
【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9月8日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     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-  782122 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     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: 22010-23310521 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: 22010-23312321 各種保険： 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: 22010-24207321 各種保険： 労災 月平均 

     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: 22010-23715621 各種保険： 労災 月平均 15時間

     TEL: 055-962-2902 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： その他 時間外 なし

求人番号: 22030- 8902021 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-962-2902 従業員数 7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- 8903721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 22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- 8528621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 22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- 8529921 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- 6437221 各種保険： 雇用・労災・財形 月平均 

     TEL: 055-986-1075 従業員数 182人

年　　齢: 60歳以上 休　　日： 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

求人番号: 22050- 6311021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-986-1075 従業員数 182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- 6258221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-977-2660 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- 6402221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県三島市長伏３０２

時給 経理事務

913円～1,000円
又は8時00分～17時00

静岡県三島市幸原町２－３－１

13

事務員 売上伝票記入、各締め後請求書作成、
銀行入出金、振込
給与計算、年末調整、その他一般事務

パート労働者 株式会社　露木商事
雇用期間の定めなし

時給

915円～1,000円
又は7時30分～17時00

静岡県三島市幸原町２－３－１

12

洗濯兼掃除係 ・病院全体をローテーションを組みな
がら清掃
・病棟・ドックから出た衣類やタオル
洗濯
・ミシンを使って衣類等の簡単な裁縫
をお願いすることがあります


パート労働者 交替制あり 医療法人社団　清風会　芹沢病院
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)12時00分～13時30 病院等での介護業務
経験があれば尚良し1,000円～1,200円 (3)15時00分～17時00

静岡県三島市三好町３－２７

11

運転業務 ・通所リハビリ利用者様の送迎
・送迎を希望される方の外来患者様の
送迎
主に三島市近隣の送迎で８～１０人乗
りのワゴン車運転
（他、院内駐車場案内をお願いするこ
とがあります）

パート労働者 交替制あり 医療法人社団　清風会　芹沢病院
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 接客経験

970円～970円

静岡県三島市徳倉３－１－５３
　住宅型有料老人ホーム「ル・グ
ランガーデン三島」

10

来客対応（応接室の
準備片付け、給仕
等）

来客対応
応接室の準備と片付け
お茶出し、昼食配膳、消毒作業
備品管理（カタログ、ヘルメット、作
業服、他）

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～14時20分

時給

1,500円～1,500円
又は7時00分～19時00

静岡県三島市徳倉３－１－５３
　住宅型有料老人ホーム「ル・グ
ランガーデン三島」

9

正看護師（ル・グラ
ンガーデン三島）

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

1,400円～1,400円
又は7時00分～19時00

静岡県三島市本町７－２６
　静岡中央銀行　三島支店内　ダ
イレクトセンター

8

准看護師（ル・グラ
ンガーデン三島）

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)10時00分～18時00

960円～980円

静岡県三島市本町７番２６号
静岡中央銀行　三島支店

7

事務職（三島支店内
「ダイレクトセン
ター」）

当行三島支店内の「ダイレクトセン
ター」において、個人ローンの受付業
務を担当していただきます。

※申込書のチェック
※データの入力
※申込者へ電話による確認・連絡

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）(1)9時00分～17時00分

時給

930円～930円
又は9時00分～17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

6

銀行内部事務（三島
支店／後方事務・窓
口事務）

当行「三島支店」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

1,580円～1,580円

静岡県三島市南本町１５－３５
　三島レディースクリニック

5

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

1,300円～1,500円
又は8時30分～13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

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

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

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

≪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」

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 介護施設での事務経
験ある方歓迎913円～913円

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

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
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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: 055-983-1111 従業員数 20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- 6259521 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-987-9101 従業員数 26人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 6306221 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-987-9101 従業員数 26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: 22050- 6372821 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 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- 6233521 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: 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- 6234421 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-972-6531 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 6363721 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- 6368321 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- 6370021 各種保険： 雇用・労災 月平均 5時間

     TEL: 055-949-7121 従業員数 15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- 6226421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-977-8686 従業員数 154人

年　　齢: 69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- 6424121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-981-6716 従業員数 369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- 6228621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-973-0882 従業員数 149人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 臨床検査技師 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- 6217521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 1時間

     TEL: 055-973-4717 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- 6198321 各種保険： 労災 月平均 

静岡県三島市川原ケ谷８５－３

時給 相談業務を経験して
いること（相談業務
３年以上の経験者優

950円～1,200円
又は9時00分～18時00

静岡県三島市八反畑１２０－７
三島共立病院

26

福祉相談員 障がいがある人の生活・就労・家族な
ど困っていることの相談を受けて、市
町や関係機関と連携をとり、解決を
図っていく仕事です。
訪問や会議などあり。

パート労働者 交替制あり 特定非営利活動法人　けるん
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)8時30分～12時45分

991円～1,591円 (3)10時30分～18時30

静岡県三島市谷田１１１１

25

検査技師 ＜外来、入院、健診の検査技師業務は
下記の通りです＞
・生理検査（エコー、心電図、眼底）
・臨床検査（血液検査、尿検査）
・電子カルテ操作

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)8時30分～16時30分

時給 Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅ
ｌ、電子メールを含
むパソコン操作がで

913円～1,222円

静岡県三島市梅名５７８番地

24

技術補佐員（短時間
雇用職員）

データサイエンス共同利用基盤施設ゲノムデータ解析支援センターにおける解析支援事業に関わる書類作成や各種連絡調整、会計処理等の業務補佐技術補佐パート労働者 大学共同利用機関法人　情報・システム研究機構　国立遺伝学研究所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～16時00分

時給

945円～945円
又は8時30分～19時15

静岡県三島市南町６－７８

23

施設補助職員 介護老人保健施設での、補助業務とな
ります。
食事の配膳や下膳、シーツ交換、入浴
の準備等です。
高齢者への直接介護ではなく、専門的
な知識は必要ありません。

パート労働者 社会福祉法人　静和会　介護老人保健施設　梅名の里
雇用期間の定めなし

時給 (2)8時00分～12時00分 刈払機作業者安全衛
生教育終了証913円～950円

静岡県三島市寿町２－２６

22

（請）ビル・建物清
掃管理

外回り清掃、敷地内草刈り等 パート労働者 株式会社　東静ビル管理
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

21

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

静岡県三島市初音台２１－１５

20

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

1,000円～1,000円
又は10時00分～17時00

静岡県三島市御園５８０

19

家事一般（清掃等） 　家事一般（清掃等）。主婦の方がする内容と同様です。パート労働者 小名木社会保険労務事務所
雇用期間の定めなし

時給 看護師の実務経験

1,500円～2,000円

静岡県三島市御園５８０

18

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 介護の実務経験

1,000円～1,200円
又は7時00分～18時30

静岡県三島市徳倉４－１０－３

17

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 (2)15時00分～18時00

915円～950円 (3)16時00分～18時00

静岡県三島市徳倉４－１０－３

16

保育士 ・乳幼児の保育全般になります。
・９０名の乳幼児を２０名程度の保育
士で対応しています。
・未経験者の方は指導致します。

上記内容に付帯する業務になります。


パート労働者 社会福祉法人　栄幸会　北上保育園
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)14時00分～18時00

時給

950円～1,000円
又は7時00分～18時00

静岡県三島市中１００番地の１

15

調理員 《調理員の内容として》

※保育園での給食の調理業務になりま
す。
（材料を洗う、切る等）
・おやつの調理、片付け等
上記内容に付帯する業務になります。

パート労働者 社会福祉法人　栄幸会　北上保育園
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)8時30分～17時20分

939円～939円14

電子・電気機器　組
立・製造

電子・電気機器の組立
主にプリント基板のへのはんだ付け、
組立、ネジ締め、通電検査です。
希望者には、電子組立技能検定（国家
試験）、はんだ付け資格取得の指導を
します。
＊初心者でも丁寧にお教えします。

パート労働者 交替制あり 伊豆技研工業　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～16時20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: 055-973-4717 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ホームヘルパー２級

求人番号: 22050- 6199621 各種保険： 労災 月平均 介護職員初任者研修修了者

     TEL: 055-980-5040 従業員数 90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- 6431621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-980-5040 従業員数 90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- 6433121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-978-6045 従業員数 15人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 柔道整復師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし あん摩マッサージ指圧師

求人番号: 22050- 6358521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-975-7788 従業員数 22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- 6182921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 050-3145-1236 従業員数 9人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 医師 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- 6411521 各種保険： 労災・その他 月平均 

