
【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: 055-977-1146 従業員数 7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 あり

求人番号: 22050- 3289621 各種保険： 雇用・労災 月平均 20時間

     TEL: 055-991-5544 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 あり

求人番号: 22050- 3487321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-981-6111 従業員数 290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- 3225821 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 055-981-6111 従業員数 290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- 3226221 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 055-981-6111 従業員数 290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- 3227521 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 055-978-1300 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 3261321 各種保険： 雇用・労災 月平均 1時間

     TEL: 055-933-1193 従業員数 7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 なし

求人番号: 22030- 4244221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 054-280-0066 従業員数 11人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22010-12112621 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 054-280-0066 従業員数 8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: 22010-12117821 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 054-280-0066 従業員数 8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 介護職員実務者研修修了者

求人番号: 22010-12129421 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: 054-280-0066 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22010-12133721 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 055-949-4639 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 水祝他 宅地建物取引士
（旧：宅地建物取引

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 測量士

求人番号: 22050- 3313521 各種保険： 雇用・労災 月平均 二級建築士

     TEL: 055-983-6770 従業員数 21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- 3420321 各種保険： 労災 月平均 

静岡県三島市寿町３－３９　田代ビル２Ａ

時給 (2)9時00分～15時00分 事務経験

930円～1,100円 (3)9時00分～16時00分

静岡県三島市寿町２－１６　第２寿ビル

13

事務（ファイリング
等）

事務（ファイリング等）

・電子データのファイリング作業
　書類のスキャンと、スキャンした電
子データの格納

・ワード編集、エクセルへのデータ入

パート労働者 あおば社会保険労務士法人
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～14時00分

時給 不動産・建築等営
業・販売経験者913円～913円

又は9時00分～16時00

静岡県三島市若松町４３９２－３
サガミシード株式会社
介護事業部　樹楽団らんの家　三
島若松

12

事務、営業（物件等
案内）

・一般事務
・物件等案内、業者廻り（静岡東部方
面）社有車使用
・建築不動産関係の資料及びチラシ作
成
・当社所有ビル内の管理（点検、定期
清掃等）

パート労働者 株式会社　アキタ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～15時00分

時給

1,250円～1,500円

静岡県三島市若松町４３９２－３
サガミシード株式会社
介護事業部　樹楽団らんの家　三
島若松

11

看護師（デイサービ
ス）／三島市

地域密着型デイサービス（定員１０
名）で、
服薬管理や血圧測定などの健康管理を
行っていただきます。

＊社員昇格制度あり
＊福利厚生充実（カーシェアリング・

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)9時00分～17時00分

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

静岡県三島市若松町４３９２－３
サガミシード株式会社
介護事業部　樹楽団らんの家　三
島若松

10

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）


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）

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

1,250円～1,500円

静岡県三島市御園４７１－１２
　御園薬局

8

看護師（デイサービ
ス）／三島市

地域密着型デイサービス（定員１０
名）で
服薬管理や血圧測定などの健康管理を
行っていただきます。

＊社員昇格制度あり
＊福利厚生充実（カーシェアリング・

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)9時00分～17時00分

時給 (2)14時30分～17時30

930円～1,000円

静岡県三島市松本１３１
東栄電機株式会社内　厨房

7

受付事務（御園薬
局）

当社「大雄株式会社　御園薬局」にお
いて、下記業務を担当
していただきます。

・薬局の受付業務
・パソコン入力
・薬歴出し業務

パート労働者 交替制あり 大雄　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

913円～913円

静岡県三島市中田町９－３０

6

（請）調理補助 「調理補助の業務内容として」

・東栄電機株式会社内　厨房にて、調
理補助業務をして頂きます。
・料理の盛付、食器洗浄　及び　清掃
等の業務を行います。

パート労働者 交替制あり 株式会社　駿豆給食センター
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～21時15

953円～1,137円
又は10時00分～21時00

静岡県三島市中田町９－３０

5

食料品レジ ＜食品レジ打ち作業＞

レジカウンターでお客様のお買い上げ
商品の金額をレジで入力し、預り金・
つり銭を確認して、商品・レシート・
つり銭等をお渡しします。

パート労働者 交替制あり 株式会社　イトーヨーカドー　三島店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)13時15分～21時15

時給 (2)13時15分～21時15

923円～1,107円
又は8時00分～21時15

静岡県三島市中田町９－３０

4

生鮮食品の加工・販
売

生鮮食品作業場の清掃・商品の値付け

鮮魚売場、精肉売場、惣菜売場の作業
場清掃、片付け

パート労働者 交替制あり 株式会社　イトーヨーカドー　三島店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)17時00分～21時15

株式会社　室伏孝一商店
雇用期間の定めなし (1)7時30分～12時00分

時給 (2)13時15分～21時15

913円～1,096円
又は8時00分～21時15

静岡県三島市一番町１８－２２
（選考はすべてオンラインですの
で自宅で面接可能）

3

一般食品の品出し、
販売

＜一般食品の品出し、販売業務の内容
＞

イトーヨーカドー三島店の一般食品売
場での品出し・商品の補充、発注など
の業務全般を担当していただきます。

パート労働者 交替制あり 株式会社　イトーヨーカドー　三島店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～16時15分

その他 ・ＩＴ業界または法
律事務所での法務経
験をお持ちの方

3,000円～3,000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

静岡県三島市中島２８５－１

2

【完全在宅勤務】法
務／コンプライアン
ス担当

◆契約書の雛形作成・レビュー及び更
新業務
◆各部門からの法務・法律相談対応
◆国内の商標や特許を含む知的財産権
に関する申請・登録・更新業務
◆社内規程のレビュー及び改定案の提
案

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

時給

1,000円～1,000円
又は7時30分～12時30

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

麺の製造 学校給食麺などの製造をお願いしま
す。
・茹でた麺を計り個別包装
・保温箱に包装した麺を、並べる。　
・職場の清掃

パート労働者
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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: 055-939-7751 従業員数 15人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 3451221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 06-6368-1020 従業員数 83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: 27060-14350221 各種保険： 労災 月平均 3時間

     TEL: 055-981-2248 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- 3317921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-981-2248 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 美容師 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: 22050- 3401521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-981-2248 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 美容師 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- 3404621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-983-3361 従業員数 2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- 3307321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-986-3337 従業員数 157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- 3370821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-929-9233 従業員数 14人

年　　齢: 18歳～59歳 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 あり 介護職員初任者研修修了者

求人番号: 22030- 4599921 各種保険： 労災 月平均 3時間

     TEL: 055-976-6500 従業員数 90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- 3432021 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-975-7788 従業員数 16人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 栄養士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 調理師

求人番号: 22050- 3316621 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-982-5111 従業員数 90人

年　　齢: 不問 休　　日： 月火水木金他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 3362821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-982-5111 従業員数 30人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 介護福祉士 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１級

求人番号: 22050- 3364521 各種保険： 労災 月平均 ホームヘルパー２級

     TEL: 055-983-1200 従業員数 88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: 22050- 3379721 各種保険： 労災 月平均 

静岡県三島市南二日町５－４１

時給

1,150円～1,450円
又は8時00分～17時30

静岡県三島市松本２９３－１６

26

訪問介護職員（登
録）

利用者様のお宅へ伺い下記業務を担当
していただきます。
・入浴、排泄、食事等の身体介護
・調理（食事の支度）、洗濯、掃除、
買い出し等の生活援助
・その他、日常生活に必要な援助


パート労働者 交替制あり 社会福祉法人華翔会　特別養護老人ホーム南二日町
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)12時00分～15時00 介護業務経験

1,100円～1,100円 (3)15時00分～18時00

静岡県三島市松本２９２－１

25

ケアスタッフ（日
勤）

・難病、重度障害の方のケア
・排泄介助
・体位交換
・環境整備

パート労働者 交替制あり 社会福祉法人　ウェルネスケア
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

2,100円～2,100円

静岡県三島市加茂川町４０８２－３

24

看護職員 特別養護老人ホームいづテラスにおい
て
・医療・健康相談
・体調管理
・清潔介助
・褥瘡等の処置
等をお願いします。

パート労働者 社会福祉法人　ウェルネスケア
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 調理師・栄養士の資
格があり、調理経験
があれば尚可

970円～1,000円

静岡県三島市川原ケ谷２６４－２


23

調理スタッフ ・介護施設内における調理等生活支援
業務等全般
・調理業務
・在庫管理
・片付け、洗い物
・清掃業務
・コミュニケーション　他

パート労働者 交替制あり 有限会社ハーベストライフ
雇用期間の定めなし (1)8時15分～17時15分

時給

950円～950円

静岡県三島市徳倉１－９－３
シフティーン三島

22

事務業務 ・電話応対
・来客時の対応（お茶出しなど）
・簡単な介護記録の入力
・宅急便の受け取り
・他各種雑用

パート労働者 交替制あり 株式会社　サンリッチ三島
雇用期間の定めなし (1)8時30分～16時30分

時給 (2)10時00分～19時00

1,150円～1,180円 (3)17時00分～9時00分

静岡県三島市徳倉１１９５番地の７９３

21

介護職員（シフ
ティーン三島）

施設利用者への施設内での訪問介護
サービス全般
・入浴・排泄・食事介助・移動・掃除
などの援助
・レクリエーション活動やその他付随
する業務
・夜勤は月に１～５回程度ですが夜勤

