
【熱海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: 0557-47-0028 従業員数 16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-  753521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-47-0028 従業員数 16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-  754421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-80-1361 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 火木金土日 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- 2332321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-82-8171 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 木日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2278621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     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- 2206721 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- 2062021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-81-8849 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- 2477221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-83-5678 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 水他 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- 2369021 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-83-5678 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 水他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 2240821 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-81-5035 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 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: 22050- 2408021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-975-1315 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 2354221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-975-1315 従業員数 15人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 2317621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-975-1315 従業員数 15人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 2019921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 
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接客・配膳【熱海】 熱海駅ビル「ラスカ熱海」３Ｆの和食
の食事処
『伊豆中　ばんばん食堂　熱海店』で
の接客業務です。
・席へのご案内
・オーダーを取る
・料理や飲み物を運ぶ（定食が主で

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

950円～1,050円
又は10時00分～20時00

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

洗い場【熱海】 熱海駅ビル「ラスカ熱海」３階の和食
の食事処
『伊豆中　ばんばん食堂　熱海店』で
の洗い場業務です。
食事後の食器を簡単に水洗いし食器洗
浄機（洗い～乾燥）に入れます。
洗い終わった食器を所定の位置に片付

パート労働者

友和組合　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～12時00分

時給 (2)11時00分～18時00

950円～1,050円 (3)17時00分～21時00
又は10時00分～21時00

≪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） 

静岡県熱海市田原本町１１－１
熱海駅ビル「ラスカ熱海」３Ｆ
　伊豆中　ばんばん食堂　熱海店

時給 紙製品製造に伴う、
機器の取り扱い経験
者

1,000円～1,200円

静岡県熱海市伊豆山七尾１１７３

4

紙製品製造 ボール箱製作の為、紙の断裁・罫線入
れ・組立作業を行う。
また、貼り箱製作の為、紙を巻く糊付
け機（ステッチャー機）の
調整作業を行う。また、関連する紙貼
り機・断裁機の調整も
行って頂きます。

パート労働者 株式会社セト
雇用期間の定めなし (1)8時00分～15時00分

変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊豆中
雇用期間の定めなし (1)11時00分～15時00

時給 (2)8時00分～17時00分

1,000円～1,100円

静岡県熱海市田原本町１１－１
熱海駅ビル「ラスカ熱海」３Ｆ
　伊豆中　ばんばん食堂　熱海店

3

たくあん漬けの製造
（パッケージ作業の
み）

お願いするのは、たくあんのパッケー
ジング作業です。ライン作業では無く
主に座り仕事です。
たくあん漬けを包丁で整形して袋入れ
したのち、サイズごとに計量・分別す
る簡単な作業です。

パート労働者

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

静岡県熱海市東海岸町７－１７

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

913円～1,000円

静岡県熱海市昭和町２０－５

7

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


パート労働者 株式会社　山田屋水産
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

時給

920円～920円
又は9時00分～23時00

静岡県熱海市田原本町６－４

9

温泉まんじゅう及び
土産物の販売

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

接客が好きな人大歓迎します。

土日のみ勤務の方も歓迎

パート労働者 交替制あり 有限会社　桜井商店
雇用期間の定めなし (1)8時30分～16時00分

時給 (2)9時00分～16時30分

1,030円～1,080円

静岡県熱海市咲見町１０－１

8

温泉まんじゅう製造
手伝い

自家製温泉まんじゅうの製造ラインの
補助及びまんじゅう包餡機の片付けを
お願いします。

誰でも出来る単純作業です。

未経験の方も歓迎。

パート労働者 交替制あり 有限会社　桜井商店
雇用期間の定めなし (1)8時30分～16時00分

時給

920円～1,000円
又は9時00分～17時45

静岡県熱海市田原本町６－４

10

土地の名産品販売 対面で干物、菓子、土産品等を販売するお仕事です。やる気のある方お話好きな方、接客が得意な方を特に募集しています。明るく気持ちよくお客様に接してくださる方大歓迎です。パート労働者 有限会社　丸福名産店
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時45分