     TEL: 050-3145-1236 従業員数 9人

年　　齢: 59歳以下 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- 6191121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-989-0066 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 6250421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-989-0066 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 6251321 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-988-2655 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 6279621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-983-1501 従業員数 30人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 月日他 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- 6280021 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-971-8228 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 月祝他 学芸員 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- 6249821 各種保険： 雇用・労災 月平均 3時間

     TEL: 055-971-2944 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 精神保健福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 社会福祉士

求人番号: 22050- 6336121 各種保険： 労災 月平均 

静岡県三島市泉町９－４８

時給 精神保健福祉士、社
会福祉士、社会福祉
主事など

950円～1,500円
又は8時30分～17時00

静岡県三島市一番町１９－３　楽寿園内　三島市郷土資料館

39

生活支援員 障がいのある方の就労訓練、日中活動支援として、利用者と一緒にプログラムに参加し、活動のサポートや助言をして頂けたらと思います。パート労働者 交替制あり 就労継続支援Ｂ型事業所サラダボウル
雇用期間の定めなし (1)9時30分～15時30分

時給 近世・近代・民俗資
料のいずれかの調査
経験のある方歓迎

1,105円～1,105円

静岡県三島市安久４３－２

38

臨時作業員（資料整
理）

下記の業務をご担当いただきます。
・市内に所在する地域資料（文化財）
の調査・整理業務
・上記にかかわる刊行物の作成・展示
業務　　　　　　　　　　　・上記に
かかわる講座の運営補助業務
※Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌの基本的操作

パート労働者 日本近世・近代史も
しくは民俗学専攻の
方歓迎

三島地域資料調査会
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

1,040円～1,040円

静岡県三島市梅名５７８

37

（請）ハム製造工場
内での機械洗浄／三
島市安久

・機械分解洗浄、その後の組立
・部屋内床清掃
・洗浄後の検査及び不具合部のアル
コール拭き

パート労働者 株式会社サン　三島営業所
雇用期間の定めなし (1)21時00分～1時00分

時給 (2)8時00分～13時00分

913円～1,100円

静岡県三島市幸原町２－１－３

36

（請）日常清掃 老人保健施設内での日常清掃（部屋、
廊下、フロアー）
入居者様のお部屋の清掃
ベッド周辺の清掃
トイレ（男女）拭き、清掃
掃除機掛け、ゴミ出し等

パート労働者 交替制あり 有限会社　エスアンドケイ
雇用期間の定めなし (1)8時00分～11時20分

時給 ネイリストに必要な
検定試験920円～1,800円

又は10時00分～18時00

静岡県三島市幸原町２－１－３

35

ネイリスト ネイル業務全般

＊要資格

パート労働者 交替制あり ビューティサロンマーメイド（ビューティマーメイド株式会社）
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 エステティック

920円～1,800円
又は10時00分～18時00

静岡県三島市谷田５７０－１

34

エステティシャン エステティック業務全般


パート労働者 交替制あり ビューティサロンマーメイド（ビューティマーメイド株式会社）
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

時給 (2)9時00分～18時00分

1,200円～1,250円
又は8時30分～18時00

静岡県三島市谷田５７０－１

33

受付事務 クリニックにおける受付事務兼助手と
しての業務全般を担当
電話対応
外来患者の受付対応
未経験者可
※未経験の方でも医療事務資格講座を
弊院全額負担で取得しキャリアアップ

パート労働者 桜ヶ丘こどもクリニック
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時00分

日給 医師免許　専門医資
格12,500円～13,000円

静岡県三島市中田町５５１

32

内科医師 クリニックにおける内科科医師業務
診察全般
その他付帯する業務


パート労働者 桜ヶ丘こどもクリニック
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

時給 (2)9時30分～16時30分 調理師・栄養士の資
格があり、調理経験
があれば尚可

940円～1,000円 (3)10時00分～14時00

静岡県三島市谷田５０７－２

31

調理スタッフ ・デイサービスセンター内における調
理等生活支援業務等全般
・調理業務
・在庫管理
・片付け、洗い物
・清掃業務
・コミュニケーション　他

パート労働者 交替制あり 有限会社ハーベストライフ
雇用期間の定めなし (1)8時45分～15時45分

時給 柔道整復師、鍼灸
マッサージ師等。1,300円～1,300円

又は8時00分～17時00

静岡県三島市徳倉１１４８－２

30

機能訓練指導員 通所介護施設（デイサービス）におい
て、機能訓練やマッサージを行いま
す。またそれに伴う書類の作成もあり
ます。
送迎や介護補助も行います。

パート労働者 柔道整復師、鍼灸
マッサージ師等。

株式会社　ケアサポートゆうき
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

時給 (2)10時00分～19時00 高齢者介護業務に携
わった経験があれば
尚可です。

950円～1,300円

静岡県三島市徳倉１１４８－２

29

介護職 特別養護老人ホームにおけるご利用者
様の介護業務全般を担当していただき
ます。
・食事介助
・入浴介助
・排泄介助
・生活介助、介護等

パート労働者 交替制あり 社会福祉法人栄幸会　特別養護老人ホーム北上の郷
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)6時30分～15時30分

時給 高齢者介護業務に携
わった経験があれば
尚可です。

950円～1,300円

静岡県三島市川原ケ谷８５－３

28

介護職 グループホーム（定員９名）における
ご利用者様の介護業務全般を担当して
いただきます。
・食事介助
・入浴介助
・排泄介助
・生活介助、介護等

パート労働者 交替制あり 社会福祉法人栄幸会　特別養護老人ホーム北上の郷
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)10時30分～19時30

時給 介護実務経験３年以
上優遇1,130円～1,400円

又は8時00分～20時00

27

介護職員（訪問看護
等移動支援）

障がいがある方の入浴介助、夕食準
備、部屋の掃除など
または買い物支援や移動支援等

パート労働者 交替制あり 特定非営利活動法人　けるん
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: 0545-72-3211 従業員数 30人

年　　齢: 64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 なし

求人番号: 22100- 7660721 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-  812422 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-  813722 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-  823822 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: 03-5979-5911 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: 13090-34006521 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: 13090-34007421 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: 13090-34009621 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: 13090-34011721 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: 13090-34012821 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: 13090-34015421 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: 13090-34018921 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 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: 13090-34020821 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 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: 13090-33511321 各種保険： 労災 月平均 

静岡県伊豆の国市吉田１１７８
（大仁ホテル）

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）

52

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～1,300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）

51

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 (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）

50

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 (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）

49

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)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）

48

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

920円～1,000円
又は9時00分～15時00

静岡県伊豆の国市長岡１０３５－
１
（伊豆長岡金城館）

47

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）

時給 (2)16時30分～22時00

920円～1,100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
／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～1,100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）

45

ホテルのナイトフロ
ントスタッフ／伊豆
長岡金城館

・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
・チェックイン、チェックアウトの手
続き、精算業務などのフロント業務全
般

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～1,100円
又は8時00分～21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」

44

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

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」

43

≪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」

42

＜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

静岡県三島市中田町９－３０
イトーヨーカドー三島店

41

＜＜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)10時30分～17時00

913円～913円 (3)20時00分～22時0040

（請）日常清掃（イ
トーヨーカドー三島
店）

「イトーヨーカドー三島店」におい
て、店舗内外の清掃業務を担当してい
ただきます。
・床面の拭き掃き清掃に関すること
・男女トイレの清掃に関すること
・ゴミの回収に関すること
・その他、業務に付随する雑務等

パート労働者 株式会社　東亜ビルサービス
雇用期間の定めなし (1)8時00分～10時00分
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 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: 13090-33513921 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: 13090-33516721 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: 13090-33517821 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: 13090-33518221 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: 13090-33519521 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: 13090-33521621 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: 13090-33523121 各種保険： 労災 月平均 第一種電気工事士

     TEL: 054-252-1100 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： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22010-24158721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-957-5811 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 大型自動車第二種免
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: 22030- 8973321 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-947-0583 従業員数 12人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 フォークリフト運転
技能者

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- 6393621 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: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 6413321 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- 6414621 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- 6415921 各種保険： 雇用・労災 月平均 

静岡県伊豆の国市長岡２６０－１

時給 販売接客経験あれば
尚可950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

65

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 (2)8時30分～17時30分

950円～1,000円

静岡県伊豆の国市長岡２６０－１

64

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

950円～1,000円
又は9時00分～17時30

静岡県伊豆の国市北江間１５２３

63

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

950円～1,200円

静岡県伊豆の国市寺家２３５
静岡県立東部特別支援学校

62

金属表面研磨加工 研磨済み完成品の防錆油塗布、梱包や
研磨作業者の補助。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 有限会社　西塔研磨工業所
雇用期間の定めなし (1)8時00分～12時00分

