
【熱海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: 03-3201-6655 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13010-85127021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-3201-6655 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13010-85128721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-3201-6655 従業員数 3人

年　　齢: 不問 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: 13010-85130421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-3201-6655 従業員数 8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: 13010-81680721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-3201-6655 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13010-81682221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-3544-0351 従業員数 5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: 13010-87634921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 050-3665-9236 従業員数 40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: 13010-81556321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 050-3665-9236 従業員数 63人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13010-80668521 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 050-3665-9236 従業員数 63人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13010-79950821 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 03-3375-3470 従業員数 34人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13070-52769721 各種保険： 雇用・労災 月平均 15時間

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 19人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 インテリアコーディ
ネーター

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 一級建築士

求人番号: 13080-63299721 各種保険： 雇用・労災 月平均 二級建築士

     TEL: 03-5206-5121 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 中型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13080-64768821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 95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: 13090-33995121 各種保険： 労災 月平均 

静岡県熱海市和田浜南町３－９
（ホテル大野屋）

時給

950円～1,200円
又は8時00分～20時00

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

13

ホテルのフロント・
予約スタッフ／ホテ
ル大野屋

・チェックイン、チェックアウトの手続き、精算業務　　　　　　・電話やインターネットを中心とした宿泊予約の対応等　　　　　先輩がゼロから丁寧に教えますので、未経験の方も安心してご応募いただけます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０代～７０代の幅広い年齢層の方が活躍しております。　　　　私たちと一緒にお客様に最高なサービスを提供しませんか？パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)9時00分～17時00分

1,100円～1,200円
又は8時30分～17時30

静岡県熱海市田原本町９－１　熱
海第一ビル９階
当社：熱海駅前店

12

ホテル送迎ドライ
バー／熱海市

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

パート労働者 交替制あり 株式会社　ティーケーピー
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時00分

時給 リフォーム経験　建
築士経験1,250円～1,450円

又は9時00分～18時00

静岡県熱海市小嵐町１－１６
「料亭旅館　熱海　小嵐亭」

11

リフォームプラン
ナーサポート／熱海

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

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

時給 調理経験

1,000円～1,500円
又は7時00分～21時00

静岡県熱海市咲見町８－３
大江戸温泉物語あたみ（当社施
設）

10

調理スタッフ／熱海
市小嵐町

調理補助







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

時給 (2)15時00分～20時00

1,000円～1,100円

静岡県熱海市咲見町８－３
大江戸温泉物語あたみ（当社施
設）

9

調理スタッフ／大江
戸温泉物語　あたみ
／静岡県熱海市

【仕事内容】

施設内バイキング会場にてご提供する
お料理の

・簡単な仕込み
・簡単な調理

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

時給 (2)15時00分～23時00

960円～1,200円
又は6時00分～23時00

静岡県熱海市伊豆山１９０－１
大江戸温泉物語　ホテル水葉亭
（当社施設）

8

ホテルの巡回清掃ス
タッフ／あたみ／大
江戸温泉物語

【仕事内容】

・パブリックスペースの清掃
・館内の巡回清掃
・消毒など

当社最大の商品である温泉施設の清掃

パート労働者 交替制あり 大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツ株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～10時00分

時給

1,000円～1,050円

静岡県熱海市泉２８０
熱海市立泉小・中学校御内

7

ホテルの車両送迎ス
タッフ／ホテル水葉
亭／大江戸温泉物語

【仕事内容】

・お客さまの送迎
・駐車場誘導
・社用車管理など

お客様を一番最初にお出迎えするお仕

パート労働者 大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツ株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時30分

時給 調理業務経験者

1,000円～1,000円
又は8時30分～14時30

静岡県熱海市咲見町６―３６　野中山マンション

6

調理師／静岡県熱海
市

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
・洗浄　・厨房内清掃

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)8時30分～14時30分

時給

1,000円～1,000円

静岡県熱海市咲見町６―３６　野中山マンション

5

リゾートマンション
清掃員／野中山マン
ション

マンション共用部の清掃（玄関、共用施設、トイレ、ゲストルーム等）パート労働者 株式会社　エンゼル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～16時30分

時給

1,000円～1,000円

静岡県熱海市桜木町１８－１０
ライオンズヒルズ熱海

4

リゾートマンション
ナイトフロント／野
中山マンション

夜間受付、巡回、点検、帳票整理等 パート労働者 株式会社　エンゼル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)17時30分～8時30分

株式会社　エンゼル
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 (2)9時00分～13時00分

1,000円～1,000円

静岡県熱海市上多賀９８０－１
シャトーテル赤根崎

3

リゾートマンション
清掃員／ライオンズ
ヒルズ熱海

マンション共用部の清掃、浴場清掃 パート労働者 株式会社　エンゼル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～12時00分

時給 (2)9時00分～18時00分

1,000円～1,000円

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

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

静岡県熱海市上多賀９８０－１
シャトーテル赤根崎

2

リゾートマンション
管理員／シャトーテ
ル赤根崎

オーナ対応、館内巡回、設備点検、業
者立ち合い等



パート労働者 株式会社　エンゼル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

時給

950円～950円

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

リゾートマンション
清掃員／シャトーテ
ル赤根崎

マンション共用部の清掃、部屋清掃等
週４日程度のお仕事です。



パート労働者
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【熱海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 95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: 13090-33996021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 95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: 13090-33998821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 95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: 13090-33999221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 95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: 13090-34000921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 95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: 13090-34002021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 95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: 13090-34004821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 95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: 13090-34005221 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 79人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-33271521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 79人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-33275921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 79人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-33278721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 79人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-33279821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 79人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-33291621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 79人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-33293121 各種保険： 労災 月平均 

