
ク１つで簡単！
歯科技工士補助、梱包、配送準備も一
連の流れができているので丁寧にこな

パート労働者 株式会社ＳＨＡＰＥＳ　Ｄｅｎｔａｌ　Ｌａｂ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

時給

913円～1,130円
又は9時00分～18時00

静岡県三島市泉町１－４０

22

歯科技工士 ＣＡＤ／ＣＡＭ等技工
経験や技術レベルに応じて自費技工に
も携わっていただきます。

パート労働者 株式会社ＳＨＡＰＥＳ　Ｄｅｎｔａｌ　Ｌａｂ
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

1,000円～1,200円
又は8時30分～19時30

静岡県三島市大場１２２－４

21

受付及び歯科助手 ・診療補助
・受付業務
・電話応対
・診療器具の片づけ、消毒

★☆★　急　募　★☆★

パート労働者 歯科シズオカクリニック
雇用期間の定めなし

時給

920円～980円
又は14時00分～19時00

静岡県三島市大場１２２－４

20

歯科助手 ・診療の補助
・受付、電話対応
・診療器具の準備、片付け
・診療器具の消毒、滅菌
・その他関連業務や雑務（院内清掃な
ど）

パート労働者 半田歯科医院
雇用期間の定めなし (1)14時00分～19時00

時給 (2)14時00分～19時00

1,200円～1,500円
又は8時45分～19時00

静岡県三島市御園４７１－２２

19

歯科衛生士 ・一般的な歯科衛生士業務
・診療の補助
・診療器具の消毒、滅菌
・その他関連業務や雑務（院内清掃な
ど）

パート労働者 歯科衛生士専門学校
卒業

半田歯科医院
雇用期間の定めなし (1)8時45分～12時30分

時給 (2)14時00分～17時00

1,400円～1,500円

静岡県三島市本町１番４２号

18

臨床検査技師 ＊主な仕事はＭＲＩ・採血になりま
す。

＊未経験の方でも丁寧に指導致します
ので安心してご応募下さい。

＊１８時終業で残業はほとんどありま

パート労働者 専門学校卒以上 中島クリニック
雇用期間の定めなし (1)8時30分～12時00分

時給 (2)14時30分～18時30

1,600円～1,800円
又は9時30分～18時30

静岡県三島市長伏２２４－５

17

正・准看護師 看護業務全般
訪問診察同行

パート労働者 おのえクリニック
雇用期間の定めなし (1)9時30分～13時30分

時給

930円～930円

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

16

看護助手 透析室での業務をしていただきます。
医師、看護師、臨床工学技士の補佐を
していただきます。
簡単な患者様の介助をしていただきま
す。
機材の滅菌消毒、透析の準備及び片付
け、検査の準備、カルテの準備をして

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

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

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

静岡県三島市中田町９－３０
日進プラザ２階２０９区画
「ペッピーキッズ日進プラザ第１
教室」

15

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団　静岡健生会
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～16時30分

時給 日常英会話程度の語
学力がある方1,600円～2,500円

又は14時00分～21時00

14

子ども英会話講師
［三島市／日進プラ
ザ第１教室］

直営の教室にて、幼児から高校生まで
の子どもを対象に
英会話のレッスンをしていただきま
す。
・英会話レッスン、文法レッスンの提
供
・会員、保護者対応　　　　・各種イ

パート労働者 イッティージャパンイースト株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

2/10



【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年4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: 03-6435-6116 従業員数 23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： 毎　週 時間外 あり 准看護師

求人番号: 13040-35851821 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 03-6435-6116 従業員数 23人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 介護職員初任者研修修了者

求人番号: 13040-35862421 各種保険： 労災 月平均 10時間 ホームヘルパー２級

     TEL: 03-6435-6116 従業員数 20人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 介護職員初任者研修修了者

求人番号: 13040-35865921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 ホームヘルパー２級

     TEL: 054-266-3216 従業員数 12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- 9413821 各種保険： 労災 月平均 15時間

     TEL: 055-988-3535 従業員数 51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- 2434221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-999-0123 従業員数 14人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22030- 3246821 各種保険： 労災 月平均 3時間

     TEL: 055-980-5422 従業員数 36人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 介護職員初任者研修修了者

求人番号: 22050- 2392921 各種保険： 労災 月平均 2時間 ホームヘルパー２級

     TEL: 055-988-3535 従業員数 51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- 2399421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-999-0123 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： その他 時間外 あり

求人番号: 22030- 3158721 各種保険： 労災 月平均 3時間

     TEL: 055-971-2944 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 精神保健福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 社会福祉士

求人番号: 22050- 2388221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-972-3221 従業員数 29人

年　　齢: 不問 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: 22050- 2425821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-972-3221 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 准看護師

求人番号: 22050- 2376121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-971-6006 従業員数 2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- 2483721 各種保険： 労災 月平均 

静岡県三島市一番町１７－１

時給

950円～950円

静岡県三島市川原ケ谷８３９－１

39

（請）掃除等（東急
ホテル内テナント）

・東急ホテル内テナント清掃業務
・掃除機、モップを使用します
・一人作業
・備品管理

パート労働者 交替制あり 鈴与セキュリティサービス株式会社　　三島支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時30分～9時15分

時給

1,300円～1,350円

静岡県三島市南本町２０番３０号

38

三島市老人福祉セン
ター臨時看護師（三
島市社会福祉協議
会）

三島市老人福祉センター利用者（６０
歳以上の高齢者）の対応業務等
・利用者の血圧測定など健康相談
・利用者のケガや体調不良の対応
・利用者の利用申請・受付業務
・利用者の月別集計表の作成など
・その他、庶務に関すること

パート労働者 社会福祉法人　三島市社会福祉協議会
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～15時30分

時給 (2)8時30分～17時00分

930円～930円

静岡県三島市泉町９－４８

37

三島市社会福祉会館
臨時職員（三島市社
会福祉協議会）

三島市社会福祉会館の夜間・休日の貸
出し及び管理業務等
・職員業務終了後及び休日の貸館・受
付・管理業務
・職員業務終了後及び休日の電話対応
・会館の一部清掃及び戸締り
・報告書の作成

パート労働者 交替制あり 社会福祉法人　三島市社会福祉協議会
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)17時00分～21時00

