
【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年11月7日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 03-5449-1441 従業員数 4人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水土日祝他 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: 13040-25989022 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 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: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-41817521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 054-353-6868 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： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22040- 7363121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     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- 7733721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0465-60-2211 従業員数 85人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7753421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 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- 7783821 各種保険： 労災・健康 月平均 

     TEL: 0557-55-7520 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- 7804021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-86-5400 従業員数 15人

年　　齢: 18歳～69歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7808521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-83-1183 従業員数 7人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝 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- 7811121 各種保険： 雇用・労災 月平均 1時間

     TEL: 055-975-1315 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7816521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 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- 7855821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 052-222-7377 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 23020-68560521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-3505-3042 従業員数 8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: 13040-25527622 各種保険： 労災 月平均 

静岡県熱海市渚町２２－１０
「スパリゾートリブマックス」内
レストラン（当社店舗）

時給

1,500円～1,500円
又は5時00分～23時00

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

静岡県熱海市泉１７－１
熱海ちとせ病院
内　当社事業所

13

調理スタッフ／熱海
ｏｃｅａｎ

リゾートホテル内にあるレストランで
の調理スタッフの
募集です。
簡単な調理補助（洗い場業務や盛り付
けなど）をお願いします。
スキル、ご経験に応じてお仕事をお任
せします。

パート労働者 交替制あり 株式会社　リブマックス　フーズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

時給

950円～1,000円

静岡県熱海市小嵐町９－１７

12

調理補助パート
（請）／熱海市

病院における食事サービス提供業務
調理・盛付・配膳・下膳・洗浄・清掃
などをお任せします。

わからないことや確認したいことはお
気軽にお尋ねください。


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

時給

1,000円～1,200円
又は9時00分～14時00

静岡県熱海市田原本町３－６

11

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 未経験の方でも始め
られるシュークリー
ム作りのお仕事で

1,000円～1,100円

静岡県熱海市中央町１９－２７　對木ビル３Ｆ

10

シュークリームの製
造及び販売

熱海スイーツでおなじみの「四角い
シュークリーム」作りです。

・生地の成型
・クリーム作り
・シュークリームの仕上げ作業
・箱詰め、陳列

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)8時00分～17時00分

時給

950円～1,000円

静岡県熱海市上宿町１４－１０

9

歯科助手 歯科助手業務をしていただきます。
・歯科治療の介助
・歯材の補充をしていただきます。
・器具、院内の清掃、準備をお願いし
ます。

パート労働者 ツイキ歯科医院
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時30分

時給 宿泊施設勤務経験

1,300円～1,400円
又は18時00分～8時00

静岡県熱海市桃山町

8

保養所における業務
全般

保養所における業務全般
フロント・食堂・清掃

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

時給 ＰＣ入力、メール対
応、電話対応ができ
る方

1,030円～1,030円

静岡県熱海市田原本町３－８

7

ＥＣサイト運営ス
タッフ

商品注文受発送、顧客情報管理、商品
代金受領管理を中心に担当いただきま
す。
具体的には…
商品購入依頼受付（電話／ＦＡＸ／イ
ンターネット）
商品発送（宅急便利用、梱包作業含

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

時給

1,000円～1,000円
又は10時00分～20時30

静岡県熱海市泉６１番地の１

6

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

950円～1,100円

静岡県熱海市伊豆山１１７３－４
８５

5

介護職員 ＊介護老人保健施設及び通所リハビリ
テーション利用者の介護業務
　・食事介助
　・入浴介助
　・排泄介助
　・レクレーション
　・その他

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

時給

1,000円～1,000円

静岡県熱海市上多賀１０１６－１
０
特別養護老人ホーム海光園　内厨
房

4

（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)10時00分～19時00 ・厨房での業務経験

1,000円～1,200円 (3)15時00分～19時00

（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

3

海光園／特別養護老
人ホームでの調理及
び調理補助

（請負業務）
○老人ホームでの食事作り
　仕込み、盛付、洗浄　等

パート労働者 交替制あり 株式会社　ウェルビーフードシステム
雇用期間の定めなし (1)5時30分～14時30分

時給

1,200円～1,500円

静岡県熱海市水口町２丁目２１－２１

2

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 (2)9時00分～17時15分 ビジネスレベルの英
語力
ＴＯＥＩＣスコア８

1,500円～1,700円 (3)8時30分～16時45分
又は13時00分～21時00

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

外国人向け和食ス
クール運営・通訳・
アシスタント

静岡県熱海市にある外国人向け本格和
食スクールのカリキュラム作
成、授業準備、学外での学生体験の手
配および同行、研修コーディ
ネート、アクティビティ企画、海外料
理スクールとの提携業務、
講師への連絡・サポート、学生チュー

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

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 0550-84-4709 従業員数 35人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

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

求人番号: 22031- 3901521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-81-7101 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： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7697521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-81-7101 従業員数 6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- 7699321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-81-3384 従業員数 10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: 22050- 7670821 各種保険： 労災 月平均 20時間

     TEL: 078-993-3580 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 28200- 5606121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 078-993-3580 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: 28200- 5607021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 022-791-1220 従業員数 3人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 04010-63426621 各種保険： 労災 月平均 5時間

     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: 14010-51219921 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 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: 14010-51224421 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: 14010-51227921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0570-018-218 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 美容師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 14150-18460321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 054-259-9121 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 月水木土日祝他 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: 22010-29135021 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: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7574021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

静岡県熱海市下多賀　６６０

時給 (2)16時00分～21時00

944円～1,500円

静岡県熱海市福道町７－３０
静岡地方法務局熱海出張所

26

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

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

時給

1,000円～1,000円

静岡県熱海市清水町２０－６　共
精第２ビル１０２号室
清水町商店街内
（静岡熱海店）

25

（請）静岡地方法務
局熱海出張所での日
常清掃員／熱海市

静岡地方法務局熱海出張所で清掃業務
を行っていただきます
　・トイレ清掃
　・ごみの回収
　・床清掃、階段清掃（拭き、掃き）
　・外周清掃、ゴミ拾い等


パート労働者 株式会社　静岡セイコー
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～10時15分

時給 カット経験

1,100円～1,600円
又は9時00分～17時00

静岡県熱海市清水町１８－３

24

美容師・スタイリス
ト　【静岡熱海店】

・カット・カラー・パーマの施術
◆ブランクや年齢を気にされている
方、子育て中の方も
　大歓迎です。
週１日、３ｈ～の勤務可

研修もあるので無理なく復職も可能で

パート労働者 交替制あり 株式会社ハクブン
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,250円～1,250円
又は9時00分～19時00