静岡県熱海市昭和町１０－３３
（熱海金城館）

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

静岡県熱海市昭和町１０－３３
（熱海金城館）

26

ホテルの調理スタッ
フ／熱海金城館

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

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

時給 (2)18時00分～23時00

920円～920円

静岡県熱海市昭和町１０－３３
（熱海金城館）

25

ホテルの洗い場ス
タッフ／熱海金城館

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

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

時給

920円～920円
又は9時00分～15時00

静岡県熱海市昭和町１０－３３
（熱海金城館）

24

ホテルの客室清掃ス
タッフ／熱海金城館

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

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

時給 (2)15時00分～23時00

1,100円～1,100円

静岡県熱海市昭和町１０－３３
（熱海金城館）

23

ホテルのバイキング
レストランスタッフ
／熱海金城館

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

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

時給

1,000円～1,000円
又は20時00分～9時00

静岡県熱海市昭和町１０－３３
（熱海金城館）

22

ホテルのナイトフロ
ントスタッフ／熱海
金城館

・お客様対応
・内線電話対応
・夜間の館内巡回
・大浴場のチェック等
・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

1,000円～1,000円
又は8時00分～21時00

静岡県熱海市和田浜南町３－９
（ホテル大野屋）

21

ホテルのフロント・
予約スタッフ／熱海
金城館

・チェックイン、チェックアウトの手続き、精算業務　　　　　　・電話やインターネットを中心とした宿泊予約の対応等　　　　　先輩がゼロから丁寧に教えますので、未経験の方も安心してご応募いただけます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０代～７０代の幅広い年齢層の方が活躍しております。　　　　私たちと一緒にお客様に最高なサービスを提供しませんか？パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,200円～1,500円
又は8時00分～19時00

静岡県熱海市和田浜南町３－９
（ホテル大野屋）

20

ホテルの施設管理ス
タッフ／ホテル大野
屋

・館内の電球取り替え
・客室等の修繕
・浴槽のお湯の温度管理
・ボイラー設備の管理等
未経験の方も経験者の方も歓迎。
２０代～７０代の幅広い年齢層の方が
活躍しております。

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

時給 (2)15時00分～20時00

950円～1,100円

静岡県熱海市和田浜南町３－９
（ホテル大野屋）

19

ホテルの調理補助ス
タッフ／ホテル大野
屋

・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)7時00分～11時00分

時給 (2)15時00分～20時00 和食ｏｒ洋食の調理
経験がある方1,200円～1,500円

静岡県熱海市和田浜南町３－９
（ホテル大野屋）

18

ホテルの調理スタッ
フ／ホテル大野屋

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

静岡県熱海市和田浜南町３－９
（ホテル大野屋）

17

ホテルの洗い場ス
タッフ／ホテル大野
屋

・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

静岡県熱海市和田浜南町３－９
（ホテル大野屋）

16

ホテルの客室清掃ス
タッフ／ホテル大野
屋

・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00

1,000円～1,200円

静岡県熱海市和田浜南町３－９
（ホテル大野屋）

15

ホテルのバイキング
レストランスタッフ
／ホテル大野屋

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

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

時給

1,000円～1,200円
又は20時00分～8時00

14

ホテルのナイトフロ
ントスタッフ／ホテ
ル大野屋

・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）

2/10



【熱海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 79人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-33297221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 79人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 １級ボイラー技士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ２級ボイラー技士

求人番号: 13090-33299421 各種保険： 労災 月平均 第一種電気工事士

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-33346621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-33350221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-33353321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-33354621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-33357021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-33359821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-33360421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 １級ボイラー技士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ２級ボイラー技士

求人番号: 13090-33362621 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 52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: 13090-33732121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 52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: 13090-33733021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 52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: 13090-33735821 各種保険： 労災 月平均 

静岡県熱海市和田浜南町７番地２
号
（ウオミサキホテル）

時給 (2)16時30分～21時00

1,000円～1,000円

静岡県熱海市和田浜南町７番地２
号
（ウオミサキホテル）

39

ホテルのバイキング
レストランスタッフ
／ウオミサキホテル

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

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

時給

950円～950円
又は20時00分～9時00

静岡県熱海市和田浜南町７番地２
号
（ウオミサキホテル）

38

ホテルのナイトフロ
ントスタッフ／ウオ
ミサキホテル

・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）

時給

1,000円～1,000円
又は8時00分～21時00

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

37

ホテルのフロント・
予約スタッフ／ウオ
ミサキホテル

・チェックイン、チェックアウトの手続き、精算業務　　　　　　・電話やインターネットを中心とした宿泊予約の対応等　　　　　先輩がゼロから丁寧に教えますので、未経験の方も安心してご応募いただけます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０代～７０代の幅広い年齢層の方が活躍しております。　　　　私たちと一緒にお客様に最高なサービスを提供しませんか？パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,000円～1,600円
又は8時00分～21時00

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

36

ホテルの施設管理ス
タッフ／熱海ニュー
フジヤホテル

・館内の電球取り替え
・客室等の修繕
・浴槽のお湯の温度管理
・ボイラー設備の管理等
未経験の方も経験者の方も歓迎。
２０代～７０代の幅広い年齢層の方が
活躍しております。

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

時給 (2)16時00分～20時00

950円～1,050円

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

35

ホテルの調理補助ス
タッフ／熱海ニュー
フジヤホテル

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

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

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

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

34

ホテルの調理スタッ
フ／熱海ニューフジ
ヤホテル

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

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

時給 (2)18時00分～22時00

920円～1,000円

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

33

ホテルの洗い場ス
タッフ／熱海ニュー
フジヤホテル

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～12時00分

時給

920円～1,000円
又は9時00分～15時00

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

32

ホテルの客室清掃ス
タッフ／熱海ニュー
フジヤホテル

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

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

時給 (2)16時30分～21時00

1,100円～1,200円

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

31

バイキングレストラ
ンスタッフ／熱海
ニューフジヤホテル

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

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

時給

1,000円～1,200円
又は20時00分～9時00

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

30

ホテルのナイトフロ
ントスタッフ／熱海
ニューフジヤホテル

・お客様対応
・内線電話対応
・夜間の館内巡回
・大浴場のチェック等
・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