時給 精神保健福祉士、社
会福祉士、社会福祉
主事など

950円～1,500円
又は8時30分～17時00

静岡県三島市加茂川町３－３２「グループホームかもがわ」

36

生活支援員 障がいのある方の就労訓練、日中活動支援として、利用者と一緒にプログラムに参加し、活動のサポートや助言をして頂けたらと思います。パート労働者 交替制あり 就労継続支援Ｂ型事業所サラダボウル
雇用期間の定めなし (1)9時30分～15時30分

時給 (2)8時30分～17時00分 介護経験

920円～1,150円 (3)10時30分～19時00
又は7時00分～19時00

静岡県三島市徳倉２０８－１

35

介護職員（グループ
ホームかもがわ）

１フロア（ユニット）９名のご入居者
を介護するお仕事です。
食事作り・入浴介助・排泄介助（パッ
ト交換など）・体操のサポー
ト等、ご入居者が出来ないところを支
援します。
グループホームの生活支援は、ご入居

パート労働者 交替制あり 株式会社　日本ケアクオリティ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～15時30分

時給

920円～970円
又は8時00分～17時00

静岡県三島市萩１９６－１

34

デイサービス等の送
迎および介護補助

・施設利用者の送迎（ハイエース・軽
自動車の運転含む）。
・デイサービス利用者（ショートステ
イ、入所者も一部含み）の
　移動の付き添い介助等。
・送迎範囲は、三島市・長泉町方面

パート労働者 交替制あり 社会福祉法人　福思会「ふるさとの丘」
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給 (2)8時30分～17時30分 介護の経験があれば
大歓迎ですが、
経験がない方も是非

1,068円～1,118円 (3)9時00分～18時00分
又は8時00分～18時00

静岡県三島市徳倉３－１－５１「グループホームひかり」

33

デイサービス介護職
員（正規パート社
員）

◆高齢者デイサービスにて定員３５名
のご利用者を約８名の
　職員でサポートします。その日の気
分で選べるセレクト食や
　足を伸ばして入浴できる大浴場はご
利用される方に大変喜ば
　れています。

パート労働者 交替制あり 株式会社ユニマットリタイアメント・コ
ミュニティ　
みしまケアセンターそよ風

雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給 介護経験

1,380円～1,725円

静岡県三島市徳倉２０８－１

32

介護職員（夜勤専
従）（グループホー
ムひかり）

１フロア（ユニット）９名のご入居者
を介護するお仕事です。
食事作り・排泄介助（パット交換な
ど）・体操のサポート等、ご入
居者が出来ないところを支援します。
グループホームの生活支援は、ご入居
者とのコミュニケーションを

パート労働者 交替制あり 株式会社　日本ケアクオリティ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)16時30分～8時30分

時給 調理業務経験

920円～920円

静岡県三島市栄町１０－１４　遠
藤ビル１Ｆ
アサヒサンクリーン株式会社　三
島事業所

31

給食調理人 ・老人施設における厨房業務全般（利
用者へ提供する食事の調理、片付け、
食器等の洗浄、清掃など）
・食数等～朝食（約６５食）、昼食
（約１０５食）、夕食（約６５食）を
交代勤務により対応しています。

パート労働者 交替制あり 社会福祉法人　福思会「ふるさとの丘」
雇用期間の定めなし (1)9時00分～13時00分

時給

1,090円～1,150円

静岡県三島市加茂川町３３番３号
「あんしんホーム三島」「ケアス
テーションあさひ三島」

30

訪問入浴介護職員／
三島事業所（三島
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

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

1,013円～1,100円

静岡県三島市加茂川町３３番３号
「あんしんホーム三島」「ケアス
テーションあさひ三島」

29

≪急募！！≫介護ス
タッフ（日勤の
み）・パート／三島

○サービス付き高齢者向け住宅及びデ
イサービス
○身体介護（排泄・入浴・食事等）
○巡回、コール対応
○介護記録等

＊未経験からスタートした方が多数活

パート労働者 株式会社　ヴァティー
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給 (2)8時30分～17時30分 現場経験

1,013円～1,100円 (3)9時30分～18時30分

静岡県三島市加茂川町３３番３号
「あんしんホーム三島」「ケス
テーションあさひ三島」

28

≪急募！！≫介護ス
タッフ・パート／三
島

○サービス付き高齢者向け住宅及びデ
イサービス
○身体介護（排泄・入浴・食事等）
○巡回、コール対応
○介護記録等

＊未経験からスタートした方が多数活

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ヴァティー
雇用期間の定めなし (1)7時30分～16時30分

時給 現場経験

1,580円～1,780円27

≪急募≫看護スタッ
フ（三島）

○サービス付き高齢者向け住宅及びデ
イサービス
○ご利用者様の体調維持・管理・医療
的なケアを
　行って頂きます。
○医療機関・他職種職員連携をとり、
　全員で利用者様の生活をサポートし

パート労働者 交替制あり 株式会社　ヴァティー
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年4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: 055-980-1300 従業員数 48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- 2541621 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-975-3111 従業員数 400人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 社会福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 保健師

求人番号: 22050- 2464121 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 保育士

     TEL: 055-975-3111 従業員数 400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- 2362221 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0558-52-1423 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22110- 1125321 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-948-1525 従業員数 48人

年　　齢: 不問 休　　日： 月火水木金 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- 2413621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-948-1525 従業員数 48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- 2414921 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-948-1313 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: 22050- 2450221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 86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: 13090-11854421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 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: 13090-11889421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 86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: 13090-11915821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 86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: 13090-11961621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 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: 13090-11993421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-941-7963 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 美容師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030- 3154621 各種保険： 労災 月平均 

静岡県伊豆の国市寺家１００
　ビンズ・アイ韮山店

時給 美容師としての経験
１年以上1,000円～1,300円

又は9時00分～17時00

静岡県伊豆の国市長岡１０３５－
１
（伊豆長岡金城館）

52

美容師・スタイリス
ト（ビンズ・アイ韮
山店）

当社運営する美容室ビンズ・アイ韮山
店において、美容師の業務を担当して
頂きます。
・受付案内・レジ等の接客業務
・カット・カラー・パーマ業務（カ
ラーのみも可）
・その他営業に付随する業務

