
【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10月7日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 043-224-3021 従業員数 28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: 12010-29871221 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 03-3943-7011 従業員数 14人

年　　齢: 不問 休　　日： 月土日祝他 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: 13010-98916421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 054-280-0066 従業員数 9人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22010-26759621 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 054-280-0066 従業員数 9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： 毎　週 時間外 あり 介護職員実務者研修修了者

求人番号: 22010-26773421 各種保険： 労災 月平均 10時間 介護職員初任者研修修了者

     TEL: 054-266-3216 従業員数 18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 あり

求人番号: 22010-26986121 各種保険： 労災 月平均 15時間

     TEL: 053-421-6816 従業員数 17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 あり

求人番号: 22020-22075721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 055-921-9448 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 月他 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- 9759221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-975-1636 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- 7185621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-972-0631 従業員数 1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- 7058221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-986-3337 従業員数 180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- 7197721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-975-1269 従業員数 30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 あり

求人番号: 22050- 7179121 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 055-977-4585 従業員数 74人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 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- 6989921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 055-977-4585 従業員数 74人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 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- 6991821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

≪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

静岡県三島市中央町５－５上下水道料金お客様センター

2

【急募】図書整理作
業（静岡県三島市）

図書整理作業（図書へのＩＣタグ貼
付、パソコンによるデータの登録、図
書配架作業）

※立ち作業です。
　
問合せは平日１０～１７時の間に直接

パート労働者 株式会社　図書館流通センター
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時30分～16時30分

時給

944円～944円

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

事務パート（三島営
業所）

公共料金（水道料金）運営代行業務に
関する電話受付、窓口受付、データ入
力業務等です。

未経験でも丁寧に指導いたします。

※制服貸与、交通費別途支給

パート労働者 シーデーシー情報システム株式会社
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 (2)9時00分～18時00分

1,000円～1,050円

静岡県三島市梅名３５３－１
三島市立図書館（中郷分館）
静岡県三島市大宮町１－８－３８
三島市立図書館（本館）

3

デイサービス生活相
談員／三島市

地域密着型デイサービス（定員１０
名）です。
・相談業務（家族やケアマネジャーと
の相談）
・事務業務（サービス計画表作成な
ど）
・一部介護業務　など

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

時給

1,000円～1,000円

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

5

訪問入浴介護職員／
三島事業所（三島
市）

訪問入浴サービスにおける、介護職員
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、入浴機材の搬
入・組立をし、お客様を浴槽へ移乗し

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 (2)9時00分～18時00分

1,000円～1,050円 (3)18時00分～8時00分

静岡県三島市青木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

デイサービス介護職
員／三島市

地域密着型デイサービス（定員１０
名）です。
・介護業務（食事、入浴等の介助、見
守り、歩行訓練、レクリエー　ション
など）

＊社員昇格制度あり

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

時給

950円～950円

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

資材清掃整理（三島
仮設営業所）

建設用仮設資材（足場板、パイプ等）
の清掃
・洗浄機械にかけての清掃となりま
す。
整理、及び資材を指定個数毎にまとめ
て頂いたりの軽作業


パート労働者 変形（1ヶ月単位） 大興産業　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

1,130円～1,190円

静岡県三島市谷田２２７６
静岡県総合健康センター

8

クリーニング受付兼
工場内軽作業スタッ
フ（短時間も可）

クリーニング店舗で受付業務、電話応
対をしていただきます。
・専用レジを使って簡単な入力をして
いただきます。
・電話応対をしていただきます。

クリーニング工場内での検品、たた

パート労働者 有限会社長沢クリーニング商会
雇用期間の定めなし (1)8時30分～16時00分

時給

944円～944円

静岡県三島市八反畑１３８－１
【三島仮設営業所】

7

清掃員（三島市谷
田）

「静岡県総合健康センター」の日常清
掃業務を担当していただきます。
・廊下、事務室、会議室、ホール等の
掃除機及びモップ掛け
・トイレ清掃、ペーパー補充
・シャワー室清掃　等


パート労働者 東海ビル保善　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 経理の経験者にお願
いしたいと思ってお
ります

1,000円～1,050円
又は8時30分～14時30

静岡県三島市東本町２－１－１０１

9

経理・総務事務 パソコンで商奉行を使用して経理業務を担当し、総務全般もお願いしたいと思っておりますパート労働者 有限会社　森山印刷
雇用期間の定めなし (1)9時00分～15時00分

時給 クリーニング店勤務
経験の方優遇950円～1,050円

静岡県三島市徳倉１１９５番地の７９３

11

（請）ごみ収集作業
員

官公庁から委託されている一般家庭の
ごみ回収業務です。
三島市内の各家庭から排出された可燃
ゴミを、各集荷所をまわり、パッカー
車に積込む作業をしていただきます。
その他付随する作業もあります。
昼間の屋外での立ち仕事であり、体力

パート労働者 伊豆総業　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時45分～14時45分

時給 (2)16時00分～19時00

1,050円～1,050円

静岡県三島市中央町２－２９

10

給食係 ・入院患者様および職員の食事の調理
に付帯する一切の業務
（材料の下準備、調理全般、盛り付
け、配下善、洗浄）

・朝食　約２００食
・昼食　約２５０食

パート労働者 交替制あり 医療法人社団形外会　三島森田病院
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

970円～1,000円
又は17時00分～2時00

静岡県三島市字賀茂之洞４７０３
－９４
三島市清掃センター内

12

アルミバリ取り作業
員

アルミ製品のバリ取りもしくは研掃機
業務
未経験者可

　　　　　　★☆★　急　募　★☆★

パート労働者 株式会社　三光ダイカスト工業所
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給

1,000円～1,100円

静岡県三島市松本１１３－１

時給

970円～1,200円
又は8時00分～17時00

静岡県三島市松本１１３－１

13

エアーリーク作業員 冷暖房完備の室内でアルミ製品の
エアーリーク（機密）検査
未経験者可


　　　　　　★☆★　急　募　★☆★

パート労働者 株式会社　三光ダイカスト工業所
雇用期間の定めなし
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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10月7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: 055-977-4585 従業員数 74人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 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- 6998121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 055-977-4585 従業員数 74人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 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- 7000521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 055-986-7123 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 6995321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 055-977-1234 従業員数 7人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 木日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7043321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-971-5507 従業員数 150人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： なし 時間外 なし 介護職員実務者研修修了者

求人番号: 22050- 7042421 各種保険： 労災 月平均 介護福祉士

     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: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7199221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-947-3095 従業員数 16人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7240921 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 055-973-6600 従業員数 12人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7066821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-973-6600 従業員数 12人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7069421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-971-1177 従業員数 3人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7040221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-976-6500 従業員数 90人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7248321 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-975-1315 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7142621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-983-6770 従業員数 21人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7047021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

14

アルミバリ取り作業
員

アルミ製品のバリ取りもしくは研掃機
業務
未経験者可

　　　　　　★☆★　急　募　★☆★

パート労働者 株式会社　三光ダイカスト工業所
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給

970円～1,200円
又は8時00分～17時00

静岡県三島市松本１１３－１

15

エアーリーク作業員 冷暖房完備の室内でアルミ製品の
エアーリーク（機密）検査
未経験者可


　　　　　　★☆★　急　募　★☆★

パート労働者 株式会社　三光ダイカスト工業所
雇用期間の定めなし

時給

970円～1,000円
又は17時00分～2時00

静岡県三島市徳倉５－９－５０

17

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

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

時給

970円～1,050円

静岡県三島市松本１１３－１

16

加工係 
加工機への部品取入取出し

洗浄機運搬等


パート労働者 変形（1年単位） 株式会社　宮入製作所
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

1,050円～1,250円
又は8時00分～18時00

静岡県三島市大場１２２－４

18

ラ・サンテふよう
訪問介護員（ホーム
ヘルパー）

・利用者さんのご自宅に訪問して清掃
や買い物、入浴等の支援や介助を行い
ます。
・新人研修、先輩ヘルパーと同行によ
り一人で仕事が出るようになるまで徹
底したサポートをいたします。