時給 (2)14時00分～16時00 バス運転手経験者

1,000円～1,300円

静岡県伊豆の国市長岡１１２９
　順天堂大学医学部附属静岡病院
内

61

スクールバスドライ
バー

当社請負先において、下記の業務を担
当していただきます。
・マイクロバスにて登下校の送迎
・送迎先：県立東部特別支援学校から
沼津市内
・その他、付帯する作業
＊就業日は相談可です。

パート労働者 株式会社ＫＳドライバーサポート
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時20分～8時30分

時給 (2)13時30分～19時00 電話対応、接客、高
齢者対応1,020円～1,020円 (3)8時00分～12時00分

静岡県伊豆の国市吉田１１７８
（大仁ホテル）

60

（請）電話交換手／
伊豆の国市

総合病院電話交換室での勤務です。
（外来・入院患者様が来院される場所
ではありません。）
代表番号へ入る、患者様・他病院・業
者等からの外線電話の
各部署への取次ぎと
各部署から病院外へ電話をかける際の

パート労働者 交替制あり テルウェル西日本株式会社東海支店静岡営業支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～13時30分

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）

59

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）

58

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）

57

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）

56

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）

55

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

静岡県伊豆の国市吉田１１７８
（大仁ホテル）

54

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～1,000円
又は20時00分～9時00

53

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
・チェックイン、チェックアウトの手
続き、精算業務などのフロント業務全
般

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9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: 055-948-3040 従業員数 165人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 6388021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-949-8701 従業員数 50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- 6236621 各種保険： 雇用・労災 月平均 5時間

     TEL: 055-947-2665 従業員数 40人

年　　齢: 69歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 6238121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0558-76-1350 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 木日祝他 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- 6323521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0558-76-3459 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 臨床検査技師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 6215821 各種保険： 労災・その他 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- 6239021 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-948-1411 従業員数 650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- 6444821 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-948-1601 従業員数 36人

年　　齢: 59歳以下 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 なし

求人番号: 22050- 6343921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-948-1601 従業員数 36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- 6344121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-948-1601 従業員数 36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- 6345021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-949-1466 従業員数 103人

年　　齢: 59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- 6399221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-940-0011 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 ホームヘルパー２級 就業場所: 

採用人数: 2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- 6324421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-944-6136 従業員数 10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- 6383421 各種保険： 労災 月平均 

静岡県伊豆の国市原木７４５－６

時給

930円～1,140円
又は8時30分～17時00

静岡県伊豆の国市原木７４４－１

78

デイサービス介護職
員

有料老人ホーム併設のデイサービスの
介護職員募集です。
（仕事内容）
・利用者の身体介護（入浴・食事その
他）
・レクリエーション
・送迎

パート労働者 株式会社　大静
ひなたぼっこデイサービスセンター韮山雇用期間の定めなし

時給

930円～1,130円
又は9時00分～18時00

静岡県伊豆の国市中條２３４

77

介護職員 住宅型有料老人ホームの介護職員の募集です。部屋数４２部屋。パート労働者 交替制あり 株式会社　大静
リッツケアガーデン韮山雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

時給 (2)15時30分～17時00

930円～930円

静岡県伊豆の国市古奈４３番地の２

76

送迎運転手　（通所
リハビリテーショ
ン）

通所リハビリテーション利用者のハイエースによる送迎業有無パート労働者 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)8時30分～10時00分

時給 (2)17時00分～22時00

950円～1,000円

静岡県伊豆の国市古奈４３番地の２

75

サービス補助スタッ
フ

・お食事所での朝食または夕食の準
備、片付け
・調理場からお食事処への料理運び
・客室の布団敷き
・その他

パート労働者 香湯楼井川　ＫＯＵＹＵＲＯＵＩＫＡＷＡ
雇用期間の定めなし (1)6時30分～10時00分

時給 (2)17時00分～21時59

950円～1,000円

静岡県伊豆の国市古奈４３番地の２

74

ホールスタッフ ・お食事処（レストラン）での接客
（ホールスタッフ）
・お食事の準備、片付け
・お食事処の清掃、セッティング
・その他

パート労働者 香湯楼井川　ＫＯＵＹＵＲＯＵＩＫＡＷＡ
雇用期間の定めなし (1)7時00分～10時00分

時給

1,000円～1,200円

静岡県伊豆の国市長岡３４０－１
市民課

73

託児ルームスタッフ ・館内の託児ルームで生後３ヶ月から
６歳のお客様のお子様を
　預かり世話をして頂きます。
・その他

他の職種との掛け持ちも可能です。
ご相談ください。

パート労働者 交替制あり 香湯楼井川　ＫＯＵＹＵＲＯＵＩＫＡＷＡ
雇用期間の定めなし (1)16時00分～21時00

時給

919円～952円
又は8時30分～17時15

静岡県伊豆の国市原木７３３－２

72

事務補助員 証明書等発行事務、マイナンバーカード関連事務、その他窓口業務などパート労働者 伊豆の国市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

950円～1,010円

静岡県伊豆の国市田京２７０－１

71

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 病院においての検体
検査実務経験者1,250円～1,300円

又は8時30分～17時00

静岡県伊豆の国市大仁４３７－１

70

臨床検査 ・病院内検査室において行う検体検査
・検体受付、結果報告等事務作業
・オンコール（可能な場合）

パート労働者 株式会社　東洋検査センター
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時00分

時給 (2)14時00分～17時00

1,000円～1,200円

静岡県伊豆の国市古奈２０６－２

69

受付医療事務 ・院内清掃
・患者受付対応
・診療事務、片付け
・カルテ管理、会計、レセプト事務
・リコールハガキの宛名書き

患者さんとのコミュニケーションも必

パート労働者 神田歯科医院
雇用期間の定めなし (1)8時00分～12時00分

時給 (2)6時00分～17時00分

1,000円～1,000円 (3)6時30分～17時00分

静岡県伊豆の国市韮山多田５９

68

送迎運転手 患者さまのためにある通院送迎バス
（キャラバン）の運転業務です。
＊診療所から伊豆の国市・伊豆市・沼
津地域を１日２往復の送迎をしてもら
います
。
＊運転業務がない時間は、院内の清掃

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団若和会　伊豆長岡第一クリニック
雇用期間の定めなし (1)5時30分～17時00分

時給 パソコン操作ができ
る方（エクセル・
ワード）

940円～940円

静岡県伊豆の国市長岡９９５－３

67

購買事務 電子部品の受入・出庫作業の補助業務
電子部品の検品・配布作業
オフィスコンピューターにて、検品伝
票入力作業

パート労働者 株式会社　エスイーアイ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時10分～15時00分

時給 ボディケア・フット
ケア等の施術1,200円～1,200円66

ホテル内　ボディケ
ア・フットケア　セ
ラピスト

ホテルサンバレー和楽内の「手もみサ
ロン　べルーチェ」にて
ボディケア（全身手もみ）、フットケ
ア（足つぼ）の施術

パート労働者 交替制あり 株式会社　ホテルサンバレー
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)15時00分～23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9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: 055-944-6136 従業員数 10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: 22050- 6269421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-948-1313 従業員数 17人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 6409021 各種保険： 労災 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- 6260321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-986-0789 従業員数 10人

年　　齢: 69歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 6319921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 090-8005-6370 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: 22050- 6443721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0558-75-5550 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: 22050- 6246121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 6時間

     TEL: 055-986-0789 従業員数 8人

年　　齢: 69歳以下 休　　日： 土日祝他 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- 6322221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-986-0789 従業員数 10人

年　　齢: 69歳以下 休　　日： 日他 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- 6382521 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- 5645421 各種保険： 労災 月平均 介護福祉士

     TEL: 03-5427-3172 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 なし

求人番号: 13040- 1626622 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: 13040-98144221 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 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: 13090-33980821 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: 13090-33981221 各種保険： 労災 月平均 

静岡県伊豆市八木沢３８６４番地
（伊東園ホテル土肥）

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）

91

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
・チェックイン、チェックアウトの手
続き、精算業務などのフロント業務全
般

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～1,100円
又は8時00分～21時00

静岡県伊豆市湯ケ島２８２１－４

90

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

1,200円～1,200円

静岡県伊豆市姫之湯５８４－１
ライフハウス友だち村

89

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

980円～980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

88

週２日～ＯＫ＆資格
経験不問の調理ス
タッフ／伊豆市修善
寺駅

～長谷工グループが運営する住宅型有
料老人ホームでのご入居者に向けた調
理業務全般～
具体例なお仕事
・献立に基づく調理業務（５～１０食
程度）
・盛りつけ、お皿洗い、配膳、衛生管