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社フェニックス
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

時給 (2)16時00分～19時00

1,000円～1,000円

静岡県三島市塚原新田２４－３

20

給食係 ・入院患者様および職員の食事の調理
に付帯する一切の業務
（材料の下準備、調理全般、盛り付
け、配下善、洗浄）

・朝食　約２００食
・昼食　約２５０食

パート労働者 交替制あり 医療法人社団形外会　三島森田病院
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 パソコンスキル
（マック基準ですが
ウインでも問題あり

913円～1,200円
又は9時00分～18時00

静岡県三島市玉川４０４－１

19

一般事務 当社のアート講座の画材発送業務、講
座電話予約などの一般的な業務
発送業務はパソコンより伝票を出力し
て配送部との連携にて発送
発送伝票の制作。
講座予約はネットからの予約と電話予
約を受付、予約表にて管理、

パート労働者 株式会社　アントレ・サン・フラッペ
雇用期間の定めなし

時給 実務経験

980円～1,500円
又は9時00分～19時00

静岡県三島市玉川４０４－１

18

アイリスト 美容院業務全般
掃除、雑務等
＊スキルアップとして
フリーランス制度あり

パート労働者 ａｄｖａｎｃｅ　ＲＯＮ’Ｚ
雇用期間の定めなし

時給 美容師実務

1,000円～1,500円
又は9時00分～19時00

静岡県三島市玉川４０４－１

17

美容師 美容師業務全般
事務、雑務等

パート労働者 ａｄｖａｎｃｅ　ＲＯＮ’Ｚ
雇用期間の定めなし

時給 美容師実務

950円～1,000円
又は9時00分～19時00

静岡県三島市梅名３９４－１
「スシロー三島梅名店」

16

美容師アシスタント 美容師アシスタント業務全般
事務、雑用全般

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 美容専門学校 ａｄｖａｎｃｅ　ＲＯＮ’Ｚ
雇用期間の定めなし

時給

1,000円～1,000円
又は9時00分～0時00分

静岡県三島市寿町９－３５

15

キッチン・ホールス
タッフ（スシロー三
島梅名店　６１２）

（キッチンのお仕事）
　・お寿司の調理、調理補助
　・食器の洗浄　・厨房の清掃　など
（ホールのお仕事）
　・お客様を席へご案内
　・注文のお伺い、お会計
　・テーブルの片づけ

パート労働者 交替制あり 株式会社　あきんどスシロー
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

950円～1,000円14

客室清掃スタッフ 客室やシャワールームの清掃、館内のメンテナンス等、快適なお部屋を用意する為の重要なお仕事です。パート労働者 株式会社　ヒップアップ　Ｈｏｔｅｌ　Ｇｅｅ　Ｈａｉｖｅ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～14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: 055-976-6500 従業員数 89人

年　　齢: 59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- 3233821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-976-6500 従業員数 4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- 3241821 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-976-3522 従業員数 33人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 介護福祉士 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- 3402421 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 055-975-1269 従業員数 30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 あり

求人番号: 22050- 3296321 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 0467-73-8920 従業員数 1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: 14080- 6478021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0467-73-8920 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 14080- 6479721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-975-9055 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日 就業場所: 

採用人数: 25人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 3298921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 058-387-7068 従業員数 10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: 21010-15254821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 052-681-7107 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 金土日祝他 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: 23030- 9512121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 000-0000-0000 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日 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- 3434821 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： 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- 3393021 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： 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- 3398421 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-949-4639 従業員数 9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- 3315321 各種保険： 労災 月平均 

静岡県伊豆の国市韮山山木３２－４

時給 (2)12時00分～15時00

913円～913円 (3)18時00分～21時00
又は8時30分～21時30

静岡県伊豆の国市長岡２６０－１

39

ビル又は建物の清
掃、管理等

・ビルやコインランドリーの清掃、管理等 パート労働者 変形（1年単位） 株式会社　アキタ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～12時00分

時給 調理経験あれば尚可

920円～1,100円

静岡県伊豆の国市長岡２６０－１

38

キッチンスタッフ 山麓のレストラン「伊豆パラディーゾ」の厨房内でイタリアンの調理のお仕事です。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)8時30分～17時00分

時給

920円～920円

静岡県伊豆の国市寺家４２１－２

37

ショップスタッフ 観光施設の売店で、色々な地方から来たお客様におみやげ物を販売するお仕事です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他に品出しや発注、清掃作業も含まれます。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)9時00分～17時00分

時給 (2)8時00分～15時00分

920円～1,000円

静岡県三島市文教町１丁目４－１９

36

ミニトマトの栽培管
理及びパック詰め

※業務拡大のため、スタッフを追加募
集いたします。

伊豆の国市内にあるビニールハウス内
で、ミニトマトの栽培管理作業とパッ
ク詰めをしていただきます。


パート労働者 稔園
雇用期間の定めなし (1)8時00分～12時00分

時給

1,000円～1,050円

静岡県三島市三好町４－２３
　せせらぎパーク三好内　極楽湯
三島店

35

ホール・キッチン
（東海旅客鉄道株式
会社総合研修セン
ター）

企業の研修センター内の居酒屋でホー
ル・キッチン業務。
金・土・日曜と祝日はお休み！
ドリンクや簡単な調理業務のお仕事で
す。
未経験でＯＫ！
※先ずはお気軽にご連絡ください！！

パート労働者 株式会社ＬＥＯＣ　東海支社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)18時00分～22時00

時給 (2)2時30分～5時00分

920円～920円

静岡県三島市文教町２－３１－１４５

34

清掃作業員（三島
市）

○天然温泉施設での開店前の浴場清掃

※仕事内容の詳細は、面接時にご説明
いたします。
　確認したいことが有りましたら、面
接時におたずねください。


パート労働者 株式会社　環境システム社
雇用期間の定めなし (1)5時00分～7時30分

時給

1,030円～1,030円

静岡県三島市平成台４０－１

33

（請）学校建物内
清掃業務

日本大学国際関係学部　三島キャンパ
ス内

トイレ・廊下・教室　等の清掃作業

パート労働者 交替制あり 株式会社東海ビルメンテナス東静岡営業所
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)12時30分～17時30

920円～950円

静岡県三島市平成台４０－１

32

短時間！惣菜の簡単
な盛り付け・パック
詰

＊工場内にて、惣菜の盛り付けやパッ
ク詰の簡単なお仕事です。
＊短時間なので、時間を有効に活用で
きます。
＊未経験者でも安心してできる無期雇
用の安定したお仕事です。


無期雇用派遣パート 株式会社　ＩＨＳ
雇用期間の定めなし (1)8時30分～12時30分

時給 (2)13時00分～17時00

950円～950円

静岡県三島市字賀茂之洞４７０３
－９４
三島市清掃センター内

31

《急募》短時間！容
器の簡単な洗浄／午
前のみ又は午後のみ

惣菜を製造する工場内での簡単な洗浄
のお仕事です。午前のみ又は午後の
み。
＊容器を機械に入れて、自動で洗浄さ
れた容器を取り出す。
＊容器を乾燥させて決められた位置に
保管する等

無期雇用派遣パート 株式会社　ＩＨＳ
雇用期間の定めなし (1)8時00分～13時00分

時給

1,000円～1,100円

静岡県三島市西本町１０－２６

30

（請）ごみ収集作業
員

官公庁から委託されている一般家庭の
ごみ回収業務です。
三島市内の各家庭から排出された可燃
ゴミを、各集荷所をまわり、パッカー
車に積込む作業をしていただきます。
その他付随する作業もあります。
昼間の屋外での立ち仕事であり、体力

パート労働者 伊豆総業　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時45分～14時45分

時給 (2)17時30分～20時30

1,300円～1,300円 (3)18時30分～21時00
又は19時00分～21時30

静岡県三島市川原ケ谷２６４－２

29

ホームヘルパー 在宅利用者の依頼により、各在宅利用
者宅や同行先にて介助を行って頂きま
す。
・食事介助
・入浴介助
・外出同行
・日常生活支援　等

パート労働者 交替制あり ＮＰＯ法人　ピアシップみしま
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

静岡県三島市川原ヶ谷２６４－２

28

フロント介護業務 有料老人ホームのフロント業務
・入居者様からの各種取次ぎ
・来館者の対応
・生活介護支援業務（薬介助補助あ
り）

パート労働者 株式会社　サンリッチ三島
雇用期間の定めなし (1)8時30分～16時30分

時給 介護施設での勤務経
験1,340円～1,500円27

看護師、准看護師 有料老人ホームにおける看護業務
（主な業務）
・入居者の健康管理
・入居者の薬の管理
・入居者の通院時の付き添い　など

パート労働者 株式会社　サンリッチ三島
雇用期間の定めなし (1)9時00分～13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: 055-948-3040 従業員数 40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- 3384921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 055-948-3040 従業員数 103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- 3389221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-948-3040 従業員数 103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- 3391921 各種保険： 労災 月平均 5時間

     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- 3221921 各種保険： 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 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- 3460521 各種保険： 労災 月平均 1時間

     TEL: 0558-76-3228 従業員数 195人

年　　齢: 64歳以下 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: 22050- 3461421 各種保険： 雇用・労災・財形・その他 月平均 2時間