1,000円～1,200円
又は8時00分～21時00

静岡県熱海市昭和町１０－３３
（熱海金城館）

29

ホテルのフロント・
予約スタッフ／熱海
ニューフジヤホテル

・チェックイン、チェックアウトの手続き、精算業務　　　　　　・電話やインターネットを中心とした宿泊予約の対応等　　　　　先輩がゼロから丁寧に教えますので、未経験の方も安心してご応募いただけます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０代～７０代の幅広い年齢層の方が活躍しております。　　　　私たちと一緒にお客様に最高なサービスを提供しませんか？パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,200円～1,500円
又は8時00分～21時00

静岡県熱海市昭和町１０－３３
（熱海金城館）

28

ホテルの施設管理ス
タッフ／熱海金城館

・館内の電球取り替え
・客室等の修繕
・浴槽のお湯の温度管理
・ボイラー設備の管理等
未経験の方も経験者の方も歓迎。
２０代～７０代の幅広い年齢層の方が
活躍しております。

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

時給 (2)15時00分～22時00

950円～1,200円27

ホテルの調理補助ス
タッフ／熱海金城館

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～10時00分
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【熱海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 52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: 13090-33737521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 52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: 13090-33738421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 52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: 13090-33740121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 52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: 13090-33741021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 52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: 13090-33743821 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 142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: 13090-33757921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 142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: 13090-33758121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 142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: 13090-33760221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 142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: 13090-33762421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 142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: 13090-33764621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 142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: 13090-33765921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 142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: 13090-33766121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 142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: 13090-33767021 各種保険： 労災 月平均 第一種電気工事士

静岡県熱海市田原本町４－１６
（伊東園ホテル熱海館）

時給

1,000円～1,200円
又は8時00分～21時00

静岡県熱海市田原本町４－１６
（伊東園ホテル熱海館）

52

ホテルの施設管理ス
タッフ／伊東園ホテ
ル熱海館

・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)14時30分～20時00

1,100円～1,200円

静岡県熱海市田原本町４－１６
（伊東園ホテル熱海館）

51

ホテルの調理補助ス
タッフ／伊東園ホテ
ル熱海館

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

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

時給 (2)14時30分～21時00 和食ｏｒ洋食の調理
経験がある方1,200円～1,300円

静岡県熱海市田原本町４－１６
（伊東園ホテル熱海館）

50

ホテルの調理スタッ
フ／伊東園ホテル熱
海館

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～21時30

940円～1,000円

静岡県熱海市田原本町４－１６
（伊東園ホテル熱海館）

49

ホテルの洗い場ス
タッフ／伊東園ホテ
ル熱海館

・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～10時30分

時給

940円～1,000円
又は9時00分～15時00

静岡県熱海市田原本町４－１６
（伊東園ホテル熱海館）

48

ホテルの客室清掃ス
タッフ／伊東園ホテ
ル熱海館

・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～21時30

1,000円～1,200円

静岡県熱海市田原本町４－１６
（伊東園ホテル熱海館）

47

ホテルのバイキング
レストランスタッフ
／伊東園ホテル熱海
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～10時30分

時給

950円～1,100円
又は20時00分～9時00

静岡県熱海市田原本町４－１６
（伊東園ホテル熱海館）

46

ホテルのナイトフロ
ントスタッフ／伊東
園ホテル熱海館

・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

1,000円～1,200円
又は8時00分～21時00

静岡県熱海市和田浜南町７番地２
号
（ウオミサキホテル）

45

ホテルのフロント・
予約スタッフ／伊東
園ホテル熱海館

・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

1,200円～1,300円
又は8時00分～21時00

静岡県熱海市和田浜南町７番地２
号
（ウオミサキホテル）

44

ホテルの施設管理ス
タッフ／ウオミサキ
ホテル

・館内の電球取り替え
・客室等の修繕
・浴槽のお湯の温度管理
・ボイラー設備の管理等
未経験の方も経験者の方も歓迎。
２０代～７０代の幅広い年齢層の方が
活躍しております。

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

時給 (2)16時30分～21時00

1,000円～1,000円

静岡県熱海市和田浜南町７番地２
号
（ウオミサキホテル）

43

ホテルの調理補助ス
タッフ／ウオミサキ
ホテル

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

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

時給 (2)16時00分～21時00 和食ｏｒ洋食の調理
経験がある方1,100円～1,300円

静岡県熱海市和田浜南町７番地２
号
（ウオミサキホテル）

42

ホテルの調理スタッ
フ／ウオミサキホテ
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)17時00分～22時30

940円～970円

静岡県熱海市和田浜南町７番地２
号
（ウオミサキホテル）

41

ホテルの洗い場ス
タッフ／ウオミサキ
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～10時30分

時給

940円～970円
又は9時00分～15時00

40

ホテルの客室清掃ス
タッフ／ウオミサキ
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）
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【熱海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 46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: 13090-33768721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 46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: 13090-33769821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 46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: 13090-33770421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 46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: 13090-33771321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 46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: 13090-33772621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 46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: 13090-33773921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 46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: 13090-33774121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 46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: 13090-33777821 各種保険： 労災 月平均 第一種電気工事士

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-31329021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 045-520-1300 従業員数 11人

年　　齢: 65歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 14010-40840921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0465-62-1237 従業員数 22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: 14070- 3633421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-52-3180 従業員数 25人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ふぐ調理師

求人番号: 14090-10854521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-274-0859 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: 19010-16780621 各種保険： 労災 月平均 

静岡県熱海市東海岸町１３ー１　
国際医療福祉大学　熱海病院地下
１階
熱海病院　売店

時給

913円～913円
又は8時15分～17時00

静岡県熱海市田原本町３－１熱海魚熊ビル２階

65

販売スタッフ／熱海
病院内売店

接客や販売・品出し・清掃、発注、売
場作成等をお願いします。
院内だけにお酒やたばこの取扱はな
く、おむつ・包帯・マスク等医療材料
の品揃えがあります。
街のコンビニや同業の小売店と比べ安
全な職場環境と好評です。

パート労働者 株式会社　文教
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 魚を捌くことでき
る。
飲食店での従事経験