パート労働者 株式会社　長谷工シニアウェルデザイン
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)15時00分～20時30

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

静岡県伊豆の国市寺家１８２－７

87

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

時給

950円～1,200円
又は13時00分～17時30

静岡県伊豆の国市寺家１８２－７

86

保育士 放課後等デイサービスの保育士の募集
です。
・小～中学生対象
・利用者の保育・療育
・レクリエーション
・介助
・送迎

パート労働者 放課後等デイサービス　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

時給

920円～980円
又は9時00分～17時00

静岡県伊豆の国市吉田字九十分１５３－１

85

職業指導員 就労支援Ｂ型事業所の職業指導員の募
集です。
（仕事内容）
・利用者の施設内作業の指導
・利用者の施設外作業の指導
・利用者の送迎
・製品の納品

パート労働者 就労支援事業所　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

時給 (2)12時15分～20時15

1,000円～1,000円

静岡県伊豆の国市寺家２６２

84

ジュエリー販売 店舗に来店されたお客様へのジュエ
リー販売。
未経験からスタートする方が殆どで
す、現場にて
丁寧に教えていきます。
商品の入出荷業務、レジ操作・入力、
事務作業、

パート労働者 変形（1ヶ月単位） カンダキラット株式会社　キラットアピタ大仁店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時45分～17時45分

時給

950円～950円
又は8時00分～15時00

静岡県伊豆の国市中條２５２

83

ミニトマトの収穫等 ミニトマトの収穫、パック詰め等の農作業です。パート労働者 井原農園
雇用期間の定めなし (1)8時00分～15時00分

時給

920円～980円

静岡県伊豆の国市中條２５２

82

軽度障害者グループ
ホームの清掃・食事
配膳専門スタッフ

軽度精神・知的障害者向グループホー
ムの世話人
（業務内容）
・食事の配膳
・施設内清掃

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)8時00分～12時00分

日給

1,250円～1,250円

静岡県伊豆の国市古奈２８番地

81

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

1,000円～1,200円

静岡県伊豆の国市原木７４５－６

80

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

パート労働者 交替制あり 株式会社　クラブ・マナティー
雇用期間の定めなし (1)7時00分～11時00分

時給

920円～920円
又は16時00分～18時00

79

送迎員 デイサービス送迎員の募集です。
（仕事内容）
・利用者の送迎

パート労働者 株式会社　大静
ひなたぼっこデイサービスセンター韮山雇用期間の定めなし (1)8時00分～10時00分
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 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: 13090-33983421 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: 13090-33985621 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: 13090-33986921 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: 13090-33989721 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: 13090-33990521 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 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: 13090-33992321 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: 13090-33993621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0424-89-8914 従業員数 12人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 13200-12858121 各種保険： 労災 月平均 

     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: 22010-23348121 各種保険： 労災 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- 8904821 各種保険： 雇用・労災・健康・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- 8905221 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-971-2697 従業員数 1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: 22030- 9032621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0558-72-3210 従業員数 176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- 6349521 各種保険： 労災 月平均 

静岡県伊豆市瓜生野１２３

時給 和・洋の裁縫知識・
経験がある事。950円～1,100円

又は8時00分～17時00

静岡県伊豆市八幡４５７－３
中伊豆給食センター他

104

工場作業員（ミシン
によるクリーニング
品の補正・補修）

クリーニングされた品物の破れ、穴あき、ボタン欠損等をミシンを使って補正・補修を行う仕事です。パート労働者 変形（1年単位） 株式会社モガワ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～15時00分

時給

920円～920円
又は9時30分～14時30

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

103

配送補助スタッフ 学校給食の配送補助スタッフ パート労働者 東海輸送　株式会社
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

静岡県伊豆市柏久保５５３番地の
１
株式会社静岡中央銀行　修善寺支
店

102

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

1,010円～1,010円

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

101

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）(1)9時00分～17時00分

時給

944円～960円

静岡県伊豆市熊坂１２５５－７０
６
ニチイホーム修善寺　シダックス
店

100

（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

時給 (2)14時30分～20時30

950円～1,050円

静岡県伊豆市八木沢３８６４番地
（伊東園ホテル土肥）

99

調理補助／伊豆市熊
坂

盛付・提供・食器の洗浄
食器洗浄機への投入出業務など

★土日祝出られる方歓迎★

〈食数〉朝：１００食　昼：１１０食
夕：１００食

パート労働者 シダックスフードサービス　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)5時30分～11時30分

時給

930円～930円
又は11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）

98

【急募】大浴場清掃
／伊東園ホテル土肥

浴場の清掃業務となります。
浴場をご利用されるお客様に快適にお
過ごしいただく為の清掃業務となりま
す。脱衣室の清掃、シャンプーやコン
ディショナー等各種化粧品類の補充な
ども行います。清掃業務ですので未経
験の方でも安心して取り組めます。

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～1,100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）

97

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 (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）

96

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 (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）

95

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)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）

94

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

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）

93

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)16時30分～21時00

930円～1,100円92

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
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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9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: 0558-72-0331 従業員数 20人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 火水木 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- 6366521 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0558-83-3200 従業員数 46人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 大型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 6308421 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- 6161521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 0558-85-1811 従業員数 11人

年　　齢: 不問 休　　日： 水土日祝 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- 6157921 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0558-72-2050 従業員数 43人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 6412421 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 0545-72-3211 従業員数 5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: 22100- 7645821 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: 13010-86639421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-3544-0351 従業員数 11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

求人番号: 13010-87632321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 29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: 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- 8537921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-974-4381 従業員数 2人

年　　齢: 59歳以下 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- 6434021 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 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- 6401821 各種保険： 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- 6418721 各種保険： 雇用・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- 6186821 各種保険： 労災 月平均 

静岡県田方郡函南町仁田１５８－１

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１７３３－２８

117

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

1,000円～1,100円

静岡県函南町間宮７６０－１

116

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 (2)16時00分～17時00

1,000円～1,200円

静岡県田方郡函南町丹那１３１６
－４６８
南箱根ダイヤランド３３－４０１

115

デイサービス事業に
おける送迎運転手

介護デイサービス事業所における、利用者の自宅から事業所までの送迎運転手業務。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20分～9時20分

時給 大工、土木

1,300円～1,500円
又は8時30分～15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

114

建築補助作業 ＊建築現場での補助作業です。

・現場は函南町内が中心です。　
・社有車に乗り換えて現場へ行きま
す。　　　
・材料の運搬、現場での清掃・片付
け・雑用（草刈り等）

パート労働者 人柄・健康状況重視 株式会社　モア
雇用期間の定めなし (1)9時00分～16時00分

時給

1,050円～1,050円
又は7時00分～19時00

静岡県田方郡函南町間宮４７５番
地
函南西小学校

113

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 (2)6時00分～15時00分 調理業務経験者

1,000円～1,100円
又は7時30分～17時00

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

112

調理スタッフ／静岡
県田方郡


調理業務全般調理全般をお任せしま
す。
レシピ・メニューはきちんと準備して
あります
・調理・食材下処理、切込み
・盛り付け　・配膳、下膳

パート労働者 交替制あり コンパスグループ・ジャパン株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)11時00分～20時00

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

静岡県伊豆市瓜生野１０
カインズ修善寺店

111

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 (2)8時30分～12時30分

913円～913円 (3)12時30分～16時30

静岡県伊豆市堀切１００４－５

110

（請）日常清掃（カ
インズ修善寺店）

「カインズ修善寺店」において、店舗
内外の清掃業務を担当していただきま
す。
・床面の拭き掃き清掃に関すること
・男女トイレの清掃に関すること
・ゴミの回収に関すること
・その他、業務に付随する雑務等

パート労働者 株式会社　東亜ビルサービス
雇用期間の定めなし (1)8時30分～10時30分

時給 (2)12時00分～17時00

940円～1,250円

静岡県伊豆市市山３２５

109

≪急募≫ポーター業
務／伊豆国際カント
リークラブ

シニアスタッフ活躍中。ゴルフ場での
ポーター業務の募集です。
ゴルフバックの積み下ろし、その他清
掃等軽作業を行っていただきます。体
を使うお仕事ですが、無理のなくでき
るお仕事で７５歳のシニアスタッフも
活躍中です。

