
【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6月6日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 0875-83-3050 従業員数 8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: 37040- 3009621 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 054-280-0066 従業員数 11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 なし 介護職員実務者研修修了者

求人番号: 22010-14841421 各種保険： 労災 月平均 介護職員初任者研修修了者

     TEL: 054-280-0066 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 あり

求人番号: 22010-14843621 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 055-983-2118 従業員数 5人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝他 日商簿記３級 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 簿記実務検定３級

求人番号: 22050- 3941121 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-976-8021 従業員数 513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- 3938521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-973-0882 従業員数 149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: 22050- 3964321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 055-973-0882 従業員数 149人

年　　齢: 18歳以上 休　　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- 3965621 各種保険： 雇用・労災 月平均 10時間

     TEL: 054-251-0770 従業員数 20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

求人番号: 22010-15178621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-976-0341 従業員数 29人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 助産師 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- 4036421 各種保険： 雇用・労災 月平均 5時間

     TEL: 055-976-0341 従業員数 29人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　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

求人番号: 22050- 3988421 各種保険： 雇用・労災 月平均 5時間

     TEL: 055-984-1900 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 木日祝他 歯科衛生士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 3943721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-6435-6116 従業員数 16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: 13040-59801821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-988-3535 従業員数 51人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 4027521 各種保険： 労災 月平均 

静岡県三島市徳倉２０８－１

時給

920円～970円
又は8時00分～17時00

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

静岡県三島市加茂川町３８７９－
４　
「あんしんホーム三島」「ケス
テーションあさひ三島」

13

デイサービス等の送
迎および介護補助

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

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

時給 介護施設での事務経
験ある方歓迎913円～913円

静岡県三島市梅名１１１－１

12

事務スタッフ（三
島）≪急募≫

○サービス付き高齢者向け住宅及びデ
イサービス
・電話対応、パソコン操作、小口現金
管理、書類作成、接客、買い出し　等

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

時給

1,400円～1,700円
又は8時50分～19時30

静岡県三島市寿町２－２６

11

歯科衛生士 歯科衛生士業務全般　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◇◆就業日数は１日からでも時間もご相談に応じます◇◆　　　　※経験なども問いませんのでお気軽にお問い合わせ下さい。　　　※ブランクのある方も歓迎します。　　　　　　　　　　　　　　※年齢不問です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★　急　募　★パート労働者 わたなべ歯科
雇用期間の定めなし

時給 (2)16時30分～9時00分 看護師経験
実務経験が３年以上
あれば、産婦人科未

1,500円～1,600円

静岡県三島市寿町２－２６

10

看護師 産婦人科医療の看護業務
・外来、入院患者様のバイタルチェッ
ク、採血及び各付帯業務
・分娩室、手術室での介助業務
・新生児ケア

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団　桃璃会　　安達産婦人科クリニック
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

時給 (2)16時30分～9時00分 助産師経験

1,900円～2,000円

静岡県三島市南本町１５－３５
　三島レディースクリニック

9

助産師 産婦人科医療の助産師業務
・外来、入院患者様のバイタルチェッ
ク、採血及び各付帯業務
・分娩介助
・保健指導（母親学級・母乳外来等）
・新生児ケア

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団　桃璃会　　安達産婦人科クリニック
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

時給

1,300円～1,500円
又は8時30分～13時00

静岡県三島市八反畑１２０－７
三島共立病院

8

外来看護師／三島市 ○不妊治療・婦人科における患者様の
治療の説明やご相談
○不妊治療中に行う注射・与薬の看護
業務
○採卵・移植の介助

パート労働者 交替制あり 医療法人社団　幸のめばえ
雇用期間の定めなし

時給 (2)0時30分～8時30分 ５年以上の経験

2,264円～2,887円

静岡県三島市八反畑１２０－７
三島共立病院

7

看護師（夜勤専門） 〈看護師の業務として〉
　・病棟看護業務
　・診察補助、注射、点滴、カンファ
レンス
　・急性期、慢性期看護
　・入院から在宅までの患者ケア
　・電子カルテ入力

パート労働者 交替制あり 医療法人社団　静岡健生会
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)16時30分～0時30分

時給 (2)8時30分～16時30分

914円～1,364円 (3)12時00分～20時00

静岡県三島市文教町１－９－１１

6

看護助手（病棟） 〈看護助手業務〉
入院患者の看護補助業務を担当してい
ただきます。
・食事準備（配膳・下膳等）
・環境整備（シーツ交換等）
・看護の補助業務（おむつ交換等）
・上記内容に付帯する業務

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団　静岡健生会
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時45分～14時45分

時給 (2)11時55分～20時00 接客業やコールセン
ターでの勤務経験が
ある方

1,465円～1,740円

静岡県三島市北田町　３－５１

5

お客様センタースー
パーバイザー（管理
スタッフ）

お客様センター電話・メール応対業務
の現場管理全般をするお仕事
です。

お客様センターでは、オペレータがＺ
会通信教育を受講検討中・受
講中のお客様からの電話・メールでの

パート労働者 交替制あり 株式会社Ｚ会
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 パソコン（エクセ
ル・ワード等）操作
確定申告指導の経験

920円～1,000円
又は9時00分～17時00

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

4

事務一般 ・パソコン操作（エクセル・ワード）
・電話・来客者の応対　・銀行への入
出金業務
・各種共済の受付業務
・青色申告専用ソフト操作
（当会は、青色申告をしている個人事
業主の方々の税の相談や

パート労働者 三島税務署管内青色申告会
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

時給

970円～970円
又は9時00分～18時00

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

3

送迎ドライバー／三
島市

・高齢者の送り迎え（自宅からデイ
サービス施設）
・日報の記入

＊未経験者歓迎！

パート労働者 交替制あり サガミシード　株式会社　本部
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 デイサービス経験、
夜勤業務経験者優遇1,000円～1,050円

静岡県三島市玉川９－１
ルート１三島ＳＳ

2

介護職員（夜間宿
直）　／　三島市

サガミシードの運営するデイサービス
での夜勤職員です。
お泊りデイ利用者（最大５名まで）の
夜間見守り、介助等

＊社員昇格制度あり
＊福利厚生充実

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)18時00分～8時00分

時給

1,000円～1,000円
又は0時00分～23時59

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

ＳＳサービススタッ
フ（ルート１三島Ｓ
Ｓ）

＊ご来店頂いたお客様の乗用車・ト
ラックを誘導して、
　給油、窓拭き、お会計等をして頂き
ます。
＊施設の清掃、会員カードお勧めや洗
車・ピット作業補助
　などもして頂きます。

パート労働者 株式会社　吉田石油店
雇用期間の定めなし

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年6月6日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 055-988-3535 従業員数 51人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 4028421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-977-6200 従業員数 55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- 4051521 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-977-6200 従業員数 55人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

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

求人番号: 22050- 4052421 各種保険： 労災 月平均 介護支援専門員（ケアマネージャー）

     TEL: 054-266-3216 従業員数 16人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 看護師 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22010-14509721 各種保険： 労災 月平均 15時間

     TEL: 055-955-4004 従業員数 13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: 10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: 22030- 5353221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-987-0310 従業員数 48人

年　　齢: 不問 休　　日： 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 介護職員実務者研修修了者

求人番号: 22050- 3946521 各種保険： 雇用・労災 月平均 1時間

     TEL: 055-991-1199 従業員数 9人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 保育士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり 社会福祉士

求人番号: 22050- 4079421 各種保険： 労災 月平均 5時間 その他の福祉・介護関係資格

     TEL: 055-971-8211 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 あり

求人番号: 22050- 3937221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 052-681-7107 従業員数 33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: 23030-11483621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-975-3111 従業員数 31人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 4015121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 055-975-3111 従業員数 34人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 4023021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 9時間

     TEL: 055-975-3111 従業員数 400人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 社会福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 保健師

