
【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年5月11日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 0557-48-9678 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： その他 時間外 なし

求人番号: 22052-  885421 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- 2942421 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- 2657121 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-82-2410 従業員数 52人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 2641721 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-82-3577 従業員数 13人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水日 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 2653421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-81-5550 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 水日祝 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- 2988921 各種保険： 労災 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- 3352021 各種保険： 雇用・労災 月平均 2時間

     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- 2989621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0465-74-4511 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： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 14160- 2549821 各種保険： 雇用・労災 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: 13080-34516121 各種保険： 雇用・労災 月平均 二級建築士

     TEL: 0557-86-1193 従業員数 4人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 火水他 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- 3323321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 20人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13080-27307921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 22人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13080-27361221 各種保険： 雇用・労災 月平均 

静岡県熱海市田原本町１１－１
ラスカ熱海３階
当社：ラスカ熱海店

時給

1,200円～1,500円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱
海第一ビル９階
ロイヤルリゾート株式会社　熱海
駅前店

13

営業サポート（営業
事務）／ラスカ熱海
店

熱海で圧倒的なシェア率を誇るロイヤ
ルリゾート！！
リゾートの住まいに特化した不動産仲
介を行っております。

事務業務をはじめ、みんなで取り組む
「お店づくり」まで、

パート労働者 ロイヤルリゾート株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

時給 (2)10時00分～17時00

1,200円～1,500円

静岡県熱海市田原本町８－９

12

営業サポート（営業
事務）／熱海駅前店

熱海で圧倒的なシェア率を誇るロイヤ
ルリゾート！！
リゾートの住まいに特化した不動産仲
介を行っております。

事務業務をはじめ、みんなで取り組む
「お店づくり」まで、

パート労働者 ロイヤルリゾート株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

時給 普通自動車免許

1,000円～1,200円
又は9時30分～17時30

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

11

不動産仲介営業 ○営業事務
　・不動産営業の事務サポート
　・チラシ作成、Ｗｅｂサイトへの入
力
　・ＤＭ作成等
　・その他営業関係事務


パート労働者 アタミリゾートナビ株式会社
雇用期間の定めなし

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１１－１
ラスカ熱海１階
　当社　小田原吉匠　ラスカ熱海
店

10

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 ※レジ操作・電子マ
ネー操作経験のある
方歓迎

1,040円～1,040円
又は8時00分～20時30

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

9

鯵の唐揚げの製造・
販売／熱海市田原本
町【小田原吉匠】

●小田原吉匠（おだわらきっしょう）
の店舗で、鯵の唐揚げの販売
　調理のお仕事です。／対面販売での
接客、パック詰め、レジ操作
　※調理は丁寧に研修します。未経験
の方もご安心ください。
　※制服を貸与します。

パート労働者 交替制あり 小田原まるさ株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)15時00分～19時00 ・厨房での業務経験

913円～1,000円

静岡県熱海市田原本町１１－１
駅ビル「ラスカ」

8

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

時給 (2)9時00分～16時00分 接客経験あれば尚可

1,040円～1,040円
又は9時00分～19時00

静岡県熱海市梅花町７－９

7

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)11時00分～19時00

時給

1,100円～1,200円
又は8時00分～11時00

静岡県熱海市小嵐町９－５１

6

食品卸売・玉子焼き
製造販売

簡単な商品納品及び簡単な事務作業 パート労働者 不二食品　株式会社
雇用期間の定めなし (1)7時30分～10時30分

時給 冷凍車での配送経
験。鮮魚の取り扱
い。

950円～1,050円
又は6時30分～15時30

静岡県熱海市桜木町７－６

5

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

パート労働者 かね哲水産株式会社
雇用期間の定めなし

時給

913円～1,200円

静岡県熱海市昭和町２０－５

4

定時制昼日勤タク
シー乗務員

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


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

交替制あり マルコシ製菓　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～13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

3

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 紙製品製造に伴う、
機器の取り扱い経験
者

1,000円～1,200円

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

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

静岡県熱海市田原本町３－１０
　『饅頭総本山　源楽　熱海店』

2

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

時給 (2)12時00分～17時00

930円～930円 (3)8時00分～17時00分
又は8時00分～17時00

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

和スイーツの販売員
【熱海駅前】

本社工場で作られてきたお饅頭や和ス
イーツを、お客様に説明・試食して頂
き、レジにてご購入して頂く販売のお
仕事です。
簡単な包装作業、湯茶の接待もありま
す。


パート労働者

1/8



【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年5月11日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0557-68-3344 従業員数 3人