静岡県熱海市清水町１８－３

23

児童指導員【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

時給 (2)13時00分～17時00

1,250円～1,250円
又は9時00分～19時00

静岡県熱海市清水町１８－３

22

保育士【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00分～18時00

時給 (2)13時00分～17時00

1,250円～1,250円
又は9時00分～18時00

静岡県熱海市東海岸町３－１９
ホテルミクラス

21

【熱海ひかり】専門
的支援スタッフ（心
理学科卒）

・障がいをお持ちの児童の成長を支援
するお仕事です

・放課後各学校に児童をお迎えに行き
事業所にてお子様達と一緒に　楽しみ
ながら療育活動をしていただきます。
・運転免許をお持ちの方は、お子様の

パート労働者 交替制あり ４年生大学心理学科
卒の方

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00分～18時00

時給 エステティシャン、
アロマエステなどの
実務経験

1,000円～1,500円

静岡県熱海市泉４１１－２９２

20

エステティシャン・
セラピスト

温泉地にあるリゾートホテルや高級旅
館内のサロンでエステ施術・
リラクゼーション施術を行い、お客さ
まの「美」と「健康」のお手
伝いをしていただく仕事です。

＊主な業務内容＊

パート労働者 変形（1年単位） ＥＧＡＯ　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)15時00分～0時00分

時給 (2)15時00分～20時00

1,100円～1,375円

静岡県熱海市泉４１１－２９２

19

調理補助 ○レストランでの調理師の補助作業で
す
　＊仕込み作業
　＊盛り付け
　＊片付け等
　＊その他、付随する業務あり

パート労働者 交替制あり 株式会社　フレディアホテルマネジメント
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～9時30分

時給 (2)17時00分～21時00 レストランホール業
務経験1,100円～1,375円

静岡県熱海市和田浜南町５－８

18

レストランホール係 ○保養所でのレストランホール業務全
般をお願いします

　＊レストランホールで食事・飲み物
の提供
　＊片づけ作業
＊その他、付随する業務あり

パート労働者 交替制あり 株式会社　フレディアホテルマネジメント
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～9時30分

日給 危険物取扱者、ボイ
ラー技師、電気工事
士資格お持ちの方歓

1,250円～1,250円

静岡県熱海市網代５９１－８９　ベルビュー南熱海

17

ナイトフロントス
タッフ

ナイトフロントとして夜間にチェック
イン・チェックアウト
されるお客さまの対応、チェックアウ
ト準備
ＰＣデータ入力作業、館内巡回などを
お願いします。
途中、５時間の休憩をとれます。日中

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)20時00分～9時00分

時給 ホテル、旅館等で一
通り客室清掃を経験
していると、比較的

950円～950円
又は8時30分～13時30

静岡県熱海市田原本町２－１９

16

（請）保養所浴場清
掃

保養所における浴場清掃及びプール周
辺の清掃のお仕事です。
・浴場内の清掃（カラン、鏡、台座、
床面、浴槽などの洗浄）
・浴槽内洗浄
・サウナの清掃（拭き上げ）
※脱衣所は別スタッフが清掃します。

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

時給 ホテル、旅館等で客
室清掃、責任者など
の経験あると尚良

1,000円～1,050円
又は8時30分～13時30

静岡県熱海市上多賀９６７－２４

　（株）スルガケアサービス熱海
事業所

15

（請）旅館清掃責任
者候補

旅館における客室清掃責任者（候補）
のお仕事になります。
作業内容は主に下記の内容になりま
す。

・清掃の補助（掃除機掛け、各種入れ
込みなど）

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

時給 (2)9時00分～18時00分 簡単な調理が出来る
方950円～1,100円 (3)10時00分～19時0014

介護職員（グループ
ホーム・熱海事業
所）

＊認知症対応型グループホームにおけ
る介護業務
・食事介助
・入浴介助
・排泄介助
・簡単な調理等

パート労働者 株式会社スルガケアサービス
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年11月7日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 0557-54-1100 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- 2706521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-3861-3274 従業員数 0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: 13030-15068721 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 03-6756-0186 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 水土日 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: 13070-69549221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-933-6355 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030-10671821 各種保険： その他 月平均 

     TEL: 0557-28-0380 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7550221 各種保険： 労災・その他 月平均 

     TEL: 0557-82-2182 従業員数 69人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 中型自動車第二種免
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- 7553321 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 03-3505-3042 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13040-21027422 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: 13090-40989421 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: 13090-40990921 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: 4人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-41065621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0422-37-5218 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 なし

求人番号: 13170-29618321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-81-6082 従業員数 6人

年　　齢: 59歳以下 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 あり

求人番号: 22050- 7483921 各種保険： 労災 月平均 2時間

     TEL: 0557-68-4147 従業員数 30人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7495721 各種保険： 雇用・労災 月平均 

静岡県熱海市網代４５８－３

時給

1,000円～1,150円

静岡県熱海市紅葉ガ丘町１８－６０

39

その他の水産食料品
（製造）

削り節づくり
＊当社ホームページをご覧ください。

パート労働者 株式会社　丸藤
雇用期間の定めなし (1)8時30分～13時00分

時給 訪問介護員や実務経
験等1,200円～1,500円

又は12時00分～17時00

静岡県熱海市下多賀字風越５５６

38

介護職 通院介助や自宅への退院時の２人介助
要員。
訪問介護（訪問先は特定）食事介助・
おむつ交換
着替えなど　他、会社の定める仕事

パート労働者 あたみ１ばん
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

時給 (2)16時00分～21時00

944円～944円 (3)21時00分～23時30

静岡県熱海市和田浜南町３－９
（ホテル大野屋）

37

接客（ガスト網代） ◎ファミリーレストランでの接客業務
です。
・お客様のご案内
・オーダーとり
・料理の提供（一部店舗配膳ロボ有）
・食器の片付け、テーブルセッティン
グ

パート労働者 株式会社　すかいらーくレストランツ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時30分～16時00

時給 (2)10時00分～19時00

1,000円～1,200円
又は12時00分～20時00

静岡県熱海市田原本町４－１６
（伊東園ホテル熱海館）

36

【急募】ホテルの予
約スタッフ／ホテル
大野屋

・宿泊予約の電話受付や問い合わせ対
応
・予約情報の入力業務など
ＰＣ入力作業と電話応対が基本業務で
す。
事務的作業が多い部署の為、
お客様と直接接する機会は少ないです

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～18時00分

時給

1,000円～1,000円
又は9時00分～18時00

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

35

予約スタッフ／伊東
園ホテル熱海館

・宿泊予約の電話受付や問い合わせ対
応
・予約情報の入力業務など
ＰＣ入力作業と電話応対が基本業務で
す。
事務的作業が多い部署の為、
お客様と直接接する機会は少ないです

