
【熱海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: 03-5979-5911 従業員数 79人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-20426821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 79人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-20430921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 79人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-20433721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 79人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-20436521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 79人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-20439621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 79人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-20443221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 79人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-20444521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 79人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 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: 13090-20448921 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 159人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-20547721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-20548821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-20551921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-20553021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-20557521 各種保険： 労災 月平均 

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

時給 (2)18時00分～22時00

920円～1,000円

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

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

13

ホテルの洗い場ス
タッフ／熱海ニュー
フジヤホテル

・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)8時00分～12時00分

時給

920円～1,000円
又は9時00分～15時00

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

12

ホテルの客室清掃ス
タッフ／熱海ニュー
フジヤホテル

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

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

1,100円～1,200円

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

11

バイキングレストラ
ンスタッフ／熱海
ニューフジヤホテル

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

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

時給

1,000円～1,200円
又は20時00分～9時00

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

10

ホテルのナイトフロ
ントスタッフ／熱海
ニューフジヤホテル

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

1,000円～1,200円
又は8時00分～21時00

静岡県熱海市昭和町１０－３３
（熱海金城館）

9

ホテルのフロント・
予約スタッフ／熱海
ニューフジヤホテル

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

1,200円～1,500円
又は8時00分～21時00

静岡県熱海市昭和町１０－３３
（熱海金城館）

8

ホテルの施設管理ス
タッフ／熱海金城館

・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 (2)15時00分～22時00

950円～1,200円

静岡県熱海市昭和町１０－３３
（熱海金城館）

7

ホテルの調理補助ス
タッフ／熱海金城館

・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00分～10時00分

時給 (2)15時00分～22時00 和食ｏｒ洋食の調理
経験がある方1,200円～1,200円

静岡県熱海市昭和町１０－３３
（熱海金城館）

6

ホテルの調理スタッ
フ／熱海金城館

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

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

時給 (2)18時00分～23時00

920円～920円

静岡県熱海市昭和町１０－３３
（熱海金城館）

5

ホテルの洗い場ス
タッフ／熱海金城館

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

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

時給

920円～920円
又は9時00分～15時00

静岡県熱海市昭和町１０－３３
（熱海金城館）

4

ホテルの客室清掃ス
タッフ／熱海金城館

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

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

時給 (2)15時00分～23時00

1,100円～1,100円

静岡県熱海市昭和町１０－３３
（熱海金城館）

3

ホテルのバイキング
レストランスタッフ
／熱海金城館

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

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

時給

1,000円～1,000円
又は20時00分～9時00

静岡県熱海市昭和町１０－３３
（熱海金城館）

2

ホテルのナイトフロ
ントスタッフ／熱海
金城館

・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

1,000円～1,000円
又は8時00分～21時00

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

ホテルのフロント・
予約スタッフ／熱海
金城館

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

≪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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【熱海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 159人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-20558421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-20562721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 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: 13090-20568621 各種保険： 労災 月平均 第一種電気工事士

     TEL: 054-266-3216 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22010-14453821 各種保険： 労災 月平均 15時間

     TEL: 054-204-4000 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： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22010-14247421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-81-6325 従業員数 13人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 3952821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-983-1501 従業員数 17人

年　　齢: 59歳以下 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- 3956321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-983-1501 従業員数 17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- 3959121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-67-5550 従業員数 32人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 栄養士

求人番号: 22050- 3975121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-86-1045 従業員数 37人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 3981921 各種保険： 労災 月平均 2時間

     TEL: 0557-68-2221 従業員数 20人

年　　齢: 18歳～59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- 3912421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-36-9069 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 ホームヘルパー２級 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし 介護職員初任者研修修了者

求人番号: 22052- 1295821 各種保険： 労災・財形 月平均 

     TEL: 0557-36-9069 従業員数 22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- 1297521 各種保険： 労災 月平均 