パート労働者 交替制あり 社会医療法人　志仁会
雇用期間の定めなし

時給

980円～1,200円
又は14時00分～19時00

静岡県三島市徳倉４－１０－３

20

（請）警備業 交通誘導警備業務
イベント警備

天気に左右されることはありません。

＊就業日数・時間等　相談に応じま
す。

パート労働者 株式会社　東亜
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給

1,000円～1,050円
又は7時00分～18時00

静岡県三島市佐野１２０５－３
介護老人保健ラ・サンテふよう

19

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）

時給

1,010円～1,010円
又は8時00分～21時00

静岡県三島市、沼津市、伊豆の国市、伊豆市

21

接客パート 接客、電話応対／未経験者大歓迎

〇お客様からの電話予約の受付
〇チェックイン、チェックアウトの接
客業務

※ベッドメイク業務等はありません。

パート労働者 交替制あり 株式会社ホテルアルファ－ワン三島
雇用期間の定めなし

時給

1,100円～1,100円
又は8時00分～17時00

静岡県三島市一番町１２－６

23

歯科助手　受付 ・アシスタント業務
・受付業務
・器具準備
・片付け
・滅菌
・清掃

パート労働者 にしはら歯科
雇用期間の定めなし

時給

1,010円～1,010円
又は16時00分～21時00

静岡県三島市一番町１２－６

22

ホテル駐車係 ●立体駐車場へのご案内
　・ターンテーブルを回転させる（回
転つまみをひねるだけ）
　・お客様に運転をして頂き、ご入庫
して頂く
　・サイドミラー、アンテナの確認
　・車の位置を確認し、入庫ボタンを

パート労働者 交替制あり 株式会社ホテルアルファ－ワン三島
雇用期間の定めなし

その他

944円～944円

静岡県三島市南町１７－１８

24

フロント夜勤業務 ・老人ホーム内夜間警備
・簡単な介護支援業務（服薬介助な
ど）
・来客や電話の対応

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　サンリッチ三島
雇用期間の定めなし (1)16時30分～8時30分

時給

1,000円～1,150円
又は8時00分～19時00

静岡県三島市御園７３－７

26

年末調整事務補助
（短期）

年末調整の事務補助

・年末調整関係書類のチェック
・年末調整関係書類のファイリング
・データ入力作業
・郵便物の発送
・電話対応

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

時給 給与計算実務経験者

1,250円～1,250円

静岡県三島市川原ケ谷２６４－２

25

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

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

静岡県三島市寿町３－３９　田代ビル２Ａ

時給 (2)9時00分～16時00分 事務経験

1,000円～1,300円 (3)9時00分～17時00分
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年10月7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: 055-975-7788 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 准看護師

求人番号: 22050- 7012121 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-984-1501 従業員数 142人

年　　齢: 60歳以上 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 大型自動車第二種免許

求人番号: 22050- 7127921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0558-73-1699 従業員数 8人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 薬剤師 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: 22050- 7016221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-977-4610 従業員数 30人

年　　齢: 不問 休　　日： 月他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7253221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-946-6165 従業員数 7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- 7257621 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-988-1105 従業員数 45人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 介護職員実務者研修
修了者

就業場所: 

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

求人番号: 22050- 7210221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-988-1105 従業員数 45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： 毎　週 時間外 なし ホームヘルパー２級

求人番号: 22050- 7213321 各種保険： 労災 月平均 介護職員初任者研修修了者

     TEL: 055-988-1105 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: 22050- 7227821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-988-1105 従業員数 45人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22050- 7228221 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 055-946-6975 従業員数 6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- 7259121 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- 7106221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-946-6013 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 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: 22050- 7266921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-946-6013 従業員数 9人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 保育士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7252821 各種保険： 雇用・労災 月平均 

時給 正看護師・准看護師
としての医療従事経
験

1,450円～1,600円27

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

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

静岡県三島市大場２８９
三島営業所

29

薬剤師 ＜＜薬剤師の仕事内容として＞＞
　
・在宅（高齢者施設）

パート労働者 エイコー株式会社　若葉薬局
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

時給

1,000円～1,000円
又は6時30分～20時00

静岡県三島市南二日町６５０番地１

28

コミュニティバス運
転士　三島営業所
（パート・アルバイ
ト）

三島市内を運行するコミュニティバスの運転業務でワゴン車の運転です。決められた運行ルートを走行します。パート労働者 変形（1ヶ月単位） 伊豆箱根交通株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時30分～17時30分

時給 (2)9時00分～18時00分

944円～950円 (3)5時00分～9時00分
又は13時00分～18時30

静岡県三島市梅名２８４－２７

30

パン製造・販売 ＜パン製造・販売業務＞
下記業務を担当していただきます。
・パンの製造（原料の計量・混合、生
地作り・発酵・成型・焼成）
・サンドイッチ製造
・焼成後の仕上げ
・接客販売

パート労働者 交替制あり 株式会社　パン工房　ＹＡＭＡＮＡＫＡ
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

時給 (2)9時00分～13時00分

1,900円～2,800円

静岡県三島市中島７８－３

32

介護職員 〈介護職員〉
住宅型有料老人ホーム（定員３０名）
に入居されている
要介護者の身の回りのお世話をしてい
ただきます。
排泄介助、入浴介助、食事介助を基本
として、

パート労働者 株式会社カームライフ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

時給

950円～950円

静岡県三島市松本２６５－１８

31

職業指導員 ・障がいをもった方と一緒に内職作業（みかんネット加工、段ボー　ル加工）等を行います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　・残業がなく働きやすい環境です。　　　　　　　　　　　　　　・資格がなくても大丈夫です。　　　　　　　　　　　　　　　　・丁寧に指導いたします。パート労働者 パオ・ポット（株式会社　シンパシー）
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時10分～13時10分

日給

950円～1,200円

静岡県三島市徳倉３丁目１－２９

33

介護職員（夜勤専
門）

住宅型有料老人ホーム（３０床）にお
ける夜勤介護業務全般を
担当していただきます。

〈主な業務内容〉
・利用者の身体介護
　（排泄介助、入浴介助、食事介助

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社カームライフ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)16時30分～9時30分

時給 介護施設等の従事、
もしくは近親者の介
護等あれば優遇

950円～1,300円
又は7時00分～20時00

静岡県三島市徳倉３丁目１－２９

35

看護職（有料老人
ホーム）

〈看護師業務〉
有料老人ホーム（３０床）における要
介護者の
健康管理（バイタルチェック）、処
置、内服管理、病院への
付き添い等の業務を担当していただき
ます。

パート労働者 株式会社カームライフ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

時給 (2)9時00分～16時30分

1,500円～1,600円

静岡県三島市徳倉３丁目１－２９

34

看護師（デイサービ
ス）

〈看護師業務〉
・デイサービスを利用している要介護
者の健康管理
　（バイタルチェック）、処置、内服
管理の業務
・利用者の身体介護及び生活援助も
行っていただきます。

パート労働者 交替制あり 株式会社カームライフ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時30分～17時30分

時給 (2)13時30分～17時30 事務職としておおむ
ね３年以上の経験
（職種は問わない）

1,000円～1,000円

静岡県三島市徳倉３丁目１－２９

36

社労士事務所補助ス
タッフ

社労士事務所の専門スタッフのアシス
タントとして、主に補助業務に従事し
ていただきます。難しい仕事は専門ス
タッフが対応しますので、軽易な事務
作業がメインとなります。難しい知
識、経験は問いませんが、パソコンを
使うお仕事です。具体的には、

パート労働者 社会保険労務士法人オフィスＡＬＰＡＣＡ
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

1,500円～1,800円
又は8時30分～17時30

静岡県三島市谷田５７０－１

38

調理師 調理業務
・保育園での給食、おやつの調理
　園児１９食、職員８食程度（施設に
より前後）
・配膳下膳
・他一般調理業務

パート労働者 交替制あり 株式会社　すいみー保育園
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 医師免許　小児科専
門医資格11,000円～11,500円