年　　齢: 69歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 2814321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-3505-3020 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13040-41220521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-3505-3020 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13040-40333721 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 20人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 14010-17980521 各種保険： 雇用・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- 3199421 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- 3200821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 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： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 3210521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 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- 3211421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5256-1880 従業員数 1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: 13010-41170521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 078-993-3580 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 28200- 2016321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 078-993-3580 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 28200- 2018921 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 なし

求人番号: 22050- 3308621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-68-3151 従業員数 50人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 3429421 各種保険： 雇用・労災 月平均 

静岡県熱海市下多賀　６６０

時給

950円～950円

静岡県熱海市小嵐町１４－８

26

客室清掃 客室清掃並びに共用トイレ掃除をお願いします。パート労働者 伊豆網代温泉　松風苑（サンユー建設　株式会社）
雇用期間の定めなし (1)9時30分～13時30分

時給 (2)16時30分～22時30

950円～950円

静岡県熱海市泉４１１－２９２

25

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 (2)16時00分～21時00

1,030円～1,030円

静岡県熱海市泉４１１－２９２

24

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

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

時給 (2)17時00分～21時00 レストランホール業
務経験1,200円～1,500円

静岡県熱海市桃山町１１－２０
当社　熱海保養所

23

レストランホール係 ○保養所でのレストランホール業務全
般をお願いします

　＊レストランホールで食事・飲み物
の提供
　＊片づけ作業
＊その他、付随する業務あり

パート労働者 交替制あり 株式会社　フレディアホテルマネジメント
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～10時00分

時給 ホテル、旅館等の勤
務経験者歓迎
ガーデニング（等）

1,000円～1,000円

静岡県熱海市田原本町９－１

22

保養所の管理人補佐
／静岡県熱海市

保養所の建物室内清掃業務、掃除、洗
濯、食器洗い、買い物業務、来客前準
備、来客後の片付け、庭園の手入れ、
清掃、落ち葉掃き等

※仕事上分からないことがあれば、管
理人が色々と教えてくれますので、気

パート労働者 株式会社　エコシスホールディングス
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～17時00分

時給 (2)13時00分～16時30

930円～950円

静岡県熱海市林ガ丘町２－１６

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

950円～1,000円

静岡県熱海市林ガ丘町２－１６

20

（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

950円～1,000円

静岡県熱海市田原本町９－１

19

（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

静岡県熱海市田原本町９－１　熱
海第一ビル９階
当社　熱海駅前店

18

（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

1,100円～1,500円

静岡県熱海市渚町２２－８

17

営業サポート事務
（営業事務）／熱海
駅前店

＜店舗の「顔」として明るく丁寧な接
客を＞
営業社員のサポート業務をお任せいた
します。
★未経験でも安心のサポート体制が
整っています。


パート労働者 神奈川ロイヤル　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

時給

1,100円～1,100円

静岡県熱海市渚町２２－８

16

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

1,000円～1,000円

静岡県熱海市下多賀４９５

15

パーキングスタッフ
（熱海Ｏｃｅａｎ）

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

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

920円～920円14

清掃員 共用部の清掃（浴場清掃を含む） パート労働者 白鳥マンション管理組合法人
雇用期間の定めなし (1)8時00分～12時00分
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年5月11日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0557-81-3561 従業員数 40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- 3252421 各種保険： 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: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 3265021 各種保険： 雇用・労災 月平均 13時間

     TEL: 0557-55-7008 従業員数 15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- 3118921 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- 3079921 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- 3083521 各種保険： 労災・健康 月平均 

     TEL: 0557-81-6185 従業員数 35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- 3001321 各種保険： 労災・財形 月平均 

     TEL: 0557-28-3679 従業員数 113人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2962921 各種保険： 労災 月平均 10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- 2972021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-3201-6655 従業員数 10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: 13010-38306221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-941-5222 従業員数 21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- 2786121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-43-9000 従業員数 15人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22090- 3222321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-43-9000 従業員数 15人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22090- 3261521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 054-335-4854 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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22040- 3188521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

静岡県熱海市相の原町３－１
中銀ライフケア梅園台１６号館

時給 (2)7時30分～13時00分 ・ホールスタッフ

1,000円～1,100円
又は15時00分～19時30

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

39

ホールスタッフ／熱
海市相の原町

（請負業務）
■高齢者用マンション内食堂のホール
スタッフ
　お客様がオーダーされたお食事をお
席まで運ぶお仕事。
　その他管理業務
＊求人内容について不明な点がありま

パート労働者 交替制あり 一富士フードサービス株式会社　　静岡営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～11時00分