静岡県熱海市下多賀８０４－１
『クラシオンカフェ熱海』及び
『クラシオンデポルテ熱海』

時給

1,050円～1,270円
又は8時00分～17時00

静岡県熱海市緑ガ丘町９番７号

26

介護職員（デイサー
ビス）【下多賀】

○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

1,610円～1,710円
又は8時00分～19時00

静岡県熱海市下多賀１４１

25

ホームヘルパー【熱
海】

ホームヘルパーとして高齢者のお宅を
訪問します。
居宅での調理・食事・排泄・入浴等の
支援を行います。

※業務に自家用車を使用できる方を希
望します。

パート労働者 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

913円～913円

静岡県熱海市春日町１２－４

24

ナイトフロント ・館内巡回
・簡単なお風呂の清掃と温度調整
・チェックイン
・電話対応

パート労働者 源泉湯宿大成館　ＴＡＩＳＥＩＫＡＮ（株式会社大成館）
雇用期間の定めなし (1)20時00分～8時00分

時給 簡単なパソコン入力

1,100円～1,200円

静岡県熱海市下多賀８４２番４

23

ホテル客室内の清
掃、ベッドメイク

ホテル客室内の清掃、ベッドメイクを
お願いしています。



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

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

950円～1,100円 (3)15時00分～18時30
又は6時00分～18時30

静岡県熱海市春日町１７－１４

22

調理員 有料老人ホーム（３０名程度）におけ
る厨房業務全般です

・食事の調理（野菜刻み、盛り付け
等）及び提供

・食器洗浄

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

時給 (2)8時00分～17時00分 ホテル清掃又は、副
責任者経験（あれば
尚可）

1,200円～1,200円

静岡県熱海市春日町１７－１４

21

（請）ホテル客室清
掃　副責任者／熱海
市春日町

＜副責任者の業務は下記の通りです＞
・清掃指示書作成
・ホテル等の連絡業務
・客室等の清掃後のチェック作業
・パソコン操作作業

パート労働者 交替制あり 株式会社サン　三島営業所
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

時給 ホテル清掃経験

920円～1,100円

静岡県熱海市緑ガ丘町１３番１２号

20

（請）ホテル　客室
清掃・リネンはがし
／熱海市春日町

客室清掃
　・ベッドメイク及び室内清掃
　・その他の清掃作業

リネンはがし及びゴミ回収
　・リネンやゴミ回収を行い指定場所
に運ぶ

パート労働者 交替制あり 株式会社サン　三島営業所
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

時給 (2)15時00分～17時30

950円～950円
又は7時30分～17時30

静岡県熱海市熱海１９９３番地７
ケアリゾート熱海

19

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



パート労働者 社会福祉法人　緑葉会　陽光の園
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時30分～9時30分

時給

1,050円～1,050円

静岡県熱海市清水町２－４
アサヒサンクリーン株式会社　伊
豆事業所

18

（請）マンション清
掃員／熱海市

マンションの共用部分とよばれる場所
の清掃を行うお仕事です。
・建物周囲、
・建物内部の掃き拭き、又は掃除機掛
け、
・大浴場清掃等


パート労働者 交替制あり アイワマネージメント　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～12時00分

時給

1,580円～1,580円

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

17

訪問入浴看護職員／
伊豆事業所（熱海
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

1,000円～1,600円
又は8時00分～21時00

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

16

ホテルの施設管理ス
タッフ／熱海ニュー
フジヤホテル

・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～20時00

950円～1,050円

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

15

ホテルの調理補助ス
タッフ／熱海ニュー
フジヤホテル

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

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

時給 (2)16時00分～20時00 和食ｏｒ洋食の調理
経験がある方1,200円～1,500円14

ホテルの調理スタッ
フ／熱海ニューフジ
ヤホテル

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～10時00分
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年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: 0557-36-9069 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 1298421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-6455-2351 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 火水他 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: 13070-32364321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形・その他月平均 20時間

     TEL: 0466-28-3192 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 月水金日祝他 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: 14080- 7273421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-68-2221 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 3830221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-68-2221 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 3831521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-67-1971 従業員数 57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- 3846721 各種保険： 労災・健康 月平均 

     TEL: 03-5908-2032 従業員数 19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: 13080-39254721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-83-4141 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 水日他 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- 3781721 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-86-5400 従業員数 15人

年　　齢: 18歳～69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- 3790821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-81-0241 従業員数 13人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 3795621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-81-0241 従業員数 13人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 3801921 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 0557-84-2611 従業員数 9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- 3806221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-68-3151 従業員数 50人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 3819921 各種保険： 労災 月平均 10時間

静岡県熱海市下多賀　６６０

時給 (2)15時00分～18時30

915円～950円

静岡県熱海市田原本町９番１号　熱海第一ビル　７階

39

調理補助 お客様提供するお食事の調理補助・盛
り付け
食材・食器管理

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

時給

920円～920円

静岡県熱海市紅葉ガ丘町７－６

38

通販係電話受付業務 ・　お客様からの受注処理と商品発送
の手配
・　電話受付業務
・　資料作成や事務作業
・　湯茶接待
・　事務所の清掃美化

パート労働者 株式会社　エム・オー・エー商事
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

1,150円～1,250円

静岡県熱海市紅葉ガ丘町７－６

37

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

家庭的な小規模旅館で高齢者の方も元

パート労働者 交替制あり 山の上ホテル≪有限会社　飯塚商事≫
雇用期間の定めなし (1)15時00分～21時00

時給

1,000円～1,100円

静岡県熱海市上宿町１４－１０

36

客室案内係 お客様をお部屋までご案内、お茶の提
供、館内説明

その他雑務

高齢者の方も元気に働いている職場で
す

パート労働者 交替制あり 山の上ホテル≪有限会社　飯塚商事≫
雇用期間の定めなし (1)15時00分～18時00

時給 宿泊施設勤務経験

1,250円～1,400円
又は18時00分～8時00

静岡県熱海市田原本町３－６

35

保養所における業務
全般

保養所における業務全般
フロント・食堂・清掃

パート労働者 エームサービスジャパン株式会社
雇用期間の定めなし (1)7時00分～20時00分

時給 食肉加工の経験があ
れば優遇します1,200円～1,200円

静岡県熱海市泉４１３－１２６
当社ベストライフ熱海

34

精肉加工及び配送 精肉加工及び配送 パート労働者 有限会社熱海フードセンター
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

時給

920円～920円
又は9時00分～18時00

静岡県熱海市上多賀１０１６－１０

33

介護施設の清掃・洗
濯担当／未経験Ｏ
Ｋ！／湯河原駅

未経験ＯＫ！介護施設の清掃や洗濯等
のお仕事です。

洗濯や片付け、館内の清掃、手すりや
玄関先の除菌作業（除菌スプ
レーを使用してふき取り）等、生活ま
わり全般のお手伝いをお願い

パート労働者 株式会社　ベストライフ中部
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

時給

913円～913円
又は8時30分～18時00

静岡県熱海市下多賀１４１

32

洗濯担当 入居者等１００名程度の日常使用の衣
類・バスタオル等の洗濯物を業務用の
洗濯機で洗濯し、業務用の乾燥機で乾
燥させます。
洗濯終了後の衣類をたたみ、各居室へ
もっていき収納庫に収納します。