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

時給

1,000円～1,200円
又は8時00分～20時00

静岡県熱海市渚町１４－１２
リブマックスリゾート熱海シーフ
ロント

34

予約スタッフ／熱海
ニューフジヤホテル

・宿泊予約の電話受付や問い合わせ対
応
・予約情報の入力業務など
ＰＣ入力作業と電話応対が基本業務で
す。
事務的作業が多い部署の為、
お客様と直接接する機会は少ないです

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～22時00

1,200円～1,200円

静岡県熱海市東海岸町１３－９３

33

レストランスタッフ
リゾート熱海（朝
食・夕食）

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

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

時給 (2)8時30分～12時00分

1,100円～1,300円

静岡県熱海市内

32

駐車場スタッフ（リ
ゾーピア熱海）

ホテル駐車場から駅や市営駐車場まで
のお客様の送迎と各駐車場への案内や
駐車場内での車両の誘導などお客様送
迎に携わるお仕事です。
車はハイエース若しくはバス（２０人
乗り）となります。
バス運転できる方は時給考慮いたしま

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
ホテルリゾーピア熱海雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時45分

時給

1,050円～1,200円
又は9時00分～11時30

静岡県熱海市水口町２丁目２０－
１７
　熱海一休庵

31

（請）清掃 熱海市内マンション共用部清掃


パート労働者 交替制あり ハウプロ熱海
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～1,200円
又は10時00分～18時00

静岡県熱海市清水町３－２３

30

ゲストハウスの清掃
及び雑務・フロント
スタッフ

館内外の清掃と雑務及びフロント全般
を担当していただきます。
清掃は客室の他、バスルーム・玄関等
も含みます。
その他、タオル等の洗濯やガーデンの
手入れ等雑務もあります、

パート労働者 一休庵合同会社
雇用期間の定めなし (1)9時30分～17時00分

時給 (2)16時30分～20時00

1,080円～1,080円

静岡県熱海市海光町１－１７

29

通勤マンション管理
員／熱海市／週４日
勤務／土日水休み

未経験者大歓迎　　※マンション管理
員の業務※
１．受付窓口業務（居住者・来訪者対
応、各種届出書の受付管理）
２．清掃業務（建物内・外、ごみ置場
の整理・清掃、植栽管理等）
※主にカウンター業務ですが、エント

パート労働者 株式会社東急コミュニティー　人事部アメニティーメイト採用課
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～17時00分

月給 ※調理経験

1,250円～1,250円
又は8時00分～17時00

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』

28

（契約）熱海市／旧
リゾート施設管理人

＊以前に、当社ホテルとして営業した
いた建物の管理業務
＊温泉施設の管理（現在は閉鎖、年に
数回社員が行く程度）
＊施設内の換気、清掃、温泉の管理
＊簡単な食事の準備（年数回）

パート労働者 東宝商事　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

944円～970円
又は9時00分～19時15

27

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）
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年11月7日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 20人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13080-83054321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 22人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13080-83060521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-48-9678 従業員数 2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- 2653621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5796-0630 従業員数 8人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 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: 13040-17981222 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5796-0630 従業員数 12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： その他 時間外 なし 介護福祉士

求人番号: 13040-18281022 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 03-5796-0630 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ホームヘルパー２級

求人番号: 13040-18465622 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5796-0630 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ホームヘルパー２級

求人番号: 13040-18466022 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-81-3651 従業員数 29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: 22050- 7449321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-33-1301 従業員数 205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- 2645621 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 03-6453-6730 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: 13040-17501622 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-3505-3020 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13040-17677122 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-976-0246 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 月火水木金他 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- 7426921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-81-3651 従業員数 29人

年　　齢: 64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- 7429721 各種保険： 労災 月平均 

静岡県熱海市春日町１－２

時給

1,200円～1,400円
又は16時30分～21時00

静岡県熱海市田原本町７－３

52

レストラン　（和
食）

・旅館でのお食事の提供
・お飲み物の提供

パート労働者 変形（1年単位） 熱海温泉　湯宿一番地（志ほみや観光株式会社）
雇用期間の定めなし (1)7時00分～10時00分

時給

1,200円～1,200円
又は12時00分～18時00

静岡県熱海市渚町２２－８

51

（派）パンの販売 パン屋さんで、パンの販売業務です。
土、日、祝の勤務です。
・１０月は土曜日のみの営業となりま
す。
・１１月より土、日、祝も営業となり
ます。
（毎月の土、日、祝に勤務していただ

有期雇用派遣パート 交替制あり 株式会社ネクシオ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時00分～14時00分

時給

1,000円～1,000円

静岡県熱海市咲見町

50

パーキングスタッフ
（熱海ｏｃｅａｎ）

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

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

時給 (2)9時30分～17時30分

1,200円～1,200円

静岡県熱海市

49

温浴施設の送迎業務
／静岡県熱海市／普
通免許

温浴施設の送迎運転士。普通免許で運転できるワゴン車での運転業務です。パート労働者 株式会社ジャパン・リリーフ関東
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)10時00分～15時00 ※経験のある方は優
遇します1,000円～1,000円 (3)11時00分～15時00

又は9時30分～15時00

静岡県熱海市春日町１－２

48

客室清掃【熱海地
区】

ホテルや保養所などの客室清掃の仕事
です。

掃除機かけ、ゴミ集め、ベッドメーキ
ング、備品の補充、
洗面・トイレ・お風呂など水回りの拭
き上げ清掃、等

パート労働者 交替制あり 有限会社　夢ａｎクリーンネイト
雇用期間の定めなし (1)10時00分～14時00

時給

1,000円～1,000円

静岡県熱海市桜町２番１５号
「ミモザヘルパーステーション熱
海」訪問介護

47

食器洗浄スタッフ ・食器の洗浄
・食器の管理
・簡単な盛り付け

和風温泉旅館での調理部でのお仕事で
す。
お料理の簡単な盛り付け、食器の洗浄

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 熱海温泉　湯宿一番地（志ほみや観光株式会社）
雇用期間の定めなし (1)6時30分～21時00分

時給

1,410円～2,245円
又は8時00分～20時00

静岡県熱海市桜町２番１５号　
「ミモザヘルパーステーション熱
海」訪問介護

46

【ミモザヘルパース
テーション熱海】登
録ヘルパー／訪問介
護

ご利用者様のお宅を訪問し介護サービ
スを提供します。
ニーズに合わせて身体介護・生活支援
を行い、
ご利用者様と１：１の寄り添ったケア
ができます。


パート労働者 ミモザ株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)8時30分～17時30分

1,180円～1,230円 (3)9時30分～18時30分

静岡県熱海市桜町２番１５号
「ミモザヘルパーステーション熱
海」訪問介護
※「ミモザ熱海湯庵」内併設

45

【ミモザヘルパース
テーション熱海】訪
問介護員／パート

ご利用者様のお宅を訪問し介護サービ
スを提供します。
ニーズに合わせて身体介護・生活支援
を行い、
ご利用者様と１：１の寄り添ったケア
ができます。


パート労働者 変形（1ヶ月単位） ミモザ株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時30分～16時30分