パート労働者 交替制あり 株式会社　ビンズ・アイ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

時給

1,150円～1,250円

静岡県伊豆の国市吉田１１７８
（大仁ホテル）

51

【短期募集】清掃／
伊豆長岡金城館

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～15時00分

時給

1,150円～1,250円

静岡県伊豆の国市吉田１１７８
（大仁ホテル）

50

【短期募集】清掃／
大仁ホテル

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～15時00分

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

1,400円～1,400円

静岡県伊豆の国市長岡１０３５－
１
（伊豆長岡金城館）

49

【短期募集】調理／
大仁ホテル

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)6時00分～10時00分

時給 (2)17時00分～22時00

1,150円～1,250円

静岡県伊豆の国市吉田１１７８
（大仁ホテル）

48

【短期募集】配膳・
下膳／伊豆長岡金城
館

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)6時00分～10時00分

時給 (2)17時00分～22時00

1,150円～1,250円

静岡県伊豆の国市古奈２８番地

47

【短期募集】配膳・
下膳／大仁ホテル

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)6時00分～10時00分

時給 (2)18時30分～20時30 旅館・ホテルの清掃
やアメニティ等の入
れ込み作業等の経験

920円～1,000円

静岡県伊豆の国市長岡２６０－１

46

客室清掃業務 チェックアウト後の館内清掃。大浴
場・客室・洗い場等を分担しての作
業。
家庭用の掃除機、モップ等を使用して
の作業です。

パート労働者 交替制あり 株式会社　クラブ・マナティー
雇用期間の定めなし (1)10時00分～13時30

時給

920円～1,000円
又は8時30分～17時00

静岡県伊豆の国市長岡２６０－１

45

山頂公園管理スタッ
フ

ロープウェイで上った山頂公園の管理のお仕事です。日常的な清掃作業の他、樹木の伐採や草刈りなども時には行います。パート労働者 交替制あり 大日　株式会社　伊豆パノラマパーク
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

920円～1,000円

静岡県伊豆の国市吉田１５３－１　アピタ大仁店

44

駐車場誘導スタッフ 土日祝日のみの駐車場誘導スタッフです。お客様の車を安全に誘導します。パート労働者 交替制あり 大日　株式会社　伊豆パノラマパーク
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時00分～15時00

時給 (2)10時00分～17時00

913円～1,000円
又は10時00分～21時00

静岡県三島市北田町４－４７

43

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

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

月給

924円～924円

静岡県三島市北田町４－４７

42

事務員（危機管理
課）

パートタイム会計年度任用職員（地方
公務員法第２２条の２第１項第１号）
危機管理課での事務補助（防災に係る
各種補助申請の受付等）、窓口・電話
対応等の業務、パソコンへのデータ入
力など

パート労働者 三島市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～16時00分

月給

1,059円～1,059円

静岡県三島市文教町１丁目３番１１２号

41

家庭児童相談室　相
談員（子育て支援
課）

パートタイム会計年度任用職員（地方
公務員法第２２条の２第１項第１号）

子育て支援課における相談及び窓口対
応等の事務。
主な内容
１　家庭児童相談業務

パート労働者 三島市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時00分

日給 (2)9時45分～17時15分 パソコン（ワード・
エクセル）操作は必
須です。

2,051円～2,089円40

事業所専門相談員 事業主に対し、各種助成金の活用及び
適正な支給、早期求人充足を目指した
以下の支援を実施する。
・各種助成金に係る受理、審査、支給
決定（事業所への指導含む）
・各種助成金不正受給等に係る事業所
訪問による調査

パート労働者 交替制あり 静岡労働局　三島公共職業安定所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～16時00分
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年4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: 0545-22-1660 従業員数 14人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22100- 3036121 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0558-76-3228 従業員数 195人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 看護師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22050- 2432721 各種保険： 労災 月平均 1時間

     TEL: 0558-76-3228 従業員数 195人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 2433821 各種保険： 雇用・労災・財形・その他 月平均 1時間

     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-  782921 各種保険： 労災・財形 月平均 

     TEL: 03-6435-6116 従業員数 23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： 毎　週 時間外 あり 准看護師

求人番号: 13040-35661421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-940-0011 従業員数 20人

年　　齢: 18歳以上 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： 毎　週 時間外 なし 介護職員初任者研修修了者

求人番号: 22050- 2439921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-948-5577 従業員数 36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- 2341921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-948-5577 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- 2343021 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-949-7121 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 月火水木 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- 2355521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-971-6006 従業員数 2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- 2485221 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-948-1411 従業員数 79人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 保育士 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- 2488321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-948-1411 従業員数 130人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 保健師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 看護師

求人番号: 22050- 2493221 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 精神保健福祉士

     TEL: 055-948-1411 従業員数 650人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 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: 22050- 2496321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県伊豆の国市長岡５２８

時給

918円～1,003円
又は7時45分～16時00

静岡県伊豆の国市田京　２９９－６

65

調理員 保育園給食調理・配膳業務、片付け
（盛り付け、野菜のキザミ、焼き物、
煮物等の作業）

パート労働者 伊豆の国市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,048円～1,202円

静岡県伊豆の国市長岡５２８
長岡保育園　他市内保育園

64

認知症対策支援員 認知症総合事業の一環として、保健福祉・こども・子育て相談センターに設置された認知症初期集中支援チームのチーム員として、在宅で認知症が疑われる方、また認知症と診断されても支援が困難な方の包括的観察・評価に基づく初期集中支援を行うために、訪問活動を実施し、地域包括支援センター、介護保険事業所、認知症基幹病院との連携による、必要な指導や助言実施。パート労働者 伊豆の国市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時15分

時給

1,003円～1,120円
又は7時15分～18時15

静岡県伊豆の国市韮山多田９８６－１

63

保育士（担任保育士
補助業務）

保育士業務。
担任保育士補助などの業務をしていた
だきます。

パート労働者 伊豆の国市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

915円～915円

静岡県伊豆の国市四日町３４８－
１

62

（請）警備員（ＮＸ
－ＴＥＣ伊豆）

研修生に対する受付対応
館内巡回・敷地内巡回
緊急対応
セキュリティ用のＰＣの取り扱い
専用車両で巡回

上記業務を行っていただきます。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 鈴与セキュリティサービス株式会社　　三島支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)17時15分～8時45分

時給

913円～920円

静岡県伊豆の国市田京９２９－５

61

（請）ビル・建物清
掃管理

日常清掃業務：自動洗浄機による機械清掃の他、店舗ダスト掛け、トイレ清掃、店舗ゴミ回収、駐車場のごみ回収等パート労働者 株式会社　東静ビル管理
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～11時00分