パート労働者 交替制あり 株式会社アコーディア・ゴルフ
伊豆国際カントリークラブ雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～12時00分

時給

1,000円～1,000円

静岡県伊豆市上船原１４００－１

108

プラチナ清涼飲料水
の充てん及び箱詰め
業務

清掃、ビーカーなどのガラス器具の洗浄、充てん、箱詰め、シュリンク、簡単なパソコン入力　　　　　　　　　　　　　　　　　　細かな作業を行うため視力が必要となります。パート労働者 アイノベックス　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～16時00分

時給

965円～1,000円
又は8時25分～17時30

静岡県伊豆市冷川１５２１－１０８

107

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

915円～915円
又は8時00分～16時00

静岡県伊豆市修善寺８８３

106

マイクロバス運転手 お客様の送迎、伊東駅からゴルフ場ま
でのマイクロバスの運転
伊東駅発７時、８時　ゴルフ場発１５
時、１６時
朝の送迎後から午後の送迎までの間は
施設関係の手伝い

パート労働者 株式会社　神奈中スポーツデザイン　中伊豆グリーンクラブ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～15時00分

時給

950円～1,050円105

ナイトフロント 戸締、消灯、点灯、布団上げ、玄関周りの清掃等、旅館に関わるお仕事。パート労働者 有限会社　対山荘
雇用期間の定めなし (1)20時30分～8時30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9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: 0545-60-0777 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: 22100- 7716021 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: 39010-19475821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0120-476-770 従業員数 7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: 39010-19710621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5295-7793 従業員数 66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: 13010-89192421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 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: 13090-34764821 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: 13090-34765221 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: 13090-33118521 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: 13090-33126521 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: 13090-33131721 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: 13090-33136321 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: 13090-33141221 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: 13090-33144321 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: 13090-33148021 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～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）

130

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）

129

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）

128

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

静岡県伊東市松川町１－１２
（伊東園ホテル）

127

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）

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）

126

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 (2)21時00分～1時00分

950円～1,200円
又は1時00分～9時00分

静岡県伊東市松川町１－１２
（伊東園ホテル）

125

【急募】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
・チェックイン、チェックアウトの手
続き、精算業務などのフロント業務全
般

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)21時00分～9時00分

時給 (2)11時00分～18時00

950円～1,300円
又は13時00分～21時00

静岡県伊東市松川町１－１２
（伊東園ホテル）

124

【急募】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）(1)9時00分～16時00分

時給

970円～1,200円
又は9時00分～15時00

静岡県伊東市寿町２－４
（伊東園ホテル別館）

123

ホテルの総務経理ス
タッフ／伊東園ホテ
ル

売上集計や釣銭の準備業務、補助券や
優待券の集計、請求書の作成
。
従業員の勤怠管理、入社手続き業務全
般。
金銭管理があるため経理やお金に携
わっていた経験のある方、責任

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

980円～1,300円
又は8時00分～18時00

静岡県伊東市岡１３４８－３
ウェルネスの森伊東（当社施設）

122

車両スタッフ／伊東
園ホテル別館

駐車場のご案内・誘導、少し離れた駐
車場へのお客様の送迎等、駐
車場・お客様誘導に関する業務全般に
従事して頂きます。
普通自動車免許があればＯＫ。
全てを行って頂くことが望ましいです
が、内容はご相談ください。

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)20時00分～6時00分 接客業経験

918円～918円 (3)19時00分～5時00分

静岡県田方郡函南町塚本８４－１　【６０７１】

121

ウェルネスの森伊東
／ナイトフロントス
タッフ

当社直営リゾートホテル内、夜勤フロ
ント業務全般
・チェックイン・チェックアウト業務
・深夜電話対応
・館内案内・巡回
・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)21時00分～7時00分

時給 (2)14時00分～19時00

950円～950円
又は10時00分～19時00

静岡県田方郡函南町塚本８４－１　【４２３９】

120

販売スタッフ（スタ
ジオマリオ函南／函
南店）

★こども写真スタジオマリオでのお仕
事です★

（１）こども写真スタジオ接客・販売
（２）受付・電話対応・着付け・ヘア
セット・撮影・販売
　　　・アシスタント業務　

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)11時00分～16時00

時給 (2)15時00分～19時00

920円～920円
又は10時00分～19時00

静岡県田方郡函南町間宮字寺前台
３４１
マックスバリュ函南店

119

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

913円～1,000円118

（請）清掃／マック
スバリュ函南店

店舗の清掃を担当していただきます。
・出入口周辺・フロア・階段・駐車場
など店舗内外の
　清掃をお願いします。
・モップやほうき等を使用し清掃して
いきます。


パート労働者 交替制あり 株式会社　静東クリーン
雇用期間の定めなし (1)7時00分～11時00分
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 03-5979-5911 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: 13090-33151421 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: 13090-33185321 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: 13090-33188121 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: 13090-33194621 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: 13090-33198721 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: 13090-33204821 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: 13090-33209621 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: 13090-33214521 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: 13090-33219121 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: 13090-33443121 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: 13090-33747321 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: 13090-33748621 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: 13090-33749921 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)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）

143

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

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）

142

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
・チェックイン、チェックアウトの手
続き、精算業務などのフロント業務全
般

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

静岡県下田市武ガ浜６－１２
（下田伊東園ホテルはな岬）

141

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

920円～1,000円
又は9時00分～15時00

静岡県伊東市寿町２－４
（伊東園ホテル別館）

140

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）

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）

139

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）

138

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）

137

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）

136

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）

135

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）

134

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）

133

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
・チェックイン、チェックアウトの手
続き、精算業務などのフロント業務全
般

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）

132

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

131

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）
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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9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: 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: 13090-33750721 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: 13090-33751821 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: 13090-33752221 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: 13090-33753521 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: 13090-33754421 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: 13090-33755321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0424-89-8914 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： その他 時間外 なし

求人番号: 13200-12857921 各種保険： 労災 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- 8967921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-949-2309 従業員数 24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- 6441121 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-45-4111 従業員数 19人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 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- 2130821 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-45-4111 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 2131221 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-45-4111 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 2132521 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-37-3464 従業員数 18人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 2139721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

『ミノルホンダ販売　本社』また
は『川奈工場』
※状況に応じて、どちらにも対応
します。

時給 (2)9時00分～12時00分

1,000円～1,100円 (3)13時00分～18時00

静岡県伊東市八幡野１１０５－４
４
　『　伊豆一の蔵　』

156

車両清掃スタッフ ミノルホンダ販売　『本社』及び『川
奈工場』における業務です。
○顧客から車輌を預かり、納車をしま
す。

○下取り車及び中古車両の内外部の清
掃・洗車を担当していただきます。車

パート労働者 有限会社　ミノルホンダ販売
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

時給 (2)12時30分～18時00

920円～920円

静岡県伊東市八幡野１１０５－４
４
　伊豆一の蔵

155

菓子販売【伊豆一の
蔵】

和・洋菓子の販売の仕事です。
○開店前の準備（お菓子の陳列など）
○お客様の接客対応
○販売・レジ対応
○お菓子の包装等の作業
○宅配便等の手配
○店内の清掃、等

パート労働者 交替制あり 株式会社　いとう白子
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時00分

時給 お菓子作りに興味の
ある方歓迎します。920円～920円

静岡県伊東市吉田８２３－３７

154

菓子製造【伊豆一の
蔵】

和・洋菓子の製造補助の仕事です。

手作業による工程
（餡子を丸める・生地を丸める・袋に
詰めるなど）
機械を使っての包装作業等、立って行
う作業です。

パート労働者 株式会社　いとう白子
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時00分

時給

920円～920円

静岡県伊東市八幡野１１２０（伊東高校城ヶ崎分校内）

153

食品製造【本店】 食品（佃煮・ジャム・ドレッシング
等）の製造補助のお仕事です。

○製造担当者の補助業務
○原材料の計量
○出来上がった製品のビン詰め・袋詰
め・シール貼りなどの簡単な作業　等

パート労働者 株式会社　いとう白子
雇用期間の定めなし (1)8時30分～16時00分

時給 (2)9時00分～15時45分 学校事務経験

949円～1,115円

静岡県伊東市吉田１０２６－６７

152

会計年度任用職員
（非常勤事務員）

東部特別支援学校伊豆高原分校（伊東
高校城ヶ崎分校内）事務室業務に係る
事務補助

パート労働者 静岡県立東部特別支援学校
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～14時45分

時給

1,000円～1,250円
又は8時00分～17時00

静岡県伊東市荻７７２－１
特養奥野苑　シダックス店

151

作業エリアでの交通
案内

★移動→作業→移動→作業と動きのあ
るオシゴトなので
　運転好きやドライブ好きにはオスス
メです★

【仕事内容】
電線作業の周りの車や歩行者の安全確

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）

時給 (2)15時30分～19時00

940円～940円

静岡県伊東市寿町１番１号
（伊東園ホテル松川館）

150

調理補助／伊東市荻 盛付・提供・食器の洗浄
食器洗浄機への投入出業務など

★土日祝出られる方歓迎★

〈食数〉朝６０食、昼１２０食、夕７
０食

パート労働者 シダックスフードサービス　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)13時00分～19時00