時給 (2)8時30分～17時30分 介護経験、訪問介護
経験、サ責経験
※サ責経験者歓迎

1,360円～1,390円 (3)11時00分～20時00

静岡県熱海市桜町２番１５号
「ミモザ熱海湯庵」サービス付き
高齢者向け住宅

44

【ミモザヘルパース
テーション熱海】
サービス提供責任者

訪問介護業務、計画書の作成業務、
ご利用者様やヘルパーさんの管理業務
を行ないます。

＜主な業務内容＞
・訪問介護業務（身体介護、生活援
助）

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

日給

1,311円～1,350円

静岡県熱海市田原本町３－１０
　『饅頭総本山　源楽　熱海店』

43

【ミモザ熱海湯庵】
夜勤コンシェルジュ
／サ高住

高齢者向け住宅内で、夜勤をお願いし
ます。
「福祉施設で働きたいけど、経験がな
い」という方でも
問題ありません。

未経験の方でも、先輩社員が丁寧に指

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

時給 (2)12時00分～17時00

950円～950円 (3)8時00分～17時00分
又は8時00分～17時00

静岡県熱海市田原本町１１－１
ラスカ熱海３階
当社：ラスカ熱海店

42

和スイーツの販売員
【熱海駅前】

本社工場で作られてきたお饅頭や和ス
イーツを、お客様に説明・試食して頂
き、レジにてご購入して頂く販売のお
仕事です。
簡単な包装作業、湯茶の接待もありま
す。


パート労働者 交替制あり マルコシ製菓　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～13時00分

時給

1,200円～1,500円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱
海第一ビル９階
ロイヤルリゾート株式会社　熱海
駅前店

41

営業サポート（営業
事務）／ラスカ熱海
店

熱海で圧倒的なシェア率を誇るロイヤ
ルリゾート！！
リゾートの住まいに特化した不動産仲
介を行っております。

事務業務をはじめ、みんなで取り組む
「お店づくり」まで、

パート労働者 ロイヤルリゾート株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

時給 (2)10時00分～17時00

1,200円～1,500円40

営業サポート（営業
事務）／熱海駅前店

熱海で圧倒的なシェア率を誇るロイヤ
ルリゾート！！
リゾートの住まいに特化した不動産仲
介を行っております。

事務業務をはじめ、みんなで取り組む
「お店づくり」まで、

パート労働者 ロイヤルリゾート株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 0557-95-8080 従業員数 3人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22110- 3085021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 7時間

     TEL: 03-3457-1222 従業員数 1人

年　　齢: 60歳以上 休　　日： 月火日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13040-16354122 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0422-37-5218 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 なし

求人番号: 13170-28209021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0422-37-5218 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 なし

求人番号: 13170-28289321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-983-1501 従業員数 17人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7383521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-983-1501 従業員数 2人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7386621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-82-2410 従業員数 37人

年　　齢: 不問 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- 7392421 各種保険： 雇用・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: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13010- 1569722 各種保険： 労災 月平均 10時間

     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- 1570522 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 050-3665-9236 従業員数 40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- 1574222 各種保険： 労災 月平均 10時間

     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: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13010- 1576422 各種保険： 労災 月平均 10時間

     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: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13010- 1578822 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 03-6857-2529 従業員数 60人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 中型自動車免許 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: 13040-14758922 各種保険： 労災 月平均 

静岡県熱海市水口町２－１２－３

時給 (2)15時00分～19時00 ◆接客・販売経験の
ある方1,000円～1,000円

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）

65

【パート】バスドラ
イバー／亀の井ホテ
ル熱海（本館）

マイステイズ・ホテル・マネジメント
が運営する「亀の井ホテル熱海（本
館）」におけるバスドライバーのお仕
事です。
■仕事内容
宿泊されるお客様の送迎業務をお任せ
します。ホテル駐車場から熱海駅まで

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時00分～12時00

時給 (2)17時00分～22時00

1,000円～1,050円 (3)6時00分～22時00分

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）

64

ホテルのレストラン
スタッフ／静岡県熱
海市／未経験歓迎

【仕事内容】ホテル水葉亭／大江戸温
泉物語／未経験歓迎

・オープン、クローズ作業
・バイキングレストランでの接客
・アルコール提供


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)16時00分～21時00 経験者優遇

1,050円～1,100円 (3)6時00分～21時00分

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）

63

ホテルの調理補助ス
タッフ／静岡県熱海
市／未経験歓迎

【仕事内容】ホテル水葉亭／大江戸温
泉物語／未経験歓迎

・料理の仕込み
・盛り込み
・ライブキッチンでの料理提供
・食材管理など

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)18時00分～23時00

950円～1,000円

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）

62

ホテルの洗い場ス
タッフ／静岡県熱海
市／ホテル水葉亭

【仕事内容】ホテル水葉亭／大江戸温
泉物語

・下膳された食器の洗浄
・仕分け
・収納作業など


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)8時00分～12時00分

時給 (2)14時00分～21時00

1,000円～1,050円 (3)8時00分～21時00分

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）

61

ホテルのフロントス
タッフ／静岡県熱海
市／未経験歓迎

【仕事内容】ホテル水葉亭／大江戸温
泉物語／未経験歓迎

・チェックイン、チェックアウト業務
・お客様対応
・伝票入力など


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)9時00分～18時00分

時給 (2)16時00分～22時00

950円～1,000円

静岡県熱海市桜木町７－６

60

ホテルの清掃スタッ
フ／静岡県熱海市／
ホテル水葉亭

【仕事内容】ホテル水葉亭／大江戸温
泉物語

・パブリックスペースの清掃
・巡回消毒
・大浴場、露天風呂の簡易清掃
・検温など

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～12時00分

時給

950円～1,200円

静岡県熱海市上宿町１４－１５
熱海税務署

59

定時制昼日勤タク
シー乗務員

昼日勤務定時制乗務員の求人です
お客様を安全と安心で目的地まで
お送りする仕事です
年金受給者の社員も多く働いています
全車ナビ及びクレジット決済機付き
手数料なし


パート労働者 伊豆第一交通　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 清掃経験

944円～944円

静岡県熱海市春日町１７－１４

58

（請）日常清掃／熱
海市上宿町

日常清掃（家庭用掃除機、モップ等を
使用しての作業です）
・玄関ホール
・廊下、階段
・洗面所
・トイレ
・食堂

パート労働者 交替制あり 株式会社サン　三島営業所
雇用期間の定めなし (1)13時00分～15時30

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

1,200円～1,200円

静岡県熱海市下多賀字風越５５６
「ガスト　網代」

57

（請）ホテル客室清
掃　副責任者／熱海
市春日町

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

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

時給 (2)16時00分～21時00

944円～944円 (3)21時00分～23時30

静岡県熱海市下多賀字風越５５６

56

調理補助（ガスト
網代店）

◎簡単な調理補助から始めて、調理全
般から洗い場まで担当していただきま
す。
・食事の盛り付け
・焼き物、揚げ物等の簡単な調理
・食器洗い、消毒等
・その他付随する業務