求人番号: 22050- 4024721 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 保育士

     TEL: 055-975-3111 従業員数 151人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 保育士 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- 4025821 各種保険： 雇用・労災 月平均 

静岡県三島市立保育園

時給

1,078円～1,151円

静岡県三島市北田町４－４７

26

保育士（保育園） パートタイム会計年度任用職員（地方
公務員法第２２条の２第１項第１号）
公立保育園の遅番勤務による子どもの
保育等。

パート労働者 三島市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)15時00分～19時00

月給

1,059円～1,059円

静岡県三島市字賀茂ノ之洞４７０３－９４

25

家庭児童相談室　相
談員（子育て支援
課）

パートタイム会計年度任用職員（地方
公務員法第２２条の２第１項第１号）

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

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

月給 接客業経験のある方

1,013円～1,013円

静岡県三島市一番町１９－３（三島市立公園楽寿園）

24

清掃センター作業員 パートタイム会計年度任用職員（地方
公務員法第２２条の２第１項第１号）
一般廃棄物処理作業
・粗大ごみ等受入、仕分け・解体作
業、運搬作業（重機を使用）
・その他（町内清掃でのごみの受入、
場内整理作業等）

パート労働者 三島市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～16時30分

時給 お客様に適切に対応
できる方。924円～924円

又は8時30分～16時45

静岡県三島市文教町１丁目４－１９

23

動物飼育員（楽寿
園）

パートタイム会計年度任用職員（地方
公務員法第２２条の２第１項第１号）
どうぶつ広場等での接客業務、展示動
物の飼育管理、獣舎及びその周辺の清
掃、除草、花の栽培管理業務、イベン
ト補助など
※繁忙期には園内整備の補助等もあり

パート労働者 交替制あり 三島市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時15分

時給

930円～930円

静岡県三島市谷田字城の内１４１－１

22

調理補助（ＪＲ東海
総合研修センター）
未経験者歓迎！

※三島市で調理補助（パート）募集！
土・日・祝休み！
　５時間程度のお仕事です！
　大手企業の研修施設での調理補助業
務全般。　
　料理の盛り付け、仕込み、配膳、洗
浄等をお願いします。

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)6時00分～10時00分

時給

915円～915円
又は7時00分～18時30

静岡県三島市大社町５－６

21

農産物直売所接客 レジ打ち、品出し等 パート労働者 交替制あり 富士伊豆農業協同組合　三島函南地区本部
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)9時30分～17時30分 障害福祉サービス未
経験でも、子育て
他、児童との関わり

930円～1,200円

静岡県三島市佐野１１５０－１

20

支援員 障害者自立支援法における放課後等デ
イサービス

・障がいのある就学児（小学校１年生
～高校３年生）をお持ちのご　家庭の
ための学童療育、支援


パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊豆の郷
雇用期間の定めなし (1)13時00分～18時30

時給 介護福祉士実務者研
修修了者又は介護福
祉士

1,000円～1,030円
又は7時50分～16時50

静岡県駿東郡清水町徳倉１５９４
フレマリールテル　２０２号
実際には、弊社が指定する訪問先
へ直行直帰となります。

19

介護職員 デイサービスに通所している利用者の介護（送迎・入浴・機能訓練の補助等）パート労働者 社会福祉法人静和会　デイサービスセンターヴィターレ・ソラーレ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時50分～16時50分

時給

915円～1,450円
又は6時00分～20時00

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

18

障がい者（児）支援
ヘルパー≪急募≫

訪問先での障がい者（児）支援業務
（オムツ交換・清拭などの身体介護、
掃除調理などの家事支援等、障がい者
（児）支援全般）
その他、上記に付随する業務

＊自家用車で就業場所へ向かっていた

パート労働者 株式会社　かーむ・らいふ　　ライフアシスト　のぞみ
雇用期間の定めなし

時給

1,580円～1,580円

静岡県三島市御園５８０

17

訪問入浴看護職員／
三島事業所（三島
市）

訪問入浴サービスにおける、看護職員
の募集です。
事業所へ出勤後に３人一組（介護職員
２人、看護師１人）にて訪問入浴車を
運転しお客様ご自宅へ向かいます。
お客様のご自宅到着後、介護職員が入
浴機材等の準備をしている間にお客様

パート労働者 アサヒサンクリーン　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時30分

時給 介護の実務経験

1,000円～1,200円
又は7時00分～18時30

静岡県三島市御園５８０

16

介護職（御寿園） 介護老人福祉施設８６名、短期入所生活介護事業１０名の介護（食事、入浴、排泄の介助他）。パート労働者 交替制あり 社会福祉法人　大乗会　特別養護老人ホーム　御寿園
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給 看護師の実務経験

1,500円～2,000円

静岡県三島市徳倉２０８－１

15

看護師、准看護師
（御寿園）

介護老人福祉施設８６名、短期入所生活介護事業１０名の利用者に対し、日常の看護及び保健衛生に関する業務パート労働者 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　大乗会　特別養護老人ホーム　御寿園
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給 調理業務経験

920円～920円14

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

パート労働者 交替制あり 社会福祉法人　福思会「ふるさとの丘」
雇用期間の定めなし (1)9時00分～13時00分
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 055-975-3111 従業員数 30人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 幼稚園教諭免許（専
修・１種・２種）

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 保育士

求人番号: 22050- 4026221 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-975-3111 従業員数 18人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 その他の福祉・介護
関係資格

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- 4072921 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-975-3111 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 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- 4073121 各種保険： 労災 月平均 1時間

     TEL: 055-975-3111 従業員数 400人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 保健師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 4074021 各種保険： 雇用・公災 月平均 1時間

     TEL: 055-948-1525 従業員数 48人

年　　齢: 不問 休　　日： 月火水木金 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 4000821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-948-1525 従業員数 48人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 4001221 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- 4006921 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- 4007121 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- 4008021 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 50人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 １級ボイラー技士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ２級ボイラー技士

求人番号: 13090-20842621 各種保険： 労災 月平均 第一種電気工事士

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 50人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-20845021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 50人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-20848221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 50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: 13090-20852921 各種保険： 労災 月平均 

静岡県伊豆の国市長岡１０３５－
１
（伊豆長岡金城館）

時給 (2)18時00分～23時00

920円～1,000円

静岡県伊豆の国市長岡１０３５－
１
（伊豆長岡金城館）

39

ホテルの洗い場ス
タッフ／伊豆長岡金
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)7時30分～10時00分

時給 (2)15時00分～21時00 和食ｏｒ洋食の調理
経験がある方950円～1,200円

静岡県伊豆の国市長岡１０３５－
１
（伊豆長岡金城館）

38

ホテルの調理スタッ
フ／伊豆長岡金城館

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ヶ月以上）(1)6時00分～10時00分

時給 (2)16時30分～20時00

920円～1,000円

静岡県伊豆の国市長岡１０３５－
１
（伊豆長岡金城館）

37

ホテルの調理補助ス
タッフ／伊豆長岡金
城館

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～9時30分

時給

920円～1,300円
又は8時00分～21時00

静岡県伊豆の国市長岡２６０－１

36

ホテルの施設管理ス
タッフ／伊豆長岡金
城館

・館内の電球取り替え
・客室等の修繕
・浴槽のお湯の温度管理
・ボイラー設備の管理等
未経験の方も経験者の方も歓迎。
２０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）

時給

920円～1,000円
又は9時00分～17時30

静岡県伊豆の国市長岡２６０－１

35

レストランホールス
タッフ

山麓のレストランのホールスタッフです。オープン時間の１１時までは会場の準備、１１時からは接客（お客様の案内やドリンク販売）テーブルの片づけ、営業終了の１５時以降は清掃作業になります。パート労働者 変形（1年単位） 大日　株式会社　伊豆パノラマパーク
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)8時30分～17時30分