時給 (2)17時00分～22時00 経験者優遇

1,000円～1,200円
又は7時00分～22時00

静岡県熱海市西熱海町１－５－１
６
　絶景掛け流しの宿　熱海月右衛
門

38

調理補助／パート／
熱海月右衛門（熱海
市）

お客様の夕食・朝食における簡単な調
理補助業務です。

＜主な仕事内容＞
・食材の仕込み
・料理の盛り付け　など


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

時給

1,000円～1,300円
又は7時00分～22時00

静岡県熱海市田原本町１１－１
ラスカ熱海２階

37

接客／パート／熱海
月右衛門（熱海市）

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

パート労働者 株式会社　マックスジャパン
雇用期間の定めなし

時給 (2)10時00分～16時00

1,000円～1,100円
又は15時00分～21時00

静岡県熱海市上多賀９８０－１
シャトーテル赤根崎

36

ベーカリーカフェ
ホールスタッフ（ラ
スカ熱海）

【ベーカリーカフェホールスタッフの
業務内容】

＊パンの陳列、販売
＊レジ業務、パンの袋詰め等
＊ドリンクの作成提供
＊店内の清掃

パート労働者 交替制あり Ｒ＆Ｍリゾート株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～14時00分

時給

950円～950円

静岡県熱海市梅園町２８－１８

35

リゾートマンション
清掃員／シャトーテ
ル赤根崎

マンション共用部の清掃、部屋清掃等
週４日程度のお仕事です。



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～13時00分

時給 (2)14時30分～17時30 サービス経験者優遇

1,250円～1,400円 (3)17時45分～21時00

静岡県熱海市水口町２－１３－１

34

サービススタッフ お客様をお出迎えするための準備・接
客サービス
フロント業務や配膳業務などサービス
全般

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)6時45分～10時00分

時給

1,050円～1,050円
又は10時00分～17時00

静岡県熱海市小嵐町１４－８

33

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

２名でペアを組んでいただき、客室回

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

時給

1,000円～1,000円

静岡県熱海市和田浜南町５－８

32

客室清掃 客室清掃
・トイレ、浴室などの掃除
・窓拭き
・ダスティング
・掃除機掛け

＊ベッドメイキングなどは有りませ

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)9時30分～14時30分

時給

913円～913円

静岡県熱海市和田浜南町５－８

31

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

913円～913円
又は18時00分～20時00

静岡県熱海市上多賀１０２７－７９

30

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ヶ月未満）(1)9時00分～15時00分

時給

1,100円～1,200円
又は15時00分～22時00

静岡県熱海市中央町１４－９

29

朝食・ディナース
タッフ

調食の準備、サービス、後片付けを行
い。レストランフロアの清掃、等全般
を行って頂きます。

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)8時00分～15時00分

時給 (2)15時00分～19時30 マナー講習

1,100円～1,300円

静岡県熱海市渚町２６－１１

28

旅館スタッフ【接
客・客室係】パート
タイマー

客室係：接客業務
１，料理の出し下げ
２，客室の準備
３，その他接客業務
雇用条件：初心者経験者ともに歓迎
（国籍も問いません）
就業時間：６：３０～１９：３０

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30分～10時00分

時給 (2)16時30分～20時30

920円～950円27

洗い場係 ・お客様に使った食器などを自動洗浄
機なども使って洗う。
・調理場の盛り付けの手伝いやおしん
この盛り付けなど。
・その他、会社の定める業務を行って
頂きます。
・調理場の清掃、衛生管理。

パート労働者 株式会社　熱海玉の湯ホテル
雇用期間の定めなし (1)7時00分～10時00分
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年5月11日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 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- 3373421 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-29-6699 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 月他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 3143021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0422-37-5218 従業員数 17人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13170- 9912821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0422-37-5218 従業員数 17人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13170- 9950121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0422-37-5218 従業員数 13人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13170- 9891521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0422-37-5218 従業員数 13人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13170- 9287321 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: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13170- 9300321 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: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13170- 9301621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-86-5400 従業員数 15人

年　　齢: 69歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 2829221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-86-5400 従業員数 15人

年　　齢: 18歳～59歳 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- 2835821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-86-5400 従業員数 15人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 2836221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-86-5400 従業員数 15人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 2837521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0422-37-5218 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: 13170- 8776521 各種保険： 労災 月平均 

静岡県熱海市渚町２－５
「ジョナサン　熱海サンビーチ
店」

時給

913円～913円

静岡県熱海市上宿町１４－１０

52

朝清掃（ジョナサン
熱海サンビーチ店）

◎店舗全体の清掃作業全般を担当して
いただきます（２時間程度）

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

パート労働者 株式会社　すかいらーくレストランツ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)5時00分～7時00分

時給 和食調理経験

1,400円～1,600円

静岡県熱海市上宿町１４－１０

51

保養所における調理
業務

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

時給

1,000円～1,100円

静岡県熱海市上宿町１４－１０

50

保養所における業務
全般（食事提供）

食事の配膳、片付け、清掃 パート労働者 エームサービスジャパン株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～20時30分