時給 (2)9時00分～16時30分

1,030円～1,080円

静岡県熱海市田原本町３－６

12

料理の仕込み 店舗開店前の仕込み作業。
主に茶わん蒸しの製造をお願いいたし
ます。

パート労働者 株式会社　北海物産
雇用期間の定めなし (1)9時00分～11時00分

時給 未経験の方でも始め
られるシュークリー
ム作りのお仕事で

1,000円～1,100円
又は10時00分～17時00

静岡県熱海市田原本町６番６号

11

シュークリームの製
造及び販売

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

パート労働者 交替制あり 株式会社　北海物産
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給 (2)17時00分～20時30

1,000円～1,200円
又は9時00分～20時30

静岡県熱海市田原本町３－６

13

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

1,200円～1,200円

静岡県熱海市田原本町３－６

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: 047-496-3235 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 月火水木金他 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: 12090- 4868321 各種保険： 労災 月平均 1時間

     TEL: 03-3505-3020 従業員数 9人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13040-25736021 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 03-3505-3020 従業員数 7人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13040-25785021 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-28-0175 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 2142021 各種保険： 労災・健康 月平均 

     TEL: 0557-81-6112 従業員数 85人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2468221 各種保険： 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- 2469521 各種保険： 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- 2470321 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- 2471621 各種保険： 雇用・労災 月平均 5時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 95人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-12026521 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: 13090-12030021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 142人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-12031721 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: 13090-12033221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 79人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-12039121 各種保険： 労災 月平均 

静岡県熱海市田原本町９－１熱海第一ビルＢ１Ｆ

15

ナイトフロントス
タッフ（熱海シーフ
ロント）

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

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

時給 (2)12時00分～19時00

950円～950円14

ワンズレンタカー直
営店の運営業務全般
の店舗スタッフ／熱
海

◎レンタカー店舗業務として、予約確認・車輌準備（洗車・　点検など）を行って頂きます。パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ワンズネットワーク
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時00分～19時00分

時給

1,000円～1,250円

静岡県熱海市渚町１４－１２
リブマックスリゾート熱海シーフ
ロント

16

ナイトフロントス
タッフ（熱海Ｏｃｅ
ａｎ）

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

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

時給

1,000円～1,250円

静岡県熱海市網代６２７ー９３５

18

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ヶ月以上）(1)6時00分～13時00分

時給

1,100円～1,200円
又は11時00分～15時00

静岡県熱海市渚町２２－１０
リブマックスリゾート熱海Ｏｃｅ
ａｎ

17

貸別荘の利用後清
掃、利用前準備

貸別荘の宿泊客利用後の清掃、利用前の準備 パート労働者 海彩テラス熱海
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

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

19

客室清掃・ハウス
キーピング

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

パート労働者 交替制あり オリックス・ホテルマネジメント株式会社

ホテルミクラス・大月ホテル和風館

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時30分～15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

21

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ヶ月以上）

時給 接客の経験

1,100円～1,200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

20

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ヶ月以上）

時給 (2)18時00分～23時00

1,150円～1,250円

静岡県熱海市東海岸町３－１９　　　　　　　　　　　　　　　　ホテルミクラス

22

【短期募集】洗い場
／ホテル大野屋

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

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

時給 接客の経験

1,100円～1,200円
又は6時00分～22時00

静岡県熱海市咲見町６－１
（アタミシーズンホテル）

24

【短期募集】洗い場
／伊東園ホテル熱海
館

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

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

時給 (2)18時00分～23時00

1,150円～1,250円

静岡県熱海市和田浜南町３－９
（ホテル大野屋）

23

【短期募集】洗い場
／アタミシーズンホ
テル

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

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

時給 (2)18時00分～23時00

1,150円～1,250円

静岡県熱海市田原本町４－１６
（伊東園ホテル熱海館）

25

【短期募集】洗い場
／ウオミサキホテル

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

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

時給 (2)18時00分～23時00

1,150円～1,250円

静岡県熱海市昭和町１０－３３
（熱海金城館）

時給 (2)18時00分～23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）

26

【短期募集】洗い場
／熱海金城館

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)7時00分～11時00分
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【熱海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 79人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-11801721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-11806321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 142人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-11812521 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: 13090-11814321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 95人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-11818021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-11824921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 79人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-11835821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-11842721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 142人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-11880321 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: 13090-11882921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 95人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-11888521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 79人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-11910621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-11912121 各種保険： 労災 月平均 