パート労働者 交替制あり 社会福祉法人海光会　介護老人福祉施設海光園
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)16時00分～21時00

1,100円～1,500円

静岡県熱海市下多賀１４１

31

接客係 ＜接客係業務＞
下記業務を担当して頂きます。
・客室や宴会場、レストランでのお客
様への朝食、夕食の準備
・料理の配膳・サービス・片付け
・飲料サービス・片付け
・お客様のお出迎えやお見送り、ご案

パート労働者 交替制あり 源泉湯宿大成館　ＴＡＩＳＥＩＫＡＮ（株式会社大成館）
雇用期間の定めなし (1)7時00分～10時00分

時給 (2)16時00分～20時30

950円～1,100円

静岡県熱海市伊豆山９８６－２３
『ライオンズマンション熱海の
丘』

30

内務係 内務係を担当して頂きます。

・夕朝食の提供の為の準備・仕分け作
業
・布団の上げ下ろし
・チェックアウト後の部屋チェック
・その他旅館運営に関係する雑務

パート労働者 交替制あり 源泉湯宿大成館　ＴＡＩＳＥＩＫＡＮ（株式会社大成館）
雇用期間の定めなし (1)7時00分～11時00分

時給

1,200円～1,200円

静岡県熱海市田原本町９－１熱海
第一ビル８階
当社　熱海センター

29

マンション管理員
（熱海市）　◆週３
日（火・木・土曜）
◆

＊温泉管理・一般清掃・点検・立会・
受付事務等
　温泉管理７割　居住者対応３割
＊８階建て、２４戸、エレベーター有
り
＊火・木・土曜日　８：３０～１７：
００

パート労働者 株式会社　大京アステージ　湘南支店
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 事務経験

1,000円～1,050円

静岡県熱海市緑ガ丘町９番７号
【フルーズ　熱海】

28

一般事務（熱海セン
ター）

一般事務
・来客顧客対応
・顧客データ、商品データの入力
・事務所の維持管理
・その他営業所サポート

パート労働者 東急リゾート株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時30分～18時00分

時給

1,050円～1,270円
又は8時00分～17時00

27

介護職員（デイサー
ビス）【熱海】

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

パート労働者 交替制あり 有限会社　伊豆介護センター
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
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【熱海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: 0557-68-3151 従業員数 50人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 3822221 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 0557-68-3151 従業員数 50人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 3823521 各種保険： 労災 月平均 20時間

     TEL: 0557-81-2235 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： なし 時間外 なし

求人番号: 22050- 3767221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-85-5661 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 月火水木土日祝他 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- 3749821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-81-8515 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 火他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 3707721 各種保険： 労災・健康 月平均 

     TEL: 055-982-1481 従業員数 3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- 3734421 各種保険： 雇用・労災 月平均 2時間

     TEL: 0557-82-5151 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： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 3739021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-47-0028 従業員数 16人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 1238221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-3375-3470 従業員数 34人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13070-30593721 各種保険： 雇用・労災 月平均 15時間

     TEL: 03-5206-5121 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13080-37841321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5206-5121 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13080-37842621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-5206-5121 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13080-37843921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5206-5121 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13080-37846721 各種保険： 労災 月平均 

静岡県熱海市熱海１７３９－３５
パサニアホテル棟２７階
『ＩＳＨＩＮＯＹＡ熱海』（当社
運営）

時給 (2)16時00分～22時00

1,100円～1,300円

静岡県熱海市熱海１７３９－３５
パサニアホテル棟２７階
『ＩＳＨＩＮＯＹＡ熱海』（当社
運営）

52

ホテル内レストラン
調理補助スタッフ／
熱海市

＊＊／幅広い年代の社員が活躍してい
る元気な職場です！＼＊＊
●当社の運営するリゾートセミナーホ
テル『ＩＳＨＩＮＯＹＡ熱海』にて調
理補助業務をお任せします。
■主な業務
・食材の仕込み

パート労働者 交替制あり 株式会社　ティーケーピー
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)13時00分～22時00

1,100円～1,300円

静岡県熱海市熱海１７３９－３５
パサニアホテル棟２７階
『ＩＳＨＩＮＯＹＡ熱海』（当社
運営）

51

ホテル内レストラン
サービス／熱海市

＊＊／幅広い年代の社員が活躍してい
る元気な職場です！＼＊＊
●当社の運営するリゾートセミナーホ
テル『ＩＳＨＩＮＯＹＡ熱海』内の食
事会場にて、サービススタッフとして
レストラン業務全般をお任せします。
■主な業務

パート労働者 交替制あり 株式会社　ティーケーピー
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～15時30分

時給

1,100円～1,200円
又は9時00分～20時00

静岡県熱海市熱海１７３９－３５
パサニアホテル棟２７階
『ＩＳＨＩＮＯＹＡ熱海』（当社
運営）

50

ホテル内勤スタッフ
／熱海市

＊＊／幅広い年代の社員が活躍してい
る元気な職場です！＼＊＊
●当社の運営するリゾートセミナーホ
テル『ＩＳＨＩＮＯＹＡ熱海
』内の内勤スタッフとしてサポートを
お願いします。
未経験者でもしっかりと指導しますの

パート労働者 交替制あり 株式会社　ティーケーピー
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,100円～1,200円
又は8時00分～21時00

静岡県熱海市小嵐町１－１６
「料亭旅館　熱海　小嵐亭」

49

ホテル日勤フロント
／熱海市

＊＊／幅広い年代の社員が活躍してい
る元気な職場です！＼＊＊
●当社の運営するリゾートセミナーホ
テル『ＩＳＨＩＮＯＹＡ熱海
』のフロント業務を中心にお任せいた
します。
■主な業務