     TEL: 0558-76-3228 従業員数 195人

年　　齢: 18歳～64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- 3462321 各種保険： 雇用・労災・財形 月平均 

     TEL: 055-970-1127 従業員数 123人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日他 保育士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 社会福祉士

求人番号: 22050- 3453421 各種保険： 労災 月平均 2時間 精神保健福祉士

     TEL: 0558-76-6700 従業員数 82人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 3301021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 3時間

     TEL: 055-948-0722 従業員数 34人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり その他の福祉・介護関係資格

求人番号: 22050- 3392121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-921-9448 従業員数 40人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030- 4309221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-982-1481 従業員数 9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- 3229321 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 027-345-8725 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: 10020- 7385521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

静岡県伊豆市瓜生野２６２
テックランド修善寺店

時給

965円～1,150円
又は10時00分～20時00

静岡県伊豆市柏久保３９５　修善寺中学校

52

パート／店舗スタッ
フ／テックランド修
善寺店／０６１３

主に次のような店舗内業務をお願いし
ます。
　＊販売業務（小物家電製品、理美容
用品、調理家電など）
　＊店内の各売り場でのレジ会計
　＊商品補充、商品整理
　＊荷卸、倉庫整備、仕入れ伝票入力

パート労働者 交替制あり 株式会社　ヤマダデンキ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

920円～940円

静岡県伊豆の国市長岡６５９
　　ホテルサンバレー伊豆長岡

51

（請）調理補助（伊
豆市）

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

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

時給

930円～1,050円
又は9時00分～15時00

静岡県伊豆の国市長岡１１５７－１

50

客室清掃員（伊豆の
国市）

ホテルサンバレー伊豆長岡の客室清掃
及び清掃補助を担当して頂きます。
・ベッドメイク、布団上げ、畳、フ
ローリング掃除機掛け、
　クローゼット整頓。
・テーブル、座椅子、脇息等の拭き掃
除。

パート労働者 交替制あり 東海ビル保善　株式会社
雇用期間の定めなし

時給 老人ホーム等での勤
務経験があれば尚
可。

935円～935円

静岡県伊豆の国市田京１２５９ー２９

49

介護職員（夜勤専
門）

支援員：養護老人ホーム入居者の介護
及び支援業務で夜間専門の仕事になり
ます。

（１ヶ月単位の変形労働時間制となっ
ており、月１０回程度の夜勤業務の募
集になります。）

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 養護老人ホーム　長岡寮湯の家
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)16時45分～8時45分

時給 (2)10時00分～19時00 経験者歓迎。未経験
も可。920円～1,150円 (3)13時00分～22時00

又は22時00分～7時00

静岡県伊豆の国市韮山山木字八反田３９１－１

48

介護職員 入所私設での介護業務全般。
入浴介助、食事介助、排泄介助等、レ
クリエーション、
介護記録の入力など。

パート労働者 交替制あり 社会福祉法人春風会
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～16時00分

時給 (2)13時00分～17時00 主に小学校において
支援が必要な児童に
関わった経験のある

930円～1,000円
又は9時00分～18時00

静岡県伊豆の国市田京２７０－１

47

児童指導員、保育士 放課後等デイサービスでの利用者、御家族への支援を行っていただきます。パート労働者 交替制あり 資格取得のための学
歴が必要

社会福祉法人　函要会
雇用期間の定めなし (1)14時00分～18時00

その他 (2)12時00分～8時30分

913円～913円

静岡県伊豆の国市田京２７０－１

46

事務（当直業務） ＜病院の医事業務全般を担当していた
だきます＞
○医療事務
　・窓口業務、収納業務、診療報酬業
務、会計業務
　・電話対応、電子カルテ操作（受
付・会計入力）、入退院手続き　　来

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
雇用期間の定めなし (1)17時00分～8時30分

時給 (2)8時30分～12時00分 パソコン使用可能な
方950円～950円

静岡県伊豆の国市田京２７０－１

45

外来クラーク ・外来診療のカルテ整理等
・外来患者様のご案内、診察室への呼
び出し等
・医師事務補助作業（書類の整理を含
む）


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
雇用期間の定めなし (1)8時30分～13時00分

時給 (2)9時00分～12時00分 パソコン入力

950円～950円

静岡県伊豆の国市古奈２８番地

44

医局秘書 ・医師事務作業補助、パソコンによる
資料整理、書類作成
・打合せ時湯茶等の接待、湯のみお弁
当箱のゴミ片付けなど
・日常の雑務（来客時の部屋準備等）
・各部署との連絡調整業務
・スケジュール管理

パート労働者 交替制あり 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)9時00分～15時00分

時給 (2)16時00分～20時00 飲食店での経験があ
ると馴染みやすいと
思います。

1,000円～1,200円

静岡県伊豆の国市長岡６５９

43

レストラン業務 旅館のダイニングにて、お料理や注文
頂いたお飲み物を作り、運ぶといった
ことがメインの仕事です。
接客の他には、朝食や夕食の準備をし
たり在庫管理や備品発注。ダイニング
の清掃をして頂きます。

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)7時00分～11時00分

時給 飲食店での調理補助
の経験915円～1,000円

又は16時00分～21時00

静岡県伊豆の国市長岡６５９

42

調理補助 ホテルサンバレー伊豆長岡内の調理補
助の仕事です。
・バイキング料理の盛り付け
・調理作業の補助　等

パート労働者 交替制あり 株式会社　ホテルサンバレー
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

915円～950円
又は7時00分～22時00

静岡県伊豆の国市古奈１８５－１

41

洗い場　ホテルのバ
イキングレストラン
内

＜ホテルサンバレー伊豆長岡内調理場
　洗い場のお仕事＞
・食器洗浄機を使用しての食器洗い
・洗浄後の食器類の整理・格納
・清掃
※上記内容に付随する業務あり。
※未経験者歓迎　指導いたします。

パート労働者 交替制あり 株式会社　ホテルサンバレー
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

日給 (2)21時00分～8時00分

1,148円～1,148円40

ナイトフロント　ホ
テルサンバレー本館
または別館

ホテルサンバレー本館または別館のナ
イトフロント業務全般
・宿泊などの予約受付業務
・精算業務
・お客様御接客やの接客やご案内など
・夜間の館内見回り業務　など
上記内容に付帯する業務です。

パート労働者 交替制あり 株式会社　ホテルサンバレー
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)20時00分～7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: 03-5830-1025 従業員数 39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- 3476221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5830-1025 従業員数 39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- 3477521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0558-85-0115 従業員数 39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- 3478421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0424-89-8914 従業員数 10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: 13200- 6769321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0558-83-4855 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 あん摩マッサージ指
圧師

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし はり師

求人番号: 22050- 3355221 各種保険： 労災 月平均 きゅう師

     TEL: 055-955-7776 従業員数 17人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030- 4486921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 17人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 准看護師 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: 22030- 4496021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0558-72-8133 従業員数 45人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 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- 3386021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0558-72-8133 従業員数 45人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 ホームヘルパー２級 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 介護福祉士

求人番号: 22050- 3388821 各種保険： 労災 月平均 1時間

     TEL: 0558-72-8133 従業員数 45人

年　　齢: 不問 休　　日： 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- 3390621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 070-8445-8848 従業員数 5人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日 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 介護福祉士

求人番号: 22050- 3306421 各種保険： 雇用・労災 月平均 ホームヘルパー２級

     TEL: 055-977-1139 従業員数 25人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 3337821 各種保険： 雇用・労災 月平均 10時間

     TEL: 055-946-6700 従業員数 60人

年　　齢: 18歳以上 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- 3304221 各種保険： 労災 月平均 

静岡県田方郡函南町間宮６８６－３

時給 (2)17時00分～2時00分 サービス業・タク
シードライバー・ト
ラックドライバー等

920円～920円 (3)22時00分～7時00分
又は4時00分～9時00分

静岡県函南町平井字谷下１７３３－３３

65

タクシードライバー タクシー運転業務。
お客様を目的地までお送りする仕事で
す。
全車両オートマチック使用。
定年制はなく高齢者も活躍中です。

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

時給

913円～1,021円
又は8時00分～16時50

静岡県伊豆市湯ケ島３３４－７

64

金属加工機械のオペ
レーター（プレス・
マシニングセンタ
等）

金属材料の加工を担当して頂きます。
プレスという加工機械に材料をセット
しスイッチを押す作業や、マシニング
センタという加工機械に材料を着脱す
る作業で、加工自体は機械が行いま
す。
取扱う材料に重量物はありません。

パート労働者 株式会社　精工製作所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～16時50分

時給 障害福祉、介護経験

960円～1,200円

静岡県伊豆市牧之郷　３９４－１１

63

生活支援員 障害のある方の生活支援、送迎が主な仕事となります。普通ＡＴ車使用。送迎範囲は伊豆市、伊豆の国市内です。パート労働者 交替制あり 豊国株式会社　ＹＥＳ
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

時給 (2)9時00分～13時00分

1,450円～2,500円 (3)13時00分～17時00
又は9時00分～17時00

静岡県伊豆市牧之郷　３９４－１１

62

ケアマネージャー
（介護支援専門員）

＜ケアマネージャー（介護支援専門
員）＞
・ケアプラン作成

・利用者宅への訪問あり
　訪問範囲は伊豆の国市、伊豆市（土
肥を除く）

パート労働者 交替制あり 有限会社　ツァートハイム　伊豆中央介護センター優しい家
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