静岡県三島市本町１３－７

37

小児科医師 クリニックにおける小児科医師業務
診察全般
ワクチン接種
幼児検診等
その他付帯する業務


パート労働者 ウィンザークリニックリゾート
雇用期間の定めなし (1)8時30分～18時00分

時給 (2)11時00分～19時00

946円～1,300円
又は7時00分～19時00

静岡県三島市加屋町１０－４

39

保育士 保育士業務
・園児を公園に連れて行く
・読み聞かせを行う
・食事、オムツ替え、昼寝の世話等
・連絡帳の記入

パート労働者 交替制あり 株式会社　すいみー保育園
雇用期間の定めなし (1)7時00分～15時00分

時給 (2)8時00分～15時00分

946円～1,300円

静岡県三島市加屋町１０－４
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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10月7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: 055-975-1586 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- 7235721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 090-3453-4631 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 土他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 7261221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-957-8100 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 水日祝 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7191421 各種保険： 労災 月平均 2時間

     TEL: 0545-72-3211 従業員数 31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- 8278821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 052-739-3838 従業員数 21人

年　　齢: 64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: 23010-32922221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 052-709-3670 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 23010-32873721 各種保険： 労災 月平均 2時間

     TEL: 055-931-7032 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 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 調理師

求人番号: 22030-10107821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0550-82-2088 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22031- 3616321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 055-946-5378 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030-10104121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-948-0722 従業員数 34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 あり

求人番号: 22050- 7078321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 055-948-0555 従業員数 125人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 7054121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-948-2511 従業員数 30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- 7093421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-988-1641 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7099721 各種保険： 雇用・労災 月平均 

静岡県三島市芝本町７－７

41

レタスの栽培収穫
※一年中様々な野菜
の作業有★シフト制

【おいしい箱根西麓三島野菜を一緒に
つくりましょう】

一年を通して様々な野菜を作っていま
すので、栽培から収穫、出荷調整作業
まで農業全般のお仕事をしていただき
ます。

パート労働者 交替制あり 前島農園
雇用期間の定めなし (1)8時30分～12時00分

時給

944円～950円40

墓地等の清掃、草取
り他

・墓地、庭などの草取り、清掃
・本堂、庫裡、客殿の清清
・その他

パート労働者 宗教法人　長円寺
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時00分～11時00分

時給

1,600円～1,850円
又は8時30分～18時30

静岡県三島市川原ケ谷１０５９

42

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

パート労働者 高橋内科ハートクリニック
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

945円～955円
又は13時30分～17時00

静岡県三島市中田町９－３０日清
プラザ
イトーヨーカドー三島店

44

倉庫内整理（三島支
店）三島市

毎日入荷される、業務用食材（乾物・
冷凍・冷蔵）の商品を倉庫内の所定の
場所へ片付けるお仕事です。慣れてき
たら、簡単なピッキング作業や賞味期
限のチェックもお願いします。

その他、営業スタッフが商品をトラッ

パート労働者 変形（1年単位） 株式会社　西原商会東海
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時30分

時給

960円～960円

静岡県三島市徳倉三丁目１４－３３

43

（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。
・フードコート内の清掃

【くるみん認定企業】
【生涯現役企業】

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)20時00分～22時00

その他

944円～1,466円
又は14時00分～21時50

静岡県三島市三ツ谷新田３３１－
１
株式会社西原商会東海　三島支店

45

塾講師　【三島校】 面接時のテスト（国・数・英）や面談
によって、担当学年や教科を相談させ
ていただきます。
安心してご応募ください。

・お仕事と家庭の両立をされている方
もいらっしゃいます。

パート労働者 交替制あり ＣＫＣネットワーク　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,000円～1,000円

静岡県伊豆の国市田京１２５９－
２９４
　田方・ゆめワーク

47

一般事務（伊豆の国
市・大仁工場）

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

時給

1,000円～1,000円

静岡県三島市南田町３－１９
ナビ個別指導学院　三島校

46

職業指導員 　主に精神障がいをお持ちの方が、作
業体験の場として通所利用する就労継
続支援Ｂ型事業所において、通所利用
者の方に対して簡単な作業指導（パン
作り、箱折などの軽作業）や生活支援
を行い、通所利用者の方々が生き甲斐
や自信を持って充実した生活が送れる

パート労働者 公益財団法人　復康会
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時30分～17時00分

時給

1,000円～1,000円

静岡県伊豆の国市神島１８５０－１　二葉建設　大仁工場

48

店舗スタッフ（アピ
タ大仁店）

アピタ大仁店における下記の業務を担
当していただきます。
　・包装・パック詰め・片付け
　・その他付随する業務
　・惣菜部門補助
　・店頭販売補助


パート労働者 株式会社　東海北辰
雇用期間の定めなし (1)7時00分～13時00分

時給 事務経験

950円～1,050円
又は8時00分～17時00

静岡県伊豆の国市長岡１１５７－１

50

看護補助者 入院患者様への看護補助業務を担当し
ていただきます。

医療療養病床：５４床　

食事介助、排泄介助、入浴介助


パート労働者 長岡リハビリテーション病院　（医療法人社団　一就会）
雇用期間の定めなし (1)7時00分～13時00分

時給 (2)8時00分～17時00分 未経験者歓迎（福祉
施設の経験があれば
尚可）

1,244円～1,335円 (3)11時30分～20時30
又は6時30分～16時30

静岡県伊豆の国市吉田１５３－１
アピタ大仁店内
　東海北辰　アピタ大仁店

49

介護職員 養護老人ホーム入所者６０名（内３０名が特定施設入居者生活介護）の生活支援及び介護業務パート労働者 変形（1ヶ月単位） 養護老人ホーム　長岡寮湯の家
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

945円～945円

静岡県伊豆の国市長岡９４６

51

屋外清掃業務 ＜　屋外清掃業務の内容として　＞

＊　敷地内の清掃・草取り・草刈り
＊　樹木の管理（簡易な剪定等含む）
＊　芝生の管理（芝刈り・肥料やり・
水撒き）
＊　簡易な補修作業等

パート労働者 ヒノキ新薬アイディエフ　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時30分～15時30分

時給

950円～1,050円
又は13時00分～19時00

静岡県伊豆の国市三福８０―２
（株）キョウデンプレシジョン

時給 (2)8時00分～16時30分

960円～1,000円

静岡県伊豆の国市長岡１４０７－４８

52

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

パート労働者 株式会社　エム・アイ・総合美装
雇用期間の定めなし (1)8時00分～12時00分
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年10月7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: 055-940-0011 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7030721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-940-0011 従業員数 20人

年　　齢: 18歳以上 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- 7032221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-981-5977 従業員数 6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- 7156821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 092-925-6483 従業員数 8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 なし

求人番号: 40180-16984721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 048-642-0982 従業員数 1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: 11030-27092921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5220-8550 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： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13010-98364121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 046-836-3935 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 火他 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: 14050- 6537621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0558-72-0331 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7180821 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0558-72-6575 従業員数 36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- 7061621 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0558-72-6575 従業員数 36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- 7064021 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: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7139821 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 055-973-2000 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22030-10121121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-932-8869 従業員数 4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: 22030-10176421 各種保険： 労災 月平均 

53

事務職員 事務員の募集です。
・介護報酬請求補助
・一般請求補助
・給与計算
・経理

その他

パート労働者 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

日給

2,250円～2,375円
又は16時30分～9時00

静岡県伊豆の国市原木７４４－１

54

介護職員（夜間） 住宅型有料老人ホームの夜間介護職員の募集です。部屋数４２室。食事介助、服薬、排泄、夜間巡視。夜間２名体制（１名は宿直・男性）。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

時給 給与計算・経理の知
識945円～945円

又は8時30分～17時30

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

56

斎場でのギフト商品
受け渡し業務／（沼
津営業所）沼津市他

＊セレモニー式場にて、弔問された方
の芳名カードを確認し、
　返礼品等のギフト商品をお客様にお
渡しするお仕事です

■通夜　→１５：００～２１：００位
の間で３～４時間程度

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 国際経営株式会社
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

944円～944円

静岡県伊豆の国市原木７４４－１

55

（請）清掃スタッフ ・立体駐車場スロープ、階段、通路、
トイレの清掃。
・先輩スタッフが親切に指導するの
で、経験のない方でも大丈夫で　す。

パート労働者 交替制あり 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)8時00分～15時00分

時給 日常英会話程度の語
学力がある方1,600円～2,500円

又は14時00分～21時00

静岡県内（伊豆の国市、沼津市）


57

子ども英会話講師
［伊豆市／修善寺教
室］

直営の教室にて、幼児から高校生まで
の子どもを対象に
英会話のレッスンをしていただきま
す。
・英会話レッスン、文法レッスンの提
供
・会員、保護者対応　　　　・各種イ