1,100円～1,100円
又は7時00分～21時00

静岡県熱海市中央町１２－３０
「ハンディホームセンター熱海
店」

64

厨房スタッフ 海鮮食材を中心とした飲食店にて、
・魚の捌き
・仕込み
・オーダー調理
・食材管理
・衛生管理

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

時給

1,000円～1,000円
又は9時00分～19時00

静岡県熱海市清水町１８－３

63

販売スタッフ（ハン
ディホームセンター
熱海店）

〈店舗内での販売の仕事です〉
○レジ業務　　　○接客業務
○品出し業務　　○その他付随する業
務


パート労働者 株式会社　マキバ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時30分～19時00分

時給 (2)17時00分～18時00

1,050円～1,050円

（１）〒４１３－００１３　静岡
県熱海市銀座町１－１６
（２）〒４１３－００２３　静岡
県熱海市和田浜南町３－９

62

送迎ドライバー【熱
海ひかり】

・法人が運営する通所施設で知的障害
児の放課後等デイサービス
　（児童福祉法による）を提供してい
ます。

・放課後や土曜日、学校休業日におい
て子ども達が安全に楽しく

パート労働者 交替制あり 特定非営利活動法人　障害福祉支援もえぎ
雇用期間の定めなし (1)13時30分～15時40

時給

1,100円～1,500円

静岡県熱海市咲見町６－１
（アタミシーズンホテル）

61

ホテルの宴会スタッ
フ／熱海ニューフジ
ヤ／大野屋／金城館

弊社は東日本を中心に約５０館の温泉
ホテルを展開しております。
今回は熱海市にある熱海ニューフジヤ
ホテル、ホテル大野屋、熱海金城館の
３館合同で、宴会スタッフを募集して
おります。
各ホテルの宴会場で接待全般のお仕事

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)15時00分～21時00

時給

1,000円～1,000円
又は8時00分～21時00

静岡県熱海市咲見町６－１
（アタミシーズンホテル）

60

ホテルの施設管理ス
タッフ／アタミシー
ズンホテル

・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)15時00分～21時00

950円～950円

静岡県熱海市咲見町６－１
（アタミシーズンホテル）

59

ホテルの調理補助ス
タッフ／アタミシー
ズンホテル

・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～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1,200円～1,200円

静岡県熱海市咲見町６－１
（アタミシーズンホテル）

58

ホテルの調理スタッ
フ／アタミシーズン
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～11時00分

時給 (2)17時00分～22時00

920円～920円

静岡県熱海市咲見町６－１
（アタミシーズンホテル）

57

ホテルの洗い場ス
タッフ／アタミシー
ズンホテル

・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

静岡県熱海市咲見町６－１
（アタミシーズンホテル）

56

ホテルの客室清掃ス
タッフ／アタミシー
ズンホテル

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

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

時給 (2)16時30分～22時00

1,100円～1,100円

静岡県熱海市咲見町６－１
（アタミシーズンホテル）

55

バイキングレストラ
ンスタッフ／アタミ
シーズンホテル

・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

1,000円～1,000円
又は20時00分～9時00

静岡県熱海市咲見町６－１
（アタミシーズンホテル）

54

ホテルのナイトフロ
ントスタッフ／アタ
ミシーズンホテル

・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）

時給

1,000円～1,000円
又は8時00分～21時00

53

ホテルのフロント・
予約スタッフ／アタ
ミシーズンホテル

・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）
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【熱海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: 055-274-0859 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: 19010-16057021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 054-281-7890 従業員数 4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: 22010-22804021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 054-281-7890 従業員数 2人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 6人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22010-22530121 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 054-281-7890 従業員数 2人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 6人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22010-22532721 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 054-281-7890 従業員数 2人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 6人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22010-22533821 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 054-281-7890 従業員数 2人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 6人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22010-22534221 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 054-281-7890 従業員数 2人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 6人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22010-22535521 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 054-281-7890 従業員数 2人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 6人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22010-22536421 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 054-204-4000 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: 22010-22639521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 054-266-3216 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22010-23713421 各種保険： 労災 月平均 15時間

     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- 8401721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 054-335-4854 従業員数 25人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 栄養士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 管理栄養士

求人番号: 22040- 5616521 各種保険： 雇用・労災 月平均 20時間

     TEL: 0557-85-2810 従業員数 11人

年　　齢: 74歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 6356821 各種保険： 労災 月平均 

静岡県熱海市伊豆山８２４ー５
東急ハーヴェストクラブ

時給

915円～1,050円

静岡県熱海市相の原町３－１
中銀ライフケア梅園台１６号館

78

（請）ホテル日常清
掃

ホテル共用部、浴場清掃、各所分担し
て作業します。

熱海駅まで送迎バスを運行しています
ので、通勤に便利です。

週２日から５日の勤務可能です。

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

時給 栄養士、管理栄養士
業務1,000円～1,100円

静岡県熱海市青葉町３１
　鉄塔建替工事現場

77

栄養士／熱海市相の
原町

（請負業務）
高齢者用マンション内食堂の栄養士
・高齢者マンション食堂での栄養士業
務（食材発注、棚卸）
・事務処理等

＊求人内容について不明な点がありま

パート労働者 交替制あり 一富士フードサービス株式会社　　静岡営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時00分～15時45

時給

1,000円～1,250円

静岡県熱海市清水町２－４
アサヒサンクリーン株式会社　伊
豆事業所

76

特定車両を入れるオ
シゴト　ゲート前専
属スタッフ

１日数回特定車両が通るゲートを開け
るオシゴトです！
★難しい作業ではありません
★直行直帰ＯＫ

★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

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

1,580円～1,580円

静岡県熱海市桃山町２３番１８
ガウス熱海桃山

75

訪問入浴看護職員／
伊豆事業所（熱海
市）

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

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

時給

1,100円～1,100円

静岡県熱海市上多賀８９－１
エスピトーム東伊豆営業所

74

（請）マンション管
理員　／　熱海市桃
山町

マンション管理に関わる業務全般をお
願いします。
・受付窓口業務
・清掃作業
・点検
・立会い　等


パート労働者 アイワマネージメント　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～17時00分

時給 (2)22時00分～7時00分

1,125円～1,312円

静岡県熱海市上多賀８９－１
エスピトーム東伊豆営業所

73

警備職員「急募」
（南伊豆町）

当社は県内全域で公共事業における警
備業務を中心に業務を展開し
ております。
工事現場や駐車場、イベント会場や各
種施設において、車両や通行
人の警備を行い、地域の皆様に安全を
提供する仕事です。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） エスピトーム株式会社
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)22時00分～7時00分