920円～1,100円

静岡県伊豆の国市長岡２６０－１

34

ロープウェイスタッ
フ

主にロープウェイの乗客係です。お客様の改札業務や乗り降りのご案内をいたします。パート労働者 交替制あり 大日　株式会社　伊豆パノラマパーク
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時00分

時給 販売接客経験あれば
尚可920円～1,000円

又は8時30分～17時30

静岡県伊豆の国市長岡２６０－１

33

碧テラス店舗スタッ
フ

ロープウェイで上った山頂の碧テラスの飲食店舗のお仕事です。ドリンクやデザートの販売、簡単な調理作業もあります。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)8時30分～17時00分

時給

920円～1,000円

静岡県伊豆の国市長岡２６０－１

32

山頂公園管理スタッ
フ

ロープウェイで上った山頂公園の管理のお仕事です。日常的な清掃作業の他、樹木の伐採や草刈りなども時には行います。パート労働者 交替制あり 大日　株式会社　伊豆パノラマパーク
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時00分

時給

920円～1,000円

静岡県三島市北田町４－４７

31

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

月給 基本的なパソコン操
作（エクセル、ワー
ド）

1,244円～1,244円

静岡県三島市内小学校内

30

産業保健師（人事
課）

パートタイム会計年度任用職員（地方
公務員法第２２条の２第１項第１号）

産業保健師としての業務
職員の健康管理（健康診断・職場巡視
などの労働安全衛生）に関する事業の
実施、相談、指導、電話対応、窓口業

パート労働者 三島市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時15分

月給 子どもの好きな方・
子育ての経験を活か
したい方

924円～924円
又は8時00分～18時00

静岡県三島市新谷１７５－１
三島市障がい者支援センター佐野
あゆみの里

29

放課後児童クラブ補
助員（教育総務課）

パートタイム会計年度任用職員（地方
公務員法第２２条の２第１項第１号）

１　小学生が下校時に利用する放課後
児童クラブにおいて、児童の遊び及び
生活全般の支援を行う。
２　放課後児童クラブの施設管理

パート労働者 三島市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)15時00分～18時00

月給 福祉施設等での勤務
経験980円～980円

静岡県三島市立幼稚園

28

支援員（佐野あゆみ
の里）

パートタイム会計年度任用職員（地方
公務員法第２２条の２第１　項第１
号）
１）佐野あゆみの里日中一時事業利用
者の支援・介護、支援提供記録作成な
ど
２）障がい者支援センター業務

パート労働者 三島市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)14時30分～19時30

時給

953円～989円27

預かり保育支援員
（幼稚園）

パートタイム会計年度任用職員（地方
公務員法第２２条の２第１項第１号）
市立幼稚園教育時間終了後の預かり保
育業務

パート労働者 三島市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)14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6月6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 50人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-20855721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 86人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-20856821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 50人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-20857221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 86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: 13090-20858521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 50人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-20860921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 50人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-20861121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 86人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-20864821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 86人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-20867421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 86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: 13090-20871721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 86人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-20873221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 86人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-20876321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 86人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 １級ボイラー技士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ２級ボイラー技士

求人番号: 13090-20879121 各種保険： 労災 月平均 第一種電気工事士

     TEL: 055-941-7963 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 美容師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030- 5350021 各種保険： 労災 月平均 

静岡県伊豆の国市寺家１００
　ビンズ・アイ韮山店

時給 美容師としての経験
１年以上1,000円～1,300円

又は9時00分～17時00

静岡県伊豆の国市吉田１１７８
（大仁ホテル）

52

美容師・スタイリス
ト（ビンズ・アイ韮
山店）

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

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

時給

1,000円～1,200円
又は8時00分～21時00

静岡県伊豆の国市吉田１１７８
（大仁ホテル）

51

ホテルの施設管理ス
タッフ／大仁ホテル

・館内の電球取り替え
・客室等の修繕
・浴槽のお湯の温度管理
・ボイラー設備の管理等
未経験の方も経験者の方も歓迎。
２０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）

時給 (2)16時00分～21時00

920円～1,000円

静岡県伊豆の国市吉田１１７８
（大仁ホテル）

50

ホテルの調理補助ス
タッフ／大仁ホテル

・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ヶ月以上）(1)6時00分～10時30分

時給 (2)16時00分～21時00 和食ｏｒ洋食の調理
経験がある方1,000円～1,200円

静岡県伊豆の国市吉田１１７８
（大仁ホテル）

49

ホテルの調理スタッ
フ／大仁ホテル

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～10時30分

時給 (2)18時00分～22時00

920円～920円

静岡県伊豆の国市吉田１１７８
（大仁ホテル）

48

ホテルの洗い場ス
タッフ／大仁ホテル

・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ヶ月以上）(1)7時00分～11時00分

時給

920円～920円
又は9時00分～15時00

静岡県伊豆の国市吉田１１７８
（大仁ホテル）

47

ホテルの客室清掃ス
タッフ／大仁ホテル

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

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)17時00分～21時00

950円～1,000円

静岡県伊豆の国市長岡１０３５－
１
（伊豆長岡金城館）

46

ホテルのバイキング
レストランスタッフ
／大仁ホテル

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～10時30分

時給

920円～1,100円
又は8時00分～21時00

静岡県伊豆の国市長岡１０３５－
１
（伊豆長岡金城館）

45

ホテルのフロント・
予約スタッフ／伊豆
長岡金城館

・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。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０代～７０代の幅広い年齢層の方が活躍しております。　　　　私たちと一緒にお客様に最高なサービスを提供しませんか？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)16時30分～22時00

920円～1,100円

静岡県伊豆の国市吉田１１７８
（大仁ホテル）

44

ホテルのバイキング
レストランスタッフ
／伊豆長岡金城館

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～10時00分

時給

920円～1,000円
又は20時00分～9時00

静岡県伊豆の国市長岡１０３５－
１
（伊豆長岡金城館）

43

ホテルのナイトフロ
ントスタッフ／大仁
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。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０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）

時給 (2)16時30分～22時00

920円～1,100円

静岡県伊豆の国市吉田１１７８
（大仁ホテル）

42

ホテルのバイキング
レストランスタッフ
／伊豆長岡金城館

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～10時00分

時給

920円～1,000円
又は8時00分～21時00

静岡県伊豆の国市長岡１０３５－
１
（伊豆長岡金城館）

41

ホテルのフロント・
予約スタッフ／大仁
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。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０代～７０代の幅広い年齢層の方が活躍しております。　　　　私たちと一緒にお客様に最高なサービスを提供しませんか？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

920円～1,000円
又は9時00分～15時00

40

ホテルの客室清掃ス
タッフ／伊豆長岡金
城館

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

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）
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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6月6日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 055-948-0555 従業員数 110人

年　　齢: 不問 休　　日： 月火水日祝他 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- 4032721 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0558-77-1182 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 4044421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0558-77-1182 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 歯科衛生士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 4047921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-6435-6116 従業員数 23人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 精神保健福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 社会福祉士

求人番号: 13040-59415221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 介護福祉士

     TEL: 03-6435-6116 従業員数 23人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

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

求人番号: 13040-59418321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 ホームヘルパー２級

     TEL: 03-6435-6116 従業員数 23人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

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

求人番号: 13040-59421721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 ホームヘルパー２級

     TEL: 055-948-5577 従業員数 36人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 3967121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-948-5577 従業員数 15人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 3968021 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-969-0225 従業員数 17人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 保育士 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: 22030- 5311521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-986-0789 従業員数 10人

年　　齢: 18歳～69歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 3944821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 050-3733-3443 従業員数 45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: 5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: 33080- 3626521 各種保険： 労災 月平均 介護福祉士

     TEL: 055-932-8869 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: 22030- 5240421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0558-87-1626 従業員数 26人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 3982121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

静岡県伊豆市上船原１４００－１

時給

965円～1,000円
又は8時25分～17時30

静岡県伊豆の国市長岡７４１－１
　慈広会記念病院

65

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

パート労働者 株式会社ＳＴＧ　静岡工場
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時25分～17時30分