27

【短期募集】フロン
ト・予約／熱海金城
館

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

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

時給

1,150円～1,250円
又は8時00分～21時00

静岡県熱海市昭和町１０－３３
（熱海金城館）

28

【短期募集】フロン
ト・予約／熱海
ニューフジヤホテル

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

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

時給

1,150円～1,250円
又は8時00分～21時00

静岡県熱海市田原本町４－１６
（伊東園ホテル熱海館）

30

【短期募集】フロン
ト・予約／アタミ
シーズンホテル

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

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

時給

1,150円～1,250円
又は8時00分～21時00

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

29

【短期募集】フロン
ト・予約／伊東園ホ
テル熱海館

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

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

時給

1,150円～1,250円
又は8時00分～20時00

静岡県熱海市咲見町６－１
（アタミシーズンホテル）

31

【短期募集】フロン
ト・予約／ホテル大
野屋

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

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

時給

1,150円～1,250円
又は8時00分～21時00

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

33

【短期募集】配膳・
下膳／熱海金城館

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

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

時給

1,250円～1,250円
又は20時00分～9時00

静岡県熱海市和田浜南町３－９
（ホテル大野屋）

32

【短期募集】ナイト
フロント／熱海
ニューフジヤホテル

・お客様対応
・内線電話対応
・夜間の館内巡回
・大浴場のチェック等
先輩がゼロから丁寧に教えますので、
未経験の方も安心してご応募いただけ
ます。

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

時給 (2)17時00分～22時00

1,150円～1,250円

静岡県熱海市昭和町１０－３３
（熱海金城館）

34

【短期募集】配膳・
下膳／熱海ニューフ
ジヤホテル

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

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

時給 (2)17時00分～22時00

1,150円～1,250円

静岡県熱海市田原本町４－１６
（伊東園ホテル熱海館）

36

【短期募集】配膳・
下膳／アタミシーズ
ンホテル

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

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

時給 (2)17時00分～22時00

1,150円～1,250円

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

35

【短期募集】配膳・
下膳／伊東園ホテル
熱海館

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

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

時給 (2)17時00分～22時00

1,150円～1,250円

静岡県熱海市咲見町６－１
（アタミシーズンホテル）

37

【短期募集】配膳・
下膳／ホテル大野屋

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

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

時給 (2)17時00分～22時00

1,150円～1,250円

静岡県熱海市昭和町１０－３３
（熱海金城館）

39

【短期募集】調理／
熱海ニューフジヤホ
テル

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

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

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

1,400円～1,400円

静岡県熱海市和田浜南町３－９
（ホテル大野屋）

38

【短期募集】調理／
熱海金城館

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

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

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

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

1,400円～1,400円

3/8



【熱海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 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: 13090-11923821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 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: 13090-11930721 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 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: 13090-11935321 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 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: 13090-11938121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 95人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 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: 13090-11941521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 79人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-11952621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-11956721 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: 13090-11972021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 142人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-11974821 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: 13090-11987621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 95人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-11992521 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- 2395721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-81-6185 従業員数 35人

年　　齢: 不問 休　　日： 木他 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- 2404321 各種保険： 労災・財形 月平均 10時間

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40

【短期募集】調理／
伊東園ホテル熱海館

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

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

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

42

【短期募集】調理補
助／ウオミサキホテ
ル

・食材の仕込み
・料理の盛り付け等
簡単な補助業務をお任せします。
先輩がゼロから丁寧に教えますので、
未経験の方も安心してご応募いただけ
ます。
１０代～７０代の幅広い年齢層の方が

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

時給 (2)17時00分～22時00

1,150円～1,250円

静岡県熱海市田原本町４－１６
（伊東園ホテル熱海館）

41

【短期募集】調理補
助／熱海ニューフジ
ヤホテル

・食材の仕込み
・料理の盛り付け等
簡単な補助業務をお任せします。
先輩がゼロから丁寧に教えますので、
未経験の方も安心してご応募いただけ
ます。
１０代～７０代の幅広い年齢層の方が

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

43

【短期募集】調理補
助／アタミシーズン
ホテル

・食材の仕込み
・料理の盛り付け等
簡単な補助業務をお任せします。
先輩がゼロから丁寧に教えますので、
未経験の方も安心してご応募いただけ
ます。
１０代～７０代の幅広い年齢層の方が