1,125円～1,312円

静岡県熱海市上多賀８９－１
エスピトーム東伊豆営業所

72

警備職員「急募」
（河津町）

当社は県内全域で公共事業における警
備業務を中心に業務を展開し
ております。
工事現場や駐車場、イベント会場や各
種施設において、車両や通行
人の警備を行い、地域の皆様に安全を
提供する仕事です。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） エスピトーム株式会社
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)22時00分～7時00分

1,125円～1,312円

静岡県熱海市上多賀８９－１
エスピトーム東伊豆営業所

71

警備職員「急募」
（東伊豆町）

当社は県内全域で公共事業における警
備業務を中心に業務を展開し
ております。
工事現場や駐車場、イベント会場や各
種施設において、車両や通行
人の警備を行い、地域の皆様に安全を
提供する仕事です。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） エスピトーム株式会社
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)22時00分～7時00分

1,125円～1,312円

静岡県熱海市上多賀８９－１
エスピトーム東伊豆営業所

70

警備職員「急募」
（下田市）

当社は県内全域で公共事業における警
備業務を中心に業務を展開し
ております。
工事現場や駐車場、イベント会場や各
種施設において、車両や通行
人の警備を行い、地域の皆様に安全を
提供する仕事です。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） エスピトーム株式会社
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)22時00分～7時00分

1,125円～1,312円

静岡県熱海市上多賀８９－１
エスピトーム東伊豆営業所

69

警備職員「急募」
（伊東市）

当社は県内全域で公共事業における警
備業務を中心に業務を展開し
ております。
工事現場や駐車場、イベント会場や各
種施設において、車両や通行
人の警備を行い、地域の皆様に安全を
提供する仕事です。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） エスピトーム株式会社
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)22時00分～7時00分

1,125円～1,312円

静岡県熱海市水口町２－１２－３
　亀の井ホテル熱海

68

警備職員「急募」
（熱海市）

当社は県内全域で公共事業における警
備業務を中心に業務を展開し
ております。
工事現場や駐車場、イベント会場や各
種施設において、車両や通行
人の警備を行い、地域の皆様に安全を
提供する仕事です。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） エスピトーム株式会社
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)21時30分～7時30分

1,230円～1,300円

静岡県熱海市東海岸町１３ー１　
国際医療福祉大学　熱海病院地下
１階
熱海病院　売店

67

（請）夜間フロント
／熱海市水口町

巡回・簡単な掃除・簡単なお客様対応


※バイク・車通勤可

※ダブルワーク可

パート労働者 変形（1ヶ月単位） エスピトーム株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)19時30分～5時30分

時給

913円～913円
又は8時15分～17時00

66

販売スタッフ／熱海
病院内売店

接客や販売・品出し・清掃、発注、売
場作成等をお願いします。
院内だけにお酒やたばこの取扱はな
く、おむつ・包帯・マスク等医療材料
の品揃えがあります。
街のコンビニや同業の小売店と比べ安
全な職場環境と好評です。

パート労働者 株式会社　文教
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年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: 0557-85-2810 従業員数 4人

年　　齢: 74歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 6357221 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-85-2810 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: 22050- 6359421 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-85-2810 従業員数 11人

年　　齢: 74歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5847521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-975-1315 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 木他 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- 6377621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-975-1315 従業員数 15人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 6384321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-81-8285 従業員数 68人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 6362021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-37-5180 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 2083821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-36-9069 従業員数 22人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 2163821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-36-9069 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 2165521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-36-9069 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 ホームヘルパー２級 就業場所: 

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

求人番号: 22052- 2168621 各種保険： 労災・財形 月平均 

     TEL: 0557-81-3384 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： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 6314221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-81-3384 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： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 6315521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-86-2038 従業員数 27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 あり

求人番号: 22050- 5848421 各種保険： 労災 月平均 3時間

静岡県熱海市和田浜南町５－８ホテルサンミ倶楽部内

時給 (2)18時00分～22時00

1,000円～1,000円

静岡県熱海市和田浜南町５－８

91

洗い場係 ＊ホテル内レストランでの、洗い場係
です。
・食器類の洗いを洗浄機を使ってして
いただきます。
・洗浄後の食器の片づけや食器棚に格
納することもお願いします。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 有限会社割烹でん助
雇用期間の定めなし (1)7時30分～10時30分

時給

1,000円～1,000円

静岡県熱海市和田浜南町５－８

90

客室清掃 ・客室掃除機かけ
・アメニティの交換
・ベッドメイキング
・水廻りの掃除
・パブリックの掃除
など

パート労働者 変形（1年単位） サンミ倶楽部株式会社
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

1,000円～1,000円
又は18時00分～20時00

静岡県熱海市緑ガ丘町９番７号

89

客室内務 客室布団上げ　風呂清掃
布団敷　部屋清掃補助　ごみ捨て

パート労働者 変形（1年単位） サンミ倶楽部株式会社
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

1,610円～1,710円
又は8時00分～19時00

静岡県熱海市緑ガ丘町９番７号
【フルーズ　熱海】

88

ホームヘルパー【熱
海】

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

※業務に自家用車を使用できる方を希
望します。

パート労働者 有限会社　伊豆介護センター
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,050円～1,270円
又は8時00分～17時00

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

87

介護職員（デイサー
ビス）【熱海】

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

パート労働者 交替制あり 有限会社　伊豆介護センター
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,050円～1,270円
又は8時00分～17時00

静岡県熱海市内（網代～西熱海）
または伊東市内の当社管理貸別荘

86

介護職員（デイサー
ビス）【下多賀】

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

パート労働者 交替制あり 有限会社　伊豆介護センター
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,000円～1,300円