時給 (2)13時00分～17時00

913円～1,000円

自宅を拠点とした訪問介護業務
主な担当エリア：伊豆の国市、富
士市、三島市、沼津市、及び周辺
地域

64

院内清掃（伊豆の国
市）

当社で行っている「慈広会記念病院」
の院内の廊下や階段、共用部分、洗
面、男女トイレ等の清掃を担当してい
ただきます。

・床面ダスターや掃除機掛け、モップ
掛け

パート労働者 交替制あり 株式会社　シンセイ
雇用期間の定めなし (1)8時45分～16時45分

時給 (2)22時00分～7時00分 介護職経験者優遇
＊未経験者の方も、
応募歓迎します。

1,200円～1,200円

静岡県伊豆の国市中條２５２

63

訪問介護（雇用型）
／静岡（伊豆の国、
富士、三島、沼津）

難病や事故等によって、身体に重度の
障害をお持ちの方のご自宅へ訪問して
頂き、日常生活のサポートをして頂き
ます。
・食事の介助　　　　　　・就寝中の
見守り
・家事の援助　　　　　　・定時の排

パート労働者 株式会社　土屋
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～18時00分

日給

1,250円～1,250円

静岡県伊豆の国市韮山多田６１０
－１
児童発達支援センター「きらら
か」

62

軽度障害者グループ
ホームの夜間専門員

軽度精神・知的障害者向グループホー
ムの夜間専門員
（業務内容）
・施設及び居室の見回り、その他の支
援。

※身体介助はありません

パート労働者 グループホーム　ミライカ韮山（一般社団法人ミライカ）
雇用期間の定めなし (1)20時00分～8時00分

時給 保育士・児童指導員
の資格、経験
資格無い方はご相談

1,160円～1,160円

静岡県伊豆の国市田京９２９－５

61

保育士 児童発達支援センター「きららか」に
て一般園利用児童の降園後における療
育サービス補助業務になります。
片付けから療育補助、片付けまでお願
いします。

パート労働者 社会福祉法人　輝望会
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～15時00分

時給 (2)7時00分～15時30分

920円～990円 (3)11時00分～19時30

静岡県伊豆の国市長岡９９９－１

60

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

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

時給

920円～990円
又は7時00分～19時00

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

59

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

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

時給

1,013円～1,100円

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

58

≪急募！！≫日勤の
み介護スタッフ・
パート／伊豆の国

○サービス付き高齢者向け住宅及びデ
イサービス
○身体介護（排泄・入浴・食事等）○
巡回、コール対応
○介護記録等
＊未経験からスタートした方も多数活
躍中！

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

時給 (2)9時00分～18時00分

1,013円～1,100円 (3)16時30分～9時30分

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

57

＜急募＞介護スタッ
フ・パート／伊豆の
国

○サービス付き高齢者向け住宅及びデ
イサービス
○身体介護（排泄・入浴・食事等）○
巡回、コール対応
○介護記録等
＊未経験からスタートした方も多数活
躍中！

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

時給 現場経験

1,180円～1,180円

静岡県伊豆の国市御門５２の２番地

56

＜＜急募！！＞＞生
活相談員・パート／
伊豆の国

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

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

時給 (2)14時00分～19時30 経験者優遇

1,200円～1,500円
又は8時30分～18時00

静岡県伊豆の国市御門５２の２番地

55

歯科衛生士 ＊歯科診療の医師のアシスタント業務
＊口腔衛生指導（歯石の除去等）
＊診療器具の準備（トレーセット等）
＊消毒・滅菌等

＊上記内容に付帯する業務となりま
す。

パート労働者 交替制あり 西島歯科クリニック
雇用期間の定めなし (1)8時30分～12時30分

時給

920円～1,000円
又は8時30分～19時30

静岡県伊豆の国市長岡９４６

54

歯科助手 ＊歯科診療の医師及び歯科衛生士の指
示による業務
＊診療器具の準備（トレーセット等）
＊消毒・滅菌
＊受付業務、窓口業務、電話対応等

＊上記内容に付帯する業務になりま

パート労働者 交替制あり 西島歯科クリニック
雇用期間の定めなし

時給

915円～915円
又は8時30分～12時30

53

薬剤師助手 ＜薬剤師の補助業務（入院患者５４
床）＞

伝票整理・定期薬セット・薬品払い出
し・錠剤整理・薬剤補充・納品件品・
書類補充など


パート労働者 長岡リハビリテーション病院　（医療法人社団　一就会）
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分
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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: 054-282-8311 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： その他 時間外 なし

求人番号: 22010-14849221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0558-72-0128 従業員数 3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: 22050- 3936821 各種保険： 労災・厚生 月平均 

     TEL: 055-962-2902 従業員数 10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 なし

求人番号: 22030- 5471021 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 55人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 １級ボイラー技士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ２級ボイラー技士

求人番号: 13090-20892321 各種保険： 労災 月平均 第一種電気工事士

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 55人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-20896021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 55人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-20902221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 55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: 13090-20910221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 55人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-20914621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 55人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-20920421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 55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: 13090-20923921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 55人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-20927821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0263-47-9955 従業員数 54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: 20020-10326921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-36-7705 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： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1311321 各種保険： 労災 月平均 5時間

静岡県伊豆市月ケ瀬の旅館

時給

950円～950円

静岡県伊豆市大平柿木１１９０－
１
フジ天城ゴルフ倶楽部

78

清掃サービス【伊豆
市】

旅館施設における客室内の清掃業務で
す。

ベッドメイク、水回り清掃、掃除機か
けなど
４～５名のグループにて作業分担して
行います。

パート労働者 株式会社　セントラルビルワーク　静岡営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時30分～14時30

時給

1,000円～1,100円
又は8時00分～14時00

静岡県伊豆市八木沢３８６４番地
（伊東園ホテル土肥）

77

ゴルフ場レストラン
サービススタッフ

静岡県伊豆市「フジ天城ゴルフ倶楽
部」クラブハウス内レストラン
での接客サービスの業務をお任せしま
す。

ご来場されたお客様のご案内、オー
ダー取り、配膳、片付け、

パート労働者 交替制あり 株式会社　エム・ケー・ケー
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

920円～1,100円
又は8時00分～21時00

静岡県伊豆市八木沢３８６４番地
（伊東園ホテル土肥）

76

ホテルのフロント・
予約スタッフ／伊東
園ホテル土肥

・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。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０代～７０代の幅広い年齢層の方が活躍しております。　　　　私たちと一緒にお客様に最高なサービスを提供しませんか？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

920円～1,000円
又は20時00分～9時00

静岡県伊豆市八木沢３８６４番地
（伊東園ホテル土肥）

75

ホテルのナイトフロ
ントスタッフ／伊東
園ホテル土肥

・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。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０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）

時給 (2)16時30分～21時00

930円～1,100円

静岡県伊豆市八木沢３８６４番地
（伊東園ホテル土肥）

74

ホテルのバイキング
レストランスタッフ
／伊東園ホテル土肥

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～10時30分

時給

920円～1,000円
又は9時00分～15時00

静岡県伊豆市八木沢３８６４番地
（伊東園ホテル土肥）

73

ホテルの客室清掃ス
タッフ／伊東園ホテ
ル土肥

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

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～21時00

920円～920円

静岡県伊豆市八木沢３８６４番地
（伊東園ホテル土肥）

72

ホテルの洗い場ス
タッフ／伊東園ホテ
ル土肥

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～10時00分

時給 (2)15時30分～20時00 和食ｏｒ洋食の調理
経験がある方1,000円～1,200円

静岡県伊豆市八木沢３８６４番地
（伊東園ホテル土肥）

71

ホテルの調理スタッ
フ／伊東園ホテル土
肥

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ヶ月以上）(1)6時30分～10時00分

時給 (2)15時30分～20時00

920円～1,000円

静岡県伊豆市八木沢３８６４番地
（伊東園ホテル土肥）

70

ホテルの調理補助ス
タッフ／伊東園ホテ
ル土肥

・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ヶ月以上）(1)6時30分～10時00分

時給

950円～1,100円
又は8時00分～21時00

静岡県伊豆市柏久保５５３番地の
１
株式会社静岡中央銀行　修善寺支
店

69

ホテルの施設管理ス
タッフ／伊東園ホテ
ル土肥

・館内の電球取り替え
・客室等の修繕
・浴槽のお湯の温度管理
・ボイラー設備の管理等
未経験の方も経験者の方も歓迎。
２０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）