パート労働者 交替制あり 株式会社　ティーケーピー
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 調理経験

1,000円～1,500円
又は7時00分～21時00

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

48

調理スタッフ／熱海
市小嵐町

調理補助







パート労働者 交替制あり 株式会社　東京ベイホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)17時00分～21時30

1,000円～1,200円
又は9時00分～21時00

静岡県熱海市上多賀１０２７－８　アカオハーブ＆ローズガーデン

47

和食飲食店での調
理・調理補助業務
年齢不問★

熱海駅ビル「ラスカ熱海」３Ｆの和食
の食事処
『伊豆中　ばんばん食堂　熱海店』で
の接客業務です。
お店は熱海駅ビル内ですので、観光で
お越しのお客様や近隣にお住
まいのお客様など様々です。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊豆中
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

時給 造園、園芸関係での
勤務経験及び知識1,000円～1,000円

静岡県熱海市伊豆山７１１　伊豆山小学校

46

造園・園芸 ・主として造園関係の業務を行いま
す。
補助業務として下記の業務も行いま
す。　　　　　　　　　　　　・アカ
オハーブ＆ローズガーデンの管理
　草取り、水まき、植栽、剪定
・仕事に慣れるまでは補助者と一緒に

パート労働者 交替制あり ＡＣＡＯ　ＳＰＡ　＆　ＲＥＳＯＲＴ株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)10時00分～14時00

時給

1,040円～1,050円

静岡県熱海市田原本町３－８

45

（請）調理補助（熱
海市）

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 ホールスタッフもし
くは接客業務におい
て、主任、マネー

950円～950円
又は10時00分～20時30

静岡県熱海市咲見町４番２１号
アデニウム熱海翠光園

44

ホールスタッフ 料理の注文を取る

食事の配膳、片づけ（下膳）

レジ打ち、レジ金銭管理


パート労働者 交替制あり 磯也商事　株式会社
雇用期間の定めなし

時給

1,000円～1,000円

静岡県熱海市銀座町１－１８

43

（請）リゾートマン
ション管理人

リゾートマンション管理人業務
現金受け渡し、施設の予約対応、事務
処理、業者立会、巡回、清掃等

パート労働者 日本ハウズイング株式会社　熱海営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～17時00分

時給 (2)9時00分～14時00分 簡単なパソコン操作

950円～950円

静岡県熱海市下多賀　６６０

42

新聞折込スタッフ 専用の機械を使用し、翌日の新聞折込
をを調合する作業
簡単なＰＣ作業
月に数回多賀まで新聞折込を運ぶ作業

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

時給 (2)16時00分～21時00

915円～1,500円

静岡県熱海市下多賀　６６０

41

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

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

時給 (2)15時00分～20時00

915円～1,300円40

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

パート労働者 伊豆網代温泉　松風苑（サンユー建設　株式会社）
雇用期間の定めなし (1)8時00分～11時00分
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【熱海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: 0557-81-5191 従業員数 24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- 3694821 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 03-5206-5121 従業員数 20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 なし

求人番号: 13080-37688521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-5206-5121 従業員数 20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: 13080-37736621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0422-37-5218 従業員数 25人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13170-12774521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-991-1155 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 3662421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-84-2611 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 火木土日 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 3671321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 06-6222-1051 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： なし 時間外 なし

求人番号: 27010-26260821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 06-6222-1051 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： なし 時間外 なし

求人番号: 27010-26264321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 06-6222-1051 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： なし 時間外 あり

求人番号: 27010-26267121 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 03-6204-2568 従業員数 30人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13010-48435621 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 0557-82-1717 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： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 3638421 各種保険： 雇用・労災 月平均 10時間

     TEL: 0465-63-6432 従業員数 84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- 3640121 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0465-63-6432 従業員数 84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- 3642721 各種保険： 労災 月平均 

静岡県熱海市泉１７－２

時給 簡単なパソコン操作
が出来る方1,060円～1,080円

静岡県熱海市泉１７－２

65

お風呂受付 介護付有料老人ホームネオ・サミット湯河原内の大・小浴場の受付のお仕事です。入浴、退浴をするご入居者の氏名等を記録します。３０分おきに大・小浴場への巡回（湯温、脱衣所や室温の確認）を行います。３０分の夕食休憩、２１時に浴場の点検、消灯、施錠で勤務終了となります。初心者でも安心して業務に就くことが可能です。パート労働者 交替制あり 大和ハウスライフサポート　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)14時50分～21時10

時給 送迎ドライバーの経
験1,050円～1,080円

静岡県熱海市伊豆山１０４８番４

64

送迎ドライバー 介護付有料老人ホームネオ・サミット湯河原内における定期巡回車（１０人乗りバン）の運転をしていただきます。　　　　　　　　基本的な送迎範囲は、施設から湯河原駅間となります。　　　　　１時間に１回程度の送迎になります。　　　　　　　　　　　　　また、空いた時間で車の掃除・洗車や施設周りの掃き掃除、消毒作業などをしていただきます。パート労働者 変形（1ヶ月単位） 大和ハウスライフサポート　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時30分

時給

1,200円～1,200円

静岡県熱海市咲見町８－３
大江戸温泉物語あたみ

63

客室清掃係 ラグジュアリーホテルの客室清掃係 パート労働者 交替制あり 株式会社　グランバッハ熱海
雇用期間の定めなし (1)9時30分～15時00分

時給

915円～950円

静岡県熱海市上多賀１２
シーサイドいずたが

62

旅館客室清掃スタッ
フ／大江戸温泉あた
み

旅館での裏方業務です。
・ベッドメイク
・布団上げ、布団敷き
・アメニティ補充
・掃除機がけ
・その他　付随業務


パート労働者 ケービックス東京　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)17時00分～21時00

