
【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8月8日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 055-976-6061 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- 5382921 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-984-1707 従業員数 13人

年　　齢: 69歳以下 休　　日： 土日祝他 １級土木施工管理技
士

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ２級土木施工管理技士

求人番号: 22050- 5495621 各種保険： 労災 月平均 その他の土木・測量技術関係資格

     TEL: 0550-88-8200 従業員数 2人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 火他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22031- 2631621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-972-6683 従業員数 30人

年　　齢: 59歳以下 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- 5228921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・その他月平均 1時間

     TEL: 0564-62-2827 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 23050- 9680421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 055-975-0760 従業員数 3人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5299521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-975-8261 従業員数 416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- 5342721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 090-1624-0932 従業員数 3人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22120- 6570421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-975-1315 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5554021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-975-1315 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5398321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 054-282-8311 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22010-20851021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 054-351-1788 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22040- 5376821 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 054-351-1788 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22040- 5379421 各種保険： 雇用・労災 月平均 

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

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

静岡県三島市谷田２２９７－３４８

2

土木技術者 見積り業務
営業、得意先回り

パート労働者 田中土建　株式会社
雇用期間の定めなし

時給 調理経験、資格など

913円～913円

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

レストラン調理ス
タッフ

〈レストランスタッフ〉
・レストランカフェでの接客、調理
（調理補助）

時期や状況により、レストラン店舗で
のハーブ製品の販売や、オーガニック
ハーブの採取・出荷準備作業を行うこ

パート労働者 有限会社落合ハーブ園
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給

1,050円～1,250円
又は17時00分～22時00

静岡県三島市中島１６７－９

3

ホール・調理補助
（三島市）

当社が運営する店舗（鮨勝）において
接客、調理補助、その他付随する業務
（食器洗い、店内清掃等）を行ってい
ただきます。


＊未経験者可能です。

パート労働者 ウィルグリーン株式会社
雇用期間の定めなし (1)17時00分～22時00

時給 土木技術経験者優遇

1,250円～1,500円
又は8時00分～17時00

静岡県三島市沢地２８５

5

寝具の販売、接客業
務（イトーヨーカ
ドー三島店）

イトーヨーカドー三島店のエアウィー
ヴショップにて、
寝具の販売や接客等をしていただきま
す。

【具体的には】
・お客様に寄り添いお客様に感謝され

パート労働者 株式会社　エアウィーヴ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 普通にパソコンが出
来る程度1,000円～1,000円

静岡県三島市一番町１２－１　Ｓ
Ｋビル２Ｆ　
　　鮨勝

4

一般事務全般 三島市沢地工場において一般事務を
やっていただきます。
・電話受付
・タイムカードの管理
・作業日報の整理
・清掃作業
・その他事務

パート労働者 株式会社　北海建設工業所
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給

1,050円～1,100円
又は9時00分～16時00

静岡県三島市中田町９－３０
イトーヨーカドー三島店

6

霊園（墓地）の販売
および管理業務

新規に開発された墓地の販売及び清掃
業務です。

・墓地を見学に来たお客様への接客と
販売業務
・清掃業務（墓地内の掃き掃除、管理
事務所の清掃）

パート労働者 川口石材工業有限会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～16時30分

時給 販売または営業経験
が１年以上ある方
何らかの接客経験が

1,300円～1,300円
又は10時00分～19時00

静岡県三島市三好町３－２７

8

軽貨物配送業務 マックスバリュー、スーパーの荷物を
お客様へ配達する業務
静岡県東部、三島・沼津エリアの配送

ネットスーパー、オンライン発注の荷
物や、お客様の購入した荷物の運搬


パート労働者 株式会社　暁
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

時給 用務員業務

1,000円～1,000円
又は8時00分～16時40

静岡県三島市玉沢９６

7

用務員業務（リー
ダー）

・用務員２名のリーダー的役割をお願
いしたいと考えています。
・構内の清掃、植栽管理が主なお仕事
です。

（主担当者が休暇等で不在の時の業務
として）

パート労働者 株式会社　電業社機械製作所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～15時50分

時給 給与計算実務経験者

1,250円～1,250円

静岡県三島市壱町田１７２－１
マックスバリュー壱町田店
又は、沼津市内、函南町店舗

9

給与計算担当 毎月１日～５日の５日間、北海物産で
働く従業員の給与計算を担当していた
たきます。
１カ月のうち、５日間だけの業務です
ので、土日祝日でも出勤をお願いいた
します。

パート労働者 株式会社　北海物産
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

時給 (2)10時00分～18時00 配達の経験あれば尚
可
三島市内の地理に詳

913円～1,200円

静岡県三島市御園７３－７

11

（請）調理補助／三
島市

盛付：調理師及び栄養士が調理したも
のを食器に盛り付ける
差込：盛付した食事を入所者様各自の
トレーに差し込む
配膳：食事がのった配膳車を部屋前ま
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 変形（1ヶ月単位） 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)15時00分～19時30

時給 給与計算実務経験者

1,250円～1,250円

静岡県三島市御園７３－７

10

給与計算担当 毎月１日～５日の５日間、北海物産で
働く従業員の給与計算を担当していた
たきます。
１カ月のうち、５日間だけの業務です
ので、土日祝日でも出勤していただき
ます。

パート労働者 株式会社　北海物産
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

時給

1,000円～1,500円
又は9時20分～19時30

静岡県三島市字エビノ木４７４５
番地
　社会福祉法人　見晴学園

12

販売・受付・レジ業
務／三島南二日町店

〇カー用品の接客販売等のお仕事で
す。
・カー用品の接客、レジ等
・商品担当（部門別）
・商品管理（発注及び品出し）
・お客様への商品説明
・車検等の受付業務

パート労働者 株式会社　静岡イエローハット
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

930円～1,000円

静岡県三島市南二日町４－１

時給

1,000円～1,500円
又は9時20分～19時30

静岡県三島市南二日町４－１

13

メンテナンス作業及
び受付／三島南二日
町店

〇カー用品の接客販売、取付、点検等
のお仕事です。
・主にピット作業とお客様へのメンテ
ナンス提案に従事
・ピット業務
　オイル交換、タイヤ交換、オーディ
オ取付、その他作業、

パート労働者 株式会社　静岡イエローハット
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8月8日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 054-280-0066 従業員数 11人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22010-20917721 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 054-280-0066 従業員数 8人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22010-20919221 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 054-280-0066 従業員数 8人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 介護職員実務者研修修了者

求人番号: 22010-20922121 各種保険： 労災 月平均 10時間 介護職員初任者研修修了者

     TEL: 054-280-0066 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22010-20923021 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 055-920-0400 従業員数 2人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： なし 時間外 なし

求人番号: 22030- 7535621 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-983-6770 従業員数 21人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5499721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-983-6770 従業員数 21人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5270721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 080-4291-6612 従業員数 1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- 5610221 各種保険： 労災・健康 月平均 6時間

     TEL: 055-976-3000 従業員数 17人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5525321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-976-3000 従業員数 7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: 22050- 5530221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 052-222-7377 従業員数 17人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 23020-48851021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 052-222-7377 従業員数 17人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 23020-48856421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 052-222-7377 従業員数 17人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 23020-48860721 各種保険： 労災 月平均 

14

看護師（デイサービ
ス）／三島市

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

＊社員昇格制度あり
＊福利厚生充実（カーシェアリング・

パート労働者 変形（1ヶ月単位） サガミシード　株式会社　本部
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～17時00分

時給 (2)9時00分～18時00分

1,000円～1,050円

静岡県三島市青木２１１－１２
サガミシード株式会社
介護事業部　樹楽団らんの家　三
島青木

15

デイサービス生活相
談員／三島市

地域密着型デイサービス（定員１０
名）です。

・相談業務（家族やケアマネジャーと
の相談）
・事務業務（サービス計画表作成な
ど）

パート労働者 変形（1ヶ月単位） サガミシード　株式会社　本部
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

時給

1,250円～1,500円

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

17

看護師（デイサービ
ス）／三島市

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

＊社員昇格制度あり
＊福利厚生充実（カーシェアリング・

パート労働者 変形（1ヶ月単位） サガミシード　株式会社　本部
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～17時00分

時給 (2)9時00分～18時00分

1,000円～1,050円 (3)18時00分～8時00分

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

16

デイサービス介護職
員／三島市

地域密着型デイサービス（定員１０
名）です。

・介護業務（食事、入浴等の介助、見
守り、歩行訓練、レクリエーションな
ど）


パート労働者 変形（1ヶ月単位） サガミシード　株式会社　本部
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