時給 宿泊施設勤務経験

1,000円～1,200円

静岡県熱海市上宿町１４－１０

49

保養所におけるナイ
トフロント

保養所の夜間管理 パート労働者 エームサービスジャパン株式会社
雇用期間の定めなし (1)18時00分～8時00分

時給

1,000円～1,200円

静岡県熱海市上宿町１８－１０

48

（請）保養所におけ
る清掃業務

・客室、共用部、浴室清掃
　上記内容に付帯する業務

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

時給

913円～913円

静岡県熱海市上宿町１８－１０

47

接客／モーニング時
間帯（ジョナサン
熱海店）

◎ファミリーレストランでの接客業務
です。
・お客様のご案内
・オーダーとり
・料理の提供
・食器の片付け、テーブルセッティン
グ

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ヶ月以上）(1)6時30分～10時30分

時給

913円～913円

静岡県熱海市渚町２－５

46

調理補助／モーニン
グ時間帯（ジョナサ
ン　熱海店）

◎簡単な調理補助から始めて、調理全
般から洗い場まで担当していただきま
す。
・食事の盛り付け
・焼き物、揚げ物等の簡単な調理
・食器洗い、消毒等
・その他付随する業務

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ヶ月以上）(1)6時30分～10時30分

時給

913円～913円

静岡県熱海市渚町２－５

45

調理補助／モーニン
グ（ジョナサン　熱
海サンビーチ店）

◎簡単な調理補助から始めて、調理全
般から洗い場まで担当していただきま
す。
・食事の盛り付け
・焼き物、揚げ物等の簡単な調理
・食器洗い、消毒等
・その他付随する業務

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ヶ月以上）(1)6時30分～10時30分

時給

913円～913円

静岡県熱海市下多賀字風越５５６

44

接客／モーニング時
間帯（ジョナサン
熱海サンビーチ店）

◎ファミリーレストランでの接客業務
です。
・お客様のご案内
・オーダーとり
・料理の提供
・食器の片付け、テーブルセッティン
グ

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ヶ月以上）(1)7時00分～10時30分

時給

913円～913円

静岡県熱海市下多賀字風越５５６

43

調理補助／モーニン
グ時間帯（ガスト
網代店）

◎簡単な調理補助から始めて、調理全
般から洗い場まで担当していただきま
す。
・食事の盛り付け
・焼き物、揚げ物等の簡単な調理
・食器洗い、消毒等
・その他付随する業務

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ヶ月以上）(1)7時00分～10時00分

時給

913円～913円

静岡県熱海市中央町１８－１　京美堂ビル１０１

42

接客／モーニング時
間帯（ガスト　網代
店）

◎ファミリーレストランでの接客業務
です。
・お客様のご案内
・オーダーとり
・料理の提供
・食器の片付け、テーブルセッティン
グ

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ヶ月以上）(1)7時00分～10時00分

時給 (2)16時00分～21時00

1,000円～1,300円
又は10時00分～21時00

静岡県熱海市田原本町３－８

41

調理アシスタント、
及びホール全般業務

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

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

時給 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

40

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
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0422-37-5218 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: 13170- 8436521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-81-5008 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 あり

求人番号: 22050- 2700321 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 0557-86-1058 従業員数 3人

年　　齢: 69歳以下 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- 2778121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-45-2525 従業員数 22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-  802321 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: 13080-33727921 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: 13080-33728121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0570-018-218 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 美容師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 14150- 6399921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-81-9171 従業員数 700人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 薬剤師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2592121 各種保険： 労災 月平均 5時間

     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- 3236421 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- 3238621 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 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- 3240721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-68-3437 従業員数 23人

年　　齢: 不問 休　　日： 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- 2715221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-68-3437 従業員数 23人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 保育士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 2716521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県熱海市上多賀９３４－１６

時給

1,000円～1,000円

静岡県熱海市上多賀９３４－１６

65

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

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

時給 (2)8時00分～16時00分

1,000円～1,000円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱海第一ビル６階

64

調理師または栄養士 ・調理の実施（アレルギー児に対する
調理）
・給食材料の購買及び受払に関する事
項
・市からの献立指示をもとに献立表を
作成等

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

時給 (2)11時00分～20時00

1,000円～1,000円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱海第一ビル６階

63

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 (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