950円～1,000円 (3)19時00分～21時00

静岡県熱海市上多賀１２
シーサイドいずたが

61

調理補助及び洗い場
（熱海市）

料理の盛り付け
食器の準備
食器洗浄（食洗機使用）
食器類収納
清掃

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　エムアンドエムサ－ビス
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)16時00分～21時00

970円～1,000円

静岡県熱海市上多賀１２
シーサイドいずたが

60

配膳サービス（熱海
市）

・広間での朝食提供及び後片付け
・客室への夕食提供及び後片付け

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　エムアンドエムサ－ビス
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

950円～950円

静岡県熱海市田原本町９番１号　熱海第一ビル　１階

59

客室清掃（熱海市） 客室清掃全般 パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　エムアンドエムサ－ビス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時00分～14時00

時給

920円～920円

静岡県熱海市泉２３１　ゆがわら大野屋

58

店舗販売業務および
配達

・来店されたお客様への接客
・お買上いただく商品のレジ打ち
・野菜や果物等の袋詰めや値打ち
・商品の品出し
・電話注文を受けた商品の品揃え
・お買上いただいた商品や電話注文で
受けた商品の配達

パート労働者 株式会社　エム・オー・エー商事
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)10時00分～17時00

時給

1,200円～1,200円

静岡県熱海市上宿町１８－１０
「ジョナサン　熱海店」

57

（請）旅館の客室清
掃

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

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

時給

913円～913円
又は6時00分～9時00分

静岡県熱海市熱海１７３９－３５
パサニアホテル棟２７階
『ＩＳＨＩＮＯＹＡ熱海』（当社
運営）

56

朝清掃（ジョナサン
熱海店）

◎店舗全体の清掃作業全般を担当して
いただきます（２時間程度）

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

パート労働者 株式会社　すかいらーくレストランツ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～9時00分

時給 (2)20時00分～8時00分

1,100円～1,200円 (3)21時00分～9時00分

静岡県熱海市熱海１７３９－３５
パサニアホテル棟２７階
『ＩＳＨＩＮＯＹＡ熱海』（当社
運営）

55

ホテル夜勤フロント
／熱海市

＊＊／幅広い年代の社員が活躍してい
る元気な職場です！＼＊＊
●当社の運営するリゾートセミナーホ
テル『ＩＳＨＩＮＯＹＡ熱海
』のフロント業務を中心にお任せしま
す。
■主な業務

パート労働者 交替制あり 株式会社　ティーケーピー
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)19時00分～7時00分

時給 (2)9時00分～17時00分

1,100円～1,200円

静岡県熱海市水口町１－７

54

ホテル送迎ドライ
バー／熱海市

＊＊／幅広い年代の社員が活躍してい
る元気な職場です！＼＊＊
●当社の運営するリゾートセミナーホ
テル『ＩＳＨＩＮＯＹＡ熱海』の送迎
ドライバーの募集です。
■主な業務
・予約または定期便にてお客様の送

パート労働者 交替制あり 株式会社　ティーケーピー
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

950円～1,100円
又は7時00分～22時00

53

厨房洗い場兼調理補
助

旅館厨房洗い場業務
館内厨房での食器洗い（手洗い、食洗
器利用あり）
厨房での調理補助（食材洗い、簡単に
切る等）
その他、関連業務（厨房清掃、片付け
等）

パート労働者 株式会社　三平荘
雇用期間の定めなし
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【熱海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: 0465-63-6432 従業員数 84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- 3644221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-85-2810 従業員数 3人

年　　齢: 74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 なし

求人番号: 22050- 3648621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-85-2810 従業員数 11人

年　　齢: 74歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 3649921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-85-2810 従業員数 4人

年　　齢: 74歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 3650721 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-67-5550 従業員数 32人

年　　齢: 59歳以下 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- 3657921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-81-7101 従業員数 5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- 3658121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-68-0050 従業員数 12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 なし

求人番号: 22050- 3659021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0267-42-7711 従業員数 23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: 20111- 3141621 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0267-42-7711 従業員数 23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: 20111- 3142921 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0465-60-2211 従業員数 85人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 3611221 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0465-60-2211 従業員数 85人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 3612521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-80-5600 従業員数 140人

年　　齢: 不問 休　　日： 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- 3614321 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 0557-87-1400 従業員数 2人

年　　齢: 69歳以下 休　　日： 土日他 生命保険業界共通教
育制度一般課程試験

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり その他の販売類似関係資格

求人番号: 22050- 3615621 各種保険： 雇用・労災・その他 月平均 5時間 その他の商品販売関係資格

静岡県熱海市下多賀１１７３

時給 生命保険、損害保
険、少額短期保険募
集人資格（資格がな

920円～1,000円
又は9時00分～17時30

静岡県熱海市伊豆山７１７－１

78

生命保険、損害保
険、少額保険の提案
やＩＴ商材の御提案
など

◆生命保険、損害保険、少額短期保険
の保険商品をお客様へご提案するお仕
事です。保険の募集やご契約、ご相
談、ご契約後の保全、最新の情報の提
供など、お仕の内容は多岐にわたりま
す。お客様は個人、個人事業主、法人
経営者から法人にお勤めの従業員など