時給

980円～1,300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）

149

ホテルの総務経理ス
タッフ／伊東園ホテ
ル松川館

売上集計や釣銭準備業務、補助券や優
待券の集計、請求書の作成。
従業員の勤怠管理、入社手続き業務全
般。
金銭管理があるため経理やお金に携
わっていた経験のある方、責任感ある
方を積極採用いたします。

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～18時00分

時給

920円～1,200円
又は8時00分～21時00

静岡県伊東市寿町１番１号
（伊東園ホテル松川館）

148

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 (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）

147

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 (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）

146

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)19時00分～22時00

920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）

145

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

時給

920円～1,100円
又は9時00分～15時00

144

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）
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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9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: 0557-36-9069 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- 2160121 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- 2166421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-51-1115 従業員数 54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- 2237521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-51-1115 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- 2238421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-53-5311 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- 2243821 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 0557-53-5311 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- 2246421 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 0557-33-1500 従業員数 18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 准看護師

求人番号: 22052- 2140521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-33-1500 従業員数 13人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 2143621 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-33-1500 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 なし

求人番号: 22052- 2144921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-33-1500 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 なし

求人番号: 22052- 2145121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-48-1443 従業員数 22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- 2256621 各種保険： 雇用・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- 2210821 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- 2211221 各種保険： 労災 月平均 2時間 ホームヘルパー２級

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】

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】

169

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

静岡県伊東市川奈１２５７－２０
『住宅型有料老人ホーム　ナース
の森　川奈』

168

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 (2)14時00分～19時00

950円～1,100円 (3)10時00分～14時00
又は6時00分～19時00

静岡県伊東市八幡野１７５９－８
００
　グループホームすかい

167

調理業務補助【住宅
型有料老人ホーム
ナースの森　川奈】
急募

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　川奈』で
の調理師補助業務です。

食器の準備、簡単な調理（湯煎での温
めなど）、盛り付け、洗い物などを行
います。

パート労働者 株式会社　訪問看護ステーション・ナースの森
雇用期間の定めなし (1)6時00分～11時00分

日給

1,375円～1,375円

静岡県伊東市池６６２－１
　小規模多機能すかい

166

介護職員（夜勤アル
バイト）【グループ
ホームすかい】

伊豆高原の自然に囲まれたのどかな環
境にある『グループホームすかい』に
おける夜勤アルバイトの仕事です。
○主な仕事は、起床介助・トイレ介助
などの身体介助・朝食作り・安否確認
などとなります。


パート労働者 有限会社　アテンド
雇用期間の定めなし (1)21時00分～9時00分

時給 (2)10時30分～12時00

1,000円～1,050円 (3)18時00分～19時30

静岡県伊東市八幡野１７５９－８
００
【グループホームすかい】

165

送迎兼介護補助【小
規模多機能すかい】

通いを中心として訪問・宿泊を行う介
護施設での業務です。

１日１０名程度の通いの利用者様の送
迎業務です。
ご利用者様のご自宅から介護施設まで
の送迎が

パート労働者 有限会社　アテンド
雇用期間の定めなし (1)8時30分～10時00分

時給

1,200円～1,300円
又は8時00分～16時00

静岡県伊東市池６６２－１
【小規模多機能すかい】

164

介護職員（介護福祉
士）【管理業務補
佐】

伊豆高原で２ユニット１８名の認知症
高齢者が
生活している施設です。


食事・排泄などの一般介護業務の他、
入居相談や病院受診、家族対応等の業

パート労働者 有限会社　アテンド
雇用期間の定めなし

時給

1,400円～1,600円
又は9時00分～15時00

静岡県伊東市八幡野１６６６－４

163

看護職員【小規模多
機能すかい】

平成３０年　４月にオープンした小規
模多機能施設です。
通いを中心として訪問・宿泊を行う介
護施設です。

１日１０～１５名程度のご利用者様の
健康管理、機能訓練、

パート労働者 交替制あり 有限会社　アテンド
雇用期間の定めなし (1)9時30分～13時30分

時給

1,000円～1,300円
又は9時15分～18時00

静岡県伊東市八幡野１６６６－４

162

アート体験インスト
ラクター／観光施設
／伊豆高原

◇アート体験・陶芸体験・そば打ち体
験・にぎり寿司体験・レストラン・み
やげ店がある体験レジャー施設です。
◇伊豆高原でアート体験指導を通して
の接客業です。

＊キャンドル・オルゴール・ガラス

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

1,000円～1,300円
又は9時15分～18時00

静岡県伊東市富戸８４１－１　
ニューヨークランプミュージアム
＆フラワーガーデン

161

陶芸体験インストラ
クター／観光施設／
伊豆高原

◇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。
◇伊豆高原で陶芸体験を通しての接客
業です。

＊陶芸体験制作指導、アシスト、接客

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)9時00分～16時00分 接客経験あれば尚可

1,050円～1,050円

静岡県伊東市富戸
伊豆シャボテン動物公園グループ
内のレストラン
（※就業場所はご希望を伺いま

160

レストラン業務
【ニューヨークラン
プミュージアム】

ニューヨークランプミュージアム＆フ
ラワーガーデン内レストランでの接客
業務
・お客様を席にご案内
・オーダーを取る
・料理を運ぶ
・食器等の片付け

パート労働者 交替制あり 株式会社　伊豆シャボテン公園
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 (2)9時00分～16時20分

1,050円～1,050円

「クラシオンカフェ」（伊東市末広町）、他伊東市内４ヶ所

159

レストラン業務【伊
豆シャボテン動物公
園グループ】

伊豆シャボテン動物公園グループ内レ
ストランでの接客業務
・お客様を席にご案内
・オーダーを取る
・料理を運ぶ
・片付け
・レジ等

パート労働者 交替制あり 株式会社　伊豆シャボテン公園
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

1,100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）』

158

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

157

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）
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0557-44-2222 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 ホームヘルパー２級 就業場所: 

採用人数: 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- 2128921 各種保険： 雇用・労災・公災・健康 月平均 介護福祉士

     TEL: 0557-35-9034 従業員数 62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- 2146021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-35-9034 従業員数 62人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 2147721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-54-0054 従業員数 39人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 2178121 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-52-6514 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 ホームヘルパー２級 就業場所: 

採用人数: 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: 22052- 2199521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-36-5913 従業員数 12人

年　　齢: 不問 休　　日： 月 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- 2170721 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-55-7000 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： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 2217121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-55-7000 従業員数 7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- 2218021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-32-3810 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 2204521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-35-1155 従業員数 45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- 2252221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-37-0011 従業員数 65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- 2179021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 0557-37-0011 従業員数 65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- 2137121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-32-0300 従業員数 81人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 2253521 各種保険： 労災 月平均 

静岡県伊東市岡２０３

時給

1,100円～1,200円

静岡県伊東市竹の内１－３－６

182

案内係 旅館に到着されたお客様をお部屋に案
内するお仕事です。

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

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

時給 接客業の経験があれ
ば尚可950円～1,000円

又は15時00分～22時00

静岡県伊東市竹の内１－３－６

181

お風呂番 ○男女大浴場の整理整頓
○関連個所の清掃
○プール周りの清掃
○お客様へのご案内・誘導　等

パート労働者 株式会社　暖香園
雇用期間の定めなし (1)15時00分～18時00

時給

950円～1,200円
又は6時00分～22時00

静岡県伊東市松原６３９－１５

180

接客係 暖香園ホテルでの接客係としての勤務
です。
○宿泊客、来園客への館内のご案内
○朝食、夕食会場の準備
　テーブル、お座布団のセッティング
　グラス、小皿、ドリンク等の準備
○食事中の接客