62

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

静岡県熱海市東海岸町１３－１

61

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 薬剤師業務経験

2,000円～2,000円
又は8時30分～17時30

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

60

薬剤師 ・調剤、製剤業務
・薬剤管理
・病棟業務
・服薬指導

パート労働者 国際医療福祉大学熱海病院
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 カット経験

1,100円～1,600円
又は9時00分～17時00

静岡県熱海市泉４１３－１２６
ベストライフ熱海　厨房内

59

スタイリスト　【静
岡熱海店】

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

研修もあるので無理なく復職も可能で

パート労働者 交替制あり 株式会社ハクブン
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

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

58

調理（パートマネー
ジャー）／熱海市

（請負先での業務）
老人ホーム内での調理及び、
それに付帯する業務（補助）

＜主な業務＞
・食材の下処理（カット等）
・配膳

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　アスモフードサービス首都圏
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～10時00分

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

1,200円～1,300円 (3)12時00分～19時00

静岡県熱海市田原本町１１－１
熱海駅ビル「ラスカ熱海」３階
　『海鮮食事処　伊豆太郎　ラス
カ熱海店』

57

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)11時00分～17時00

1,000円～1,350円 (3)16時00分～21時30
又は9時00分～21時30

静岡県熱海市銀座町１０番２１号

56

海鮮レストランの接
客業務【ラスカ熱海
店】

『海鮮食事処　伊豆太郎　ラスカ熱海
店』における接客の仕事です

○開店前のレストランホールの準備、
清掃
○お客様の接客対応
（席へのご案内、注文を取る、料理等

パート労働者 交替制あり 株式会社　伊豆太郎
雇用期間の定めなし (1)9時00分～15時00分

時給

1,100円～1,100円

静岡県熱海市咲見町７‐３２
ユニオンビル１階　「どろめ茶屋
咲見店」

55

飲食店業務全般
（ホール・洗い場・
接客）

お仕事は丁寧にお教えいたします。
マニュアルもあります。
お客様へのおもてなしの心があれば大
丈夫です。

※※※急　募

パート労働者 交替制あり （有）そば処　利久庵
雇用期間の定めなし (1)9時45分～15時45分

時給

1,000円～1,200円
又は14時30分～17時30

静岡県熱海市下多賀字風越５５６
「ガスト　網代店」

54

飲食（ホールスタッ
フ、調理補助）

飲食店です。丼物が中心になってま
す。お客様より注文を受けて、丼物を
つくり、接客、配膳等を行います。
ホールスタッフです。

「どろめ茶屋　咲見店」

パート労働者 フレックス ＴＡＭＩＫＡ株式会社
雇用期間の定めなし (1)18時00分～21時00

時給

913円～913円53

朝清掃（ガスト　網
代店）

◎店舗全体の清掃作業全般を担当して
いただきます（２時間程度）

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

パート労働者 株式会社　すかいらーくレストランツ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～9時00分
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 055-924-5218 従業員数 12人

年　　齢: 69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: 22030- 4551721 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 0557-88-0002 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日 はり師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 柔道整復師

求人番号: 22050- 3172421 各種保険： 労災 月平均 きゅう師

     TEL: 0557-88-0002 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 3183921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-88-0002 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 介護支援専門員（ケ
アマネージャー）

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 3184121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-36-9069 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 1063521 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- 1065321 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- 1066621 各種保険： 労災・財形 月平均 

     TEL: 0557-80-5600 従業員数 140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- 2998021 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 03-5796-0630 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ホームヘルパー２級

求人番号: 13040-43644521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5796-0630 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ホームヘルパー２級

求人番号: 13040-43648921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-80-5600 従業員数 140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- 2903621 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-80-5600 従業員数 140人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 大型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2904921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 0465-63-6432 従業員数 84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 あり

求人番号: 22050- 2941521 各種保険： 労災 月平均 10時間

静岡県熱海市泉１７－２

時給 (2)10時00分～19時15 調理、レストランで
の経験1,050円～1,070円

又は6時30分～19時15

静岡県熱海市伊豆山７１７－１

78

食堂調理補助担当 介護付有料老人ホーム「ネオ・サミット湯河原」内食堂においてご入居者に対する食事提供の補助。主な仕事は、食事の配下膳、食後のお茶出し等です。パート労働者 変形（1ヶ月単位） 大和ハウスライフサポート　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～14時45分

時給

915円～915円

静岡県熱海市伊豆山７１７－１

77

営繕兼送迎運転手 〇営繕業務
施設の軽微な補修、修理（ドア・水回
り等）
施設外周の植栽の手入れ

〇送迎運転手業務
お客様の送迎（熱海市・湯河原町等）

パート労働者 変形（1年単位） 社会福祉法人湖成会　熱海伊豆海の郷
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時30分

時給

915円～915円
又は8時30分～17時30

静岡県熱海市桜町２番１５号
「ミモザヘルパーステーション熱
海」訪問介護

76

清掃員 介護施設の館内、共用部分の清掃業務
になります

パート労働者 変形（1年単位） 社会福祉法人湖成会　熱海伊豆海の郷
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 介護経験、訪問介護
経験1,400円～2,070円