時給

930円～930円
又は9時00分～17時00

静岡県伊豆市牧之郷４８２－１

68

銀行内部事務（修善
寺支店／後方事務・
窓口事務）

当行「修善寺支店」の預金関係窓口に
おける下記銀行業務を行っていただき
ます。
＊伝票の起票
＊専用端末を使用した事務処理
＊各種資料の整理
＊お客様の応対　等

パート労働者 株式会社　静岡中央銀行　本部
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

950円～980円
又は8時00分～19時00

静岡県伊豆市冷川１５２３－１０
８
農協共済　中伊豆リハビリテー
ションセンター

67

ガソリンスタンドの
販売員

＜ガソリンスタンドの販売員業務＞
ガソリンスタンド業務全般を担当して
いただきます。
・給油

・洗車


パート労働者 有限会社　内田商店
雇用期間の定めなし

時給

913円～960円66

（請）調理補助　／
伊豆市冷川

病院での食事提供における調理の補助

盛付：調理師および栄養士が調理した
ものを食器に盛り付ける
配膳：食事がのった配膳車を３階、４
階のフロアまで持っていく
下膳：食べ終わった食器を配膳車で下

パート労働者 富士産業　株式会社　静岡事業部
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)17時00分～20時00
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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: 053-441-1600 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: 22020-11812621 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-974-0553 従業員数 8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:


各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-974-0553 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 3996421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-933-1193 従業員数 7人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 薬剤師 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- 5460621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0120-476-770 従業員数 5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: 39010-12235321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0550-88-1500 従業員数 7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: 22031- 1946221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-3293-1581 従業員数 6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： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13010-53786521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-943-7701 従業員数 6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 准看護師

求人番号: 22050- 4061321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-54-3006 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： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1334821 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 0287-62-3244 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： その他 時間外 なし

求人番号: 09120- 2218821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 １級ボイラー技士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ２級ボイラー技士

求人番号: 13090-21096321 各種保険： 労災 月平均 第一種電気工事士

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-21097621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-21099121 各種保険： 労災 月平均 

静岡県伊東市寿町１番１号
（伊東園ホテル松川館）

時給 (2)15時30分～20時00 和食ｏｒ洋食の調理
経験がある方1,000円～1,300円

静岡県伊東市寿町１番１号
（伊東園ホテル松川館）

91

ホテルの調理スタッ
フ／伊東園ホテル松
川館

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～11時00分

時給 (2)17時00分～20時00

950円～1,150円

静岡県伊東市寿町１番１号
（伊東園ホテル松川館）

90

ホテルの調理補助ス
タッフ／伊東園ホテ
ル松川館

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～11時00分

時給

920円～1,200円
又は8時00分～21時00

静岡県伊東市玖須美元和田７１５－８６

89

ホテルの施設管理ス
タッフ／伊東園ホテ
ル松川館

・館内の電球取り替え
・客室等の修繕
・浴槽のお湯の温度管理
・ボイラー設備の管理等
未経験の方も経験者の方も歓迎。
２０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）

時給

950円～1,000円

静岡県伊東市八幡野１６６６－４

88

アジアンレストラン
店員（伊豆高原）
【急募】

＊伊豆高原にあります「アジアンオー
ルドバザール」に
　おいて、レストランの調理と接客等
を行う業務です。
　
＊主にホール、接客、調理補助　その
他

パート労働者 株式会社　鈴屋
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)11時00分～17時00

時給

1,000円～1,300円
又は9時15分～18時00

静岡県田方郡函南町仁田１５８－１

87

陶芸体験指導スタッ
フ　★急募★

◇陶芸体験・そば打ち体験・にぎり寿
司体験・アート体験・レストラン・み
やげ店がある体験レジャー施設です。

＊陶芸体験制作指導、アシスト、接客
サービス等
＊陶芸作品施釉、焼成、発送業務等

パート労働者 交替制あり 有限会社　ハッピー
雇用期間の定めなし

時給 (2)13時00分～16時30

1,300円～1,800円
又は8時30分～16時30

静岡県田方郡函南町平井１６９０
－１３
伊豆平和病院　はあと保育室

86

訪問看護師 平成３０年７月より開設した訪問看護
ステーションです。
令和２年１１月に函南町へ移転致しま
した。
エリアは函南町、伊豆の国市、伊豆
市、三島市、清水町、沼津市となりま
す。

パート労働者 看護師（正看護師・
准看護師）免許必須

株式会社メディケアイースト
さくら訪問看護リハビリステーション雇用期間の定めなし (1)8時30分～12時30分

時給 (2)12時00分～17時30 保育経験または子育
て経験あれば尚可913円～960円

又は8時00分～17時30

静岡県田方郡函南町肥田３５５－
１
　キングファミリー函南店

85

非常勤保育士又は保
育補助（伊豆平和病
院内）／静岡県函南
町

病院内の保育室で、職員のお子さまを
預かる保育全般のお仕事です。

定員１０名の小規模な保育室です。
アットホームな雰囲気でお仕事ができ
ます。


パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　日本デイケアセンター
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

913円～913円
又は15時30分～19時30

静岡県田方郡函南町塚本８４－１　【４２３９】

84

リサイクルショップ
店員（キングファミ
リー函南店）

キングファミリー函南店での
品出し、店内整理、他・・・順次指導
いたします。

パート労働者 夢シティ株式会社
雇用期間の定めなし (1)12時30分～19時30

時給 (2)15時00分～19時00

920円～920円
又は10時00分～19時00

静岡県三島市御園４７１－１２

83

販売スタッフ（カメ
ラのキタムラ函南／
函南店）

★全国展開しているカメラのキタムラ
でのお仕事です★
未経験者大歓迎！

はじめは写真プリントのご案内・受付
業務など簡単なお仕事から
スタート！

パート労働者 （株）キタムラ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時00分～15時00

時給

1,700円～2,200円

静岡県田方郡函南町畑３５７

82

薬剤師（御園薬局） 当社「御園薬局」において、薬剤師と
しての下記業務を担当していただきま
す。

調剤・服薬指導・店売等の業務：
＊処方箋を確認し、正確に調剤
＊副作用・併用薬・相互作用・患者ア

パート労働者 大雄　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～12時00分

日給

1,300円～1,600円

静岡県田方郡函南町畑３５７

81

現場作業員 工事現場の作業（土砂の掘削、埋め戻
し、締め固め、コンクリートの練り・
流し込み等）をしていただきます。
材料の運搬作業、現場の片付け作業、
その他軽作業もお願いいたします。
上記内容に付帯する業務もあります。
　

パート労働者 有限会社大塚土木
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給

1,000円～1,300円
又は9時00分～17時00

静岡県伊豆市大平１５２９
【伊豆マリオットホテル修善寺】

80

事務員 ＊一般事務

　・パソコンを使って各種書類の作成

　・その他
　　パソコン業務
　（Ｅｘｃｅｌ　Ｗｏｒｄ、写真、文

パート労働者 有限会社大塚土木
雇用期間の定めなし

時給

1,020円～1,020円79

ベッドメイク（伊豆
マリオットホテル修
善寺）

（請負業務）
・リゾートホテルでの客室清掃業務
　　ベッドメイク
　　客室内清掃（トイレ、浴室等）
　　備品の補充、整頓、点検
　　ゴミ回収

パート労働者 株式会社　シービーエム
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時00分～15時00
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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: 03-5979-5911 従業員数 58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: 13090-21102721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-21104221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-21108621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58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: 13090-21110721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-21112221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-44-2111 従業員数 32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- 1336521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-37-2047 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- 1343221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-51-2309 従業員数 100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- 1352521 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 0557-51-2309 従業員数 100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- 1353421 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 0557-51-2309 従業員数 100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- 1354321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-20294521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58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: 13090-20311821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-20314421 各種保険： 労災 月平均 