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

時給 (2)17時00分～22時00

1,150円～1,250円

静岡県熱海市和田浜南町３－９
（ホテル大野屋）

45

【短期募集】清掃／
熱海金城館

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

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

時給 (2)17時00分～22時00

1,150円～1,250円

静岡県熱海市咲見町６－１
（アタミシーズンホテル）

44

【短期募集】調理補
助／ホテル大野屋

・食材の仕込み
・料理の盛り付け等
簡単な補助業務をお任せします。
先輩がゼロから丁寧に教えますので、
未経験の方も安心してご応募いただけ
ます。
１０代～７０代の幅広い年齢層の方が

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

時給

1,150円～1,250円

静岡県熱海市昭和町１０－３３
（熱海金城館）

46

【短期募集】清掃／
熱海ニューフジヤホ
テル

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

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

時給

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）

48

【短期募集】清掃／
伊東園ホテル熱海館

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

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

時給

1,150円～1,250円

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

47

【短期募集】清掃／
ウオミサキホテル

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

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

時給

1,150円～1,250円

静岡県熱海市田原本町４－１６
（伊東園ホテル熱海館）

49

【短期募集】清掃／
アタミシーズンホテ
ル

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

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

時給

1,150円～1,250円

静岡県熱海市和田浜南町３－９
（ホテル大野屋）

51

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)9時00分～15時00分

時給

1,150円～1,250円

静岡県熱海市咲見町６－１
（アタミシーズンホテル）

50

【短期募集】清掃／
ホテル大野屋

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

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

時給 (2)16時30分～22時30

950円～950円

静岡県熱海市下多賀１４１

52

洗い場 簡単な盛り付け
ご飯炊き
皿洗い（食洗器使用）
食器の準備

パート労働者 交替制あり 株式会社　新かど旅館
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9時00分～19時00

静岡県熱海市小嵐町１４－８
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【熱海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: 0557-81-0241 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- 2379821 各種保険： 労災 月平均 10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: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 2299821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-80-4050 従業員数 64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- 2308321 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-81-2121 従業員数 25人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2259221 各種保険： 雇用・労災 月平均 13時間

     TEL: 0557-80-4050 従業員数 64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- 2280721 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-86-1045 従業員数 37人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2236321 各種保険： 労災・その他 月平均 2時間

     TEL: 0538-43-9000 従業員数 15人

年　　齢: 18歳～59歳 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- 2684521 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- 2192721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-81-2121 従業員数 25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 あり

求人番号: 22050- 2195521 各種保険： 雇用・労災 月平均 13時間

     TEL: 0557-68-3151 従業員数 50人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2157621 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 0557-68-3151 従業員数 50人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2164321 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 0557-68-3151 従業員数 50人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2165621 各種保険： 労災 月平均 20時間

     TEL: 0557-85-0051 従業員数 20人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 2119821 各種保険： 労災・健康 月平均 

静岡県熱海市紅葉ガ丘町７－６

54

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)15時00分～21時00

1,200円～1,200円53

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

家庭的な小規模旅館で高齢者の方も元

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

日給

1,062円～1,062円

静岡県熱海市下多賀１４１

55

ナイトフロント ナイトフロント業務をしていただきま
す。
＊夜間と早朝にホテルのフロント業務
をしていただきます。
＊巡回業務をしていただきます。

パート労働者 交替制あり ハートピア熱海（株式会社アヤハレークサイドホテル）
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)20時00分～8時00分

時給

1,000円～1,200円
又は7時30分～21時00

静岡県熱海市中央町１４－９

57

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

パート労働者 交替制あり ハートピア熱海（株式会社アヤハレークサイドホテル）
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)6時00分～10時00分

日給 (2)15時00分～20時00 マナー講習

1,500円～1,875円

静岡県熱海市伊豆山７１７－１８

56

旅館スタッフ【調理
スタッフ】

電話主に６時から９時、１５時から２
０時。
当社はお客様からの料理評価が高い旅
館です。
持っている技術をさらに磨き上げるこ
とができます。
勤務年数を重ねることにより、