又は8時00分～20時00

静岡県熱海市桜町２番１５号　
「ミモザヘルパーステーション熱
海」訪問介護

75

ミモザヘルパース
テーション熱海／訪
問介護登録ヘルパー

「サービス付き高齢者向け住宅のご入
居者」「ご自宅で生活を送る地域のご
利用者」に対して介護サービスを提供
いたします。
サービス内容は、大きく分けて以下の
２つ


パート労働者 ミモザ株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

時給 (2)8時30分～17時30分 介護経験、訪問介護
経験1,170円～1,240円 (3)9時30分～18時30分

静岡県熱海市伊豆山７１７－１

74

訪問介護ケアスタッ
フ／１日８Ｈ勤務＆
週１日～／熱海

「サービス付き高齢者向け住宅のご入
居者」「ご自宅で生活を送る
地域のご利用者」に対して介護サービ
スを提供いたします。
サービス内容は、大きく分けて以下の
２つ


パート労働者 変形（1ヶ月単位） ミモザ株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)7時30分～16時30分

日給

1,000円～1,000円

静岡県熱海市緑ガ丘９－７
『フルーズ熱海』

73

宿直、夜間窓口 ＊事務宿直
・施設見回り等の警備
・夜間救急時の対応業務
・夜間の電話、来客

週に２～３回の勤務です。
朝食・夕食付（無料）

パート労働者 変形（1年単位） 社会福祉法人湖成会　熱海伊豆海の郷
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)17時30分～8時30分

時給

1,020円～1,040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』

72

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

1,020円～1,040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）

71

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

1,100円～1,200円

静岡県熱海市伊豆山１１７３番地の１７５

70

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 ケアマネージャー業
務1,800円～2,000円

静岡県熱海市伊豆山１１７３番地の１７５

69

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

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

時給 パソコンの使用

1,200円～1,400円
又は9時00分～18時00

静岡県熱海市伊豆山１１７３番地１７５

68

事務員（居宅介護支
援補助）

居宅介護支援事業所における事務補助
等

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

時給

1,500円～1,500円
又は10時00分～12時00

静岡県熱海市泉４１５－１６９
グループホームのどかの家熱海

67

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

パート労働者 ＧＳＳ株式会社（介護事業所ひまわり）
雇用期間の定めなし

時給

1,100円～1,330円
又は6時00分～21時00

66

介護スタッフ（グ
ループホームのどか
の家熱海）

当社運営の「グループホームのどかの
家熱海」において、入居者の介護及び
生活支援全般を担当していただきま
す。
管理職の指示に基づき、清掃、洗濯、
買い物等の生活援助や、食事、入浴、
排泄等の身体介助、受診対応、館内清

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　イー・ケア
雇用期間の定めなし
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0557-80-5600 従業員数 140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- 2950421 各種保険： 雇用・労災 月平均 10時間

     TEL: 0557-85-0707 従業員数 25人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

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

求人番号: 22050- 2958221 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 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- 2959521 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 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ホームヘルパー２級

求人番号: 22050- 2961621 各種保険： 雇用・労災 月平均 介護職員実務者研修修了者

     TEL: 0557-85-0707 従業員数 29人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ホームヘルパー２級

求人番号: 22050- 2966821 各種保険： 労災 月平均 介護職員実務者研修修了者

     TEL: 0465-46-6531 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 社会福祉士

求人番号: 22050- 2901421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-88-0002 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 介護支援専門員（ケ
アマネージャー）

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 2862421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0465-46-6531 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: 22050- 2898321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0465-46-6531 従業員数 9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: 22050- 2899621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 048-651-6700 従業員数 25人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2722821 各種保険： 雇用・労災 月平均 2時間

     TEL: 048-651-6700 従業員数 25人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2679321 各種保険： 労災 月平均 2時間

     TEL: 0557-67-5550 従業員数 32人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 2698121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-80-3657 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 火他 二級自動車整備士 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- 3056021 各種保険： 労災 月平均 

静岡県熱海市泉２７０－１

時給 ２級整備士

1,070円～1,300円
又は9時00分～17時00

静岡県熱海市下多賀８４２番４

91

自動車整備・修理 普通自動車・軽自動車・貨物自動車の整備、点検、修理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★☆★　急　募　★☆★パート労働者 変形（1ヶ月単位） 有限会社　シュウコウオート販売
雇用期間の定めなし