静岡県伊東市松川町１－１２
（伊東園ホテル）

時給 (2)16時30分～21時30

950円～1,200円

静岡県伊東市松川町１－１２
（伊東園ホテル）

104

ホテルのバイキング
レストランスタッフ
／伊東園ホテル

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～11時00分

時給

950円～1,200円
又は20時00分～9時00

静岡県伊東市松川町１－１２
（伊東園ホテル）

103

ホテルのナイトフロ
ントスタッフ／伊東
園ホテル

・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。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０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）

時給

950円～1,300円
又は8時00分～21時00

静岡県伊東市富戸字先原１３１７－５２４３

102

ホテルのフロント・
予約スタッフ／伊東
園ホテル

・チェックイン、チェックアウトの手続き、精算業務　　　　　　・電話やインターネットを中心とした宿泊予約の対応等　　　　　先輩がゼロから丁寧に教えますので、未経験の方も安心してご応募いただけます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０代～７０代の幅広い年齢層の方が活躍しております。　　　　私たちと一緒にお客様に最高なサービスを提供しませんか？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

1,000円～1,200円

静岡県伊東市富戸字先原１３１７－５２４３

101

大浴場の受付及び清
掃業務

●大浴場の受付対応（５：３０～１
０：００）
◎定期的に脱衣所の除菌の為、入室す
ることもあります。

●大浴場と脱衣所の清掃（１０：００
～１４：３０）

パート労働者 リゾートトラスト株式会社　エクシブ伊豆
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)5時30分～14時30分

時給

1,000円～1,200円
又は9時00分～17時00

静岡県伊東市富戸字先原１３１７－５２４３

100

ホテル客室清掃およ
びパブリック（共用
部分）の清掃

【未経験の方大歓迎】
会員制ホテルの客室及びパブリック
（共用部分）の清掃業務


●客室清掃
　ベッドメイク、掃除機がけ、冷蔵庫

パート労働者 交替制あり リゾートトラスト株式会社　エクシブ伊豆
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)17時30分～22時00

1,000円～1,000円

静岡県伊東市銀座元町５－８

99

洗い場 和食・洋食の食器洗浄
（食器をつけ置きして手洗いをしま
す。その後洗浄機にて再び洗いま
す。）
収納・整理等

※客室２２７室　最大収容数７００名

パート労働者 交替制あり リゾートトラスト株式会社　エクシブ伊豆
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時30分～11時00分

時給 (2)17時00分～21時30

913円～1,000円

静岡県伊東市湯川２９５
　伊東温泉　久遠

98

内務係【土日祝日及
び繁忙期勤務】

全１１室、大広間６０畳の和風旅館に
おける内務の仕事です。
○客室係と共に夕食・朝食の準備と片
づけを行います。
　１階の調理場から「はこび」に料
理・飲料等をのせて、
　２階客室へ運びます。

パート労働者 交替制あり 株式会社　山望館
雇用期間の定めなし (1)7時00分～11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～1,000円
又は7時00分～21時00

静岡県伊東市寿町１番１号
（伊東園ホテル松川館）

97

ホテルサービスス
タッフ【伊東温泉
久遠】

■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

950円～1,300円
又は8時00分～21時00

静岡県伊東市寿町１番１号
（伊東園ホテル松川館）

96

ホテルのフロント・
予約スタッフ／伊東
園ホテル松川館

・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。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０代～７０代の幅広い年齢層の方が活躍しております。　　　　私たちと一緒にお客様に最高なサービスを提供しませんか？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

950円～1,200円
又は20時00分～9時00

静岡県伊東市寿町１番１号
（伊東園ホテル松川館）

95

ホテルのナイトフロ
ントスタッフ／伊東
園ホテル松川館

・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。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０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）

時給 (2)16時00分～21時30

950円～1,200円

静岡県伊東市寿町１番１号
（伊東園ホテル松川館）

94

ホテルのバイキング
レストランスタッフ
／伊東園ホテル松川
館

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～11時00分

時給

920円～1,100円
又は9時00分～15時00

静岡県伊東市寿町１番１号
（伊東園ホテル松川館）

93

ホテルの客室清掃ス
タッフ／伊東園ホテ
ル松川館

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

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)19時00分～22時00

920円～1,200円92

ホテルの洗い場ス
タッフ／伊東園ホテ
ル松川館

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00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6月6日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-20317921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58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: 13090-20321521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-20323321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-20325921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 １級ボイラー技士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ２級ボイラー技士

求人番号: 13090-20328721 各種保険： 労災 月平均 第一種電気工事士

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 48人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-20352021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 48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: 13090-20353721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 48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: 13090-20386021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 48人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-20387721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 48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: 13090-20389221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 48人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-20392121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 48人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-20395821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 48人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 １級ボイラー技士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ２級ボイラー技士

求人番号: 13090-20397521 各種保険： 労災 月平均 第一種電気工事士

静岡県伊東市寿町２－４
（伊東園ホテル別館）

時給

920円～1,200円
又は8時00分～21時00

静岡県伊東市寿町２－４
（伊東園ホテル別館）

117

ホテルの施設管理ス
タッフ／伊東園ホテ
ル別館

・館内の電球取り替え
・客室等の修繕
・浴槽のお湯の温度管理
・ボイラー設備の管理等
未経験の方も経験者の方も歓迎。
２０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）

時給 (2)15時30分～21時00

920円～1,150円

静岡県伊東市寿町２－４
（伊東園ホテル別館）

116

ホテルの調理補助ス
タッフ／伊東園ホテ
ル別館

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～11時00分

時給 (2)15時00分～21時00 和食ｏｒ洋食の調理
経験がある方1,000円～1,300円

静岡県伊東市寿町２－４
（伊東園ホテル別館）

115

ホテルの調理スタッ
フ／伊東園ホテル別
館

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～11時00分

時給 (2)18時00分～23時00

920円～1,200円

静岡県伊東市寿町２－４
（伊東園ホテル別館）

114

ホテルの洗い場ス
タッフ／伊東園ホテ
ル別館

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

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

時給

920円～1,100円
又は9時00分～15時00

静岡県伊東市寿町２－４
（伊藤園ホテル別館）

113

ホテルの客室清掃ス
タッフ／伊東園ホテ
ル別館

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

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)16時00分～22時30

950円～1,200円

静岡県伊東市寿町２－４
（伊東園ホテル別館）

112

ホテルのバイキング
レストランスタッフ
／伊東園ホテル別館

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～11時00分

時給

950円～1,200円
又は20時00分～9時00

静岡県伊東市寿町２－４
（伊東園ホテル別館）

111

ホテルのナイトフロ
ントスタッフ／伊東
園ホテル別館

・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。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０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）

時給

950円～1,200円
又は8時00分～21時00

静岡県伊東市松川町１－１２
（伊東園ホテル）

110

ホテルのフロント・
予約スタッフ／伊東
園ホテル別館

・チェックイン、チェックアウトの手続き、精算業務　　　　　　・電話やインターネットを中心とした宿泊予約の対応等　　　　　先輩がゼロから丁寧に教えますので、未経験の方も安心してご応募いただけます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０代～７０代の幅広い年齢層の方が活躍しております。　　　　私たちと一緒にお客様に最高なサービスを提供しませんか？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