パート労働者 変形（1年単位） 悠　株式会社（熱海温泉　山木旅館）
雇用期間の定めなし (1)6時00分～9時00分

時給 簡単なパソコン入力

1,100円～1,200円

静岡県熱海市伊豆山７１７－１８

58

ホテル客室内の清
掃、ベッドメイク

ホテル客室内の清掃、ベッドメイクを
お願いしています。



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

時給 (2)10時00分～14時00

1,000円～1,000円 (3)15時00分～19時00

静岡県熱海市西熱海町１丁目５－
１６　
　絶景掛け流しの宿　熱海月右衛
門

60

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

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

日給

1,142円～1,142円

静岡県熱海市春日町１２－４

59

ナイトフロント／熱
海月右衛門

ナイトフロント業務になります。
＜主な仕事内容＞
・施設巡回
・夜間お客様対応　
・定時の館内巡回
・夜間雑務等　
　

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)22時00分～7時00分

日給 マナー講習

1,000円～1,250円

静岡県熱海市上多賀１０２７－７９

61

旅館スタッフ【ナイ
トフロント】パート
タイム

夜間の館内巡回をしていただき、異常
がないか確認していただきます。

また夜間のフロント業務も兼務してい
ただきますが難しい業務はありませ
ん。


パート労働者 変形（1年単位） 悠　株式会社（熱海温泉　山木旅館）
雇用期間の定めなし (1)20時00分～8時00分

時給

1,100円～1,200円

静岡県熱海市下多賀　６６０

63

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

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

時給 (2)15時00分～18時30

915円～950円

静岡県熱海市中央町１４－９

62

調理補助 お客様提供するお食事の調理補助・盛
り付け
食材・食器管理

パート労働者 伊豆網代温泉　松風苑（サンユー建設　株式会社）
雇用期間の定めなし (1)6時00分～10時30分

時給 (2)16時00分～21時00

915円～1,500円

静岡県熱海市下多賀　６６０

64

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

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

時給 (2)15時00分～20時00

915円～1,300円

静岡県熱海市咲見町８－９

時給 (2)21時00分～9時00分

1,000円～1,100円 (3)9時30分～15時30分

静岡県熱海市下多賀　６６０

65

コンドミニアムホテ
ルのフロント　宿泊
清掃

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

パート労働者 交替制あり 株式会社咲見クラブ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～21時00分
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【熱海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 79人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-10479921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 79人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-10480721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-81-3651 従業員数 29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- 2061121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 090-6301-5838 従業員数 0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- 1951921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-85-2000 従業員数 70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- 2293321 各種保険： 雇用・労災 月平均 5時間

     TEL: 0557-85-2000 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: 22050- 2294621 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 03-3544-0351 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13010-28596921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-81-6407 従業員数 13人

年　　齢: 不問 休　　日： 火他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 2331421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-28-0111 従業員数 5人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 2258821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-81-6304 従業員数 1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- 2159121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 052-222-7377 従業員数 7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: 23020-18800721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-81-6407 従業員数 13人

年　　齢: 不問 休　　日： 火他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1987021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-38-5058 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 なし

求人番号: 22052-  599021 各種保険： 労災 月平均 

66

ホテルの客室清掃ス
タッフ／熱海金城館

・シーツやタオル類の交換や回収
・浴室や洗面台等の拭き上げ
・掃除機かけ
・アメニティ用品の補充等
一人ですべてを仕上げるものではな
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

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

時給 (2)18時00分～23時00

920円～920円

静岡県熱海市昭和町１０－３３
（熱海金城館）

67

ホテルの洗い場ス
タッフ／熱海金城館

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～11時00分

時給

920円～920円
又は9時00分～15時00

静岡県熱海市春日町１－２

69

ホテル客室清掃・日
常清掃

客室清掃、ベッドメイク
及び共用部の清掃

パート労働者 博海サービス株式会社本社
雇用期間の定めなし (1)10時00分～12時00

時給

950円～1,000円

静岡県熱海市昭和町１０－３３
（熱海金城館）

68

食器洗浄スタッフ ・食器の洗浄
・食器の管理
・簡単な盛り付け

和風温泉旅館での調理部でのお仕事で
す。
お料理の簡単な盛り付け、食器の洗浄

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 熱海温泉　湯宿一番地（志ほみや観光株式会社）
雇用期間の定めなし (1)6時30分～21時00分