時給 (2)7時00分～15時30分

920円～990円 (3)11時00分～19時30

静岡県伊豆の国市長岡９９９－１

60

介護職（おおひと） グループホームで入所者の生活介護全
般を担当していただきます。
（入所者１８名）
・食事介助
・入浴介助
・排泄介助
・身体介助

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 有限会社　夢無限
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～17時30分

時給

920円～990円
又は7時00分～19時00

静岡県伊豆の国市原木７４４－１

59

介護職（伊豆長岡） 介護付き有料老人ホームの入居者の生
活介護全般
　・食事介助
　・入浴介助
　・排泄介助
　・その他生活に関する介助
※入居者定員は７８名です。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 有限会社　夢無限
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

日給

2,250円～2,375円
又は16時30分～9時00

静岡県伊豆の国市長岡１０１１－
６
「ふるさとホーム伊豆の国」「ケ
アステーションあさひ伊豆の国」

58

介護職員（夜間） 住宅型有料老人ホームの夜間介護職員の募集です。部屋数４２室。食事介助、服薬、排泄、夜間巡視。夜間２名体制（１名は宿直・男性）。パート労働者 交替制あり 株式会社　大静
リッツケアガーデン韮山雇用期間の定めなし

時給 現場経験

1,580円～1,780円

静岡県伊豆の国市全域の高齢者宅
※本人のご希望を考慮します。
（事務所には寄らず直接ご利用者
様のお宅へ伺い、終了後は自宅へ

57

≪急募！！≫看護ス
タッフ・パート／伊
豆の国

○サービス付き高齢者向け住宅及びデ
イサービス
○ご利用者様の体調維持・管理・医療
的なケアを
　行って頂きます。
○医療機関・他職種職員連携をとり、
　全員で利用者様の生活をサポートし

パート労働者 株式会社　ヴァティー
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

時給

1,610円～1,710円
又は8時00分～19時00

静岡県伊豆の国市田京２７０－１

56

ホームヘルパー【伊
豆の国市】

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 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)15時00分～20時00

920円～920円 (3)5時00分～10時00分

静岡県伊豆の国市田京２７０－１

55

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

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

時給 (2)8時30分～12時00分

1,420円～1,570円

静岡県伊豆の国市古奈２１３－３
パーラーツイン

54

看護師（外来） 業務内容
※　診察の補助
※　病棟との連携
※　カルテ等の確認作業
※　処置、指導の実施（注射　点滴
採血　検査）

パート労働者 公益財団法人　伊豆保健医療センター
雇用期間の定めなし (1)8時30分～13時00分

時給 パチンコ店での勤務
経験1,050円～1,200円

又は9時00分～22時30

53

パチンコ店サービス
業

パチンコ店での接客および機器操作、清掃となります。パート労働者 交替制あり 株式会社　ツイン
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年4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: 0558-87-1626 従業員数 26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 あり

求人番号: 22050- 2348421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 055-935-5575 従業員数 18人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22030- 3312621 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 0558-87-0009 従業員数 18人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 水他 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- 2342121 各種保険： 労災 月平均 30時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 55人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-12027421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 55人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-11887221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 55人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-11991221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0558-83-2310 従業員数 100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- 2387821 各種保険： 雇用・労災・健康 月平均 

     TEL: 0558-83-2310 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： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 2365321 各種保険： 雇用・労災・財形 月平均 10時間

     TEL: 0558-83-3500 従業員数 33人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 月火 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- 2361821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0558-83-3200 従業員数 46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 なし

求人番号: 22050- 2373321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 048-642-0982 従業員数 1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: 11030- 9377221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0558-75-8660 従業員数 70人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 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 介護福祉士

求人番号: 22050- 2524621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0558-75-8660 従業員数 70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- 2531321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県伊豆市湯ケ島９３９番４１

時給 (2)7時30分～16時30分

1,000円～1,200円 (3)10時00分～19時00

静岡県伊豆市湯ケ島９３９番４１

78

介護職員（特養）／
伊豆市

＜＜介護職員（特養）の内容として＞
＞

特別養護老人ホームに係るスタッフの
募集です。
利用者様の生活に関する援助全般を
行っていただきます。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　愛誠会　天城の杜
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)8時30分～17時30分

950円～1,150円
又は7時30分～17時30

静岡県伊豆市柏久保１３４０
「ペッピーキッズクラブ修善寺教
室」

77

デイサービス介護
パートナー

デイサービスの介護スタッフの募集で
す。
・デイ利用者様の介護（入浴・移動介
助）
・他レクリエーションや送迎もお願い
します。
　（普通車を用いて伊豆市内の送迎）

パート労働者 社会福祉法人　愛誠会　天城の杜
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時30分～16時30分

時給 日常英会話程度の語
学力がある方1,600円～2,500円

又は14時00分～21時00

静岡県伊豆市冷川１５２１－１０８

76

子ども英会話講師
［伊豆市／修善寺教
室］

直営の教室にて、幼児から高校生まで
の子どもを対象に
英会話のレッスンをしていただきま
す。
・英会話レッスン、文法レッスンの提
供
・会員、保護者対応　　　　・各種イ

パート労働者 イッティージャパンイースト株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

915円～915円
又は8時00分～16時00

静岡県伊豆市地蔵堂８４５－６７

75

マイクロバス運転手 お客様の送迎、伊東駅からゴルフ場ま
でのマイクロバスの運転
伊東駅発７時、８時　ゴルフ場発１５
時、１６時
朝の送迎後から午後の送迎までの間は
施設関係の手伝い

パート労働者 株式会社　神奈中スポーツデザイン　中伊豆グリーンクラブ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～15時00分

時給

1,000円～1,000円
又は9時00分～15時00

静岡県伊豆市下白岩１４３４

74

レストランホール
スッタフ

ゴルフ場のレストランにおいて下記の
業務を担当していただきます。

・注文、配膳、下膳をしていただきま
す。
・ホール内清掃業務をしていただきま
す。

パート労働者 変形（1年単位） 伊豆ハイツゴルフクラブ＆レジデンス株式会社
雇用期間の定めなし

時給 ホテルフロント経験
がございましたら歓
迎いたします。

913円～913円
又は21時00分～7時00

静岡県伊豆市下白岩１４３４

73

ナイトフロント ホテルワイナリーヒル内でナイトフロ
ントの仕事を担当していただきます。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） シダックス中伊豆ワイナリーヒルズ株式会
社雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 経験者優遇いたしま
す950円～1,000円