静岡県熱海市昭和町２０－５

85

清掃員【熱海／伊
東】

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

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

時給

920円～920円
又は9時00分～23時00

静岡県熱海市田原本町３－６

84

タクシー乗務員（定
時制）

＜　タクシー乗務員　＞

タクシーでお客様を目的地まで安全に
お送りするサービス業です。

※車種　クラウン・プリウス・コン
フォート　など・・・

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

時給 (2)17時00分～20時30

1,100円～1,150円

静岡県熱海市田原本町７－１

83

ホールスタッフ ・オーダー取り
・料理の配膳
・お客様のご案内
・テーブル整頓
・お会計業務
・その他ホールに関する業務

パート労働者 交替制あり 株式会社　北海物産
雇用期間の定めなし (1)11時00分～16時00

時給 (2)17時00分～20時00

1,100円～1,150円

静岡県熱海市伊豆山８２４ー５
東急ハーヴェストクラブ

82

ホールスタッフ ・オーダー取り
・料理の配膳
・お客様のご案内
・テーブル整頓
・お会計業務
・食器の洗浄
・その他ホールに関する業務

パート労働者 交替制あり 株式会社　北海物産
雇用期間の定めなし (1)11時00分～16時00

時給

915円～1,050円

静岡県熱海市福道町７３６ー１
ハイネス来宮熱海グリーンサイド

81

（請）ホテル日常清
掃

ホテル共用部、浴場清掃など、各所分
担して作業します。

熱海駅まで送迎バスを運行しています
ので、通勤に便利です。

週２日から５日が勤務可能です。

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

時給

915円～950円

静岡県熱海市伊豆山２６２
ヴィンテージ熱海桃山

80

（請）マンション日
常清掃

マンション共用部分等の清掃。
浴場清掃あり。
週３～５日程度の勤務です。
経験がなくても大丈夫です。



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

時給 (2)8時00分～12時00分

915円～950円79

（請）マンション日
常清掃

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

＊週４日位のローテーション勤務にな

パート労働者 有限会社　東海システムサービス
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分
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【熱海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: 0557-80-5600 従業員数 140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： その他 時間外 あり ホームヘルパー２級

求人番号: 22050- 6088721 各種保険： 雇用・労災 月平均 10時間 介護職員初任者研修修了者

     TEL: 0557-80-5600 従業員数 140人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22050- 5797021 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 0557-81-5615 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 水木 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- 6378921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-68-3151 従業員数 50人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5812821 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 0557-68-3151 従業員数 50人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 5814521 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 0557-68-3151 従業員数 50人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5815421 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-86-1045 従業員数 37人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 6209221 各種保険： 労災 月平均 2時間

     TEL: 0557-54-1100 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： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 2134321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-82-1717 従業員数 40人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 6385621 各種保険： 雇用・労災 月平均 10時間

     TEL: 0557-86-2086 従業員数 3人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 木 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- 6264021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-80-1361 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 火木金土日 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- 5920621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-84-2611 従業員数 4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- 5956121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-84-2611 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 火木土日 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5957021 各種保険： 労災 月平均 

静岡県熱海市田原本町９番１号　熱海第一ビル　１階

時給

920円～920円

静岡県熱海市田原本町９番１号　熱海第一ビル　７階

104

配達業務 ・お買上いただいた商品や電話注文で
受けた商品の配達
・配達商品の梱包（荷造り）
・配達終了後の片づけ等
・車内美化（清掃等）

パート労働者 株式会社　エム・オー・エー商事
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)14時00分～17時30

時給

920円～920円

静岡県熱海市伊豆山七尾１１７３

103

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

パート労働者 株式会社　エム・オー・エー商事
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～17時00分

時給 (2)8時00分～17時00分

1,000円～1,100円

静岡県熱海市中央町１２－２２

102

たくあん漬けの製造
（パッケージ作業の
み）

お願いするのは、たくあんのパッケー
ジング作業です。ライン作業では無く
主に座り仕事です。
たくあん漬けを包丁で整形して袋入れ
したのち、サイズごとに計量・分別す
る簡単な作業です。
また、端材を組み合わせて、大体の重

パート労働者 友和組合　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～12時00分

時給

1,050円～1,050円

静岡県熱海市伊豆山１０４８番４

101

ホールスタッフ 熱海・初川沿いにあるお茶と和スイー
ツカフェでの業務です
。
・下膳配膳を含む接客
・レジ会計
・電話応対
・店舗清掃やグラス等の洗い物

パート労働者 交替制あり 株式会社　榛摺
雇用期間の定めなし (1)10時30分～18時30

時給

1,200円～1,200円

静岡県熱海市田原本町１３１番地
の１
「ラスカ熱海」内２Ｆ　『豆州や
まきち』

100

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

時給

944円～970円
又は9時00分～18時00

静岡県熱海市春日町１２－４

99

売店販売員【豆州や
まきち】（ラスカ熱
海内）

熱海駅ビル・ラスカ内店舗『豆州やま
きち』において、土産品などの販売を
行う仕事です。
○商品の陳列
○接客応対、レジ対応、包装、等
○店舗の整理整頓、清掃、等


パート労働者 交替制あり 株式会社　伊豆急コミュニティー
観光事業部　伊豆急物産雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 簡単なパソコン入力

1,100円～1,200円

静岡県熱海市下多賀　６６０

98

ホテル客室内の清
掃、ベッドメイク

ホテル客室内の清掃、ベッドメイクを
お願いしています。



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

時給

950円～950円

静岡県熱海市下多賀　６６０

97

客室清掃 客室清掃並びに共用トイレ掃除をお願いします。パート労働者 伊豆網代温泉　松風苑（サンユー建設　株式会社）
雇用期間の定めなし (1)9時30分～13時30分