パート労働者 イッティージャパンイースト株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)15時00分～21時00

1,225円～1,225円

静岡県伊豆市小立野１００
伊豆赤十字病院　内

59

販売スタッフ【はせ
から食堂／未経験者
可・週１日から可】

物販（お土産等）の販売スタッフ。レ
ジ、お客様対応、品だしなど
その他は一般的な掃除、在庫の数を数
えて頂いたりすることが主な仕事内容
です。

【未経験者可】【就業時間・日数は応

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

時給 (2)11時00分～14時30

1,300円～1,300円

静岡県伊豆市柏久保１３４０
「ペッピーキッズクラブ修善寺教
室」

58

［契約］調理補助／
病院／伊豆市小立野

・仕込み
・盛付け
・配膳
・洗浄　等


＊社内名称：サプラー

パート労働者 株式会社ＬＥＯＣ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)15時00分～20時00

時給 (2)18時00分～21時00

950円～1,150円

神奈川県鎌倉市長谷２－１４－１
５
はせから食堂

60

洗い場兼調理補助 ●洗い物（お皿、湯呑、調理器具な
ど）のお仕事です。
●調理補助（お食事の盛付など）のお
仕事です。

洗い物やお食事の盛付、仕込みなど
マルチタスクにご活躍頂ける方を募集

パート労働者 交替制あり 有限会社　対山荘
雇用期間の定めなし (1)6時30分～10時30分

時給

1,071円～1,071円
又は9時00分～17時00

静岡県伊豆市瓜生野字中原３２

62

総務 ・経理事務
・人事事務
・総務事務
・建材販売
・上記内容に付帯する業務

パート労働者 株式会社　古藤田商店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～16時00分

時給 建材販売経験者

944円～950円

静岡県伊豆市修善寺８８３

61

商店一般業務 ・商品の陳列作業、商品管理
・電話および来客者の応対
・パソコンの入力処理（入出金データ
入力、請求書発行）
・上記内容に付帯する業務（事務所内
清掃など）

パート労働者 株式会社　古藤田商店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～16時00分

時給 (2)6時00分～9時00分

1,200円～1,500円

静岡県伊豆市瓜生野字中原３２

63

≪朝だけ≫コース管
理／伊豆国際カント
リークラブ

〈ゴルフ場コース管理のお仕事〉

未経験者歓迎。ゴルフコースの整備を
お任せします。　　　　　　整備には
芝刈り機のようなコース整備専用の機
械を使用しますが、難しい操作はない
のでご安心ください。広大なコースを

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)5時30分～8時30分

時給 人事又は経理事務経
験者944円～950円

静岡県田方郡函南町平井７１７番
地の１３
函南町役場　厚生部住民課

65

院内清掃（函南町） 当社請負先の「伊豆平和病院」内全体
（下記）を対象とした清掃作業となり
ます。

・院内清掃
（床面ダスター・掃除機・モップ掛
け、ドアガラス面拭き上げ・衛生陶器

パート労働者 株式会社　シンセイ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～15時00分

時給

1,000円～1,000円

静岡県伊豆市堀切１００４－５

64

窓口業務 「函南町役場」において窓口業務を担
当していただきます。

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

パート労働者 株式会社　データサービスセンター
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時15分

静岡県田方郡函南町平井１６９０
－３
　伊豆平和病院

時給

944円～1,000円

5/12



【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年10月7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: 055-954-1501 従業員数 33人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 メディカルクラーク
（医療事務技能審

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 医療事務資格

求人番号: 22030-10128321 各種保険： 雇用・労災 月平均 5時間

     TEL: 055-941-7008 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030- 9980921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-945-0150 従業員数 39人

年　　齢: 不問 休　　日： 月火水木金日祝他 中型自動車免許 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- 7087621 各種保険： 労災 月平均 4時間

     TEL: 055-974-0553 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7004921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-974-0553 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7005121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-974-2236 従業員数 13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- 7265621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-979-1518 従業員数 12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- 7117321 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-979-2060 従業員数 11人

年　　齢: 64歳以下 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： 毎　週 時間外 なし 介護福祉士

求人番号: 22050- 7094321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-979-2315 従業員数 3人

年　　齢: 59歳以下 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- 7118621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-979-2315 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 木日祝 歯科衛生士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7157221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-978-8803 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 歯科衛生士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7192321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-978-8803 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7193621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-979-1180 従業員数 10人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水日祝他 歯科衛生士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7155721 各種保険： 労災 月平均 

時給 (2)8時00分～12時30分 医療機関での医療事
務経験950円～1,000円66

医療事務（ＮＴＴ東
日本伊豆病院）

当社業務請負先「ＮＴＴ東日本伊豆病
院」にて
下記の業務を行っていただきます。

中央受付業務
　初診・再診受付
　保険証等の確認

パート労働者 株式会社ニチイ学館　沼津支店
雇用期間の定めなし (1)8時30分～13時00分

静岡県田方郡函南町柏谷１０５９
－１
みらいへ函南柏谷

68

引取・納車・洗車 洗車・車内清掃・引取・納車・その他、付随業務パート労働者 有限会社　岩田自動車鈑金工業
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時00分～17時00

時給 障がい施設勤務経験

950円～950円
又は7時00分～19時00

静岡県田方郡函南町平井７５０
ＮＴＴ東日本伊豆病院

67

支援員・世話人（み
らいへ函南柏谷）

障がい者グループホームにおける支援
業務をお願いします。

・掃除、洗濯、食事等日常生活におけ
る支援

世話人を務めるのに特定の資格は必要

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

時給

1,000円～1,300円
又は9時00分～17時00

静岡県田方郡函南町丹那１１９１－７

69

事務員 ＊一般事務

　・パソコンを使って各種書類の作成

　・その他
　　パソコン業務
　（Ｅｘｃｅｌ　Ｗｏｒｄ、写真、文

パート労働者 有限会社大塚土木
雇用期間の定めなし

時給 中型トラック運転経
験950円～1,200円

静岡県田方郡函南町畑３５７

71

【短期アルバイト】
食品製造（みかんの
皮むき）

・ジャム、ジュース、シロップ等食品
の製造業務

・みかんの皮むき（手作業）

パート労働者 株式会社フルーツバスケット
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時30分～12時30分

日給

1,300円～1,600円

静岡県田方郡函南町畑３５７

70

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

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

時給 製造経験者優遇

950円～1,000円

静岡県田方郡函南町丹那３４９－１

72

機械彫刻　樹脂加工 加工品の仕上げ、検査及び出荷等
その他製造補助など



パート労働者 ユニオン工芸有限会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～15時00分

時給

950円～950円

静岡県田方郡函南町桑原１０４０－８

74

歯科助手 診療助手

診療支度・片付け

パート労働者 渡辺歯科クリニック
雇用期間の定めなし

時給 介護の経験があれば
可。944円～1,200円

又は8時30分～17時30

静岡県田方郡函南町肥田３２５－２

73

介護職 デイサービスでの介護のお仕事です。 パート労働者 交替制あり 株式会社　優
雇用期間の定めなし

時給 経験者

1,500円～1,500円
又は9時00分～18時30

静岡県田方郡函南町上沢７４－２

75

歯科衛生士 歯科衛生士業務 パート労働者 渡辺歯科クリニック
雇用期間の定めなし

時給 経験者（５年以上）

1,000円～1,200円
又は9時00分～18時30

静岡県田方郡函南町間宮６８５－１

77

歯科助手 診療補助、準備、片付け、清掃 パート労働者 中條歯科医院
雇用期間の定めなし (1)16時00分～18時30

時給

1,300円～1,300円

静岡県田方郡函南町上沢７４－２

76

歯科衛生士 衛生指導、歯科衛生業務、準備、片付け パート労働者 歯科衛生士免許 中條歯科医院
雇用期間の定めなし (1)16時00分～18時30

時給 歯科衛生士としての
経験・知識・技能1,200円～1,300円

又は9時00分～18時30

静岡県田方郡函南町間宮６８５－１

78

歯科衛生士 診療補助及び予防処置
歯科診療における歯科医師の補助や歯
周治療の初期治療としての歯石除去・
ブラッシング指導・歯面清掃などを行
う。

パート労働者 いで歯科医院
雇用期間の定めなし

時給

950円～950円

静岡県田方郡函南町上沢２５－２
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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10月7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: 055-957-0559 従業員数 9人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 社会福祉士 就業場所: 