静岡県伊豆市八木沢３８６４番地
（伊東園ホテル土肥）

72

ホテル施設の客室清
掃

中伊豆ワイナリーヒルでの
・客室清掃

パート労働者 交替制あり シダックス中伊豆ワイナリーヒルズ株式会
社雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時00分～14時00

時給

1,150円～1,250円

静岡県伊豆市八木沢３８６４番地
（伊東園ホテル土肥）

71

【短期募集】清掃／
伊東園ホテル土肥

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～15時00分

時給 (2)17時00分～22時00

1,150円～1,250円

静岡県伊豆市八木沢３８６４番地
（伊東園ホテル土肥）

70

【短期募集】配膳・
下膳／伊東園ホテル
土肥

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

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

静岡県伊豆市青羽根３４９

69

【短期募集】洗い場
／伊東園ホテル土肥

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)7時00分～11時00分

時給 (2)7時00分～16時00分 料理が好きな方や、
お客様に喜んで頂く
ことを楽しめる方な

913円～913円 (3)3時00分～12時00分

静岡県伊豆市城５４－１
カドイケ中伊豆店

68

おはぎ、お弁当の調
理補助、レジ係

おはぎ作り、お弁当の調理補助、レジ
係、電話応対等をお願いします。経験
はなくても大丈夫です。お教えしま
す。

新規事業の「おはぎ」が人気で、各地
デパート等で催事販売が続々決まり、

パート労働者 交替制あり 森島米店
雇用期間の定めなし (1)8時00分～12時00分

時給

913円～1,300円
又は7時00分～21時00

静岡県伊豆市上船原１４００－１

67

スーパーマーケット
店員（中伊豆店）

当社スーパーマーケット「カドイケ中
伊豆店」において、
青果、精肉、鮮魚、惣菜、フロア（レ
ジ）のいずれかの業務を担当していた
だきます。

・バックヤードでの商品作り

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

時給

965円～1,000円
又は8時25分～17時30

66

部品の検査 マグネシウムダイカストメーカーとし
て、自動車・カメラ等の部品の外観検
査。
（０．１～０．２ｍｍの部品欠陥を目
視にて判定する検査もあります。）

パート労働者 株式会社ＳＴＧ　静岡工場
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時25分～17時30分
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年4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: 0558-83-3013 従業員数 12人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 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- 2473121 各種保険： 労災 月平均 介護福祉士

     TEL: 0558-25-0230 従業員数 0人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 6人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22110- 1012121 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0558-72-1111 従業員数 91人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 司書 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- 2412321 各種保険： 公災 月平均 

     TEL: 0558-72-1111 従業員数 91人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 小学校教諭免許（専
修・１種・２種）

就業場所: 

採用人数: 6人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 中学校教諭免許（専修・１種・２種）

求人番号: 22050- 2384121 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-946-6700 従業員数 60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- 2447921 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-941-7008 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： その他 時間外 なし

求人番号: 22030- 3363621 各種保険： 雇用・労災・健康 月平均 

     TEL: 055-978-2265 従業員数 84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- 2419221 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-979-1180 従業員数 10人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水日祝他 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- 2492821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-979-2315 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 木日祝 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- 2505521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-979-2315 従業員数 3人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 木日祝他 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- 2506421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-37-1928 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 水他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052-  746421 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-47-0028 従業員数 12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-  755321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-36-1111 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052-  745521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

静岡県伊東市川奈１４２８【小室山観光リフト】

時給

920円～920円

静岡県伊東市湯川５７１‐１９　伊東マリンタウン２階

91

リフト案内係兼機械
整備係

○小室山観光リフトの案内、リフト乗
降車の補助
○リフト機械設備のメンテナンス（ネ
ジ締めなど）
○リフト周辺の環境整備
　（草刈りなど：草刈り機などの機械
操作有り）

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 東海自動車　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時10分～16時10分

時給 (2)11時00分～18時00

950円～1,050円 (3)14時00分～20時00
又は10時00分～20時00

静岡県伊東市猪戸１－５－４７

90

接客・配膳【伊東】 道の駅「伊東マリンタウン」２Ｆの和
食の食事処
『伊豆中　ばんばん食堂　伊東マリン
タウン店』での接客・配膳の業務で
す。
・席へのご案内
・オーダーを取る

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

時給 (2)10時00分～15時00

1,000円～1,100円

静岡県田方郡函南町上沢７４－２

89

販売スタッフ　◆急
募◆

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

○商品の陳列
○お客様への商品案内
○レジ打ち、商品の包装

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

時給 経験者（５年以上）

1,000円～1,500円
又は9時00分～18時30

静岡県田方郡函南町上沢７４－２

88

歯科助手 診療助手

診療支度・片付け

パート労働者 渡辺歯科クリニック
雇用期間の定めなし

時給 経験者

1,500円～1,500円
又は9時00分～18時30

静岡県田方郡函南町上沢２５－２

87

歯科衛生士 歯科衛生士業務 パート労働者 渡辺歯科クリニック
雇用期間の定めなし

時給 歯科衛生士としての
経験・知識・技能1,200円～1,300円

又は9時00分～18時30

静岡県田方郡函南町塚本　９６１

86

歯科衛生士 診療補助及び予防処置
歯科診療における歯科医師の補助や歯
周治療の初期治療としての歯石除去・
ブラッシング指導・歯面清掃などを行
う。

パート労働者 いで歯科医院
雇用期間の定めなし

時給 パソコン操作（エク
セル、ワード）がで
きる方。窓口や電話

949円～1,115円
又は8時15分～14時00

静岡県田方郡函南町柏谷１０５４
－５
むすびの函南柏谷

85

非常勤嘱託員（事務
員）

高等学校事務室に関する補助的業務を
担当していただきます。
年度当初の繁忙期における増員です。
・窓口や電話対応等の接遇
・パソコンを使用した事務処理の補助
・その他指示された業務等

パート労働者 静岡県立田方農業高等学校
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時15分～15時00分