920円～1,200円
又は8時00分～21時00

静岡県伊東市松川町１－１２
（伊東園ホテル）

109

ホテルの施設管理ス
タッフ／伊東園ホテ
ル

・館内の電球取り替え
・客室等の修繕
・浴槽のお湯の温度管理
・ボイラー設備の管理等
未経験の方も経験者の方も歓迎。
２０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）

時給 (2)16時30分～20時30

920円～1,150円

静岡県伊東市松川町１－１２
（伊東園ホテル）

108

ホテルの調理補助ス
タッフ／伊東園ホテ
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ヶ月以上）(1)6時30分～9時00分

時給 (2)16時00分～21時00 和食ｏｒ洋食の調理
経験がある方1,000円～1,300円

静岡県伊東市松川町１－１２
（伊東園ホテル）

107

ホテルの調理スタッ
フ／伊東園ホテル

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

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

時給 (2)18時00分～23時00

920円～1,100円

静岡県伊東市松川町１－１２
（伊東園ホテル）

106

ホテルの洗い場ス
タッフ／伊東園ホテ
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ヶ月以上）(1)7時30分～11時00分

時給

920円～1,100円
又は9時00分～15時00

105

ホテルの客室清掃ス
タッフ／伊東園ホテ
ル

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

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

9/12



【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6月6日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-20605421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-37-3101 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： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 1268921 各種保険： 労災 月平均 

     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: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 1319521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-53-3838 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- 1321621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-53-3838 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： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 1322921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-6857-2529 従業員数 67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: 13040-58126521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-6857-2529 従業員数 67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: 13040-58128321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-6857-2529 従業員数 67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: 13040-58130021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5295-7793 従業員数 66人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 中型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13010-53604821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 03-5295-7793 従業員数 66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: 13010-53611721 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 03-5295-7793 従業員数 66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: 13010-53614521 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 03-5295-7793 従業員数 66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: 13010-53620821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-53-0017 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 美容師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 1278021 各種保険： 労災 月平均 

静岡県伊東市松原湯端町２－１２
－１０６【Ｍｓ’伊東駅前店】
　　　伊東市八幡野１１８９－７
４　３階【美容室Ｍｓ’】

時給

1,000円～1,300円
又は9時00分～19時00

静岡県伊東市岡１３４８－３
ウェルネスの森　伊東（当社施
設）

130

美容師【美容室Ｍ
ｓ’／Ｍｓ’伊東駅
前店】

●ヘアーカット、カラー、シャンプー
など美容師業務全般を行います。

その他付随する業務として、来客者の
受付・接客対応、電話応対、レジ業
務、清掃等の雑務も行います。


パート労働者 交替制あり 美容室　Ｍｓ’（エムズ）
雇用期間の定めなし

時給 (2)17時00分～22時00

918円～918円

静岡県伊東市岡１３４８－３
ウェルネスの森伊東（当社施設）

129

ウェルネスの森　伊
東／洗い場スタッフ

当社直営リゾートホテル内、洗い場業
務全般

・食器、調理器具の洗浄
　※軽く手洗いをした後に機械洗浄し
ます。
・食器、調理器具の収納作業

パート労働者 交替制あり 株式会社　共立メンテナンス
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 (2)16時00分～22時00 接客業経験

918円～918円

静岡県伊東市岡１３４８－３
ウェルネスの森伊東（当社施設）

128

ウェルネスの森伊東
／レストランスタッ
フ

当社直営リゾートホテル内、レストラ
ンホール業務全般

・お客様案内
・配膳、下膳
・簡単な調理補助
・その他関連業務

パート労働者 交替制あり 株式会社　共立メンテナンス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～11時00分

時給 (2)9時00分～16時00分 接客業経験

918円～918円 (3)13時00分～22時00

静岡県伊東市岡１３４８－３
ウェルネスの森伊東（当社施設）

127

ウェルネスの森伊東
／フロントスタッフ

当社直営リゾートホテル内、フロント
業務全般
・チェックイン・チェックアウト業務
・予約受付
・館内案内
・売店販売
・その他関連業務

パート労働者 交替制あり 株式会社　共立メンテナンス
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)9時00分～18時00分 接客業経験

918円～918円

静岡県伊東市八幡野１１０４－５

126

ウェルネスの森伊東
／施設管理・送迎車
ドライバースタッフ

当社直営リゾートホテル内
・温泉設備の簡単な点検、管理
・館内の簡単な設備管理
・マイクロバス送迎車の運転（駅⇔ホ
テル片道５分程度）
・その他関連業務

パート労働者 交替制あり 株式会社　共立メンテナンス
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 接客・販売経験

1,000円～1,000円

静岡県伊東市八幡野１１０４－５

125

【パート】売店ス
タッフ／ＪＰリゾー
ト伊豆高原

マイステイズ・ホテル・マネジメント
運営「ＪＰリゾート伊豆高原」内の売
店スタッフのお仕事です。
■仕事内容
・接客、レジ操作
・陳列棚への商品補充
・仕入れや在庫管理及びそれに伴う事

パート労働者 交替制あり 株式会社マイステイズ・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30分～22時00分

時給 接客・販売経験

1,000円～1,000円

静岡県伊東市八幡野１１０４－５

124

【パート】レストラ
ンサービス／ＪＰリ
ゾート伊豆高原

マイステイズ・ホテル・マネジメント
運営「ＪＰリゾート伊豆高原」内レス
トランでのホールスタッフのお仕事で
す。
■仕事内容
・お客様のご案内、ご注文対応
・お料理やお飲み物のご提供

パート労働者 交替制あり 株式会社マイステイズ・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～22時00分

時給 接客・販売業務経験

1,000円～1,000円

静岡県伊東市音無町１－３１

123

【パート】フロン
ト・予約スタッフ／
ＪＰリゾート伊豆高
原

マイステイズ・ホテル・マネジメント
運営「ＪＰリゾート伊豆高原」のフロ
ントスタッフのお仕事です。
■仕事内容
・チェックイン・チェックアウト等の
接客業務
・電話応対

パート労働者 交替制あり 株式会社マイステイズ・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～22時00分

時給

930円～930円

静岡県伊東市八幡野１２８３－３６

122

保養所での客室清
掃、共用部清掃等
【伊東市】◆急募

保養所の清掃のお仕事です。
◯客室清掃、備品のセット
◯お風呂や共用部分の清掃

※部屋数：１０室　定員：５２名



パート労働者 交替制あり 株式会社　伊豆急コミュニティー
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～12時30分

時給 (2)16時00分～20時30

990円～990円

静岡県伊東市岡１３９１

121

保養所でのレストラ
ン接客・配膳【伊豆
高原】◆急募

○レストランでの接客・配膳のお仕事
です。

・夕朝食の配膳業務等
・飲み物、特別料理等の注文受付提供
業務
・片付け、簡易清掃業務等

パート労働者 交替制あり 株式会社　伊豆急コミュニティー
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～10時00分

時給 調理経験

913円～913円

静岡県伊東市末広町２－２４

120

従業員食堂【ハトヤ
ホテル】

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

日給 (2)14時30分～19時30 接客経験者希望

1,000円～1,125円

静岡県下田市武ガ浜６－１２
（下田伊東園ホテルはな岬）

119

旅館・客室係 ○チェックイン前の客室準備
○客室での食事提供
※食事は基本お部屋出しになります。
○チェックアウト後の客室清掃（トイ
レは内務係担当）
※客室清掃は簡単な清掃のみでも相談
可能です。

パート労働者 株式会社　陽気館
雇用期間の定めなし (1)7時00分～11時00分

時給

920円～1,000円
又は9時00分～15時00

118

ホテルの客室清掃ス
タッフ／下田伊東園
ホテルはな岬

・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

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）

10/12



【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6月6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: 0557-38-1294 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 月木日祝他 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- 1326821 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-55-9201 従業員数 10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- 1266321 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 0557-55-9201 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 月日祝他 歯科衛生士 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- 1267621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-48-1443 従業員数 28人