パート労働者 変形（1年単位） 株式会社　暖香園
雇用期間の定めなし

時給

1,000円～1,100円
又は5時00分～19時00

静岡県伊東市桜ガ丘１－１－２６

179

厨房内洗い場作業お
よび配達業務　◆急
募◆

有料老人ホーム内の厨房での業務
・片付け、食器洗浄
・調理場の清掃
・同系列施設への食事の配送
（ワンボックス車または軽自動車）
・その他付随する業務


パート労働者 交替制あり 株式会社　リゾートテラス
『スカイテラス伊東』雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)14時00分～18時00 医療事務経験者優遇
します。950円～1,050円

又は8時10分～18時00

静岡県伊東市富戸１０８９－４
【グランピング　伊豆グランヴィ
レッジ】

178

医療事務 内科クリニックにおける医療事務の仕
事です。
○電話の応対
○外来患者様の受付対応
○会計、レジ対応
○電子カルテ入力
○レセプト業務

パート労働者 変形（1ヶ月単位） おおたか内科クリニック
雇用期間の定めなし (1)8時10分～12時10分

時給

1,000円～1,200円

静岡県伊東市富戸１０８９－４
　伊豆グランヴィレッジ

177

グランピング施設の
食事サービス【グラ
ンヴィレッジ】

グランピング施設『伊豆グランヴィ
レッジ』での食事サービス業務
〇朝・夕食の準備、配膳、片付け
〇バーベキューグリルの清掃、洗い場
など

※『伊豆シャボテンヴィレッジ』での

パート労働者 変形（1年単位） 株式会社　伊豆ドリームビレッジ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)13時00分～21時00

日給 ナイトフロントの経
験があるかた優遇1,428円～1,428円

又は19時00分～8時00

静岡県伊東市中央町１３－３５

176

グランピング施設ナ
イトフロント【新施
設】◆急募◆

グランピング施設のナイトフロントの
お仕事です。
主に見回り、、ナイトフロント業務
（レイトチェックイン対応、夜間呼び
出しの対応）、グランピング施設の朝
食出し等を行います。
（サウナ室の簡易清掃、多少の洗い場

パート労働者 交替制あり 株式会社　伊豆ドリームビレッジ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,100円～1,200円
又は17時00分～22時00

静岡県伊東市玖須美元和田７１６－６０

175

焼肉店のキッチンス
タッフ及びホールス
タッフ

焼肉店のパート、アルバイトの募集で
す。
キッチンスタッフは、主な仕事はキッ
チンでの調理補助、洗い物です。
調理補助（食材を洗う、食器の準備、
盛り付け等）
洗い物　（食器や焼肉用鉄板などの洗

パート労働者 株式会社　寿光園
雇用期間の定めなし (1)16時00分～22時00

時給 (2)8時00分～13時00分

950円～1,000円 (3)12時00分～18時00
又は6時30分～19時00

静岡県伊東市八幡野１７４１－２６６

174

有料老人ホームの介
護職員

有料老人ホームの介護サービス業務で
す。（全３４床）
入居者の生活における身の回りのお手
伝いが主な仕事です。食事の配膳・介
助、トイレ介助、入浴介助、買い物や
病院の付添いなど。


パート労働者 交替制あり 住宅型有料老人ホーム愛晃苑殿山
雇用期間の定めなし (1)6時30分～12時00分

時給 (2)9時00分～18時00分

950円～1,100円

静岡県伊東市湯川４丁目２－１５

173

介護員 「有料老人ホーム　ウェルケア伊豆高
原」において介護業務全般（食事・入
浴・排泄等の介助、外出やレクリエー
ションなどの支援等）を行います。

※入居者数：３０名ほど
※車の運転ができる方には、買い物や

パート労働者 交替制あり 株式会社　有楽
『ウェルケア伊豆高原』雇用期間の定めなし (1)6時30分～15時30分

時給 (2)17時00分～21時00

1,200円～1,200円

静岡県伊東市湯川４丁目２－１５

172

レストランの接客係 レストランにて食事の提供

○ホテル内レストランにおいて、朝食
と夕食の提供をする
　仕事です。

※朝食：バイキング料理

パート労働者 交替制あり 東京信用販売株式会社　ホテル伊東パウエル
雇用期間の定めなし (1)6時00分～10時30分

時給

1,000円～1,000円

静岡県伊東市岡１３０７－５

171

清掃係 ホテル内客室清掃業務です。
和室・洋室・和洋室の３タイプがあり
ます。
●トイレ清掃
●浴室清掃
●客室に掃除機をかける
●アメニティー用品のセット

パート労働者 東京信用販売株式会社　ホテル伊東パウエル
雇用期間の定めなし (1)10時00分～13時30

時給 介護職員初任者研修
又はヘルパー２級以
上、介護福祉士

915円～1,300円170

介護職員　◆急募◆ 老人介護施設（デイサービス）での高
齢者等の介護業務

○デイサービスに通われる利用者の送
迎
　食事・入浴・排泄、等の支援


パート労働者 株式会社　ライフケア伊豆
『ライフケア　大山の里』雇用期間の定めなし (1)8時00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

≪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: 0557-32-0300 従業員数 81人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 2254421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-37-2014 従業員数 49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- 2227721 各種保険： 雇用・労災 月平均 5時間

     TEL: 0557-37-2014 従業員数 192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- 2228821 各種保険： 雇用・労災 月平均 5時間

     TEL: 0557-37-2014 従業員数 192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- 2229221 各種保険： 雇用・労災 月平均 5時間

     TEL: 0557-37-2014 従業員数 192人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 2230621 各種保険： 雇用・労災 月平均 5時間

     TEL: 0557-47-1818 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: 22052- 2212521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-38-9060 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- 2175321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-38-9060 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 あり

求人番号: 22052- 2176621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0557-53-5557 従業員数 124人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 2183321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-53-5557 従業員数 141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- 2189821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-53-5557 従業員数 124人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 2190421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-53-5557 従業員数 124人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 2196721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-53-5557 従業員数 124人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 2197821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県伊東市赤沢
　赤沢温泉郷内

時給 (2)12時00分～18時00

1,000円～1,000円
又は8時30分～20時30

静岡県伊東市赤沢
　赤沢温泉郷内

195

清掃業務【海洋深層
水赤沢スパ】

『海洋深層水　赤沢スパ』における清
掃のお仕事です。

スパ、ロビー、廊下、洗面、トイレな
ど水回りの拭き上げ清掃等

掃除機がけ、モップがけ、ごみ集め、

パート労働者 交替制あり 株式会社　ディーエイチシー
赤沢温泉郷雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～16時30分

時給 (2)11時00分～15時00

1,000円～1,000円
又は9時00分～17時00

○赤沢温泉ホテル（伊東市赤沢浮山１６３－１）

194

清掃業務【迎賓館】 ○客室清掃
　掃除機かけ、ゴミ集め、ベッドメー
キング、備品補充、
　お風呂・洗面・トイレなど水回りの
拭き上げ清掃、等

※制服貸与

パート労働者 交替制あり 株式会社　ディーエイチシー
赤沢温泉郷雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～15時00分

時給 宿泊施設に限らず受
付・入館業務経験
者、事務業務の経験

1,000円～1,200円
又は8時00分～19時00

静岡県伊東市赤沢１６３－１
　赤沢温泉郷内

193

予約・事務スタッフ
【パートタイマー】

『赤沢温泉ホテル』における予約・事
務業務全般

・電話対応『外線や内線』
・フロント補助『主に売店業務』
・パソコン操作『主に予約の入力や
メール配信』

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ディーエイチシー
赤沢温泉郷雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)6時30分～12時00分

1,000円～1,200円 (3)7時00分～12時00分
又は7時30分～12時00

静岡県伊東市赤沢１６３－１
　赤沢温泉郷　内

192

レストランスタッフ
【パートタイマー】

ホテルレストランにおける朝食バイキ
ング会場のお仕事です。

○バイキング料理の補充・片付け
○食器片付け
○テーブルセッティングや清掃、等


パート労働者 交替制あり 株式会社　ディーエイチシー
赤沢温泉郷雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～12時00分