時給 配膳又はホール経験
等1,000円～1,400円

又は16時30分～20時30

静岡県熱海市昭和町７ー１

70

接客係（料飲サービ
ス）

朝又は夕食、宴会等での配膳等接客
サービス
・お客様の席へのご案内
・料理の配膳やドリンクの提供サービ
ス
・テーブルの片付けやセッティング
・お客様のご依頼された接客に関する

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)6時30分～10時30分

時給 ホテル清掃経験

1,100円～1,200円
又は13時00分～15時00

静岡県熱海市春日町７－３９

72

配膳・食器洗浄／熱
海市

保養所厨房にて食器洗浄業務を担当し
て頂きます
簡単な配膳のお手伝いもお願い致しま
す。

・配膳
・食器洗浄、食器片づけ

パート労働者 交替制あり コンパスグループ・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30分～9時30分

時給 調理師又は調理補助
経験者歓迎1,000円～1,200円

静岡県熱海市春日町７－３９

71

調理補助業務（中国
料理部門）

・野菜調理
・料理盛り込み作業
・洗い物、清掃等

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)16時30分～20時30

時給 (2)17時00分～22時00

1,000円～1,050円

静岡県熱海市泉元宮上分字平沢台
４２１－２４５
伊藤忠健康保険組合　熱海伊豆山
荘　厨房

73

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

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

時給 (2)17時00分～21時00

1,000円～1,200円

静岡県熱海市田原本町２－１１　マリーンライフ２０１

75

飲食業（ホールス
タッフ）

ホールのお仕事です。
お客様のご案内、接客、配膳などをし
て頂くお仕事です。

パート労働者 交替制あり 食事処祇園
雇用期間の定めなし (1)11時30分～15時30

時給

1,100円～1,300円
又は10時00分～22時00

静岡県熱海市田原本町２－６

74

飲食店サービス販売
テイクアウト

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

パート労働者 合同会社　ＬＥＯＮＥ９
雇用期間の定めなし

時給

930円～1,000円

静岡県熱海市田原本町５－５

76

調理補助パート
（請）／熱海市

病院における食事サービス提供業務
調理・盛付・配膳・下膳・洗浄・清掃
などをお任せします。

わからないことや確認したいことはお
気軽にお尋ねください。


パート労働者 交替制あり 日清医療食品　株式会社　名古屋支店
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

1,000円～1,000円
又は12時00分～16時00

静岡県熱海市田原本町２－６

78

調理・接客【熱海
店】

しらすを中心とした海鮮丼店での業務
です。

【簡単な調理】
○自社加工されている商品の盛り付け
る
（包丁を使用する調理作業はほぼあり

パート労働者 交替制あり 株式会社　Ｈｉ　Ｂｒｉｄｇｅ（ハイ　ブ
リッジ）
『どろめ』

雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

時給 (2)16時00分～22時00

1,000円～1,050円

静岡県熱海市泉１７－１
熱海ちとせ病院
内　当社事業所

77

ホール接客係 ホールでの接客業務
・配膳
・片付け
・レジ精算　他

　
★　　急　募　　★

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

静岡県熱海市田原本町３－１７
【どろめ　熱海店】

時給

1,000円～1,100円
又は10時00分～15時00
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【熱海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: 0557-84-2777 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 木他 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- 2350121 各種保険： 労災 月平均 1時間

     TEL: 0557-84-2777 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 木他 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- 2352721 各種保険： 労災 月平均 1時間

     TEL: 022-791-1220 従業員数 3人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 04010-16361821 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 03-5338-0210 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13080-22456321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-80-3712 従業員数 58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- 2418821 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 0557-67-5550 従業員数 32人

年　　齢: 59歳以下 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 栄養士

求人番号: 22050- 2274221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-36-9069 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052-  666421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-81-2322 従業員数 60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 介護福祉士

求人番号: 22050- 1977921 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: 14010-16140721 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： 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: 14010-16143521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 045-520-1300 従業員数 11人

年　　齢: 65歳以下 休　　日： 祝他 理学療法士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 作業療法士

求人番号: 14010-15689821 各種保険： 労災 月平均 言語聴覚士

     TEL: 0557-81-6325 従業員数 13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: 22050- 2005821 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-81-6325 従業員数 13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: 22050- 2006221 各種保険： 労災 月平均 