時給 (2)8時00分～13時00分

1,300円～1,500円 (3)13時00分～18時00
又は8時00分～18時00

静岡県伊豆市牧之郷　３９４－１１

61

ホームヘルパー 介護保険法・障害福祉法に基づく、
ホームヘルパー他、関連する業務。
住宅で過ごされている方の生活をサ
ポートする仕事です。
生活援助、身体介護をします。
訪問範囲、伊豆の国市、伊豆市（土肥
除く）です。１日１～７件程度訪問し

パート労働者 交替制あり 有限会社　ツァートハイム　伊豆中央介護センター優しい家
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給 (2)9時00分～16時00分

1,550円～2,500円 (3)11時00分～17時00

静岡県伊豆市修善寺２４－３　ル・グランガーデン修善寺

60

看護師（正・准） ＜看護師業務＞
訪問入浴のバイタルチェック
※訪問先は伊豆の国市、伊豆市（土肥
を除く）　
デイサービスのバイタルチェック
介護　等


パート労働者 交替制あり 有限会社　ツァートハイム　伊豆中央介護センター優しい家
雇用期間の定めなし (1)9時00分～15時00分

時給

1,400円～1,400円
又は7時00分～19時00

静岡県伊豆市修善寺２４－３　ル・グランガーデン修善寺

59

准看護師（ル・グラ
ンガーデン修善寺）

ル・グラングループは、静岡県東部に
て高齢者福祉事業を展開しています。
日々の生活において身の回りのお手伝
いを通じ、家族のような安心できる時
間をお届けしています。可能な限り住
み慣れた地域で自分らしい暮らしを人
生の最後まで続けてもらいたい。そん

パート労働者 交替制あり 株式会社　ル・グラン
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,500円～1,500円
又は7時00分～19時00

静岡県伊豆市八幡３８９－６

58

正看護師（ル・グラ
ンガーデン修善寺）

ル・グラングループは、静岡県東部に
て高齢者福祉事業を展開しています。
日々の生活において身の回りのお手伝
いを通じ、家族のような安心できる時
間をお届けしています。可能な限り住
み慣れた地域で自分らしい暮らしを人
生の最後まで続けてもらいたい。そん

パート労働者 交替制あり 株式会社　ル・グラン
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,300円～1,500円
又は9時00分～18時00

静岡県伊豆市松ケ瀬７５
中島病院　シダックス店

57

訪問マッサージ・訪
問鍼灸

訪問マッサージ

患者様のご自宅、施設などを訪問し、
リハビリ、疼痛緩和目的のマッサージ
をしていただきます。


パート労働者 合同会社　アプリコット
雇用期間の定めなし

時給 (2)5時30分～15時00分

950円～980円 (3)8時30分～13時30分

静岡県伊豆市門野原４００－１

56

調理補助／伊豆市
松ヶ瀬

病院での給食業務・盛り付け、提供、
洗浄業務
その他簡単な切り込み業務

〈食数〉朝４０食、昼５５食、夕４０
食

パート労働者 シダックスフードサービス　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)5時30分～13時30分

時給 (2)17時30分～20時30

1,000円～1,000円

静岡県伊豆市土肥２８４－２

55

風呂清掃その他係 ◎お風呂の清掃と布団上げ等のお仕事
です。
お風呂清掃は７人体制で必ず慣れたス
タッフと一緒に行い丁寧にお教えしま
す。易しいお仕事ですので未経験者で
も大丈夫です。
また伊豆市在住の６５歳以上の大勢の

パート労働者 有限会社　嵯峨沢館
雇用期間の定めなし (1)8時00分～12時30分

日給

1,250円～1,625円
又は15時00分～20時00

静岡県伊豆市土肥２８４－２

54

温泉旅館客室係（部
屋食事提供・インア
ウト案内）

★チェックイン・アウトの案内（見送
り等）
★部屋食の提供
★お客様とのコミュニケーション
★クレーム等の報告

パート労働者 交替制あり 坂聖・玉樟園株式会社
雇用期間の定めなし (1)6時00分～10時00分

時給 (2)15時00分～20時00

1,100円～1,300円53

旅館洗い場スタッフ
／伊豆

・旅館厨房にて皿洗い、洗い場の清掃
等

・旅館内にレストランは無く、お料理
は客室内で提供しています。
完成したお料理はお盆に載せ、厨房で
小荷物専用の

パート労働者 坂聖・玉樟園株式会社
雇用期間の定めなし (1)6時00分～10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: 0557-37-6851 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 1100821 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 054-280-0066 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 危険物取扱者（乙
種）

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: 22010-12025921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 054-280-0066 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 危険物取扱者（乙
種）

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: 22010-12028721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-974-0121 従業員数 160人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 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- 3293221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-978-2320 従業員数 417人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 看護師 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- 3230121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-978-2320 従業員数 417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- 3231021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-979-6166 従業員数 14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- 3254621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-978-7780 従業員数 30人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 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- 3244421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-924-5218 従業員数 9人

年　　齢: 69歳以下 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 あり 介護職員初任者研修修了者

求人番号: 22030- 4555421 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 055-940-2411 従業員数 50人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 看護師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22050- 3338221 各種保険： 労災 月平均 1時間

     TEL: 055-940-2411 従業員数 50人

年　　齢: 64歳以下 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- 3340321 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-940-2411 従業員数 15人

年　　齢: 64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 なし

求人番号: 22050- 3345721 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0558-72-7770 従業員数 12人

年　　齢: 61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 なし 介護職員初任者研修修了者

求人番号: 22050- 3419521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 介護職員実務者研修修了者

静岡県田方郡函南町大土肥９１－１

時給 (2)8時30分～17時30分 介護施設での経験

920円～920円

静岡県伊豆の国市原木７３３－２

78

機能訓練型デイサー
ビスのリハビリト
レーナー

■利用者様の健康パートナー♪
夜勤なし★機能訓練型デイサービスの
リハビリトレーナー

高齢者の方の「より快適で自立した生
活」をサポートするフィットネスクラ
ブのような明るい半日型デイ・サービ

パート労働者 交替制あり 株式会社アンド・ワークス　ＬＥＴＳ倶楽部かんなみ
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給

950円～1,010円

静岡県函南町間宮７６０－１

77

介護職員【デイサー
ビス】

【デイサービス、ル・ソレイユ函南事
業所の求人です】

◆デイサービスにおける介護業務（食
事、入浴、排泄、レクリエーション
等）をしていただきます。


パート労働者 株式会社　それいゆ
雇用期間の定めなし (1)8時10分～17時10分

時給

950円～1,010円
又は8時00分～13時30

静岡県函南町間宮７６０－１

76

機能訓練型デイサー
ビス（半日型）

介護デイサービス事業所における、利用者の入浴・排泄等の介助業務及び、機能訓練場面の補助。パート労働者 株式会社　それいゆ
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給

1,380円～1,590円
又は9時00分～16時30

静岡県田方郡函南町平井１６９０
－３７
ポプラ訪問介護ステーション南箱
根

75

看護師 ・ご利用者のバイタルチェック
・服薬の対応
・入浴前後の対応
・協力医の指導に基づく処置
・食事の見守り、サポート
・健康状態や服薬状況等の記録
・利用者の身体機能の状況把握と機能

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

時給

1,100円～1,330円
又は6時00分～21時00

静岡県田方郡函南町仁田４８０－１

74

訪問介護員（ポプラ
南箱根）

当社運営の「ポプラ訪問介護ステー
ション南箱根」において、訪問介護員
としての業務を担当していただきま
す。
・施設入居者を中心とした訪問介護に
係る業務
・管理職の同行指導を受けつつ、訪問

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

時給

1,050円～1,100円
又は8時30分～11時30

静岡県田方郡函南町上沢１５－３

73

調理師 園児の健やかな成長を祈願し、毎日お
いしい給食を提供していただきます。
昼食だけでなく、おやつも手作りを積
極的に取り入れています。



パート労働者 社会福祉法人栄和会　仁田マーガレット保育園
雇用期間の定めなし (1)8時00分～11時00分

時給

1,500円～1,700円
又は8時30分～18時30

静岡県田方郡函南町平井７５０

72

看護師 ＜看護師（正看護師・准看護師）業務
＞
下記業務を担当していただきます。
・診察の介助、補助
・注射・点滴・採血・バイタルチェッ
ク等、外来患者への看　護業務
・診療器具等の滅菌、消毒

パート労働者 医療法人社団柊（整形外科函南クリニック）
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)16時30分～9時30分

1,050円～1,570円 (3)7時30分～16時00分

静岡県田方郡函南町平井７５０

71

看護補助 ・シーツ交換
・患者の付き添い
・ベット周辺の整理
・患者の身の回りのお世話

夜勤は月４～５回程度です。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） ＮＴＴ東日本伊豆病院＜東日本電信電話株式会社＞
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時00分

時給

1,350円～1,720円

静岡県田方郡函南町平井１６９４

70

看護師 訪問看護業務 パート労働者 ＮＴＴ東日本伊豆病院＜東日本電信電話株式会社＞
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時00分