時給 就労支援継続Ｂ型で
の勤務950円～950円

又は9時00分～17時00

静岡県田方郡函南町間宮６８６－３

84

支援員（むすび函南
柏谷）

就労継続支援Ｂ型　むすび函南柏谷で
の就労訓練の為の作業支援、利用者
様・ご家族様の相談対応、送迎などを
行っていただきます。

また「むすび」の就労支援員として農
作業やカフェ（２０２２年３月オープ

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

時給 ホームページ変更等
管理出来る方大歓
迎。

950円～1,000円

静岡県伊豆市八幡５００番地の１

83

一般事務 簡単な事務処理。


パート労働者 株式会社　風
雇用期間の定めなし (1)9時00分～13時00分

時給

925円～1,088円
又は8時30分～17時15

静岡県伊豆市八幡５００番地の１

82

学校支援員 ＜学校支援員業務＞
市内の小中学校、義務教育学校で児童
生徒の学習支援をしていただきます。
クラスの担任の補助として、席を回っ
て生徒の学習の状況の確認や支援をし
たり、生活支援（低学年の生徒に対し
て席に座らせる等）をしていただきま

パート労働者 伊豆市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 学校図書館勤務の経
験を有する人
司書教諭、図書館司

925円～1,088円
又は8時30分～17時15

大仁料金所・熊坂料金所（修善寺道路）

81

学校司書 ＜学校図書館司書＞
市内小中学校、義務教育学校図書館の
蔵書管理および読書活用の推進

パート労働者 伊豆市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)8時00分～7時59分

1,000円～1,000円

静岡県伊豆市本立野５３１－１城山活動支援センター内

80

有料道路通行料金の
収受業務（修善寺道
路）４／１～

○修善寺道路の大仁料金所及び熊坂料
金所での料金収受・
　道路上の巡回パトロール他、それに
付随する業務
（勤務地は２ヶ所をローテーションで
勤務）
　

パート労働者 伊豆警備保障株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～20時00分

時給 ヘルパー経験

920円～1,070円
又は8時00分～18時00

79

訪問介護員 ・伊豆市内（修善寺・天城湯ヶ島・中
伊豆）の介護を希望するお宅に訪問
し、家事援助や身体介助をする仕事で
す。

・自家用車で訪問する、直行・直帰す
る事もできます。

パート労働者 交替制あり 社会福祉法人伊豆市社会福祉協議会
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: 0557-36-5503 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052-  749921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 06-4792-3282 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 27010-17935521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-54-3117 従業員数 7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: 22052-  752221 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： 他 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 2347521 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-95-8080 従業員数 4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 あり

求人番号: 22110- 1105821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 7時間

     TEL: 0557-54-1678 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-  756621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-55-7000 従業員数 7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: 22052-  775021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-55-7000 従業員数 15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-  776721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-55-7000 従業員数 6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: 22052-  777821 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-51-9166 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 月他 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-  783121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-6731-0131 従業員数 103人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 13070-20634121 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 03-5979-5911 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 なし

求人番号: 13090-12032821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 48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: 13090-12041221 各種保険： 労災 月平均 

静岡県伊東市寿町２－４
（伊東園ホテル別館）

時給 (2)18時00分～23時00

1,150円～1,250円

静岡県伊東市寿町１番１号
（伊東園ホテル松川館）

104

【短期募集】洗い場
／伊東園ホテル別館

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)7時00分～11時00分

時給 (2)18時00分～23時00

1,150円～1,250円

静岡県伊東市富戸１３１７－５２
４３
　エクシブ伊豆

103

【短期募集】洗い場
／伊東園ホテル松川
館

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)7時00分～11時00分

時給

1,400円～1,400円
又は7時00分～22時00

静岡県伊東市富戸１０９４－１２

102

【ＧＷ期間】会員制
ホテルでの洗い場ま
たは調理補助／伊豆

（１）洗い場→食器洗い洗浄機を使用
して食器洗浄係
（２）調理補助→レストランでの簡単
な仕込み盛り付けなど
未経験者歓迎！幅広い年齢層の方が活
躍中！

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

950円～1,200円

静岡県伊東市富戸１３１７－５８
４
【グランピング　伊豆シャボテン
ヴィレッジ】

101

ペンションの清掃業
務

ペンションの清掃業務全般
○客室清掃
　掃除機がけ、ゴミ集め、ベッドメー
キング
　水回りの拭き上げ清掃、備品の補充
など
○共用部分の清掃

パート労働者 お宿　癒楽里
雇用期間の定めなし (1)9時30分～13時00分

時給

1,000円～1,200円

静岡県伊東市富戸１３１７－５８
４
【伊豆シャボテンヴィレッジ内】

100

グランピングの食事
サービス・片付け全
般

○施設内グランピングの夕食の準備
○各テントへの配膳・片付け等
　（シェフの作った料理を配膳する作
業です）
※場合により、洗浄作業をお願いする
こともあります。
○カートに乗り、各テントへの移動を

パート労働者 株式会社　伊豆ドリームビレッジ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)13時00分～20時30

時給 (2)9時30分～14時00分

1,200円～1,500円

静岡県伊東市富戸１３１７－５８
４
【ダイニングカフェ　ＬａＣｈｉ
ｃ】

99

グランピング施設、
及びホテル客室清掃

グランピング施設、及びホテル内部屋
清掃のお仕事がメインです。
ベッドメイク、部屋清掃、風呂清掃、
トイレ清掃
共有スペースの清掃も頼むことがあり
ます。


パート労働者 交替制あり 株式会社　伊豆ドリームビレッジ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時00分～14時00

時給 (2)10時00分～14時00

1,000円～1,200円 (3)9時00分～16時00分

静岡県伊東市八幡野１１８４－３３

98

調理補助業務 ダイニングカフェ『Ｌｅ　Ｃｈｉｃ』
（本社事務所に隣接）での
調理補助業務、洗い場（洋食がメイ
ン）

食器の準備、簡単な包丁作業、盛り付
け、調理器具等の洗い物などを行いま

パート労働者 交替制あり 株式会社　伊豆ドリームビレッジ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～11時00分

時給 (2)9時00分～17時00分

930円～930円
又は9時00分～17時00

静岡県伊東市八幡野１１７８－１０

97

フラワーショップス
タッフ

生花販売店の業務全般のお仕事です。
・生花の販売、接客対応、レジ対応
・花束やアレンジメントの制作
・園芸品の管理、水やりなど
・スーパーなどへの納品
◎入社後は配達を中心に業務を行って
頂きます。