時給

950円～950円

静岡県熱海市水口町２丁目３番４２

90

居室清掃・洗濯ス
タッフ（ヘルパー補
助員）

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

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

時給 (2)9時30分～18時30分

994円～1,066円 (3)16時00分～10時00

静岡県熱海市水口町２丁目３番４２

89

介護スタッフ（熱海
市）　認知症高齢者
グループホーム

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

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

時給

996円～1,066円

静岡県熱海市泉２６９－３２

88

夜勤専門スタッフ
（熱海市）　認知症
高齢者グループホー
ム

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

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

時給 デイサービス送迎業
務1,040円～1,040円

又は16時00分～17時30

静岡県熱海市泉２６９－３２

87

送迎スタッフ デイサービス利用者様宅⇔まごころデ
イサービス事業所への送迎
当社老人ホーム⇔まごころデイサービ
ス事業所への送迎

利用者の乗り降りの介助


パート労働者 変形（1ヶ月単位） ＭＹＤ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00分

日給 業務としての介護経
験（年数不問）1,057円～1,057円

静岡県熱海市伊豆山１１７３番地の１７５

86

夜間介護スタッフ 体力に自信のある方！
相手の立場になって物事を考えられる
方に最適なお仕事です！！


高齢者の身の回りのお世話
排泄介助、食事介助、着替え介助な

パート労働者 変形（1ヶ月単位） ＭＹＤ株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)16時00分～9時00分

時給 ケアマネージャー業
務1,800円～2,000円

静岡県熱海市泉２６９－３２

85

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

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

時給 (2)8時00分～17時00分 介護福祉士、社会福
祉士、その他福祉介
護関係資格

1,040円～1,300円
又は7時30分～18時30

静岡県熱海市西熱海町１－２０－８

84

デイサービスの介護
スタッフ（パートタ
イマー）

デイサービスにて、高齢者の方の介助
をお任せします。

＜具体的な仕事内容＞
・利用者様の送迎のお手伝い
・食事・入浴・排泄などのサポート


パート労働者 変形（1ヶ月単位） ＭＹＤ株式会社
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 訪問介護での勤務経
験者優遇1,000円～1,200円

又は8時00分～18時00

静岡県熱海市西熱海町１－２０－８

83

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

パート労働者 株式会社　ぽっかぽかジャパン　ぽっかぽか熱海館
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給 通所介護での介護経
験者優遇1,000円～1,200円

静岡県熱海市西熱海町１－２０－１

82

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

パート労働者 株式会社　ぽっかぽかジャパン　ぽっかぽか熱海館
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給

2,000円～2,800円

静岡県熱海市西熱海町１－２０－１

81

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

パート労働者 株式会社　ぽっかぽかジャパン　ぽっかぽか熱海館
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

時給 医療・介護施設での
経験1,000円～1,200円

又は7時00分～16時00

静岡県熱海市伊豆山７１７－１

80

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ぽっかぽかジャパン　ぽっかぽか熱海館
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

時給 (2)8時30分～17時30分 厨房経験

915円～915円 (3)10時30分～19時3079

調理補助員 複合型介護福祉施設（特別養護老人
ホーム１００床、短期入所２０床、養
護老人ホーム５０床、ケアハウス３０
床、デイサービス定員４５名）での調
理補助業務。
主な業務は、食材の洗い、切込み、盛
り付け、食器洗浄、各フロアまでの配

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人湖成会　熱海伊豆海の郷
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)5時30分～14時30分
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年5月11日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 03-6911-3010 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: 13080-33531921 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 050-3665-9236 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13010-39062921 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 050-3665-9236 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13010-39064021 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 050-3665-9236 従業員数 43人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13010-39065721 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 050-3665-9236 従業員数 0人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13010-39067221 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 050-3665-9236 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13010-39073721 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 050-3665-9236 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13010-39076521 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 054-204-4000 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22010-12339321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 054-259-9121 従業員数 2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: 22010-11642621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-81-7101 従業員数 18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- 3192921 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 0557-85-2810 従業員数 1人

年　　齢: 74歳以下 休　　日： 月水金日 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- 3019421 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-33-3337 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 月火木金土日他 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: 22052-  962021 各種保険： 労災 月平均 3時間

     TEL: 054-251-1161 従業員数 43人

年　　齢: 不問 休　　日： 月他 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: 22010-11189221 各種保険： 労災 月平均 

静岡県熱海市水口町

104

プール監視／熱海市 利用者の安全を守り、施設の衛生を保
ち、館内秩序を維持
する業務　を行っていただきます。
・プールや健康温浴室の監視のほか、
利用者への各種サポート、
　水質・水温・室温等の測定、危険行
為や迷惑行為に

パート労働者 交替制あり 静岡ビル保善　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時30分～14時30分