パート労働者 株式会社　すかいらーくレストランツ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時30分～16時00

時給

944円～944円

静岡県熱海市梅園町１番１号

55

接客／モーニング
（ガスト網代）

◎ファミリーレストランでの接客業務
です。
・お客様のご案内
・オーダーとり
・料理の提供（一部店舗配膳ロボ有）
・食器の片付け、テーブルセッティン
グ

パート労働者 株式会社　すかいらーくレストランツ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～10時30分

時給

1,015円～1,015円

静岡県熱海市田原本町４－８

54

【６０歳以上求人】
マンション管理人／
熱海市梅園町／週４
日

【窓口業務】居住者の問合せ等に対応
【巡回業務】建物、設備等の異常がな
いかどうかを点検
　　　　　（電球が切れていないか
等）
【立会業務】業者の点検業務実施状況
をチェック

パート労働者 株式会社　長谷工コミュニティ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～17時00分

時給

1,000円～1,000円
又は8時30分～17時30

53

みやげ・海産物販売
【熱海本店】

◎自社工場製造の海産物、みやげ物の
販売
　ハンバーガーショップでの接客
　飲食スペースでの調理補助やホール
業務
　商品試食のお勧めやご案内、レジ対
応（バーコード式）、

パート労働者 交替制あり 株式会社　徳造丸
雇用期間の定めなし (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11月7日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 03-6857-2529 従業員数 60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: 13040-14785322 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-6857-2529 従業員数 60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: 13040-14786222 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-6857-2529 従業員数 60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: 13040-14787122 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-6857-2529 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： その他 時間外 なし

求人番号: 13040-14791622 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-6857-2529 従業員数 60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: 13040-14827422 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-6857-2529 従業員数 60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: 13040-14828722 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0422-37-5218 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 なし

求人番号: 13170-27719221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-81-8285 従業員数 68人

年　　齢: 不問 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- 7306721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-81-0241 従業員数 13人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7312921 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 0557-86-6035 従業員数 650人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7314021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     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- 7346921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-28-3679 従業員数 113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 あり 大型自動車免許

求人番号: 22050- 7349721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-991-1155 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7357721 各種保険： 労災 月平均 

静岡県熱海市熱海１７３９－３５
パサニアホテル棟２７階　石のや
熱海

時給

1,100円～1,200円

静岡県熱海市水口町２－１３－１

78

（請）ホテルの客室
清掃

床掃除機がけ
トイレ・洗面台清掃
ベッドメイク他

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

時給

1,300円～1,300円
又は9時00分～19時00

静岡県熱海市銀座町１０番２１号

77

送迎バスドライバー ＜リゾートホテル　バスドライバー業
務内容につきまして＞
＊熱海駅～ホテル間のお客様送迎
＊お客様の手荷物ケア
＊送迎バスの簡単な清掃

毎日のシフトに基づき、熱海駅とホテ

パート労働者 交替制あり 星野リゾート　リゾナーレ熱海　（株式会社　星野リゾートマネジメント）
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～18時00分

時給

1,150円～1,150円

静岡県熱海市中央町１番１号

76

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

944円～944円

静岡県熱海市紅葉ガ丘町７－６

75

事務補助（会計年度
任用職員）

市民生活課市民室の業務に関する事務補助（主として窓口業務）パート労働者 熱海市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～16時30分

時給 (2)15時00分～21時00

1,100円～1,100円

静岡県熱海市昭和町２０－５

74

内務係・送迎ドライ
バー

市内の送迎（１０名乗りの普通免許で
運転出来る車です）
料理運搬
布団上げ下ろし
その他雑務

高齢者の方も元気に働いている職場で

パート労働者 交替制あり 山の上ホテル≪有限会社　飯塚商事≫
雇用期間の定めなし (1)8時00分～12時00分

時給

950円～950円
又は9時00分～23時00

静岡県熱海市下多賀字風越５５６
「ガスト　網代」

73

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
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～18時00分

時給

944円～944円

静岡県熱海市水口町２－１２－３

72

調理補助／モーニン
グ（ガスト　網代
店）

◎簡単な調理補助から始めて、調理全
般から洗い場まで担当していただきま
す。
・食事の盛り付け
・焼き物、揚げ物等の簡単な調理
・食器洗い、消毒等
・その他付随する業務

パート労働者 株式会社　すかいらーくレストランツ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～10時30分

時給 ◆接客・販売経験の
ある方1,000円～1,100円

静岡県熱海市水口町２－１２－３

71

【パート】レストラ
ンスタッフ／亀の井
ホテル熱海（本館）

マイステイズ・ホテル・マネジメント
が運営する「亀の井ホテル熱海（本
館）」におけるレストランホールス
タッフのお仕事です。

■仕事内容
お客様のアテンド、メニュー説明、注

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～21時00分

時給 (2)8時30分～17時30分 ◆接客・販売経験の
ある方1,050円～1,300円 (3)13時00分～22時00

静岡県熱海市水口町２－１３－７７

70

【パート】フロント
事務スタッフ／亀の
井ホテル熱海（本
館）

マイステイズ・ホテル・マネジメント
が運営する「亀の井ホテル熱海（本
館）」におけるフロント・受付スタッ
フのお仕事です。

■仕事内容
チェックイン、チェックアウトをはじ

パート労働者 交替制あり 株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～16時00分

時給 (2)16時30分～20時00

1,000円～1,100円

静岡県熱海市水口町２－１２－３

69

【パート】レストラ
ンスタッフ／亀の井
ホテル熱海（別館）

マイステイズ・ホテル・マネジメント
が運営する「亀の井ホテル熱海（別
館）」におけるレストランホールス
タッフのお仕事です。

■仕事内容
お客様のアテンド、お料理やドリンク

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～11時00分

時給 (2)4時00分～7時30分 ◆接客・販売経験の
ある方1,040円～1,040円

静岡県熱海市水口町２－１２－３

68

【パート】ナイトフ
ロント／亀の井ホテ
ル熱海（本館）

マイステイズ・ホテル・マネジメント
が運営する「亀の井ホテル熱海（本
館）」におけるナイトフロント・受付
スタッフのお仕事です。

■仕事内容
業務内容は、チェックイン＆チェック

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)21時00分～1時30分

時給

960円～1,050円

静岡県熱海市水口町２－１２－３

67

【パート】調理補助
スタッフ／亀の井ホ
テル熱海（本館）

マイステイズ・ホテル・マネジメント
が運営する「亀の井ホテル熱海（本
館）」における調理補助スタッフのお
仕事です。

■仕事内容
亀の井ホテル熱海での調理に使う食材

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～21時00分

時給 (2)18時00分～22時00

960円～1,050円66

【パート】洗い場ス
タッフ／亀の井ホテ
ル熱海（本館）

マイステイズ・ホテル・マネジメント
が運営する「亀の井ホテル熱海（本
館）」における洗い場スタッフのお仕
事です。

■仕事内容
亀の井ホテル熱海内で使用した食器類

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)16時00分～22時00
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年11月7日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 055-991-1155 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- 7358821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-991-1155 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7360621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0422-37-5218 従業員数 22人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13170-27503921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-87-1860 従業員数 10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- 7296421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 047-496-3235 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 月火水木金他 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: 12090-16643021 各種保険： 労災 月平均 1時間