時給

950円～1,200円
又は9時30分～18時30

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

18

一般事務 当社において下記の業務を担当してい
ただきます。
パソコン入力
電話対応
来客対応
営業アシスタント

パート労働者 株式会社　東部不動産開発
雇用期間の定めなし

時給

1,250円～1,500円

静岡県三島市寿町３－３９　田代ビル２Ａ

20

社労士事務所事務補
助

＜社会保険及び人事・労務に関する事
務補助＞

・労働保険・社会保険の実務補助
・給与計算実務補助
・パソコンを使用しての入力、チェッ
ク作業

パート労働者 あおば社会保険労務士法人
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～15時00分

時給 (2)9時00分～16時00分 事務経験

930円～1,100円 (3)9時00分～17時00分

静岡県三島市谷田２５８ー４ナベ
ビル２Ｆ
　三島店

19

総務事務（パートタ
イム）

＜総務事務＞

・電話応対
・郵便物の受付業務
・事務用品等の発注
・パソコンを使用してのデータ入力、
チェック作業

パート労働者 あおば社会保険労務士法人
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～15時00分

時給

1,000円～1,200円
又は9時00分～21時00

静岡県三島市寿町３－３９　田代ビル２Ａ

21

飲食業 粕漬食堂のホールを募集中！ パート労働者 粕漬食堂ＫＡＳＵ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～15時00分

時給 (2)9時00分～16時00分 事務経験

930円～1,100円 (3)9時00分～17時00分

静岡県三島市中田町１０－２８

23

飲食店スタッフ 基本的に、フロアかキッチン両方の並
行作業となります。

・フロアは、朝のお掃除から始まっ
て、開店前のセッティング、お
客様がいらしたらご案内をして、ご注
文、お料理を出したら、レジ

パート労働者 交替制あり 株式会社　にしはらグループ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時00分～15時00

時給

1,050円～1,200円
又は18時00分～0時00

静岡県三島市日の出町６の３５ヤマダビル２階

22

飲食店スタッフ ・清掃、ご案内、ご注文、お料理運
び、レジ、お見送り
・盛り付け、野菜やお肉のカット、食
器洗浄機での洗い作業

基本的に、フロアかキッチンのどちら
かを選んでいただきます。

パート労働者 交替制あり 株式会社　にしはらグループ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)15時00分～21時00

時給

930円～965円

静岡県三島市一番町１７－６０

24

調理補助パート
（請）／三島市

病院における食事サービス提供業務。
現地厨房にて食事の盛付・配下膳・食
器の洗い物などをお任せします。給食
の仕事が初めての方でも大丈夫です。

わからないことや確認したいことはお
気軽にお尋ねください。

パート労働者 交替制あり 日清医療食品　株式会社　名古屋支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)15時00分～20時30

時給

1,050円～1,200円
又は18時00分～0時00

静岡県三島市谷田字藤久保２２７
６
三島総合病院・老人保健施設
内　当社事業所

26

調理補助パート
（請）／三島市

病院における食事サービス提供業務。
現地厨房にて食事の盛付・配下膳・食
器の洗い物などをお任せします。給食
の仕事が初めての方でも大丈夫です。

わからないことや確認したいことはお
気軽にお尋ねください。

パート労働者 日清医療食品　株式会社　名古屋支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)5時00分～12時00分

時給

913円～920円

静岡県三島市谷田字藤久保２２７
６
三島総合病院・老人保健施設
内　当社事業所

25

調理補助パート
（請）／三島市

病院における食事サービス提供業務。
現地厨房にて食事の盛付・配下膳・食
器の洗い物などをお任せします。給食
の仕事が初めての方でも大丈夫です。

わからないことや確認したいことはお
気軽にお尋ねください。

パート労働者 交替制あり 日清医療食品　株式会社　名古屋支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～15時30分

静岡県三島市谷田字藤久保２２７
６
三島総合病院・老人保健施設
内　当社事業所

時給

930円～950円
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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8月8日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 052-222-7377 従業員数 17人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 23020-49083321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-4221-8900 従業員数 29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: 13070-47832521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 080-4291-6612 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 月他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5341021 各種保険： 労災 月平均 6時間

     TEL: 052-222-7377 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： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 23020-46050521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 054-273-2800 従業員数 24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: 22010-20104621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 06-6368-1020 従業員数 83人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 27060-24515921 各種保険： 労災 月平均 3時間

     TEL: 055-985-2122 従業員数 29人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5573221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-985-2122 従業員数 27人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 火水木金 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- 5574521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-988-0801 従業員数 60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- 5309121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-6272-4724 従業員数 20人

年　　齢: 不問 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 なし

求人番号: 13010-75841021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-976-8021 従業員数 513人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5274421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-976-8021 従業員数 513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- 5275321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-6272-4724 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 調理師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 栄養士

求人番号: 13010-72349121 各種保険： 労災 月平均 管理栄養士

時給 (2)9時00分～18時00分

950円～980円 (3)11時00分～20時0027

調理補助パート
（請）／三島市

病院での食事サービス提供業務
現地厨房にて、食事の盛り付け・配
膳・食器の洗浄・清掃などをお任せし
ます。

※年齢不問　未経験者歓迎


パート労働者 交替制あり 日清医療食品　株式会社　名古屋支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)5時00分～14時00分

静岡県三島市青木１４３－１

29

飲食業 まず、配膳の方法や、接客のやり方、
レジ打ち、洗い物等を覚えていただき
ます。
その後、待ち時間にやることを覚えて
いただきます。
慣れてきたら、粕漬の仕込み方や、そ
の他の仕込みを可能な範囲で覚えてい

パート労働者 粕漬食堂ＫＡＳＵ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～15時00分

時給

1,000円～1,000円
又は9時00分～23時00

静岡県三島市谷田字藤久保２２７
６
三島総合病院・老人保健施設
内　当社事業所

28

接客・調理（丸亀製
麺　三島青木店）＊
急募＊

丸亀製麺　三島青木店
【セルフスタイル讃岐うどん店】
オープンキッチン内での接客・調理・
製麺等のお仕事です。

ライフスタイルに合わせて働けますの
で、面接時に希望シフトをご相談くだ

パート労働者 株式会社丸亀製麺
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

時給

930円～970円

静岡県三島市日の出町６の３５ヤマダビル２階

30

洗浄パート（請）／
三島市

病院での食事サービス提供業務。
現地厨房にて主に食器・調理器具の洗
浄、配下膳等をお任せします。
・業界でのシェア率Ｎｏ．１の給食業
界最大手企業です。
・あいち女性輝きカンパニー認証企
業、育児休業取得率９０％以上

パート労働者 交替制あり 日清医療食品　株式会社　名古屋支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)17時00分～21時00

時給

1,000円～1,200円
又は9時00分～21時00

静岡県三島市富田町８－２２
　三島魂心家

32

キッチン・ホールス
タッフ（スシロー三
島梅名店　６１２）

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

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

時給

1,050円～1,050円
又は8時00分～2時30分

静岡県三島市谷田藤久保２２７６
三島総合病院内　当社事業所

31

調理・ホール業務／
三島市（三島魂心
家）

初心者・未経験者でも大丈夫！！
ラーメン店のホールの仕事です。

美味しいまかないも無料！
学生さん、主婦の方、フリーターさん
が明るく楽しく働いています。

パート労働者 交替制あり 有限会社　あーと／横浜家系ラーメン魂心家
雇用期間の定めなし

時給

1,000円～1,000円
又は6時30分～17時00

静岡県三島市梅名３９４－１
「スシロー三島梅名店」

33

キャディマスター室 ゴルフカートへのキャディバッグの積
み下ろし
ゴルフカートの準備片付け
練習場のボール拾い
グリーンのボールマーク及びフェア
ウェイのディポットの修復

パート労働者 株式会社　芦の湖カントリークラブ
雇用期間の定めなし

時給

1,000円～1,000円
又は9時00分～0時00分

静岡県三島市字南原菅４７０８

35

コース課スタッフ コース内清掃・バンカーならし等 パート労働者 交替制あり 株式会社アコーディア・ゴルフ　三島カントリークラブ
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給

1,000円～1,000円

静岡県三島市字南原菅４７０８

34

クラブハウス清掃 ゴルフ場のクラブハウス内の清掃管理
のお仕事です。

館内のコンディションを綺麗に保ち、
快適な空間をお客様に提供する裏方の
お仕事です。
お一人での館内作業でお客様との接触

パート労働者 株式会社　芦の湖カントリークラブ
雇用期間の定めなし (1)13時00分～17時00

時給 (2)9時30分～18時00分 モンテッソーリ教育
についての経験1,000円～1,200円

静岡県三島市徳倉１１９５

36

保育士／三島市文教
町

「こどもが一人でできるように手伝う」を理念としたモンテッソーリ教育を取り入れた園での保育をお任せしますパート労働者 株式会社　エー・アンド・アイ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)13時00分～18時00