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

求人番号: 22050- 7256321 各種保険： 労災 月平均 介護職員初任者研修修了者

     TEL: 052-709-3670 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 23010-32872021 各種保険： 労災 月平均 2時間

     TEL: 03-3354-7811 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： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13080-77194221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-3354-7811 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: 13080-77199921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 054-280-0066 従業員数 7人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 危険物取扱者（乙
種）

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22010-26776921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 054-270-3601 従業員数 36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: 22010-27026621 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-51-0888 従業員数 21人

年　　齢: 不問 休　　日： 金土日 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: 22052- 2501821 各種保険： 雇用・労災 月平均 1時間

     TEL: 0557-51-0888 従業員数 39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- 2461121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-51-0888 従業員数 76人

年　　齢: 不問 休　　日： 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: 22052- 2462021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-51-0888 従業員数 60人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 保育士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 2463721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-51-0888 従業員数 15人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22052- 2469621 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-38-8841 従業員数 36人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 2430221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-38-8841 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- 2432421 各種保険： 労災 月平均 

静岡県田方郡函南町柏谷１３１９の５

80

塾講師　【函南校】 面接時のテスト（国・数・英）や面談
によって、担当学年や教科を相談させ
ていただきます。
安心してご応募ください。

・お仕事と家庭の両立をされている方
もいらっしゃいます。

パート労働者 ＣＫＣネットワーク　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)10時00分～19時00 介護職員

1,200円～1,350円
又は7時30分～16時30

79

介護職員 住宅型有料老人ホームでの訪問介護 パート労働者 交替制あり 総合介護事業所　渚
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給

950円～1,050円

静岡県田方郡函南町仁田１４９－
３
西原貸店舗２Ｆ　Ｂ
ナビ個別指導学院　函南校

81

清掃／しながわ荘
（静岡県伊東市）

◎客室１５室、７３名収容の保養施設
での清掃業務です。
　　客室内の布団入れや布団上げ、掃
除機掛け、拭き上げ
　　洗面台やトイレ等の水回りの清掃
作業です。
　　その他、共用部の清掃も行いま

パート労働者 交替制あり 東京ケータリング　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時30分～15時00分

その他

944円～1,466円
又は14時00分～21時50

静岡県伊東市広野１－３－１７
しながわ荘

83

ガソリンスタンドス
タッフ／伊東市

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

＊危険物、整備士　各資格取得制度あ
り

パート労働者 交替制あり サガミシード　株式会社　本部
雇用期間の定めなし

時給 (2)13時00分～20時00

1,000円～1,200円

静岡県伊東市広野１－３－１７
しながわ荘

82

事務フロント・サー
ビス／しながわ荘

◎客室１５室、７３名収容の保養施設
での業務です。
〔事務フロント〕
・電話対応、予約受付などのお客様対
応
・チェックイン、チェックアウト業務
・データ入力、メール送信などのＰＣ

パート労働者 交替制あり 東京ケータリング　株式会社
雇用期間の定めなし (1)7時00分～15時00分

時給 (2)8時30分～15時30分

960円～960円

静岡県伊東市寿町１－９
サガミシード（株）伊東ＳＳ

84

（請）学校給食調理
員／伊東市

○伊東市内の小中学校の給食を作るお
仕事です。
（約２９００食程度）

＊給食センター内での調理補助、食
器・食缶の洗浄消毒をお任せします。


パート労働者 株式会社　東洋食品　東海事業部　静岡支店
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～1,550円
又は7時30分～20時00

静岡県伊東市富戸１２２３－１
【生活介護事業所こもれび】

86

食事介助スタッフ
【奥野苑】　★未経
験者歓迎

特別養護老人ホームにおける、入所者
様の食事介助等を行います。
　◆１日２時間～４時間のお仕事で
す。
　◆特別な介護技術がなくても大丈夫
です！
　◆身体介護はありません！

パート労働者 社会福祉法人　城ヶ崎いこいの里
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時30分～9時30分

時給

964円～1,074円

静岡県伊東市玖須美元和田７２９
－１
　伊東市学校給食センター

85

調理員　【障がい者
通所施設こもれび】

＼障がいを持つ方が通所する施設で栄
養バランスのよい
　　　　　　　　　　美味しい昼食を
ご利用者様に提供します／

★土日休みです。（月～木の週４日勤
務）

パート労働者 社会福祉法人　城ヶ崎いこいの里
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～16時00分

時給

950円～1,050円

静岡県伊東市荻７７２－１
『特別養護老人ホーム　奥野苑』

87

放課後デイサービス
（保育士・児童指導
員）【みつばち】

／
学校の放課後や休業日に、障がいをお
持ちの児童の遊びの場を提供
するなどして、児童が放課後やお休み
の日に時間を豊かに過ごせる
よう児童の成長を支援するお仕事で
す。

パート労働者 社会福祉法人　城ヶ崎いこいの里
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)13時30分～17時30

時給 (2)17時00分～19時00

1,000円～1,000円

静岡県伊東市荻５７８－３
　児童発達支援センタークロー
バー

89

＼障がい者支援ス
タッフ／【生活介護
こもれび】（通所）

★☆障がいをお持ちの方が、日中お過
ごしになるサービスです。
・ご利用者様の日常生活全般の支援
（食事、排せつ等）
・軽作業などの日中活動の支援・見守
り


パート労働者 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　城ヶ崎いこいの里
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)11時30分～15時30

時給 幼児の療育関係の業
務経験あれば尚可。950円～1,050円

静岡県伊東市荻５７８－３【碧の園・クローバー・ひだまり】

88

幼児の療育【児童発
達支援センターク
ローバー】保育士

＼土日休み～週３日勤務／

児童発達支援センターで提供する【児
童発達支援】の業務を
行います。

※児童発達支援とは、発達の遅れや障

パート労働者 社会福祉法人　城ヶ崎いこいの里
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～15時30分

時給

950円～950円
又は8時00分～23時00

静岡県伊東市富戸１２２３－１【こもれび】

90

温泉施設（シーサイ
ドスパ）での清掃業
務

温泉施設（シーサイドスパ）での清掃
業務全般です。
○脱衣所・浴室内の清掃

○シャンプー等消耗品の補充

○マットの交換・洗濯、等

パート労働者 交替制あり 伊東マリンタウン株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

960円～1,080円

静岡県伊東市湯川５７１－１９
オーシャンバザール棟２階

時給

950円～950円
又は9時00分～18時00

静岡県伊東市湯川５７１－１９
シーサイドスパ棟

91

洗い場・接客　『蕎
麦ダイニング楽』
短時間パート

伊東マリンタウン２階『蕎麦ダイニン
グ楽』における業務
うどんやそばのセルフサービス（宴会
や団体対応もあり）
○洗い場対応
○接客対応
○簡単な調理補助

パート労働者 交替制あり 伊東マリンタウン株式会社
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10月7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: 0557-53-3838 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 2444121 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： 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- 7143921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-975-1315 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- 7144121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-52-0221 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： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 2473221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-52-0221 従業員数 50人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 2474521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-36-9069 従業員数 59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： その他 時間外 なし ホームヘルパー２級

求人番号: 22052- 2480821 各種保険： 労災・財形 月平均 

     TEL: 0557-37-2276 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: 22052- 2450321 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-45-3452 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 2447821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-36-5503 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： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 2425321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-51-1115 従業員数 94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- 2504421 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: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22052- 2506621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     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- 2509021 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 0557-48-1443 従業員数 18人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 理学療法士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22052- 2494921 各種保険： 労災 月平均 2時間

92

保養所での客室清
掃、共用部清掃等
【伊豆高原】

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





パート労働者 交替制あり 株式会社　伊豆急コミュニティー
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時30分～13時00分