パート労働者 株式会社　出口ライフウイング
雇用期間の定めなし

時給

1,600円～1,600円

静岡県熱海市泉６１番地の１

77

看護職 ・複合型介護施設での看護業務
（特別養護老人ホーム１００床、短期
入所生活介護２０床、養護老人ホーム
５０床、ケアハウス３０床、デイサー
ビス４０名定員）

・主に服薬管理、体調管理、ドクター

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

時給 (2)15時30分～17時30

1,050円～1,050円

静岡県熱海市泉６１番地の１

76

通所送迎ドライバー ＊介護老人保健施設の通所リハビリ
テーション利用者の送迎業務
　　
　詳細は面接にてお話しいたします。

パート労働者 医療法人社団ちとせ会　介護老人保健施設　葵の園・熱海
雇用期間の定めなし (1)8時00分～10時00分

時給

950円～1,050円

静岡県熱海市渚町１１－１１「料理旅館　渚館」

75

清掃スタッフ ＊介護老人保健施設の玄関周り・エン
トランス・入所者居室・トイ　レ・洗
面所・階段・食堂等の清掃業務。
　　
　詳細は面接にてお話しいたします。

パート労働者 医療法人社団ちとせ会　介護老人保健施設　葵の園・熱海
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給

1,000円～1,200円
又は7時00分～20時00

静岡県熱海市渚町１１－１１「料理旅館　渚館」

74

料理旅館　渚館＊内
務及び清掃

○「料理旅館　渚館」での、内務及び
清掃
　（お客様と接しない裏方のお仕事）

・館内の清掃
・布団の上げ下ろし
・料理の運搬（お部屋の入口まで）

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

時給

1,000円～1,200円
又は7時00分～20時00

静岡県熱海市網代　４６２－７

73

料理旅館　渚館＊お
もてなしスタッフ

○「料理旅館　渚館」での、おもてな
しスタッフ（仲居）

・お客様のお出迎え、お見送り
・お客様へのご案内、お食事の提供
・お部屋の衛生管理など

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

時給 介護経験

1,000円～1,500円
又は8時00分～17時00

静岡県熱海市網代５９１－８９　ベルビュー南熱海

72

介護職員 デイサービスの介護業務一般
（送迎　入浴　排泄　食事　リハビリ
レクレーション）

パート労働者 医療法人社団紀真会　服部医院
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～12時00分

時給 ホテル、旅館等で一
通り客室清掃を経験
していると、比較的

915円～930円

静岡県熱海市下多賀８４２番４

71

（請）保養所客室清
掃

保養所における客室清掃のお仕事で
す。
・ベットメイク
・水周り清掃（トイレ・洗面等）
・掃除機掛け
・拭き上げ
・各種補充品のセット

パート労働者 交替制あり 株式会社　アイビックス
雇用期間の定めなし (1)8時30分～13時30分

時給 (2)9時30分～13時30分

950円～1,000円 (3)15時00分～18時00

静岡県熱海市伊豆山２６２
ヴィンテージ熱海桃山

70

調理　調理補助員 ・施設入居者様への食事調理もしくは
調理補助

・盛り付け、野菜の刻み作業

・食器類の洗浄（洗浄機と手洗いあ
り）

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

時給 (2)8時00分～12時00分

915円～950円

静岡県熱海市伊豆山８２４ー５
東急ハーヴェストクラブ

69

（請）マンション日
常清掃

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

＊週４日位のローテーション勤務にな

パート労働者 有限会社　東海システムサービス
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給

915円～1,050円

静岡県熱海市下多賀９ー８
シーサイドパレス南熱海

68

（請）ホテル日常清
掃

ホテル共用部、浴場清掃。
各所、分担して作業します。

熱海駅までの送迎はもちろん、一部市
内送迎もしていますので、通勤に便利
です。


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

時給

915円～950円

静岡県熱海市泉１７－２

67

（請）マンション日
常清掃

・マンション共用部（玄関、廊下、階
段、エレベーター、コインランドリー
室、フィットネスルーム等）の清掃。
・大浴場・更衣室・トイレ（男女）の
清掃。
・玄関回りの掃き清掃。
・ゴミ集積所清掃。

パート労働者 有限会社　東海システムサービス
雇用期間の定めなし (1)9時00分～15時00分

時給 (2)8時30分～15時00分 清掃業務の経験

1,050円～1,060円66

清掃クリーンスタッ
フ

介護付有料老人ホーム「ネオ・サミット湯河原」内においてご入居者の居室や共用部を清掃するお仕事です。　　　　　　　　　　　グループで動くので初心者でも安心して業務に就くことが可能です。パート労働者 交替制あり 大和ハウスライフサポート　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～16時30分
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【熱海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: 03-3201-6655 従業員数 10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: 13010-47324721 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 03-5908-2032 従業員数 19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 介護職員実務者研修修了者

求人番号: 13080-36582321 各種保険： 労災 月平均 ホームヘルパー２級

     TEL: 0557-82-1717 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- 3579021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-81-2322 従業員数 60人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 准看護師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 看護師

求人番号: 22050- 3583321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-85-0707 従業員数 25人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 介護支援専門員（ケ
アマネージャー）

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 3584621 各種保険： 労災・その他 月平均 

     TEL: 052-587-2961 従業員数 1人

年　　齢: 20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: 23020-29999721 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 050-3665-9236 従業員数 63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: 13010-46265621 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 03-3505-3020 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13040-50565621 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 03-3505-3020 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13040-50567121 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 03-3505-3020 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13040-50627421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-3505-3042 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13040-50678621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-82-2410 従業員数 52人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 3436521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-55-7520 従業員数 113人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 3448921 各種保険： 労災 月平均 1時間