時給

1,000円～1,200円
又は8時00分～17時00

静岡県三島市文教町１－９－１１

38

Ｗｅｂマーケティン
グ運用補助スタッフ

Ｚ会通信教育に関するＷｅｂマーケ
ティング業務のサポートをお願
いします。実際にお願いする業務は、
ご本人の適性や経験等を考慮
します。

・メルマガ配信、ＳＮＳ更新

パート労働者 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～16時00分

時給 (2)10時00分～17時00 Ｗｏｒｄｐｒｅｓｓ
を使った実務経験が
ある方、

935円～1,670円

静岡県三島市文教町１－９－１１
Ｚ会文教町ビル１階
ＩＣＥモンテッソーリこどものい
え三島（当社施設）

37

Ｗｅｂマーケティン
グ運用補助スタッフ

Ｚ会通信教育に関するＷｅｂマーケ
ティング業務のサポートをお願
いします。実際にお願いする業務は、
ご本人の適性や経験等を考慮
します。

・メルマガ配信、ＳＮＳ更新

パート労働者 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～16時00分

時給

1,200円～1,200円
又は8時30分～12時30

静岡県三島市文教町１－９－１１

39

調理師／三島市文教
町

保育園給食の調理業務をお願いしま
す。
園児４０名～５０名程度の給食とおや
つ
児童２０名程度のおやつを調理をして
いただきます。

パート労働者 株式会社　エー・アンド・アイ
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 (2)10時00分～17時00 Ｗｏｒｄｐｒｅｓｓ
を使った実務経験が
ある方、

935円～1,670円

静岡県三島市文教町１－９－１１
Ｚ会文教町ビル１階
ＩＣＥモンテッソーリこどものい
え三島（当社施設）
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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8月8日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 055-976-8021 従業員数 513人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5239721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-976-8021 従業員数 513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- 5246021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-957-8100 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 水日祝 看護師 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- 5247721 各種保険： 労災 月平均 2時間

     TEL: 055-982-0418 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 木日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5529021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-982-0418 従業員数 6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 あり

求人番号: 22050- 5463121 各種保険： 労災 月平均 1時間

     TEL: 055-977-1234 従業員数 7人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 木日祝 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- 5304521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-988-9087 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 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- 5322321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-981-3200 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 月火水木金日祝他 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: 22050- 5248821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-981-3200 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 月火水木金日祝他 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- 5249221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-981-3200 従業員数 8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- 5250621 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-981-3200 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 木他 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- 5251921 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-975-1940 従業員数 30人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5339321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 055-975-1940 従業員数 30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 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

求人番号: 22050- 5340121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

静岡県三島市文教町１－９－１１

41

ＤＴＰオペレーター Ｚ会通信教育のマーケティングに関す
るＤＴＰオペレーション（Ｉ
ｎＤｅｓｉｇｎ，Ｐｈｏｔｏｓｈｏ
ｐ，Ｉｌｌｕｓｔｒａｔｏｒ等
を使用）をお願いします。

ご本人の適性や経験等を考慮し、下記

パート労働者 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～16時00分

時給 (2)10時00分～17時00 ＤＴＰオペレーショ
ンの基本操作（Ｉｎ
Ｄｅｓｉｇｎ，Ｐｈ

935円～1,670円40

ＤＴＰオペレーター Ｚ会通信教育のマーケティングに関す
るＤＴＰオペレーション（Ｉ
ｎＤｅｓｉｇｎ，Ｐｈｏｔｏｓｈｏ
ｐ，Ｉｌｌｕｓｔｒａｔｏｒ等
を使用）をお願いします。

ご本人の適性や経験等を考慮し、下記

パート労働者 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～16時00分

時給

1,600円～1,750円
又は8時30分～18時45

静岡県三島市文教町１－９－１１

42

看護師（正看護師） 内科・循環器内科における看護師とし
ての業務全般、その他付随業
務
○医師の診療補助業務
○医師の指示による処置（採血・注
射・点滴・その他）
○健診業務

パート労働者 高橋内科ハートクリニック
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)10時00分～17時00 ＤＴＰオペレーショ
ンの基本操作（Ｉｎ
Ｄｅｓｉｇｎ，Ｐｈ

935円～1,670円

静岡県三島市大場５７５－１

44

歯科衛生士 歯科一般業務
１医師の診療アシスタント
２歯石除去・ＴＢＩ・予防・口腔内の
指導等

パート労働者 すぎやま歯科クリニック
雇用期間の定めなし (1)14時15分～19時00

時給

1,000円～1,500円
又は9時00分～19時00

静岡県三島市徳倉三丁目１４－３３

43

歯科助手 診療アシスタント
医院内の清掃等
受付

パート労働者 すぎやま歯科クリニック
雇用期間の定めなし (1)9時00分～19時00分

時給

980円～1,200円
又は14時00分～19時00

静岡県三島市大場５７５－１

45

歯科助手 ・診療の補助
・受付、電話対応
・診療器具の準備、片付け
・診療器具の消毒、滅菌
・その他関連業務や雑務（院内清掃な
ど）

パート労働者 半田歯科医院
雇用期間の定めなし (1)14時00分～19時00

時給

1,350円～2,000円
又は8時40分～19時00

静岡県三島市徳倉８７６－２６

47

歯科助手・受付 診療補助のお仕事です。下記業務を担
当していただきます。
・医師の診療手伝い　
・機械器具類の滅菌、洗浄作業
・受付業務
・パソコンによる簡単な文章作成
（ワード・エクセル）

パート労働者 細川歯科医院
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～12時00分

時給 (2)13時00分～18時00

1,150円～1,300円
又は9時30分～21時30

静岡県三島市大場１２２－４

46

歯科助手　受付 歯科医院での受付及び診療アシスタント パート労働者 医療法人社団アクアビアンカ　ないとう歯科医院
雇用期間の定めなし (1)9時00分～13時00分

時給

1,250円～1,400円

静岡県三島市東町１３－２６

48

歯科衛生士 スケーリング（歯石の除去等）、口腔衛生指導、診療補助等パート労働者 歯科衛生士専門学校 細川歯科医院
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～12時00分

時給

1,000円～1,000円

静岡県三島市東町１３－２６

50

歯科衛生士 スケーリング（歯石の除去等）、口腔衛生指導、診療補助等パート労働者 歯科衛生士専門学校 細川歯科医院
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)14時00分～19時00

時給 (2)14時00分～17時00

920円～1,000円

静岡県三島市東町１３－２６

49

歯科助手・受付 診療補助のお仕事です。下記業務を担
当していただきます。
・医師の診療手伝い　
・機械器具類の滅菌、洗浄作業
・受付業務
・パソコンによる簡単な文章作成
（ワード・エクセル）

パート労働者 細川歯科医院
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)14時00分～19時00

時給 子どもが好きな方、
調理師、栄養士資格
があれば尚可

920円～1,000円
又は7時30分～16時30

静岡県三島市東町１３－２６

51

調理または調理補助 認定こども園の昼食、おやつの調理、片付け パート労働者 社会福祉法人　静岡恵明学園
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)14時00分～17時00

1,250円～1,500円

静岡県三島市芙蓉台２丁目３－１７

時給 (2)8時00分～17時00分

1,000円～1,150円
又は7時00分～19時00

静岡県三島市芙蓉台２丁目３－１７

52

保育士 保育所型認定こども園保育士業務全般 パート労働者 交替制あり 社会福祉法人　静岡恵明学園
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～18時00分
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 055-983-1200 従業員数 93人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ホームヘルパー２級

求人番号: 22050- 5539821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-999-0123 従業員数 18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: 22030- 7685721 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 055-999-0123 従業員数 18人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22030- 7687221 各種保険： 労災 月平均 3時間

     TEL: 055-929-9233 従業員数 14人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 ホームヘルパー２級 就業場所: 

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

求人番号: 22030- 7575321 各種保険： 労災 月平均 3時間

     TEL: 055-977-9800 従業員数 23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- 5405121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-977-9800 従業員数 23人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ホームヘルパー２級

求人番号: 22050- 5438121 各種保険： 労災 月平均 介護職員初任者研修修了者

     TEL: 055-988-3535 従業員数 51人

年　　齢: 60歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5448721 各種保険： 労災・健康 月平均 

     TEL: 055-988-3535 従業員数 51人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5449821 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 080-5945-8371 従業員数 27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: 22020-16466921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 055-954-1501 従業員数 11人

年　　齢: 不問 休　　日： 火日他 ホームヘルパー２級 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 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- 7342921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-975-7788 従業員数 10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 なし 准看護師