時給 (2)15時00分～20時00

915円～1,300円

静岡県熱海市下多賀　６６０

96

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

パート労働者 伊豆網代温泉　松風苑（サンユー建設　株式会社）
雇用期間の定めなし (1)8時00分～11時00分

時給 (2)15時00分～18時30

915円～1,000円

静岡県熱海市中央町１４－７

95

調理補助 お客様提供するお食事の調理補助・盛
り付け
食材・食器管理

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

時給 (2)17時00分～20時30

1,200円～1,250円

静岡県熱海市伊豆山７１７－１

94

ウエイター・ウエイ
トレス

接客サービスとして下記の業務をお願
いします。
・オーダー取り
・料理の配膳及び準備作業
・後片付け、清掃
・その他付帯業務

パート労働者 交替制あり 熱海製氷冷蔵　合資会社　（ステーキハウスはまだ）
雇用期間の定めなし (1)10時00分～13時30

時給

1,600円～1,600円

静岡県熱海市伊豆山７１７－１

93

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

・主に服薬管理、体調管理、ドクター

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

時給 (2)7時00分～16時00分

1,000円～1,100円
又は11時00分～20時00

92

介護職員 複合型介護福祉施設（特別養護老人
ホーム、養護老人ホーム、ケアハウ
ス、デイサービス）での介護業務全
般。
お客様が安心して生活できるように、
身の回りの世話や相談援助等の介護
サービスを提供する仕事です。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人湖成会　熱海伊豆海の郷
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時30分
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【熱海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: 0557-81-3561 従業員数 40人

年　　齢: 59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: 22050- 5976821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-82-2410 従業員数 37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- 5894021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-81-0345 従業員数 38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- 6002921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-83-4141 従業員数 4人

年　　齢: 69歳以下 休　　日： 水他 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- 5729621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-82-2192 従業員数 3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- 6307521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-81-5111 従業員数 22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: 3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- 6257821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-81-8849 従業員数 2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- 6145521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-81-8515 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 火他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 6147321 各種保険： 労災・健康 月平均 

     TEL: 0557-81-8515 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 火他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 6087021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-68-0488 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 6295621 各種保険： 雇用・労災 月平均 5時間

     TEL: 0557-83-2797 従業員数 5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- 6184021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-83-2797 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: 22050- 6185721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-83-2797 従業員数 5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- 6189421 各種保険： 労災 月平均 

静岡県熱海市昭和町２０－２０
熱海所記念病院

時給

950円～1,000円

静岡県熱海市林ガ丘町２－１６

117

（請）清掃員 病院内の清掃
玄関・廊下・待合ロビー・階段・トイ
レ・浴室、診察室、
病室等の清掃及びゴミ回収

パート労働者 交替制あり 株式会社東海ビルメンテナス　熱海支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～11時00分

時給

950円～1,000円

静岡県熱海市昭和町２０－２０
熱海所記念病院

116

（請）清掃 リゾートマンションでの日常清掃作業
１．大浴場清掃
２．共用通路、ロビー、エントラン
ス、共用トイレ
３．敷地内植木水やり、除草、落葉掃
き
４．夏期プールサイド清掃

パート労働者 交替制あり 株式会社東海ビルメンテナス　熱海支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～15時30分

時給

950円～1,000円

静岡県熱海市下多賀１１７３－３

115

（請）清掃員 病院内の清掃
玄関・廊下・待合ロビー・階段・トイ
レ・浴室、診察室、
病室等の清掃及びゴミ回収

パート労働者 交替制あり 株式会社東海ビルメンテナス　熱海支店
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 建設業に関する経験
全般1,000円～2,500円

又は8時30分～16時30

静岡県熱海市田原本町３－８

114

総合建設業 昭和３４年会社設立以降、地域密着型
の建設企業として公共工事を中心に安
定的に営業しています。
業務内容は広く、主なものは次の通り
です。
また、新分野としてドローン事業部設
立予定です。

パート労働者 株式会社　東豆
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

1,100円～1,100円
又は12時00分～16時00

静岡県熱海市田原本町３－８

113

洗い場スタッフ 　和食処での食器や調理器具などの洗
い場全般の業務
　食材の品出しや片付け

パート労働者 交替制あり 磯也商事　株式会社
雇用期間の定めなし (1)18時00分～21時00

時給

1,000円～1,000円
又は10時00分～20時30

静岡県熱海市咲見町１０－１

112

ホールスタッフ 料理の注文を取る

食事の配膳、片づけ（下膳）

レジ打ち、レジ金銭管理

　　　＊＊＊＊　急　募　＊＊＊＊

パート労働者 交替制あり 磯也商事　株式会社
雇用期間の定めなし

時給

944円～1,000円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱
海駅前第一ビル５Ｆ
ライブリーケア中銀熱海

111

販売員 自社練物の販売　お土産販売　テイク
アウト製品の簡単な調理　
ポスレジ使用　販売にかかわる事務


パート労働者 株式会社　山田屋水産
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時30分

時給

1,380円～1,780円
又は8時00分～18時30

静岡県熱海市田原本町１１－１１

110

ホームヘルパー（訪
問）

介護を必要とする方が自宅で安心して
生活できるよう、様々なお手伝いをす
るお仕事です。
〈生活援助〉〈身体介護〉〈介護予
防〉
「中銀」でホームヘルパーしませんか
未経験の方は一から丁寧に指導いたし

パート労働者 中銀インテグレーション株式会社　熱海支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)9時00分～17時30分 販売、店長経験があ
れば優遇。1,000円～1,300円 (3)13時00分～21時30

又は9時00分～21時30

静岡県熱海市田原本町３－６

109

接客販売 熱海駅構内の店舗での食品（土産菓
子、漬物、干物等）販売業務です。

●主な仕事内容
・店頭での接客、販売
・商品の管理業務
・店舗の管理業務

パート労働者 交替制あり 株式会社　岸商店
雇用期間の定めなし (1)9時00分～15時00分

時給

1,050円～1,150円

静岡県熱海市東海岸町９番１１号

108

ホールスタッフ 注文取り、店内清掃
野菜きざみ、カット等の調理補助
商品提供
レジ清算
洗い物
立ち仕事が中心です

パート労働者 交替制あり 有限会社熱海フードセンター
雇用期間の定めなし (1)16時00分～22時00

時給

1,200円～1,200円

静岡県熱海市桜木町７－６

107

雑務係 旅館館内のお掃除業務全般です。
庭園の掃除やトイレ掃除、館内の掃除
機掛けなど、特別なスキルは必要とし
ない業務です！旅館業界が初めての方
でも、すぐに活躍できます。