静岡県熱海市水口町１１番４８号

時給 飲食サービス経験者
歓迎1,000円～1,000円

静岡県熱海市桜木町７－６

91

朝食レストランサー
ビス（ふふ熱海）

この地の食材や、季節の食材を「ふふ
熱海」ならではの味わいに仕立て、す
べて一から手作りで調理をしたお料理
を提供いたします。
ラグジュアリーホテルの接客サービス
スキルや和食のマナーが身につきま
す。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社ＫＰＧ　ＨＯＴＥＬ＆ＲＥＳＯＲＴ
雇用期間の定めなし (1)8時00分～12時00分

時給 (2)9時00分～2時00分 普通免許取得後３年
経過913円～1,200円

静岡県熱海市渚町２２－８
リブマックスリゾート熱海ＯＣＥ
ＡＮ

90

定時制タクシー乗務
員

網代営業所より目的地までお客様を安
全と　　　　　　　　　　　　安心で
送届ける仕事です
地元のお客様と観光客様の送迎になり
ます


パート労働者 交替制あり 伊豆第一交通　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～16時00分

時給 (2)16時00分～22時00

1,100円～1,100円

静岡県熱海市渚町１４－１２
当社　熱海シーフロント

89

レストランスタッフ
リゾート熱海ＯＣＥ
ＡＮ（朝食・夕食）

リゾートホテル「リブマックスリゾー
ト熱海ＯＣＥＡＮ」内にあるレストラ
ンでの、朝食・夕食をご提供頂くス
タッフ募集。
＜仕事内容＞
・お客様対応
・食器洗いや片づけ

パート労働者 株式会社　リブマックス　フーズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)6時00分～12時00分

時給

1,000円～1,000円

静岡県熱海市渚町２２－８
リブマックスリゾート熱海ＯＣＥ
ＡＮ

88

パーキングスタッフ
（熱海シーフロン
ト）

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

パート労働者 株式会社　リブ・マックス
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)15時00分～19時00

時給

1,200円～1,200円

静岡県熱海市渚町１４－１２
リブマックスリゾート熱海シーフ
ロント

87

フロントスタッフ
（熱海Ｏｃｅａｎ）

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

パート労働者 株式会社　リブ・マックス
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時00分～17時00分

時給

1,200円～1,200円

静岡県熱海市咲見町８－３
大江戸温泉物語あたみ（当社施
設）

86

フロントスタッフ
（熱海シーフロン
ト）

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

パート労働者 株式会社　リブ・マックス
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時00分～17時00分

時給 (2)15時00分～20時00

960円～1,300円

静岡県熱海市東海岸町６番４５号
熱海パールスターホテル

85

調理スタッフ／大江
戸温泉物語　あたみ
／静岡県熱海市

【仕事内容】

施設内バイキング会場にてご提供する
お料理の

・簡単な仕込み
・簡単な調理

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

時給

1,050円～1,050円

静岡県熱海市西熱海町１－２０－８

84

清掃（請）／熱海市 新規オープンホテルでの客室清掃・ホ
テル内清掃・その他の清掃。

＊経験者優遇




パート労働者 エム・トラスト　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

時給 居宅介護支援事業所
での経験1,400円～1,600円

又は8時30分～17時30

静岡県熱海市西熱海町１丁目２４－１

83

介護支援専門員
（パート職）

居宅介護支援事業所（ぽっかぽか・
ハートケア熱海）での介護支援専門員
業務全般
・サービス付き高齢者向け住宅（併
設）の入居者様、ご家族の介護相談業
務
・ケアプランの作成業務

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

その他 診療所、介護施設で
の看護業務1,725円～1,925円

静岡県熱海市伊豆山１０４８番４

82

看護師 施設内診療所及び法人ホーム施設の夜
勤専従看護師として下記の業務を行い
ます。
・看護業務
・医師との連絡調整
・上記内容に附帯する業務

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　黎明会　熱海ゆとりあの郷
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)17時00分～9時30分

時給 (2)19時00分～22時00 経験あれば尚可。初
めての方でも安心の
育成プログラム実

1,100円～1,100円

静岡県熱海市泉４１３－１２６
当社施設　ベストライフ熱海

81

食器洗浄係 ・朝食またはディナー時の食器・グラス等の食器洗浄機による洗浄　業務全般パート労働者 交替制あり 株式会社　グランバッハ熱海
雇用期間の定めなし (1)8時30分～11時30分

時給

950円～1,100円
又は10時00分～19時00

静岡県熱海市上多賀９８０－１
シャトーテル赤根崎

80

介護職パート／未経
験ＯＫ／熱海市・湯
河原駅

介護付き有料老人ホームの介護職ス
タッフのお仕事です。
■介護サービスの提供
食事の介助や入浴の介助、排泄介助や
移動のお手伝い等。
自分でできない部分のみ、介護サービ
スとしてお手伝いしていきま

パート労働者 株式会社　ベストライフ中部
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)7時00分～16時00分

時給

1,000円～1,000円79

リゾートマンション
ナイトフロント／
シャトーテル赤根崎

夜間オーナ対応、館内巡回等



パート労働者 株式会社　エンゼル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)18時00分～7時00分
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【熱海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: 0557-81-7101 従業員数 104人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 3449121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-55-7520 従業員数 97人

年　　齢: 不問 休　　日： 月火水木他 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- 3467721 各種保険： 労災 月平均 1時間

     TEL: 0557-55-7520 従業員数 97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- 3468821 各種保険： 労災 月平均 2時間

     TEL: 0557-81-8285 従業員数 80人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 3469221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-85-2000 従業員数 70人