求人番号: 22050- 5347321 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-983-1117 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 水金土日他 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- 5388521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-941-7853 従業員数 21人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5230821 各種保険： 労災 月平均 

53

訪問介護職員（登
録）

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


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

時給 (2)8時30分～17時00分 介護経験

950円～1,180円 (3)10時30分～19時00
又は7時00分～19時00

静岡県三島市南二日町５－４１

54

介護職員（グループ
ホームひかり）

１フロア（ユニット）９名のご入居者
を介護するお仕事です。
食事作り・入浴介助・排泄介助（パッ
ト交換など）・体操のサポート等、ご
入居者が出来ないところを支援しま
す。
グループホームの生活支援は、ご入居

パート労働者 交替制あり 株式会社　日本ケアクオリティ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～15時30分

時給

1,150円～1,450円
又は8時00分～17時30

静岡県三島市徳倉３－１－５１「グループホームひかり」

56

介護職員（シフ
ティーン三島）

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

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

時給 介護経験

950円～1,180円

静岡県三島市徳倉３－１－５１
グループホームひかり

55

介護職員（夜勤専
従）（グループホー
ムひかり）

１フロア（ユニット）９名のご入居者
を介護するお仕事です。
食事作り・排泄介助（パット交換な
ど）・体操のサポート等、ご入
居者が出来ないところを支援します。
グループホームの生活支援は、ご入居
者とのコミュニケーションを

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　日本ケアクオリティ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)16時30分～8時30分

時給 (2)15時45分～17時15

1,200円～1,300円

静岡県三島市徳倉１－９－３
シフティーン三島

57

送迎ドライバー 高齢者デイサービスの利用者さんの
朝・夕方の送迎のドライバーで主にワ
ンボックスキャラバンの運転（補助と
して介護職員も同乗します。）
送迎エリアは三島市中部～函南町全
域。
送迎の他、車両の管理（給油・窓ふ

パート労働者 株式会社　ホームトピア・ダイバ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時45分～9時15分

時給 (2)10時00分～19時00

1,190円～1,220円 (3)17時00分～9時00分

静岡県三島市大場３９２－２

59

夜間における保安業
務（老人ホーム）

特別養護老人ホームで夜間における保
安等の業務になります。
・施設内の巡視、施錠、開錠、防火他
・面会等の来客、電話対応
・利用者の見守り等

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 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)17時30分～8時30分

時給 介護施設での勤務経
験あれば尚可913円～950円

又は8時00分～17時00

静岡県三島市大場３９２－２

58

介護スタッフ 高齢者デイサービスでサービス提供時
間（９：００～１６：０５）中の、利
用者様に対する介護サービスの提供で
す。（月～土曜日、毎日２０～３０人
程の方が利用されています。）
ご利用者様の送迎の補助、入浴やトイ
レや食事などの介助、レクリエーショ

パート労働者 株式会社　ホームトピア・ダイバ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

920円～970円

静岡県三島市徳倉２０８－１

60

介護職員 介護職員（夜勤できる人も歓迎）
朝食・昼食・夕食の介助業務や排せつ
介助、就寝介助に至るまで、介護全般
に渡りお手伝い願います。

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～18時00分

時給

913円～913円

静岡県三島市徳倉１－１５－１８
株式会社ツクイ　ツクイ三島
徳倉バス停下車　徒歩５分

62

デイサービススタッ
フ／ニチイ三島

当社「ニチイケアセンター三島」（デ
イサービス：一日あたりの利用者１５
～２０名程度）において、介護に関る
業務を担当して頂きます。
・デイサービスにおいて食事の介助、
衣類の着脱介助、おむつ交換着脱介
助、入浴介助、散歩の付き添い、利用

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社ニチイ学館　沼津支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)9時00分～14時00分

1,050円～1,470円 (3)12時00分～17時00

静岡県三島市徳倉２０８－１

61

デイサービスの介護
職員／三島市徳倉

「ツクイ三島」でのデイサービスのお
仕事です。
介護職員としてお客様の心身状態を把
握し自立支援に努める
とともにお客様に寄り添ったサービス
を提供していただきます。


パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ツクイ　静岡圏
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～13時00分

時給 正看護師・准看護師
としての医療従事経
験

1,450円～1,600円

静岡県三島市徳倉２丁目１３－１１

63

看護職員 デイサービスセンターにおける看護・
生活支援業務等全般
・健康管理
・生活機能訓練
・食事支援
・入浴支援
・排泄支援

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

時給 介護業務の経験

1,012円～1,047円
又は8時00分～18時00

静岡県三島市東本町１丁目１３番１８号

65

【看護師】障がい者
の支援・体調管理

障がいやハンディを抱える成人期の方
の生活介護施設です。
１人１人の特性に合わせ支援の計画を
立てています。
利用者の方が穏やかな時間を過ごして
頂けるよう、
日常生活上の支援や、将来の自立を目

パート労働者 特定非営利活動法人　エシカファーム
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～16時00分

時給 子どもと関わった経
験913円～913円

又は10時00分～15時00

静岡県三島市南二日町６５０番地１

64

子どもの支援 子ども達の第三の居場所。夏休み等のお休みや、学校を終えてからの放課後の支援。お勉強・お食事・お散歩、送迎などの日中支援等をお願いしますパート労働者 特定非営利活動法人　縁
雇用期間の定めなし (1)9時30分～15時30分

静岡県三島市松本２８８－１９

時給 看護経験

1,284円～1,500円
又は10時00分～16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8月8日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 055-976-3522 従業員数 33人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5431821 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 055-976-3522 従業員数 33人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5466821 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 0533-68-2321 従業員数 15人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 23141- 1266321 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0467-73-8920 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 14080-10817221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0467-73-8920 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 14080-10818521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-988-1641 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5578921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 058-387-7068 従業員数 10人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 21010-25779721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0460-83-8900 従業員数 7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: 14070- 3267921 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 03-6238-2802 従業員数 7人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 火金土 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: 13010-75977421 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-976-3530 従業員数 0人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5474821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-976-3530 従業員数 4人

年　　齢: 64歳以下 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- 5476521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-968-3350 従業員数 0人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030- 7223021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-971-6006 従業員数 3人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 5231221 各種保険： 労災 月平均 

時給 (2)17時30分～20時30

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

66

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

パート労働者 交替制あり ＮＰＯ法人　ピアシップみしま
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時30分～9時30分

静岡県三島市西本町１０－２６

68

農作業員【静岡県三
島市】

＊季節の果物（いちご、メロン、みか
ん他）の栽培作業を担当しま　す。

・栽培作業としては果実の剪定、植え
付け、摘果、防除、除草など　です。

・フルーツ狩りの接客があります。

パート労働者 株式会社　蒲郡オレンジパーク
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給 (2)17時30分～20時30

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

静岡県三島市西本町１０－２６

67

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

パート労働者 交替制あり ＮＰＯ法人　ピアシップみしま
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時30分～9時30分

時給 (2)13時00分～17時00

950円～950円

静岡県三島市塚原新田１８１－１
　伊豆フルーツパーク

69

《急募》短時間！容
器の簡単な洗浄／午
前のみ又は午後のみ

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

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

時給

920円～920円

静岡県三島市平成台４０－１

71

（請）清掃の職業 ・建物内の　日常清掃　床・階段（共
用部）のモップ掛け、掃除機を使用し
て各階トイレの清掃と点検や備品の補
充。

・駐車場の枯れ葉等の清掃

パート労働者 株式会社　エム・アイ・総合美装
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時30分～12時00分

時給 (2)12時30分～17時30

920円～950円

静岡県三島市平成台４０－１

70

短時間！惣菜の簡単
な盛り付け・パック
詰

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


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

時給 (2)2時30分～5時00分

920円～920円

静岡県三島市北田町４－４７

72

清掃作業員（三島
市）

○天然温泉施設での開店前の浴場清掃

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


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

時給 (2)7時30分～15時00分 日常清掃業務

913円～913円 (3)7時30分～16時45分

静岡県三島市中央町４－６
「ホテルセレクトイン三島」

74

イトーヨーカドー三
島店の従業員通用口
夜間受付業務／三島
市

イトーヨーカドー三島店での夜間受付
業務です。
従業員通用口での従業員の出入管理・
店舗内での拾得物・遺失物管理や緊急
時の対応（消防・警察への通報）など
が主な業務内容です。


パート労働者 株式会社　ヨーク警備
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)17時00分～22時30