時給

1,000円～1,200円
又は9時00分～17時30

静岡県伊東市（伊豆高原　または
南伊東のホテル）
（※相談によりどちらか）

191

総務事務（アルバイ
ト・パート）

●総務・一般事務
　ＰＣ業務
　書類整理、経理補助、電話応対、そ
の他庶務、等　　

※制服貸与

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

時給

1,000円～1,000円

静岡県伊東市八幡野の宿泊施設

190

客室清掃 客室清掃のお仕事を何人かのチームで
行います

○掃除機をかける
○ベッドメイク
○バスルーム、洗面、トイレ等の水周
りの拭き上げ清掃

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

時給

1,000円～1,000円

静岡県伊東市宇佐美１７９５

189

共用部の清掃（旅
館）

宿泊施設の共用部分の清掃業務です。

○施設内のトイレの清掃
○フロントや脱衣所などの掃除機がけ
○モップで通路を拭き上げ
○アメニティーの補充や棚の拭き上げ
など

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

時給

950円～950円
又は9時00分～17時00

伊東市内の各店舗　（玖須美店・
鎌田店・八幡野店・桜田店・荻店
）の中で配属先が決まります。
※就業場所については、通勤可能

188

会計事務（相談業務
及びデータ入力）

専用会計ソフトを利用した文字や数字
の入力業務及び対面での記帳相談で
す。

※パソコンの基本入力経験は必要とな
ります。


パート労働者 一般社団法人　熱海伊東青色申告会
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 スーパーマーケット
での青果担当業務経
験

913円～930円
又は8時00分～16時00

伊東市内の各店舗　（玖須美店・
鎌田店・八幡野店・桜田店・荻店
）の中で配属先が決まります。
※就業場所については、通勤可能

187

青果担当スタッフ スーパーマーケットの青果部門におけ
る、加工、陳列

青果部門において、青果物のカット、
パック詰め、陳列等を行っていただき
ます。


パート労働者 交替制あり ナガヤ株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 スーパーマーケット
や小売店での精肉加
工経験

913円～930円
又は8時00分～16時00

伊東市内の各店舗　（玖須美店・
鎌田店・八幡野店・桜田店・荻店
）の中で配属先が決まります。
※就業場所については、通勤可能

186

精肉担当スタッフ スーパーマーケットの精肉部門におけ
る加工、陳列等

精肉部門において、肉のカット、パッ
ク詰め、陳列等の業務を担当していた
だきます。


パート労働者 交替制あり ナガヤ株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 スーパーマーケット
での鮮魚の調理経験
生鮮技術者（エキス

913円～1,250円
又は8時00分～16時00

静岡県伊東市南町２－１１８－１

185

鮮魚担当スタッフ スーパーマーケットの鮮魚部門におけ
る、調理、加工、陳列

鮮魚部門において、魚の調理、パック
詰め、陳列等の業務を担当していただ
きます。


パート労働者 交替制あり ナガヤ株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

913円～930円
又は8時00分～16時00

静岡県伊東市岡２０３

184

グロサリー（フロ
ア）担当　鎌田店

スーパーマーケットの店舗での販売員

日配冷蔵品やドライ商品部門を担当し
ていただき、品出し、商品管理、売場
管理等を行っていただきます。

店内のお客様のいる場所でのお仕事に

パート労働者 交替制あり ナガヤ株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,100円～1,300円183

カラオケスタッフ 旅館のカラオケルームでカラオケをす
るお客様へ飲物を提供したり、カラオ
ケコードを入力する仕事です。

手空きの時間にはタオルやおしぼりの
洗濯等を行う時もあります。

パート労働者 株式会社　大和館　　
【青山やまと】雇用期間の定めなし (1)19時00分～23時30
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0557-32-5010 従業員数 22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: 22052- 2233021 各種保険： 労災 月平均 3時間

     TEL: 0557-32-5010 従業員数 22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: 22052- 2234721 各種保険： 労災 月平均 3時間

     TEL: 0557-38-9020 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

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

求人番号: 22052- 2214321 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-44-1387 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 水他 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- 2126321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-45-3989 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 あり

求人番号: 22052- 2206321 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 0557-45-3989 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 あり

求人番号: 22052- 2200021 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 0557-45-3989 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： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 2201721 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 0545-72-3211 従業員数 7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: 22100- 7654221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0545-72-3211 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： その他 時間外 なし

求人番号: 22100- 7657321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-29-6727 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： 毎　週 時間外 なし 介護職員初任者研修修了者

求人番号: 22110- 2544521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県伊東市富戸９０８－１１１－１０５

時給

1,300円～2,000円
又は9時00分～18時00

静岡県伊東市鎌田字城平ノ上１２
７８－１
カインズ伊東店

205

訪問介護 ○伊東市（ご希望があれば、東伊豆町
含む）の利用者様宅に訪問し、生活援
助サービス又は身体介護サービスを行
います。

・生活援助サービス：掃除・簡単な料
理・買い物代行等

パート労働者 医療法人社団心成会　社会福祉総合事業所おれんじ
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給

913円～913円

静岡県伊東市八幡野１１４３－１
カインズ伊豆高原店
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（請）日常清掃（カ
インズ伊東店）

「カインズ伊東店」において、店舗内
外の清掃業務を担当していただきま
す。
・床面の拭き掃き清掃に関すること
・男女トイレの清掃に関すること
・ゴミの回収に関すること
・その他、業務に付随する雑務等

パート労働者 株式会社　東亜ビルサービス
雇用期間の定めなし (1)8時00分～11時00分

時給

913円～913円

静岡県伊東市吉田８３９－１
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（請）日常清掃（カ
インズ伊豆高原店）

「カインズ伊豆高原店」において、店
舗内外の清掃業務を担当していただき
ます。
・床面の拭き掃き清掃に関すること
・男女トイレの清掃に関すること
・ゴミの回収に関すること
・その他、業務に付随する雑務等

パート労働者 株式会社　東亜ビルサービス
雇用期間の定めなし (1)7時00分～9時00分

時給 (2)20時00分～8時00分

950円～950円
又は8時00分～20時00

静岡県伊東市吉田８３９－１
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ホテルフロント業務
（ナイトフロント含
む）

ホテルフロント業務全般（ナイトフロ
ント含む）
●予約受付業務（電話・インターネッ
ト等）　
●事務作業（ＰＣ作業あり）
●接客
●送迎業務（社有車使用：ワンボック

パート労働者 変形（1年単位） 紀州ホテル株式会社
『伊豆一碧湖レイクサイドテラス』雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時30分

時給 (2)18時00分～21時00

950円～950円

静岡県伊東市吉田８３９－１
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洗い場兼調理補助 レストラン等で提供する食事の食器洗
浄（主に食洗機使用）および、軽度な
調理補助（盛付など）・下準備　等

※ごく簡単な包丁作業あり。
　火を使う調理は担当しません。


パート労働者 交替制あり 紀州ホテル株式会社
『伊豆一碧湖レイクサイドテラス』雇用期間の定めなし (1)7時30分～11時00分

時給 (2)17時00分～21時00

950円～950円

静岡県伊東市十足６１４ー２０４
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レストランサービス レストランホールサービス係
●朝食・夕食の提供・給仕　
●飲料の提供・給仕
●接客
●軽度な調理補助
●レストラン清掃


パート労働者 変形（1年単位） 紀州ホテル株式会社
『伊豆一碧湖レイクサイドテラス』雇用期間の定めなし (1)7時30分～11時30分

時給 (2)18時00分～22時00

1,100円～1,500円

静岡県伊東市松原湯端町３‐１０（有料老人ホーム　はな道　内）
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ホールスタッフ【急
募】

イタリア料理店でのホール接客全般の
お仕事です。
◆就業時間や休日等の相談には柔軟に
応じます◆

○お客様のお席へのご案内
○オーダー受け

パート労働者 交替制あり イタリア料理　Ｂ－ｇｉｌｌ
雇用期間の定めなし (1)11時30分～15時00

時給 実務者研修修了者ま
たは介護福祉士1,200円～1,500円

又は6時15分～19時00

静岡県伊東市南町１－４－１２
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サービス提供責任者
【ふくだるま伊東】

介護計画書作成　
職員指導　
利用者、関係各所との連携
訪問支援
　　　
※訪問には社有車（普通乗用車ＡＴ
車）を使用します。

パート労働者 交替制あり 株式会社　リゾートテラス
　『はな道』『ふくだるま伊東』『伊東中
央居宅介護支援事業所』

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 高齢者施設での介護
業務経験６ヶ月以上994円～1,066円

静岡県伊東市南町１－４－１２
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夜勤介護スタッフ
（高齢者グループ
ホーム）

●介護職全般
１６時～翌１０時の夜勤帯は、１ユ
ニット（９名）の
ご入居者様のケア全般を担当頂きま
す。
当社のグループホームでは調理スタッ
フがおりレシピも

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

時給 (2)9時30分～18時30分 ※介護未経験、異業
種からのチャレンジ
も歓迎します。

994円～1,066円 (3)16時00分～10時00196

介護職員：認知症高
齢者グループホーム
◆未経験者歓迎

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

パート労働者 交替制あり メディカル・ケア・サービス　株式会社
『愛の家グループホーム伊東南町』雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時15分～16時15分
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