パート労働者 交替制あり 有限会社　花徳
雇用期間の定めなし (1)9時00分～13時00分

時給

950円～950円

静岡県伊東市鎌田７６７－１０

96

みやげ・海産物販売
（伊豆高原店）

自社工場製造の海産物、みやげ物の販
売。

商品の試食のお勧めやご案内、レジ対
応（バーコード式）、包装、陳列など
行っていただきます。


パート労働者 変形（1ヶ月単位） 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)12時00分～17時00

1,000円～1,100円
又は10時00分～21時30

静岡県伊東市八幡野１１３９－４

95

ステーキ店のキッチ
ン及びホールスタッ
フ

【ホール】
注文はタッチパネル、バッシングは配
膳ロボット！
お会計は、自動釣銭機なので安心で
す。
・お席へのご案内
・料理の提供　など

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)10時00分～15時00

時給 (2)13時00分～17時00

920円～1,200円 (3)13時00分～19時00

静岡県伊東市宇佐美２１１１－１
１００円ショップ　シルク　宇佐
美店

94

販売員 衣料品・寝具・雑貨・食料品等の商品
を取扱う店での販売、接客対応、レジ
作業、品出し等の業務です。

その他、休憩室・駐車場・トイレ清掃
なども行います。


パート労働者 交替制あり ミロー　伊豆高原店
雇用期間の定めなし (1)9時30分～13時30分

時給 (2)17時00分～20時15

920円～970円

静岡県伊東市湯川５７１－１９
伊東マリンタウン
　『海友』

93

１００円ショップの
販売スタッフ（シル
ク宇佐美店）

１００円ショップでの販売業務（品出
し・発注・接客・レジ）
（１）商品補充、品出し、商品陳列
（２）レジ関連業務
　　（１００均レジは操作簡単、レジ
入門者にも最適）
（３）在庫確認と発注作業（品切商

パート労働者 株式会社　ワッツ東日本販売
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)13時00分～20時15

時給 (2)9時00分～19時00分

950円～970円 (3)8時30分～20時00分
又は8時30分～18時00

92

販売、レジ対応　◆
急募◆

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

パート労働者 交替制あり 株式会社　やいま
『　海友　』雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年4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 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 なし

求人番号: 13090-11796721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 48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: 13090-11800021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 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 なし

求人番号: 13090-11828821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 48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: 13090-11831921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 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 なし

求人番号: 13090-11879521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 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 なし

求人番号: 13090-11903621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 48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: 13090-11907721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 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 なし

求人番号: 13090-11922721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 調理師 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: 13090-11937921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 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 なし

求人番号: 13090-11949821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 48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: 13090-11951321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 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 なし

求人番号: 13090-11973721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-33-1311 従業員数 50人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052-  735821 各種保険： 労災 月平均 10時間

静岡県伊東市富戸１００７－２１

時給 (2)18時00分～21時00

1,000円～1,100円

静岡県伊東市寿町１番１号
（伊東園ホテル松川館）

117

レストランスタッフ ホテルのレストランでのお仕事です
○受付、ご案内
○テーブルセッティング
○料理の提供
○グラスなど小物類の洗い物

※客室数：１８室

パート労働者 交替制あり 株式会社　サンザ
『ウブドの森　伊豆高原』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

1,150円～1,250円

静岡県伊東市寿町２－４
（伊東園ホテル別館）

116

【短期募集】清掃／
伊東園ホテル松川館

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～15時00分

時給

1,150円～1,250円

静岡県伊東市松川町１－１２
（伊東園ホテル）

115

【短期募集】清掃／
伊東園ホテル別館

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～15時00分

時給

1,150円～1,250円

静岡県伊東市寿町１番１号
（伊東園ホテル松川館）

114

【短期募集】清掃／
伊東園ホテル

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～15時00分

時給 (2)17時00分～22時00

1,150円～1,250円

静岡県伊東市寿町１番１号
（伊東園ホテル松川館）

113

【短期募集】調理補
助／伊東園ホテル松
川館

・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ヶ月未満）(1)6時00分～10時00分

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

1,400円～1,400円

静岡県伊東市寿町２－４
（伊東園ホテル別館）

112

【短期募集】調理／
伊東園ホテル松川館

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)6時00分～10時00分

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

1,400円～1,400円

静岡県伊東市松川町１－１２
（伊東園ホテル）

111

【短期募集】調理／
伊東園ホテル別館

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)6時00分～10時00分

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

1,400円～1,400円

静岡県伊東市寿町１番１号
（伊東園ホテル松川館）

110

【短期募集】調理／
伊東園ホテル

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)6時00分～10時00分

時給 (2)17時00分～22時00

1,150円～1,250円

静岡県伊東市寿町２－４
（伊東園ホテル別館）

109

【短期募集】配膳・
下膳／伊東園ホテル
松川館

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)6時00分～10時00分

時給 (2)17時00分～22時00

1,150円～1,250円

静岡県伊東市松川町１－１２
（伊東園ホテル）

108

【短期募集】配膳・
下膳／伊東園ホテル
別館

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)6時00分～10時00分

時給 (2)17時00分～22時00

1,150円～1,250円

静岡県伊東市寿町２－４
（伊東園ホテル別館）

107

【短期募集】配膳・
下膳／伊東園ホテル

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)6時00分～10時00分

時給

1,150円～1,250円
又は8時00分～21時00

静岡県伊東市松川町１－１２
（伊東園ホテル）

106

【短期募集】フロン
ト・予約／伊東園ホ
テル別館

・チェックイン、チェックアウトの手
続き、精算業務
・電話やインターネットを中心とした
宿泊予約の対応等
先輩がゼロから丁寧に教えますので、
未経験の方も安心してご応募いただけ
ます。

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

時給

1,150円～1,250円
又は8時00分～21時00

105

【短期募集】フロン
ト・予約／伊東園ホ
テル

・チェックイン、チェックアウトの手
続き、精算業務
・電話やインターネットを中心とした
宿泊予約の対応等
先輩がゼロから丁寧に教えますので、
未経験の方も安心してご応募いただけ
ます。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年4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: 0557-33-1311 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： その他 時間外 なし

求人番号: 22052-  736221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-33-1311 従業員数 50人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052-  737521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-35-9034 従業員数 62人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052-  739321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-35-9034 従業員数 62人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052-  740121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 082-577-0035 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 調理師 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: 34010-16108421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-47-1700 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 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: 22052-  761521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-51-1115 従業員数 94人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22052-  741021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-51-0888 従業員数 43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-  773921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-36-9069 従業員数 59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： その他 時間外 なし ホームヘルパー２級