時給

1,000円～1,100円

静岡県三島市三好町４－２３
　せせらぎパーク三好内　極楽湯
三島店

73

客室清掃（ホテルセ
レクトイン三島）
＊未経験歓迎＊

ホテル客室清掃スタッフ
　○トイレ清掃　　○水廻り清掃
○ベットメイク　　
　○アメニティ補充

パート労働者 株式会社　ホテルクリーンサービス箱根
雇用期間の定めなし (1)9時00分～14時00分

時給

1,000円～1,000円
又は8時00分～21時00

静岡県三島市中田町９－３０
イトーヨーカドー三島店

75

駐車場警備 ・一般道路から葬祭場へ安全に車両や
来館者が出入りすることがで　きるよ
うに誘導する業務
・駐車場内で空きスペースを案内する
業務
・駐車場内で来館者からの質問に対す
る案内など

パート労働者 ナイトフロント協会有限会社
雇用期間の定めなし

時給

965円～965円

静岡県三島市北田町７－８

77

作業エリア内での交
通案内

作業エリアでの自動車や人の交通案内
入社後はしっかりと研修があります。

★消毒やマスク等で感染症対策万全
★誘導の仕方や知識などは入社後丁寧
に教えています♪
★６５歳以上の方も活躍中です

パート労働者 株式会社トーセイコーポレーション
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

920円～920円
又は8時00分～17時00

静岡県三島市北田町７－８
＊就業場所に関する特記事項参照

76

一般事務 ・取引先、社員からの電話応対
・簡単な事務処理及びパソコン入力
・契約先への請求書の作成等

パート労働者 ナイトフロント協会有限会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給 (2)6時00分～8時30分

930円～930円

静岡県三島市三ツ谷新田３３１‐
２３
株式会社東配工　三島営業所

78

（請）警備員（三島
楽寿園）

請負先施設内の警備を行っていただき
ます。
開園日は夜間、休園日（月曜日）は２
４時間勤務です。
主に、園内の巡視や出入り時の施錠管
理をしていただきます。巡視はタイム
スケジュールに沿って、徒歩で行って

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 鈴与セキュリティサービス株式会社　　三島支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)16時15分～22時30

時給

1,000円～1,250円

静岡県三島市一番町１９－３
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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8月8日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 055-983-0136 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5273521 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-991-7007 従業員数 12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: 22030- 7564221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 052-681-7107 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 金土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 23030-15935321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-975-3111 従業員数 32人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5360221 各種保険： 雇用・労災・健康 月平均 

     TEL: 055-975-3111 従業員数 11人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 保育士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5326021 各種保険： 雇用・労災 月平均 2時間

     TEL: 055-975-3111 従業員数 54人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5207221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-975-3111 従業員数 400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- 5208521 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 4時間

     TEL: 000-0000-0000 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5471121 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0550-82-2088 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22031- 2623921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 055-974-2236 従業員数 14人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5501921 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0558-76-8181 従業員数 206人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 20人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5381621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     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- 5492521 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-946-0188 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： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 5237121 各種保険： 労災 月平均 

静岡県三島市芝本町６－２

80

厨房内盛り付け・洗
浄（特別養護老人
ホーム御寿園）

当社委託先高齢者施設厨房内にて、下
記の業務を担当していただきます。
・施設ご利用者様へ提供するお食事の
盛り付け
・洗浄作業
・その他付随する業務。

パート労働者 株式会社　ａｇｅ－Ａｇｅ　ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)5時00分～9時00分

時給 経理・総務経験

1,000円～1,100円
又は9時00分～18時00

79

経理・総務事務 経理
・現預金管理、入出金、振込関係
・仕訳、会計ソフト入力

総務
・入退社手続き、社会保険・労働保険
などの手続き

パート労働者 特定非営利活動法人　グラウンドワーク三島
雇用期間の定めなし (1)9時00分～15時00分

時給

1,000円～1,050円

静岡県三島市御園５８０　
特別養護老人ホーム　御寿園（み
その）

81

ホール・キッチン
（東海旅客鉄道株式
会社総合研修セン
ター）

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

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

時給 (2)9時30分～13時30分

950円～950円 (3)15時00分～19時00

静岡県三島市沢地１２７番地の１
三島市立沢地小学校

83

保育士（本町子育て
支援センター）

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）
短時間保育、親子の交流の促進、育児
相談、育児講習会、ふれあい行事の実
施、情報提供など

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)9時00分～17時00分

月給 基本的なパソコン操
作（ワード・エクセ
ル）

924円～924円

静岡県三島市文教町１丁目４－１９

82

学校事務員（沢地小
学校）

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）

市費経理、校費経理、教育委員会事務
局からの依頼業務、校長・教頭からの
依頼業務　ほか

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00分～16時30分

時給

924円～924円
又は8時00分～16時40

静岡県三島市本町３－２９　本町タワービル４階

84

学校支援員（市内小
学校）

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）
通常学級に在籍する特別な支援を必要
とする児童を指導する担任の補助や学
校生活の支援業務


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）

月給

1,078円～1,078円

静岡県三島市北田町４－４７（市民課）

86

ミニトマトの栽培管
理及びパック詰め

※業務拡大のため、スタッフを追加募
集いたします。

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


パート労働者 稔園
雇用期間の定めなし (1)8時00分～12時00分

月給 (2)9時15分～17時15分

924円～924円

市内小学校（１４校）

85

事務員（市民課） 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）
住民基本台帳及びマイナンバー制度に
係る窓口業務、電話対応、事務補助、
証明書類発行業務、パソコンへのデー
タ入力

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～16時30分

時給 事務経験

950円～1,050円
又は8時00分～17時00

静岡県伊豆の国市寺家４２１－２

87

一般事務（伊豆の国
市・大仁工場）

工場内の事務所にて計量伝票の発行やパソコン入力、電話応対等の一般事務を行っていただきます。簡単なお仕事です。パート労働者 二葉建設株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)8時00分～15時00分

920円～1,000円

静岡県伊豆の国市北江間１４１－２

89

製造 【製造業務】
　製造部門にて新型コロナウイルス抗
原検査キットの製造に携わる下記の業
務を担当して頂きます
・検査キットの製造
・試薬計量
・試薬調製

パート労働者 株式会社　タウンズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～17時30分

時給

940円～940円
又は8時00分～14時00

静岡県伊豆の国市神島１８５０－１　二葉建設　大仁工場

88

食品製造（牛乳寒
天）

食品（牛乳寒天）製造に伴うサポート
業務
１）製造補助
　・液体を容器に充填する作業（手作
業）
　・容器を包装機にセットする作業
　・包装機より包装された商品を取り

パート労働者 株式会社フルーツバスケット
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～13時00分

時給

920円～920円

静岡県伊豆の国市神島７６１－１

90

ショップスタッフ 観光施設の売店で、色々な地方から来たお客様におみやげ物を販売するお仕事です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他に品出しや発注、清掃作業も含まれます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆◇◆　急　募　◆◇◆パート労働者 交替制あり 大日　株式会社　伊豆パノラマパーク
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～17時00分

時給

1,000円～1,000円

静岡県伊豆の国市長岡８５１－１

時給 (2)13時00分～19時00

913円～913円 (3)16時00分～22時00
又は22時00分～6時00

静岡県伊豆の国市長岡２６０－１

91

店頭販売員 コンビニエンスストアでのレジ、商品陳列、発注、店内清掃等が主な仕事となります。パート労働者 交替制あり ファミリーマート伊豆長岡北店
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)6時00分～15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8月8日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0557-32-0505 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: 22052- 1795121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-948-1212 従業員数 35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- 5528121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-976-3000 従業員数 20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: 22050- 5604421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-4221-8900 従業員数 22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: 13070-47830821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 052-202-6151 従業員数 8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: 23020-46495321 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0558-76-3228 従業員数 195人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5439021 各種保険： 雇用・労災・財形・その他 月平均 2時間

     TEL: 0558-76-3228 従業員数 195人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5440221 各種保険： 雇用・労災・財形 月平均 

     TEL: 055-949-1466 従業員数 103人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝 臨床検査技師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5361521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-949-8046 従業員数 5人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 木日祝他 歯科衛生士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5337521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-949-2188 従業員数 27人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 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: 22050- 5409221 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-940-2411 従業員数 15人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5507521 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-980-5678 従業員数 3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- 5222821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-928-9469 従業員数 5人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 準中型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ５トン限定準中型自動車免許

求人番号: 22050- 5575421 各種保険： 雇用・労災 月平均 

92

弁当の製造、販売
【御門店】

持ち帰り弁当の製造、及び販売に係る
すべての仕事。

★未経験者も歓迎します。
マニュアルが出来上がっていますので
初心者でも
気軽に働く事が出来ます。

パート労働者 交替制あり 有限会社　リープ　　ほっともっと宮川町店
雇用期間の定めなし (1)8時00分～14時00分

時給

920円～950円

静岡県伊豆の国御門６２ー５

93

洗い場（調理補助） ・下膳された食器類の残飯整理
・機械による食器洗浄
・食器類を食器棚への戻し
・ご飯炊き
・簡単な調理補助
（朝食及び夕食を担当していただきま
す）