時給 (2)17時00分～22時00

1,100円～1,150円

静岡県伊東市池８９３－７６

93

ステーキ店のホール
スタッフ

【ご案内】お客様を笑顔で「やっぱり
ませ～！」とお迎えして各テーブルへ
ご案内！

【オーダー受け】お客様によるタッチ
パネル注文で、オーダーの間違いなく
安心！

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

950円～950円

静岡県伊東市鎌田７６７－１０

95

おもてなしコーディ
ネーター（朝食時、
等）

旅館のおもてなしコーディネーターと
して、お客様の接客を担当していただ
きます。
○朝食時の配膳、接客、片付け、等
○チェックアウト対応
○簡単な清掃　等


パート労働者 有限会社　茄子のはな『絶景の癒しの湯宿　茄子のはな』『絶景の離れの宿　月のうさぎ』『絶景の癒しの湯宿　箱根　星のあかり』
雇用期間の定めなし (1)8時00分～12時00分

時給 (2)17時00分～22時00

1,100円～1,150円

静岡県伊東市鎌田７６７－１０

94

キッチン・洗い場 １日５時間！
接客対応はありません。人前が苦手だ
な～って方など是非！

・食器類、調理器具などの洗浄
　※食洗器を使用する作業もありま
す。

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

時給

1,000円～1,200円

茄子のはな（伊東市池６３５－１
３５）
月のうさぎ（伊東市富戸１２９９
－３）の何れか

96

客室清掃スタッフ
＊急募＊

旅館における客室清掃の仕事です。
○掃除機をかける
○ゴミ集め
○リネン類の交換
○アメニティー用品の補充、等

●就業場所について

パート労働者 有限会社　茄子のはな『絶景の癒しの湯宿　茄子のはな』『絶景の離れの宿　月のうさぎ』『絶景の癒しの湯宿　箱根　星のあかり』
雇用期間の定めなし (1)10時30分～14時30

時給 (2)16時30分～20時30

1,000円～1,300円
又は8時00分～21時00

伊東市・熱海市全域の高齢者宅
※本人のご希望を考慮します。
（事務所には寄らず直接ご利用者
様のお宅へ伺い、終了後は自宅へ

98

ルート集配及び事務 得意先顧客（歯科医院）に対するルー
ト集配業務
指示書等の回収及び一般事務　
加工、製作した義歯などの納品
集金をお願いする場合あり

※社有車（ＡＴ軽自動車）

パート労働者 株式会社　アートデンタルラボラトリー
雇用期間の定めなし

時給

1,610円～1,710円
又は8時00分～19時00

茄子のはな（伊東市池６３５－１
３５）
月のうさぎ（伊東市富戸１２９９
－３）の何れか

97

ホームヘルパー【伊
東・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。

★サービス提供責任者が、
　仕事に慣れるまでは同行しますので

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

950円～1,000円
又は10時00分～17時00

静岡県伊東市中央町８－１０

99

販売（小売業） ゲームソフト、トレカ、古本等の店舗
での販売、買取を行います。

その他、インターネット販売の出品作
業もあります。

●未経験者も歓迎します。

パート労働者 交替制あり 有限会社　ジャンプ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)10時00分～17時00

時給

950円～1,100円
又は8時00分～19時00

静岡県伊東市湯川５７１－１９
伊東マリンタウン
　『海友』

101

トイレ清掃・環境整
備【伊豆シャボテン
動物公園】急募

伊豆シャボテン動物公園内の清掃及び
環境整備の長期アルバイトです。【急
募】
○トイレ清掃
○ベンチ清掃
○園内環境整備


パート労働者 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～16時00分

時給 (2)9時00分～19時00分

950円～970円 (3)8時30分～20時00分
又は8時30分～18時00

静岡県伊東市川奈１２５４－１５

100

販売、レジ対応　◆
急募◆

●伊東マリンタウン内の土産物店『海
友』における、お土産品・お菓子等の
販売、接客の業務です。
商品の陳列、整理整頓、宅配便の手
配、レジ打ちなどを行います。
お土産物は箱売りの物が多いため、包
装の作業はほとんどありません。

パート労働者 交替制あり 株式会社　やいま
『　海友　』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～16時00分 調理経験者優遇

1,050円～1,050円

静岡県伊東市富戸１３１７－１３
　伊豆シャボテン動物公園

102

レストランでの厨房
業務【伊豆高原旅の
駅ぐらんぱるぽー
と】

◆急募◆

伊豆高原旅の駅ぐらんぱるぽーとでの
レストランでの業務

主に調理・調理補助をお願いします。
・簡単な仕込み、盛り付け、配膳など

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～17時00分

1,050円～1,050円

静岡県伊東市八幡野１６６６－４

104

理学療法士（訪問看
護によるリハビリ業
務）

●令和４年４月に新規オープンしまし
た「住宅型有料老人ホーム　ナースの
森」での理学療法士業務全般を行いま
す。
●その他、訪問での業務もあります。
ご利用者様の家庭に訪問し、お医者様
からの指示書に従い業務を行います。

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)8時30分～17時30分

時給

1,000円～1,300円
又は9時15分～18時00

静岡県伊東市富戸１０９０

103

そば打ち体験インス
トラクター／観光施
設／伊豆高原

◇そば打ち体験・にぎり寿司体験・
アート体験・陶芸体験・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。


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

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】

時給

1,500円～1,800円
又は8時30分～17時30
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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10月7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: 0557-48-1443 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 あり 准看護師

求人番号: 22052- 2495121 各種保険： 労災 月平均 2時間

     TEL: 0557-48-1443 従業員数 42人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 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- 2496021 各種保険： 労災 月平均 2時間

     TEL: 0557-48-1443 従業員数 18人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 作業療法士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22052- 2497721 各種保険： 労災 月平均 2時間

     TEL: 0557-48-1443 従業員数 24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- 2498821 各種保険： 労災 月平均 介護福祉士

     TEL: 0557-48-1443 従業員数 18人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 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- 2499221 各種保険： 労災 月平均 2時間 ホームヘルパー２級

     TEL: 0557-54-1678 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： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 2448221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-35-9034 従業員数 62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- 2426621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-35-9034 従業員数 62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- 2427921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-48-6133 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22052- 2415521 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-55-2660 従業員数 42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- 2417321 各種保険： 労災 月平均 1時間

     TEL: 090-2733-2441 従業員数 9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： その他 時間外 なし 小学校教諭免許（専修・１種・２種）

求人番号: 22052- 2435921 各種保険： 労災 月平均 中学校教諭免許（専修・１種・２種）

     TEL: 0557-29-6260 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： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22052- 2421821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 110人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 2512421 各種保険： 労災 月平均 

時給

1,500円～2,100円
又は8時30分～17時30

105

住宅型有料老人ホー
ム（正看護師・准看
護師）

●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。

お医者様からの指示書に従い業務を行
います。
病気の看護、褥瘡などの処置、健康管

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)8時30分～17時30分

静岡県伊東市渚町５－３８
【看護小規模多機能型居宅介護施
設】

107

作業療法士（訪問看
護によるリハビリ業
務）

●令和４年４月に新規オープンしまし
た「住宅型有料老人ホーム　ナースの
森」での作業療法士業務全般を行いま
す。
●その他、訪問での業務もあります。
ご利用者様の家庭に訪問し、お医者様
からの指示書に従い業務を行います。

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)8時30分～17時30分

時給

1,500円～2,000円
又は8時30分～17時30

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】

106

看護小規模多機能型
施設の看護業務（正
看護師・准看護師）

●２０２０年３月新規オープンしまし
た「看護小規模多機能施設型居宅介護
施設　ナースの森」での看護業務全般
を行います。
ほか、訪問での業務もあります。（社
有車または自家用車を使用。自家用車
の場合は自家用車手当を支給）

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)8時30分～17時30分

時給

1,100円～1,300円
又は7時00分～20時00

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】

108

介護職員【看護小規
模多機能施設】

●令和２年３月にオープンしました
「看護小規模多機能型居宅介護施設
ナースの森」での業務です。
　
○食事介助、生活介助、身体介助　等

○他に訪問介護業務を行っていただく

パート労働者 交替制あり 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)8時30分～17時30分

時給

1,500円～1,800円
又は8時30分～17時30

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】

110

フラワーショップス
タッフ

生花販売店の業務全般のお仕事です。
・生花の販売、接客対応、レジ対応
・花束やアレンジメントの制作
・園芸品の管理、水やりなど
・スーパーなどへの納品
◎入社後は配達を中心に業務を行って
頂きます。