時給

1,400円～1,600円

静岡県田方郡函南町塚本６０９－
２
サガミシ－ド（株）セルフ伊豆中
央道ＳＳ

69

臨床検査技師 臨床検査技師業務
精神科単科病院にて患者様に対する生
体検査業務に従事していただきます。

パート労働者 医療法人新光会　伊豆函南病院
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～1,500円
又は0時00分～23時59

静岡県田方郡函南町肥田５０－１
サガミシ－ド（株）函南ＳＳ

68

ガソリンスタンドス
タッフ／函南町塚本

・開店、閉店、清算、清掃業務
・安全監視業務
・各種カード案内
・整備業務（オイル交換等の軽整備）

＊危険物、整備士資格取得制度あり
＊社員昇格制度あり

パート労働者 交替制あり サガミシード　株式会社　本部
雇用期間の定めなし

時給

1,000円～1,500円
又は7時00分～21時59

静岡県田方郡函南町間宮３５３‐
３
【ＳｏｆｔＢａｎｋ函南】

67

ガソリンスタンドス
タッフ／函南町肥田

・開店・閉店・清算・清掃業務
・安全監視業務
・各種カード案内
・整備業務（オイル交換等の軽整備）

＊危険物、整備士資格取得制度あり
＊社員昇格制度あり

パート労働者 交替制あり サガミシード　株式会社　本部
雇用期間の定めなし

時給

950円～950円
又は10時00分～19時00

66

スマホアドバイザー
（ソフトバンク函
南）

スマートフォンの操作案内を中心とし
た業務

○初めてスマートフォンをご契約され
たお客様への操作案内
○操作案内を希望して来店されたお客
様へのご案内

パート労働者 株式会社　サン・エレック
雇用期間の定めなし (1)10時00分～19時00
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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: 055-955-7776 従業員数 29人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 介護福祉士 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: 22030- 4289421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 29人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 ホームヘルパー１級 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし 介護職員実務者研修修了者

求人番号: 22030- 4292021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 29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: 22030- 4294821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 29人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 介護福祉士 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- 4299621 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 29人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 介護福祉士 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: 22030- 4300521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 29人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 ホームヘルパー１級 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし 介護職員実務者研修修了者

求人番号: 22030- 4303621 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 29人

年　　齢: 18歳以上 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： その他 時間外 なし ホームヘルパー２級

求人番号: 22030- 4305121 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 29人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030- 4308821 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-979-8102 従業員数 380人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 7人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 3427221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-55-9140 従業員数 1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： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1004821 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 0557-37-8866 従業員数 7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 あり

求人番号: 22052- 1030521 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 055-982-1481 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： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 3228421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-53-5557 従業員数 124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- 1050121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県伊東市赤沢
　赤沢温泉郷内

時給 (2)13時30分～21時30

1,000円～1,200円
又は13時30分～22時00

静岡県伊東市宇佐美

91

清掃業務【赤沢日帰
り温泉館】

相模湾に面した
『赤沢日帰り温泉館』における清掃の
お仕事です。
絶景なロケーションで一緒におしごと
しませんか？

貸切風呂、ロビー、廊下、洗面、

パート労働者 交替制あり 株式会社　ディーエイチシー
赤沢温泉郷雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時30分～19時00

時給

920円～930円
又は13時00分～19時30

静岡県伊東市松川町５－３５【梅家本店工場】

90

（請）給食業務の調
理補助

・野菜の皮むき、洗い、刻み、鍋、釜
を使用して調理、調理補助、配食、配
膳などの関連し　た業務

・食器・施設等の片づけ、洗浄（手洗
い、洗浄機等）消毒などの清　掃


パート労働者 変形（1年単位） 株式会社レクトン　静岡営業所
雇用期間の定めなし (1)6時00分～12時00分

時給

920円～920円

静岡県伊東市八幡野１３４４－２７

89

お菓子の製造・包装 ホール・イン、いづ柑の製造工場作業
です。
○菓子の製造機械から出てくる製品を
プラスティック容器に並べる
○ホール・インの個包装（手作業）
○いづ柑のカステラ生地にジャムを挟
む　

パート労働者 株式会社　梅家
雇用期間の定めなし (1)9時00分～14時00分

日給

1,142円～1,428円

静岡県田方郡函南町平井７１７－１３

88

庭木の剪定、刈込、
草刈、伐採及び特殊
伐採　◆急募◆

・森林の木や枝の伐採
・特殊伐採
（重機を使用せず高所での作業：
チェーンソー等使用）
・草刈り
・草や伐採品の廃棄処分
・庭木の剪定、刈込み・伐採

パート労働者 Ｏｕｔｄｏｏｒ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　２０８
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給

919円～919円
又は12時00分～20時00

静岡県田方郡函南町間宮７３４－
３
　ル・グランガーデン函南他
特記事項欄参照

87

選挙事務（会計年度
任用職員）／総務課

参議院議員通常選挙における、期日前
投票所の設営、片付け、受付、投票用
紙の交付等を行っていただくお仕事で
す。


パート労働者 交替制あり 函南町役場
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時00分～16時00分

時給

1,000円～1,000円

静岡県田方郡函南町間宮７３４－
３
　ル・グランガーデン函南

86

介護職員（夜勤専
従）（田方郡函南
町・伊豆市修善寺）

ル・グラングループは、静岡県東部に
て高齢者福祉事業を展開しています。
日々の生活において身の回りのお手伝
いを通じ、家族のような安心できる時
間をお届けしています。可能な限り住
み慣れた地域で、自分らしい暮らしを
人生の最期まで続けてもらいたい。そ

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ル・グラン
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)17時00分～9時00分

時給

1,050円～1,050円

静岡県田方郡函南町間宮７３４－
３
　ル・グランガーデン函南

85

介護職員（夜勤専
従）（田方郡函南
町・伊豆市修善寺）

ル・グラングループは、静岡県東部に
て高齢者福祉事業を展開しています。
日々の生活において身の回りのお手伝
いを通じ、家族のような安心できる時
間をお届けしています。可能な限り住
み慣れた地域で、自分らしい暮らしを
人生の最期まで続けてもらいたい。そ

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ル・グラン
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)17時00分～9時00分

時給

1,100円～1,100円

静岡県田方郡函南町間宮７３４－
３
ル・グランガーデン函南　他

84

介護職員（夜勤専
従）（田方郡函南
町・伊豆市修善寺）

ル・グラングループは、静岡県東部に
て高齢者福祉事業を展開しています。
日々の生活において身の回りのお手伝
いを通じ、家族のような安心できる時
間をお届けしています。可能な限り住
み慣れた地域で、自分らしい暮らしを
人生の最期まで続けてもらいたい。そ

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ル・グラン
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)17時00分～9時00分

時給

1,150円～1,150円
又は7時00分～19時00

静岡県田方郡函南町間宮７３４－
３
　ル・グランガーデン函南

83

介護職員（田方郡函
南町・伊豆市修善
寺）

ル・グラングループは、静岡県東部に
て高齢者福祉事業を展開しています。
日々の生活において身の回りのお手伝
いを通じ、家族のような安心できる時
間をお届けしています。可能な限り住
み慣れた地域で、自分らしい暮らしを
人生の最期まで続けてもらいたい。そ

パート労働者 株式会社　ル・グラン
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,150円～1,150円

静岡県田方郡函南町間宮７３４－
３
ル・グランガーデン函南　他

82

介護職員（夜勤専
従）（田方郡函南
町・伊豆市修善寺）

ル・グラングループは、静岡県東部に
て高齢者福祉事業を展開しています。
日々の生活において身の回りのお手伝
いを通じ、家族のような安心できる時
間をお届けしています。可能な限り住
み慣れた地域で、自分らしい暮らしを
人生の最期まで続けてもらいたい。そ

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ル・グラン
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)17時00分～9時00分

時給

1,000円～1,000円
又は7時00分～19時00

静岡県田方郡函南町間宮７３４－
３
ル・グランガーデン函南　他

81

介護職員（田方郡函
南町・伊豆市修善
寺）

ル・グラングループは、静岡県東部に
て高齢者福祉事業を展開しています。
日々の生活において身の回りのお手伝
いを通じ、家族のような安心できる時
間をお届けしています。可能な限り住
み慣れた地域で、自分らしい暮らしを
人生の最期まで続けてもらいたい。そ

パート労働者 株式会社　ル・グラン
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,100円～1,100円
又は7時00分～19時00

静岡県田方郡函南町間宮７３４－
３
ル・グランガーデン函南　他

80

介護職員（田方郡函
南町・伊豆市修善
寺）

ル・グラングループは、静岡県東部に
て高齢者福祉事業を展開しています。
日々の生活において身の回りのお手伝
いを通じ、家族のような安心できる時
間をお届けしています。可能な限り住
み慣れた地域で、自分らしい暮らしを
人生の最期まで続けてもらいたい。そ

パート労働者 株式会社　ル・グラン
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,150円～1,150円
又は7時00分～19時00

79

介護職員（田方郡函
南町・伊豆市修善
寺）

ル・グラングループは、静岡県東部に
て高齢者福祉事業を展開しています。
日々の生活において身の回りのお手伝
いを通じ、家族のような安心できる時
間をお届けしています。可能な限り住
み慣れた地域で、自分らしい暮らしを
人生の最期まで続けてもらいたい。そ