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 有限会社　吉春
雇用期間の定めなし (1)18時00分～21時00

時給 (2)17時00分～22時00

1,000円～1,050円
又は8時00分～22時00

静岡県伊豆の国市長岡２５０－８

95

接客・調理（丸亀製
麺　伊豆の国店）＊
急募＊

丸亀製麺　伊豆の国店
【セルフスタイル讃岐うどん店】
オープンキッチン内での接客・調理・
製麺等のお仕事です。

ライフスタイルに合わせて働けますの
で、面接時に希望シフトをご相談くだ

パート労働者 株式会社丸亀製麺
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

時給 (2)15時00分～21時00

1,050円～1,200円
又は21時00分～1時00

静岡県伊豆の国市長岡９８９－１０

94

飲食店スタッフ 基本的に、フロアかキッチン両方の並
行作業となります。（ホール
・キッチン並行しての作業あり。）

・フロアは、朝のお掃除から始まっ
て、開店前のセッティング、お
客様がいらしたらご案内をして、ご注

パート労働者 交替制あり 株式会社　にしはらグループ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～15時00分

時給

913円～913円

静岡県伊豆の国市田京１６７－１

96

調理補助（請）／伊
豆の国市

企業内食堂での調理補助のお仕事で
す。


　　　［請負業務］

パート労働者 ジー・エイチ・ホスピタリティフードサービス中部　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時15分～13時30分

時給

1,000円～1,000円
又は9時00分～23時00

静岡県伊豆の国市田京２７０－１

98

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 公益財団法人　伊豆保健医療センター
雇用期間の定めなし (1)17時00分～8時30分

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

静岡県伊豆の国市三福６３２－１
旭化成ファーマ株式会社　旭化成
ファーマ大仁食堂

97

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

　

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 公益財団法人　伊豆保健医療センター
雇用期間の定めなし (1)8時30分～13時00分

時給 臨床検査技師

1,350円～1,500円
又は9時00分～12時45

静岡県伊豆の国市田京２７０－１

99

臨床検査技師 病院におけ検体検査業務
・一部、心電図・聴力検査などの生理
検査業

パート労働者 医療法人　麗峰会　伊豆韮山温泉病院
雇用期間の定めなし (1)9時00分～12時45分

その他 (2)12時00分～8時30分

913円～913円

静岡県伊豆の国市南條１９６－１　高野コーポ２Ｆ

101

保育士 ０～５歳児の保育、担任の補助業務。 パート労働者 社会福祉法人ちとせ会　韮山保育園
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～17時00分

時給

1,500円～1,800円
又は14時30分～19時00

静岡県伊豆の国市中條２３４

100

歯科衛生士 歯科衛生士業務全般

歯科治療における医師の診療補助業務
歯垢・歯石のスケーリング除去行為
虫歯予防の為のブラッシング指導や口
腔ケアの相談等


パート労働者 あおぞら歯科クリニック
雇用期間の定めなし (1)9時15分～12時15分

時給

950円～1,010円

静岡県伊豆の国市韮山山木６６４－６

102

介護職員【デイサー
ビス】

【デイサービス、ル・ソレイユ函南事
業所の求人です】

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


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

時給

1,100円～1,200円
又は9時00分～17時00

静岡県伊豆の国市長岡２４３－１

104

荷物の運送（運搬）
作業　及び　障害者
支援業務

・プラスチック製品等の荷物の運送
（運搬）作業　　　　　　　　　２ト
ントラック（マニュアル車）の運転
製品をパレットへの手積み作業があり
ます。
・その他の補助業務として・・・
障がい者の作業にかかる支援全般

パート労働者 交替制あり 合同会社　ふじ・さくら　ｗｏｒｋｓ
雇用期間の定めなし

時給 給食施設勤務
調理経験があれば尚
可

920円～920円
又は16時00分～19時00

静岡県伊豆の国市原木７３３－２

103

調理師（住宅型有料
老人ホームかつらぎ
の風）

かつらぎの風において下記の業務を担
当していただきます。

＊有料老人ホームでの調理が主な仕事
になります。
＊料理盛り付け
＊食器・器具の洗浄

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　シフト
雇用期間の定めなし (1)6時00分～9時00分

静岡県伊豆の国市長岡３４６番地の５　　　　　　　　　　　　　「ここなら」

時給 福祉の経験

950円～1,200円
又は7時00分～18時00

8/12



【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8月8日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 055-928-9469 従業員数 4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- 5577621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-991-1155 従業員数 16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- 5370421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-988-1641 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5357921 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-932-8869 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030- 7215121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 027-345-8725 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 10020-12060121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 046-836-3935 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 火 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 14050- 4817221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-3505-3020 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13040-87748721 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 090-4955-2907 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： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13010-73091821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 090-4955-2907 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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13010-73111121 各種保険： 労災 月平均 3時間

     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: 13040-87796921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0558-85-2100 従業員数 45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- 5327721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0558-75-8660 従業員数 70人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 介護福祉士

求人番号: 22050- 5557221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0558-75-8660 従業員数 70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- 5560921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

時給 福祉の経験

920円～1,100円
又は8時30分～17時00

105

障害者支援業務　及
び　手積み作業

障害者支援業務として・・・

　
★障害を持っている方と簡単な内職作
業を一緒にやり、出来ないと　ころの
補助や最後の検品作業をやります。
★障がい者のことを理解し、一緒に会

パート労働者 交替制あり 合同会社　ふじ・さくら　ｗｏｒｋｓ
雇用期間の定めなし

静岡県伊豆の国市長岡１９２
伊豆長岡温泉　石のや

107

（請）日常清掃 ビルの共用部　階段　トイレ等の清掃
業務
２人現場ですが、それぞれの担当箇所
での一人作業になるので、自分のペー
スで作業ができます。

パート労働者 株式会社　エム・アイ・総合美装
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

1,100円～1,200円

静岡県伊豆の国市南條７６１番地の２高野マンション２０２号室

106

（請）旅館の客室清
掃

旅館客室の床掃除機がけ
トイレ・洗面台清掃
ベッドメイク
備品補充　他

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

時給 (2)9時00分～11時30分

913円～1,000円

静岡県伊豆の国市三福８０―２
（株）キョウデンプレシジョン

108

マンション共用部清
掃

「リシャール伊豆長岡」において、マ
ンション共用部清掃の業務を担当して
いただきます。

・マンション外周拾い掃き
・ロビーエントランスの掃除機掛け・
モップ掛け

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

時給 (2)8時00分～16時30分

930円～930円

静岡県伊豆市瓜生野２６２
テックランド修善寺店

110

軽食等の販売・簡単
な調理【未経験者
可・週１日から可】

コーヒー、ソフトクリーム、軽食の提
供、レジ等。季節によりかき氷等が追
加されますが、難しい調理などは一切
ありません。
その他は一般的な掃除、在庫の数を数
えて頂いたりすることが主な仕事内容
です。

パート労働者 ＬＩＬＹ株式会社
雇用期間の定めなし (1)10時00分～17時00

時給

965円～1,150円
又は10時00分～20時00

静岡県伊豆の国市長岡１６９－６
　リシャール伊豆長岡

109

パート／店舗スタッ
フ／修善寺店／０６
１３

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

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

時給

1,200円～1,200円

静岡県伊豆市修善寺４２７９－３
虹の郷内　イギリス村
ペニーレイン

111

フロントスタッフ
（天城湯ヶ島）

「リブマックスリゾート天城湯ヶ島」
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

920円～1,000円
又は9時00分～17時00

静岡県伊豆市下白岩１４５１－９
修善寺フォーレスト（当社施設）

113

管理人／伊豆市 宿泊施設の管理人業務

　チェックイン・チェックアウト対応
や清掃を担当していただきま　す。３
名でシフトによる交替制です。



パート労働者 株式会社　えたお
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

時給

1,000円～1,500円

静岡県伊豆市湯ヶ島２８２１－４
リブマックスリゾート天城湯ヶ島

112

清掃スタッフ／伊豆
市

客室の清掃。
　チェックアウト後の客室を清掃しま
す。
　２名１セットで行います。

＊難しい仕事はなく、家庭の清掃とさ
ほど変わりません。

パート労働者 株式会社　えたお
雇用期間の定めなし (1)10時00分～13時00

時給 (2)16時00分～22時00

1,200円～1,200円

静岡県伊豆市下白岩１４５１－９
修善寺フォーレスト（当社施設）

114

レストランスタッフ
リゾート天城湯ヶ島
（朝食・夕食）

リゾートホテル「リブマックスリゾー
ト天城湯ヶ島」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

913円～1,500円

静岡県伊豆市湯ケ島２５７１番１
０号


116

デイサービス介護
パートナー

デイサービスの介護スタッフの募集で
す。
・デイ利用者様の介護（入浴・移動介
助）
・他レクリエーションや送迎もお願い
します。
　（普通車を用いて伊豆市内の送迎）