求人番号: 22052-  781621 各種保険： 労災・財形 月平均 

     TEL: 0557-54-9988 従業員数 150人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052-  757921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0557-44-5830 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： その他 時間外 あり

求人番号: 22052-  734721 各種保険： 労災 月平均 2時間

     TEL: 0557-36-3200 従業員数 1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： その他 時間外 なし

求人番号: 22052-  743821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-78-1137 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： その他 時間外 なし

求人番号: 22052-  748621 各種保険： 労災 月平均 

又は9時30分～14時00

静岡県伊東市岡１１８９番地１１
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ホテル・保養所の客
室清掃、共用部清掃

伊東市内のホテル・保養所の客室清
掃、及び共用部清掃のお仕事です。

●客室清掃
　掃除機かけ、ゴミ集め、客室内水回
りの拭き上げ清掃、
　アメニティー補充　等

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

時給 マンション管理員の
経験、マンション協
会主催講習受講者

950円～950円

静岡県伊東市吉田５０１‐１
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マンション管理員業
務

管理組合の作業指示を受けて下記業務
を行います。
１．館内外の清掃等の日常業務
２．資源ゴミ収集を含むゴミ出し
３．保守点検業務受け入れ管理（エレ
ベーター点検・営繕等）


パート労働者 ダイアパレス南伊東管理組合法人
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～12時00分

静岡県伊東市内（各ホテル・旅館・保養所・民宿）

時給

1,100円～1,200円

時給 (2)10時00分～19時00

950円～1,300円

静岡県伊東市八幡野１０２７
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介護職員 家庭的な雰囲気の中、入居者様の日常
生活のお世話（食事、排泄、
入浴、外出の支援）や入居者様が快適
に過ごして頂けるよう支援していきま
す。
◇１ユニット（９名様）に対し、約７
名体制で１日４～５名でケア

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

時給 医療事務の経験あれ
ば尚可1,100円～1,200円

伊東市・熱海市全域の高齢者宅
※本人のご希望を考慮します。
（事務所には寄らず直接ご利用者
様のお宅へ伺い、終了後は自宅へ
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医療事務【診療所】
（公休１０日／月）

○外来診療・入院・在宅医療まで幅広
く対応している診療所における医療事
務業務です。

○施設入居者・職員の健康診断に関す
る業務もあります。　


パート労働者 一般財団法人　日本老人福祉財団　伊豆高原〈ゆうゆうの里〉
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時30分

時給

1,610円～1,710円
又は8時00分～19時00

静岡県伊東市荻７７２－１
『特別養護老人ホーム　奥野苑』
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ホームヘルパー【伊
東・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。

★サービス提供責任者が、
　仕事に慣れるまでは同行しますので

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)17時00分～19時00

1,000円～1,000円

静岡県伊東市富戸１３１７－１３
　伊豆シャボテン動物公園
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食事介助スタッフ
【奥野苑】　★未経
験者歓迎

特別養護老人ホームにおける、入所者
様の食事介助等を行います。
　◆１日２時間～４時間のお仕事で
す。
　◆特別な介護技術がなくても大丈夫
です！
　◆身体介護はありません！

パート労働者 社会福祉法人　城ヶ崎いこいの里
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時30分～9時30分

時給 (2)8時35分～16時20分

940円～940円

静岡県伊東市宇佐美１９３５
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販売えさの準備【伊
豆シャボテン動物公
園】

飼育している動物にお客様が与える販
売用のえさを準備する仕事です。
〇動物の餌切などのセット
（動物によって切り方など異なりま
す。）
〇セットした餌容器に入れて、園内の
指定箇所へ運ぶ

パート労働者 交替制あり 株式会社　伊豆シャボテン公園
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時35分～17時20分

時給

913円～1,000円

静岡県伊東市大原静岡県伊東市大
原２丁目１番１号
伊東市役所高層棟　８階　食堂
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セントラルキッチン
での食品加工

本社に併設するセントラルキッチン内
において
運営する飲食店で提供する料理の下ご
しらえを行います。
魚類の加工が主となります。（魚をお
ろす、刺身の冊取りなど）
※機械を使う作業もあります。

パート労働者 株式会社　マリンスポーツオフィス
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給 お仕事としての調理
経験913円～1,000円

又は9時00分～15時00

静岡県伊東市湯川４丁目２－１５
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調理／伊東市／伊東
市役所

伊東市役所食堂での調理業務。

約６０～８０食を３～４人体制で調
理。
食堂メニューの簡単な調理・切込み・
盛付・洗浄・片付など。

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

時給 (2)17時00分～21時00

1,200円～1,200円

静岡県伊東市湯川４丁目２－１５
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レストランの接客係 レストランにて食事の提供

○ホテル内レストランにおいて、朝食
と夕食の提供をする
　仕事です。

※朝食：バイキング料理

パート労働者 交替制あり 東京信用販売株式会社　ホテル伊東パウエル
雇用期間の定めなし (1)6時00分～10時30分

時給

1,000円～1,000円

静岡県伊東市富戸１００７－２１
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清掃係　◆急募◆ ホテル内客室清掃業務です。
和室・洋室・和洋室の３タイプがあり
ます。
●トイレ清掃
●浴室清掃
●客室に掃除機をかける
●アメニティー用品のセット

パート労働者 東京信用販売株式会社　ホテル伊東パウエル
雇用期間の定めなし (1)10時00分～13時30

時給 (2)10時00分～16時00

1,000円～1,100円 (3)18時00分～22時00

静岡県伊東市富戸１００７－２１
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フロントスタッフ ホテルのフロントでのお仕事です
○ワンちゃんとの接客
○簡単な清掃
○チェックイン・チェックアウト

※客室数：１８室


パート労働者 交替制あり 株式会社　サンザ
『ウブドの森　伊豆高原』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～1,100円
又は10時00分～16時00
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清掃 清掃会社が行った清掃後の客室チェッ
クが主な仕事です

○チェックインまでの間にチェック作
業を行います。

○その他、ガラス・網戸等の清掃、

パート労働者 株式会社　サンザ
『ウブドの森　伊豆高原』雇用期間の定めなし (1)10時00分～16時00
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