パート労働者 交替制あり 株式会社　桜家旅館
雇用期間の定めなし (1)9時00分～13時00分

時給 普通免許取得後３年
経過913円～1,200円

静岡県熱海市渚町２６－１１

106

定時制タクシー乗務
員

お迎え先より目的地までお客様を安全
と　　　　　　　　　　　　　安心で
送届ける仕事です
地元のお客様と観光客様の送迎になり
ます


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

時給 (2)16時30分～20時30

935円～950円105

洗い場係 ・お客様が使った食器などを自動洗浄
機なども使って洗う。
・調理場の盛り付けの手伝いやおしん
この盛り付けなど。
・その他、会社の定める業務を行って
頂きます。
・調理場の清掃、衛生管理。

パート労働者 株式会社　熱海玉の湯ホテル
雇用期間の定めなし (1)7時00分～10時00分
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年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: 0557-83-2797 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: 22050- 6190921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-81-2322 従業員数 60人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 准看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 看護師

求人番号: 22050- 5868121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-33-3337 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 7人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22052- 2022921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-67-3003 従業員数 131人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 5902521 各種保険： 労災 月平均 15時間

     TEL: 055-981-5977 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 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: 22050- 6030821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-86-1058 従業員数 3人

年　　齢: 69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- 6016521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-85-5661 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 火他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5860721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-85-5661 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 月火水木土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 5837721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-988-0411 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- 5895721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-971-6006 従業員数 4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- 5792421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-83-7436 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: 22050- 6005721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-86-0260 従業員数 16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- 6375421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-86-0260 従業員数 16人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 6376321 各種保険： 労災 月平均 

静岡県熱海市梅園町２８－１８

時給

1,050円～1,200円

静岡県熱海市梅園町２８－１８

130

旅館客室清掃 客室露天風呂および客室の清掃、消耗品の補充、館内清掃。パート労働者 交替制あり ＷＡ亭　風こみち
雇用期間の定めなし (1)10時00分～14時00

日給

913円～913円

静岡県熱海市小嵐町９－１７

129

ナイトフロント フロントからの引継ぎ
パソコン入力作業（アンケート集計な
ど）
電話対応（予約、変更、案内）
宿泊客からの内線対応（客室へのルー
ムサービス）

パート労働者 交替制あり ＷＡ亭　風こみち
雇用期間の定めなし (1)22時00分～7時00分

時給

1,000円～1,200円
又は9時00分～14時00

静岡県熱海市東海岸町

128

ホテル清掃スタッフ ホテルの客室清掃や共用部の清掃を行います。パート労働者 交替制あり 株式会社四季リゾーツ
四季倶楽部シオン熱海雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)19時00分～8時00分

1,000円～1,000円

静岡県熱海市上多賀１０１６ー１

127

（請）警備員（パー
ルスターホテル）

　＜＜防災センター業務＞＞

・施設内の防災センターで常駐し設備
警報の監視。
・施設内の巡回警備。
・緊急時の一時対応。


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)8時00分～19時00分

時給

1,050円～1,050円

静岡県熱海市咲見町４番２１号
アデニウム熱海翠光園

126

（請）清掃 介護施設内の清掃
・掃除機やモップを使用します
・清掃場所は、共用の廊下、トイレ、
集会室等
・一人作業

パート労働者 交替制あり 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)9時30分～16時30分

時給

1,000円～1,000円

静岡県熱海市伊豆山七尾原１１７
３番８号

125

（請）リゾートマン
ション管理人

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

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

時給

913円～913円

静岡県熱海市銀座町１０番２１号

124

（請）マンション共
用部分清掃

マンション共用部分の清掃
・大浴場清掃、廊下・階段等の掃き掃
除、拭き掃除、ブラシ掛け等
・家庭用掃除機、モップを使用します

パート労働者 交替制あり 日本ハウズイング株式会社　熱海営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～15時00分

時給

1,150円～1,150円

静岡県熱海市伊豆山１１７３－４
８５

123

飲食店業務全般
（ホール・洗い場・
接客）

お仕事は丁寧にお教えいたします。
マニュアルもあります。
お客様へのおもてなしの心があれば大
丈夫です。

※※※　急　募　※※※

パート労働者 交替制あり （有）そば処　利久庵
雇用期間の定めなし (1)9時45分～15時45分

時給

1,000円～1,000円

静岡県熱海市初島８００

122

（請）清掃スタッフ リゾートマンションの大浴場清掃、廊
下、駐車場、ロビー等の清掃

パート労働者 株式会社ユアーズ静岡　東部事務所
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 (2)9時00分～16時00分

1,000円～1,500円 (3)18時00分～23時00

静岡県熱海市咲見町

121

洗い場（住込み） 【洗い場スタッフ業務】
・ホテル内レストランにおける洗い場
作業
　（食器・漆器の洗浄業務）
・食器・漆器の管理
・厨房清掃業務

パート労働者 変形（1ヶ月単位） リゾートトラスト株式会社　グランドエクシブ初島クラブ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時30分～23時00分

時給 清掃経験

1,100円～1,100円

静岡県熱海市西熱海町１丁目２４－１

120

マンション清掃ス
タッフ【熱海市】

リゾートマンション内の清掃スタッフ

●エントランス、ロビー清掃
●浴場清掃（大浴場、露天風呂）
※高圧洗浄機を使用する作業もありま
す。
●各階廊下階段清掃

パート労働者 株式会社ユーライフ　伊東営業所
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

時給 診療所、介護施設で
の看護業務1,725円～1,925円

静岡県熱海市林ガ丘町２－１６

119

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

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

時給

950円～1,000円118

（請）清掃 リゾートマンションでの日常清掃作業
１．大浴場清掃
２．共用通路、ロビー、エントラン
ス、共用トイレ
３．敷地内植木水やり、除草、落葉掃
き
４．夏期プールサイド清掃

パート労働者 交替制あり 株式会社東海ビルメンテナス　熱海支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～15時30分
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