時給 飲食店接客の経験の
ある方。大歓迎
蕎麦が好きな方。大

950円～1,100円79

洗い場、調理補助
（そば店）

洗い場、簡単な調理補助 パート労働者 株式会社　そばの坊
雇用期間の定めなし (1)11時00分～16時30

静岡県熱海市桃山町２６－２
ＭＯＡ美術館内茶の庭

81

エステティシャン・
セラピスト

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

＊主な業務内容＊

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

時給 飲食店接客の経験の
ある方、大歓迎。
蕎麦が好きな方、大

950円～1,100円

静岡県熱海市桃山町２６－２
ＭＯＡ美術館内茶の庭

80

配膳・レジ等（そば
店）

配膳・接客・レジ等 パート労働者 株式会社　そばの坊
雇用期間の定めなし (1)11時00分～16時30

時給

1,000円～1,100円

静岡県熱海市東海岸町３－１９
ホテルミクラス

82

西熱海ゴルフ／ゴル
フ場でのキャンペー
ンイベントスタッフ

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

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

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

時給 エステティシャン、
アロマエステなどの
実務経験

1,000円～1,500円

静岡県熱海市伊豆山字七尾原１１７３－１７２

84

調理員 有料老人ホーム（３０名程度）におけ
る厨房業務全般です

・食事の調理（野菜刻み、盛り付け
等）及び提供

・食器洗浄

パート労働者 交替制あり 株式会社フレンズ南熱海
雇用期間の定めなし (1)6時00分～9時00分

時給

920円～1,050円
又は8時30分～17時00

静岡県熱海市熱海１８００
西熱海ゴルフコース

83

介護職員 通所リハビリ施設利用者の下記介護業
務全般

・食事の介助、入浴の介助、排泄の介
助
・レクリエーション活動
・送迎者の運転添乗など

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団　静寿会　　　介護老人保健施設　菜の花
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

時給

1,050円～1,270円
又は8時00分～17時00

静岡県熱海市下多賀８４２番４

85

介護職員（デイサー
ビス）【熱海】

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

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

時給 (2)9時30分～13時30分 厨房業務経験者（施
設、病院、学校での
経験があれば尚可）

950円～1,050円 (3)15時00分～18時30
又は6時00分～18時30

静岡県熱海市西熱海町１丁目２４－１

87

【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

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)9時00分～17時00分 介護施設でのヘル
パー業務経験1,180円～1,430円 (3)11時00分～19時00

又は7時00分～19時00

静岡県熱海市緑ガ丘町９番７号
【フルーズ　熱海】

86

介護職 介護職として、下記業務を担当してい
ただきます。
・生活支援（食事介助、入浴介助、排
泄介助）
・入居者の健康管理
・入居者の自立のためのサービス
・生活サービス

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)7時00分～15時00分

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

静岡県熱海市清水町１８－３

88

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)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　当法人施設

90

生活支援員 ・利用者の方の生活（見守り等）や軽
作業のお手伝い
・利用者の送迎（１～５人程度）
・送迎範囲は熱海近隣
・簡単な事務作業（記録用紙に必要事
項記入など）


パート労働者 社会福祉法人　緑葉会　陽光の園
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

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

89

専門的支援スタッフ
【熱海ひかり】

・障がいをお持ちの児童の成長を支援
するお仕事です

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

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

時給 (2)15時00分～17時30

950円～950円
又は7時30分～17時30

静岡県熱海市緑ガ丘町１３番１２号

91

送迎ドライバー ・利用者の朝、夕５人程度の送迎
・送迎範囲は熱海市近隣（往復約１時
間３０分程度）
・利用者の方の乗車時の支援
・送迎車の洗車、掃除



パート労働者 社会福祉法人　緑葉会　陽光の園
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

950円～950円
又は8時30分～17時15

静岡県熱海市緑ガ丘町１３番１２号
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 03-3274-1126 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13010-25835221 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 03-3274-1126 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13010-25850821 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 03-3274-1126 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13010-25859721 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 03-3274-1126 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13010-25862321 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 03-3274-1126 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13010-25870621 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 0557-85-2810 従業員数 11人

年　　齢: 74歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 2386721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-81-7101 従業員数 104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- 2356421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-85-2810 従業員数 4人

年　　齢: 74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- 2336021 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 03-3836-1551 従業員数 41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- 4163021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 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- 2179221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-991-1155 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- 2093621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-991-1155 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 2095121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-991-1155 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- 2096021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