年　　齢: 18歳以上 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: 22052- 1274321 各種保険： 労災 月平均 2時間

     TEL: 0557-48-1443 従業員数 0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 介護職員初任者研修修了者

求人番号: 22052- 1275621 各種保険： 労災 月平均 2時間 ホームヘルパー２級

     TEL: 0557-35-4165 従業員数 143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- 1329421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-35-4165 従業員数 143人

年　　齢: 18歳以上 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 准看護師

求人番号: 22052- 1330921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-44-5830 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： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 1331121 各種保険： 労災 月平均 2時間

     TEL: 0557-51-0888 従業員数 37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- 1339621 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-32-0808 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし 准看護師

求人番号: 22052- 1345421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-36-9069 従業員数 18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- 1296221 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- 1299321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-35-3022 従業員数 50人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

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

求人番号: 22052- 1304621 各種保険： 雇用・労災 月平均 1時間

静岡県伊東市岡１７１－２

時給 介護職の経験

950円～970円
又は10時00分～19時00

「クラシオンカフェ」（伊東市末広町）、他伊東市内４ヶ所
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介護員 介護施設での入居者の生活に関わる介
助業務
○食事介助
○入浴介助
○排泄介助
○病院受診時の付き添い　


パート労働者 交替制あり 株式会社伊豆の里　介護付有料老人ホーム　　　　　　　　　　　サンリッチ伊東
雇用期間の定めなし (1)7時30分～16時30分

時給

1,100円～1,200円

伊東市内５ヶ所：『クラシオンカ
フェ（末広町）』
『デポルテ（川奈）』『フルーズ
（音無町）』
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調理職　【伊東】 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

1,050円～1,270円
又は8時00分～17時00

静岡県伊東市広野４－４－２１　カメダハウスＧ号
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介護職員（デイサー
ビス）【伊東】

○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

1,600円～1,700円

静岡県伊東市富戸１２１９－５
『特別養護老人ホーム城ヶ崎いこ
いの園』
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訪問入浴看護師 訪問入浴介護のお仕事です。

在宅で介護が必要な方へ入浴介護にお
ける利用者様のバイタルチェック・入
浴介助を行います。

介護職員二名と共に、一日平均六名前

パート労働者 変形（1年単位） 株式会社　ティー・シー・エス　伊東営業所
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給

930円～1,100円

静岡県伊東市吉田５０１‐１
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調理員　【特別養護
老人ホーム城ヶ崎い
こいの園】

～調理のおシゴトに興味のある方歓迎
します！～
特別養護老人ホームにおけるご利用者
様の食事の調理、配膳等短時
間のお仕事です。

・調理、仕込み、盛り付け、配膳、下

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)8時30分～13時30分

時給 (2)10時00分～19時00

1,000円～1,350円

静岡県伊東市湯川２８８番地９
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介護職員 家庭的な雰囲気の中、入居者様の日常
生活のお世話（食事、排泄、
入浴、外出の支援）や入居者様が快適
に過ごして頂けるよう支援していきま
す。
◇１ユニット（９名様）に対し、約７
名体制で１日４～５名でケア

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

日給

1,862円～2,000円

静岡県伊東市湯川２８８番地９
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看護師（准看護師）
【夜勤パート】

介護老人保健施設における、利用者様
に対しての夜間の看護及び
介護業務です。

※勤務は週１回程度ですが、月に３回
程度でも相談に応じます。

パート労働者 医療法人　啓仁会
『介護老人保健施設　いとうの杜』雇用期間の定めなし (1)16時30分～9時00分

時給

920円～1,000円

静岡県伊東市川奈１２５７－２０
【住宅型有料老人ホーム　ナース
の森】
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送迎及び介護助手
【急募】

通所リハビリテーションご利用者様の
送迎及び施設内での
介護助手の仕事です。
○送迎車の運転（ワンボックスカー使
用）
○乗降時の介助
○車の清掃など

パート労働者 医療法人　啓仁会
『介護老人保健施設　いとうの杜』雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

日給

1,433円～1,433円

静岡県伊東市川奈１２５７－２０
【住宅型有料老人ホーム　ナース
の森】
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介護職員　夜勤専従
【住宅型有料老人
ホーム　ナースの
森】

●令和４年４月にオープンした「住宅
型有料老人ホーム　ナースの森」での
業務です。

○施設内の生活介助、身体介助、見守
り　等


パート労働者 変形（1ヶ月単位） 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)16時00分～9時00分

日給

2,000円～2,000円

静岡県伊東市広野１－３－２６
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住宅型有料老人ホー
ム（正看護師・准看
護師）【夜勤専従】

●令和４年４月にオープンした医療・
リハビリ特化した住宅型有料老人ホー
ム「住宅型有料老人ホーム　ナースの
森」での夜勤専従の仕事になります。

夜間の看護業務、見守り、緊急時の対
応、等

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 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)16時00分～9時00分

時給

1,300円～1,500円
又は9時00分～18時00

静岡県伊東市広野１－３－２６
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歯科衛生士 １、訪問歯科診療
　　口腔ケア、歯科衛生士業務

２、外来歯科診療
　　歯科衛生士業務

※訪問歯科診療は歯科医師・歯科衛生

パート労働者 アヒルデンタルクリニック
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

時給

950円～1,300円

静岡県伊東市湯川１－１４－１３　湯の花天満ビル２階
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訪問歯科のコーディ
ネーター、及び歯科
助手業務

主に訪問歯科診療に関する業務を担当
していただきます。
○訪問時の運転（社有車：ワゴンタイ
プ等）
○歯科診療で使用する機材の運搬
（少々重い器機もあり）
○歯科助手業務（歯科医師の診療補

パート労働者 アヒルデンタルクリニック
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

時給 医療事務に関する知
識と実務。1,100円～1,200円131

医療事務 精神科・心療内科クリニックの外来事
務全般

〇受付・会計業務
〇保険請求業務（レセプト）
〇診察の補助

パート労働者 医療法人社団　方円会　伊東つくしクリ
ニック雇用期間の定めなし (1)9時30分～17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 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: 0465-62-7080 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

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

求人番号: 14070- 2417621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-36-7705 従業員数 14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- 1309821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-36-7705 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： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 1310421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-5220-8550 従業員数 26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: 13010-54760521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県伊東市岡１９６－１
伊東市民病院　内

時給

1,200円～1,200円

静岡県伊東市岡和泉１３４８‐３
　「ウェルネスの森伊東」１０３
号

147

［契約］調理補助／
病院／伊東市岡

・仕込み
・盛付け
・配膳
・洗浄　等


＊社内名称：サプラー

パート労働者 株式会社ＬＥＯＣ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)4時00分～12時00分

時給

1,200円～1,200円

静岡県伊東市岡のホテル

146

建物清掃管理　◆急
募◆

○宿泊施設の清掃管理
○作業員の労務管理（作業日報等の制
作）
○清掃実務　等

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　セントラルビルワーク　静岡営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時30分～17時30分

時給

1,000円～1,000円
又は10時00分～15時00

静岡県伊東市吉田９９２－２７
「Ｈａｖ」
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客室清掃・ベッドメ
イク

◇リゾートマンションタイプのホテル
客室清掃です。

◇４～５名でチームを組み、作業分担
して行います

◇リネン類／ゴミ類の回収、運搬作

パート労働者 株式会社　セントラルビルワーク　静岡営業所
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)7時30分～17時30分

1,000円～1,000円 (3)9時00分～18時00分
又は7時30分～18時00

144

介護職員（伊東市勤
務）

デイサービスにて介護全般をしていた
だきます。
高齢者の身の回りのお世話、身体介
護、家事全般等のお仕事です。
○入浴介助、排泄介助、食事介助、着
替えの介助、清掃等
○その他付随する業務

パート労働者 株式会社　リッチフィールド
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分
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