     TEL: 080-3734-6845 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 14070- 4478121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 080-3734-6845 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 14070- 4479021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 054-254-5581 従業員数 0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: 22010-27552021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 054-204-4000 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22010-27729121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 053-581-7715 従業員数 35人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 20人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22020-22533521 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 03-3457-1222 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 月火日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13040-13149722 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-988-0411 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: 22050- 7205321 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： 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- 7219821 各種保険： 労災 月平均 

静岡県熱海市咲見町４番２１号

時給

1,000円～1,000円

静岡県熱海市和田浜南町６－１１

91

（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、モップ等を使用しま
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

950円～950円

静岡県熱海市梅園町１番１号

90

（請）清掃員（熱
海）

・熱海ー初島間の高速フェリー船内の
清掃および待合所の清掃
・掃除機、モップ等を用いて清掃
（床、椅子等）をします

パート労働者 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)15時20分～18時50

時給

1,015円～1,015円

静岡県熱海市咲見町３‐８　ソ
フィア熱海デイサスマンション
【マックスバリュエクスプレス熱
海咲見町店】　【新規開設】

89

マンション管理人／
熱海市梅園町／週４
日

【窓口業務】居住者の問合せ等に対応
【巡回業務】建物、設備等の異常がな
いかどうかを点検
　　　　　（電球が切れていないか
等）
【立会業務】業者の点検業務実施状況
をチェック

パート労働者 株式会社　長谷工コミュニティ
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

954円～955円
又は5時00分～0時00分

静岡県熱海市伊豆山２６２－２４
ヴィンテージ熱海桃山

88

販売員（マックスバ
リュエクスプレス熱
海咲見町店）

新規開店する、マックスバリュエクスプレス熱海咲見町店でのレジ・商品陳列業務パート労働者 マックスバリュ東海　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

時給

1,000円～1,000円

静岡県静岡市葵区紺屋町１７－１
葵タワー２０～２１階

＊自宅を拠点として静岡県熱海

87

（請）マンション清
掃員／熱海市伊豆山

マンションの大浴場、共用部などの拭
き掃き等の日常清掃をお願いいたしま
す。

※シフト制・週２日～５日で応相談

パート労働者 交替制あり アイワマネージメント　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

時給 (2)13時00分～16時00

1,500円～1,500円
又は8時00分～20時00

静岡県熱海市銀座町５－８
「食楽キッチン熱海銀座店」

86

共済商品の普及活動
員／熱海市・伊東
市・伊豆の国市・伊
豆市

担当エリアを順序良く定期的にまわっ
て、県民共済の良さを伝えていただく
お仕事です。パンフレットのお届け、
制度のご案内、加入手続きが主なお仕
事です。社会貢献に繋がるお仕事で
す。


パート労働者 静岡県民共済生活協同組合
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)17時30分～21時30

1,200円～1,500円 (3)12時00分～16時00

静岡県熱海市銀座町５－８
「食楽キッチン熱海銀座店」

85

調理スタッフ（食楽
キッチン熱海銀座
店）

〈調理全般〉
・仕込み・調理・盛り付け・片付け
・調理場清掃

＊状況に応じてホール接客の手伝いを
行って頂く場合もあり
（詳細は面接時に説明）

パート労働者 株式会社　食楽
雇用期間の定めなし (1)10時30分～15時00

時給

1,200円～1,500円

静岡県熱海市田原本町９－１熱海第一ビルＢ１Ｆ

84

接客スタッフ（食楽
キッチン熱海銀座
店）

○オーダー受け　○配膳・下膳　○ド
リンクの提供　○会計
○食器洗浄（手洗い）　○片付け　○
店内清掃等

パート労働者 株式会社　食楽
雇用期間の定めなし (1)10時30分～15時00

時給 (2)12時00分～19時00

950円～950円

静岡県熱海市上多賀７３６－１

83

ワンズレンタカー直
営店の運営業務全般
の店舗スタッフ／熱
海

◎レンタカー店舗業務として、予約確認・車輌準備（洗車・　点検など）を行って頂きます。パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ワンズネットワーク
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時00分～19時00分

時給

1,000円～1,200円
又は9時00分～17時00

静岡県熱海市下多賀字風越５５６
「ガスト　網代」

82

別荘・リゾートマン
ション・保養所の清
掃

別荘（戸建・マンション）保養所の水
回りを含めた室内清掃です。
建物全体をくまなくお掃除するスポッ
ト清掃から簡易的な利用後清掃まで、
作業しながらプロのお掃除が身につき
ます。
会社に出社後、各現場に車で移動して

パート労働者 株式会社　リアライズ・コーポレーション
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時30分～16時00分

時給

944円～944円

静岡県熱海市泉２３１　ゆがわら大野屋

81

朝清掃（ガスト網
代）

◎店舗全体の清掃作業全般を担当して
いただきます（２時間程度）

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

パート労働者 株式会社　すかいらーくレストランツ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～7時00分

時給

1,100円～1,200円

静岡県熱海市桃山町１１－４４
レクトーレ熱海桃山

80

（請）旅館の客室清
掃

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

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

時給

1,100円～1,200円79

（請）ホテルの客室
清掃

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

パート労働者 交替制あり 株式会社　エーワン　静岡支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)10時00分～15時00
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 0557-55-7008 従業員数 10人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7221321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-85-2810 従業員数 1人

年　　齢: 74歳以下 休　　日： 火木土日祝他 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- 7223921 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 048-651-6700 従業員数 19人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7236821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 048-651-6700 従業員数 19人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7237221 各種保険： 労災 月平均 2時間

     TEL: 0557-85-5661 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 月水日 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- 7239421 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-82-3000 従業員数 361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- 7245221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-88-0002 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ホームヘルパー２級

求人番号: 22050- 7113821 各種保険： 雇用・労災 月平均 ホームヘルパー１級

     TEL: 0557-88-0002 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日 はり師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 柔道整復師