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）

93

車両スタッフ／大江
戸温泉物語／あたみ
／静岡県熱海市

【仕事内容】

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


パート労働者 交替制あり 大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツ株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

時給 (2)15時00分～21時00

930円～1,200円 (3)9時00分～18時00分92

フロント／大江戸温
泉物語／あたみ／静
岡県熱海市

【仕事内容】

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

パート労働者 交替制あり 大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツ株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)12時00分～21時00

時給 (2)17時30分～21時30

950円～1,100円

静岡県熱海市咲見町８－３
大江戸温泉物語あたみ（当社施
設）

94

洗い場／平日のみ／
１日４時間／大江戸
温泉物語／あたみ

【仕事内容】

・レストランや調理場で使用する食器
等の洗浄
・洗い場の清掃
・整理整頓


パート労働者 交替制あり 大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツ株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)7時30分～11時30分

時給

960円～1,250円
又は8時00分～18時00

静岡県熱海市咲見町８－３
大江戸温泉物語あたみ（当社施
設）

96

洗い場スタッフ／土
日／４時間／大江戸
温泉物語／あたみ

【仕事内容】

・レストランや調理場で使用する食器
等の洗浄
・洗い場の清掃
・整理整頓


パート労働者 交替制あり 大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツ株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)7時30分～11時30分

時給 (2)7時30分～22時00分

960円～1,250円 (3)17時00分～22時00

静岡県熱海市咲見町８－３
大江戸温泉物語あたみ（当社施
設）

95

レストランスタッフ
／大江戸温泉物語／
あたみ／静岡県熱海
市

【仕事内容】

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

パート労働者 交替制あり 大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツ株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)6時00分～21時30分

時給

915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）

97

（請）ホテル日常清
掃

ホテル共用部清掃。
各所、分担して作業します。

熱海駅までの送迎をしていますので、
通勤に便利です。

週３日から５日の勤務可能です。

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

時給 (2)17時30分～21時30

950円～1,100円

静岡県熱海市東海岸町（＊下記参照）

99

（請）マンション日
常清掃

・マンション共用部（廊下、階段等）
の清掃。
・浴場（男女）の清掃。
・各階にあるゴミ集積所の回収・清
掃。

＊週４日位のローテーション勤務にな

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)8時00分～17時00分

時給

1,100円～1,100円
又は7時00分～16時00

静岡県熱海市伊豆山８２４ー５
東急ハーヴェストクラブ

98

（請）公共トイレの
清掃

熱海市内の公共施設（公園等）のトイ
レ清掃のお仕事です。
７か所あるトイレを基本的に午前中に
１回清掃します。
季節により（ゴールデンウイーク期間
及び夏季）午前と午後で
２回～３回の作業になります。

パート労働者 交替制あり 株式会社　アイビックス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)8時20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２６２
ヴィンテージ熱海桃山

100

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の折り返し
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

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55分～16時05分

時給 (2)8時00分～12時00分

915円～950円

静岡県熱海市伊豆山七尾原１１７
３番８号

102

（請）ホテルの客室
清掃

ベッドメイキング
床掃除機がけ
トイレ・洗面台の清掃
備品補充　　　　　　他

パート労働者 交替制あり 株式会社　エーワン　静岡支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)10時00分～15時00

時給

913円～913円

静岡県熱海市田原本町１１番地１号

101

（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

静岡県熱海市小嵐町１５－９
レクトーレ熱海小嵐

103

（請）ホテルの客室
清掃

ベッドメイキング
床掃除機がけ
トイレ・洗面台の清掃
備品補充　　　　　　他

パート労働者 交替制あり 株式会社　エーワン　静岡支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)10時00分～15時00

静岡県熱海市熱海１７３９－３５
パサニアホテル棟２７階　石のや
熱海

時給

1,100円～1,200円

時給

1,100円～1,200円

静岡県熱海市桃山町１１－４４
レクトーレ熱海桃山

104

（請）ホテルの客室
清掃

床掃除機がけ
トイレ・洗面台清掃
ベッドメイク
備品補充他

パート労働者 交替制あり 株式会社　エーワン　静岡支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時30分～15時30分

時給

1,100円～1,200円
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