時給 (2)9時30分～15時00分 清掃経験

1,100円～1,200円

静岡県熱海市伊豆山９８６ー２３
ライオンズマンション熱海の丘

103

清掃スタッフ【熱海
市】（水曜日担当）

リゾートマンション内の清掃スタッフ
○浴場清掃（大浴場、露天風呂）


※熱海市水口町のリゾートマンション
　が就業場所となります。
（毎週水曜日の担当となります）

パート労働者 交替制あり 株式会社ユーライフ　伊東営業所
雇用期間の定めなし (1)9時30分～14時00分

静岡県熱海市和田浜南町４－３９

マリンスパ熱海

時給 (2)14時30分～19時30

913円～1,100円 (3)14時30分～21時30

時給

950円～1,000円

静岡県熱海市田原本町２－１９

102

（請）管理員代行業
務清掃

マンション管理員業務
・共用部日常清掃
・浴場清掃　脱衣室トイレ清掃含む
・事務作業

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30分～17時00分

時給 ホテル、旅館等で客
室清掃経験913円～913円

静岡県熱海市水口町１３－１４
熱海郵便局

101

（請）旅館客室清掃
補助

旅館における客室清掃補助のお仕事に
なります。作業内容は主に
下記の内容になります。

・和布団シーツ入れ込み
・枕カバー（ピロ）の交換
・包布の交換

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30分～13時30分

時給

913円～913円

静岡県熱海市伊豆山２６２－２４
ヴィンテージ熱海桃山

100

（請）日常清掃業務
／熱海市

○社屋の日常清掃業務

・フロアのモップ拭き
・トイレ、洗面の清掃
・ゴミの回収
・廊下、階段の清掃


パート労働者 株式会社　静岡セイコー
雇用期間の定めなし (1)7時00分～10時00分

時給

1,000円～1,000円

静岡県熱海市伊豆山１９０－１
大江戸温泉物語　ホテル水葉亭
（当社施設）

99

（請）マンション管
理員補助／熱海市

マンションの管理員補助業務を行って
いただきます。

・管理員の補助
・植栽への散水等

※シフト制・週２日～３日の勤務です

パート労働者 交替制あり アイワマネージメント　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～12時00分

時給 (2)16時00分～22時00

950円～1,000円

静岡県熱海市伊豆山１９０－１
大江戸温泉物語　ホテル水葉亭
（当社施設）

98

清掃スタッフ／ホテ
ル水葉亭／静岡県熱
海市

【仕事内容】

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

パート労働者 交替制あり 大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツ株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～12時00分

時給 (2)14時00分～21時00

1,000円～1,050円
又は8時00分～21時00

静岡県熱海市伊豆山１９０－１
大江戸温泉物語　ホテル水葉亭
（当社施設）

97

フロントスタッフ／
大江戸温泉物語　ホ
テル水葉亭／熱海市

【仕事内容】

・チェックイン、チェックアウト業務
・お客様対応
・伝票入力など

お客様の笑顔を思って楽しく働きま

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ヶ月以上）(1)9時00分～18時00分

時給 (2)18時00分～23時00

950円～1,000円

静岡県熱海市伊豆山１９０－１
大江戸温泉物語　ホテル水葉亭
（当社施設）

96

洗い場スタッフ／ホ
テル水葉亭／静岡県
熱海市

【仕事内容】
・下膳された食器の洗浄
・仕分け
・収納作業

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ヶ月以上）(1)8時00分～12時00分

時給 (2)16時00分～21時00 経験者優遇

1,050円～1,100円
又は6時00分～21時00

静岡県熱海市伊豆山１９０－１
大江戸温泉物語　ホテル水葉亭
（当社施設）

95

バイキングレストラ
ンにて調理補助ス
タッフ／ホテル水葉
亭

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

パート労働者 交替制あり 大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツ株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～11時00分

時給 (2)10時00分～15時00

1,000円～1,050円

静岡県熱海市伊豆山１９０－１
大江戸温泉物語　ホテル水葉亭
（当社施設）

94

施設管理スタッフ／
ホテル水葉亭／静岡
県熱海市

【仕事内容】

・大浴場のメンテナンス
・館内外の修繕対応
・客室の営繕など

大江戸温泉物語の施設を守る縁の下の

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ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

時給 (2)17時00分～22時00

1,000円～1,050円
又は6時00分～22時00

静岡県熱海市
※詳細は窓口にお問い合わせ下さ
い。

93

レストランスタッフ
／大江戸温泉物語
ホテル水葉亭／熱海
市

【仕事内容】

・オープン、クローズ作業
・バイキングレストランでの接客
・アルコール提供

大江戸温泉物語はバイキングが目玉。

パート労働者 交替制あり 大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツ株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)6時00分～11時00分

時給 (2)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

92

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
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