求人番号: 22050- 7114221 各種保険： 労災 月平均 きゅう師

     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- 7145021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0465-46-6531 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 あん摩マッサージ指
圧師

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし はり師

求人番号: 22050- 7148221 各種保険： 労災 月平均 きゅう師

     TEL: 0465-46-6531 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 社会福祉士

求人番号: 22050- 7149521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0465-46-6531 従業員数 9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： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7152921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0465-46-6531 従業員数 9人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7153121 各種保険： 労災 月平均 

静岡県熱海市泉２６９－３２

日給 業務としての介護経
験（年数不問）1,057円～1,057円

静岡県熱海市泉２６９－３２

104

夜間介護スタッフ 体力に自信のある方歓迎！


高齢者の身の回りのお世話
排泄介助、食事介助、着替え介助な
ど、高齢者がいきいきと生活するため
のお手伝いをお願いいたします。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） ＭＹＤ株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)16時00分～9時00分

時給 (2)8時00分～17時00分 生活相談員として介
護事業所での業務経
験

1,300円～1,300円
又は9時00分～18時00

静岡県熱海市泉２６９－３２

103

ソーシャルワーカー
（パートタイマー）

デイサービスにて、高齢者の方の介助
をお任せします。
＜具体的な仕事内容＞
・利用者様の送迎のお手伝い
・食事、入浴、排せつなどのサポート
・日々の介護記録の作成
・利用者さんやその家族との相談業

パート労働者 変形（1ヶ月単位） ＭＹＤ株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時30分～16時30分

時給 (2)8時00分～17時00分 介護福祉士、社会福
祉士、その他福祉介
護関係資格

944円～1,300円
又は7時30分～18時30

静岡県熱海市泉２６９－３２

102

デイサービスの介護
スタッフ（パートタ
イマー）

デイサービスにて、高齢者の方の介助
をお任せします。

＜具体的な仕事内容＞
・利用者様の送迎のお手伝い
・食事・入浴・排泄などのサポート


パート労働者 変形（1ヶ月単位） ＭＹＤ株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時30分～16時30分

時給

1,500円～1,500円
又は8時00分～18時00

静岡県熱海市田原本町９番１号　熱海第一ビル　１階

101

あん摩マッサージ師
（パートタイマー）

お身体が不自由なご高齢者様や寝たき
りの患者様のご自宅、
施設に訪問しマッサージ、リハビリ等
を症状に合わせて行っていただきま
す。

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

時給

950円～950円

静岡県熱海市伊豆山１１７３番地１７５

100

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

1,500円～1,500円
又は10時00分～12時00

静岡県熱海市伊豆山１１７３番地１７５

99

機能訓練指導員 デイサービスでの機能訓練指導員とし
ての業務。
１日２時間程度デイサービス利用者へ
機能訓練（身体リハビリ、生活リハビ
リ）、集団リハビリ等を行なっていた
だきます。

パート労働者 ＧＳＳ株式会社（介護事業所ひまわり）
雇用期間の定めなし

時給

1,100円～1,200円
又は9時00分～15時00

静岡県熱海市昭和町２０－２０

98

通所介護員 デイサービスでの介護業務。
入浴介助、排泄介助、食事介助
レクリエーション等

パート労働者 ＧＳＳ株式会社（介護事業所ひまわり）
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

日給 (2)12時00分～8時30分

1,285円～1,285円

静岡県熱海市咲見町４番２１号

97

夜間事務員 【夜間・救急対応業務】
・電話対応
・救急患者受付対応
・救急患者会計業務

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団伊豆七海会　熱海所記念病院
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)16時30分～8時30分

時給 (2)9時00分～15時00分

1,000円～1,000円

静岡県熱海市水口町２丁目３番４２

96

（請）リゾートマン
ションコンシェル
ジュ

・マンションフロント受付
・点検や工事業者の立ち合い
・電話対応や書類等事務処理

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)13時00分～21時00

時給 (2)9時30分～18時30分

994円～1,066円 (3)16時00分～10時00

静岡県熱海市水口町２丁目３番４２

95

介護スタッフ（熱海
市）　認知症高齢者
グループホーム

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） メディカル・ケア・サービス株式会社
　愛の家グループホーム熱海水口雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時15分～16時15分

時給

996円～1,066円

静岡県熱海市下多賀４３４ー３
ライオンズマンション南熱海

94

夜勤専門スタッフ
（熱海市）　認知症
高齢者グループホー
ム

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

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

時給

1,000円～1,000円

静岡県熱海市上多賀１０２７－７９

93

（請）マンション日
常清掃

・マンション共用部の清掃。
・男女浴場・脱衣室の清掃。
※主に浴場・脱衣室の清掃です。


＊週２から３日の勤務となります。

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)10時00分～13時00

時給

1,100円～1,200円92

客室清掃 チェックアウトされた客室の清掃業務
となります。　　　　　　　ご利用に
なられたお部屋を元の状態に戻し、新
たにご宿泊されるお客様に快適にくつ
ろいでいただくのが主な業務となりま
す。
具体的には客室内の掃除機かけ、浴

パート労働者 交替制あり イヴレスホスピタリティ合同会社　ＵＭＩＴＯ　ＶＯＹＡＧＥ　ＡＴＡＭＩ
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年11月7日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 0557-68-3437 従業員数 23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- 7167421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-83-3180 従業員数 25人

年　　齢: 18歳～69歳 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- 7186921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-81-7101 従業員数 104人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 6996621 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: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7009221 各種保険： 労災 月平均 20時間

     TEL: 0557-83-2800 従業員数 7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- 7017521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-83-2800 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 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- 7019321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-83-2800 従業員数 7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- 7021021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-83-2800 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 看護師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 准看護師

求人番号: 22050- 7025521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-83-2800 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 ホームヘルパー２級 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7026421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-81-9171 従業員数 700人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 薬剤師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7036621 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 0557-82-1845 従業員数 4人

年　　齢: 71歳以下 休　　日： 水日祝他 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- 7056721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-67-3003 従業員数 131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- 7101921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-48-6355 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 日商簿記３級 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- 7103021 各種保険： 労災 月平均 

静岡県熱海市咲見町３－１４　２Ｆ

時給 営業経験ある方尚可
（業界問わず）1,000円～1,300円

又は9時00分～18時00

静岡県熱海市初島８００

117

経理事務 下記のとおり、経理事務全般を担当し
ていただきます。
　・パソコン（会計ソフト『弥生会
計））への伝票入力作業
　・伝票処理
　・各種帳簿の作成
　・月次決算処理