パート労働者 株式会社　ル・グラン
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

≪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: 055-975-1315 従業員数 11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- 3274021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-975-1315 従業員数 0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- 3279421 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 027-345-8725 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: 10020- 7384221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-37-6851 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 1101221 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-95-0001 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 危険物取扱者（乙
種）

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: 22110- 1318521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 0557-35-9158 従業員数 19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- 1078721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-35-9158 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： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 1079821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-35-9158 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： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 1080421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-36-6820 従業員数 140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- 1007421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 128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- 1029721 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 128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- 1031421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 128人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 1032321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 128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- 1033621 各種保険： 労災 月平均 

静岡県伊東市湯川５７２－１２

時給 調理経験

913円～913円

静岡県伊東市湯川５７２－１２
ホテルサンハトヤ

104

従業員食堂【ホテル
サンハトヤ】

従業員食堂の賄い関係となります（昼
食・夕食準備）

☆調理、食材管理、仕入管理、食堂内
の掃除等

※４０～５０食程度の調理となりま

パート労働者 冨士商事株式会社ハトヤホテル
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 (2)15時30分～20時30

1,000円～1,000円

静岡県伊東市湯川５７２－１２
ホテルサンハトヤ

103

宴会課【ホテルサン
ハトヤ】

「ホテルサンハトヤ」の食事会場の担
当業務です。
○会場準備
○配膳
○片付け
○シアターホールの管理、準備
○接客対応、等

パート労働者 交替制あり 冨士商事株式会社ハトヤホテル
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

1,000円～1,000円
又は7時30分～17時00

静岡県伊東市湯川５７２－１２
ホテルサンハトヤ

102

フロント会計【ホテ
ルサンハトヤ】

チェックアウト時の精算、経理ＰＣ入
力、予約受付
○お客様のご案内、お見送り
○客室管理、予約受付業務
○請求書の支払い等の現金出納業務
○パソコン使用（ワード・エクセル初
級程度）

パート労働者 交替制あり 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)14時00分～21時00

913円～913円

静岡県伊東市岡２８１

101

売店【ホテルサンハ
トヤ】

『ホテルサンハトヤ』内の売店での業
務全般です。
○土産物の販売、接客対応、レジ
○商品の仕入れ発注
○売店の掃除、整理整頓、等


パート労働者 交替制あり 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時30分～18時00分

時給

1,000円～1,000円

静岡県伊東市玖須美元和田７１６
－４６１
【本社】

100

客室清掃 ○客室内の清掃
（ゴミ集め、掃除機がけ、洗面・浴
室・トイレなど水回りの
　拭き上げ清掃、ベランダ清掃、窓拭
き　等）　
○シーツ交換・ベッドメーキング
○アメニティー用品などの備品のセッ

パート労働者 株式会社　聚楽
『伊東ホテルジュラク』雇用期間の定めなし (1)10時00分～14時30

時給

1,000円～1,200円
又は9時00分～18時00

静岡県伊東市宇佐美１６６１ー１
１　エステビル
【Ｓａｋｕｒａ　Ｒａｐｐｏｒｔ
Ｂｅａｕｔｅ　伊豆伊東店】

99

事務員　＊急募＊ ○データ入力（専用ソフト使用）　
○電話及び来客者の対応
○書類の整理・文書作成
○営業補助
○郵便物の発送・管理、等

※場合により、車での外出用務あり。

パート労働者 株式会社　さくらパートナーズ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

時給

930円～930円

静岡県伊東市玖須美元和田７１６
－４６１【本社】
または　伊東市湯川４丁目１０ー
８【湯川支店】

98

清掃【Ｓａｋｕｒａ
Ｒａｐｐｏｒｔ　Ｂ
ｅａｕｔｅ】＊急募

さくらパートナーズが運営するエステ
サロン「Ｓａｋｕｒａ　Ｒａｐｐｏｒ
ｔ　Ｂｅａｕｔｅ伊豆伊東店」のサ
ポート業務。
〇タオルやガウンの洗濯
○タオルたたみ
○店内清掃　等

パート労働者 株式会社　さくらパートナーズ
雇用期間の定めなし (1)15時00分～20時00

時給 巡回清掃の経験あれ
ば尚可1,000円～1,200円

静岡県伊東市湯川５６９

97

清掃　＊急募＊ 当社が管理する賃貸物件（アパート・
マンションなど）の、
退去後・入居前等の清掃作業及び見回
りを行います。

できる方には、簡単な修繕などもお願
いします。

パート労働者 株式会社　さくらパートナーズ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～15時00分

時給 自動車整備の経験

950円～1,020円
又は7時00分～21時00

静岡県伊東市川奈１２５７‐１１
７
【ＳｏｆｔＢａｎｋ伊東川奈】

96

ガソリンスタンドス
タッフ【伊東シーサ
イド店】

☆未経験の方大歓迎です☆
出勤日数や時間もご相談ください。
まずは、ご来店いただいたお客様への
販売、サービス（給油洗車等）を主に
行っていただきます。
段階的にガソリンスタンド業務全般を
行っていただきます。

パート労働者 交替制あり 株式会社　クリタ
雇用期間の定めなし

時給

950円～950円
又は10時00分～19時00

静岡県伊東市岡和泉７２－１１
テックランド伊東店

95

スマホアドバイザー
（ソフトバンク伊東
川奈）

スマートフォンの操作案内を中心とし
た業務

○初めてスマートフォンをご契約され
たお客様への操作案内
○操作案内を希望して来店されたお客
様へのご案内

パート労働者 株式会社　サン・エレック
雇用期間の定めなし (1)10時00分～19時00

時給

965円～1,150円
又は10時00分～20時00

静岡県伊東市湯川５７１－１９

94

パート／店舗スタッ
フ／テックランド伊
東店／０６１１

主に次のような店舗内業務をお願いし
ます。
　＊販売業務（小物家電製品、理美容
用品、調理家電など）
　＊店内の各売り場でのレジ会計
　＊商品補充、商品整理
　＊荷卸、倉庫整備、仕入れ伝票入力

パート労働者 交替制あり 株式会社　ヤマダデンキ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 菓子製造の経験者さ
ん歓迎！1,000円～1,100円

又は8時30分～18時00

静岡県伊東市鎌田７６７－１０

93

洋菓子店オープニン
グスタッフ

７月オープン予定の洋菓子店。オープ
ニングスタッフを募集いたします。
かわいいサブレ缶やドーナツを販売す
るお店です。

【製造】
＊サブレ、ドーナツの製造

パート労働者 交替制あり 株式会社　北海物産
雇用期間の定めなし

時給

1,250円～1,250円92

清掃スタッフ 伊東市にオープンしたばかり新店舗★
店内清掃★短時間のお仕事！

１日１．５時間のみ！高収入の短時
間・午前中だけのお仕事です。
テキパキとお掃除してくれる方、掃除
好きの方などご応募いただけると助か

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30分～11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: 0557-38-6100 従業員数 128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- 1034921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 128人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1035121 各種保険： 労災 月平均 4時間

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 110人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1036021 各種保険： 労災 月平均 4時間

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 128人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1037721 各種保険： 労災 月平均 4時間

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 128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- 1038821 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 128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- 1039221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 128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- 1040621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 128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- 1041921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 128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 あり

求人番号: 22052- 1042121 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 110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 あり

求人番号: 22052- 1043021 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 0557-44-2111 従業員数 19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- 1052721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-37-4131 従業員数 64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- 1055521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-32-0109 従業員数 67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 なし

求人番号: 22052- 1057321 各種保険： 労災 月平均 

静岡県伊東市竹の内１丁目５番１４号

時給

920円～950円

静岡県伊東市広野２丁目２番５号

117

大浴場・貸切風呂・
パブリックスペース
清掃業務（パート）

東急ハーヴェストクラブ伊東におけ
る、清掃の仕事です。

○大浴場の清掃（消耗品補充）

○貸切風呂の清掃（消耗品補充）


パート労働者 東急リゾーツ＆ステイ　株式会社
『東急ハーヴェストクラブ伊東』雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)18時00分～0時00分

時給

980円～980円

静岡県伊東市吉田９０１－７５
　伊豆高原温泉　森の泉

116

大浴場清掃 旅館内の温泉大浴場の清掃業務

〇内風呂・露天風呂の清掃
お湯抜きおよびお湯張り、塩素を使用
した清掃と各備品の補充と整理整頓

〇脱衣所および共有スペース（廊下、

パート労働者 伊東リゾ－トサ－ビス株式会社
「伊東小涌園」・「伊東緑涌」雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時30分～13時30分

時給 人柄や意欲を重視し
た採用を心がけてい
ます！

1,000円～1,300円
又は7時00分～21時00

『ハトヤホテル』（伊東市岡１３９１）

115

ホテルサービスス
タッフ【伊豆高原温
泉　森の泉】

■フロント業務
・お客様のお出迎え、お見送り
・チェックイン、チェックアウト
・館内説明、周辺観光のご案内
・お電話での予約対応等
■レストラン業務
・食事処のセット、片付け、