年　　齢: 不問 休　　日： 月火水木 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- 3474721 各種保険： 雇用・労災 月平均 5時間

     TEL: 055-975-1315 従業員数 15人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 3481021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-37-5180 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 8人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 1092921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-33-3337 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22052- 1093121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 19人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 インテリアコーディ
ネーター

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 一級建築士

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

     TEL: 055-924-5218 従業員数 12人

年　　齢: 69歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22030- 4551721 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 054-335-4854 従業員数 25人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

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

     TEL: 0557-81-6185 従業員数 35人

年　　齢: 不問 休　　日： 木他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 3308621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-86-1193 従業員数 4人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 火水他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 3323321 各種保険： 労災 月平均 

時給 普通自動車免許

1,000円～1,200円
又は9時30分～17時30

静岡県熱海市小嵐町１４－８

104

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


パート労働者 アタミリゾートナビ株式会社
雇用期間の定めなし

時給 (2)16時30分～22時30

950円～950円

静岡県熱海市田原本町８－９

静岡県熱海市相の原町３－１
中銀ライフケア梅園台１６号館

103

洗い場 簡単な盛り付け
ご飯炊き
皿洗い（食洗器使用）
食器の準備

パート労働者 交替制あり 株式会社　新かど旅館
雇用期間の定めなし (1)8時00分～12時00分

時給 (2)7時30分～13時00分 ・ホールスタッフ

1,000円～1,100円
又は15時00分～19時30

静岡県熱海市泉４１５－１６９
グループホームのどかの家熱海

102

ホールスタッフ／熱
海市相の原町

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

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

時給

1,100円～1,330円
又は6時00分～21時00

静岡県熱海市田原本町９－１　熱
海第一ビル９階
当社：熱海駅前店

101

介護スタッフ（グ
ループホームのどか
の家熱海）

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　イー・ケア
雇用期間の定めなし

時給 リフォーム経験　建
築士経験1,250円～1,450円

又は9時00分～18時00

静岡県熱海市咲見町

100

リフォームプラン
ナーサポート／熱海

下記業務のサポート全般をお願いしま
す。
「ロイヤルインテリア」はグループの
一員として中古マンションや一戸建
て、別荘などのリフォームを手がけて
います。
【１、案件依頼を受ける】営業を担う

パート労働者 ロイヤルインテリア　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

時給 (2)8時00分～15時30分

1,050円～1,050円

静岡県熱海市内（網代～西熱海）の当社管理の貸別荘

99

マンション管理員
【熱海市】

リゾートマンション（３０戸）の管理
員
○日常清掃（男女浴場、館内外共用
部）
○設備稼働点検
○外部業者立合い
○受付応対

パート労働者 株式会社ユーライフ　伊東営業所
雇用期間の定めなし (1)8時00分～12時00分

時給

1,000円～1,300円

静岡県熱海市田原本町３－６

98

清掃員 当社が管理する熱海市内の各施設（貸
別荘）の清掃業務を行います。
○建物内の清掃
　掃除機がけ、モップがけ、拭き掃
除、ゴミ集め
　水回り清掃、寝具の準備、備品の
セット、等

パート労働者 株式会社　ステージヴィラ　事業本部
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時00分～15時00

時給

1,100円～1,300円
又は9時30分～21時00

静岡県熱海市春日町７－３９

97

すしカウンター業務 ・寿司調理
・料理の仕込み
・その他調理全般

※お魚捌きは専門職が行うので、「さ
くどり」や「切りつけ」、「握り・巻
物」がメインです。

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

920円～920円

静岡県熱海市昭和町２０－５

96

洗い場業務（中国料
理部門）

・洗い物、清掃等 パート労働者 国家公務員共済組合連合会熱海共済会館ＫＫＲ　ＨＯＴＥＬ　ＡＴＡＭＩ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)11時00分～20時00

時給

921円～921円
又は9時00分～23時00

静岡県熱海市伊豆山２６９

95

タクシー乗務員（定
時制）

＜　タクシー乗務員　＞

タクシーでお客様を目的地まで安全に
お送りするサービス業です。

※車種　クラウン・プリウス・コン
フォート　など・・・

パート労働者 熱海第一交通　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～18時00分

時給

1,000円～1,000円

静岡県熱海市伊豆山２６９

94

宿泊施設の客室清掃
（ＡＴＡＭＩせかい
え）

ハウスキーピングのチームで客室や館内の清掃や備品の入れ込みを担当します。パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社ＫＰＧ　ＨＯＴＥＬ＆ＲＥＳＯＲＴ
雇用期間の定めなし (1)10時30分～15時00

時給 (2)17時00分～22時00 飲食サービス経験が
ある方1,000円～1,000円

静岡県熱海市昭和町４－２

93

レストランサービス
スタッフ（ＡＴＡＭ
Ｉせかいえ）

ハイクラスリゾートホテルのレストラ
ンホールサービスのお仕事です。

地産地消にこだわり、地元でとれた新
鮮な食材を使用し、日本の豊かな食材
を贈り物のようにお届けするお食事。
すべて手作りで調理をしたお料理を提

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社ＫＰＧ　ＨＯＴＥＬ＆ＲＥＳＯＲＴ
雇用期間の定めなし (1)7時30分～11時00分

時給

913円～913円92

（請）観光施設内の
清掃

熱海市内の観光施設内（歴史的施設）
の館内清掃のお仕事です。
廊下、階段、展示室、音楽室、共用ト
イレ等が主な作業となります。
未経験者でも現場にて研修があります
ので、安心してお仕事ができます。

パート労働者 株式会社　アイビックス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時15分～16時45分
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