パート労働者 社会福祉法人　愛誠会　天城の杜
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時30分～16時30分

時給 清掃に関わる知識・
経験があれば尚可。
初心者でも可

1,000円～1,300円

静岡県伊豆市湯ヶ島２８２１－４
リブマックスリゾート天城湯ヶ島

115

客室清掃 ホテル客室の清掃・ベッドメーク・パブリックの清掃等パート労働者 株式会社湯ヶ島ゴルフ倶楽部＆ホテル董苑
雇用期間の定めなし (1)9時00分～14時00分

時給 (2)8時30分～17時30分

1,000円～1,200円 (3)10時00分～19時00

静岡県伊豆市湯ケ島９３９番４１

117

介護職員（ケアハウ
ス）／伊豆市

＜＜介護職員（ケアハウス）の内容と
して＞＞

ケアハウスウに係るスタッフの募集で
す。
利用者様の生活に関する援助全般を
行っていただきます。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　愛誠会　天城の杜
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時30分～16時30分

時給 (2)8時30分～17時30分

950円～1,150円
又は7時30分～17時30

静岡県伊豆市湯ケ島９３７番
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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8月8日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0558-75-8660 従業員数 70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- 5562021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 17人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030- 7502921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 17人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 准看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030- 7504021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0558-85-1125 従業員数 25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- 5226321 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- 1817021 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 055-988-0411 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 ２級ボイラー技士 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- 5227621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-968-3350 従業員数 2人

年　　齢: 18歳以上 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: 22030- 7278521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0558-80-9700 従業員数 14人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 水他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5223221 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-931-3966 従業員数 3人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 木他 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: 22030- 7275721 各種保険： 雇用・労災 月平均 5時間

     TEL: 055-978-3900 従業員数 10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- 5548221 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-978-3900 従業員数 10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- 5378221 各種保険： 雇用 月平均 

     TEL: 055-973-2000 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 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- 7178721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-978-5991 従業員数 6人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5454121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

静岡県伊豆市湯ケ島９３９番４１

119

正看護師（ル・グラ
ンガーデン修善寺）

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

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

時給 (2)8時30分～17時30分

1,000円～1,200円 (3)10時00分～19時00118

介護職員（特養）／
伊豆市

＜＜介護職員（特養）の内容として＞
＞

特別養護老人ホームに係るスタッフの
募集です。
利用者様の生活に関する援助全般を
行っていただきます。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　愛誠会　天城の杜
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時30分～16時30分

時給

1,400円～1,400円
又は7時00分～19時00

静岡県伊豆市修善寺２４－３　ル・グランガーデン修善寺

120

准看護師（ル・グラ
ンガーデン修善寺）

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

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

時給

1,500円～1,500円
又は7時00分～19時00

静岡県伊豆市湯ヶ島８９２－１４

122

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　伊豆営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時30分～14時30

時給 (2)11時00分～16時00 お客様との会話のや
り取り等（レジでの
対応）の経験

950円～1,050円
又は9時00分～16時30

静岡県伊豆市修善寺２４－３　ル・グランガーデン修善寺

121

食堂・土産品販売 ＜食堂・土産品販売の業務内容は下記
の通りです。＞
・「食堂のウェイター」「団体食の盛
り付け済みをテーブルに運ぶ　補助、
配膳、接客」
・「土産品販売のレジ」


パート労働者 交替制あり 淨蓮の滝株式会社
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

時給 (2)8時30分～17時00分

1,200円～1,200円 (3)10時30分～19時00
又は10時30分～19時00

静岡県伊豆市月ケ瀬の旅館

123

（請）設備管理業務
（伊豆市）

《設備管理業務の内容として》

１．ボイラーの操作
２．設備・建物の備品類等の応急処理
３．その他設備の点検

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社メンテックカンザイ　三島支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)5時00分～13時30分

時給

950円～950円

静岡県伊豆市瓜生野１０
カインズ修善寺

125

カフェ　副店長 
飲食物の提供、コーヒー、軽い食事な
どを提供する。
飲食物の原材料の仕入れ。
売り上げ管理、報告。
パート職員のシフト管理、勤務時間の
調整など

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

月給

1,000円～1,250円

静岡県伊豆市上白岩１０００

124

カインズ修善寺での
制服巡回担当

大手ホームセンターでの店内外での巡
回担当

★無資格未経験から始められるお仕事
です
★制服が人気の常駐警備員です！
★勤務地は応相談

パート労働者 株式会社トーセイコーポレーション
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)10時00分～19時00

時給

1,000円～1,100円
又は10時00分～19時00

静岡県伊豆市修善寺９５５－１ー
１

126

ケーキ販売 当社の運営するケーキ店「不二家マッ
クスバリュ函南店」または「不二家
マックスバリュ沼津南店」において、
ケーキの販売に関する接客、ラッピン
グ、レジ打ち等の業務及びそれに付随
する業務を担当していただきます。


パート労働者 カネマツ食品工業　株式会社
雇用期間の定めなし

時給

1,000円～1,100円
又は8時00分～21時00

静岡県田方郡函南町平井１７３３－２８

128

製造業 板金品梱包
配送（軽自動車及び２ｔトラックに
て）
多少重量のあるものを運んで頂く場合
があります

パート労働者 株式会社　アプト・マシナリー　函南事業所
雇用期間の定めなし (1)10時00分～16時00

時給

1,000円～1,000円

静岡県田方郡函南町間宮３４１
マックスバリュ函南店１Ｆ
不二家　マックスバリュ函南店

127

製造業 ・梱包作業
・配送作業（軽自動車及び２ｔトラッ
クにて）

パート労働者 株式会社　アプト・マシナリー　函南事業所
雇用期間の定めなし (1)10時00分～16時00

時給

950円～950円

静岡県田方郡函南町平井１７３３－２８

129

窓口業務 「函南町役場」において窓口業務を担
当していただきます。

・住民課窓口における受付業務（接客
応対）
・各種証明書の作成及び交付に係る業
務

パート労働者 株式会社　データサービスセンター
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

1,000円～1,000円

静岡県田方郡函南町平井６１３－２

時給 (2)12時00分～20時00

950円～1,200円

静岡県田方郡函南町平井７１７番
地の１３
函南町役場　厚生部住民課

130

事務 一般事務を担当して頂きます。 パート労働者 交替制あり 振袖館京都もなみ［有限会社　京都もなみ］
雇用期間の定めなし (1)10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8月8日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 055-978-1300 従業員数 50人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5406021 各種保険： 雇用・労災 月平均 1時間

     TEL: 054-280-0066 従業員数 10人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 危険物取扱者（乙
種）

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22010-20884121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 054-280-0066 従業員数 6人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 危険物取扱者（乙
種）

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22010-20886721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0550-88-1500 従業員数 7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: 22031- 2748021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 052-222-7377 従業員数 11人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 23020-49080221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-977-1121 従業員数 10人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 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: 22050- 5292621 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-943-7701 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 理学療法士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 作業療法士

求人番号: 22050- 5359021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-979-1350 従業員数 35人

年　　齢: 64歳以下 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- 5307621 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-940-2411 従業員数 50人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 看護師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22050- 5503021 各種保険： 労災 月平均 1時間

     TEL: 055-940-2411 従業員数 50人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5504721 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 29人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030- 7479321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 29人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 ホームヘルパー１級 就業場所: 

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

求人番号: 22030- 7480121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 29人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030- 7481021 各種保険： 労災 月平均 

131

（請）調理補助 「調理補助の業務内容として」

・駿豆給食センターでの業務で調理師
等責任者の指示に基づいた調理補助業
務。
・料理の盛付、機械での洗浄　及び
清掃等の業務を行います。

パート労働者 株式会社　駿豆給食センター
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)3時00分～7時00分