パート労働者 交替制あり 有限会社　花徳
雇用期間の定めなし (1)9時00分～13時00分

時給

1,100円～1,300円
又は7時00分～19時00

静岡県伊東市渚町５－３８
【看護小規模多機能型居宅介護施
設　ナースの森】

109

介護職員【住宅型有
料老人ホーム　ナー
スの森】

○施設内の生活介助、身体介助　等

●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。
※事前の研修がありますので、勤務開
始は令和４年３月～を予定していま

パート労働者 交替制あり 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

時給

1,200円～1,200円

静岡県伊東市八幡野１１８４－３３

111

ナイトフロント ・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年単位） 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)21時00分～7時30分

時給 (2)9時00分～17時00分

944円～944円
又は9時00分～17時00

静岡県伊東市湯川４丁目２－１５

113

サービス業【カフェ
ファミーユ】◆急募
◆

カフェのキッチン・フロア業務です。
（席数：１５席ほど）

○お客からオーダーをとったり、料理
を作り運んだりすることが
　メインのお仕事です。


パート労働者 株式会社　ファミリーリゾート
雇用期間の定めなし (1)10時30分～17時00

日給

1,200円～1,200円

静岡県伊東市湯川４丁目２－１５

112

設備係 ・設備維持管理、電球交換等
・お風呂の清掃及び温度や湯量の管理
・簡単な機械の点検作業

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)21時00分～7時30分

時給 仕事としての清掃業
務があれば尚可。1,000円～1,000円

静岡県伊東市十足６１４番地２２
７
「カフェ　ファミーユ」

114

清掃 ●断食と食養生の施設で、客室を中心
にお掃除をしていただきます


パート労働者 交替制あり 有限会社　やすらぎの里　本館
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

静岡県伊東市富戸９２５－３８
【伊豆高原ＢＡＳＥ施設】

116

介護事務【うさぎ薬
局ケアプランセン
ター】

・介護保険請求
・電話応対
・請求書作成業務
・契約書作成業務
・備品の管理
・官公庁への書類の提出

パート労働者 株式会社　うさぎ薬局　【介護部門】
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)10時00分～17時00

1,000円～1,000円

静岡県伊東市八幡野１２８３－７８

115

児童指導員・保育士
＊急募＊

障がいを持った児童（小学１年生～高
校３年生）を放課後や土曜・長期休暇
中に預かり、療育し、自立へ向けた支
援を行います。
その他、児童の送迎の仕事もありま
す。
（普通乗用車：ＡＴ車）

パート労働者 特定非営利活動法人　伊豆高原ＢＡＳＥ
雇用期間の定めなし (1)13時00分～17時00

時給

1,000円～1,000円
又は7時30分～17時00

静岡県伊東市広野１－３－２６
広野ＭＣビル２階
【うさぎ薬局　ケアプランセン
ター】

117

フロント会計【ハト
ヤホテル】

チェックアウト時の精算、経理ＰＣ入
力、予約受付
○お客様のご案内、お見送り
○客室管理、予約受付業務
○請求書の支払い等の現金出納業務
○パソコン使用（ワード・エクセル初
級程度）

パート労働者 交替制あり 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,000円～1,250円

静岡県伊東市岡１３９１
ハトヤホテル
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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: 0557-38-6100 従業員数 128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- 2513321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 110人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 2514621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 110人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 2515921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 110人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 2516121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 128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- 2517021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 128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- 2518721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 110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 あり

求人番号: 22052- 2520421 各種保険： 労災 月平均 4時間

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 110人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 2522621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 110人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 2524121 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 110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- 2525021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 128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- 2527821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 128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- 2529521 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-53-1111 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： なし 時間外 あり

求人番号: 22052- 2416421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

『ホテルサンハトヤ』（静岡県伊
東市湯川５７２－１２）
　　内　予約センター

119

浴場係【ハトヤホテ
ル】

【（１）の時間の主な業務】
○大浴場及び脱衣場の清掃業務　
清掃器具を使っての磨き等の作業、
シャンプーやボディーソープなど備品
の補充等を行います。

【（２）の時間の主な業務】

パート労働者 交替制あり 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～13時00分

時給 (2)9時00分～16時00分

1,300円～1,300円118

予約センター業務
【ホテルサンハト
ヤ】

「サンハトヤ」内予約センターにおけ
る業務です。
○予約の問い合わせ等の電話応対
○台帳管理
○パソコン入力、等

※予約受付センターの営業時間は、８

パート労働者 交替制あり 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～18時00分

時給 (2)16時00分～21時00

944円～944円

静岡県伊東市岡１３９１
ハトヤホテル

120

売店【ハトヤホテ
ル】

『ハトヤホテル』内の売店での業務全
般です。
○土産物の販売、接客対応、レジ
○商品の仕入れ発注
○売店の掃除、整理整頓、等

パート労働者 交替制あり 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～10時40分

時給 (2)17時00分～22時00

1,000円～1,000円
又は8時00分～22時00

静岡県伊東市岡１３９１
【ハトヤホテル】

122

布団敷き、他　【サ
ンハトヤ】

○布団敷き
　和室：押し入れから布団一式を出し
セットする。
　洋室：ベッドカバーを外す作業

○部屋の茶器・グラス・お菓子などの
取り替え

パート労働者 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)18時00分～21時00

時給

1,000円～1,000円

静岡県伊東市岡１３９１
ハトヤホテル

121

客室清掃、他　【ハ
トヤホテル】

○客室清掃
　掃除機をかける、ゴミ集め、布団上
げ、ベッドメーキング、
　お風呂や洗面等の水回り拭き上げ清
掃、
　アメニティー用品の補充、等
※２～３人一組で行う作業となりま

パート労働者 交替制あり 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～14時00分

時給

1,000円～1,000円

静岡県伊東市湯川５７２－１２
【サンハトヤ】

123

客室清掃、他　【サ
ンハトヤ】

○客室清掃
　掃除機をかける、ゴミ集め、布団上
げ、ベッドメーキング、
　お風呂や洗面等の水回り拭き上げ清
掃、
　アメニティー用品の補充、等
※２～３人一組で行う作業となりま

パート労働者 交替制あり 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～14時00分

時給

1,000円～1,000円

静岡県伊東市岡１３９１
ハトヤホテル

125

洗い場・雑用【ハト
ヤホテル】

○ホテル内食事会場の片付けやゴミ捨
て　

○調理場での食器洗いや片付け

○掃除　等


パート労働者 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～11時00分

日給

1,200円～1,200円
又は20時00分～8時00

静岡県伊東市湯川５７２－１２
【サンハトヤ】

124

ナイトフロント【ハ
トヤホテル】

○夜間電話対応、お客様対応
○キャッシャー対応
○パソコン操作（伝票入力：会計書の
作成など）
○館内客室等の巡回　等

パート労働者 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 施設管理の経験

944円～1,000円

静岡県伊東市岡１３９１
【ハトヤホテル】

126

設備管理（施設課ア
ルバイト）【ハトヤ
ホテル】

施設課にて担当社員の補助として、電
気・ガス・ボイラー等の保守・点検・
管理、設備のメンテナンスを行いま
す。
○電気メーターの記録、管理、保守点
検
○水質検査

パート労働者 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

時給 (2)18時00分～22時00

1,000円～1,000円
又は9時00分～11時00

静岡県伊東市岡１３９１
【ハトヤホテル】

128

大漁苑　ホールス
タッフ【ホテルサン
ハトヤ】

『ホテルサンハトヤ』内、大漁苑の
ホールスタッフの仕事です。
○会場の準備
○配膳
○お客様の対応（飲み物のオーダーを
取るなど）　　　　　
○片づけ　など

パート労働者 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

時給 (2)16時30分～21時30

1,000円～1,000円

静岡県伊東市岡１３９１
【ハトヤホテル】

127

宴会課【ハトヤホテ
ル】

「ハトヤホテル」の食事会場の担当業
務です。
○会場準備
○配膳
○片付け
○シアターホールの管理、準備
○接客対応、等

パート労働者 交替制あり 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～11時00分

時給 調理経験（刺身が作
れる方）1,250円～1,250円

『ホテルサンハトヤ』内　「大漁
苑」
　（静岡県伊東市湯川５７２－１
２）

129

調理（ドライブイン
大漁苑）【サンハト
ヤ】

ホテルサンハトヤ内の『ドライブイン
大漁苑』における調理の仕事です。

○調理業務全般（仕込み～調理～盛り
付け～片付け）
○食材の管理（食材の在庫管理、仕入
れ等）

パート労働者 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～16時30分

時給

944円～944円

静岡県伊東市八幡野１１６３

時給 (2)10時15分～18時30

950円～950円

静岡県伊東市湯川５７２－１２
　ホテルサンハトヤ内　大漁苑

130

鉄道車両の清掃業務
【伊豆高原駅構内】

伊豆急行線伊豆高原駅構内（車両置き場）において列車の車内・車外の清掃をしていただきます。パート労働者 交替制あり 伊豆急行株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～17時15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10月7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: 0557-37-3429 従業員数 15人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 2438721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0557-45-1221 従業員数 53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- 2449521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-45-1221 従業員数 53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- 2453121 各種保険： 労災 月平均 20時間