パート労働者 株式会社　江島税務会計事務所
雇用期間の定めなし

時給 調理知識

1,100円～1,300円

静岡県熱海市昭和町１８－１０

116

調理補助 ・各厨房における調理補助業務を担当
していただきます。
・簡単な料理の盛り付けがメインのお
仕事です。

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
雇用期間の定めなし (1)10時00分～16時00

時給

1,200円～1,500円

静岡県熱海市東海岸町１３－１

115

配達 旅館、ホテル等に魚を納入する仕事で
す。
熱海市内、箱根への取引先に数件程度
の配達です。
納入商品は加工済の商品ですので
衣服や手が汚れることはありません。
配達に伴う容器洗浄が付帯します。

パート労働者 有限会社魚源
雇用期間の定めなし (1)11時00分～15時00

時給 薬剤師業務経験

2,000円～2,000円
又は8時30分～17時30

静岡県熱海市青葉町３番１１号

114

薬剤師 ・調剤、製剤業務
・薬剤管理
・病棟業務
・服薬指導

パート労働者 国際医療福祉大学熱海病院
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 ＰＣ入力業務があり
ます。1,100円～1,500円

又は8時30分～17時30

静岡県熱海市青葉町３番１１号

113

一般事務スタッフ
（介護スタッフ）

介護事業所の一般事務業務を行いま
す。
また、事務業務がない時などは、
介護スタッフ業務に携わっていただき
ます。

パート労働者 株式会社　ゆらっくす
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

2,000円～2,400円

静岡県熱海市青葉町３番１１号

112

看護師 療養生活の支援、主治医や関係機関と
の連携、症状の観察、
医療処置、日常ケア、看取り、介護相
談や指導。
オンコール訪問（呼び出し時のみ）あ
り。

パート労働者 株式会社　ゆらっくす
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給

1,100円～1,500円
又は8時30分～17時30

静岡県熱海市青葉町３番１１号

111

訪問介護スタッフ 食事・入浴・排泄などの介助及び掃除・洗濯・着替え等の自立支援を行います。パート労働者 株式会社　ゆらっくす
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時30分

時給

1,000円～1,800円
又は8時30分～17時30

静岡県熱海市青葉町３番１１号

110

デイサービススタッ
フ

利用者さんの送迎・清潔ケア・食事の
補助・入浴介助及び
レクリエーションの参加など

パート労働者 株式会社　ゆらっくす
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時30分

時給

1,000円～1,300円
又は8時30分～17時30

静岡県熱海市田原本町１３番地１

109

訪問入浴スタッフ 療養生活、入浴の支援、清潔ケア、医
療処置を看護師が行う際の介助をして
いただきます。
入浴の準備・セット・片づけ等
基本的に３人で訪問します。訪問範囲
は熱海市周辺です。訪問ではバンを運
転します。

パート労働者 株式会社　ゆらっくす
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～17時00分

1,000円～1,000円

静岡県熱海市東海岸町（＊下記参照）

108

（請）警備員（熱海
駅前駐車場）

駐車場内管理
満車時の声掛け
逆走等禁止行為時声掛け

＊未経験者には丁寧に教えますので安
心してください

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～18時00分

時給

1,000円～1,000円
又は7時00分～16時00

静岡県熱海市銀座町１４－１１

107

（請）公共トイレの
清掃

熱海市内の公共施設（公園等）のトイ
レ清掃のお仕事です。
７か所あるトイレを基本的に午前中に
１回清掃します。
季節により（ゴールデンウイーク期間
及び夏季）午前と午後で
２回～３回の作業になります。

パート労働者 交替制あり 株式会社　アイビックス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

日給 ホテルでの仕事が主
になりますので、接
客やサービス業の経

1,134円～1,200円

静岡県熱海市上多賀９３４－１６

106

施設警備員 施設警備の専門で、特にホテルの夜間
警備（巡回や受付等）を行います。
車での移動があります。（自動車免許
は必須です。）

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 関東警備保障　株式会社
雇用期間の定めなし (1)20時00分～8時00分

時給

1,000円～1,000円105

保育士 ・０歳～就学前の乳幼児の保育と保育
補助
（集団生活の中で、健康や安全等の基
本的な生活習慣を確立すること、積極
的で情緒豊かな社会性を養うことに重
点をおいた保育方針で保育を行ってい
ます。）

パート労働者 社会福祉法人景徳会　多賀保育園
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(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11月7日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 0557-28-3679 従業員数 113人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7108421 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 0557-28-3679 従業員数 113人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7109321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 26時間

     TEL: 054-259-9121 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22010-26677221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 054-280-0066 従業員数 6人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 危険物取扱者（乙
種）

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22010-26777121 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 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: 22010-26982421 各種保険： 労災 月平均 15時間

     TEL: 054-251-1161 従業員数 43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: 22010-27054021 各種保険： 労災 月平均 

静岡県熱海市和田浜南町４－３９

マリンスパ熱海

時給 (2)14時30分～18時30

944円～1,100円
又は10時00分～18時30

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

123

トレーニングルーム
の監視／熱海市

機器の使い方やお客様の安全を見守るお仕事ですパート労働者 交替制あり 静岡ビル保善　株式会社
雇用期間の定めなし (1)10時00分～14時30

時給

1,130円～1,190円

静岡県熱海市東海岸町１４－２
サガミシ－ド（株）サンビーチ熱
海ＳＳ

122

訪問入浴介護職員／
伊豆事業所（熱海
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

1,050円～1,550円
又は7時00分～21時00

静岡県熱海市水口町１３－１４
熱海郵便局

121

ガソリンスタンドス
タッフ／熱海市

・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、整備士資格取得制度あり
＊社員昇格制度あり

パート労働者 交替制あり サガミシード　株式会社　本部
雇用期間の定めなし

時給 (2)7時00分～10時00分

944円～944円

静岡県熱海市水口町２－１３－１

120

（請）日常清掃業務
／熱海市

○社屋の日常清掃業務

・フロアのモップ拭き
・トイレ、洗面の清掃
・ゴミの回収
・廊下、階段の清掃


パート労働者 株式会社　静岡セイコー
雇用期間の定めなし (1)7時00分～12時00分

時給 (2)9時00分～18時00分

1,300円～1,300円
又は13時00分～22時00

静岡県熱海市水口町２－１３－１

119

アクティビティ業務
全般

＜アクティビティ運営内容として＞
＊アクティビティ全般業務
＊予約受付業務
＊プール受付業務
＊ブックス＆カフェ業務

パート労働者 変形（1年単位） 星野リゾート　リゾナーレ熱海　（株式会社　星野リゾートマネジメント）
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～1,050円
又は10時00分～17時00

118

客室清掃スタッフ ＜リゾートホテルの客室清掃業務＞
・ベッドメイキング業務
・水回り清掃
・パブリック清掃
・リネン回収等

２名でペアを組んでいただき、客室回

パート労働者 交替制あり 星野リゾート　リゾナーレ熱海　（株式会社　星野リゾートマネジメント）
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)11時00分～15時00
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