パート労働者 交替制あり 株式会社　女将塾
『伊豆高原温泉　森の泉』　『伊東温泉
久遠』

雇用期間の定めなし

時給 (2)15時00分～21時00

1,300円～1,300円 (3)16時30分～21時30
又は7時00分～21時30

静岡県伊東市湯川５７２－１２
サンハトヤホテル

114

部屋係【ハトヤホテ
ル】

○お客様のお出迎え、ご案内

○夕食・朝食等の接客対応
　（概ね、お食事処における対応とな
ります）

○お部屋の準備、等

パート労働者 変形（1年単位） 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～10時50分

時給 (2)15時00分～21時00

1,300円～1,300円 (3)16時30分～21時30
又は7時00分～21時30

静岡県伊東市湯川５７２－１２
ホテルサンハトヤ

113

部屋係【ホテルサン
ハトヤ】

○お客様のお出迎え、ご案内

○夕食・朝食等の接客対応
　（概ね、お食事処における対応とな
ります）

○お部屋の準備、等

パート労働者 変形（1年単位） 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～10時50分

時給 (2)15時00分～20時00

1,000円～1,000円
又は8時00分～20時00

静岡県伊東市湯川５７２－１２
ホテルサンハトヤ

112

浴場係【ホテルサン
ハトヤ】

【（１）の時間の主な業務】
○大浴場及び脱衣場の清掃業務　
清掃器具を使っての磨き等の作業、
シャンプーやボディーソープなど備品
の補充等を行います。

【（２）の時間の主な業務】

パート労働者 交替制あり 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～13時00分

時給 (2)18時00分～22時00

1,000円～1,000円
又は8時00分～22時00

静岡県伊東市湯川５７２－１２
　ホテルサンハトヤ

111

洗い場・雑用【ホテ
ルサンハトヤ】

○ホテル内食事会場の片付けやゴミ捨
て　

○調理場での食器洗いや片付け

○掃除　等


パート労働者 冨士商事株式会社ハトヤホテル
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

913円～1,000円

静岡県伊東市湯川５７２－１２
ホテルサンハトヤ

110

芸能部【ホテルサン
ハトヤ】

美術、大道具係のアシスタント（見習
い）
　　　　　　　
○舞台装置等美術スタッフとしての補
助　　　　　　　
○芸能に係わる舞台照明等のアシスト


パート労働者 交替制あり 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)16時30分～22時00

時給 施設管理の経験

913円～1,000円

静岡県伊東市湯川５７２－１２
ホテルサンハトヤ

109

設備管理（施設課ア
ルバイト）【ホテル
サンハトヤ】

施設課にて担当社員の補助として、電
気・ガス・ボイラー等の保守・点検・
管理、設備のメンテナンスを行いま
す。
○電気メーターの記録、管理、保守点
検
○水質検査

パート労働者 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

日給

1,200円～1,200円
又は20時00分～8時00

静岡県伊東市岡１３９１
ハトヤホテル

108

ナイトフロント【ホ
テルサンハトヤ】

○夜間電話対応、お客様対応
○キャッシャー対応
○パソコン操作（伝票入力：会計書の
作成など）
○館内客室等の巡回　等

パート労働者 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

日給

1,200円～1,200円
又は20時00分～8時00

静岡県伊東市湯川５７２－１２
ホテルサンハトヤ

107

夜間警備【ハトヤホ
テル】

○夜間電話対応、お客様対応
○館内客室等の巡回　等

●上記業務が主となります。
　基本的にパソコン入力の仕事は含ま
れません。

パート労働者 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

日給

1,200円～1,200円
又は20時00分～8時00

静岡県伊東市湯川５７２－１２
ホテルサンハトヤ

106

夜間警備【ホテルサ
ンハトヤ】

○夜間電話対応、お客様対応
○館内客室等の巡回　等

●上記業務が主となります。
　基本的にパソコン入力の仕事は含ま
れません。

パート労働者 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

913円～913円105

調理補助【ホテルサ
ンハトヤ】

ホテルの調理場内における調理補助の
仕事です。

板前の指示のもと食材の下処理、盛り
付けなどを行います。

※ホテルのレストランでは、和食料

パート労働者 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)13時00分～18時00
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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: 0557-32-0109 従業員数 67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 なし

求人番号: 22052- 1058621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-32-0300 従業員数 81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- 1059921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-3354-7811 従業員数 17人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13080-34720821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-3354-7811 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: 13080-35053521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-3354-7811 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13080-33313921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-3354-7811 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: 13080-33326821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-3354-7811 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: 13080-33335221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-3354-7811 従業員数 12人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13080-33343221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-3354-7811 従業員数 12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: 13080-33350821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-38-0100 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 1051021 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-38-8841 従業員数 35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 なし

求人番号: 22052- 1074621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-45-0114 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052-  995121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-47-6001 従業員数 4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- 1015421 各種保険： 雇用・労災 月平均 2時間

静岡県伊東市宇佐美１６２７－１
（宇佐美小学校内）

時給 (2)8時00分～18時00分

930円～1,000円

静岡県伊東市吉田８２４－４　大池小学校　内

130

学童保育支援員 放課後児童クラブでのお仕事です。

宇佐美小学校内に設置されている学童
保育所です。

就労等で、家庭での保育に欠ける児童
をお預かりしています。

パート労働者 交替制あり 学童保育　わんぱくクラブ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)13時00分～18時00

時給 (2)7時30分～13時00分

950円～950円 (3)13時00分～18時30

静岡県伊東市湯川５７１－１９

129

学童保育【急募】 放課後や学校休校日に適正な遊び場所
や勉強の場を提供し、子育て支援をし
ます。
○児童と一緒に遊んだり、宿題の確認
○片付け・清掃　等

※利用者数は４０名程度

パート労働者 交替制あり 学童保育　ひまわりクラブ
雇用期間の定めなし (1)14時00分～18時30

時給 (2)21時00分～1時00分

950円～1,100円

静岡県伊東市玖須美元和田７２０
－１４３
中華そば　さくら（伊東ショッピ
ングプラザ　デュオ内）

128

温泉施設（シーサイ
ドスパ）での夜間清
掃業務

温泉施設（シーサイドスパ）での施設
清掃業務全般です。
○脱衣所・浴室内の清掃

○トイレを含む館内全体清掃

●土・日・祝日の何れかに勤務可能な

パート労働者 交替制あり 伊東マリンタウン　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)20時00分～0時00分

時給

920円～920円
又は9時00分～19時00

静岡県伊東市八幡野１０４１ー７
８
ＩＨＩグループ伊豆高原荘

127

飲食店（中華そば
さくら）での業務全
般

○ラーメン店（中華そば　さくら）で
の業務全般
　調理、ホールスタッフ、レジ対応、
等

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 伊東商業開発　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～15時00分

時給 (2)16時00分～21時00 調理又は補助経験が
ある方950円～1,100円

又は7時00分～21時00

静岡県伊東市八幡野１０４１－７
８
ＩＨＩグループ伊豆高原荘

126

調理補助／ＩＨＩグ
ループ伊豆高原荘

◎部屋数８室、定員４０名の保養施設
での調理補助業務です。

・盛り付け等の補助業務
・調理器具、食器等の洗浄作業
・厨房内の清掃作業、衛生管理

パート労働者 交替制あり 東京ケータリング　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～10時30分

時給

1,062円～1,125円

静岡県伊東市八幡野１０４１－７
８
ＩＨＩグループ伊豆高原荘

125

ナイトフロント／Ｉ
ＨＩグループ伊豆高
原荘

◎部屋数８室、定員４０名の保養所内での　　　　　　　　　　　　ナイトフロント業務です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・夜間警備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・施設内巡回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・夜間のお客様対応　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・施錠、解錠作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・レストランでの配膳、下膳作業パート労働者 変形（1ヶ月単位） 東京ケータリング　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)18時00分～9時00分

時給 (2)7時30分～15時00分

950円～1,050円 (3)13時00分～20時30

静岡県伊東市広野１－３－１７
しながわ荘

124

事務フロント／ＩＨ
Ｉグループ伊豆高原
荘

◎部屋数８室、定員４０名の保養所内での　　　　　　　　　　　　事務フロント業務です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・電話対応、予約受付　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・お客様対応、精算業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・チェックイン、チェックアウトの対応　　　　　　　　　　　　・簡単なＰＣ操作　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・レストランでの配膳、下膳作業パート労働者 交替制あり 東京ケータリング　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～18時00分

時給 (2)16時00分～21時00

950円～1,100円

静岡県伊東市八幡野１０４１－７
８
　ＩＨＩグループ健康保険組合伊
豆高原荘

123

レストランサービス
／しながわ荘（静岡
県伊東市）

◎部屋数１５室、定員７３名の保養所
でのレストランサービスの
　お仕事です。
・お料理などの配膳、下膳
・レストラン内での接客
・食器洗浄

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 東京ケータリング　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～11時00分

時給

950円～1,000円

静岡県伊東市広野１－３－１７　しながわ荘

122

清掃／ＩＨＩグルー
プ伊豆高原荘（静岡
県伊東市）

◎部屋数８室、定員４０名収容の保養
所での清掃業務です。

客室内の布団入れや布団上げ、掃除機
掛け、拭き上げ、洗面台や
トイレ等の水回りの清掃作業です。
その他、共用部の清掃も行います。

パート労働者 東京ケータリング　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時30分～14時00分

時給 (2)16時00分～21時00

950円～1,100円
又は7時00分～21時00

静岡県伊東市広野１－３－１７　しながわ荘

121

洗浄業務兼調理補助
／しながわ荘

◎部屋数１５室、定員７３名の保養施
設での洗浄業務及び調理補助
　業務です。
・調理器具や食器等の洗浄作業
・盛付け等の補助作業
・厨房内の清掃作業、衛生管理

パート労働者 交替制あり 東京ケータリング　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～10時30分