時給

1,050円～1,550円
又は7時00分～21時59

静岡県田方郡函南町新田８６－１

132

ガソリンスタンドス
タッフ／函南町肥田

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

＊危険物、整備士資格取得制度あり
＊社員昇格制度あり

パート労働者 交替制あり サガミシード　株式会社　本部
雇用期間の定めなし

時給

913円～913円

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

134

（函南店）リサイク
ルショップ店員（キ
ングファミリー）

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。

古着屋の販売スタッフ
品出し、ハンガーかけ、レジ補佐など
順次指導いたしますので一つ一つ覚え

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

1,050円～1,550円
又は0時00分～23時59

静岡県田方郡函南町肥田５０－１
サガミシ－ド（株）函南ＳＳ

133

ガソリンスタンドス
タッフ／函南町塚本

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

＊危険物、整備士資格取得制度あり
＊社員昇格制度あり

パート労働者 交替制あり サガミシード　株式会社　本部
雇用期間の定めなし

時給 (2)13時00分～19時30

930円～970円

静岡県田方郡函南町肥田３５５―
１
　キングファミリー函南店

135

調理補助パート
（請）／田方郡函南
町

病院での食事サービス提供業務。
現地厨房にて食事の盛付・切菜・配
膳・食器の洗浄、簡単な調理などをお
任せします。
・業界でのシェア率Ｎｏ．１の給食業
界最大手企業です。
・あいち女性輝きカンパニー認証企

パート労働者 交替制あり 日清医療食品　株式会社　名古屋支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)5時00分～9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間宮８９５－６

137

理学療法士　もしく
は　作業療法士

訪問看護のリハビリを主治医の指示に
合わせ、利用者様のご自宅にて、療養
上のお世話や診療の補助及びリハビリ
テーションを行います。
訪問エリア
（沼津市・三島市・清水町・函南町
か　伊豆の国市・伊豆市）

パート労働者 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 当院で指導します。

1,500円～1,600円
又は14時00分～17時30

静岡県田方郡函南町平井１６９４
伊豆函南病院
内　当社事業所

136

看護師 内科業務・介助　

採血、点滴、心電図、内視鏡介助

外科処置介助

未経験可です。

パート労働者 交替制あり 医療法人社団　メディカルスピリッツ　高橋クリニック
雇用期間の定めなし (1)8時30分～12時00分

時給 調理の経験

1,050円～1,150円
又は8時30分～16時00

静岡県田方郡函南町仁田１５８‐１

138

調理 保育園乳幼児給食・おやつ調理、片付け パート労働者 社会福祉法人　信静会　函南さくら保育園
雇用期間の定めなし (1)8時30分～12時30分

時給

1,400円～1,500円
又は13時00分～17時00

静岡県函南町間宮７６０－１

140

機能訓練型デイサー
ビス（半日型）

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

時給

1,380円～1,590円
又は9時00分～16時30

静岡県田方郡函南町上沢７０－２

139

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

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

時給

1,150円～1,150円
又は7時00分～19時00

静岡県函南町間宮７６０－１

141

介護職員（田方郡函
南町・伊豆市修善
寺）

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

パート労働者 株式会社　ル・グラン
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

950円～1,010円
又は8時00分～13時30

静岡県田方郡函南町間宮７３４－
３
ル・グランガーデン函南　他

143

介護職員（田方郡函
南町・伊豆市修善
寺）

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

パート労働者 株式会社　ル・グラン
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,100円～1,100円
又は7時00分～19時00

静岡県田方郡函南町間宮７３４－
３
ル・グランガーデン函南　他

142

介護職員（田方郡函
南町・伊豆市修善
寺）

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

パート労働者 株式会社　ル・グラン
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

静岡県田方郡函南町間宮７３４－
３
ル・グランガーデン函南　他

時給

1,000円～1,000円
又は7時00分～19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8月8日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 055-955-7776 従業員数 29人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030- 7482721 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 29人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 ホームヘルパー１級 就業場所: 

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

求人番号: 22030- 7484221 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 29人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし ホームヘルパー２級

求人番号: 22030- 7486421 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 29人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030- 7488621 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-980-5678 従業員数 5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- 5221721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-983-1181 従業員数 20人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 介護職員実務者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり ホームヘルパー１級

求人番号: 22050- 5233421 各種保険： 労災 月平均 2時間

     TEL: 055-983-1181 従業員数 20人

年　　齢: 18歳～64歳 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 あり ホームヘルパー２級

求人番号: 22050- 5234321 各種保険： 労災 月平均 2時間

     TEL: 055-983-1181 従業員数 20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 あり

求人番号: 22050- 5235621 各種保険： 雇用・労災 月平均 5時間

     TEL: 055-983-1181 従業員数 20人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 准看護師 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- 5236921 各種保険： 雇用・労災 月平均 5時間

     TEL: 055-956-4384 従業員数 12人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 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 介護福祉士

求人番号: 22050- 5473721 各種保険： 雇用・労災 月平均 精神保健福祉士

     TEL: 055-988-1641 従業員数 19人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 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- 5607921 各種保険： 労災 月平均 

時給

1,150円～1,150円144

介護職員（夜勤専
従）（田方郡函南
町・伊豆市修善寺）

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

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

静岡県田方郡函南町間宮７３４－
３
　ル・グランガーデン函南
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介護職員（夜勤専
従）（田方郡函南
町・伊豆市修善寺）

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

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

時給

1,100円～1,100円

静岡県田方郡函南町間宮７３４－
３
　ル・グランガーデン函南
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介護職員（夜勤専
従）（田方郡函南
町・伊豆市修善寺）

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

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

時給

1,000円～1,000円

静岡県田方郡函南町間宮７３４－
３
　ル・グランガーデン函南
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介護職員（夜勤専
従）（田方郡函南
町・伊豆市修善寺）

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

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

時給

1,050円～1,050円

静岡県田方郡函南町丹那１３１６
－４２６
南箱根ダイヤランド１３－２００
０
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パート　介護職員
（保有資格が介護職
員実務者研修の方）

パートの介護職員を募集します
勤務時間帯や出勤日、出勤日数は相談
可能です

月に何日か土日祝日出勤が可能であれ
ば尚ＯＫ


パート労働者 交替制あり 株式会社　ユーフォリアＷ＆Ｄ
雇用期間の定めなし (1)6時30分～15時30分

時給 給食施設勤務
調理経験があれば尚
可

920円～920円
又は16時00分～19時00

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

148

調理師（シフティー
ン熱海）

シフティーン熱海において下記の業務
を担当していただきます。

＊有料老人ホームでの調理が主な仕事
になります。
＊料理盛り付け
＊食器・器具の洗浄

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　シフト
雇用期間の定めなし (1)6時00分～9時00分

時給 (2)8時30分～17時30分

1,061円～1,145円 (3)11時30分～20時30
又は15時30分～0時30

静岡県田方郡函南町上沢６７５番６

150

パート　介護職員
（保有資格が介護職
員初任者研修の方）

パートの介護職員を募集します
勤務時間帯や出勤日、出勤日数は相談
可能です

月に何日か土日祝日出勤が可能であれ
ば尚ＯＫ


パート労働者 交替制あり 株式会社　ユーフォリアＷ＆Ｄ
雇用期間の定めなし (1)6時30分～15時30分

時給 (2)8時30分～17時30分

1,090円～1,186円 (3)11時30分～20時30
又は15時30分～0時30

静岡県田方郡函南町上沢６７５番６
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パート　看護師（保
有資格が准看護師の
方）

令和４年７月１日現在、３名の看護師
が在籍しています
勤務時間帯や出勤日、出勤日数は相談
可能です
月に何日か土日祝日出勤が可能であれ
ば尚ＯＫ


パート労働者 交替制あり 株式会社　ユーフォリアＷ＆Ｄ
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給

1,597円～1,734円

静岡県田方郡函南町上沢６７５番６
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パート　看護師（保
有資格が看護師の
方）

勤務令和４年７月１日現在、３名の看
護師が在籍しています
時間帯や出勤日、出勤日数は相談可能
です
月に何日か土日祝日出勤が可能であれ
ば尚ＯＫ


パート労働者 交替制あり 株式会社　ユーフォリアＷ＆Ｄ
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給 障がい福祉・高齢者
福祉の経験者をはじ
め、ブランクのある

1,000円～1,200円
又は8時30分～17時00

静岡県田方郡函南町上沢６７５番６
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＜事業拡大に伴う増
員募集＞　就労支援
員　～急募～

私たち株式会社心友は、積極的にＩＣ
Ｔ化を行いスタッフ一人ひと
りの負担低減・効率化を図り、利用者
さんとのコミュニケーション
を大切にしています。また事業所には
９部屋の作業室を設け、引き
こもり支援と定着支援に特化し、少数

パート労働者 交替制あり 株式会社心友　就労継続支援Ｂ型事業所　志～ｃｏｃｏｒｏ～
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時30分～15時30分

時給

1,422円～1,559円

静岡県田方郡函南町平井７１７―
１３
函南町役場

時給 (2)12時30分～15時30

913円～913円

静岡県田方郡函南町畑毛４３１－５
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（請）日常清掃業務 函南町庁舎館内の廊下や階段トイレ等
の日常清掃業務
掃除機、モップ等を使用しての作業で
す。

パート労働者 交替制あり 株式会社　エム・アイ・総合美装
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時30分～10時30分
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