     TEL: 0557-45-1221 従業員数 53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- 2454021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-51-2309 従業員数 100人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 調理師 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: 22052- 2437021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-33-3337 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 2507921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-85-5661 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 火 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： なし 時間外 なし

求人番号: 22050- 7208121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-85-5661 従業員数 11人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7214621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-37-8181 従業員数 64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- 2436121 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 0557-54-3117 従業員数 7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- 2413821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-54-2233 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： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22052- 2477621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0544-52-0333 従業員数 4人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22070- 4035121 各種保険： 雇用・労災 月平均 5時間

     TEL: 0545-67-1083 従業員数 31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： その他 時間外 あり

求人番号: 22100- 8428021 各種保険： 労災 月平均 5時間

131

乾海苔の製造・加工 専用の機械を使用し製品（焼き海苔・
味付け海苔など）を作ります。
○海苔の加工・カット
○加工品の包装・梱包作業　など

※出荷個数の入力作業あり
※立ち仕事です

パート労働者 上総屋商事　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給

1,200円～1,200円

静岡県伊東市玖須美元和田７２７－２５２

132

ナイトフロント業務 当社サザンクロスリゾート（ホテル、
ゴルフ場）における業務

●ナイトフロント業務　
夜間のチェックイン、チェックアウト
受付
宿泊のお客様の対応

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　サザンクロス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)0時00分～6時00分

時給 (2)9時00分～16時00分

950円～1,000円 (3)8時30分～15時00分
又は8時00分～17時00

静岡県伊東市吉田１００６番地

134

レストラン調理補助 レストランでの調理補助・洗い場業務

食器や調理器具の洗い物を行います。
食器洗浄機を使用します。
洗い上がった食器等を所定の位置に片
付けます。
盛り付け等の簡単な調理の補助を行い

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　サザンクロス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)7時00分～15時00分

950円～1,100円
又は8時00分～16時00

静岡県伊東市吉田１００６番地

133

ゴルフ場内スタート
接客業務

「サザンクロスカントリークラブ」の
ゴルフスタート課の接客業務全般
○プレーヤーのご案内
○スタート時間、プレーの流れの管理
○カートの管理
○ゴルフバックの受け渡し　等

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　サザンクロス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～14時00分

時給 (2)16時00分～21時00 経験者優遇

1,300円～1,400円
又は6時00分～21時00

静岡県伊東市吉田１００６番地

135

厨房スタッフ ホテルレストランの厨房業務（洋食）
業務を担当して頂きます。
〇調理補助
　簡単な調理・食器の準備・盛り付け
〇食器や調理器具の洗い物
〇厨房内の清掃等


パート労働者 交替制あり 調理学校卒業者 リゾートトラスト株式会社　エクシブ伊豆
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～10時30分

時給

1,200円～1,350円
又は6時00分～21時00

静岡県伊東市富戸

137

（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、廊下、階段、エレベーター
ホール、共用トイレ等の掃き掃除、拭
き掃除

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～12時00分

時給 (2)8時30分～12時30分

950円～950円

静岡県伊東市富戸字先原１３１７－５２４３

136

清掃スタッフ【伊東
市富戸】

リゾートマンション内の清掃スタッフ
他のスタッフと一緒に作業します。
・マンション共用部分清掃
　（エントランス、ロビー、廊下、ト
イレ等）
・浴場清掃（大浴場、露天風呂）


パート労働者 交替制あり 株式会社ユーライフ　伊東営業所
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

時給

1,000円～1,000円

静岡県伊東市富戸８９０番地の１

138

（請）リゾートマン
ションフロント窓口

リゾートマンションのフロント窓口対
応になります。

・フロント受付業務（施設の予約、各
届出対応等）
・巡回
・お客様対応

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～17時00分

時給

1,000円～1,000円

静岡県伊東市竹の内１－１－３

140

販売員 衣料品・寝具・雑貨・食料品等の商品
を取扱う店での販売、接客対応、レジ
作業、品出し等の業務です。

その他、休憩室・駐車場・トイレ清掃
なども行います。


パート労働者 交替制あり ミロー　伊豆高原店
雇用期間の定めなし (1)9時30分～13時30分

時給 (2)19時00分～22時30

950円～1,000円

静岡県伊東市富戸１０２０－２９２

139

洗い場係 ○食器洗浄
（食事後の食器を簡単に水洗いし、食
器洗浄機で洗います）
○食器の片付け
（所定の位置に戻します）
○清掃　等
　

パート労働者 交替制あり ホテル　ラヴィエ川良
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 飲食業就業経験

1,250円～1,250円

静岡県伊東市八幡野１１３９－４

141

愛犬と泊まれるリ
ゾートホテル・レス
トラン夕食サービス

　愛犬と泊まれるリゾートホテル付帯
レストラン「フランス料理・ラヴィア
ンローズ」の夕食営業サービススタッ
フの募集です。
　ご旅行中は飼い主様と愛犬が一緒に
過ごせるようレストランも愛犬と同伴
が可能となっており、飼い主様へのお

パート労働者 株式会社　セラヴィリゾート泉郷
『Ｗａｎ’ｓ　Ｒｅｓｏｒｔ　城ヶ崎海
岸』

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)16時30分～21時30

時給 (2)13時00分～17時00

950円～1,200円 (3)13時00分～19時00

静岡県伊東市湯川５７１－１９
　伊東マリンタウン施設　内

143

看護職パート（百葉
介護センターわか
ば）

デイサービスのご利用者様に対する
看護業務全般をお願い致します。

・体調管理、バイタルチェック
・緊急時、急変時の対応
・一部介助業務（食事、入浴など）


パート労働者 医療法人財団　百葉の会
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)10時00分～18時00 販売業務経験

950円～1,000円

静岡県伊東市八幡野１０９２－２

142

伊東マリンタウン店
販売スタッフ

＊観光施設での乳製品販売スタッフ業
務
・道の駅「伊東マリンタウンの当社直
営売店にて、牛乳、乳製品、
　ソフトクリーム等の販売業務に携
わっていただきます。
・接客、注文受け、加工、販売業務

パート労働者 交替制あり 朝霧乳業　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～16時30分

静岡県伊東市岡１２９３－３

時給 デイサービスでの看
護業務のご経験
サービス形態問わず

1,500円～1,700円
又は8時00分～17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10月7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: 0562-93-0151 従業員数 15人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 23030-20796021 各種保険： 労災 月平均 3時間

     TEL: 0562-93-0151 従業員数 15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: 23030-20798821 各種保険： 労災 月平均 

時給 (2)10時00分～19時00

955円～1,200円144

介護職（グループ
ホーム伊東）

〈　介護業務　〉
　利用者様の介護等

　・食事、入浴、トイレ介助等

　・レクレーション等


パート労働者 変形（1ヶ月単位） ヘルスケアサポート　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時00分～17時00分

静岡県伊東市富戸１１０５－２５
「グループホーム伊東」

時給 (2)10時00分～19時00

955円～1,200円 (3)17時00分～10時00

静岡県伊東市富戸１１０５－２５
「グループホーム伊東」

145

介護職（グループ
ホーム伊東）

＜介護業務全般＞

　利用者様の介護等

　・食事、入浴、トイレ介助等
　・レクリエーション等


パート労働者 変形（1年単位） ヘルスケアサポート　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分
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