時給

1,062円～1,125円

静岡県伊東市岡２０３

120

ナイトフロント／し
ながわ荘

◎部屋数１５室、定員７３名の保養施
設でのナイトフロント業務で　す。
・夜間警備
・施設内巡回
・夜間のお客様対応
・施錠、開錠作業
・レストラン内での配膳、下膳作業

パート労働者 交替制あり 東京ケータリング　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)18時30分～8時30分

時給

1,100円～1,200円

静岡県伊東市竹の内１丁目５番１４号

119

案内係 旅館に到着されたお客様をお部屋に案
内するお仕事です。

チェックイン後のお客様の荷物をお預
かりしお部屋にご案内、お茶をお出し
します。
お部屋や館内の説明をします。

パート労働者 株式会社　大和館　　
【青山やまと】雇用期間の定めなし (1)13時30分～17時00

時給 (2)17時00分～21時00 エクセル・ワードの
使用経験
パソコンデータ入力

1,000円～1,000円
又は8時00分～23時00

118

売店（アルバイト） 会員制リゾートホテルにおける、売店
の仕事です。
○売店の接客対応、精算業務、等
○売店システム等の入力
○ポップ、プライスカード作成
○商品入れ替え、書見期限チェック
○棚卸業務

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 東急リゾーツ＆ステイ　株式会社
『東急ハーヴェストクラブ伊東』雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～12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: 0545-67-1083 従業員数 34人

年　　齢: 不問 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 介護職員実務者研修修了者

求人番号: 22100- 4143021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-45-8103 従業員数 21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- 1104321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-48-1443 従業員数 4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: 22052-  998821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0557-44-1400 従業員数 21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 なし

求人番号: 22052- 1001121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-44-1400 従業員数 21人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 保育士 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- 1002021 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-51-0888 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 1073321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-51-6186 従業員数 20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: 3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- 1107121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-54-9988 従業員数 150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- 1114921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-36-9069 従業員数 78人

年　　齢: 不問 休　　日： 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: 22052- 1064421 各種保険： 労災・財形 月平均 

     TEL: 0557-29-6260 従業員数 18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： 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- 1068121 各種保険： 労災 月平均 介護福祉士

     TEL: 0557-38-9060 従業員数 30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- 1088221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-38-9060 従業員数 30人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 1089521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-38-9060 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： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1091621 各種保険： 労災 月平均 3時間

静岡県伊東市八幡野（伊豆高原学園）

時給

950円～950円

静岡県伊東市吉田の施設

143

客室・共用部清掃
【伊豆高原】

保養所の客室清掃業務と、共用部分の
清掃業務です。
○掃除機をかける
○ベッドメイク
○バスルーム、洗面、トイレ等の水周
りの拭き上げ清掃
○リネン類など備品の補充、等

パート労働者 太平ビルサービス株式会社　伊東営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時00分～14時30

時給

1,200円～1,200円

静岡県伊東市吉田の施設

142

営業終了後の清掃
【伊東市吉田の遊技
施設】

伊東市吉田にある遊技施設における清
掃の仕事です。

遊技場の営業終了後のトイレ清掃（男
女）・各遊技台清掃等を含めた店内清
掃を行います。


パート労働者 交替制あり 太平ビルサービス株式会社　伊東営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)22時30分～0時00分

時給 (2)12時00分～16時00

950円～950円 (3)17時00分～20時30

静岡県伊東市宇佐美２３８７－１【グループホームうさぎ】

141

清掃【伊東市吉田の
遊技施設】

伊東市吉田にある遊技施設における清
掃の仕事です。

遊技場・営業時間中のトイレ清掃（男
女）・休憩所などの
店内清掃を行います。


パート労働者 交替制あり 太平ビルサービス株式会社　伊東営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～10時30分

日給 介護職員の経験等

1,875円～1,875円

静岡県伊東市内のデイサービス
（５ヶ所）
＊『フルーズ』（伊東市音無町５
－６）

140

夜勤専従：介護職員
【グループホームう
さぎ】

１７：００夜勤専従　担当者になりま
す。
（１７：００～９：００）勤務

グループホームで日常生活の介護全般
業務になります。
〇食事・入浴・排泄介助の生活援助に

パート労働者 株式会社　うさぎ薬局　【介護部門】
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)17時00分～9時00分

時給

1,020円～1,040円
又は8時00分～18時00

静岡県伊東市八幡野１０２７

139

送迎【伊東】 ○伊東市内のデイサービスのご利用者
様の送迎業務です。
　（伊東市内５ヶ所）
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。


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）

時給 (2)15時00分～19時00

950円～1,200円

静岡県伊東市八幡野１２４８－１３

138

調理補助【食事サー
ビス課】

入居者の皆様に提供する食事の調理補
助・盛り付け・お膳セット・洗い物な
どの仕事です。
（日替わり定食・一品料理・治療食な
どを提供）

◆接客が得意な方には、カウンターで

パート労働者 交替制あり 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)5時30分～9時30分

時給

920円～1,500円
又は7時00分～19時00

静岡県伊東市荻５５８－１８
【グループホームかえで】

137

訪問ヘルパ－ ◎訪問介護業務
ご利用者様のお宅に訪問し、居宅での
身体介護・生活援助を行います。（食
事・入浴・排泄等の介護、調理・掃除
等の援助など）

【訪問地域：伊東市内】

パート労働者 交替制あり 有限会社　伊豆高原ファミリー介護センター
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

930円～1,100円

静岡県伊東市川奈１２６７番地

136

グループホーム障が
い者支援スタッフ
（かえでパート）

＼地域の障がい者福祉を支えるグルー
プホームで短時間のお仕事／

障がいをお持ちの方が地域で生活する
共同集合住宅において、
食事の調理、後片付けをメインに行い
ます。

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)15時00分～19時00

時給 (2)7時00分～16時00分

1,100円～1,100円 (3)10時00分～19時00
又は7時00分～19時00

静岡県伊東市川奈１２６７番地

135

保育教諭 令和３年度４月より幼保連携型認定こども園に移行。あらたに保育教諭を募っております。明るく楽しく一緒に保育をしてくださる方をお待ちしております。パート労働者 交替制あり 社会福祉法人子ども未来計画
幼保連携型認定こども園　川奈愛育クラブ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 無資格でも可。保育
士資格・幼稚園教諭
免許あれば尚可。

913円～950円
又は7時00分～19時00

静岡県伊東市宇佐美１９３６‐２
【訪問看護ステーション・ナース
の森　宇佐美】

134

保育補助 令和３年度４月より幼保連携型認定こ
ども園に移行いたします。
定員増もあり、あらたに保育教諭を補
助していただける方を募っておりま
す。
明るく楽しく一緒に保育をしてくださ
る方をお待ちしております。

パート労働者 交替制あり 社会福祉法人子ども未来計画
幼保連携型認定こども園　川奈愛育クラブ雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,000円～1,000円

静岡県伊東市吉田５７３‐３

133

福祉用具販売員補助
業務

福祉用具専門相談員の補助的業務で
す。

○納品時の立ち会い
（福祉用具の組み立てなどは専門業者
が行います。）


パート労働者 株式会社　訪問看護ステーション・ナースの森
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給 (2)9時00分～12時30分

930円～990円 (3)15時00分～18時30

静岡県伊東市岡１２９３－３

132

厨房スタッフ 入院患者様の食事を作ります（従業員
分を含む）
○下ごしらえ
○調理
○配膳
○食器洗浄
○片づけ、等

パート労働者 交替制あり 医療法人社団　聖和会　上山レディースクリニック
雇用期間の定めなし (1)6時00分～12時30分

時給 (2)8時30分～17時30分 介護職の実務経験
あれば尚可
＊サービス形態や年

1,005円～1,085円 (3)11時00分～20時00131

介護職パート（グ
ループホームわか
ば）

グループホームで生活しているご利用
者様の
日常生活の介助業務をお任せ致しま
す。
・食事、入浴、排せつなどの生活介助
全般
・お掃除やお洗濯などのご利用者様が

パート労働者 交替制あり 医療法人財団　百葉の会
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～16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: 0558-25-0230 従業員数 2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: 22110- 1411721 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 0557-37-7135 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 あり

求人番号: 22052-  992321 各種保険： 労災 月平均 10時間

静岡県伊東市川奈１２６０
　小室山公園管理事務所

時給

913円～913円

静岡県伊東市八幡野１１９４－１　マックスバリュ伊豆高原店

145

テニスコート受付
（週１日）【小室山
公園管理事務所】

小室山公園管理事務所における小室山
テニスコートの受付・管理の仕事で
す。
○利用者様の受付、案内、料金徴収、
電話応対
○コートの点検作業
○鍵の開閉、戸締り

パート労働者 公益財団法人　伊東市振興公社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)13時00分～20時00

日給

1,143円～1,143円144

駐車場警備【日給８
０００円】

○伊東市伊豆高原のスーパー駐車場に
て、
　お客様の車両の出入りや駐車スペー
スへの誘導を行い
　歩行者等の安全を確保する業務をし
ていただきます。


パート労働者 伊豆警備保障株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分
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